パネルディスカッション 「安全な内視鏡検査とは」
Ｐ-1.内視鏡検査が安全に行えるために ―診察から検査前までの当院のシステム―
特定医療法人社団松愛会松田病院
○竹井 謡子・山下 久乃・野末 繁子
【背景と目的】
当院では年間約 1 万件の内視鏡検査を行っている。そのうち約半数の 5000 件は全大腸内視鏡検査（以下ＴＣ
Ｆ）であり、1 日平均は 20 件を超えている。1 件 1 件を安全に行うため、検査介助を担当するわたしたちは患者
様の検査目的とともに全身状態を把握し、患者様と共に検査をむかえる心構えが大切である。今回はＴＣＦにお
ける当院独自の診察から検査前までのシステムを報告したい。
【現状】
医師はＴＣＦを予約する際、診察・問診にて年齢や既往症・内服の有無と種類を確認し、同意書を交わし前処
置方法など指示するため、看護師は内容を一緒に確認する。引き続き患者様は問診票記入、採血・心電図などの
諸検査を行う。抗凝固薬内服の患者様については休薬の可否を処方医に確認し、対応する。その後予約センター
にて検査日の予約を行う。予約センターでは検査日と方法を確認し書類が整備され、外来看護師に渡される。
〈当院の検査方法と下剤内服方法〉
○検査方法
・前日入院方法・検査前日に入院。検査当日朝 5:00 下剤内服開始
・当日来院方法・検査当日 8:00 来院、下剤内服開始
・在宅内服方法・検査当日自宅で下剤内服・9:00 来院で検査開始
○下剤内服方法
・MN 法・マグコロール®P＋ニフレック®1000ml
・NN 法・ニフレック®2000ml
・TAB 法・ビジクリア®錠
※ その他ブラウン変法など何種類かあり。
既往歴や患者様の病態・ご希望で指示医師が指示。
看護師は受け取った検査依頼箋と同意書・カルテ内の情報を照らし合わせ、患者様の情報を電子カルテに入力
する。同時に必要な情報が織り込まれているか、必要な検査が行われているかを確認し、指示医師にチェックを
依頼する。その際、不備があれば報告し、追加検査の指示などを仰ぐ。そして検査結果がそろったら指示医がデ
ーターをチェックし、カルテ内に結果を記入（以下 Dr チェック）
。
・異常がない場合の Dr チェックの一例

・異常があった場合の Dr チェックの一例

検査前日には再度看護師が Dr チェック内容と依頼箋・同意書を確認。これまでのチェックに加え、電子カル
テにて前回検査での下剤内服時や検査中の様子なども情報収集する。このときも同様に不備があった場合は医師
に報告し、指示を仰ぎ対応している。
○看護師チェックで発見した不備の例
・心疾患のある方の心電図未実施
・透析患者様にマグコロール内服指示
・抗凝固薬内服中の患者様の同意書にポリペクトミーの実施について記載
・前回検査で下剤内服困難者がまた同様の下剤指示
不備を発見した場合は早い段階であれば患者様に連絡し、追加検査や下剤内容の変更などを行う。また、前日

チェックで発見した場合は来院後に医師の診察や追加検査の指示を仰ぎ対処する。
○Dr チェックで血液検査や心電図で異常が発見された例
８０代男性
主訴）肛門痛・出血
既往歴）前立腺肥大・糖尿病
医師の直腸鏡での診察にてポリープ有り、TCF・ポリープ切除目的で検査予約。予約時の心電図にて異常を発
見。診察医師 Dr チェックにて TCF 延期の指示。専門病院で心臓精査の結果不整脈用剤内服が開始され、検査の
運びとなった。
（検査・ポリープ切除は無事終了）
【考察】
当院ではこのように Dr チェックの前後で看護師が時期をずらしてチェックを行うようにしており、検査前日
チェックまでに不備を発見することがある。また Dr チェックでＴＣＦ検査を延期し、専門病院へ紹介の運びと
なったケースなどもあり、当院のシステムは安全に行うために充分機能していると考える。
【おわりに】
今後もこのシステムを継続し患者様が安全に検査を受けられるよう努力したい。
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Ｐ-2.安全な内視鏡検査を目指しての取り組み
（下部内視鏡検査でのプロポフォール使用評価）
近畿大学医学部堺病院 内視鏡室
内視鏡技師・看護師：四丸美和・鈴木真奈美・山上礼子
看護師：田中直子・浪川聡子・澤村あずさ・小口邦代・勝田智美
消化器内科医師：辻 直子・南 康範・冨田崇史・奥村直己・山本典雄
目的
近年は、苦痛のない内視鏡検査のニーズは治療内視鏡検査に止まらず、上部・下部消化管内視鏡検査において
も鎮静剤投与を多くの施設で取り入れられている。
当院では受検者に対し医師による説明(検査・鎮静剤使用)で希望を優先に静脈内鎮静法(以下セデーションと
略)を施行している。セデーション使用薬剤の選択として、院内での検査室構造上の問題もあり、短時間で覚醒効
果が得られるプロポフォールを使用している。上部消化管内視鏡検査同様、下部消化管内視鏡検査(以下 CF と略)
受検者のセデーション有無群に対して、循環動態・セデーション使用後の歩行状態や覚醒状態・検査後の説明内
容の理解・帰宅後の生活状態について調査を行ったので報告する。
対象
調査用紙使用し、2009 年 6 月 8 日から 8 月 8 日までに CF を受けた 20 歳代から 80 歳代の受検者 152 名(セデー
ション無群 27 名・セデーション有群 125 名)。
検査後の次回外来受診が消化器内科である受検者 84 名(セデーション無群 27 名中 10 名と、セデーション有群
125 名中 74 名)について、
「検査中の苦痛」
「検査後の説明内容理解」
「帰宅後の生活状態」
「次回検査時のセデー
ション希望」項目を評価した。
方法
セデーション無群①年齢・性別②検査時間③検査前・中・後の血圧・脈拍・酸素飽和度④検査中の体動の有無
⑤検査中の苦痛⑥検査後説明の理解⑦検査後帰宅方法⑧帰宅後の生活状態⑧次回検査時の鎮静剤希望の有無に加
え、セデーション有群は無群の項目に「体重」
「プロポフォール初回量・追加量」
「酸素投与状態」
「iv 後の血圧・
脈拍・酸素飽和度」
「検査後と安静 15 分後の離握手・呼名反応(氏名・生年月日)・自発呼吸・歩行状態」を追加
し、各項目に沿って看護師が記述記載を行い外来カルテ内に調査用紙添付。次回外来受診時に消化器内科医師に
「検査中の苦痛」
「検査後の説明内容理解」
「帰宅後の生活状態」
「次回検査時のセデーション希望」について記入
依頼し検査室看護師が回収した。

結果
セデーション無群男性 18 名(67％)、女性 9 名(33％)で平均年齢 66.3 歳、平均検査時間 27 分であった。セデーシ
ョン有群男性 60 名(48％)、女性 65 名(52％)で平均年齢 64 歳、平均検査時間 30.8 分であった。セデーション無
群・有群での血圧変動や脈拍数では、検査前・中・後に処置を有する変化は認めなかった。セデーション有群で
は検査中の収縮期血圧の低下を認めるが検査後・安静 15 分後には改善認めた。(図 1.2) セデーション希望の受
検者は検査同意書と検査に使用している冊子内の質問表で内容確認の上、医師の指示のもと検査室内で血管確保
を行った後、モニター装着し検査直前に検査医により静脈注射を行い検査開始となる。プロポフォール初回量
0.8mg/kg57 名(45％)に使用次いで 0.9mg/kg39 名(31％)に使用、0.7mg/kg16 名(13％)であった。プロポフォール
投与量では、0.8mg/kg 初回量使用し追加投与を 41 名に行い、0.9mg/kg 初回量使用し追加投与を 28 名に行った。
(図 3.4)プロポフォール使用時に 21 名(17％)が酸素吸入を行った。内訳は初回量投与で 7 名・追加量投与で 14

名であった。使用量では、0.8mg/kg9 名と 0.9mg/kg10 名であった。(図 5)経皮的動脈血酸素飽和度については、
プロポフォール iv 後・検査中に 90％以下は 6 名を認めたが、急変や救急処置を要する症例は認めなかった。(図
6)
検査中の体動では、セデーション無群 27 名(100％)とセデーション有群 94 名(75％)に体動を認めなかった。セ
デーション有群 31 名(25％)に体動を認めたが、
検査介助者一人ないし二人で検査体位保持行い安全に行えていた。
(図 7)
セデーション有群受検者の検査後歩行状態については、123 名(98％)が自力歩行可能であり歩行介助を要した
のは、2 名(2％)であった。安静 15 分後には、全ての受検者が自力歩行可能であり、覚醒状態においては検査後
より離握手・呼名反応(氏名・生年月日)・自発呼吸に関して問題を認めなかった。検査中の苦痛に関してセデー
ション無群 7 名(70％)は苦痛に感じており、セデーション有群 62 名(83.7％)は楽に検査を受けることができた。
(図 8)検査後の説明内容の理解については、セデーション無群 8 名(80％)とセデーション有群 58 名(78％)が理解
したとの回答を得た。(図 9)
帰宅後の生活状態では、セデーション無群 8 名(80％)とセデーション有群 54 名(73％)が支障なく過ごせ、セデ
ーション有群 7 名(9％)が皮疹・腹痛・腹満・けだるさなどの意見があった。しかし、支障があって再度受診し何
らかの処置などを行った報告はなかった。(図 10)次回検査時にセデーション希望するかの質問に対して、セデー
ション無群 3 名(30％)とセデーション有群 68 名(92％)が希望される意見が聞かれた。(図 11)
考察
結果より、プロポフォール使用は上部消化管内視鏡検査同様に CF でも、覚醒状態や帰宅後の生活に重篤な支障
をきたさないことが判明した。プロポフォール iv 後や検査中では、血圧低下や酸素飽和度の低下を招くためモニ
タリングは必要であるが、適切な投与量であれば安全に使用できると考える。構造上の問題として検査室内にリ
カバリー室がない為、プロポフォールを選択しているが、検査室および受検者にとっても検査する上で有効であ
ったと評価できる。
今後も、使用薬剤についての作用・副作用を熟知し、検査経過を記録に反映させ安全に内視鏡検査が行えるよ
う継続して取り組んでいくことが重要であると考える。
結語
前回の上部消化管内視鏡検査でのセデーション使用状況・使用評価を踏まえ、CF でのプロポフォール使用評価
は期待通りの結果が得られた。今後も現状の体制を継続し受検者のニーズに沿い、かつ安全に検査が行えるよ
う継続して取り組んで行きたいと思います。
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Ｐ-3.全大腸内視鏡検査後の症状調査からみた内視鏡指導施設における安全な内視鏡検査とは
大腸肛門病センター 高野病院
内視鏡技師 ○松平美貴子、東
仁美、松永 香織
医師
野崎 良一
【はじめに】
全大腸内視鏡検査（以下 TCS）終了後の症状の有無や程度、また何日続くかについて、ほとんど報告はない。
そこで、TCS 終了後、帰宅してからの症状についてアンケート調査を行った。得られた結果から、関連因子や要
因を明らかにし、内視鏡指導施設としての今後の対応を考察した。

【方法】
当院で 1 ヶ月間に TCS を受けた外来精査症例のうち、調査に協力が得られた 113 例（男性 56 例、女性 57 例、
平均年齢 61.7 歳）に対し、
「検査中の状態」および「検査後の症状」についてアンケート調査を実施した（表 1）
。
対象の 113 例は研修医または外部非常勤医師 10 名の施行例である。なお、熟練医施行例 25 例（男性 15 例、女性

10 例、平均年齢 67.4 歳）にも同様の調査を行い比較した。
「検査中の状態」は、検査中スタッフが記述し、
「検査後の症状」は、4～5 日後に本人に電話をかけて聞き取
り、記述した。
【分析方法】
有症状者、気分不良症例、苦痛症例について分析した。統計処理は StatView vor.5 を用い、t-test、χ2test、
Mann-Whitney U-test、Kruskal-Wallis test で行った。
【結果】
検査当日の有症状者は 52 例（46.0%）みられ、そのうち気分不良有りが 16 例（14.2%）だった。翌日の有症状
者は 33 例（29.2%）
、気分不良有りは 10 例（8.8%）だった。症状は、下痢、ガスが多い、腹部グルグル感、腹満
感などがみられた（表 2）
。症状は翌日までに全例消失した。年齢では、検査当日で有意に若い症例に有症状者が
多かった
（P=0.0073）
。
性別では、
検査当日・翌日も女性の方が有意に多かった
（検査当日 P=0.0009、
翌日 P=0.0005）
。
検査当日の気分不良例は、腸管の屈曲・ねじれの症例に有意に多くみられ、盲腸までの平均到達時間は気分不
良無し（10 分）より、気分不良有り（13.9 分）が有意に長かった（P<0.05）
。翌日の気分不良例は、検査中の痛
みの程度と関連があり、平均到達時間も気分不良無し（10.2 分）より、気分不良有り（15.1 分）が有意に長かっ
た（P<0.05）
。
検査がきつかった・痛かったと訴えた苦痛例は 17 例（15.0%）で、検査中の意識レベル・痛みの程度・sedation
の効き具合、腸管の屈曲・癒着例で有意に多かった。平均到達時間も、楽だったと答えた症例（9.6 分）より、
苦痛例（16.1 分）の方が有意に長かった（P=0.0006）
。
熟練医施行例は、4 例（16%）に当日腹部のグルグル感がみられたのみで、気分不良例、苦痛例はなかった。平
均到達時間は 2.1 分と短かった。1113 例と比較すると平均年齢が高く、腸管の屈曲症例も多かったにもかかわら
ず、有症状者、気分不良例、平均到達時間において有意に良好な結果だった（表 3）
。
【考察】
有症状者が検査当日に 46%、翌日 29.2%と多くみられることがわかった。そのうち、気分不良例が検査当日に
14.2%、翌日に 8.8%みられたが、全て翌日までに消失する。以上の結果については、今後検査前または検査終了
後に追加説明することが望ましい。検査後の不安の軽減につながると思われる。
屈曲、ねじれの強い症例や、挿入時の痛みがある症例は、有意に検査後気分不良を訴えるため、慎重な内視鏡
挿入を依頼する。挿入困難や、痛みを訴える場合は、施行医の交代あるいは薬剤追加投与などの対応が必要であ
る。
全ての分析結果で、盲腸までの到達時間の長さが関連しており、10 分以内の到達が望ましいことがわかった。
短い時間だが、10 分経過してもＳ状結腸を超えない場合や、痛みが漫然と持続している場合などの熟練医への報
告・交代の目安と考えていいのではないか。
【結論】
今回の調査で得られた結果は、内視鏡指導施設における今後の対応に大変有用である。さらに安全な内視鏡検
査を提供するため、医師と検討しながら改善していかねばならない。そのためには、医師との連携、信頼関係の
構築が必須であり、内視鏡技師の果たす役割は大きい。
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