Ｏ-30.抗凝固剤・抗血小板剤内服確認マニュアルの作成
～薬一覧表で内服確認を試みて～
厚生連北信総合病院 内視鏡室
○小林くに子・高野 敦子・柄澤 潔美・片桐はつ江
郷道かおる・稲田ひろみ・頓所 節子
はじめに
当院の内視鏡室では前処置時に看護師が問診で抗凝固剤・抗血小板剤内服有無の確認をしているが、内服の把
握ができず、生検し、インシデント、アクシデントになった事例があった。そこで事故防止委員会の協力で、抗
凝固剤・抗血小板剤内服休止期間の標準化を行い、薬一覧表を作り、患者と共に内服確認が共有できたので報告
する。
目的
抗凝固剤・抗血小板剤内服確認マニュアルを作成する。
研究方法
1.2007 年 6 月～8 月に問診時インタビュー調査で抗凝固剤・抗血小板剤を休止または内服をして胃内視鏡を受け
た 39 名の分析
2.内視鏡室での抗凝固剤・抗血小板剤内服薬の確認基準の作成
結果
1.指示で休止していた 30 名、休止期間が短かった 5 名、他医院からもらっていたのでわからなかった 4 名、以上
から患者個々が抗凝固剤、抗血小板剤を服用していることや薬効の理解がたりない。休止することを忘れてい
て検査直前に気づく。休止期間がまちまちである。
2.事故防止委員会で内視鏡においての休止薬を標準化し一覧表を作成した。
また内視鏡室では前処置時にカルテ、
申し込み伝票、問診の 3 点で確認して、抗凝固剤・抗血小板剤の内服者は生検禁とする。運用として生検禁札
のパウチ作り（大小 2 枚）カルテにはさみ（大）介助者に（小）もパウチを手渡し伝えることにした。しかし
内視鏡室で検査直前の問診時に持参された薬を差し出され、薬がわからず確認に時間がかかった。そこで薬の
写真一覧表を作成し、裏に抗凝固剤・抗血小板剤休止薬一覧表も印刷しパウチすることにした。その後、内視
鏡室での問診時、患者に見てもらいアクシデントが未然に防止することができた。
考察
薬の写真一覧表と休止期間の標準化したことによって、患者にわかりやすくなり、看護師の薬についての意識
つけができた。また生検禁札をパウチしたことにより、介助者や検査医にも明確になり、業務が習慣化できた。
また院内に薬一覧表を配布したことによりスタッフ全員が抗凝固剤・抗血小板剤について共通認識をもつことが
できたと考えられる。
まとめ
休止薬の標準化により、内服確認マニュアルを作成することができた。しかし、開業薬局でのジェネリック薬
剤の変更が可能になり、薬剤の種類が多くなるため、確認ミスを少なくすることが今後の課題である。
連絡先：〒283-8505 長野県中野市西 1-5-36
℡ 0269-22-2151

Ｏ-31.胃粘膜生検後の止血剤投与の必要性と食事開始時間の検討
福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部
中條麻理，水野順子，山田ゆき江，菅野美佐子，板橋正子，齋藤ゆり，引地拓人，小原勝敏
福島県立医科大学医学部 内科学第 2 講座
入澤篤志，澁川悟朗，若槻尊，今村秀道，佐藤愛，佐藤匡記，池田恒彦
【背景】
胃粘膜生検後出血の頻度は，0.11％（萩原１）ら）
，0.07％（関ら２））と報告されている．当院では，胃粘膜生検
後，内視鏡下に止血を確認して検査を終了した場合でも，後出血予防目的でルーチン的にヘモコアグラーゼ（レ

プチラーゼ®）の筋肉注射（筋注）を施行してきた．ヘモコアグラーゼはブラジル産 Bothrops 属の蛇毒から精製
された製剤であり，薬理作用は，トロンビン様作用・トロンボプラスチン様作用・血小板機能亢進とされている．
しかし，胃粘膜生検後出血の頻度が低いこと，ヘモコアグラーゼはその凝固作用により血栓形成などのリスクを
伴うこと，筋注は患者の苦痛を伴うことから，胃粘膜生検後にヘモコアグラーゼの投与が必要であろうかと感じ
ていた．また，食事開始時間を通常の検査時には 1 時間以降としていたが，生検後は「検査終了 2 時間以降」と
説明しており，2 時間もの絶食時間が必要なのかと感じていた．
【目的】
胃粘膜生検後の出血予防に対するヘモコアグラーゼの必要性と食事開始時間の妥当性を明らかにし，今後の方
針をたてることを目的に検討した．
【方法】
2008 年 2 月から 4 月に胃粘膜生検を施行した外来患者 59 例を対象に前向き研究を行った．生検後は持続する
出血がないことを確認して検査を終了し，トロンビン散布やクリップ止血などの局所治療を施行した患者は対象
から除外した．ヘモコアグラーゼを使用する医師と使用しない医師を固定し，各々の医師に検査を施行された患
者を「ヘモ群」
「非ヘモ群」とした．
「ヘモ群」では検査終了直後にヘモコアグラーゼ 1A を筋注した．検査終了
後に看護師が「1 時間後から食事可能」と説明し，患者には可能な時間で食事を開始してもらった．看護師が当
日夜に症状と実際の食事開始時間を電話で確認し，その後の症状は医師が外来受診時に確認した．患者背景，ヘ
モコアグラーゼ筋注の有無による生検後出血の頻度，ヘモコアグラーゼ筋注の副作用，食事開始時間の違いによ
る生検後出血の有無を検討した．
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【結果】
1）対象患者は，平均 69.1 歳（28-88）で，男性 41 例，女性 18 例であった．生検部位は胃体部 34 例，胃角部
11 例，前庭部 25 例であり（重複あり）
，生検個数は平均 2.2 個（1-7）であった．生検病変は，癌 13 例，腺腫 8
例，潰瘍辺縁 5 例，悪性リンパ腫 1 例，その他 36 例であった（重複あり）
．2）
「ヘモ群」26 例（44.1%）
，
「非ヘ
モ群」33 例（55.9%）であったが，いずれの群でも生検後出血をきたした患者はいなかった（図 1）
．
「ヘモ群」
で血栓形成やアレルギー反応などの副作用はみられなかった．3）55 例（93.2%）で食事開始時間を確認できた．
2 時間以内 26 例（47.3%：55-115 分）
，2 時間以降 29 例（52.7%：120-275 分）であったが，いずれにおいても
生検後出血をきたした患者はいなかった（図 2）
．
「ヘモ群」と「非ヘモ群」の比率には，2 時間未満 11：15，2
時間以降 13：16 で両群間に差はなかった．
【結語】
胃粘膜生検時，止血を確認して検査を終了すれば，ヘモコアグラーゼ投与は必要ないと思われた．また，食事
開始は通常検査時と同様に 1 時間後で良いと思われた．
【参考文献】
1)

萩原泰ら：Progress of Digestive Endoscopy, 26: 95-99, 1985.

2)

関俊夫ら：Progress of Digestive Endoscopy, 39: 90-93, 1991.

【連絡先】〒960-1295 福島県福島市光が丘 1 番地

℡ 024-535-1586

Ｏ-32.検査中看護記録 電子カルテ化への取り組み
箕面市立病院
○赤川千佳子・市橋文枝・有馬勝美・木村由佳・荒谷三輪子
湊文恵・ 上田伊都子・大川未恵・山倉弘子・加藤健志
目的、背景
当院は 2004 年より電子カルテを導入し、病棟での熱型表を含む看護記録入力はすべて電子カルテで行うように
なった。その一方で、検査中看護記録はパソコン入力ではなく、専用の記録用紙に記入し、それをパソコン内に
スキャナー取り込みする方法のままであった。その理由として、まず契約しているシステム会社には外来検査室
用の電子カルテシステムが存在しなかったことや、病棟で使用している電子カルテシステムをそのまま運用する
と、処置や観察項目、薬剤の入力が全て手入力となるために、入力時間を要し、検査介助を行いながらの記録は
困難であると判断したためであった。しかし、検査記録用紙を使用する運用方法のままでは、記録用紙のスキャ
ナー取り込みをおこなうまで、パソコン内で記録の閲覧ができなかった。また記録の表現内容に個人差があるこ
とや、観察したことを記入できていないなどの問題点があった。こういった問題の解決のために、検査中看護記
録の標準化をはかり、電子カルテ化をすすめることは必須であった。
そこで、病棟で使用している電子カルテシステムを改良して、検査中看護記録の電子カルテ化に取り組み、一
定の成果が得られたので報告する。
方法
システム担当者と看護師間で検査中看護記録のシステム化について以下の４点について検討を行
った。
1)対象検査で必要となる観察、処置、薬剤の項目をすべて羅列すると、その項目数は膨大となり、検査記録のた
びに項目を選択することは煩雑であると考えた。その為、項目内容について整理し、記録入力の簡易化をはか
るため検証を行った。結果、内視鏡系、心臓カテーテル系、血管造影系検査の項目について一定の偏在が認め
られた。検査中看護記録が必要な全検査を、この３種類に分類、パターン化し、それぞれについて検査シート
を作成した。
2)入力者によって表現内容が異なることや、入力内容や観察の漏れを防げるよう、検査シートごとに観察、処置、
看護処置項目の統一を行った。
例えば、内視鏡系検査シートを選択すると、内視鏡系検査で必要な観察、処置、看護処置項目が表示される
ようにした。行われる処置内容を項目化しておくことで、手入力を減らし、記録の標準化を図った。
3)観察、処置、看護処置、薬剤項目において具体的な内容をマスター化し、選択方式にすることで、記録の手入
力を減少させ入力作業の省力化を図った。例えばグルカゴンを患者に投与した場合、その使用量を手入力する
のではなく、
「1 筒筋肉注射」
「1/2 筒静脈注射」などの項目から選択できるようにした。同様に鎮静中の患者の
状態を記入する際、観察項目の「鎮静状態」を選択すると、ＲＡＭＳＡＹのセデーションスコアの「ＲＳ1」
「Ｒ
Ｓ2」
「ＲＳ3」などの項目が表示され、選択するだけで入力ができるようにした。
4)多種多様の処置、使用薬剤などがあり患者の状態が変化しやすい検査部門においては、一画面で
患者の状態が把握できるような画面表示が必要であった。その為、検査介助を行いながら、短時
間で入力しやすく、患者の状態が把握できるように、バイタルサイン、処置、観察項目、使用薬
剤をすべて同画面で表示できるようにした。
結果
1.入力方法を選択方式として簡素化に努めたことで、検査介助に付きながらの記録が容易になった。
2.記録内容の標準化を図ったことで、観察や記載漏れ、記載内容の差が少なくなった。
3.いつでもすぐに院内のどの端末からでもカルテが閲覧できるようになった。
まとめ
現状の分析を行い、記録内容に必要となる情報を明確化することで、検査での患者の全体像を表
す簡易入力システムの構築は可能だと考える。
連絡先：〒562-8562 大阪府箕面市萱野 5-7-1
℡ 072-728-2001

Ｏ-33.ERCP 時の安全な鎮静剤使用を目指して ～事前情報から効果的な鎮静剤の選択とは～

看護師・内視鏡技師
臨床検査技師・内視鏡技師
消化器内科

国保旭中央病院
○萩原友香・関 有子
須貝正男
志村謙次

【はじめに】
当院では、年間 900 件程の ERCP 検査を行っている。ERCP は大変苦痛の大きい検査であり、ミダゾラムまたは
塩酸ペチジンでの鎮静を行っている。また、経口胆道鏡など長時間が予想される検査では主にフルニトラゼパム
を使用している。しかし、被検者によっては鎮静剤の脱抑制により激しい体動や不穏が出現し、検査の続行が困
難となる症例もあり、事前に効果的な鎮静剤の選択はできないか調査したのでここに報告する。
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【研究方法】
1)研究期間：平成 19 年 11 月～平成 20 年 2 月
2)対象：ERCP を受けた 168 名（男女 114:54、平均年齢 73 歳）
3)方法：経過記録用紙を作成し、既往歴、アルコール歴、検査時の様子や循環動態の把握を行った。
【結果】
鎮静・鎮痛剤の使用割合は、被検者 168 名中、ミダゾラム 56 名 34％、塩酸ペチジン 103 名 61％、フルニトラ
ゼパム 9 名 5％だった（図 1）
。薬剤別不穏・体動出現率は、ミダゾラムで男性 43％、女性 53％、全体では 46％
であり、フルニトラゼパムでは男性 83％、女性 33％、全体では 67％だった。また、塩酸ペチジン使用者に体動
や不穏の出現はみられなかった（図２，３，４）
。検査時間・使用量については、ミダゾラムで不穏のみられた被
検者は 0,06mg/kg、不穏なしの被検者で 0,07mg/ｋｇと使用量に大差はなく、ガイドラインよりも多めの使用だっ
た。平均検査時間も不穏あり 36 分、不穏なし 31 分と 5 分程度の差だった。フルニトラゼパムでは、両者とも平
均使用量は 0,01mg/kg であり、ガイドラインより少なめの使用だった。平均検査時間は不穏あり 43 分、不穏なし
30 分と 13 分の差がみられた（表１）
。不穏のみられた被検者の生活歴として、ミダゾラム使用 23 名 46％中、ア
ルコール多飲歴（20～25g/day）52％、肝疾患 13％、向精神薬内服歴 10％、フルニトラゼパム使用 67％中、アル
コール多飲歴 66％、肝疾患 33％、向精神薬内服歴 10％だった（表２）
。ミダゾラム、フルニトラゼパムともに体
動や不穏のみられた被検者の約半数以上にアルコール多飲歴がみられた。また、体動や不穏のみられた被検者に
塩酸ペチジンの併用をしたところ 45％の被検者に体動や不穏が消失した。
【考察】
ミダゾラム使用による体動・不穏の出現にはミダゾラムの使用量や検査時間の影響はそれほど大きくないと思
われる。また、フルニトラゼパム使用時には、被検者に見合った適正使用量を確認したうえで使用することが効
果的な鎮静につながると考える。ミダゾラム、フルニトラゼパムはアルコール多飲歴のある被検者には体動や不
穏を誘発させる可能性が高いと考えられ、単独使用は避け、塩酸ペチジンの併用が有効と考える。今後、BIS モ
ニターの使用により客観的に意識状態を把握することも必要と思われる。
【結語】
ミダゾラムやフルニトラゼパムの鎮静剤で、体動や不穏のみられた被検者に塩酸ペチジンの鎮痛剤を併用する
ことが効果的な鎮静につながることが確認できた。また、被検者の事前情報から効果的な鎮静・鎮痛剤の選択は
可能であり、被検者にあった鎮静、鎮痛剤の選択・使用で安全で苦痛のない内視鏡治療の提供につなげていきた
い。
連絡先：〒289-2511 千葉県旭市イの 1326 ℡ 0479-63-8111

Ｏ-34.麻酔科医管理下での内視鏡的粘膜下層剥離術の周術期管理
公立甲賀病院
放射線科 ○前川静枝、永塚恵奈美、松本房子、木村紀子
山脇千佐、雁瀬幸恵、北村定夫
内科
望月洋介、見島裕之、田崎和仁、石塚泉、南部卓三
麻酔科
小牧史明
放射線科
坂本 力
はじめに
内視鏡的粘膜下層剥離術〔以下 ESD〕は早期胃癌・食道癌において、外科的手術に比し低侵襲であり、患者の
QOL を向上させる非常に優れた処置である。しかし処置時間を十分に短縮できるほどの習熟には時間がかかり、
当院では現在でも長時間の周術期管理が必要な状態である。
以前は、術者もしくは介助者の指示により鎮静・鎮痛を行い、看護師がモニタリングを行っていた。しかし、
2007 年 1 月より麻酔科医管理下での ESD をおこなうことが可能となった。麻酔科医不足の現状では ESD に携わる
麻酔科医も少なく、管理法については標準的なものはない。
今回われわれは、当院で行っている管理法について報告する。
対象・方法
2007 年 1 月から 11 月までに当院で ESD を施行した早期胃癌・食道癌 18 例。麻酔科医管理下にて BIS モニター

を用い、プロポフォール〔以下商品名ディプリバンⓇ 〕単独による麻酔管理とディプリバンⓇ とレミフェンタニル
〔以下商品名アルチバⓇ 〕を併用した麻酔管理を比較した。
ESD 時のスタッフ
施行医１、介助医１、看護師２〔処置具担当、患者担当〕麻酔科１名が基本
BIS モニター
BIS〔Bispectral lndex〕値は、アスペクト社独自の計算技術によって求められた 0〜 100 の数値。
・数値が高いと覚醒、低いと深麻酔の状態を示す
・刺激による予期せぬ覚醒の発見に有用
・ＳＰＯ２モニタリングの変化より先にＢＩＳ値が変化する
・麻酔薬使用量の最適化を行う指標に有用
当院における麻酔科医管理前後のＥＳＤ周術期管理の比較
前〔消化器内科医による麻酔管理〕

後〔麻酔科医による麻酔管理〕
・術前診察・評価

・ＥＣＧ、パルスオキシメーター、
BIS モニター

・ＥＣＧ、パルスオキシメーター、
BIS モニター
・アルチバⓇ 0.05γ

・ディプリバンⓇ 5～7mg⁄kg⁄h

・ディプリバンⓇ 3～5mg⁄kg⁄h

・BIS 値は 50 前後

・BIS 値は 60～70

・体動時はディプリバン 20～30mg
Ⓡ

ボーラス
・自発呼吸の確認
・処置中断、続行の判断
・緊急気道確保、偶発症発生時の対応
・麻酔管理用紙の記載
・専用記録用紙なし

結果
ディプリバンⓇ 単独：
持続投与〔5～７mg⁄kg⁄h〕
体動時のボーラス投与〔0.4mg⁄kg 平均 5 回〕
BIS 値 40～80 の間で推移
アルチバⓇ 併用：
持続投与〔3～5mg⁄kg⁄h〕
体動時のボーラス投与〔0.4mg⁄kg 平均 2 回〕
アルチバⓇ 0.05γ少量持続投与
BIS 値 50～70 の間で推移
18 例中 1 例〔ディプリバンⓇ 単独使用〕で侵襲減少時に呼吸停止となり、酸素飽和度が低下、気管内挿管を必
要とした。アルチバⓇ 併用時はディプリバンⓇ 単独時に比べ体動が少なく、覚醒も速やかで、患者・術者ともに満
足度が高かった。
＜当院におけるこれからの ESD 周術期管理＞
・偶発症発生率の高い食道 ESD については手術室で行う。
・呼吸抑制が強いと予想される症例は、気管内挿管による全身麻酔下での施行が望ましい。
・手術時間が３時間を越えた場合、手術中断も考慮する。続行する場合、気道確保法の変更を考慮する。
結語
・ESD 偶発症には重篤なものもあり、慎重な麻酔管理が求められる。
・当院では上部消化管に対するⓇ ESD を麻酔科管理下で行っている。
・麻酔はアルチバⓇ 、ディプリバンⓇ 併用にて患者・スタッフに高い満足度を得ている。
・気道確保、モニター等改善すべき点があり、ガイドライン作成が必要であると考えられる。
連絡先：〒528-0014 滋賀県甲賀市水口町鹿深 3 番地 39 号

℡ 0748-62-0234

Ｏ-35．球状繊維ブラシを用いた新しい内視鏡管腔内洗浄法と従来型ワイヤーブラシ法における洗浄効果の比較
検討
九州大学病院 光学医療診療部
三島博之、内藤礼子、矢田親一朗、清水周次、田中雅夫
【背景・目的】
内視鏡診療を行う上では、
いかにして内視鏡スコープの十分な感染対策と効率的な運用を行うかが重要である。
一次洗浄においては管腔内の洗浄が最も重要であり、ワイヤーブラシを用いた洗浄法が一般的である。しかし、
従来法は煩雑で時間を要する工程でもある。またワイヤーブラシは、20 回程度の使用で先端部分の劣化が進み、
洗浄不良の懸念があった。ワイヤーブラシ交換の目安は、洗浄実施者個人の判断にて行なわれており、どの時点
でブラシを交換すべきかを判断する指標もないのが現状である。また、当院においては洗浄員が腱鞘炎に罹患す
る事例も生じており、ワイヤーブラシに変わる洗浄方法を模索していた。
近年、球状繊維ブラシを用いた新しい洗浄法が開発されたが、十分な洗浄法ではないとの報告が主であった。
しかし球状繊維ブラシが通過しない経路での比較や一次洗浄後の評価であり、自動洗浄機による洗浄後の評価の
報告はなかった。
今回我々は洗浄経路を含め検討方法を見直し球状繊維ブラシが関与する経路での比較および自動洗浄機による洗
浄後の効果を比較検討することとした。
【対象・方法】
今回対象とした内視鏡スコープは、生検または内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）等の手技を行った後の直視型上部
消化管内視鏡スコープとした。分類は 20 回の洗浄に使用した O 社製ワイヤーブラシ群、K 社製ディスポーザブル
ブラシ群、N 社製球状繊維ブラシ群、及び、流水洗浄のみのコントロール群の 4 群とし各群それぞれの検体数は
10 とした。
今回の検討では、ワイヤーブラシ群と球状繊維ブラシ群における一次洗浄にかかる時間の比較及び、各群それ
ぞれの自動洗浄機による洗浄後の ATP 値の比較を行なうことにした。洗浄効果の判定には、キッコーマン社製携
帯型 ATP 検査器ルミテスターPD-10N 及び、ルシパックワイドを用いて ATP 量を定量化した。検体の採取方法は、
吸引ボタン座よりスコープ先端まで生検鉗子を挿入し、スコープ先端より流水洗浄済の 2.5cm 角のガーゼを引き
抜き測定装置に投入し ATP 値を測定した。
【結果】
一次洗浄にかかる平均洗浄時間は、ワイヤーブラシ群が 142.6±21.7 秒であったのに対し球状繊維ブラシ群が
66.2±7.1 秒であった。これは統計学上、球状繊維ブラシ群が有意差を持って短い結果であった（p<0.005）
。続
いて、自動洗浄機による洗浄後の ATP 値の比較では、各群の ATP 値は、ワイヤーブラシ群 303.7±101.0RLU、デ
ィスポーザブルブラシ群 300.5±121.3RLU、球状繊維ブラシ群 470.5±372.6RLU であった。統計学上の有意差は
認められなかった。しかし、球状繊維ブラシ群では、10 検体中 3 検体において肉眼的に視認できる付着物が確認
され、その検体の ATP 値はいずれも高値を示し、感染の可能性が示唆された。
【考察】
肉眼的な付着物が認められたスコープについては、球状繊維ブラシで洗浄されない鉗子孔部分の汚染物質が、
鉗子孔洗浄時に管腔内に押し出された可能性、または、汚染の度合によっては球状繊維ブラシでは除去できない
可能性があることなどが考えられた。対策としては、球状繊維ブラシを吸引するタイミングなど、洗浄工程の手
順や適応症例についての検討が必要であると考えられた。
【結語】
球状繊維ブラシは、従来のワイヤーブラシに比べて洗浄時間の短縮が図られ、統計学上では同様の洗浄効果が
認められたが、中には洗浄が不十分と思われる例が認められ、球状繊維ブラシの洗浄工程に関して更なる検討が
必要であると考えられた。

連絡先：〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 TEL092-642-5856

Ｏ-36.上部消化管検査後の球状吸引管路洗浄具の効果に関する考察
特別医療法人福島厚生会福島第一病院
内視鏡室
○高橋勇一・阿部美代子
消化器内科
柳沼信久
【目的】
球状吸引管路洗浄具（マジックボール：MB）を用いた管路内洗浄の検討・発表が複数施設により行われている
が、洗浄度測定方法、洗浄手技など各施設で異なった方法が用いられている。また、その結果からは安定した有
用性を見出せない。そこで、過去に技師研究会、技師学会などで発表された結果に新たに洗浄度測定の追加測定
を行い、MBの有用性について再検討した。
【方法】
過去に学会、研究会等で発表されたMBに関するデータの収集を行い、上部消化管に対しての7検討の中からATP
法で測定した結果（5検討）に、今回新たにMB使用での予備洗浄、自動洗浄器後にATP測定を行った2データを追加
し比較検討する。
【結果】
自動洗浄器前は4データ（ATP法2データ、菌培養併用2データ）、自動洗浄器後は追加データを含む３データ（ATP
法３データ）であった。検査のみに使用したスコープにおいて自動洗浄器前のデータでは、通常使用している洗
浄ブラシと同等との評価が出ているが、ATP測定では、100～500RLUと高値を示した。自動洗浄器後では、今回追
加測定のデータも含めATP測定の結果は100RLU以下と低値となった。
生検を含む処置後の結果はブラシよりも劣る
結果となった。これらの結果から、MBは通常検査時に使用するのであればブラシと同様の効果も得られるが、処
置等を行い管路内の汚れが強い場合は通常の使用方法では確実な洗浄効果が得られなかった。
【考察】
MBは、吸引による進行方向への抵抗力及び管路面との摩擦によって管路内を洗浄するものである。従って、吸
引圧、管路内へ強固に付着した汚れなどにより洗浄効果は大きく変動するものと思われる。メーカーからも管路
内につまり等がある場合には、通常のブラッシンも必要であるといわれており、MB単独で全てのスコープ洗浄に
用いるのは現状では難しいと考える。また、自動洗浄器使用前後でATP測定値に差が出ているが、当院で管路内す
すぎ後のデータでは自動洗浄器を用いなくとも100RLU以下の値が出ている事からも、管路内すすぎの有無に起因
するものと考える。MBは管路内洗浄において画期的な洗浄方法である。今後、更なる改良でより安定性のある洗
浄効果が得られるものになる事を期待する。
（予報集再掲載）
連絡先：〒960-8251 福島県福島市北沢又字成出 16－2
TEL 024-557-5111(内)155

Ｏ-37.非酵素系洗浄剤使用時の適正使用に関する検討
特別医療法人福島厚生会福島第一病院 内視鏡室
内視鏡技師 高橋勇一
消化器内科医 柳沼信久
洗浄担当者 阿部美代子
目的
2008 年 5 月に 3 学会合同で出されたマルチソサエティガイドラインにおいて、内視鏡の洗浄に使用する洗浄剤
が酵素洗剤の推奨は変わらないが、他のアルカリ洗剤などの使用する事も可能とされる内容に変更されている。
非酵素系洗剤は多種多様なものが発売されており液温管理が容易で酵素洗剤と変わらぬ洗浄効果を得ることが出
来るとされている。そこで、非酵素系洗剤の洗浄効果について浸漬温度、浸漬時間による洗浄効果を評価するこ
とで適正使用について検討した。
方法
非酵素系タンパク除去剤として、タンパクリーンⓇ （株式会社カイゲン）を 200 倍希釈した液を利用した。血

液 1ml をガラス製プレパラート上に滴下塗布後乾燥させ偽汚染物質とする。洗浄液温度は 9℃、19℃、36℃、54℃
の 4 種類とし各液 400ｍｌに 1 分、3 分、5 分、10 分と浸漬後水道水による流水下ですすぎを行う。測定は各 3
検体実施し、洗浄度の測定には ATP 測定用いた。通常使用する常温（20℃）5 分浸漬を基準とし、各測定結果と
の有意差検定を行った。
図表 1：浸漬温度と浸漬時間による効果の有意差判定結果

10℃

20℃

36℃

50℃

1min p= 0.0386 p= 0.0363 p= 0.0034 p= 0.0464
3min p= 0.0085 p= 0.0262 p= 0.4436 p= 0.0320
5min p= 0.0747

基準

p= 0.2224 p= 0.2031

10min p= 0.1991 p= 0.1532 p= 0.0105 p= 0.1104
結果
通常当院で使用する条件に近い 19℃に 5 分浸漬を基準（平均 4938RLU）と考えてＴ検定にて有意差検定を行っ
た。
（図表１）1 分間浸漬では 9℃（平均 28461 RLU）
、19℃（平均 19973 RLU）
、36℃（平均 11992 RLU）
、54℃（19533
RLU）と洗浄液温度に無関係に全て温度領域で洗浄度に有意差が見られた（P<0.05）
。また、10℃10 分浸漬を除き、
20℃3 分浸漬、50℃3 分浸漬でも有意差が見られた。一方で、36℃10 分浸漬では洗浄度が向上しての有意差が見
られた。
考察
非酵素系洗剤の使用温度可能な液温は、極端な高温（50℃以上）や極端な低温（10℃以下）を除く常温レベル
で洗浄効果が得られる事が確認された。浸漬時間は、カタログ上に示された 3 分間浸漬で十分に効果が得られる
結果であった事から長時間浸漬を行う必要はないものと考える。これらの結果から、非酵素系洗剤は常温環境で
使用する場合に有用な洗浄液であると考える。ただし、当院のように冬季の水温が低下（10℃以下）になるよう
な地域では調液時にある程度の水温（20~30℃）まで液温を上げて使用する必要性は否めないと考えられた。

連絡先：〒960-8251 福島県福島市北沢又字成出 16－2
TEL 024-557-5111(内)155

Ｏ-38. OPA 消毒剤濃度モニター（PASS/FAIL 表示方式）の使用経験
医療法人社団 谷村外科胃腸科医院 内視鏡センター
○吉峯みゆき
京都大学医学部附属病院 医療器材部
新田孝幸・樋口浩和・福山純也
【背景と目的】
近年、介在感染事故が起こった場合の証明として、洗浄消毒履歴の必要性が認識され日本内視鏡技師会安全管
理委員会による履歴に必要とされる項目として５W1H に基づき何時:日時、何処で：洗浄器 No、誰が：担当者、
誰に:対象患者、何を：スコープ No、どうした：関わる条件を挙げている。その中でも消毒液濃度は必須項目で
ある。しかし、数値化できない消毒剤の濃度管理については、施設により様々で、
・濃度判定試験紙で使用できる回数をチェックしている
・購入時に使用できる回数をメーカーにチェックしてもらった

・定期的にメーカーにチェックしてもらっているなどメーカーに依頼している等、
これらは、判定者による主観に影響され不確定であり、機械のアクシデントによるすすぎの排水不良等、濃度
低下は一定でなく、メーカーに依頼する濃度測定は、リアルタイムでなく日数がかかることが問題である。
そこで、迅速で正確な判定方法として、前回、日本消化器内視鏡技師学会において、フタラール製剤（以下
OPA）の濃度チェッカー（試作機）についての発表がなされたが、試作機であるために、臨床現場にて使用する
にあたっては、測定薬液の注入しづらさや、ディスプレイ画面の分かりにくさなどの課題もあり、更なる改良が
求められた。
今回、試作機での使用評価の結果を元に、改良された濃度モニターについて、その有用性を 2 施設において検
証したので報告する。
【濃度モニターの特徴】
今回改良された濃度モニターの特徴は、結果の表示方法が前回の数値方式ではなく、PASS・FAIL 表示方式で、
ディスプレイに最大12 本のレベルバーが表示され、
濃度減少をバーの本数で示すと同時にPASS の場合は緑色、
FAIL の場合は赤色のランプが点灯する。又、モニター装置に判定結果が保存されており、後になって測定日、
測定時間とともに、判定結果を見たり、プリントアウトも出来きる機能が内臓されている。また、付属の CD を
手持ちのパソコンにインストールすることで、容易にエクセルによる濃度履歴が閲覧できる。
【方法】
OPA を同社製内視鏡洗浄消毒器にて使用。５回転数毎に検体を採取し、40 回以降は毎回行ない濃度モニター
にて、その場で消毒剤の PASS と FAIL の判定を実施した。同時に採取した検体を冷凍保存して、後日、同社工
場に搬送し、HPLC（高速液体クロマトグラフ法）による濃度の測定を実施、濃度モニター試作器との結果を比
較検討した。

図１

薬液濃度

 PASS表示された検体は、全て最小有効濃度
である0.3％を上回っていることを確認した
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【結果】
濃度モニターの表示結果は、使用回転数とともに PASS から FAIL 方向へと液晶モニターのレベルバーが減少
し、洗浄回転数 40±2 回、HPLC では 0.344±0.019％で FAIL を示した。当方式による測定濃度と HPLC の数
値差の平均は 0.0121、標準偏差は 0.0029 でありｔ検定では有意差が認められなかったデータより、今回の結果
は妥当と考えられるが、最小有効濃度 0.3％より高めに FAIL が表示された。HPLC 法での OPA の濃度測定結果
とも相関を示していることも確認された。
（図１）
【考察】
濃度モニターは、HPLC の測定結果より早めに FAIL と判定することから、一定の安全域をもった設計である
と評価できた。洗浄消毒洗浄器槽内の消毒剤濃度は毎回変動するので、リアルタイムでの濃度判定が可能になっ
たことは、患者の安全において有益であると考える。操作が容易であること、判定結果が一目で確認できること、
結果がデータとして保存できることも有用である。
今回の検証結果より、濃度モニターは、有効濃度が確保されていることを適切に表示し、臨床現場での使用に
有用であると考える。
【結語】
今後、ますます重要視される濃度管理において、濃度モニターの精度について更なる検証を実施し、メーカー

に早期製品化を期待したい。
引用文献
1)日本消化器内視鏡技師会会報：2008,No41,内視鏡安全管理委員会委員会レポート p201

連絡先: 医療法人社団 谷村外科胃腸科医院
〒665-0841 宝塚市南口 1-8-26 TEL：0797-72-3992
京都大学医学部附属病院
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 TEL；075-751-3415（内視鏡部）

Ｏ-39.過酢酸濃度のデジタル表示への第１歩
聖路加国際病院 消化器センター内視鏡室
〇秋山 仁・土屋 優賀里・小柳津 浩子・今村 倫敦
宮前 ちひろ・渡邊 純子・遠山 久美子・岡田 修一
現在、内視鏡スコープの洗浄消毒には主に過酢酸やフタラール・グルタラール製剤が使用されている。これら
の製剤は劣化や、希釈などにより濃度低下が起こる。その為、テストテープを用いて濃度判定を行っているが目
視判定である為、測定者の主観、テストテープの精度誤差により、判定結果にバラツキが生じている。その為、
より精度の高い濃度判定方法の確立を望んできた。
今回、過酢酸（以下、アセサイドⓇ ）濃度を、デジタル表示の可能な試作機（以下、測定機）が開発された為、
その有用性を検討した。
【方法】
オリンパス社製洗浄機：OER2Ⓡ 、OER3Ⓡ を用いスコープの洗浄消毒を行い、当院の濃度チェック規定に沿ってテ
ストテープ・測定機を併用し濃度チェックを行う。また、単純な経時劣化の度合いを調べる為、一日の終了時濃
度と、翌日の使用前濃度チェックを行う。
測定方法（原理：吸光光度法 試薬：ヨウ化カリウム）
1.セル側面をガーゼでよく拭きゼロ点補正を行う。
2.セルのふたを開けアセサイドⓇ 20μℓを加え、蓋を閉め 10 回転倒混和する。
3.アセサイドⓇ 投入から 30 秒後に測定を行う。
【結果】
測定機とテストテープでの判定結果に関しては、ほぼ整合性が認められた。しかし稀にテストテープでは有効
だが、測定機では規定濃度（0.200）を下回るケースがあった。グラフ 1 は他の結果同様、ほぼ整合性が認められ
る。ただし 31 回目の結果に注目すると、3 回測定機での測定を行っている。そのうち 2 回は 0.200 以上・1 回は
0.200 以下となった。しかしテストテープ判定の結果は 2 回とも PASS となった。
次に、一日の終了時濃度から、翌日の使用開始前濃度の差を調べた結果です。OER2、OER3 ごとに 13～15 時間
経過後の濃度差を「使用日数」
「使用回数」でわけ、測定した濃度差の最大値・最小値、及び平均値を調べた。全
ての測定値の平均を見ると OER2Ⓡ では 0.015、OER3Ⓡ で 0.016 の濃度差を認めた。 各項目の測定値から OER－2･3
といった機種間、また使用日数・使用回数にかかわらず、当院での使用環境下では 13～15 時間の間で約 0.015
程度の濃度減少が見られた。
【考察】
濃度のデジタル表示化により、測定値から次に測定する回数の目安を得られる。これにより従来のように頻回
にテストテープで判定を行う必要が無くなると考える。また、経時的な濃度劣化が明らかになる等、測定機の使
用は効率よく濃度管理を行うために非常に有用である。また、測定機で複数回測定した結果、バラツキが生じた
ことについて、測定機の仕様が小数点以下第 3 位まで表示される為、3 桁目に誤差としての影響があると考えら
れた。
測定機の製品化へ向けた課題として、複数回測定を行った際、規定濃度以上と以下の結果が出た場合の取り扱
いを検討する必要がある。本来は複数回の測定を行っても、判定結果の異ならない測定機の精度が理想だと考え
る。

より確実で効率的な消毒液濃度管理を行う為にも、更なる改良をされ早期に製品化し発売されることを期待し
たい。
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【結語】
アセサイドⓇ は高水準消毒薬として認められている。しかし、認められているのは規定濃度を上回った状態で
の使用時であり、この条件を守らなければその有効性は失われてしまう。安心安全な内視鏡検査を提供する立場
としてきちんと責任を持ち、濃度管理にあたる必要がある。その為にこの測定機がデジタル濃度チェックの第１
歩となり、
将来的には洗浄機に測定機が内蔵され自動に濃度測定が行われること。
そしてスコープの洗浄履歴へ、
消毒液濃度の管理が反映されることを期待する。
連絡先：〒104-8560 東京都中央区明石町 9-1
TEL：03-5550-7044 FAX：03-3544-0649

Ｏ-40.消毒液履歴管理と液交換時期の検討 ～過酢酸製剤の有効濃度判定を通して～
社会保険中京病院 放射線科 内視鏡室
内視鏡技師
鬼頭 直美、秋山 吏津子、小栗 美代子、豊田 信子
看護師
塩田 桂子、鈴木 香織、太田 優子
消化器科医師 長谷川 泉、加藤 功大
背景と目的
近年、内視鏡学会やリスクマネージメントにおいて、内視鏡器具の消毒履歴管理が重要視され技師学会や研究
会で取り組みが発表されている。しかし、当院では着手点が無く模索状態にあった。
2007 年 9 月ＶＰＰ（Value Per Procedure：症例単価払い）システム導入を機に、消毒液交換時期の動向を把
握し洗滌機のプログラム設定のため、2 週間洗浄前に効果判定を実施した。その後チェック表を作成し、洗滌機
の設定評価を行い消毒液効果判定の時期と消毒液の交換時期を検討した。
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結果：B 期間
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対象
洗滌機はオリンパスメディカルシステムズ社製洗滌消毒装置 OER３Ⓡ ：3 台（上部専用）
消毒液はサラヤ社製過酢酸製剤（アセサイドⓇ ）875ml
効果判定はアセサイドチェッカーを使用
期間
2008 年 1 月から 2 月を A 期間、3 月から 4 月を B 期間
方法
洗滌機のプログラムは使用回数を 20 回･有効期間を 5 日間と設定した。消毒液効果判定を、始業時・午後の始
業時・終業時の 3 回行い、A 期間は効果判定の結果のみをチェック表に記入した。B 期間では、3 回の効果判定に
加え稼動回数と日数も併せてチェック表に記入した。

結果
A 期間は、有効期間が 5.5 日、消毒液の交換が始業時に 6 回･午後の始業時に 12 回・終業時に 15 回とバラツキ
があった。検査件数より稼動回数が平均 11.6 回で設定より下回った。
B 期間では、消毒液の有効期間が平均 5 日で稼動回数が平均 12.1 回となり、設定より下回った。
経時劣化を考慮してもメーカー推奨以上の稼動回数だった。消毒液の有効期間はプログラム設定に近い結果が
出た。
考察と結語
ＶＰＰ導入時にプログラムした洗滌機の稼動回数と有効期間の設定は、経時劣化を考慮しても適切だった。し
かし、交換までの稼動回数や交換時期にばらつきがあった事から消毒液の交換時期を洗滌機の設定だけで判断す
ることは危険である。
今後も消毒液の履歴管理を行いながら、業務改善を行い毎回の効果判定を目指したい。そして、より安全な内
視鏡器具の消毒管理を行うために、また消毒液の効果を安定させる意味でも内視鏡洗浄に携わる医療従事者の教
育・指導を行い、内視鏡器具の消毒履歴管理に着手したい。
参考文献
1)日本消化器内視鏡技師会会報 No30：昭和大学藤が丘病院内視鏡センター,過酢酸製剤の有効濃度判定と交換時期の検討-内視鏡洗滌
消毒装置を使用して2)日本消化器内視鏡技師会会報 No40：大阪医科大学付属病院消化器内視鏡センター,内視鏡の洗浄履歴に対する取り組み-適切な消毒
液の濃度確認に冠する検討3)日本消化器内視鏡技師会会報 No40：済生会横浜市東部病院内視鏡センター,過酢酸製剤の温度変化による消毒可能回数の検討
4)消化器内視鏡ガイドライン第 3 版：日本消化器内視鏡学会卒後教育委員会編集,医学書院出版
5)消化器内視鏡機器洗浄・消毒ガイドライン：日本消化器内視鏡学会消毒委員会
6)アセサイド 6％消毒液Ⓡ 薬剤文献（第 8 版）
7)ディスオーパ消毒液 0.55％Ⓡ 薬剤文献（第 4 版）

連絡先：〒457-8510 愛知県名古屋市南区三条 1-1-10
℡ 052-691-7151

Ｏ－41.洗浄消毒履歴管理の重要性
＜内視鏡自動洗浄機のカプラ部品の不具合を経験して＞
公立学校共済組合近畿中央病院 内視鏡センター
内視鏡技師（看護師）
：○水原律子・西川由利
看護師：吉田有加子・坊垣奈々・鉄哲子・小野富子
背景
当院では、機器の作動点検、手書きによる洗浄履歴チェック表とスコープロッカーのシーツ汚染チェック表の
記入や薬液濃度測定などにより内視鏡の洗浄・消毒管理を行っている。2007 年 6 月、スコープロッカー内のスコ
ープ先端に、黄色の付着物を認め、シーツ汚染が頻回に発生した。そこで、使用機器メーカーと原因追求し、ス
コープの点検や洗浄アダプターの見直しを行ったが、シーツ汚染は改善されず、同年 11 月、洗浄工程を目視確認
したところ、内視鏡自動洗浄機（J&J 社製エンドクレンズ DⓇ ）の鉗子起上・副送水アダプターからの通水がない
ことを発見した。そこで、ICT に報告し、洗浄不良が疑われるスコープ使用患者名簿を作成した。当該機 5 台全
てをメーカーが回収･点検を行い、うち 3 台より洗浄カプラ内部に異物が付着し（図 1）
、通路を閉鎖する不具合
が判明した。有識者による第三者の見解として、カプラ不具合時の模擬実験データーや関連文書等から考察する
と、現実的に感染が発生するリスクは殆どないと考えられると報告を受けた。しかし、洗浄機の改修後もシーツ
汚染がみられ、スタッフの内視鏡自動洗浄機の安全性に関する不信感は払拭できなかった。
調査目的
洗浄機の安全性を明らかにし、今後の洗浄・消毒管理のあり方を検討する。

異物がカプラ
内部に付着
し通路を閉鎖

図１

調査方法
1.洗浄直後外表面拭き取りスコープの先端部 20cm を滅菌袋に挿入し、鉗子口より滅菌蒸留水 30ml を注入。袋内
に溜まった液を１分間マッサージ後、残留フタラール溶出させたものを検体とし、スコープの機種別に 20 検体
の残留薬液濃度測定を J&J 社に依頼。
2.スコープ管内細菌培養検査として、スコープロッカーに保管されているスコープの鉗子口より滅菌蒸留水 30ml
注入し先端部より回収した液体採取。
3.環境細菌培養として、調査２でサンプリングしたスコープの先端部・アングルゴム部・操作部の３ヶ所及び洗
浄機洗浄槽排水口付近・中央排水口付近からクリーンスタンプ「ニッスイ」一般生菌数測定用 SCDLP 寒天培地
を使用し検体採取。
結果
調査 1 の結果は、測定 20 検体の最大残留濃度は 1.954ppm で、それを 60kg の成人が全て暴露した場合の最大暴
露量に換算すると、ラットに対する無毒性量の薬 510 分の１であり、全ての検体において人体に有害な濃度は検
出されなかった。調査 2 の結果は、検体からの細菌検出は認められなかった。調査 3 の結果は、使用頻度が高く
シーツ汚染が頻回に見られた上部用スコープ 1 本の操作部よりブドウ球菌属が 1CFU 検出された。また、使用頻度
の低い下部用スコープ 1 本のアングルゴム部・操作部よりバチルス属が各 1CFU 検出されたがいずれも常在菌であ
った。今回調査をおこない、洗浄機の安全性を確認する事ができた。しかし、洗浄機に通水不良の発生を感知す
るセンサーがないので、カプラに洗浄チューブを装着し目視による通気確認などの構造・機能を理解した機器管
理が必要であることがわかった。
考察
感染管理におけるリスクマネージメントとして、洗浄・消毒履歴管理を徹底して行うことは最も重要であると
考える。安全・安心な内視鏡を提供するには、洗浄･消毒履歴管理に加え、定期的な洗浄・消毒効果判定、異常を
認めた場合は早急な原因追求と問題解決が必要であると考える。また、今回の調査を通して、洗浄消毒履歴管理
の重要性を病院全体で再認識することができ感染予防への意識向上につながったと考えられる。
展望
現在、手書きによる洗浄・消毒履歴管理を実施しているが効率的に洗浄消毒履歴管理を実施するためには、短
時間で検索･集計できる内視鏡ファイリングに連動したシステムの導入が望まれる。
連絡先：〒664-8533 兵庫県伊丹市車塚 3 丁目 1 番地
℡ 072－781－3712
FAX 072－779－1567

