Ｙ１-1.大腸内視鏡研修プログラムに果たす内視鏡技師の役割と成果
亀田総合病院 内視鏡室 ○松本雄三・富永和宏
消化器内科
平田信人・和田亮一・斎藤圭治
亀田総合病院附属幕張クリニック 内視鏡室
鎌田博之
消化器科
永谷京平・光島徹
【背景】
当施設では 1983 年 4 月から無透視･無麻酔･一人操作法による大腸内視鏡(simple totalcolonoscopy､以下 STC)
を開始し現在に至る｡初年度は 985 件に過ぎなかった STC も 2006 年度は 13,402 件､累計では 218,043 件を数える｡
私たちの STC 教育プログラムは実地修練(onthe jobtraining、以下 OJT)が基本となる｡検査数が多い中での OJT
では上級医が研修医の検査に立ち会って指導するのは困難である｡そのような状況下､OJT に重要な役割を果たす
のが内視鏡技師(以下､技師)である｡
【目的】
1.1983 年 4 月から 2006 年 3 月までに STC 研修を受けた内視鏡医を顧みる｡2.OJT に果たす技師の介入項目を明
確にする｡3.研修医が熟達医に達するまでの経緯を振り返る｡4.施設全体で円滑な STC を提供しているかを振り返
る｡5.円滑で安楽な STC を提供するための技師のスキルを探る｡
【方法】
1.往年の消化器内視鏡医の名簿を作成する｡2.技師の介入項目の名称と目的や基準を打ち出す｡3.研修過程にお
ける盲腸到達率(以下､到達率)･到達時間を調査する｡4.医師毎に到達率･到達時間を調査しバラツキがないか検証
する｡５.身につけておきたい技師の知識･技術を列挙する｡
【結果】
1.24 年間に 190 名の大腸内視鏡医を育てた｡平均在籍期間は､2.3 年であった｡2.技師の介入項目は｢割り振り｣､
｢交代の決定｣､｢ナビゲーション｣であった｡｢割り振り｣とは｢受診者個々の STC 難易度を推測し､検査医の技量に応
じて症例を振り分けること｣､｢交代の決定｣は｢苦痛が強い場合や 15 分以上経過しても進展がみられない場合によ
り技量の高い検査医へ交代する判断｣､｢ナビゲーション｣は､｢挿入困難に遭遇した場合の用手圧迫や技術的アドバ
イスを行う｣こととした｡3.1996年度にOJTを受けたSTC初心者3医師では､3医師とも200例の経験で到達率90％､
到達時間はそれぞれ 7 分､9 分､12 分であった｡4.経験年数別に 12 医師(6 年以上:4 医師､4-5 年:2 医師､2-3 年:3
医師､1 年未満:2 医師)で到達率･到達時間を比較した結果､いずれも到達率は 96-100％､到達時間は 5-8 分で大き
なバラツキは見られなかった｡5.ナビゲーションに要するスキルとして解剖生理､先進部位の判断､挿入形状の想
像力などが挙げられた｡
【結語】
内視鏡技師の介入によって､受診者への悪影響を極小としながら STC 研修医教育が円滑にできる｡
（予報集再掲載）
連絡先：〒296-8602 千葉県鴨川市東町 929
℡ 04-7092-2211

Ｙ２-2.チーム医療の一員として健康教室に参加した事例報告
聖マリアンナ医科大学病院 内視鏡センター
看護師 ○田嶋 由香里、井坂 隆子
【背景と目的】
当院は特定機能病院と高度先進医療の提供、
地域密着型大学病院という特徴を持つ。
そこで地域住民に対して、
健康に関する知識の啓発、セルフケア促進をめざし、予防医学の根底を構築する目的で外来において「健康教室
マリアビタミン」を開催している。
今回その健康教室で「内視鏡は怖くない！～検査を上手に受けるコツ教えます～」というテーマで内視鏡看護
師がチーム医療の一員として地域住民に講演した。
「苦しい」
「できれば受けたくない」など良い印象をもたず、
敬遠されがちな内視鏡検査を、解りやすく解説する事により安全で安楽に検査が受けられ、検査の重要性を啓蒙

することで予防医学に繋がるのではないかと考えた。
【事例】
平成 20 年 3 月 8 日当病院健康教室「マリアビタミン～身体のしくみシリーズ～」にて、内視鏡センター所属内
視鏡技師が、
「内視鏡検査はこわくない！上手に検査を受けるコツ教えます！」というタイトルで 30 分間の講演
を行った。Power point のスライドと手元資料、そして上部、下部スコープを１本ずつ持ち込み、実物を参加者
の前に置きつつ解説を行った。
「はじめに」のくだりで、まず患者様の協力が必要なこと、安全で案楽な検査になるために情報が必要なこと、
その情報を基に個人にあったサポートをしていく事を説明した。
上部内視鏡について
① 問診の重要性について、特に既往歴と服薬中の薬について
② 咽頭麻酔の受け方
③ 前投薬について（抗コリン剤、グルカゴン、安定剤について）
④ 検査の流れ
⑤ 検査中の深呼吸のすすめ（リラックスするには）ラボラトリーメソッドを行いつつ説明。
下部内視鏡について
① 処置（腸洗浄の重要性）について
② 検査の流れ
③ 腸の形状
④ 検査の注意事項（検査前の食事と便通、検査中の排ガスについて）
⑤ 鎮静剤について（痛みが強い時使用）
以上を、スライドと資料を基に解説した。
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【結果】
参加人数 53 名、男女比 1:1.6
年齢層 60 代 49％、70 代 28％、50 代 16％、40 代 7％
講演後の教室内容に対するアンケートより、内容は分かりやすかったか？という質問に対し、大変良く分かっ
た 33％、わかった 42％、まぁまぁわかった 7％という回答であった。
実物の電子スコープを持ち込み、実際にスコープの太さを実感してもらった。また、必要最小限の時間で安楽
に検査を受ける為に注腸造影の写真や咽頭の写真を折り込み、ポイントを明確にした。
「勉強になった。
」
「次回は今日のことを参考にしたい。
」という意見を得た。
講演後に質問がいくつかあり、
「現在服用中の薬との関係」
「唾液を上手に出せない」という質問に対し応答を
した。
【考察】
現在、病院内における「内視鏡技師」という知名度は決して高くは無い。
今回の事例では専門知識を持った内視鏡技師が地域住民（健者）に対し、内視鏡検査を行うことで「早期発見」

「臓器温存」
「疾病予防」という啓発を行えたと考える。
内視鏡技師は特別な専門知識を持ったスペシャリストで、①介助（看護）②機器③感染、以上についての専門
家でなくてはならない。専門性を確立するためには、知識向上、技術習得を常に意識し、エビデンスに基づいた
活動を行っていくことが必至である。チーム医療の一員として知識を活かし、診療と検査のコーディネーターと
しても幅広く活動していくことも重要であると考察した。
連絡先：〒216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1
℡ 044-977-8111

Ｙ１-3.内視鏡技師の地位向上を目指した活動の一例
特定医療法人 石心会 川崎幸病院 消化器病センター 内視鏡科 1 同内科 2 同外科 3
渡部博一 1 井上芽久実 1 大房彩乃 1 桜田有希 1 大前芳男 2 関川浩司 3
「はじめに」
2001 年当時、内視鏡室は独立しておらず、放射線科に属していた。当時のスタッフは内視鏡技師 2 名であり、
一年 365 日の夜間休日待機及び日常業務も全て 2 名で行わなければならない状況であった。当時、他部署職員か
らは医師の補助的役割としか認識されておらず、内視鏡技師の知名度は皆無の状態であった。我々はこの状況を
打開するために、労働条件改善と院内における内視鏡技師の地位向上を目指し、検査数増加及び質の向上、内視
鏡室における収益性向上を目標とし 7 年に渡り行動してきた。その活動経緯及び活動結果について報告する。
「方法」
2001 年から 2007 年に渡り[1]営業・広報活動、[2]卸業者との価格交渉及び適正デバイスの選定・適正在庫の
設定、[3]受診者要望に答えるアンケート調査[4]医師と事務・管理部門との橋渡し役を担い実施した。
「結果」
営業・広報活動の結果、近隣医より紹介患者数が増加するなどの要因から内視鏡検査件数は増加し、それに伴
い内視鏡治療件数・実施可能な手技項目は年々増加した。また、価格交渉・在庫管理を徹底して行い、物品購入
において納入単価を抑制することができた。これらの業務努力に加え、診療報酬改訂に際して、内視 鏡に関連
した保険点数が増加したこともあり収益性が改善した。また、受診者からの要望に答えるべく、土曜午後及び日
曜全日も内視鏡検査を行う環境を整えることができた。スタッフについては年々増員され、2007 年には 9 名体制
となった。また 2003 年より内視鏡科として独立し、2004 年より他の関連施設における内視鏡業務も管轄下とし
た。当初 2001 年の時点で所有する内視鏡は上下部内視鏡および ERCP に使用する十二指腸鏡を各１本ずつのみで
あったが、設備投資に際して医師側のニーズおよび機器導入の必要性を事務・管理部門に伝える役目を担うこと
で内視鏡機器類は年々改善され、2007 年には NBI・拡大内視鏡・ウォータージェット・経鼻内視鏡等も導入され
た。これにより医療従事者、受診者ともに検査・治療における質の向上につながった。また、このような橋渡し
役に従事することで三者間において良好な信頼関係を構築することができた。
「結語」
通常、病院事務・管理部門が行う業務に関わり、医師と事務・管理部門の橋渡し役に積極的に携わることで、
医師及び病院上層部よりその存在価値を認識されるようになった。その結果、技師の増員及び新たな機器導入、
業務範囲の拡大につながった。内視鏡技師は日常業務を円滑かつ安全に遂行し患者満足度を高めていくことは勿
論であるが、今後は広報・営業活動などの経営的観点を踏まえたマネージメント能力や医師・病院管理部及び外
部に対するプレゼンテーション能力等を身につけることにより、内視鏡技師の知名度は更に向上し、必要不可欠
な存在になると考える。
連絡先：〒212-0021 神奈川県川崎市幸区都町 39-1
TEL：044-544-4611

Ｙ１-4.当院における内視鏡技師の地位向上に向けての取り組み
―院内勉強会の果たす役割―
JA 広島厚生連尾道総合病院 内視鏡センター
内視鏡技師：○楠見朗子、森田恵理子、内畠夫佐子、栗本保美、三木 仁
センター医師：小野川靖二、花田敬士
副院長：藤越貞子
【はじめに】
病院組織での内視鏡に関する知識習得及び技師資格への関心は高いとは言えず、内視鏡技師の地位向上は大き
な課題である。当院は平成 15 年に内視鏡センター（以下センター）を開設した後、内視鏡技師の地位向上に向け
て、院内消化器内視鏡勉強会（以下勉強会）を最も重要な取り組みとして位置づけ精力的に活動している。今回
その活動内容と院内にもたらした波及効果および成果を検証した。
【対象および方法】
院内全看護師を対象とし、隔週に 1 回勉強会をカリキュラムに従って通年で実施した（自由参加）(表 1)。
【結果】
勉強会はセンター開設 2 年前の平成 13 年から開始され、毎年約 30 名の参加があった。開始後より、内視鏡検
査治療に関してセンターと病棟の連携が円滑となり、
内視鏡診療に強い興味を持つ技師資格取得希望者が現れた。
また、院内他各部署において、
“内視鏡検査治療は、専門知識技術を要する”という共通の認識が生まれた。開設
以来、年間件数が約 4500 件から約 7000 件に増加するとともに、センターへの専任スタッフは、原則技師資格取
得者が配属される流れが実現し、開設後 5 年間で段階的に 3 名から 5 名に増員が達成できた。
(表1) 消化器内視鏡勉強会年間計画一覧
内容

内容

1 胆膵の解剖と生理

10 胃ﾎﾟﾘﾍﾟｸﾄﾐｰ・EMRｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ

2 ERCPｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ

11 胃ESDｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ

3 ENBDｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ

12 胃ﾎﾟﾘﾍﾟｸﾄﾐｰ・EMR・ESDの実際

4 EST・EPBDｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ

13 PEGｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ

5 EBD(EMS)ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ

14 PEGの実際

6 EUS-FNAｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ

15 食道の解剖と生理,食道・胃静脈瘤

7 EUS-FNAの実際

16 EIS・EVLｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ

8 大腸ﾎﾟﾘﾍﾟｸﾄﾐｰ・EMRﾊﾟｽ

17 内視鏡的静脈瘤治療の実際

9 大腸ﾎﾟﾘﾍﾟｸﾄﾐｰ・EMRの実際

18 緊急内視鏡検査の実際

【波及効果と検証】
勉強会は、内視鏡検査治療への理解、病棟とセンターの連携を段階的に実現した。特に病棟での大腸前処置は、
連携がスムーズにいかず検査開始時間の遅延や洗腸不良状態での処置を余儀なくされることがしばしばであった
が、大きな改善がみられた。治療後の病棟からの問い合わせも激減し、検査の円滑な進行につながっている。ま
た、技師資格への理解も浸透し、資格取得を希望する看護師が院内外の研究会、学会に積極的に出席する動きが
定着した。初期の技師資格取得者のうち 4 名は内視鏡検査治療の関連病棟の科長として在籍し、緊急内視鏡を要
する患者の対応受け入れに協力的で、病棟とセンターとの連携に大きく機能している。これらが評価され、個人
による自主開催であった勉強会が、
看護科公認の自己啓発セミナーとして位置づけられている。
平成 20 年度から、
看護科の助言により勉強会出席票を配布、
修了証を発行する計画もあり、
出席者の学習意欲の向上が期待される。
一方、内視鏡検査件数の増加に人員の補充が追い付かず、他部署及び病棟からの応援態勢が開始された際、勉強
会の継続参加者計 16 名が応援スタッフとして選任され、交替で業務に従事している。学んだ知識の実践展開によ
り、彼らの学習意欲はさらに向上している。現在までに、応援スタッフのうち 11 名が技師資格を取得した。
【結語】
当院内視鏡センターにおいて、専任内視鏡技師の段階的な増員が達成された。この背景に、院内勉強会の継続
的実施が、センターと病棟の円滑な連携を生み、内視鏡業務内容、技師資格への理解につながり、院内での評価
向上に大きな役割を果たしたと思われ、今後さらに内容の充実を図る必要がある。

【連絡先】〒722-8508 広島県尾道市古浜町 7-19
TEL:0848-22-8111
FAX：0848-24-8811

Ｙ１-5 内視鏡技師の研修医内視鏡初期研修教育プログラムへのかかわりについて
北里大学東病院 内視鏡科*
同 消化器内科**
○三浦美保* 関口明子* 荒木麻貴子* 高山智代* 馬場秀子*
田原恵理子* 佐藤美枝* 佐々木徹** 木田光広** 西元寺克禮**
【背景】
当内視鏡科は大学病院として、内視鏡指導医（以下指導医）による研修医の内視鏡研修を行っている。また、
内視鏡技師による内視鏡機器やスコープの基本構造説明や操作法・検査開始から終了までの取り扱い、内視鏡オ
ーダリングから内視鏡部門システム「ソレミオ」の説明理解等、研修医に関わる部分も多い。従来から研修 1 週
目の約 3 日間は介助者回りの研修として機器や各種カート類（止血・スクレロ・救急等）の場所、内容の把握、
緊急検査の対応方法についての説明を行ってきた。しかし、習熟度を客観的に評価するツールが無く、内視鏡技
師から見てひとり立ちした時の各研修医の習熟度に応じた介助者の対応目安が不明瞭であり、研修中のリスクマ
ネージメント対応も必要となる。そこで、研修施設として医師、看護師、内視鏡技師が教育プログラムに沿って
習熟度を評価するシステム整備を行い、平成 20 年度より開始したので報告する。
【研修医教育の問題点】
① 研修医の介助業務研修に理解を示さないスタッフ医師の存在
時間外緊急検査対応のために準備から片付けまでの一連の機器取り扱いと介助業務の習得が必要であるが、
研修医の認識に対してその研修内容を理解できない医師がいたため、内視鏡技師による研修に支障があった。
② 医師、コメディカル共通で研修医のレベル把握が出来ていない。
担当曜日で変わる医師と１週間で検査室をローテーションする技師の側からの研修医の習熟度が把握しきれ
ず、対応目安が不明瞭であった。
③ 検査時間が長い。
持ち時間配分の設定と指導医のコントロールが必要である。
④ １人立ちさせた後に、偶発症リスクが発生した。
咽頭通過時の気管への誤挿入、過剰送気による腹痛やマロリーワイス症候群、胃の変形によるスコープの迷
入などの偶発症について、責任者医師が把握できていない。
これらを踏まえて内視鏡科リスクマネージメント研修会にて報告すると共に、各担当責任者医
師との検討、改善策を作成した。さらに、研修システムの整備をお願いしてきた。
【方法】
上部内視鏡検査において内視鏡初期研修教育プログラムとして段階的に STEP 0 より４までのカリキュラムを
設定し、それぞれのレベルに目標、実施可能な手技、指導医・内視鏡スタッフ医師・看護師・内視鏡技師による
チェックリストの項目設定をする。各項目の評価は項目内容に応じた確認者が習得事項の達成度を判断し日付と
サインをする。研修期間目安を設けた各ステップの修了を最終確認した指導医がサインをしてから次のステップ
に進む。各研修医のステップは内視鏡室に掲示し誰もが把握できるようにする。
【結果】
1)医療チームとして全体で研修医の研修レベルが明瞭となり、対応しやすくなった。
2)研修内容を各職種で分担して担当することにより、専門的な関わりができるようになった。
3)研修医の実施可能な手技の把握により、上部内視鏡検査介助担当者も規定時間でのスタッフ医師確認の声かけ
がしやすくなった。
4)研修医自身がカリキュラムを把握できるため、具体的な目標設定ができるようになった。
【考察】
今回、内視鏡技師側から研修医対応のリスクマネージメントの観点を発信することに始まり、プログラムの作
成に介入することにより、部門内にて研修医の教育プログラム作成に至った。また、明確なツールの作成により
研修医の教育内容への全体把握につながり、研修中の介助側からも的確な対応をとる目安が得られるようになっ
た意義は大きい。さらに、検査から治療へと進む内視鏡研修の中で、常にチームで取り組む身近なパートナーで

ある内視鏡技師として研修の部分でも積極的な関わりをもって取り組みたい。

STEP 1

『 Junior 』
研修期間目安：1 週間

[目標] ・内視鏡検査に必要なスコープの基本操作を習得すること。
・内視鏡検査に必要な各種装置の基本操作を習得すること。
・内視鏡検査の前後で患者と適切なコミュニケーションがとれること。
・検査・治療内視鏡の手順を理解し、その介助ができること。
・内視鏡検査に必要な医学的知識を深めること。
[実施可能な手技]

・ 内視鏡検査・治療の介助、Sedation
・ 内視鏡検査時のスコープ抜去

[チェックリスト]

[確認サイン・日付]

□

内視鏡検査後に患者に適切な声かけができる。

看護師

/ /

□

上級医師・看護師と協力して sedation を経験している。

看護師

/ /

□

治療に使用する装置（VIO）の基本操作を習得している。

技師

/ /

□

治療に使用する器具（clipping）の基本操作を習得している。

□

内視鏡治療に参加し、その介助を経験している。

□

内視鏡検査を十分に見学している。

staff

/ /

□

シミュレーターでスコープの操作法を習得している。

staff

/ /

□

十分な視野を確保してスコープ抜去操作ができる。

staff

/ /

□

ソレミオの基本操作を習得している。

staff

/ /

□

日々読・総合読影に参加し内視鏡診断の研鑽を積んでいる。

staff

/ /

□

内視鏡検査の医学専門書を読んで理解している。

[修了証明]

技師

staff

技師
/ /

/ /

STEP 1 を修了したことを証明する。
指導医

連絡先：〒228-8520 神奈川県相模原市麻溝台 2-1-1
TEL:042-748-9111(内線 2185)、FAX:042-748-9119

/

/

/ /

Ｙ1-６.オーストラリアで働く日本人内視鏡技師
St Vincent’s Public Hospital
小酒井 文 （看護師・内視鏡技師）
朝日大学村上記念病院
奥田 順一（医師）
吉田 弥須子（看護師・内視鏡技師）
（はじめに）
内視鏡機器・治療は常に進歩し続け、看護士・内視鏡技師の役割・業務内容はそれに伴い、多様化・複雑にな
っている。また、内視鏡の洗浄・消毒の見直し、履歴管理の開始により、更なる業務の増加と責任も加わった。
しかしながら、病院によっては内視鏡技師資格を取得し、専門性の追及をしている者に対してもその努力は認め
られず、勤務移動を余儀なくされる例は少なくない。日本の内視鏡の技術は世界で最も発展していると言われ、
また最新の機器・技術の普及も日本各地で普及しており、内視鏡技師の技術・知識もそれに伴い向上されレベル
の高いものと考えられる。
（事例）
2001 年 3 月、日本での 12 年間の看護師・内視鏡技師としての経験後、オーストラリアに渡り大学へ入るため、
一年間、
語学学校へ通い英語を学ぶ。
大学の看護学士編入コースで 1 年間学びオーストラリアの看護資格を取得。
看護資格取得後、私立病院へ就職。その後、Australian Credentialled Gastroenterology Nurse となるための
試験を受けその資格を取得する。日本の内視鏡技術は世界一優れており、日本で働いて得た技術と知識を面接で
積極的にアピールしたことにより、
語学のハンディがありながらも Victoria 州で内視鏡では一番と言われる公立
病院に就職する。その約二年後、Clinical Nurse Specialist（病院認定の専門看護師）というポジションを獲得。
そして現在に至る。
（結果）
今回、日本で働いた経験と技術を生かし、オーストラリアで働く内視鏡技師の事例・オーストラリアの看護士
の待遇の日本との違い（専門性の追求という点にポイントを置く）を報告すると共にオーストラリア・アメリカ・
イギリスに存在する Nurse Endoscopist についても紹介する。
（まとめ）
今後の内視鏡の発展に寄与するためにも看護師の専門性の追求の重要性を病院側に理解・協力を得られるよう
働きかけることは重要である。
その第一歩として、内視鏡技師の存在を病院スタッフ・患者さんにアピールすると共にその地位確立をするこ
とは有意義だと考えられる。
（今後海外で働きたいと思っている方へ）
語学力は不可欠であると言えますが、日本での経験から得た知識と技術に自信を持ち、海外へ行きたい・海外
で働きたいと言う気持ちがあれば、夢は実現すると思います。渡豪 8 年目となりますが、依然言葉の壁は感じま
す。
そして内視鏡と同じく語学も生涯学習と思いますが、
“好き”
と言う気持ちが最高のパワーになると思います。
私は自分のことを内視狂と言えるほど, この仕事が好きで、この仕事に携わることに、感謝をしています。
連絡先： 41 Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065
E- mail: bluemoon8@optusnet.com.au

Ｙ２-1.手書きによる洗浄・消毒履歴管理及び看護記録
～記録の改善を試みて～
香川医療生活協同組合高松平和病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○佐藤 弘子
看護師
飯沼 明美、赤松 智代、久次米清美
【はじめに】
近年、履歴管理により内視鏡の洗浄・消毒の質を保証していく事が加速してきている。しかし、当院では 2007
年 10 月迄内視鏡検査時の記録が何も行なわれていなかった。
また内視鏡検査においても安全で適切な看護記録の

必要性・重要性が求められてきているが、電子カルテが導入されていないため、手書きの記録が必要な状態であ
る。そこで確実に簡便に履歴管理を行い、診療実施録（以下コストと略す）漏れの消失が図れ、記録の簡便化・
均一化を図ることができたので報告する。

上部内視鏡用
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<洗浄履歴>
スコープ番号２６０
２４０

ml

(XP２６０N①) XQ２３０
(XP２６０N②)

洗浄者名（
）
洗浄消毒機（OER－３） ① ②
アセサイドテストＯＫ
記入者サイン
漏水検知ＯＫ

申し送り事項

□Ｏ2

ℓ 経鼻（

～

）

□ 止血術
クリップ
個
□ 内視鏡的焼灼術（ホットバイオプシー）

入力印

上部内視鏡用記録・コスト表
【目的】
下記の目標を達成できるような記録用紙を作成する
1) 記録の簡便化・均一化を図り情報の伝達、ケアの実施内容の証明
2）患者の安全管理のため消毒の質保証ができるように洗浄・消毒履歴管理の充実
3) コスト漏れの消失
【方法】

月

日

１.用紙記載項目
1)検査同意書の有無・所見用紙の有無
2)検査前・検査中・検査後のバイタル
3)鎮静剤使用者の薬剤量・薬剤指示医師印・投与量確認者印・投与者印
4)スコープ番号・使用洗浄機・洗浄者名・消毒液濃度チェック・漏水検知
5)コスト請求項目（使用薬剤、検査・処置事項）
6)その他申し送り事項（検査・処置内容等）
7)履歴管理の貼付
2.作成用紙
1)上部内視鏡検査用紙
2)下部内視鏡検査用紙
3)特殊検査用紙
4)気管支鏡検査用紙
【結果・考察】
用紙の作成により、検査前確認事項から前処置、ケア内容、検査終了までの記録をチェック及び数字記載・サ
インのみで記録が行えるようになった。また検査中の様子や問題点を申し送ることで看護の継続性を追求できる
と考える。
履歴管理については、当院で採用している OER－３の洗浄・消毒機利用により患者個々の履歴をプリントアウ
トして保管を行った。その記録用紙に記載されているスコープ名、使用洗浄消毒機、漏水確認、使用薬剤の濃度
確認、洗浄者名をチェック及びサインするだけで履歴管理として残すことができた。また履歴のプリント用紙を
記録用紙に直接貼付することを追加した。
コスト請求も使用薬剤・処置項目にチェック及び数字記載を行うだけで請求でき請求漏れなく時間短縮にもつ
ながった。
鎮静剤使用患者は鎮静剤投与量、指示医師、投与量確認看護師、投与看護師のサインを記載することで、内視
鏡看護記録の標準化を図ると共に薬剤による事故防止につながった。また、履歴管理を行うことで、内視鏡検査
においても洗浄・消毒の質を保証し、安全な検査の提供ができると考えられる。
【まとめ】
ＩＴ化されていない施設においても記録用紙作成にて記録の簡便化・均一化を図ることができた。また、洗浄・
消毒の履歴管理は用紙の作成により、手書き記録でも簡便に行うことができる。看護記録や、履歴管理を充実さ
せることで、患者の安全確保につながった。
【参考文献】
1)田上しのぶ、ほか；看護記録のゆくえ｢看護記録｣から｢患者記録｣へ、日本看護協会出版会．
2)赤松泰次；消化器内視鏡看護、基礎から学びたいあなたへ、日総研．

連絡先：〒760-0073

香川県高松市栗林町 1－4－1
TEL：087－833－8113
E-mail：piroko-4917jp-s.ne.jp@nifty.com

Ｙ２-2.当検査室における洗浄消毒の履歴管理システムの構築と使用経験
東京女子医科大学病院 中央検査部 内視鏡室
○ 菊田学・千葉恵理加・奥田聡子・吉田勝誠・脇真優美・畠中いと
狩俣千佳子・板垣和美・逆井幸代・蓮沼順子
はじめに
近年、
「医療機関における院内対策マニュアル作成のための手引き」にも表記されているとおり、内視鏡の洗浄・
消毒の履歴管理の必要性が問われている。
当外来内視鏡室では、検査室 8 部屋、検査数が 1 日 70 件から 100 件をオリンパス社製洗浄機ＯＥＲ2、(以下、

ＯＥＲ2)12 台を使用し、5 日もしくは 24 回を上限とし各検査終了後、洗浄･消毒をおこなっている。今回、当検
査室では、有限会社ヤトーシステムと共同で洗浄消毒の履歴管理システムを構築、使用したのでこれを第一報と
して報告する。
目的
当検査室件数の洗浄消毒の履歴管理を行うには、手書きによる履歴ではいざと言うときに履歴の検索が行うこ
とが困難である。また、履歴管理を容易に行うために 1 日毎にコンピューターへ打ち込みを行う事も人為的且つ
時間の無駄につながる。このため、ＲＦＩＣタグ（以下、ＩＣ）を使用し人為的、時間的な無駄を省く事を目的
とし履歴管理システムを構築、使用した。

ブラザー社製ＳＺテープ

リンテック社製 ＩＣタグ

図２
方法
ＩＣタグリーダライタを使用し、
（図 1）各患者、各検査技師、各検査室、各洗浄消毒機用、各内視鏡用のＩＣ
テープに各々の情報を入力しこれを使用する。
（図 2）これを患者、検査室、検査技師、使用内視鏡、洗浄技師、
使用洗浄機、洗浄後確認技師等の順番にＩＣタグリーダライタで読み取り行う。また、順番で読み込む事で検査
開始時間、消毒液の使用回数、消毒終了時間等も自動的に取り込む事もできる。
（図 3）
１検査終了後の患者ＩＣカードについては検査終了後、次の患者情報を再入力し再使用することができる。ま
た、ＩＣテープを新しく作成することにより、内視鏡や洗浄機などの代替機の履歴管理を行う事も容易である。

結果
ＩＣを使用する事により、履歴管理を簡略化でき人為的や時間的には無駄を省く事ができると思われるが、当
検査室の検査件数、検査部屋数ではＲＦタグの読み取り機の台数や読み取り場所などまだ課題が残される。しか
し、検査件数や検査部屋数の少ない施設では充分に対応できると思われる。
今回の構築、使用経験はこれからの当検査室における消毒の履歴管理において大変重要なことである。また、
共同開発を行うことで内視鏡以外の周辺機器の使用状況を把握できる様なシステムも構築できる。これからは、
当検査室の検査件数、検査部屋数でも充分に使用できるよう器材数や設置場所の問題を解消していくこととし、
第一報とする。
連絡先：〒162-8666
〒224-0024

東京都新宿区河田町 8-1
Tel 03-3353-8111
神奈川県横浜市都筑区東山田町 90-2 有限会社 ヤトーシステム
Tel 045-592-1231
[HP]http://yatosystem.com/

Ｙ２-3.内視鏡の使用履歴管理の導入
～チェックシートによる履歴管理を実施して～

内視鏡技師
感染管理認定看護師

国立病院機構 東京病院
柏崎 隆司・大工原慈仁・沼沢 百代・福田 准子
桑田 香織

＜はじめに＞
近年の内視鏡検査の発展に伴い内視鏡の件数は増加しつづける傾向にあり、日本消化器内視鏡学会では品質管
理を推奨している。当院も検査件数の増加は例外ではない。年間での消化器内視鏡約 2600 件、気管支鏡 800 件と
なっている。
当院ではオリンパス製 OER2 を３台使用し消化器内視鏡学会ガイドラインに基づき一検査毎の洗浄を
行っている。しかし品質管理を評価する方法がなく不安を残すところであった。現在、内視鏡検査室では洗浄専
門のスタッフが配置されていない。専任看護師１名、ICU のスタッフが（２～５名）日替わりで検査介助・洗浄
などの業務を行っている。このため検査・洗浄に毎日様々なスタッフが関わっている。また ICU スタッフの内視
鏡経験年数は数ヶ月～６年とキャリアも様々である。こうした勤務状況の中で品質管理の一環として履歴管理を
導入する事は困難であると考えられた。しかし今回、洗浄チェックシートを用い導入を行った。
＜方法＞
・先に述べた勤務状況のため、洗浄の各工程に同一ではなく様々なスタッフが関わっている。履歴管理を行なう
にあたり各工程（ベッドサイド洗浄、エンドフレッシュへの浸水、ブラッシング、外表面の洗浄）に関わった
スタッフ名・スコープ番号・アセサイド使用回数・洗浄器番号が明らかになるようチェックシートの作成を行
い、各工程毎に用紙を設置した。
・ICU スタッフに対し、履歴管理の導入について理解を得るため勉強会を行った。
・洗浄以外の所では胃・十二指腸検査の場合、外回りのスタッフがどの患者にどのスコープを使ったかを記録し
た。
（当院では外回りのスタッフが患者の前処置を行い、検査の進行の調整を行なっている。またスコープ付け
外しの指示を出している。
）
・洗浄後のスコープから培養をとった。
＜結果＞
・洗浄の各工程毎にチェックシートを設置した事で、毎回その場所に戻り作業を中断して記入しなければならな
くなった。また記入漏れが出るようになった。これに対しては各工程毎にあったチェックシートを一枚に統一
し一箇所で記入するようにした。この結果、作業量は減少した。しかし用紙を一枚にした後もスタッフによっ
て書き方が様々であった。また記入漏れがなくなるわけではなかった。このためチェックシートの省略できる
項目は省略・統一させスタッフが記入し易いよう改良を行なった。書き方に関しては見本を示し、理解を得ら
れるようにした。しかし洗浄を行ないながら検査介助にも向かわねばならない事、記憶力に頼らねばならない
事、手書きである事から記入漏れなどの人為的ミスは完全になくならなかった。

・外回りのスタッフが使用したスコープを扱える事としたためスタッフ間のコミュニケーションが重要となった。
この際、スタッフに履歴管理を行なっている旨を事前に説明し意識の統一を図った。
・内視鏡の品質保証として消化器内視鏡学会が培養を取ることを推奨している事から、胃・十二指腸内視鏡、大
腸内視鏡、気管支鏡のスコープに蒸留水を通し培養を提出した。この培養の結果はすべてマイナスであり細菌
は検出されていなかった。
＜考察＞
今回、洗浄・消毒といった質を表しにくい分野で、履歴管理といった質の保証を目指し取り組みを行なった。
当院では専任看護師が今年度から配置されたが、他の ICU のスタッフが日替わりでの兼務で行なっている。当
院ICU スタッフの経験年数は数ヶ月～6 年と大きく異なっているが、
大きな混乱もなく履歴管理を導入できた事、
胃・十二指腸検査中のスタッフ間の伝達がしっかり行なえた事は目的や考え方の伝達ができていたためと考える。
何よりも履歴管理の導入により消化器内視鏡ガイドラインに準じた洗浄を当院は遵守しているといった証明にな
る記録を得られた事が最も大きな収穫である。チェックシートを導入した事で、どのスコープをどのスタッフが
洗浄しているか明らかにする事ができるようになった。これに加え記録による洗浄過程の把握ができるようにな
った。スコープが洗浄のどの過程にあるか記録からわかるようになったため、第３者が途中から洗浄に入る場合
でも円滑に入れるようになった。これは洗浄専任スタッフが配置されていないために起こりうるエラーを防ぐ一
助になったものと考えている。
＜まとめ＞
今後の課題としては人為的記入ミスをいかに減らしていくかである。また新人スタッフは１ヶ月に数回しか内
視鏡業務に関わらない事もあるため新人スタッフの履歴管理をいかに浸透させていくかも課題である
今後も勉強会を開いてスタッフへの浸透を図るとともに意見を求ていきたい。そしてチェックシートのよりよ
い改善へとつなげていきたい。引き続き、兼務の中で今できる最良の事を行い質の管理を積極的に行なっていき
たいと考えている。
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連絡先：〒204-8585 東京都清瀬市竹丘 3-1-1
℡ 042-491-2111
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【はじめに】
洗浄消毒履歴管理については、正確性・迅速性・省力化を目指して種々のシステムが提唱されている。しかし、
一般に新機種への切り替えにはコスト負担が大きく、手作業での記録は煩雑であるため、簡便・確実・安価で旧
機種の内視鏡機器でも実施可能なシステムの開発が望まれる。当施設では、点検リストやシールを用いて履歴管
理の省力化を図り、スタッフ間の情報伝達にも役立ててきた。我々の運用を報告し、洗浄消毒履歴の標準化を考
える一助としたい。
【履歴管理ツール】
3 つの紙媒体、①洗浄消毒シール・洗浄記録用紙②自動洗浄機点検リスト③清掃・物品交換リストを用いた履
歴管理をしている。それぞれ、①スコープの洗浄消毒履歴、②自動洗浄機（OER－2）の点検・整備履歴、③スコ
ープ保管場所の清掃と洗浄用品交換の履歴である。さらに、2008 年 4 月より①の記録内容を、④画像ファイリン
グ（SolemioENDO）へ入力し、電子化している。
【洗浄消毒履歴の実際】
①洗浄消毒シール・洗浄記録用紙

当施設では、業務を担当別に行っているため、記録媒体である洗浄消毒シール自体を前処置室→検査室→洗浄
室→検査室へと巡回させ、作業工程の中で記録を行っている。
検査前の準備
a)洗浄消毒シールの準備：ＰＣの予約情報にある受検者氏名・ＩＤ・検査日の 3 項目を市販のラベルシールに印
刷し、カルテに留めておく。
b)記録用紙の準備：この用紙は、シールを貼り付ける台紙となるもので、洗浄機毎に作成する。A4 サイズの白紙
の用紙に洗浄年月日、洗浄機番号、洗浄機の使用開始回数を記入し、洗浄機のふたに貼る。
検査中の作業（履歴の記録）
前処置担当者はキシロカインやヨードの禁忌、生検禁止のリスク情報があればシールへ記載する。検査介助者
はカルテに留めている a)のシールを見て検査モニターにＩＤを入力し、受検者を検査室へ呼び入れる。そして、
シールに使用スコープ番号と介助者サインを記入する。洗浄者はそのシールを受け取り、使用する洗浄機の b)の
用紙に、紙の上方から洗浄順にシールを貼る。スコープを予備洗浄後に洗浄機へセットし、シールに洗浄器使用
回数・洗浄者サインを記入する。
検査終了後の作業
洗浄者はスコープを洗浄消毒後、
各スコープ番号に応じた所定のスコープハンガーに保管する。
検査介助者は、
シールの記録内容を④画像ファイリングへ入力する。
②自動洗浄機点検リスト
換気、消毒液・洗剤・アルコールの量、消毒液の効果、異常臭・液漏れの有無・使用する自動洗浄器をリスト
にまとめ、点検している。
③清掃・物品交換リスト
スコープ保管場所の清掃、予備洗浄に用いるスポンジの交換、ボタン類保管箱の交換をリストにまとめ、点検
している。

前処置室

受検者ＩＤ・氏名・検査日を印字したシールを準備

検査室

洗浄室

追加記載（スコープ使用）
・使用スコープ番号
・介助者サイン

洗浄記録用紙に貼付

追加記載（スコープ洗浄）
・洗浄機使用回数
・洗浄者サイン
検査室

画像ファイリング入力 (手動入力）

【結果・考察】
従来、洗浄機毎に用紙を用いるやや煩雑な手書きによる方法の報告があったが、①では、受検者毎・洗浄機毎
に記録媒体を作成し、記録媒体自体を巡回させることにより、履歴の記入プロセスを簡略化できた。②③では、
業務の内容が標準化された。これら①～③により、スコープの洗浄消毒履歴から洗浄物品の交換履歴、保管場所

の清掃履歴に至るまで、スコープを取り巻く情報を保存することができ、内視鏡検査全例にトレーサビリティー
を確保できた。さらに、④の画像ファイリングへの入力により、洗浄消毒履歴の検索性が飛躍的に高まった。
履歴管理は一般に業務負担を増すものだが、これらの運用により作業量軽減やリスク管理も同時に行えた。①
により、記録媒体のある場所へ洗浄履歴を記載に行く手間を省き、カルテがなくてもモニターへの受検者の ID
の入力と検査室への呼び入れが行えるようになったことで、スタッフの動線の短縮を図れた。また、シールにリ
スク管理機能を追加し、検査介助時に必要となる使用禁止薬剤や生検禁止のリスク情報をシールへ明記すること
で、検査の安全性が高まった。
今後は、洗浄消毒シールへバーコードの表示や、記録の記載場所の明示を行い、より使用しやすいシールへと
改善したい。
【まとめ】
1 人の受検者に複数のスタッフが関与する現場で、内視鏡の新旧に関わらず、安価なシールを用いて簡便・確
実に洗浄消毒履歴の記録、検索を行うことが可能となった。これらは洗浄消毒履歴の一方法として有用と考えら
れた。
【参考文献】
1)山下博美，ほか：手書きによる洗浄履歴管理の方法と消毒液有効濃度の検証，日本消化器内視鏡技師会会報 2008；40：47-48.
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Ｙ2-5. OER-3 導入による当院の履歴管理の変化
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はじめに
「ガス滅菌やオートクレーブ滅菌では、インジケーターにより［滅菌が完了した］という質の確認が得られ
るが、内視鏡の洗浄消毒にはこのようなものがないため、履歴を残すことで質の保証をしていこう」という取
り組みが全国的に広がっている。当院では 2006 年 11 月より履歴管理に取り組み始め、12 項目のデータをすべ
て手書きしていた。その後、履歴管理機能を搭載した OLYMPUS 社製内視鏡洗滌消毒装置 OER-3（以下 OER-3 と
する）が導入され、履歴管理作業が簡素化された。
荒川ら１）は、
「高水準消毒薬については最小有効濃度を日常的に確認する。使用開始前に消毒液をチェック
して結果を記録する」としている。これをうけ、消毒液の濃度確認の実施を履歴に加えて、洗浄消毒の質の保
証に取り組んだので報告する。
履歴管理の変化
1.導入
2006 年 11 月から手書きによる履歴管理を開始した。記載項目は内視鏡技師懇談会が提唱するミニマム・ス
タンダードに基づき、1２項目を患者毎に手書きで記載していた。その作業は膨大なもので、業務の負担になる
ばかりでなく、記載もれ・記載間違いがあり改善の必要があった（図１）
。
2.IT 化
2007 年 6 月から、履歴管理機能を搭載した OER-3 を導入し、洗浄についての情報は OER-3 から得られるように
なり、患者情報は内視鏡業務支援システムである SolemioENDO を活用して IT 化することができた。
3.質の保証
私たちは、消毒液の有効活用を考慮し、始業前と消毒液の交換時期を迎えた後は、業者指定のアセサイドチ
ェッカーで効果の判定を行い、有効性を確認しながら消毒していた。しかし、その記載はされていなかった。
そこで、洗浄消毒の質の保証を高めるため、それまで行っていた始業前と交換時期を迎えた後の消毒効果の判
定結果を履歴管理に記載することとした（図２、３）
。

（図１）内視鏡洗浄消毒履歴

（図２）アセサイドチェック表

（図３）内視鏡洗滌消毒装置点検チェック表

結果・考察
手書きによる履歴管理は、12 項目も手書きで記載しなければならないだけでなく、記載もれや記載間違いも
あり、振り返りながらの記載作業も業務の負担となっていた。OER-3 と SolemioENDO を活用することにより、
OER-3 からの洗浄消毒に関する情報と、SolemioENDO からの患者情報を合わせることで 12 項目すべての情報が
満たされ、洗浄消毒履歴について IT 管理ができ手書き記載がなくなった。それにより業務の簡素化に繋がり、
業務負担の軽減が図られた。また、記載漏れ・記載間違いがなくなり、洗浄消毒履歴の信頼性が高まったと言
える。
さらに、消毒液の効果判定を履歴管理に加えることで、使用した消毒液が十分な消毒効果があり、洗浄消毒が

確かなものであるという裏付けができた。さらに、スタッフ間で消毒液の効果判定を実施したという情報共有
もでき、また、アセサイドチェッカーによる消毒液の効果判定を、始業前と消毒液の交換時期に行い、履歴管
理に加えたことで、洗浄・消毒の質の保証は立証され、安全・安心な器械を使って検査を行っていると患者に
証明できるようになった。
おわりに
今後は、確実な洗浄・消毒が実施された内視鏡を使用していることをホームページやポスターで患者に告知
し、安心信頼のもとで検査を行なっていきたい。
引用文献
1)医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き（案）
：荒川宜親ら 2006
参考文献
1)WGO-OMGE/OMED：2006,日本消化器内視鏡技師会会報 No.36 別冊
2)消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン【第１版】
：日本環境感染学会
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Ｙ2-6.導入しやすい内視鏡洗浄・消毒履歴管理の一工夫
独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院
内視鏡センター：太田かおり・岩井康恵・伊賀ゆかり・山根あい・西岡真理子
【はじめに】
感染管理面から内視鏡の質を保証するために洗浄・消毒の履歴管理の必要性が言われている。しかし、履歴管
理に関する具体的な実施方法や標準化の確立までには至っていない。当院では平成 11 年より器具使用歴を、平
成 18 年より洗浄・消毒履歴を残しているが、洗浄・消毒履歴からは使用した患者名が特定できなかった。今回、
厚生労働省医政局発 医療機関における院内感染対策マニュアル作製のための手引き（案）の内視鏡関連対策に
基づき、取り組みやすい方法について検討し、実施したので報告する。
【方法】
1.消毒回数、日付、患者名、スコープ名、洗浄者、消毒液濃度チェック、消毒液期限が記録できる洗浄・消毒履
歴表（以下履歴表）を作成する。
2.患者受付時、診察券をメモ用紙にインプリンターし（以下連絡表）カルテファイルにテープで貼る。
3.検査介助看護師はスコープ名を連絡表に記入し、スコープに貼る。
4.検査終了後、洗浄者は連絡表を使用する内視鏡洗浄消毒装置（以下洗浄機）に貼る。
5.洗浄機で洗浄時、履歴表に洗浄者が記入する。
6.連絡表は履歴表に記入後シュレッダーにかける。
7.消毒液交換後、履歴表は専用のファイルに挟み保存する。
【結果および考察】
当院で考えた洗浄・消毒の履歴管理の必要条件とは「一枚の洗浄・消毒履歴表で洗浄履歴だけではなく洗浄機
の消毒薬管理もできる」
「追跡調査が可能である」
「検索する際に一枚の用紙で検索できる」
「手順が簡単でスタッ
フの負担が少ない」
「履歴管理のために新しく機器を導入せず行える」
「後で転記する必要がない」
「記録に時間が
かからない」とした。これらを充たし院内感染対策マニュアル作製のための手引きに準じ、７項目が書ける履歴
表を作成した。洗浄機の管理を行うことで、消毒液を適切に使用でき、一枚の用紙にまとめることで、消毒効果
の有効性を示すことができた。また、患者氏名を記入することで、以前の用紙に比べ、容易に追跡調査を行うこ
とができるようになった。機種、シリアルナンバー、通称名を一覧表にし、履歴ファイルの裏表紙に表示した。
当院は以前より洗浄・消毒履歴をおこなっており、履歴表には患者名を記録する項目を追加し、今までの手順を
少し変更するだけで実施できている。

洗浄履歴

エンドクレンズ

年

月

日まで
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

洗浄回数
日付
スコープ
患者氏名
スコープ
患者氏名
洗浄者／セッティング者

洗浄回数
日付
スコープ
患者氏名
スコープ
患者氏名

洗浄者／セッティング者

洗浄回数

19

日付
スコープ
患者氏名
スコープ
患者氏名
洗浄者／セッティング者

洗浄回数

28

日付
スコープ
患者氏名
スコープ
患者氏名
洗浄者／セッティング者

○ ×

テステープ
洗浄回数

37

38

39

○ × ○ ×
40

41

42

43

44

45

日付
スコープ
患者氏名
スコープ
患者氏名
洗浄者／セッティング者

テステープ

○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ×

IT を駆使し色々な観点からの検索を容易にすることは重要である。しかし、当院は経済面から機器を購入して
の履歴管理は難しいため、取り組みやすい方法を第一優先とし、用紙での記録とした。各施設の状況により、フ
ォーマットされた様式をそのまま使用するのは困難で、導入できない可能性もある。しかし、履歴管理に必要な
項目さえ押さえておけば、各施設の状況に合わせた方法で導入することも可能である。スタッフ全員が履歴管理
の重要性を理解し、まずは取り組み始めるということが重要だと考える。
【結語】
用紙や手順を工夫することで、容易に履歴管理を行うことができ、どの施設においても履歴管理の導入は可能
である。
「連絡先」
：〒640-8505 和歌山県和歌山市古屋 435
℡073-451-3181

Ｙ2-7.内視鏡の洗浄・消毒の履歴管理の取り組み
～当院の履歴管理の現状～
国保旭中央病院
看護師・内視鏡技師
○関有子・萩原友香
臨床検査技師・内視鏡技師
須貝正男
消化器内科
志村謙次
【はじめに】
内視鏡の洗浄・消毒は感染管理の基本であり「内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン」を遵守した実施は
必須である。滅菌のようにインジケータが残ることは、洗浄・消毒の証明や質の保証につながり、スタッフの感
染管理に対する意識の向上の点からも、履歴管理は重要と認識している。当院でも 2006 年 4 月電子カルテ対応
の内視鏡業務支援システム運用の意向に伴い 2007 年 2 月に洗浄・消毒履歴管理システム機能を導入、稼働した。
今回、当院の履歴管理についての現状と問題点を報告する。
【システムの概要】
洗浄履歴管理システムの構築にあたり年間件数 2 万件に上るため、履歴情報の入力はヒューマンエラーを発生
させない事が求められる為、ペーパレス且つ内視鏡業務に支障を来さない事を念頭に置いた。構成図としては、
オフィースクライアントと内視鏡装置より患者情報・スコープ使用情報を取得した後、
ハンディターミナルから、
洗浄機、スコープ、洗浄担当者の洗浄詳細情報を非接触型 IC より取得する。いずれも、有線・無線で内視鏡業
務支援システムのサーバーと接続している。
（図 1）

（図１）
（表１）
【洗浄履歴管理情報】
洗浄装置情報・スコープ使用情報と洗浄詳細情報の 3 項目からなり 17 の情報を管理している。洗浄機とスコ
ープは管理番号を割り振っている。
（表１）
【実際の手順】検査開始時、オフィースクライアントより患者を内視鏡装置に割り振り、実施医とスコープを選

択する。検査終了後、スコープをベッドサイド洗浄した後洗浄機にセットする。ハンディターミナルでスコープ・
洗浄機・担当者の IC タグを読み込み履歴が取得できる。
（図２）

（図２）

（図３）

【オフィスクライアント表示】
検査業務画面で、洗浄状況一覧をクリックすると、その日の洗浄状況一覧が時系列で表示される。さらに各洗
浄履歴をクリックすると、履歴管理項目が表示され洗浄後には画面編集が可能である。
（図３）
【統計履歴画面】
洗浄履歴をクリックすると、洗浄装置の詳細が表示され、消毒液の回数、経過日数、各種フィルターの経過日
数と使用回数が確認できる。洗浄機単位での洗浄履歴の時系列表示も可能となった。
（表 2）

【結果考察】
履歴管理導入時、名前が残ることで責任を追及されるので
はないかという不安、洗浄・消毒の工程が煩雑になり業務に
支障が伴うのではないかという懸念があった。O 社よりシス
テム運用についての説明会を開催し、意見交換を行いながら
目的・必要性を理解・認識し共有化を図った。記録について
は効率化を図るためにもシステム管理とした。実際稼働して
業務量も以前と比較しても支障なく一連の動作として捉えら
れ、履歴管理の工程を確実にしたものと認識された。感染事
故が発生した場合でも原因究明ができ、安全性が向上し質の
高い医療が提供できる。またリアルタイムに情報や管理状況
がスタッフ全員で共有できるようになった。
【問題点】
オリンパス 260 系スコープは自動的に情報が取り込まれるが、それ以外は選択作業があり入力漏れが生じる。
1 検査で何本ものスコープを使用し、検査途中で使用済みのスコープを洗浄すると患者情報が紐づかない。消毒
液、各種フィルター交換日が最新の表示となり時系列で確認できない。これらについては今後の課題として取り
組んでいきたい。
【結語】
履歴管理は、確実なスコープの洗浄・消毒は質の保証・証明に繋がる。スタッフの洗浄・消毒に対する意識の
向上が図られた。患者に洗浄履歴の提示を求められた時、確実に証明ができる。感染事故発生時、感染ルートの
否定または特定ができる。以上のことから、内視鏡の履歴管理は重要なものと位置づけられる。今後もさらに課
題とともに検討を重ね継続的に取り組んでいきたい。
連絡先：〒289-2511 千葉県旭市イの 1326
℡ 0479-63-8111

Ｙ2-8.ＩＣＴ（情報通信技術）を利用した低コスト内視鏡洗浄消毒管理システム
～Standard 化を目指して
京都大学医学部附属病院 医療器材部
内視鏡技師（臨床工学技士） ○新田孝幸・樋口浩和
【背景と目的】
近年、内視鏡洗浄消毒業務の履歴管理が注目されているが、実際に記録を行う場合、日常業務の忙しさや業務
の繁雑さ、コスト面などの問題から実施してない施設が多いのが現状である。
今回、利用者の意見を取り入れた形で使いやすい情報通信技術（以下 ICT）を利用した比較的低コストの内視鏡
洗浄消毒管理システムが開発され、その有用性について検討したので報告する。
【現状】
患者 ID、患者名、スコープ洗浄、洗浄器の稼働、濃度など、管理しなければならない項目は多いが、人の記入
よる記録では時間と労力がかかりすぎる。一方、ICT を使って管理する場合は、コストがかかりすぎるという問
題点があった。
【方法】
ジョンソン・エンド・ジョンソン社製洗浄消毒管理システムに施設の規模に関係なく使用できるよう、利用者の
意見を反映する形で構築を加えてもらい、検証を行った。システムは自動洗浄器、PC ソフト、ハンディーターミ
ナルタイプのバーコード入力端末（以下 PDA）を１セットとして、低コストになるよう、最低限の内容でシステ
ム構成した。(図１)
（図１ システム構成）

主な特徴は、まず、入力方法として、1.洗浄器番号、スコープ番号、洗浄担当者などの入力作業を PC 手入力の
みならず、PDA からでも可能にし、洗浄器番号とスコープ番号をバーコードで認識させるなど、極力作業工数を
削減させた。
2.自動洗浄器の稼働情報を濃度チェック結果も含めて PC 側から自動的に取り込むようにした。
次に、
出力方法としては、3.統計処理で、スコープの洗浄履歴や洗浄機の稼働状況などの集計をグラフなどでわかりや
すく表示させるようにするとともに、必要に応じて印刷ができるようにした。4.データバックアップとして、エ
クセル形式でのデータ出力ができるようにした。以上のような内容で構築を行った。また、施設の状況に合わせ
て、一部、内視鏡ファイリングシステムとの連動が可能になるなど、データの２次利用ができるような拡張性を
持たせた。
【結果】
ICT を利用することで、繁雑だった記録業務が簡素化され、施設の大小に関係なく洗浄消毒管理が容易にでき

るようになった。
【考察】
どの施設でも安全性は一定以上でなくてはならない。その意味において、今回のシステムは施設の規模やスタ
ッフ数が違っても、同じレベル以上の管理が可能であり、有用であると考えられた。
【課題】
近未来的には、濃度モニター記録の PC ソフトへの取り込み、将来的には、濃度モニターの機能を取り入れた自
動洗浄器の開発とそれに伴う濃度管理を自動で行う ICT システムの構築が必要である。
【結語】
メーカーと話し合った結果、誰もが利用しやすい形のシステムを提案構築することができた。しかし、これで
終わりではなく、今後、より安全確実な作業を行うためには、洗浄消毒に対するスタッフの意識がさらに高まる
ようなシステムへの改良が必要と考えられた。
「連絡先」〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54
Tel:075-751-3415（内視鏡部）

