Ｐ-１．内視鏡洗浄・消毒における内部評価と教育の有用性
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【はじめに】
当院の内視鏡洗浄・消毒は内視鏡室勤務の 3 名が行なっていたが、新たに看護師が交代で内視鏡室に配属され
るようになり、洗浄・消毒にも携わるようになった。新人教育が必要となったことをきっかけに、洗浄消毒につ
いて内部評価と教育を行なった。その現状と効果について報告する。
【方法】
スタッフ 3 名が勉強会に参加し、そこで学んだ感染管理の手法を取り入れた。
1.危害リスト作成―HACCP 方式（Hazard Analysis Critical Control Point：米国で宇宙食の安全性を確保する
ために開発された食品の衛生管理の手法）を用いる。
① 内視鏡洗浄・消毒に関するガイドラインを参考に、洗浄・消毒の工程をもれなく書き出す。
② 各工程について、潜在的危害（感染リスク）を考える。
③ ガイドラインを参考に重要度を判断し、その判断基準を示す。
④ 感染の発生要因を具体的に考える。
⑤ 感染の防止措置を考える。
2.危害リストを基に、写真による手順書を作成。
3.危害リストを基に、チェックリストを作成。
4.チェックリストにて内部評価を行なう。
5.教育を行なう。
6.教育後評価と手順の見直しを行なう。
【結果】
教育前の内部評価の結果、手順別では最重要の工程としていた「自動洗浄器にスコープをセットした後の手指
衛生」が全員できていなかった。この結果を基に、危害リストと手順書を使って作業工程の根拠を説明し、スタ
ッフ全員に手指衛生など感染対策を含めた教育を行なった。手指衛生ができていないということは、感染対策の
教育が不十分であったことはもちろんであるが、アルコール製剤の設置不足や洗浄室に手洗いの設備がないこと
も要因と考えられたため、洗浄器の脇に手袋を廃棄する箱とアルコール製剤を置き、洗浄室内に手洗いコーナー
を設置した。2 週間後に再度評価を行なった結果、洗浄器セット後の手指衛生の実施率は 0％から 80％に上昇し
た。また、教育前の実施率が低かった他の項目についても、実施の根拠と感染防止のポイントを説明したところ、
実施率は 100％になった。個人別実施割合は、教育前は平均 40％であったが、教育後は全員が上昇し、ほとんど
のスタッフが各工程を 80％実践できるようになった。
【考察】
内部評価の結果から、当院内視鏡室は手指衛生がピットフォールとなっていたことがわかった。ICT のラウン
ドでも洗浄・消毒作業の工程まではチェックされていなかったため、その中での手指衛生のタイミングについて
は見逃されていた部分であった。手指衛生を内視鏡洗浄・消毒の工程の一つとして手順書に加え、現場で手洗い
が実践しやすい環境を整えるとともに、基本的な感染対策を含めた内視鏡洗浄・消毒の教育が重要であると考え
る。また、この取り組みを行なう前まで、当院はガイドライン通りに洗浄・消毒を行なっているつもりでいた。
しかし実際 1 人 1 人を評価してみると、工程のわずか 4 割しか実践できていないことが明らかになった。ガイド
ラインをなぞった様な大雑把な手順書を作り、
「みんなその通りに実践しているだろう」という思い込みで行って
いたのでは、精度の高い実践は望めないことがわかった。現場に即した詳細な手順書と、その工程一つ一つの根
拠を示し、
それを理解するまでの教育と内部評価を行なうことは、
ガイドライン遵守率の向上に有用と思われる。
しかし遵守率が向上したとはいえ、教育後もスタッフ全員が 100％になったわけではない。再教育と手順の見直
しは今後も継続して取り組まなくてはならない課題であり、精度の高い実践を維持するためには内部評価を定期
的に行なう必要があると考える。
【まとめ】
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内視鏡洗浄・消毒における内部評価と教育はガイドライン遵守率の向上につながった。
連絡先：〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町 5－29
TEL:018－862-1330 FAX:018－862-1068

Ｐ２．当診療部における電解酸性水による消毒効果
現場の実態調査で明確となる洗浄消毒ガイドラインの真実
神戸大学病院 光学医療診療部 消化器内科
内視鏡技師＊1／臨床工学技士：○吉村 兼＊1、市之瀬 透、川波由葵、野田有希
医師：豊永高史
はじめに
日本における内視鏡洗浄消毒に関するガイドラインにおいて、電解酸性水（以下 EAW）による消毒効果の位置
づけは高水準消毒とは名言されてはいない。国内外のガイドラインに明記されている EAW の留意点を理解した上
で、あくまでも施設管理（責任）による使用とされている。
高水準消毒剤との決定的な違い
EAW 自体が高水準消毒剤として認可されているわけではない。唯一、高水準消毒剤として FDA に認可されてい
る電解酸性水は、650ppm 以上の残留（有効）塩素を含有するものである。しかし、高濃度の残留（有効）塩素を
有するEAW はビデオスコープへの悪影響
（特に外装金属部分の錆び）
が避けられないことから、
現状では10〜 60ppm
の残留（有効）塩素濃度程度の EAW を用いた自動洗浄装置が医療機器として承認され、市販されている。
EAW の長所と短所
内視鏡消毒の視点から考える EAW の長所と短所には以下のことが挙げられる。
・EAW は数秒から数分で幅広い微生物に対しての殺菌作用が得られる。
・EAW は有機物に触れると通常の水に戻るという特性を持っている。
・他の消毒剤（
‘劇薬指定）と異なり、毒性も弱く、人体や環境に対する害がほとんどない。
・低コストである。
当学会を通じて、内視鏡洗浄時の清浄化を評価するために、スコープチャンネル内部の ATP を測定することに
よって、スコープチャンネル内部に残存する有機物を数値化し、清浄度として管理してきた実績があり、当施設
における一次洗浄後、極限に低下させた清浄度で安定した環境なら、②の特性を回避し、確かな殺菌作用が得ら
れると判断した。EAW による殺菌作用を確信するために一般細菌、緑膿菌、水の従属低栄養細菌の培養を実施
（n=10）し、全て陰性であったため、EAW の臨床運用を開始した。
カイゲン CLEAN TOP WM-S（以下 CT）
EAW の生成と物性管理、消毒時間、水洗、乾燥など一連の行程をカイゲン CT を導入して行った。
特に殺菌機構の指標として、本来はリアルタイムに残留（有効）塩素濃度をモニタリングするべきであるが、
現状では至っておらず、Ph と酸化還元電位（ORP）のモニタリングによって、これら２つのパラメーターが許容
範囲を維持されていれば、残留（有効）塩素濃度は維持されていると推定している状況である。そのため、試験
紙（テスター）による塩素濃度を目視的に評価しなければならないが、スコープチャンネル内の殺菌作用が行き
届いているかは別問題である。
導入後調査にて…
EAW 導入６ヶ月後に再度培養を行った結果、一般細菌の培地（n=20）で９件の陽性反応を確認。EAW の使用を一
時停止させ、OER3（過酢酸）に統一した。一定期間後培養を行った結果、OER３で処理したビデオスコープでは全
ての培地で陰性であった。再度 EAW を使用し、培養を 2 クール（各 n=20）実施し、判定は第 3 機関に委託した。
結果、1 クール目は全て陰性、２クール目では 4 本のスコープから陽性反応を確認した。OER3 では培養による陽
性反応は当施設では確認していない。EAW による消毒後、検出されたのは K.oxytoca でいずれも CFU/ml で 10 の 1
から 2 乗レベルであり、メーカーからは健常人では感染を起こすレベルではないという回答を得ている。

2/16

図１.EAW による薬剤性バイオフィルムの剥離試験

図 2.EAW 基礎検討

仮説と考察
長期にわたり使用してきた GA および OPA によって蓄積された薬剤性バイオフィルムが酸性薬剤（過酢酸、EAW）
と接触することによって何らかの形でバイオフィルム下層に生息していた微生物を EAW 後では採取してしまうの
ではと仮定した。OER3 では全浸漬での予備洗浄、消毒、濯ぎの行程が行われ、チャンネル内部への薬液注入圧な
らびに流量が多く、装置としてのバランスは明らかに CT を上回り、チャンネル管路全体に薬液が一定時間触れ続
けている事が OER3 と CT とで明暗を分けている可能性が高い。ガイドラインに記載されている一定の消毒効果と
いう表現に異論のない結果を確認した。EAW の導入時期として確証は無いがビデオスコープの一新、または、仮
説ではあるが薬剤性バイオフィルムの完全除去処理後が望ましい。治療および処置が多い施設よりは検診センタ
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ーなどで確かな一次洗浄による有機物の除去が徹底されている施設の方が効果的かもしれない。いずれも施設管
理による責任が伴うため、今後も改善と調査が必要であり、当施設としても安全に EAW が使用できるよう取り組
んでいきたい。
参考文献
1)内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン（第 2 版）:日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会
2)内視鏡洗浄消毒に関する実践ガイドライン:WGO-OMGE / OMED
3)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:日本環境感染学会/日本消化器内視鏡学会/日本消化器内視鏡技師会

連絡先：神戸大学病院 光学医療診療部
℡ 078-382-6571 E-mail ：ce.yoshimura@mac.com

Ｐ３.内視鏡検査室での感染対策への取り組み
埼玉県立がんセンター
内視鏡検査室
内視鏡技師（看護師） ○寺岡未恵，岡本昌美
看 護 師
大里奈央，高野亜紀子
仲島晴子，秋山洋子
消化器内科医師
多田正弘，有馬美和子
【目的】
当院では年間 1 万件を超える内視鏡検査と約 850 件の内視鏡治療が行われている。安全な検査の提供には感染
対策の徹底と、スタッフへの浸透が重要な課題である。病院機能評価 Ver.5.0 の受審を機に感染対策と衛生環境
を見直し、内視鏡スタッフの意識改革、業務・環境改善を図ったので報告する。
【方法】
「内視鏡室における感染対策に関する自己調査項目」および「病院機能評価 Ver.5.0」の評価項目を検討し、問
題点について改善点を考案・実施した。問題点は 1.内視鏡の洗浄・消毒の手順が統一されていない。2.検査環境
の整備が不十分。3.防護具の使用が徹底していない。4.手指衛生が徹底していないの 4 項目が挙がった。
【対策と結果】
1． 看護スタッフの経験や知識のばらつきがあり、洗浄方法も統一されていない。
「内視鏡室の感染対策に関する
自己調査」と「洗浄・消毒に関するガイドライン」をスタッフ全員で読み直し、不備な点の再認識を図った。
清潔と不潔の動線を別々に確保するのは構造上困難であるが、清潔・不潔を区分するための手順を見直した。
検査終了時の１次洗浄は検査施行医が行うこと、検査介助者がブラッシングを行い、不織布に包んで洗浄室
へ運搬すること、サポートスタッフが洗浄済みスコープを取り付け、次の患者誘導を行うことにした。知識
と手順が統一され、確実な洗浄が行えるようになった。
2． 検査室内の環境整備・物品整理と収納が不良であり、物品の保管と補充が効率的でなかった。また高水準消
毒薬の暴露対策を行っていなかった。そこでホルダーや収納棚を設置した。医療廃棄物は足踏み式ごみ箱に
し、一般ごみも蓋付きにし、分別を徹底した。使用目的が同様の処置具を統一、物品を定数化し、物品請求
をシステム化した。フタラールの濃度測定を行い、換気扇を設置、薬液交換時は防毒マスクと防護具の着用
を徹底した。結果、検査室の整頓が進み、検査環境が整備された。
3． 医師は白衣や布製ガウンを、看護師はプラスチックエプロンを着用しており防護に不適切だった。院内採用
のガウンは着脱が面倒で暑く、コスト面にも問題があった。ゴーグルとマスクも徹底されていないため、防
護具の必要性を再確認し、素材と着脱、コスト面を充足した内視鏡検査に適当なガウンを選択した。従来の
ゴ－グルでは、視界がさまたげられるため、ディスポーザブルゴーグルとフェイスシールドを導入、防護具
の着用が徹底した。
4． １行為ごとに手洗いまたは手指消毒を行うことになっているが、手袋を外した際の手指衛生が行なわれてい
なかった。学習会を開催し、スタッフの動線に合わせ、各検査室や廊下などに擦り込み式の手指消毒剤を設
置した。各手洗い場に、衛生学的手洗いのポスター、石鹸、手指消毒剤を設置した。結果、手洗いの必要性
が視覚的に伝わり、手指消毒薬も使用しやすくなり、手指衛生が徹底した。
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【まとめ】
1)内視鏡室での感染対策の取り組みは，安全な内視鏡検査・治療のために不可欠である。
2)病院機能評価受審を機会に、病院全体で取り組んだ結果、スタンダードプリコーションが徹底さ
れ、安全な内視鏡検査の提供につなげることができた。
連絡先：〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 818
℡ 048-722-1111

Ｐ４.臨床工学技士からみた内視鏡室の感染管理
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）樋口浩和・新田孝幸
【背景と目的】
近年、内視鏡機器は多種に渡り、その感染対策については、単に消毒だけでなく、機器の特性を充分理解した
上での日頃からの点検が重要視されるようになってきた。今回、当院における臨床工学技士の目からみた内視鏡
室の感染管理対策について報告する。
【方法】
内視鏡ガイドラインを遵守し、病院機能評価にも対応できるよう対策を行った。
１. マニュアル
・内視鏡機器管理マニュアル
感染対策を行う上では、まず機器自体の取り扱いがしっかりわかっていないと、思わぬところで感染を起こす
危険性があり、取り扱い方法、点検法、故障時の対応を視覚的に理解しやすいよう、分かりやすく図解し説明を
加えて作成した。
・感染対策マニュアル
標準予防策では、医師、介助者、洗浄作業者の防護方法を分かりやすく図示した。環境対策では、検査室の清
掃、廃棄物の取り扱い、換気や廃液処分の方法を説明した。洗浄消毒方法については、スコープや処置具の作業
工程が一目でわかる形に絵や写真を配置し、説明を加えた。
２. 洗浄・消毒記録の継続
洗浄・消毒記録は、感染管理の上で作業の確実性を目に見えるようにするための重要な手段であり、用手作業
のような人が介在する業務は実施者の手で記録し、各個人の意識づけにつながるようにした。洗浄消毒器の作動
状況など人が介在しない部分は IT 管理することで、機器の作動情報を確実に記録できるようにし、人による作業
工数の削減を行った。
３. 点検・管理
メーカーが指定する内視鏡機器や自動洗浄器の安全管理項目点検を定期的に実施するようにした。それだけで
はなく、定期的に ATP を使用してチェックを行うことで、洗浄器の清浄度を確認できるようにした。また、特に
自動洗浄器でのトラブルは、直接、感染につながる可能性が高いため、メーカーと話し合って、機器取り扱い方
法を含め、利用者が理解しやすく安全性の高い簡易マニュアルを作成、メーカーより配布してもらい、活用する
ことで安全に管理できる体制を整えた。
４. 意識づけ対策
定期的に勉強会を行い、知識の常に最新のものにできるようにした。また感染対策マニュアルに「できる」
「で
きない」のチェック項目と気づいたことを書く欄を設けた自己チェックシートを作成し、個人の理解度の確認と
感染予防の意識づけを行った。
（図１）
【結果】
マニュアルにより、スタッフが標準予防策、環境対策、洗浄消毒方法を容易に理解できるようになった。また
点検では、施設独自の工夫ではなく、メーカー側で点検を行ってほしい項目を記載したことで、管理項目漏れの
ない、より安全な点検が行えるようになった。
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図１：自己チェックシート

感染対策マニュアルの理解度をチェック

【考察】
環境対策や機器のトラブル対応、点検などは、それに関わるスタッフの正しい意識と知識が重要であるため、
今回のようなマニュアルや点検表による「目で見える管理」は有用であると考えられた。また、自動洗浄機器の
マニュアルは、施設の独自性による弊害を防止するとともに、正しい知識の再認識ツールとして、スタッフ教育
にも使用できると考えられた。
【展望】
喉頭鏡、
膀胱鏡を含めた院内全体の軟性内視鏡の感染対策を含む機器管理を 2009 年度より開始する予定である。
【結語】
多様化する内視鏡室において、機器の安全性を重視した感染管理は有用であると考えられた。今後も、さらな
る安全を目指した工夫をしていきたい。

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）

Ｗ-1.当院での IT 活用の現状と課題
―電子カルテと内視鏡システムとの連携―
医療法人 恵佑会札幌病院 内視鏡センター
内視鏡技師 〇髙澤俊子 田辺なおみ 角谷智弘 佐藤美恭
看護師
高田麻利央 野口千代子 長江清美 有馬亜也子 山木睦子
【はじめに】
当院では平成 16 年より電子カルテシステム(富士通 HOPE/EGMAIN-EX)と内視鏡部門システム(富士通
HOPE/DrABLE-EX)を導入した。稼動後 4 年経過しての活用状況と今後の課題を検討し、報告する。
【現状】
内視鏡検査時の各システム連携は(図１)、1.電子カルテより入力されたオーダーは、内視鏡部門システムで受
付け、検査前にﾀﾞイコムコンバーターに患者属性を取り込むと、モダリティに送信される。2.検査時、撮影され
た画像はﾀﾞイコムコンバーターを介し、画像サーバー(PACS)に送られ、電子カルテより参照できる。3.検査後、
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医師は画像を参照し所見入力。検体採取時は、電子カルテより病理オーダーを入力すると病理部門システムで受

内視鏡検査での各システム連携
受付処理・検査情報

検査実施
情報

内視鏡
システム

患者属性

DICOM
コンバー
ター

画像情報

オーダー情報

電子カルテ
システム

モダリティ

画像サーバー
PACS

画像･所見

医事会計情報

医事
システム
全検査件数

病理オーダ

放射線部門

図・１

病理検査部門

生理検査部門

検査室受付画面

会計処理

図・２

システムトラブル対処法

検査終了

内視鏡室
到着

感染症あり

検査後、電子カルテで画像が確認できない
Dr.ABLE－EXでPACSに画像があるか確認する

現在
検査中

画像あり

図・３
次の
入室患者

実施入力画面
酒精綿禁です

電子カルテ
患者プロファイ
ル情報が反映さ
れている

電子カルテ
ロールブラウザ
にリンク

画像なし

所見入力時はPACS
から画像を取り込む

ダイコムに画像が取り込まれて
いるかログビューアで確認する

システム課へ連絡
電子カルテとダイコム
の再起動をかけ状況
を説明する

データあり

画像送信OK

データなし

フィルム・プリンター
で対応する

画像が送信できない
PACSと電子カルテの連携の
図・５
トラブルのため復旧するまで
ダイコムに画像をストックする

ダイコムのトラブルなので
オリンパスITカスタマーセンター
へ連絡する

システム課へ報告
電子カルテ
レポート覧
にリンク

図・４

付け、後日結果が電子カルテに送信される。4.コメディカルは、検査手技や使用した薬剤・器材などのコストを
内視鏡部門システムに入力し、実施送信する。5.実施情報は医事システムに送信され、会計処理される。6.医師
は電子カルテを利用し、患者に結果を説明する。
＊電子カルテと内視鏡部門システムは 1 台の端末で共有し、各検査室に１台ずつ設置されている。
しかし１台の端末だけでは、検査前の情報確認や検査後の入力業務の停滞が予測されたため、稼
動前の検討でワークシート(図２)を出力することを決定し、IT と併用して活用している。
【結果】
IT 利用のメリットとして 1.電子カルテでは、院内どこの端末でも過去の検査歴や他検査情報（エコー・放射
線画像・生理検査、病理結果・看護記録など）を閲覧できるため、患者情報の事前収集が容易になり、医療者間
での情報共有が図れている。2.内視鏡部門システムでは、検査の予約・進行状況が把握でき(図３)、電子カルテ
へのリンクも可能である（図４）
。両システムの連携は円滑な検査遂行のための一助となっている 3. IT とワーク
シートとの併用、さらに病棟患者の呼び出し機能の活用による部署間での電話対応の減少が、業務の効率化につ
ながっている。4.電子カルテを利用した患者へのインフォームドコンセントは、画像や検査データを閲覧しなが
ら行われるため情報開示につながり、また検査結果をすぐに知ることができることや会計処理での待ち時間の減
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少が、結果的に患者の在院時間の短縮になっている。
デメリットとして、1.各ステム障害の発生時、業務の混乱や停滞が起こった。2.IT 機器の操作・確認ミスが患
者情報の誤入力を招いた。3.セキュリティの問題もあった。
【おわりに】
当院の年間内視鏡検査件数は上部内視鏡検査が約 9100 件、下部内視鏡検査が約 6800 件あり、煩雑な業務の中
で電子カルテと内視鏡部門システムとの連携は、医療者側にも患者側にも多くの恩恵をもたらせた。その反面、
クリック一つの間違いが大きなトラブルにもつながり、IT の怖さも実感している。IT トラブルの発生時対応策と
して、まず何をすべきかを各検査室に表示し、システムトラブル別の対処法(図５)を立て活用を始めたところで
ある。今後も、スタッフ間で対応策を共通理解し浸透させていくことで患者の不利益につながらないようにして
いく必要がある。当内視鏡室では患者情報の誤入力を避けるためのより安全で正確なシステム構築として、現在
手術室で使用している静脈認証システムを導入予定である。
連絡先：〒003-0027 札幌市白石区本通 14 丁目北１ー１ ℡ 011-863-2101

Ｗ２．電子カルテ導入時の Word を使用した内視鏡記録用紙の移行について
大阪警察病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○川上美里、松本裕子
臨床検査技師 松尾英樹
看護師
廣田鈴代、山下康子、久保麻誉、円戸里美、山出知子、
寺田優美
医師
阿部 孝、河相直樹、安丸正一、岡田章良、水谷昌代、
赤松大樹、辻本正彦

大山 司、

【背景・目的】
情報化社会に伴い、医療の現場でも電子化は急速に進んでいる。それに伴い電子カルテを導入する施設が多く
なってきている。当院でも 2007 年 5 月より電子カルテシステム（東日本電信電話株式会社製 TM：以下電子カルテ
とする）を導入した。導入の際、今までに記載していた内視鏡記録用紙と同じような記載ができるかという問題
点があったが、Microsoft Word（以下 Word とする）を利用することにより、簡易的に記録の作成を行うことが
できたため報告する。
【対象・方法】
2007 年 5 月から 2008 年 8 月までに当院内視鏡センターにて施行した上部内視鏡検査 9236 件、大腸内視鏡検査
5305 件、小腸内視鏡検査 426 件、内視鏡的逆行性膵胆管造影法検査 266 件を対象とした。以前は、内視鏡施行時
の記録をチェック項目形式の記録用紙に記載していた。そのため、手書き部分を減らすことができ、チェック・
数字の記入・サインのみで対応可能となり、正確かつ迅速に記載ができていた。電子カルテ移行時は、チェック
式の記録用紙を基にし、患者の基本情報、前投薬、検査・処置内容、検査後リカバリーでの観察について、Word
を使用し定型文を作成した(図 1)。
その定型文をコピー及び貼り付けを利用し、
電子カルテへ記載を行った(図 2)。
記載は大部分が、数字と不必要な項目の削除のみで実施可能となり、簡潔な記録になった(図 3)。
【結果】
従来のチェック項目形式の記録用紙と比べ、記載時間の延長は認めなかった。また、記載項目においても、以
前同様の内容を記録として残すことができた。
【考察】
利点として①Word を使用した定型文の使用により、短時間で以前同様の内容を記録として残すことが可能とな
った。②各々の検査及び処置内容に応じた定型文の作成が可能となり、記録用紙使用時に比べ、簡結な記録を残
すことができた。③テンプレート使用では定型文の改定時に手間を要するが、Word では内容の変更が容易であり、
定期的な記載事項のバージョンアップに役立った。④記載者により、記載項目の記入に大きな変化がないため、
記録を標準化することができた。⑤多職種で定期的に見直しを実施することで、専門性を追求でき、より充実し
た記録内容に近づける。⑥多職種で介助についているため、看護記録を書くことのない検査技師などにとって、
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決まった記載方法のある定型文は特に役立つなどが考えられる。しかし、容易に内容変更ができるために、間違

セデーション使用時
大腸内視鏡検査施行 Drにて
Drにて
問診にて確認：抗凝固剤 服用中 ・ 中止中 ・ なし
インサイトルートキープ 右手 左手 （病棟より）
入室BP
＝/ P SpO2= %
入室BP＝
経鼻チューブにてO2(2
経鼻チューブにてO2(2））ℓ開始
ドルミカムmg
ドルミカムmg iv
塩酸ペチジン 1mℓ
1mℓ iv
ロヒプノールmg
ロヒプノールmg iv
ペンタジン15mg
ペンタジン15mg iv
塩酸ナロキソン0.2mg
塩酸ナロキソン0.2mg iv
アネキセート0.25mg
アネキセート0.25mg iv
アネキセート0.25mg
アネキセート0.25mg 点滴内残 mℓ内混注
色素散布 部位：Ｉ ・ C ・ A ・ T ・ D ・ S ・ R
生検 部位：Ｉ ・ C ・ A ・ T ・ D ・ S ・ R （ヶ所）
点墨マーキング部位：Ｉ ・ C ・ A ・ T ・ D ・ S ・ R
トロンビン散布１万単位
観察部位：
(検査)
止め
検査)終了後O2
終了後O2止め
終了BP
＝/ P SpO2= %
終了BP＝
検査終了後腹痛・腹満感 なし ﾘｶﾊﾞﾘｰへ 病棟へ

図1 Wordにて作成した定形文
Wordにて作成した定形文

図2 電子カルテへ貼り付け

図3 数字と不必要項目の削除での記載例

った定型文を保存されてしまうことが問題である。
【結論】
Word を使用することで、内視鏡記録の電子カルテへの移行が容易にできた。今後も定型文の内容の検討を行い、
より充実した記録を残せるようにしたいと考えている。
【参考文献】
1)日本消化器内視鏡技師会内視鏡看護委員会編：内視鏡看護記録ガイドライン、2005.7：48－52
2)松本裕子、阿部 孝、河相直樹ほか：大腸ポリープ切除術における記録つきクリニカルパスの検討：日本消化器内視鏡技師会会報
No.33、2004.９：49－51
3)松本裕子、阿部 孝、宮崎昌典など：内視鏡的大腸ポリープ切除術におけるクリニカルパスの運用について：日本大腸検査学会雑
誌 Vol 20,No.1,2003：11－15
4)松本裕子、阿部 孝、宮崎昌典など：外来大腸内視鏡検査におけるクリニカルパスの検討―内視鏡治療やハイリスクの患者を含め
て―：日本大腸検査学会雑誌 Vol 20,No.1,2003：49‐52
5)田中雅夫，清水周次：内視鏡 検査・治療・ケアがよくわかる本，照林社 2004：32－103、130－135

【連絡先】〒543-0035 大阪府大阪市天王寺区北山町 10－31
TEL：06－6771－6051
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Ｗ-3.内視鏡システムの構築とエンドユーザコンピューティング
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○斉藤進一、竹生田裕、岩堀寛之、松本紀子、佐藤京子、高橋英幸、一河勇二、
網仲幸司、内藤幹雄、富永和宏、松本雄三
臨床検査技師 髙山麻衣、山本雄介、阿部江利子、金高恵美
看護師
高橋康子、飯沼幸枝
事務
大宮由香里、田仲光子
【はじめに】
当施設は、複数の製造メーカー・複数のモダリティからなる内視鏡装置を所有している。従来の内視鏡システ
ムの中心であるファイリングシステムは、マルチベンダーに非対応であった。そのため、手順が複数存在する事
となり煩雑さが増し、画像の取り違いミスが増えた。また、ファイリングシステムの業務支援機能が、病院情報
システム（以下、HIS とする）や放射線情報システム（以下、RIS とする）の機能と重複するなどの問題があった。
この問題を解決するために、新たな内視鏡システムの導入が必要となった。また、外部の業者や情報システム
部に任せきりでは、業務に本当に役立つシステムを構築するのは難しいというエンドユーザコンピューティング
（以下、EUC 米とする）の考えから、現場で実際に業務を行なう者・エンドユーザである内視鏡技師が自らシステ
ムの構築や運用・管理に積極的に携わることとした。
【目的】
当施設では既に 10 年以上の稼動実績のある RIS を転用し、内視鏡システムを構築する事とした。これにより内
視鏡システムと、HIS・RIS・医療画像システム（以下、PACS とする）とのシームレスな連携を実現し、高品位な
医療用画像ネットワーク・システム実現することが目的である。
【結果】
医療画像ネットワークの整備により、内視鏡室では、次のような効果が得られた。①画像を PACS で一元管理す
ることにより、データ保管の安全性の向上につながった。②オーダー情報を RIS から各モダリティに送信する事
が可能となり、画像の取り違いミスが減った。③内視鏡専用の画像ファイリング装置を設置する必要がなくなり、
部門システムを廃止しコストダウンにつながった。④標準化された規格の為、複数メーカーの内視鏡モダリティ
を接続するなどのシステムの拡張も容易であった。
しかし、部門システムがなくなり、業務支援機が低下した。その補完ため、データの２次利用を目的とする検
索・分析が可能なデータベースを構築した。また、画像転送待ち時間が発生したため、電子カルテ端末から、直
接 DICOM ゲートウェイの画像を閲覧するプログラムを作成した。これらの作業は、EUC の考えから内視鏡技師が
開発を行った。
【考察】
内視鏡技師が積極的に携わる事により、選択肢が増え、内視鏡システムの汎用性は増し、業務に適したシステ
ムの構築が出来た。それは、採用した RIS や PACS などのシステムが、特定の機能に絞ったシンプルな構成である
ことと、他のシステムとの連携を前提とした設計思想であることに起因する。
IT の恩恵をより多く享受するには、ひとつのシステムから包括的な業務支援を受けるよりも、標準化されたシ
ンプルなシステムの構築を目指すべきである。また、実際に、現場で業務を行う内視鏡技師が、システムの構成
・運用・管理に積極的に携わり、情報リテラシーの向上に努めることが重要であると考える。
※

ＥＵＣリソース：http://e-words.jp/（IT 用語辞典）

連絡先：〒296-8602 千葉県鴨川市東町 929 番地
TEL：04-7099-2352
FAX：04-7099-1193
Fax:06－6775－2862
E-mail：endoscopycenter@oph.gr.jp
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Ｗ４.IT 時代の内視鏡室管理～電子カルテと内視鏡ファイリングシステムの連携～
JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 内視鏡センター
内視鏡技師・看護師
○山崎真理，松園サヨ子，佐藤恭子
内科
大久保賢治
医事課
中村謙志
医療情報部
黒野広司
看護師
岡野江里子，藤原民智代，熊澤史織，宇佐美久恵
青山杉子，森川かおり
【背景】
患者情報の共有，安全な医療の提供，経営の合理化を目的として病歴の電子化が進められているが，当院でも
平成 20 年 1 月 1 日の移転新築を機に電子カルテの導入が行われた．
内視鏡センターも部門システムの一部として
内視鏡ファイリングシステム（以下，ファイリングシステム）を採用し電子カルテとの連携を行っている．
【目的】
第一に患者の安全を守り，質の高い内視鏡検査を行うために最適なシステムの構築を検討すること．また物品
管理や医事会計と連携し自動的に物品の供給や会計ができること，および医療従事者の労力の軽減を目指した．
【方法】
当院の電子カルテシステムは富士通社製 HOPE/EGMAIN-EX，ファイリングシステムは富士フィルムメディカル社
製 Nexus で横河 GE 社製の診療支援システム(CDS)が導入されている．医師が電子カルテで内視鏡検査のオーダを
する際，心疾患，緑内障，前立腺肥大，糖尿病治療，キシロカインアレルギー，抗凝固薬，抗血小板薬の有無の
確認が必須となっている．抗凝固薬，抗血小板薬を内服し生検を希望する場合は薬品名と検査前に内服を中止す
る日時を入力する（図１）
．
（図１）電子カルテより内視鏡検査オーダする画面

この情報をもとに外来看護師が患者に検査説明を行い，入力情報はファイリングシステムに伝達される．内視
鏡看護師は電子カルテより検査オーダを確認し患者の情報を共有している．検査終了後，医師がファイリングシ
ステムに所見と診断を入力し登録するとすべての画像とともに電子カルテで即座に閲覧できるようになる．また
検査画像・レポートは診療支援システムにも送信される．診療支援システムは様々な検査画像，レポート，同意
書，問診票など個人の情報を電子カルテ上で一元管理できる機能である（図２）
．これにより二重検査やデータの
紛失を避けることができ，情報の共有が容易となり診療業務が効率化した．医師が実施した検査，手技項目，使
用薬剤，材料をファイリングシステムに入力し看護師が実施内容を確認した後，医師が実施情報を送信する．フ
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ァイリングシステムから電子カルテへ実施送信を行うと自動的に医事システムに情報が伝達され，医事課はコス
トの監査を行い修正箇所があれば修正後に会計を行う．物流システムとの連携もあり，使用した薬剤は翌日，材
料は 3～4 日後に自動的に供給される．実施後の検査情報，使用薬剤，材料は電子カルテで確認が可能である．ま
た電子カルテとファイリングシステムはユーザーID とパスワードを入力するログイン制を採用し患者情報の保
護を行っている．
（図２）診療支援システムのデジタルサマリー画面

【成績】
ファイリングシステムと電子カルテの連携により患者情報の共有が容易となり医療安全が向上した．フィルム
媒体の記録と異なり，すべての画像が所見と共に閲覧でき質の向上に役立っている．医療経済的には物流，会計
が自動化され，画像の電子化により保管や運搬の必要がなくなり労力の削減に貢献している．
【まとめ】
内視鏡検査の質と医療安全の向上，病院経営の改善のためには内視鏡室の IT 化が必須であり，今後も検討を重
ねてよりよいシステムを構築していきたい．
【参考文献】
1)

五島 光子，看護管理としての看護情報支援システムの構築と運用，すぴか書房，2005

2)

太田 勝正他，看護情報学，医学書院，2008

3)

竹村 匡正，NersingBUSINESS.vol2，電子カルテとどう付き合う？，電子カルテのデータを 120％活用する，メディカ出版，2008

連絡先：〒470-0396 愛知県豊田市浄水町伊保原 500-1
TEL：
（0565）43-5000（代表） FAX：
（0565）43-5100（代表）
E-mail：mari-yamazaki7777@toyota.jaaikosei.or.jp
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Ｗ５.内視鏡検査における始業前カンファレンスの効果について
―Solemio オーダー情報・看護記録の活用から―
愛媛大学医学部附属病院 光学医療診療部
○森脇留美子,矢野みゆき,天野利江,松尾真由美
当院では、Solemio オーダー情報と過去の看護記録（以下、オーダー情報と看護記録とする。
）を参照し、内視
鏡検査・治療処置（以下、検査・治療処置とする）の介助・看護介入を行っている。今回、検査・治療処置を円
滑かつ安全に行うために共通理解の必要性を感じ、平成 19 年 3 月から始業前カンファレンス（以下、カンファレ
ンスとする）を試みた。今回、その効果について検討したので報告する。
【目的】
始業前カンファレンスの効果を検討する
【方法】
1．研究期間：平成 19 年 3 月から平成 20 年 3 月
2．方法：
①カンファレンス実施状況（平成 18 年 4 月から平成 20 年 3 月）
②カンファレンスの取り組みと実施内容・効果について検討
【結果】
1．カンファレンス実施件数は平成 18 年度総検査件数 4231 件中 31 件（0.7％）
、平成 19 年度総検査件数 4261 件
中 1143 件（26.8％）であった。また、カンファレンスに意識的に取り組むことで平成 18 年度はほとんどでき
ていなかったが、平成 19 年度はほぼ毎日実施できた。
2．平成 19 年 10 月まで、カンファレンスの内容は過去の症例の振り返りがほとんどだった。平成 19 年 10 月以降
はオーダー情報と過去の看護記録を Solemio ですぐ参照することが出来るようになったため、当日の介助・看
護介入に役立てたいと考えて、当日の症例を重視してカンファレンスを行った。
3．オーダー情報と過去の看護記録を参照しカンファレンスをすることで、①看護上の問題点や鎮静剤の効果・体
動の状況等を医師に提供し、検査開始前に対策を立案することができた。②必要物品・スコープ選択・透視使
用の必要性等を前もって考慮することができるようになった。③過去の効果的な看護介入（背部マッサージ・
声掛け・体位指導）を継続して行うことができた。④心理的援助・安心感を考慮して同じ看護師が検査介助に
継続して対応することができた。
【考察】
今回、オーダー情報・過去の看護記録を活用した始業前カンファレンスを行うことで、看護チーム内での共通
理解と医師への情報提供が可能となり、内視鏡検査・治療処置の介助・看護実践に活かすことができた。このこ
とから、始業前カンファレンスは内視鏡検査・治療処置において問題点の改善・リスク予防・継続看護に繋がり
効果的であると考える。
連絡先：〒791-0295 愛媛県東温市志津川 454
℡ 089-960-5596

Ｗ６.内視鏡センターにおける IT 化への取り組み
～電子カルテとファイリングシステムの連携について～
香川県立中央病院 内視鏡センター
○筒井久美子 内田誓子 荒井訓子 西尾たまも 藤沢朋美 十河多身子 稲葉知己
はじめに
当院では、
2007 年1 月から電子カルテ導入に伴い、
洗浄履歴と連携できるファイリングシステムを取り入れた。
導入前にスタッフから電子カルテの操作及び、業務の煩雑化への不安の声もあった。そこで、これらの問題を解
決しつつ内視鏡センタ－の IT 推進に取り組んだので報告する。
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方法
電子カルテとファイリングの画像所見、ファイリングと洗浄履歴のシステムがそれぞれリンクするようにマス
ター作成を行った。電子カルテの内視鏡部門のマスター作成においては、医師、医事課、薬剤部と協力のうえ、
検査実施画面の内容及び器材や薬品の入力方法について検討した。マスター作成は内視鏡センタースタッフが担
当し、電子カルテ運用における他部門との整合性に留意した。また、ファイリングシステムと洗浄履歴の連携で
は、画像と履歴の内容についてシステム開発の段階からシステムエンジニアと協議を重ねた。これまで行ってい
た検査前の問診、検査中のバイタルチェックなど、検査の記録全般を内視鏡経過観察記録とし、電子カルテ上に
テンプレートを作成した。そして、運用開始前に内視鏡スタッフ全員で、内視鏡部門の受付から実施画面入力、
画像所見、病理オーダー、経過観察記録の入力まで、一連の動きが一検査毎にスムーズに行えるようにシミュレ
ーションを行った。
結果
電子カルテ導入時から一検査毎に、検査実施、画像所見、病理オーダ、経過観察記録、洗浄履歴の一連の行為
が反映されるため、承諾書保管以外の古い紙カルテの運用をすべて切り替えることが出来た。電子カルテ導入と
同時に洗浄履歴管理が可能となり、2007 年に病院機能評価 Ver5.0 及び四国消化器内視鏡技師会による内視鏡室
の感染対策に関する自己調査に対応することが出来た。
考察
マスター作成を検査手順を把握している看護師が行ったため、使用薬品や器材、記録の入力が短時間で可能と
なり、業務の簡素化につながった。また、電子カルテ導入前は、処置後の患者申し送りに申し送りメモを使用し
ていたが、電子カルテでは、テンプレートに入力することにより申し送り内容がカルテに反映されるため、情報
の共有が出来るようになった。今後の課題としては、保険改訂に伴う頻回なマスター変更の必要性があるため、
施設としてのマスター管理の専門スタッフの育成が急務である。また、蓄積されるデータの管理、及び有効活用
を行っていく必要がある。
連絡先：〒760-8557 高松市番町 5 丁目 4－16
℡：087－835-2222

Ｗ７.ファイリングシステムを利用した統計業務について
大阪警察病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○ 松本裕子、川上美里
臨床検査技師
松尾英樹
医師
阿部 孝、河相直樹、安丸正一、岡田章良、水谷昌代、
大山 司、赤松大樹、辻本正彦
【背景・目的】
近年、情報の電子化は急速に進んでおり、内視鏡においても欠くことのできないものとなってきた。当院でも
1990 年より内視鏡ファイリングシステム（富士フイルムメディカル（株）社製 nexus Sif：以下ファイリングシ
ステムとする）を導入した。2005 年 6 月当院の内視鏡センターの移転に伴い、従来のファイリングシステムを更
新する機会を得、統計業務に役立てたので報告する。
【対象・方法】
2005 年 6 月から 2008 年８月までに当院内視鏡センターにて施行した上部内視鏡検査 21911 件、大腸内視鏡検
査 12310 件、小腸内視鏡検査 703 件、内視鏡的逆行性膵胆管造影法検査 562 件、尿素呼気試験 3194 件を対象とし
た。ファイリングシステム導入当初は画像管理のみであったが 1999 年 4 月より診断名入力の実施、2000 年 3 月
より手書き所見の取り込みを行うようになった。しかし、統計業務においては、実施した当日の検査件数及び処
置件数、月の検査件数及び年間検査件数の累計を毎日表に記載していた。それを月末及び年末に計算しなおし、
統計処理を行っていた。毎日の記載はその日の問診者が実施していた。計算間違いがあるとどこで間違ったか検
索が必要となり、煩雑であった。移転後は、病理検体の有無は強制入力を必要とするように改善した。また、処
置内容、ヘリコバクター・ピロリ菌の検査結果、病理結果の取り込みなど様々な内容が項目選択により入力でき
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るようになった。その内容は容易に日付で検索可能であるため、統計に必要な項目を検索し、月末及び年末統計
を実施した。また、大腸癌深達度検索においては病理検査システムで検索後、紙ベースで打ち出し、内容を確認
していた。ファイリングシステム更新後は内視鏡検索メニュー（図１、a）の技師支援（条件）メニュー（図１、
a①）を開き、その中の切除標本（図１、b②）を選択する。その後、内視鏡検索メニュー内の検査項目（図１、a
③）
、診断結果（図１、a④）
、検査日付（図１、a⑤）を選択し、検索（図１、a⑥）を実行すると検索内容が表示
される（図１、c）
。
図１、a：内視鏡検索メニュー

⑤
図１：大腸癌深達度検索方法

⑥
③

図１、c：検索内容

④

①

②

図１、b：技師支援
（条件）メニュー

【結果】
統計に必要な内容を容易に検索できることで、
毎日の検査件数及び処置件数を表に記載する必要がなくなった。
大腸癌深達度検索が容易となった。
【考察】
利点として①以前に比べ処置内容・ヘリコバクター・ピロリ菌の検査結果、病理結果の取り込みなど入力項目
を充実させたことにより、検索範囲が広がり、統計業務が効率化された。②病理検体の有無を強制入力すること
で、病理組織学的検査結果の入力漏れを防ぐことができ、癌深達度をファイリングシステムのみで検索すること
が可能となった。③検査件数及び処置件数を計算し、表に記載する作業がなくなり、業務の効率化につながった。
④ 内視鏡検索メニュー画面の集計ボタンを押すだけで、Excel ファイルへの変換が容易にでき、様々な検索が可
能であるため臨床研究には有用であるなどが考えられる。しかし、ヘリコバクター・ピロリ菌の検査結果、病理
結果の取り込みなどは自動化できなかった。
【結論】
今後電子化をさらに進め、内視鏡ファイリングシステムと他部門間でデータのやり取りが自動でできるよう期
待したい。
【参考文献】
1)田中雅夫，清水周次：内視鏡 検査・治療・ケアがよくわかる本，照林社 2004：154―160
2)斉藤 澄，新野 史，中野嘉子、大和 滋，秋山昌範：内視鏡・病理画像連携診断システム、およびそのオンライン化，医療情報
学 22（Suppl.）
，2002：584－585
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3)分校久志，湊 宏，野々村昭孝，山崎健剛，中島誠一郎，湯本太郎：病理オーダリングシステムの開発と部門システム連携による
オンラインレポート，医療情報学 20（Suppl.2）2000：186－187

【連絡先】〒543-0035 大阪府大阪市天王寺区北山町 10－31
TEL：06－6771－6051
FAX：06－6775－2862
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