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はじめに
当院では上部消化管内視鏡検査において，上部消化管内視鏡検査経口法（以下経口法）に比べ，苦
痛が少ないとされる上部消化管内視鏡検査経鼻法（以下経鼻法）を 2006 年１月より導入した。導
入後の経鼻法にたいするアンケート調査では，被験者が鼻腔に対する前処置と内視鏡挿入について
強い不安と緊張を抱いていることがわかった。また，経鼻法の前処置は経口法に比べて手技的も複
雑で被験者への口頭説明も多種多様であった。そこで今回，前処置を受ける際のポイントを記載し
た前処置イメージングパンフレット（以下前処置おしながき）を作成し，被験者の前処置時の苦痛・
不安・緊張の軽減に対する有用性を検討したので報告する。
研究目的
被験者の経鼻法前処置に対する苦痛を軽減させ，医療サービスの向上を図る。
方法・対象
前処置標準化マニュアルを作成し、スタッフ間の手技の違いによる調査結果への影響を最小限にす
る為，看護師間でマニュアルに沿ったシミュレーション･トレーニング（図１）を実施した。
被験者に前処置おしながき（図２）を示し，口頭での説明を補足した後に前処置を施行した。
対象は 2007 年 6 月から 8 月に本アンケート調査に同意を得られた 312 名で，前処置おしながき未
使用群 151 名（経鼻法検査経験のない被験者を A 群 88 名：平均年齢 53.4 歳±14.0 歳,経鼻法検査
経験のある被験者 B 群 63 名：平均年齢 54.3 歳±11.2 歳）および前処置おしながき使用群 161 名（経
鼻法検査経験のない被験者を C 群 101 名：平均年齢 51.2 歳±12.9 歳，経鼻法検査経験ある被験者
D 群 60 名：平均年齢 51.5 歳±11.4 歳）の 4 群に分類した。前処置（1.消泡剤内服時 2.血管収縮剤
点鼻時 3.麻酔綿花の鼻腔内挿入時 4.咽頭麻酔スプレー時 5.筋肉注射時）の苦痛に関して Numeric
Rating Scale（以下 NRS）
を用いたアンケート調査を実施し,結果を統計処理
（χ２検定・Mann-Whitney
のＵ検定）することにより，前処置おしながきの有効性を検討した.
倫理的配慮
研究対象者には，前処置開始前に本研究の主旨を書面および口頭で依頼し同意を得た。プライバシ
ー保護のため対象者が特定できない様に配慮した。
結果
経鼻法経験の無い群のうち，前処置おしながき使用の C 群は，前処置おしながき未使用の A 群に対
して,麻酔綿花の鼻腔内挿入時（P=0.0075）
・咽頭麻酔スプレー時（P=0.0137）
・筋肉注射時（P=0.0014）
の 3 項目で有意に苦痛の軽減が得られた。（図３・４）一方，経鼻法の経験の有る群では，前処置
おしながき使用の有無で有意差は見られなかった。
結論
経鼻法未経験の被験者に対して前処置おしながきを使用することにより，前処置に対する苦痛の軽
減が得られる可能性が示唆された。今後，経鼻法を初めて希望される被検者に対して積極的に前処
置おしながきを使用する事により，被験者の苦痛軽減を図って行きたい。
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Ｏ-21 経鼻内視鏡前処置法の選択
～スティック法・コットン法をアンケートで比較～
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Ⅰ.はじめに
近年、経鼻内視鏡が普及している。当院でも平成 18 年秋より経鼻内視鏡が導入されたが、前
処置についての標準化が図れていなかった。当時他施設ではスティック法（経鼻的胃内視鏡研究会）
が比較的多く行われていたが、処置時間が長いなど、問題点が考えられた。そこで簡便で苦痛が少
ないコットン法（当院耳鼻科喉頭ファイバー前処置）を導入しようとした。実際にこの２つが前処
置・内視鏡検査の患者の苦痛についてどの程度差があるのか明確にする必要があると考え、アンケ
ート調査・比較をしたので報告する。

Ⅱ.目的
当部署の経鼻内視鏡前処置法の標準化を図る。
Ⅲ.方法
1.調査期間・対象
平成 19 年１月 10 日～３月 10 日 、同意の得られた患者に両方法ずつ計 60 名、2 方法
1）質問紙概要
質問紙を作成し、30 名ずつ計 60 名に苦痛の程度等を、聞き取り調査した。
2) 前処置法の選択
【両者前処置共通内容】両鼻ボスミン噴霧 → ガスコン・ガスチーム＋炭酸水素ナトリウム内服

スティック法（経鼻的胃内視鏡研究会）
コットン法（当院耳鼻科喉頭ファイバー前処置）
3）配布・回収方法
検査終了後、質問紙調査を行い、回収する。
4)分析方法
二種類の前処置を質問紙で比較、さらにノンパラメトリックのＭann-Whitney のＵ検定を行う。
Ⅳ.結果
性別・平均年齢等の背景因子に関して両群間で有意差は認められなかった。前処置時や検査時の
苦痛の程度に関して U 検定の結果、結果両前処置法に有意差は認められなかった。
Ⅴ.考察
今回の結果、スティック法の利点は、鼻腔にあらかじめ管を通しておけることである。欠点としては前処
置に時間がかかり、患者の侵襲がボスキシ綿法より大きいと思われる。コットン法の利点としては時間が少
なく簡便で、欠点としては深部鼻腔に麻酔薬は浸透しているかが不明、そしてネラトンを通していないため
スコープの通過が困難な恐れがあげられ、いずれの方法も前処置に適していると考えられる。しかしコット
ン法がより簡便であり、コスト、時間も考慮するとコットン法が有利であると考えられる。
Ⅵ.結論
1.前処置・内視鏡検査の苦痛に差がみられなかった。
2.コットン法が簡便でありコスト、時間も考慮した結果コットン法を標準化し得ると考えられた。
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［はじめに］
近年、経鼻内視鏡は急速に普及している。当院では、2002 年 2 月より約 9000 例の経鼻内視鏡を
行った。その初期から８％塩酸リドカインポンプスプレーを使用したスティックによる前処置が最
も重要なポイントであると考え「スティック２本法」を考案した。
［目的］
安全で苦痛の少ない経鼻内視鏡専用の前処置スティック(以下、スティック)の特徴と開発の経緯
について報告する。
［対象・方法］
【材質】ネラトンカテーテルのように適度な柔らかさをもち、鼻腔粘膜を傷つけることのない素材
を選ぶ。【有効長】被検者 72 名(男性：35 名、女性：37 名) 年令 18～88 才、平均 59.4 才を対象
に外鼻孔から後鼻孔、鼻腔狭窄部までの距離を測定。【表面加工】A.表面の四方向に溝を入れたも
の B.表面をやすりで磨いたもの C.梨地加工＜表面を凹凸処理＞にしたもの。3 種類のスティック
を試作。鼻腔内の麻酔において重要となる 8％塩酸リドカインポンプスプレーをスティック表面に
噴霧し、実体顕微鏡にて薬剤付着具合を観察し、比較検討。
［結果］
【材質】ポリ塩化ビニル、可塑剤：フタル酸ジ－２－エチルヘキシルが鼻粘膜に適する。【有効長】
外鼻孔から後鼻孔までの平均距離 9.１㎝(男性：平均 9.4cm、女性：平均 8.9cm、max：11.0cm、min：
5.0cm)。鼻腔狭窄部までの平均距離 4.4cm（max：6.0cm、min：3.0cm）。以上より、上咽頭粘膜を

傷つけることのないよう有効長は 9cm とし、先端より 5cm の部位には挿入する際、狭窄部の目安と
なるラインをいれる。【表面加工】実体顕微鏡下では、タイプ A,B では、８％塩酸リドカインポン
プスプレーの薬剤のスティック表面への付着状態が不充分の上、加工が難しく、開発費用も高価と
なる。C では噴霧した８％塩酸リドカインポンプスプレーがスティック表面に効率よく付着し、良
好な結果であった。さらに、鼻腔粘膜を傷つけないよう先端は封じ、側孔を２ヵ所もうけ、スティ
ック挿入後でも薬剤が注入出来る余地を残す構造とする。その他、安全面ではスティックが奥に入
り込まないようストッパーの役目を果たすアダプターを取り付け、感染防止の観点からディスポー
ザブルとする。スティック径は被検者や施設によりある程度選択可能となるよう幅をもたせ、12、
14、16、18Fr の 4 種類とした。

【考察】
経鼻内視鏡用前処置スティックにより、安全かつ充分な鼻腔内の麻酔が可能となる。我々スタッ
フは、事前に鼻腔の広さをある程度確認することが出来、被検者は前もって検査の疑似体験をする
ことができ、安心感を得ることができる。スティックによる前処置は鼻の痛みを除去させ、安全で
苦痛のない経鼻内視鏡を可能とする。
【まとめ】
経鼻内視鏡用前処置スティックを用いた前処置が、安全で苦痛の少ない経鼻内視鏡の一助となる
ことを期待したい。
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【はじめに】
当院では平成 17 年 8 月より経鼻内視鏡検査（以下、経鼻とする）を導入し、年間約 1500 件の上部消
化管内視鏡検査のうち、約 7 割を経鼻で施行している。従来より経鼻は経口挿入に比べ、嘔吐や咽頭反
射などが軽減されるため、被検者の受容性は高いとされているが、日常診療において被検者から検査終
了後の鼻痛や鼻腔内の違和感、鼻汁など経鼻内視鏡検査後におこる鼻症状（以下、鼻症状とする）に関
する意見が多い印象を得ていた。

【目的】
検査終了後の鼻症状の状況とその経過を明らかにし、被検者の経鼻に対する受容性を検討する。

【方法】平成 18 年 10 月以降の 4 ヶ月間に当院で過去に経口内視鏡検査の経験があり、今回初めて経鼻
を施行した被検者 88 人（内訳は、男性 48 名、女性 40 名、年齢は 24 歳～84 歳）を対象として、ハガキ
を用いたアンケート調査により検討した（表 1）。なお、セデーション使用者、理解力不足の患者は除
外した。検討項目は、(1)検査後の鼻症状の種類と頻度、(2)鼻症状の持続期間とその経過、(3)次回希望
する検査方法の 3 項目。使用したスコープは FTS 社製 EG－530N。前処置は、最初にナファゾリン硝酸塩
製剤を噴霧し、5 分後に鼻腔内にキシロカインビスカス 5ml を注入。その後、キシロカインゼリーを鼻
腔内へ塗布し、8％キシロカインスプレーを噴霧した 14Fr ネラトンを挿入・留置した。【結果】(1)被検
者全体の 71 名（81％）に何らかの鼻症状を認めたが、17 名(19％)では特に鼻症状を認めなかった（図 1）。
(2)鼻症状が数時間から翌日まで継続した被検者が最も多く（図 2）、5 項目全ての症状が出現したのは
19 名(22％)、症状が 2～4 項目は 28 名（32％）、1 項目は 12 名(14％)であった。症状が 2 日以上継続し

た被検者は 12 名（14％）であり、複数の症状が継続して認められた。症状の経過では鼻痛・鼻づまりを
生じた被検者のほとんどは翌日までに改善していたが、鼻腔の違和感・鼻水・くしゃみを生じた被検者
の 12 名では、症状は 2 日以上継続していた（図 3）。(3)次回検査の選択（図 4）については、経鼻が
77 名（88％）、経口が 5 名（6％）、両方ともに可が 6 名（6％）であった。
【考察】
今回の検討から約 8 割の被検者で鼻症状が認められ、数時間から翌日まで症状の継続するパターンが
最も多かった。その主な症状は鼻腔の違和感、鼻水、鼻痛であり、これらの鼻症状は高頻度に生じるも
のの比較的短時間で自然に消失する傾向にあることも判明した。また、検査の受容性の点では、次回も
経鼻を選択する被検者は約 9 割に達し、経鼻に対する受容性が高いことも明らかとなった。より楽な内
視鏡検査という観点から、鼻症状は被検者にとって許容可能な範囲の症状であり、経鼻のデメリットに
はならないためと考えられた。しかしながら、検査後の鼻症状が 8 割もの被検者に認められるのは高率
であると言わざるをえない。今後、鼻症状を軽減させる方策として前処置の工夫などを検討することに
より、安全で質の高い内視鏡検査が提供できるものと考えられた。【結語】経鼻内視鏡は高率に検査後
に鼻症状が生じるが、その症状は短期間で消失する傾向にあり、経鼻に対する被検者の受容性は高いと
考えられる。
【参考文献】
1）伊藤高弘ほか：経鼻内視鏡検査による上部消化管検診の受容性に関する検討.日消集検会誌 43：20-27,2005.
2）萩原誠也ほか：極細径内視鏡を用いた上部消化管内視鏡検査における安全性及び受容性の解析.Gastroenterol
Endosc 50：359-368,2008.
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Ｏ-25 経鼻内視鏡を用いた胃瘻カテーテル交換の取り組み
～在宅での安全安楽な胃瘻カテーテル交換を目指して～
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【はじめに】
近年、経口法に比べ、被検者の苦痛を軽減できる経鼻内視鏡検査は、安全安楽で有用な診断法に
なり得るとともに、幅広い応用が期待されている。今回私たちは、社会の高齢化と医療介護環境の
変化から急速に普及している PEG、特に胃瘻カテーテル交換に注目した。
【研究目的】
経鼻内視鏡を用いた胃瘻カテーテル交換を、安全安楽に施行するための手技を確立する。在宅で
の胃瘻カテーテル交換における経鼻内視鏡の有用性を検討する。
【研究方法】
経鼻内視鏡は GIF-N260、交換カテーテルはバンパー型チューブタイプ 20Fr を用いた。前処置は、
硝酸ナファゾリン点鼻の後、キシロカインビスカスを鼻腔に注入。その後、サフィードカテーテル
16Fr または、前処置スティックを用いて麻酔した。カテーテル交換は、通常の内視鏡的抜去法に準
ずるが、カテーテル切断時に長さ約 180 ㎝のナイロンラインを切断部に結紮しておくことで、胃内
のバンパー部回収を安全かつ容易になるよう工夫した。手技の実際①声門上部の貯留物を十分に吸
引しながら経鼻内視鏡を挿入し、胃内よりバンパー部を確認する。②胃内より瘻孔部を観察しなが
ら古いカテーテルを体外から胃内へ落とす。この時、ナイロンラインの一端は体外に残したままに
する。新しいカテーテルを瘻孔より胃内へ経皮的に挿入し、内視鏡にて新しいカテーテルバンパー
が確実に留置されたことを確認する。③体外に残っているナイロンラインを新しいカテーテル脇よ
り用手的に胃内に送り込み、これを生検鉗子で把持し鼻腔より引き出す。④鼻腔から出ているナイ

ロンラインを、サフィードを用いて経鼻から経口へ経路変更し、古いカテーテルバンパー部を回収
する。交換前の声門上観察で、喀痰貯留が認められる嚥下機能の極めて低下した患者様には、回収
後に再度経鼻内視鏡を挿入、声門上部を十分に吸引し、術後肺炎の予防とする。これらの手技の確
立の後、在宅で人工呼吸器管理を要している患者様に対し、経鼻内視鏡を用いて胃瘻カテーテル交
換を行った。

【結果】
古いカテーテルの断端に体外であらかじめナイロンラインを結紮しておくことで、胃底部や十二
指腸への脱落を防いだ。また、従来のスネアや大きな把持鉗子を用いた回収ではなく、小型生検鉗
子を用いての容易な把持回収が可能となった。しかし、症例を重ねるに伴い、食道胃入口部狭窄症
例を認め課題を残した。
【考察】
経鼻内視鏡を用いた胃瘻カテーテル交換は、胃内から瘻孔の観察とカテーテルの挿入状態を確認
できること、また、挿入時のトラブルにその場で対応できることから、その有用性は高いと考える。
また、ナイロンラインを用いることで一つの安全安楽な手技になった。食道胃入口部の狭窄により
バンパー部回収が困難な症例を経験し、経口からのバンパー部回収の障害となりうる可能性がある
と考えている。イディアルボタン等、バンパー部回収が容易なカテーテルも開発されており、さら
なる安全性の向上が期待できると考える。PEG を要している患者様は、全身状態の十分な前情報が
得られない場合や、ストレスで自発能が低下する場合もあり細心の注意を要する。患者様と御家族
に対し、患者様を大切にする心が伝わる対応と、十分なインフォームド・コンセントが必要である

と考える。
【結語】
経鼻内視鏡を用いた胃瘻カテーテル交換は、患者中心の医療としての

選択肢の一つと考えた。
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