パネルディスカッション：ＨＥＱ研究－PEG における内視鏡技師の役割－
ＰＤ-1．PEG と内視鏡技師との関わり－PEG コーディネーターとしての活動―
JA 広島総合病院
内視鏡技師
○石崎 淳子
松下 理恵
上野 潤子
本山 敏恵
医師
徳毛 宏則
はじめに
当院において、経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下 PEG と略す）の件数は年々増加している。胃瘻は経腸栄養を
行なうための一手段であり、栄養や胃瘻ケアを含めた管理が必要になる。
当院は他施設からの造設依頼やカテーテル交換が多いため、長期に及ぶケアが必要な症例は少ないが、複数科に
わたる入院患者のケアは統一されていない。そこで、院内での胃瘻ケアの現状を把握し、スタッフ教育・院内ネ
ットワーク作りに取り組んだ。
活動経過
1.PEG 患者のケアに関わることの多い 10 病棟の新人看護師を除く 166 名にアンケート調査を実施した。器具やカ
テーテルの種類、トラブル時の対応などに対しての知識不足と、それぞれの病棟でまちまちのケアを行なって
いることが明らかになった。
2.アンケート結果をふまえて院内研修会を開催した。研修内容は胃瘻カテーテルの種類と適応、日常ケア（ガー
ゼ交換、入浴時期、トラブル時の対応など）を図や写真を用いてわかりやすく説明した。研修をきっかけに、
PEG 関連について困ったことがあると連絡が入るようになった。
3.院内での PEG と胃瘻関連の指導や相談の窓口の目的で平成 19 年 7 月、
消化器内科医師１名と内視鏡技師３名で
院内コーディネーターチームを立ち上げた。毎月１～２回病棟ラウンドでケアを行なったが、情報収集に時間
がかかる、経過が把握しにくいなどの問題があがった。
4.平成 19 年 10 月、院内ネットワークを利用した PEG 管理ツール“PEGJAK”を開設した。この胃瘻管理ソフトへ
は院内どこからでもアクセス可能であり、全スタッフが情報の共有ができ、個々の患者の経時的経過が把握で
きるようになった。
また、
各病棟での経過入力に NST 委員の協力を得ることにより、
活動の輪が拡大した。
PEGJAK
は PEG 時に内視鏡室で登録し、造設交換履歴（図１）に記載する。その後の経過は胃瘻カルテ（図２）に、各
病棟で記載する。
図１

図２

考察
胃瘻造設器材に精通し造設・交換に関わる内視鏡技師が、スタッフの教育やトラブル時の対応をおこなうこと
が、コーディネーターとしての重要な役割となる。また病棟ラウンドや管理ツールの利用を通して、NST 委員を
はじめとして胃瘻ケアに関心を持ち始めたことは有意義であると思われる。
今後への課題
術前訪問が行なわれていない現状で、カテーテル選択のための情報や術中の対応などを把握するため、また
“PEGJAK”の利用状況について院内関連病棟への調査をおこない、さらなる効果的利用をめざす。また胃瘻は造
設時のみでなく、造設後の長期ケアが必要となる症例が多く、転院・訪問看護を無視することはできない。今後、

周辺施設の抱える問題に目を向け、院内・外を通して PEG の知識や胃瘻の日常管理までの継続した看護をめざし
たい。
連絡先：〒738-8503 広島県廿日市市地御前１丁目３番３号
TEL 0829-36-3111

ＰＤ-2 PEG 連携パスと内視鏡技師の関わり
岡山中央病院内視鏡部門１） 岡山大学医療教育統合開発センター２）
○宮家理奈，梶原里美，内田江利子，山口路子，蓮岡英明１），越智浩二２）

〔はじめに〕
高齢者の増加・NST 活動の広がりに伴い、栄養管理知識の施設への啓蒙が進み、摂食・嚥下困難に対する対策
としての PEG 造設は一般化し、患者の数は著明に増加してきている。当初見られた PEG 造設に伴う合併症もその
管理・造設器具・手技の進歩により徐々に減少し、安全な手技となってきた。ただ、その管理に内視鏡技師の関
与は未だ少ない。医療従事者各々の専門知識の提供が求められる医療において、造設当初や造設後の入れ替えに
かかわり、
その専門知識を有している内視鏡技師は本来ならその中心を担うべき存在と考える。
そこで当院では、
近隣の医療・介護・在宅施設と協議して作成した PEG 連携パスに内視鏡技師の係わりを組み込み(図 1)、運用し
効果を挙げているので、その状況を報告する。
〔方法〕
当院 NST が中心となり近隣 10 施設の代表者を集めて栄養連携協議会を平成 18 年 8 月より毎月開催し、その場
で協議して作成した PEG 連携パスを 19 年１月より運用している。
内視鏡技師としての参加は平成 19 年 10 月より
開始し、連携パスにおいて来院時・造設時・造設翌日・退院時に関わるようにした。その流れは、対象患者さん
が来院時に、もう一度説明用紙・マップを用いて PEG 造設について説明し、その用紙をお渡しして PEG を造設。
その後造設管理表にカテーテルの種類、造設時の患者さん・PEG の問題点と注意点、来院時点での栄養状態、そ
のコメント、
実際の造設位置やその問題点のスケッチと圧迫用ガーゼの除去日などを記載するようにしています。
また、造設翌日と問題なければ退院前日に病棟を訪問し、胃瘻評価スケールで PEG の造設後の状況を確認、合併
症等なければ、その旨を管理表に記載して、病棟スタッフと情報交換します。退院時点で PEG 手帳の記載内容の
確認をして、退院。その後 PEG 交換時にその手帳を確認･追加情報を記載するようにしている（図２）
。
〔結果〕
連携パス運用前後の PEG 造設平均在院日数は 17.7 日から 7.1 日と短縮し、また PEG 造設に伴う合併症は 35％
から 5％となった。特に内視鏡技師が参加し始めてより、病棟にとっては造設前の患者情報、造設時の器具・設
置状況の情報共有が図られ、また技師にとっては、造設後の状況を知ることで造設時の注意点、退院時の状況か
ら入れ替え時につながる情報共有が図れた。
〔考察〕
医療は一貫した流れの中でそれぞれの専門性を生かす必要があるが、そのつなぎの部分ではお互いの情報共有
が大切であり、特に造設前より造設時、退院後の入れ替えに関わる内視鏡技師がその専門性を生かしてＰＥＧ造
設に携わることによって、新たな視点が生まれ安全管理の点からも有効である。
連絡先：〒700-0017 岡山市伊島北町 6-3

TEL：086-252-3221

ＰＤ-3 『内視鏡技師』としての PEG へのかかわり方
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
消化器内科医師 柳沼信久
外科医師 阿久沢和夫
【はじめに】
当院の立地環境は、福島県福島市の西北部に位置し緑豊かで、外来受診者の約 60%、入院患者の約 80%が 70 歳
以上という高齢者の多い地域にある。そのため経皮内視鏡的胃瘻造設術（：PEG）の適応になる患者が多い環境と
もいえる。また、地域連携による PEG 及び胃瘻カテーテル交換の受け入れも多く、昨年の PEG 施行件数は 100 例
弱、交換は 200 例弱となっている。このような中で、PEG 特有のトラブルも多く見受けられるようになっていた。
そこで、当院と連携施設での取り決めのひとつとして、造設時及び交換時の胃瘻カテーテル選択フローチャート
を作成したので報告する。
【目的】
内視鏡技師（非看護師）の立場から胃瘻に関するのトラブル防止にどのように関われるのか検討した。
【方法】
連携施設にアンケートを配布し、実際に起こったトラブル及び起こった際の対応が困難であると思われるトラ
ブルの順位付けを行った。その結果、カテーテルトラブルで多かったのは自己（事故）抜去及びカテーテル詰り、
消化器トラブルでは下痢及び便秘、スキントラブルでは肉芽形成及び瘻孔周囲の皮膚炎であった。このアンケー

ト結果を踏まえ、胃瘻カテーテル選択によりトラブルの発生リスクを軽減出来ると思われる①自己（事故）抜去
に対して、模擬瘻孔を利用しての引き抜き抵抗試験②下痢に対し近年多く取り入れられている半固形化（固形化
含）栄養剤投与の押し出し抵抗試験を行いその結果を評価した。また、試験結果を用いてより安全な胃瘻を用い
た生活を送れるようにするため造設時及び交換時のカテーテル選択フローチャートを作成した。

【結果】
引き抜き試験及び押し出し抵抗試験の結果と、一般的に用いられている胃瘻カテーテル選択方法を用いて、図
１及び図２のようにフローチャートを作成できた。このフローチャートを使用することで、連携施設からの PEG
依頼及び胃瘻カテーテル交換時に適切なカテーテルを選択してから申し込みが行える連携を整えることが出来た。
また、フローチャートに沿ってカテーテルを選択した事によりトラブルも減少することが出来た。
【考察】

今回のフローチャート作成により、院内だけでなく関連施設でも各患者に対し最適なカテーテルが使用されて
いるのか検討できるようになった。今回作成したフローチャートは、実測試験に基づき作成しているのでデータ
としての信頼性は高いと考える。今後の検討として、パソコンを用いての簡易版フローチャートを検討しており
早期実現に向けて日々取り組んでいるところである。
参考文献
1) 合田文則：胃瘻からの半固形短時間摂取法ガイドブック，医歯薬出版，22－23
2) 小川俊彦：PEG パーフェクトガイド，学研

連絡先:〒960-0281 福島市北沢又字成出 16－2
TEL024-557-5111(#155)

ＰＤ-4 胃瘻造設患者の QOL 向上に対する看護師資格を有する内視鏡技師の役割
四天王寺病院
内視鏡技師・看護師 ○本藤 千鶴
看護師
落合 与志乃
医師
藤戸 努,中畑孔克,萱澤正伸,平池 豊，高田 興
事務員
中村俊介，松下優子，加藤洋子
背景・目的
高齢化社会を背景に，胃瘻造設患者は著しく増加傾向にある。当院は四天王寺社会福祉事業団の無料低額診療
施設に位置付けられているが，2005 年頃からは院外からの紹介患者に対しても積極的な胃瘻造設術を行ってきて
いる。しかし，件数の増加に伴い管理不十分によるトラブルが多くなってきたため、看護師資格を有する内視鏡
技師を中心に胃瘻に関わる職員の教育を行うべく発足させた「胃瘻チーム(仮称)」の有用性について今回検討を
行った。
方 法
1.胃瘻会議の開催
(2005 年 9 月～10 月)
問題点の抽出
2.胃瘻チームの発足
(2005 年 11 月)
内視鏡技師兼看護師 1 名
事務職員 1 名
主な問題点
①胃瘻造設から交換/普段のケアまでを把握するスタッフの不在(特にチームリーダー)
②胃瘻チューブに関連するトラブルが多い
③物品の破損が多い
④物品の種類がわからない
(バンパー型 / バルン型 / ボタンタイプ /チューブタイプ)
⑤胃瘻患者対応マニュアルがない
⑥教育システムが確立できていない
理想的な胃瘻チームのリーダーとは？
内視鏡技師⇒造設介助や物品管理は得意
看護には関わりにくい
看護師⇒看護/患者ケアは得意
物品管理は配属部署により差がある
事務職員⇒連絡などは得意
医療行為はできない

以上のことから理想的なチームリーダーとは、造設介助や物品の管理を得意として、看護やケアにも携わるこ
とのできる看護師資格を有する内視鏡技師が適任だと考えた。
胃瘻チームの役割
①院内・院外での学習会の実施
(介護スタッフおよび事務職員も含む)
②電話での胃瘻相談窓口
③緊急時の対応・交換場所の確保(外来又は内視鏡室)
④造設/交換時のシステム作り
⑤胃瘻対応マニュアルの作成
⑥院外スタッフとの連絡網の確立
学習会の主な内容
①胃瘻とはなにか
②造設早期、後期のケアのポイント(下痢・嘔吐など)
③自己(事故)抜去を含めたチューブトラブル時の対応
④減圧(ガス抜き)の方法
⑤シャワー・入浴の時期と方法
⑥スキントラブルへの対応
⑦物品の取り扱い方法
学習会の主な内容
①胃瘻とはなにか
②造設早期、後期のケアのポイント(下痢・嘔吐など)
③自己(事故)抜去を含めたチューブトラブル時の対応
④減圧(ガス抜き)の方法
⑤シャワー・入浴の時期と方法
⑥スキントラブルへの対応
⑦物品の取り扱い方法
結 果
1.学習会の開催により胃瘻にかかわる全職員の胃瘻に関する知識が深まりトラブルを未然に防いだり早期発見が
できるようになった。
2.事務職員の胃瘻に対する関心と知識が深まったことで、施設や療養病院とのスムーズな連携が図れるようにな
った。
3.学習会を繰り返し行うことで外来看護師の意識が高まり、外来での円滑なフォローが可能となった。
結 論
1.医師・看護師・内視鏡技師を中心とした胃瘻患者に関わるすべての職員が正しい知識をもち対応することで、
胃瘻患者の QOL 向上を目指すことができる。
2.胃瘻チームにおいて、造設から交換／ケアまでを把握できるために、看護師資格を有する内視鏡技師の役割は
重要である。
連絡先：〒543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道 1-4-41
℡：06-6779-1401

ＰＤ－5 地域連携を目指した PEG チームの活動と内視鏡技師の役割
京都九条病院
内視鏡技師
井口真弓、佐藤由美子
内科
光藤章二、岩瀬 豪
はじめに
昨今、長期胃瘻管理患者の増加により、経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下 PEG）に関する長期トラブル、カテー
テル交換や介護側の問題などが論じられるようになってきた。

当院では NST の確立を目指す中で「PEG チーム」を発足し、
「胃瘻患者をおいてきぼりににしない」という信念の
もとに地域連携の活性化を目標に様々な活動に取り組んでいる。
方法と対象
当院では内視鏡スタッフが PEG チームの発信源として患者様の胃瘻交換時期の把握や管理等を行い、指導的立
場に立つように心掛けている。現在管理させていただいている患者様は（平成 20 年 4 月の時点で）院内、他施設、
在宅を含めて 80 件。平成 13 年では 14 件であり、着実に増加している。
また、他施設からの質問やトラブル時に柔軟に対応できるように相談窓口としての役割も担うシステムを構築
した。施設（特別養護老人ホーム、療養型病院、訪問看護ステーション）もスタッフを交えた勉強会を定期的に
行い、地域連携の輪を広げるようにした。
結果
胃瘻管理の点では胃瘻チューブからの漏れによるトラブルの問い合わせが多く、検討した結果、原因は逆流防
止弁の破損によるものが多かったため、ボタン型カテーテルの管理方法について調査を行った。アンケート調査
の結果、栄養剤注入後白湯をイリルガードルから流すのみでシリンジを用いてのフラッシュを行っている施設は
少なく在宅でも同様であった。シリンジでフラッシュを行うことが逆流防止弁の詰まり防止に有効であるという
事を説明し、実際に行ってもらう事でトラブルの問い合わせは減った。
その他の活動については勉強会を行うことで地域連携の輪が広がるよいきっかけになった。
参加者も様々な年齢層や職種の人が参加していた。その後、勉強会についてのアンケートで分かった事だが、胃
瘻についての知識や認知度にはばらつきがあり、きちんと相談窓口としてコーディネートする者がいなければ意
外な落とし穴に陥るということが明らかになった。
また、
多種職協働の意識を持ってアプローチしていくことが、
患者様を中心に円滑に連携が取れるということに繋がると実感した。
まとめ
PEG 後も定期的に管理方法についての情報の共有、トラブルの対応、相談に対応して行く事でトラブルを未然
に防ぐ事に貢献できると考える。また今回の気づきを元に、私たちだからこそ出来る事は何かを考え、地域連携
を目的に様々な取り組みをしていきたい。
連絡先：〒601-8453 京都市南区唐端羅城門町 10
℡ 075-691-7121

ＰＤ-6 内視鏡技師における「PEG の品質管理」
大分健生病院内視鏡室（PEG センター）
○佐藤雅子、長岡法江、森田貴弓、一瀬琴美、荒井美代子、工藤志保、高藤武文
今里真、杉谷誠爾、平山純一、今里幸美、楢原真由美、佐藤秀樹
はじめに
2004 年 7 月、当院内視鏡室が PEG センターの機能を持った．内視鏡技師が中心となり PEG に関わることによっ
て、経皮胃瘻造設術（以下 PEG と略す）後のカテーテルや栄養管理システム、サポート体制が充実したかの検
討を行った．
方法
①月１～２回の定期的な病棟ラウンドを経て、画像スケール 1）と jain の基準を用いた瘻孔、皮膚、機能の評
価を行った．トラブル時には、ケアやアドバイスを行った．②画像ファイルとデータファイルを一括した「PEG
管理システム」を FileMaker Pro9 で作成した．③NST のメンバーとして嚥下造影や栄養評価に関わり、
「食べる
ための PEG」を目指した．④各種胃瘻カテーテルは、内視鏡室の在庫管理とし、PEG 管理連絡表２）をカテーテル
の発注時に使用し、計画的なカテーテル交換と次回の交換の目安を示した．⑤他院、他施設との連携を図り、定
期カテーテル交換の案内や外来 PEG 交換システムを作成した．⑥学習会や公開講座の運営、施設としての 24 時間
トラブルの対応に関わった． これらにより PEG 後のケアが充実したかをみた．
結果
月 1 回の定期ラウンドは、瘻孔の観察、ケアを目的とし、トラブル発生時にはオンコールで医師や病棟スタッ
フを加え、ベッドサイドミーティングを行った．ラウンドには瘻孔部のスキンケア 3）とトラブル時の対応ができ
るようにラウンドケアセットを持参し、生食や石鹸洗浄、軟膏やドレッシング処置などのケアが手軽にできるよ

う工夫した．2007 年度のラウンド件数は、定期病棟ラウンド 291 件、トラブル時のケアラウンド 173 件に及び、
その結果、5～8 日でトラブルが消失した．
情報の集約には、FileMaker Pro9 で作成した「PEG 管理システム」を活用し、ラウンド時に得た画像やカテーテ
ルの交換履歴を入力した．患者情報管理は、造設から退院までの瘻孔の状態、カテーテルの交換状況、栄養の状
態を把握する源となり、カテーテル交換の際に適切なカテーテルの選択やトラブル時のアドバイスに役立った．
嚥下造影による PEG 前後の嚥下評価で、PEG により栄養状態が改善されれば、嚥下機能が回復することの実感を
得た．2007 年 5 月の調査では、当院が管理している PEG 後の経口摂取率は、27％であった．内視鏡室でのカテー
テルの在庫管理を行い、カテーテル交換の履歴が確実に把握できるようになった．また管理連絡表や他院、他施
設へ向けて管理連絡パスの活用、
定期的な案内を行うことで、
院内外において計画的なカテーテル交換が進んだ．
当 PEG センターが提唱している PEG 後の管理指標 PFI(表１)は、4 年間で 1.3 から 7.3（図 1）となった．
院内外での公開講座「経腸栄養」や学習会の運営、
「経管栄養の物品の消毒」
、｢口腔ケア｣、
「薬剤投与方法」に
ついてのプランニングを行った．アクシデント時の電話相談や臨時往診を行う等、アドバイザーとしての役割を
大きく持った．

結論
造設のみならず、そのアフターケアに内視鏡のスタッフが関わることは重要である 4）5）．また、アフターケア
の充実こそが「PEG の品質管理」である．
「PEG の品質管理」を維持していくことが今後の課題であると考える．
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PD-7 胃瘻患者 150 名の QOL 向上をめざした取り組み～胃瘻管理シートと PEG 回診～
医療法人草津総合病院 内視鏡センター１）、同 消化器内科２）、医療法人西山医院３）
○ 山田圭子１）、中村智子１）、岸明日香１）、今村しのぶ１）、野崎洋美１）、枝本栄子１）
島本和巳２）、妹尾紅未子２）、伊藤明彦２）、西山順博３）、中村文泰２）、上田浩史２）、小山茂樹２）
【目的】
当院は、病床数 719 床のうち、急性期病棟 469 床、医療療養型 150 床、介護療養型 100 床のケアミックス型の
地域中核病院である。2008 年 4 月末現在、入院胃瘻患者は 115 名、在宅 18 名、近隣医療・福祉施設入所 18 名で
ある。
その中で難渋するスキントラブルや交換時期の超過など、
患者の QOL 向上をめざした取り組みに迫られた。
そこで今回は、胃瘻患者の効率的な管理を目標にした取り組みを紹介し、その効果につき検討し報告する。

【方法】
1.2007 年 1 月より NST の中に PEG チームを組織し、内視鏡技師がチームリーダーとなり各病棟にリン

クナースを置いた。患者の状態を効率的に把握できるように、胃瘻管理シートおよび胃瘻評価表を
作成し、電子カルテ上で情報を一元化し管理した。
造設時は、造設前の内視鏡検査時にリンクナースが胃瘻管理シートを作成し、造設時や、造設翌日の胃瘻造影
および１週間後の抜糸・２週間後の胃瘻評価時に、内視鏡看護師が状態を上書きした。交換時も、同様にリン
クナースおよび内視鏡看護師が情報を入力した。
2.同時期より「PEG アセスメントハンドブック（滋賀 PEG ケアネットワーク編）
」の胃瘻評価スケールをもとに胃
瘻評価表を作成し、カテーテルの破損・漏れ・肉芽などの項目が 2 点以上あり、専門的ケアプランが必要とさ
れる問題症例を抽出し回診を開始した。
PEG 回診は、問題症例の抽出と回診の依頼をリンクナースが行い、回診時にはスキントラブルへの対処や交換
前の情報収集、交換のマネジメントを行った。
今回は、2007 年 3 月から 4 月にかけて回診を行った 50 名を１年後に再度回診し、評価スケールの推移から回
診を継続させる効果について検討した。また、交換までの期間の推移、および出血を伴う肉芽など中等度以上の
スキントラブルの件数や造設後・処置後のフォロー件数の推移を検討した。
【結果】
1.胃瘻管理シートにより、造設前の状態がチェックでき、抗凝固薬や鎮静剤の必要性の確認、吸引、
酸素の準備、拘縮や円背を考慮した体位の工夫が可能となり、呼吸器合併症や苦痛の軽減を図った。
交換時には、前回の酸素飽和度の変動や痰の量および注入食の逆流の有無を参考にデバイスの選択
や交換方法のマネジメントを行った。
2.PEG 回診は、胃瘻評価表を活用し統一したケアを徹底させることおよび回診を継続することで、ト
ラブルの件数が著明に減少し交換時期も短縮された。また、依頼内容の推移でも、全体の傾向として
出血を伴う肉芽など中等度以上のスキントラブルの件数が減少し、逆に胃瘻造設直後や肉芽焼灼後等
のフォロー回診に時間を費やすことが出来た。
【考察および結論】
造設・交換に精通した内視鏡技師が PEG チームの要となり、リンクナースと胃瘻管理シートや胃瘻評価表の情
報を一元化し管理することで、患者の状態を効率的に把握し、スキントラブルへの迅速な対応や定期的な交換の
マネジメントを行うことができた。
また、造設直後から計３回にわたり、PEG 創部を内視鏡技師が観察することで、患者個々の ADL にあわせた管
理方法の指導など質の高いフォローが可能となった。
今後は、院内の胃瘻患者に留まらず、在宅や施設患者においても、胃瘻管理シートと胃瘻評価表を活用するこ
とで、スキントラブルへの対応や管理方法の指導、栄養評価など患者本人や家族が満足できるサービスを提供で
き、QOL 向上に貢献できるのではないかと考えられた。

連絡先：〒525-8585 滋賀県草津市矢橋町 1660
TEL：077-563-8686

ＰＤ-8 ＰＥＧ導入と管理の手法としてのプロセスチャート作成
青梅市立総合病院 外来 内視鏡室
内視鏡技師・看護師 ○丸山祥子・清水美子・宮下紀代・山本好美
看護師
山田みよ志・岩田恵美・輿石ひろみ
同消化器科・医師
野口修・細井広子・
外科・医師
青木文夫
Ⅰ.はじめに
当院は東京都西多摩地域の三次救急を担う 562 床の総合病院である。平成 19 年度の内視鏡件数は上部消化管
3285 件、下部消化管 1698 件でＰＥＧ造設は 121 件であった。
ＰＥＧは院内のＮＳＴ活動の開始により、各科で嚥下障害症例への需要が高まっているが、ＰＥＧの導入につ
いては以下に述べるような問題を解決する必要があった。ＰＥＧ造設は外科と消化内科の医師が実施しており、
必ずしも各症例の主治医ではなく、
オーダーする主治医はＰＥＧの詳細、
適応や管理の判断に戸惑うことがあり、

院内でもＮＳＴ活動と結びついた統一的なＰＥＧ導入、管理の必要性が高まった。
Ⅱ.目的
ＰＥＧプロセスチャートを作成し、内視鏡技師がＰＥＧコーディネーターの役割を担った。ＰＥＧ導入の目的
を患者や家族に統一した説明を行い、ＰＥＧへのイメージ作りと理解を得る。さらに各科スタッフと情報を共有
し、ＰＥＧ導入から造設後の管理の充実を図る。

Ⅲ.方法
期間:平成 19 年９月より開始、ＰＥＧプロセスチャートを使用 資料１
対象:ＮＳＴ活動によりＰＥＧ適応症例と判断され、内視鏡室に依頼がある患者もしくは家族
方法:内視鏡技師がパンフレットやビデオを使用し、患者や家族にオリエンテーションする。
主治医の最終判断で、外科又は消化器内科に依頼し、内視鏡室でＰＥＧ造設となる。術後の管理は主治医、病
棟看護師、ＷＯＣ認定看護師、栄養管理士によって行われ、退院調整はＭＳＷを通して行う。この一連の作業を
管理・支援するためプロセスチャートを作成して使用している。
Ⅳ.結果・考察
昨年度よりコーディネーター業務をはじめ、15 件（12.4％）の症例に関与し、今年度 4 月現在まで 18 件（22.2％）
の症例に関与し、徐々に増えています。また、消化器内科 6 件、外科 4 件、他科症例は８件となっています。実
際、内視鏡技師がＰＥＧ造設前に医師の説明を補足し、さらにパンフレットやビデオを用いてオリエンテーショ
ンを行うことにより、患者・家族はＰＥＧを初めて知り、説明時にメモを取ったり、ビデオで何度か確認するな

ど、関心の高いことが窺えた。ＰＥＧ造設前の患者や家族は不安も多く、ＰＥＧをどのように認識し、受け入れ
はどうかを看護師の視点から確認しながら個別に時間をかけて指導したことは、PEG 造設を前向きに受容し回復
への意欲に繋げることができた。また、ＰＥＧ導入時期の患者や家族に指導を行う段階から、ＭＳＷを含めた退
院計画を進めることで、個々に必要な説明や指導ができ、最終的に患者のＱＯＬの向上が図れる。
Ⅴ.結論
当院ではＰＥＧ造設を行う内視鏡医と、ＰＥＧ対象症例の主治医の橋渡しをスムーズに行うために、内視鏡技
師がＰＥＧコーディネート業務を行うことは有意義である。この目的に特化したＰＥＧプロセスチャートを使用
し、各科スタッフと連携を図りながら、患者や家族への支援に取り組んできた。今後も実施件数を増やし、評価・
修正を重ね、さらに他施設との連携を検討しながら進めていきたいと思う。
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ＰＤ-９．良好な胃瘻の継続を目指した PEG アセスメントハンドブックを作成して
医療法人西山医院 内視鏡技師・看護師１） 医師２）
大津市民病院 内視鏡技師・看護師３） 看護師４）
医療法人誠光会草津総合病院 医師５）
公立甲賀病院 医師６）
中島 泉１）、西山順博２）、西山順三２）、吉田すみ子３）、川崎美佐子４）
伊藤明彦５）、石塚 泉６）、小山茂樹５）
【はじめに】
経皮内視鏡的胃瘻造設術(以下 PEG)は、簡便性・安全性から経腸栄養の中心的な方法として普及し、急速に症
例数が増加している。PEG はその手技以上に造設後の管理が大切となってくる。そこで、在宅医療の推進、及び
胃瘻患者の QOL の向上を図るためには、内視鏡技師は手技の成功に満足するだけでなく、その専門性を生かし、
良好な胃瘻の継続、安定した経腸栄養、さらには患者家族や介護者への支援にも関わっていくことが必要である
と考えた。その中で、私達は、良好な胃瘻を継続していくために重要なスキンケアに着目し、統一した胃瘻ケア
を行うには、客観的な胃瘻部の評価基準、また、その基準や胃瘻の構造に基づいたケアプランが必要であると考
えた。
そこで、簡便で誰にでも同一の評価ができる『胃瘻評価スケール』
、胃瘻評価スケールの点数ごとにケアプラン
を示した『胃瘻ケアフローチャート』を考案し、それぞれを写真にて解説した『PEG アセスメントハンドブック』
を作成したので報告する。
【目的】
速やかな対応による良好な胃瘻の継続と胃瘻患者の QOL の向上
【経緯】
はじめに、2005 年に胃瘻部の観察項目を抽出して、項目ごとに状態の程度を区分・点数化した『胃瘻評価スケ
ール』を作成した。そして、2006 年、胃瘻評価スケールの各観察項目の評価点数ごとにケアプランを示した『胃
瘻ケアフローチャート』を作成した。そこで、それぞれの有用性をみるため、滋賀 PEG ケアネットワークにお
いて『胃瘻評価スケール』の評価項目、評価の仕方、評価の統一、
『胃瘻ケアフローチャート』のスキンケアにつ
いて検討しそれぞれを完成させ、それを基に、2007 年胃瘻評価から対処法までそれぞれを写真にて解説した
『PEG アセスメントハンドブック』を完成させた。
『胃瘻評価スケール』は、胃瘻特有の観察項目（カテーテルの状態・漏れの状態・老廃物付着の状態・皮膚の状
態）を抽出し、それぞれの各観察項目に状態の程度を区分し、点数で表すようにするなど、簡便で誰が使用して
も同一の評価が得られる共通の指標となるよう工夫した。

『胃瘻ケアフローチャート』は、胃瘻評価スケールの［各観察項目］と［各評価点数］ごとにケアプランを明示
した。さらに、日々ケアを行う者がわかりやすく利用しやすいように“基本ケア”
“こより”
“塗り薬の使用注意
事項”についても明示するなど、看護師独自の判断で取り組めるケア・対策が網羅され、医師への報告・依頼の
時期も明確にし、トラブルの早期発見・早期対応できるものとした。
また、
『PEG アセスメントハンドブック』には、胃瘻ケアを行う上で重要である、胃瘻の構造とトラブルの関
係など、実際造設に関わっている内視鏡技師の知識も組み入れた。
【結論】
『PEG アセスメントハンドブック』は、日々変遷する胃瘻の状態に応じて速やかにケアプランを立案・変更す
ることが可能であり、適切な対応が行え、良好な胃瘻部を継続していくために有効であると考える。胃瘻ケアフ
ローチャート活用の承認を医師よりうけておくことは必要であるが、
『PEG アセスメントハンドブック』は、実
際造設から関わる内視鏡技師の知識が盛り込まれ、日々のケアに役立つコメディカルの必須アイテムになるもの
と考えられた。
【おわりに】
『PEG アセスメントハンドブック』を活用して看護師による統一したケアを提供することができれば、病院は
もちろん施設や在宅において、コメディカルが胃瘻トラブルを早期発見でき、医師への報告に役立ち、胃瘻患者
の QOL の向上にもつながると考える。
参考文献
1) 吉田すみ子、西山順博、中島 泉ほか：当院における胃瘻管理―胃瘻評価スケールを作成して―、
在宅医療と内視鏡治療 10：82‐87、2006
2) 中島 泉、西山順博、吉田すみ子ほか：当院における胃瘻管理―胃瘻評価スケールに基づく胃瘻ケアフローチャートを作成してー、
在宅医療と内視鏡治療 10：8‐13、2007
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ワークショップ：感染管理―内視鏡室における標準予防策の導入―
W１．組織的に取組む感染管理
公立南丹病院 消化器内科
内視鏡技師 ○上田多加子、真継美貴、栃岡久美
医師
辰己陽一、井上香織、金政秀俊
1.背景
内視鏡従事者は、血液・体液に汚染された医療器具に接する機会が多く、血液・体液曝露リスクを考える時、
非常にリスクが高い部門であるといえる。このたび、病院機評価 Ver.5 の受審を機に、標準予防策の必要性につ
いて理解を深めることができた。通常検査時のプラスッチックエプロン着用の徹底を図り、実現することが出来
たので報告する。
2.対象および方法
病院機能評価Ver.5第4領域外来部門の自己評価調査票5項目について3段階評価を行った。その中の「標準予防
策に基づき、必要に応じて手袋・防護具を着用している」の項目について、より具体的な評価を行うために厚生
労働省医政局平成18年度「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）(070528 ver.4.0)」
(以下厚労省Ver.4とする)内視鏡関連感染対策を参考にした。
2007 年 6 月から 12 月の期間中に内視鏡室に従事したスタッフに対し、病院機能評価受審前後において、諾否
型式アンケートを行い標準予防策の実施状況について評価した。
3.結果
病院機能評価受審前のアンケートでは、対象者 12 名中「はい」と回答したのは、標準予防策という言葉を知っ
ていますか？の問に対し 6 名、手袋交換時に必ず手指衛生を行いますか？の問に対し 5 名、プラスチックエプロ
ンを患者ごとに必ず交換していますか？の問に対し 0 名、マスク・プラスチックエプロン・手袋の着用は徹底で
きていると思いますか？の問に対し 4 名、院内感染対策は組織的に実施されていると思いますか？の問に対し 4
名であった。病院機能評価受審後のアンケートでは、全項目に対し全員が「はい」と回答した。
4.考察
病院機能評価受審前の通常検査時は、洗浄員と介助者は防水エプロンと手袋・マスクを着用し、医師において
は手袋・マスクのみであった。3 者とも患者ごとに手袋のみを交換していた。厚労省 Ver4 では「介助者は必要に
応じて個人防護具を使用するが、患者ごとに個人防護具を換える」とあり、防水エプロンからプラスチックエプ
ロンに変更し、患者ごとに交換するように指導した。その際に、
「患者ごとに交換するのは時間的にも無理だ」
「そ
んなにコストがかかっても良いのか」といった意見が聞かれ徹底は困難かと思われた。しかし徐々に慣れ、当た
り前の行為となり 7 月以降使用実績が増加し、病院機能評価受審前には徹底することができた。
アンケート項目の「院内感染対策は組織的に実践されていると思いますか？」の問に対し、病院機能評価受審
後全員が「はい」と回答した点は、医療安全と感染対策の視点から感染性廃棄物容器が新たに採用されたことが、
組織的に感染管理が推進したことを実感する要因となったと評価した。
病院機能評価受審により、他部門が組織横断的に取組むきっかけとなり、問題を共有できたことは大きな原動
力となった。そのことにより感染に対する意識のボトムアップが一気に図られ、病院全体における標準予防策の
徹底が推進されたと考える。
5.まとめ
感染対策に必要とされる防護具の着用は、誰もが確認でき、またそれにより感染対策を行っているか否かは一
目瞭然である。標準予防策は患者および医療従事者双方に対する感染対策であることから、標準予防策の徹底は
「病院の信頼」そして「良質な医療」の評価として捕らえられると考える。今後は、徹底された事がらが継続し
て遵守されるために「遵守のためのガイドラインの作成」
「教育・啓蒙プログラムの実施」
「問題発生時の対応マ
ニュアルの作成」を柱に、コンプライアンスプログラムの作成が課題と考える。
参考文献
1)病院機能評価 Ver.5,病床複合版,自己評価調査票,財団法人日本医療機能評価機構
2)平成18年度厚生労働省医政局: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）
（070413 ver. 3.0）（070828 ver.5.0）
3)ＩＣＨＧ研究会：標準予防策実践マニュアル―これから始める感染予防対策―，南江堂，2005

4)編集委員長,小川秀興:kao Hygiene solution 2003 No.4 特集,感染対策の院内教育～一歩前進を目指して～,花王株式会社Ｃ＆Ｓ事
業部
5)INFECTION CONTROL 2003 vol.12 新人が知っておきたい感染対策ベーシック，メディカ出版
6)中間法人日本消化器内視鏡技師会,内視鏡Co-medical通信,January 2006,vol.14,岡伊津穂,病院機能評価Ver.5における「内視鏡室
の感染対策の要諦」と「マニュアルの意義」オリンパスメディカルシステムズ株式会社
7)三省堂,ワードワイズ・ウェブdictionary.sanseido-publ.co.jp/topic/10minnw/003compliance.htm
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Ｗ-2 ICT との連携下における院内他部門軟性内視鏡管理業務の活動報告
千葉大学医学部附属病院 光学医療診療部
看護師 ○若王子みのり
医師
神津照雄、 井上雅仁
臨床工学技士
菊地直子
ICT 専任看護師
千葉均
【背景】
近年、病院機能評価機構 Ver5 にて、外来部門ではじめて内視鏡室の感染対策が評価項目に加わるなど、内視鏡
室の感染対策がますます重要視されている。当院でも病院機能評価受診をきっかけとして、ICT との連携業務が
始まった。現在、連携化の元、院内軟性内視鏡取扱いの統一を進めている。
当院では、軟性内視鏡を現在、光学医療診療部を中心とした、9 部門で使用しており、洗浄消毒保管に関しては、
現在各部署の判断で行われているのが現状である。消化器内視鏡以外は管理保管業務に関してのガイドラインが
整備されていないものが多く、取扱いに疑問を感じる部署も多い。軟性内視鏡の洗浄消毒は院内感染対策の重要
な項目の１つであるという認識から、当院では内視鏡室だけでなく院内各部署で使用されている軟性内視鏡の適
切な洗浄消毒方法を啓蒙する活動を Infection Control Team（以下 ICT とする)と連携して実施したので報告す
る。
【現状】
2004 年消化器内視鏡技師会安全管理委員会の指導により、院内軟性内視鏡の取扱い管理調査を行った。当院は、
光学医療診療部以外にも軟性内視鏡を保有している診療科が 9 部門あった。各部門の内視鏡の管理が明文化され
ておらず、取扱いマニュアルも無いため、対応が必要と感じていた。しかし、一内視鏡検査技師の立場としては
院内各部署の医師や管理看護師と調整をつけるのは不可能だった。そこで、ICT に相談した。ICT でも各地で感染
報告が挙がっている軟性内視鏡について対応策を検討中であり、協力して各部署の巡回を行った。
【活動①】光学医療診療部内の軟性内視鏡洗浄消毒効果確認
まずは自分たちの洗浄消毒方法が正しいことを第三者的に認めてもらうことを目的とし、洗浄消毒効果判定を
ICT に依頼。判定結果の管理は光学医療診療部で行い、異常時は ICT と対応策について検討することとする。
【活動②】院内の洗浄剤、消毒剤の統一
院内各部署の巡回の結果、まずは、意識改革から取り組まなければならない状態の部署が多かった。洗浄剤、
洗浄機がばらばらであったため、先ずは手に触れるものを変えると、興味がわくと考え、洗浄剤及び洗浄機を医
事課(SPD)に対応してもらい、統一した。使用器材が統一されたことでマニュアル統一を働きかけやすくなった。
【活動③】軟性内視鏡洗浄消毒マニュアルの統一
基本的には当該部署の負担にならないよう配慮しながら巡回し、問題点を抽出、対応策を提供して実施、その
結果を持って更に問題点を抽出する。今回は ICU(集中治療室)のマニュアルの見直しを行っている。当院 ICU の
場合、看護スタッフが洗浄消毒保管業務に全く関わらないため、業務責任者が医師となり、責任の所在が曖昧に
なっていた。そこで、ICU と相談し看護助手に洗浄消毒の方法を指導した。助手が手技を会得したところで、光
学医療診療部のマニュアルをベースに、ICU の洗浄消毒マニュアルを作成した。当部のスタッフが定期的に ICU
に巡回。指導を行いながら、マニュアルの見直しを適宜行っている。ICU の場合は指導した看護助手に責任感が
生まれ、業務に対して前向きな変化を見せたため効を奏した。

【課題・考察】
ICT との連携業務の最終目標は院内軟性内視鏡洗浄消毒保管業務の統一化である。このため、ICT はもとより院
内各部署とより良い協力体制を築いていきたい。具体的には定期的な教育の機会を設ける必要があること、マニ
ュアルの共通認識を確立する事を順次整備して行きたい。内視鏡技師が ICT と連携する事により、内視鏡室の洗
浄消毒管理方法を院内に共有する事ができ、院内の感染対策の向上につながる動きができた。今後も ICT と連携
した活動を継続し、院内の感染対策意識の向上に努めたい。
【参考文献】
1)

藤田裂：感染管理認定看護師の戦略的活動報告：看護管理 14 巻 11 号 P954-958：2004

2)

竹原紀子他：感染管理対策は私たちの手で：看護実践の科学 33 巻 3 号 P6-60：2008

3)

国立大学医学部附属病院感染対策協議会編：病院感染対策ガイドライン(第 2 版)、2003

4)

佐藤公：消化器内視鏡における感染管理：消化器内視鏡 19 巻 9 号 P1201-1205

5) Infection Control Team A hospital usability test
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Ｗ-3 当院における内視鏡診療の質向上への取り組み
―技師会安全管理委員会の調査による認定を通して―
住友別子病院 内視鏡室
内視鏡技師 〇矢野淳子，河端昭子，小林達也，宇都宮佳香
杉山久美子
看護師
井上百合江，伊藤夏樹
医師
平﨑照士，鈴木誠祐
【背景・目的】
近年、内視鏡診療の進歩に伴い、リスクマネジメントや感染管理が重要視され、第三者評価に耐えうる質の高
い診療が求められるようになった。当院は 2006 年 5 月に病院機能評価 Ver．5 を更新した。さらに、同年 11 月に
は四国消化器内視鏡技師会が全国に向け発信した「内視鏡室の感染対策に関する自己調査」でレベル 5 の自己調
査修了書を受理した。また、2007 年 2 月には、日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会による立ち入り調査を受
審し、第一号の認定を取得することができた。チームスタッフで話し合い、改善を重ねてきたことが第三者に評
価される事でスタッフの感染管理に対する意識改革、日常業務の質向上へと繋がった。第三者評価を受ける重要
性や今後のあり方について報告する。
【方法・経過】
内視鏡診療の質向上とチーム医療推進のためには、自分達の行っている診療について、スタッフ全員で話し合
う時間をもつ必要性があると考え、2004 年より内視鏡に携わるスタッフで月１回の話し合いの場を設けた。日常
業務の中で感じた改善点や提案を「気づきノート」へ個々に記入し、定期会での検討事項抽出の材料とした。
病院機能評価受審を機に、当院独自のマニュアルを作成した。作成にあたり、
「内視鏡室の洗浄・消毒に関する
ガイドライン第２版」と「消化器内視鏡リスクマネージメント」を参考にした。各項目ごとに医師と内視鏡技師、
看護師がペアで担当者となり原案作成し、定期会でマニュアル化した。納得できるまで検討することで、チーム
の意思統一が図れ、遵守しようという気持ちが強まった。業務を標準化し問題が生じる度に話し合い改善する事
でＰＤＣＡサイクルが効率よく回り、診療の質を高めることに繋がった。病院機能評価の受審に向け、改善事項
として挙げられたのが、1)標準予防策の徹底、2)未実施であった内視鏡質保証の細菌検査、3)生検鉗子のディス
ポ化だった。1)については、マスク・ゴーグル・フェイスシールドの完全着用。１症例毎のディスポエプロン・
ディスポ腕カバー・ディスポ手袋の交換。衛生学的手洗い・アルコール擦式消毒剤の使用。2)については年一回
の細菌検査を開始。3)については安全性・感染対策を重視しディスポ化した。
ディスポガウンの導入も検討したが、ＩＣＴ、事務部門との話し合いで１症例毎のガウン交換はコスト面・医
療ゴミの観点からも現段階での導入は難しく現在はこの状態での運用を行っている。ＳＰ導入時は忘れる場面が
多く見られたが、手順の統一を図り相互確認を繰り返すことで次第に習慣化し、現在では当然の事として徹底出

来ている。
2006 年 8 月には四国消化器内視鏡技師会が発信した「内視鏡室の感染対策に関する自己調査」にもエントリー
し、レベル５の評価を得た。この自己調査を通し、当内視鏡室の感染対策のレベルがわかり、また問題点も明確
になった。しかし、書類上のチェックだけではなく第三者に現状を見て評価して欲しいとの思いで、技師会安全
管理委員会の立ち入り調査を受審する事にした。立ち入り調査を受け、数点の改善事項の指摘を受けた。それら
は自分達が問題視していなかった事や、漠然と疑問を抱いていた内容であった。第三者評価は、日常業務の見落
としに気づき見直す良い機会で受審の過程でスタッフの更なる意識改革が図れた。
【結語】
1．感染対策はチーム全体で意思統一し遵守し続ける努力が必要である。
2．定期的なディスカッションの場を設け PDCA サイクルを回し続けてこそマニュアル
の真価が発揮される。
3．他者評価を受けることで得る気づきは新たな発見であり見直しのきっかけとなる。
参考文献
1)日本消化器内視鏡学会リスクマネージメント委員会：消化器内視鏡リスクマネージメント ：日本消化器内視鏡学会雑誌 2004Vol．
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