第 58 回消化器内視鏡技師学会
一般演題 講演要旨
12.患者用診療看護記録の活用を試みて

―地域連携と継続看護に生かすために―

香川労災病院 内視鏡技師 ○大平 真弓・岡本 澄美子
看護師
奥田 尚美・小笠原 智子
【はじめに】
各地域で医療病診連携システムが推し進められ、病院とかかりつけ医がそれぞれの役割を担うようになってきた。当
院は地方の中核病院であり、急性期の診断治療を行った後、かかりつけ医で継続治療を行うシステムである。かかりつ
け医がある場合、診療情報は医療側に文書として提供されるが、患者自身には詳細な情報が文書として提出されていな
い。現在、内視鏡室では検査、治療を行うだけにとどまっており継続した看護的サポートができていない。そこで患者
自身が自分の情報を文書として保管することによって、患者、病院、かかりつけ医、の三者が情報を共有し今後の治療・
看護に役立てないか検討した。
【方法】
患者説明用紙を作成し、記載内容は、現在の病状、本日の内視鏡写真、継続治療中の場合は前回と比較した写真、生
活指導パンフレット、今後起こりうる合併症、注意事項などとした。これをファイルし、ケースレポートと名づけ検査
終了時に患者に配布した。入院患者には退院前に訪室して手渡した。対象は（A 群）長期：継続治療を必要とし、定期
的に内視鏡検査を必要としている患者（消化管潰瘍、粘膜切除、ポリペクトミー、逆流性食道炎、食道ステントの留置
後など）
、
（B 群）短期：検診を定期的に当院で受けている患者とした。その後の状況を、趣旨に承諾された患者からア
ンケートを返送していただき調査した。アンケート調査は院内の倫理委員会に申請、許可を得て、得られた情報につい
ては研究以外の目的に使用せず情報の流出に注意した。
【結果】
（A 群）145 名に配布、アンケートの回収率は 65％であった。
（B 群）5 名は、海外派遣検診のため回収できず回収
率 0％であった。結果は図 1〜6 に示す。
【考察】
ケースレポートは 95％の患者が解りやすく、92％が役に立ったと答えた。役に立った情報は①内視鏡画像②病状説
明③生活指導パンフレット④検査データーなどであった。70％の患者がケースレポートに内視鏡以外の情報を綴じこん
でおり、その内容は①同意書②医師説明用紙・予約表③血液などの検査データー④薬の説明書であった。本検討にてケ
ースレポートは好意的に受け入られ、何らかの役に立っていると判断されたが、ケースレポートをかかりつけ医に持参
した人は 9％と低い結果であった。これは患者の意識の中にその習慣が無かったためと地域医療連携システムが整備さ
れ医療者には情報が提供されていたためと思われた。今回、かかり付け医等、地域病院への調査は行っておらず、今後
の課題となった。家族にケースレポートを見せた患者は 78％であり、そのうちの 67％の患者は 60 歳以上の高齢者で
あった。これは、患者の状態を家族が共有する手段になり、また医療側からは患者家族へのインホームドコンセントと
しての役割も生じるものと考えられた。短期患者のアンケートは事前把握が不十分で回収できなかったことは大きな反
省点である。
【まとめ】
ケースレポートを作成し、情報を患者、病院、かかりつけ医、の三者が共有し継続した看護援助ができないか検討し、
アンケート調査を実施した。ケースレポートは患者に好意的に受け入られ何らかの役に立っていると考えられた。今後、
当院の「地域医療連携システム」の中に組み込んで行き他医療機関との連携を深め、またケースレポートから当施設が
取り組んでいる『マイカルテ』への移行も行っていきたいと考えている。
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【参考引用文献】
1）消化器内視鏡ガイドライン第３版 医学書院
2）図解 患者指導 入院退院セルフケア メディカルフレンド社
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13.カプセル内視鏡検査における看護師の役割 −より良い検査を目指して−
杏雲堂病院・内視鏡室1・肝臓科2・外科3、東京大学病院消化器内科4
内視鏡技師・看護師 ○佐藤真希1、高取牧子1、平居洋子1、斉藤裕子1
看護師
梶原洋子1、新井葉子1
医師
山田篤生1,4、渡部宏嗣1,4、小尾俊太郎2、
岩間毅夫3、小俣政男4
はじめに
カプセル内視鏡検査（以下ＣＥ）は、従来の内視鏡の概念とは大きく異なる、新しい内視鏡検査であり、これにより
患者の苦痛なく容易に全小腸の観察が可能となった。本邦では未だ保険未収載であるが、当院では、臨床試験として倫
理委員会承認の下にＣＥを施行している。当院では、導入当初から、医師と共に看護師が積極的にＣＥに関与している。
今回は、ＣＥにおける看護師の関わりの重要性について検討したので報告する。
目的
ＣＥという、患者にとっても医療従事者にとっても新しい検査を安全に遂行していくにあたり、看護師の関わり方に
ついて検討する。
方法
期間：平成 18 年 2 月〜10 月
症例数：27 例(入院 12、外来 15)
使用したカプセル内視鏡：Givenimaging社PillcamSBⓇ
方法：医師による検査の説明及び同意取得後、看護師が個別に検査前〜検査中の注意事項等について説明を行う形で検
査に参加した。検査前・検査当日・検査後のそれぞれの場面における患者との関わりから看護師の役割について検討し
た。
結果
検査前：ＣＥという未知の検査における不安を軽減するために、看護師からも検査の実際について、カプセルの模型を
お見せしつつ改めて説明を行った。外来患者に対しては検査予約が入った時点で内視鏡室にて説明を行い、入院患者に
対しては検査前日に病床を訪問して説明を行った。検査当日の様子をイメージ出来るよう、事前にレコーダーベルトを
試着していただいた。外来患者は検査中（8 時間）仕事や日常生活が可能であるため、外出してもデータレコーダーが
目立たないような服装に関してアドバイスを行った。センサーアレイとバッテリーがつながっている為、服装は上下分
かれているものでなければいけない。特に女性に対しては、下着はスリップは不可、服装もワンピースは不可など念入
りな服装指導を行った。
検査当日：看護師がセンサーアレイを貼与、データレコーダーのセットを行いＣＥの作動を確認した。外来患者に対し
ては、カプセルを飲んでから 8 時間後にデータレコーダーを外しに病院まで戻ってきてもらう形で検査を行った。検査
中の注意事項、飲食可能時間などについてのタイムスケジュール等についてパンフレットを作成し、それを用いて説明
を行った。より検査を安全に行うために、患者自身にもデータレコーダーの見方を説明し、患者自身で作動確認が出来
るようにし、データの受信不能などのトラブル発生時には病院に戻っていただくよう説明した。
検査後：録画完了していることを確認後、ＣＥ装置一式を外し、スキントラブルがないかどうかを確認、カプセルは排
出されたらそのままトイレに流してよいこと、2 週間排出がなければ滞留と診断し、病院が責任を持って対応する事を
説明、緊急連絡先もお知らせし、不安の除去に努めた。
結論
ＣＥは検査自体の苦痛は従来の内視鏡検査に比べれば軽いものであるが、患者にとっては想像しがたい初めての経験
である。今回、看護師が積極的にＣＥに参加する事により、全例が、安全に検査を遂行することが出来た。さらに、検
査に関するパンフレットを作成し、それを用いて説明を行なうことにより、検査に対する理解を高めて不安を軽減する
事が可能であった。ＣＥにおいて、看護師の介入はきわめて重要と思われる。
連絡先：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-8
TEL:03-3292-2051 FAX:03-3292-3376

14．鎮静下上部消化管内視鏡検査と経鼻内視鏡検査を比較して
〜被験者アンケート調査をもとに〜
JA 北海道厚生連 遠軽厚生病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○河村 道代
看護師
岩城貴美子、丸尾千世美、東 多美子、
佐藤乃利子、福泉 真美、二瓶由里子
医師
稲村 純季、千葉 篤、柴田
はじめに
当院では上部消化管内視鏡検査は苦痛軽減のため、鎮静下で行うことは日常的になっており、およそ半数の患者が鎮
静下内視鏡検査を施行している。しかし、鎮静剤を使用すると、呼吸循環動態の変化、検査後のリカバリーや検査後の
日常生活への支障など種々の弊害もある。最近、経鼻内視鏡検査が普及しており、当院でも試用を行った。そこで、被
験者へアンケート調査を実施した結果を検討したので報告する。
調査の対象
当院で経鼻内視鏡検査を受けた 93 名（男性 51 名、女性 42 名、平均年齢 52 歳）

調査方法
①内視鏡経験の有無②内視鏡経験の種類③苦痛の有無④次回希望する内視鏡検査⑤鎮静下との苦痛の比較について
のアンケート調査を実施。
A.初回経験群 B.未鎮静下経験（以下経口群）C.鎮静下経験群に分け、集計した。
調査結果
A.初回経験群：20 名（21.5％）
楽だった 11 名（55％）
、鼻の痛みあり 8 名（40％）
、次回経鼻希望者 17 名（85％）経口希望者 2 名（10％）
B.経口経験群：39 名（41.9％）
楽だった 32 名（82.1％）
、鼻の痛みあり 5 名（12.8％）
、鼻麻酔が苦痛２名(5.1％)、次回経鼻希望者 37 名（94.9％）
、

経口希望者 2 名（5.1％）
、次回鎮静下希望者 0 名
C.鎮静下経験群：34 名（36.6％）
楽だった 26 名（76.5％）
、鼻の痛みあり 6 名（17.6％）
、鼻麻酔が苦痛２名（5.9％）
、次回経鼻希望者 27 名（79.4％）
、
経口希望者2 名
（5.9％）
、
鎮静下希望者5 名
（14.7％）
、
鎮静下と経鼻ではどちらが楽だったかの回答は経鼻21 名
（61.8％）
鎮静下 6 名（17.6％）
考察
初回経験群では経口内視鏡の苦痛を経験したことが無いため、楽だと感じた回答は 55％と低く、鼻の痛みがあった
のは 40％という結果であった。経鼻内視鏡が楽だったという回答は平均 70〜80％であり、鎮静下経験群では、鎮静下
の方が楽だったという回答は１７％と少ない回答であった。経鼻内視鏡は咽頭反射が軽度であるため、被験者は余裕を
もって内視鏡モニターを見る事ができ、会話が可能である。その場で医師に質問する事ができるなどのメリットもある。
次回希望する内視鏡検査について、経鼻を選択するという回答はどの群も 80％以上あり、鎮静下を希望する回答は全
体で 6％と少なかった。鎮静下ではその後の車の運転制限や生活に支障があり、合併症に関しても呼吸循環動態の変化
など十分注意しなければならない。しかし経鼻内視鏡では軽度の鼻出血のみで大きな合併症の報告はない。これらの事
も含め、経鼻内視鏡は鎮静下より有用であると今回の調査で明らかになった。今後は観察のみでなく、治療内視鏡の応
用、処置具の開発などが望まれる。
結論
1.経鼻内視鏡検査は経口又は鎮静下内視鏡検査より苦痛が少ないという意見が多い。
2.検査の結果説明や検査後の生活面、合併症などからみて、経鼻内視鏡検査の方が鎮静下内視鏡検査より被験者にとっ
て有用である。
3.今後は苦痛の少ない検査を提供するため、積極的に経鼻内視鏡を活用したい。
参考文献
1)米田裕美，ほか：経鼻的上部消化管内視鏡検査の特徴と実際，消化器・がん・内視鏡ケア 2006Vol．11

連絡先：〒099-0404 北海道紋別郡遠軽町大通り北 3 丁目 1 番地
℡ 0158-42-4101

15．経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）におけるクリニカルパス用紙の再考
〜日めくり型術中パスを用いて〜
西神戸医療センター 中央放射線部内視鏡センター
看護師・内視鏡技師 ○上田 道子・武本 ゆかり
消化器科
井谷 智尚・猪熊 哲朗
はじめに
経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下 PEG）施行患者は社会の高齢化、転院や退院後の施設入所及び在宅管理における必要
性、PEG 実施時の安全性の向上などにより年々増加の一途をたどっている。さらに当院では、地域連携の立場から PEG
目的の紹介入院も多く受け入れており、1996 年の導入以来 PEG 施行患者数は 250 例を越えている。当院では、1）治療・
看護ケアの標準化。2）安全管理の対策の一つとして、医療者・患者用クリニカルパス（以下 CP）を導入し運用を行っ
ている。当院のパスの特徴は、医療者用パスにおいて PEG 実施時に「日めくり型術中パス（以下術中 CP）
」の用紙を作
成し運用を行っている。今回従来の術中 CP における問題点を把握して、用紙の再考を行った結果、PEG 実施時におい
て看護ケアの向上・安全性、効率的な運用が得られたので報告する。
言葉の意義：
「日めくり型術中パス」とは、治療を実施する日の処置内容や観察ポイントを A4 用紙 1 枚にチェックして
いく方法で、オーバービュー型の CP より詳細な内容を記載していくことができるのが特徴である。
研究目的
患者の安全・安楽・安心の視点において、PEG における術中 CP の問題点を把握し、より有用なものに改善していく。
研究内容

PEG をうける患者の多くは、脳血管障害・変性疾患に伴う摂食・嚥下障害だけでなく、誤嚥性肺炎などの呼吸器疾患
を有する場合や、理解力の低下、コミュニケーション困難のため意思の疎通が図りにくく、信頼関係が充分に図れない
等の状況が多い。それゆえに、PEG 実施時には全身状態を十分に把握した上で、安全・安楽・安心な介助・ケアが必要
と考えられるが、従来の CP では充分な患者把握が困難であると考えられ、患者の全体像がわかる術中 CP（資料１）を
作成した。従来の術中 CP のバイタルサイン記載の経過表を削除し、看護情報が十分記録できるように改訂を行った。
看護情報は以下の内容を確認しチェックできる記録用紙を作成した。①現病歴・既往歴（心疾患・脳神経疾患・上部消
化管疾患・呼吸器疾患）②PEG に至るまでの経過と患者・家族の受け入れ状況。③感染症の確認（HCB・HCV・結核・MRSA・
梅毒）④呼吸状態・経皮的動脈血酸素飽和度値⑤酸素使用の有無。酸素投与物品と流量⑥嚥下機能・咳嗽反射の有無・
痰の吸引⑦難聴の有無⑧意識レベル・理解力・会話⑨ADL・麻痺の有無・可動域⑩抑制帯使用の有無である。また、入
院病棟・内視鏡センター間における術中 CP の効率的な運用方法の見直しも同様に行った。術中 CP 用紙は内視鏡センタ
ーで保管し、当日内視鏡リーダーは、術中 CP 用紙に基づいて病棟看護師から電話で看護情報の確認を行い用紙に記載
し、担当看護師に申し送り、看護ケア・必要物品・薬品の準備を依頼するという運用に変更した。
氏名
様（ ̶
̶ ）
才 男／女
西神戸医療センター内視鏡センター
経過
PEG クリニカルパス（術中パス）
月 日
アウトカム
PEG が安全・確実に施行できる。患者・家族が不安なく治療を受けられる
食事
絶飲食（朝の内服薬は内服・注入可能）
安静度
前は制限なし，後は２時間床上安静
清潔
清拭
時間
経過
サイン
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□グルカゴン 1V
□ドルミカム(
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□ペンタジン（ ）A
□アタラックス P（ ）A
□ガストロボタン
□カンガルーボタンⅡ
□その他（
□Direct 法
□Pull 法

）

意識：□清明 □刺激に反応 □反応なし
理解度：□良好 □少しは可 □困難
会話：□可能 □少しは可能 □不可能
ADL：□麻痺なし □麻痺あり □寝たきり
酸素：□経鼻 □マスク □気管切開
（
）㍑/min
痰の吸引：□不要 □必要
・退室時の酸素投与
（ ）㍑カヌラ・マスク・トラキオマスク
（ ）時間
・以後，元の投与量に戻して。
・以後，SpO2 90%を保つよう適宜酸素投与を
内服薬 □朝の物注入
□夕の物注入

□ソリタ T3-500ml×（ ）本/日
□セフメタゾンキット 1g×2(15 時 21 時，30 分で)
□生食 TN 100ml+（
）×2(15 時 21 時，30 分で)
不眠時；□5%ブドウ糖 50ml＋アタラックス P 1A
疼痛時；□ボルタレン坐剤 12.5mg 1Sup
38℃以上の発熱時；□血液培養ののち，ボルタレン坐剤 12.5mg 1Sup

バリアンス

結果・考察
今回術中 CP 用紙の再考を行ったことで、内視鏡室における患者との関りは短時間であるが、現病歴・PEG 造設術に
至るまでの経過と、患者・家族の受け入れ情報等が事前に把握できることで、より全人的に患者ケアを実践することに
繋げる成果が得られた。抑制を強いられる患者の場合は、安全と倫理的視点において、医師・看護師達のマンパワーで
対応が行えた。また安全に実施するために、呼吸・循環動態モニタリングﾞの準備・酸素・吸引の設置・救急カートの

準備が確実に行えた。さらに感染症患者においては、内視鏡室での環境管理も行えた。術中 CP による効率的な運用、
看護実践を行うことで、安全な PEG・患者管理・看護ケアの質の向上が図れたと考察する。
まとめ
術中 CP における用紙の再考は、内視鏡室での患者への安全で安楽なケアの提供、及びリスクマネージメントの視点
において有用であると考えられた。
連絡先：〒651-2273 兵庫県神戸市西区糀台 5 丁目 7 番地 1
℡ 078-997-2200

16．糖尿病性神経障害合併し上部消化管検査を受けた患者から看護へ導かれること
日本大学医学部付属板橋病院
内視鏡技師・糖尿病療養指導士・看護師 ○村田 由美子
消化器肝臓内科
水野 滋章
糖尿病代謝内科
荻原 典和
糖尿病代謝内科
林
洋一
目的
上部消化管検査において、詳細な観察を実施する上での前処置に対する医療サイドの介入は重要なポイントを占めて
いる。だが、内視鏡を挿入して、かなりの食物残渣に驚き、改めてカルテを見直すと糖尿病を合併されている患者だっ
た事がある。内科外来へ移動し内視鏡技師と糖尿病療養指士として何か看護に活かせることはないかと模索していた事
が重なり、糖尿病専門医とチームを組み、事前に行った、糖尿病神経症状の自覚とアキレス腱反射検査で胃内運動の低
下の患者を探り出すことが出来るか否かを検討した。
方法＊結果
〔期間〕2002 年 9 月から 2006 年 9 月〔対象〕期間中に上部消化管内視鏡検査を行った糖尿病患者 487 名をファイリン
グシステムおよび結果報告者より有所見者を解析した。其の中で 99 名に何等かの所見を認めた。内２型 92 名 １型 7
名 男性 57 名 女性 42 名 平均年齢 62.6 歳 平均ＨＢＡ１Ｃ7.82％〔検討内容〕上部消化管被験者のスコープ挿入
時の胃内残渣と同時期に行った神経障害の自覚症状・アキレスケン反射検査との関連性について分析した。
神経障害の自覚症状については、アンケート用紙に従い、1.両側の足先もしくは足の裏がジンジン・ピリピリするし
びれ感を感じますか？、2.両側の足先もしくは足の裏に痛みを感じますか？、3.歩く時に足の裏に紙が張り付いたよう
な違和感を感じますか？、4.足に冷感もしくは熱感を感じますか？、5.こむら返りを起こすことがありますか？ついて
主治医がチェックした。胃内残渣については、ファイリングシステムよりピックアップした。特に胃無力症と思われる
方は、10 時間上経過しているにかかわらず、多量の残渣を認めた。
糖尿病神経障害の自覚症状について、正常 0 点、少し症状を感じる 1 点、強く感じる 2 点として合計算出し、胃内残渣
あり 1 点なし 0 点とした。結果胃内残渣を認めるは自覚の神経症状合計 2.79、胃内残渣を認めないは自覚の神経症状
合計 2.30 であり、有意差を認めなかった。
アキレスケン反射については 正常 0 点 減弱 1 点 消失 2 点 胃内残渣あり 1 点 なし 0 点とした。結果アキレス
腱反射では胃内残渣 0.34、アキレス腱反射減弱では胃内残渣 0.26、アキレス腱反射消失では胃内残渣 0.30 であり、有
意差を認めなかった。
3 大合併症については（網膜症）単純性網膜症以上を呈す 1 点、
（腎症）顕性蛋白尿以上を呈す 1 点、
（神経障害）アキ
レス腱反射減弱以上を呈す 1 点、胃内残渣あり 1 点なし 0 点とした。結果胃内残渣認めるでは合併症は 1.07、胃内残
渣認めないでは 0.67 であり、有意差を認めた。
結語
長期の血糖コントロール不良による 3 大合併症の出現と胃運動の低下による胃内残渣には何らかの有意差を認めた。
現在 4~5 人に 1 人が、糖尿病及び糖尿病予備軍といわれている。糖尿病合併患者の検査予約説明には履歴を聞き、食事
制限＋飲水励行＋右側臥位励行などを追加指導することは、より良い結果が得られることへ繋がった。
終わりに
電子カルテが導入されていない病院では、内視鏡結果が伝票と写真だけでカルテ保存される。写真結果と診断のみで、

日々の生活へのアドバイスへと導ける看護師は少ない。内視鏡技師らは外来や病棟においても、その知識と経験を活か
した看護を提供し、日々の努力と知識の向上を心掛けていくべきであろうと思われる。
参考文献
1)安田 斎；糖尿病神経障害の発生機序，糖尿病血管合併症の診断と治療．河盛隆造他編メジカルビュー社,1997,138-8.139-46
2)安田 斎；神経障害,糖尿病と合併症.繁田 幸男他編,医歯薬出版.1995.133-47
3)松平 健平；胃無力症.ＰＲＡＣＴＩＣＥ,1985.235-236
4)糖尿病；30 巻 11 号 1987

連絡先：〒173-0032 東京都板橋区大谷口上町 30-1
℡03-3972-8111（3116）

17．経口から経鼻内視鏡への前処置の移り変わり
出雲中央クリニック 内視鏡室
内視鏡技師 ○米田
看護師
加藤
臨床検査技師
梶谷
医師
宮脇

〜技師の役割の変化を中心に〜

裕美，宮脇 幸恵
廣枝
鈴香，頼田 徳子，江藤 裕加里
哲丸

［はじめに］
当院では、2002 年 2 月に、経鼻的上部消化管内視鏡検査（以下、経鼻法とする）を開始し、前処置法はスティック
を 2 本使用する 2 本法を行っていた。その上で、より簡便な方法はないかとスティック 1 本法を考案し、第 56 回日本
消化器内視鏡技師研究会でその検討結果を発表した。しかし、簡便化は、前処置を行う我々スタッフにとっての改良で
あり、被検者を第一として考えるべきではないかという反省から、医療の原点に立ち返り、被検者にとってよりやさし
い方法であるスティック 2 本法に再び戻した。よって抄録内容と多少異なることをご承知おき願いたい。
［目 的］
2002 年 2 月より、経口的上部消化管内視鏡検査（以下、経口法とする）から経鼻法へ全面的に移行した。経鼻法は
苦痛の少ない検査法であり、当院では被検者から圧倒的な支持を得て、これまでの検査件数が 6000 例を超えた。そこ
で今回、経口法と経鼻法の前処置について、内視鏡技師の役割の変化を中心に比較検討した。
［対 象］
経口法：1992 年 1 月から 2002 年 1 月までの 5032 例、経鼻法：2002 年 2 月から 2007 年 4 月までの 6920 例。
［方 法］前処置における薬剤量、所要時間、安全性を比較。
［前処置法］
経口法：①ジメチコン 100mg を水 50ml で溶解し、飲用。②2%塩酸リドカインビスカス 5ml を咽頭に含み、約 5
分後に吐き出す（個人差あり）
。③咽頭に 8%塩酸リドカインスプレーを 4 回噴霧。④鎮痙剤を筋注し、約 7〜8 分後に
検査開始。鎮静剤は使用せず。経鼻法：①プロナーゼ 20000 単位、ジメチコン 100mg、炭酸水素ナトリウム 1g を微
温湯 80ml にて溶解し飲用、胃の中全体にまわるように、仰臥位から 1 回転の体位変換を行う。②鼻腔を拡張させ出血
を予防する目的で、血管収縮剤（硝酸ナファゾリン）を両側の鼻腔内に 2 回ずつ噴霧。
（写真 1）③2%塩酸リドカイン
ビスカス 4ml を通りの良い側の鼻腔内にゆっくりと注入し、咽頭に達したら飲み込む。
（写真 2）④14Fr.スティック（写
真 3）に 2%塩酸リドカインゼリーを薄く塗布してすべりやすくしたのち、8%塩酸リドカインスプレーをこのスティッ
クに 2〜3 回噴霧。⑤同スティックを通りの良い側の鼻腔内に顔面に対してほぼ垂直に挿入し、約 1 分間留置。
（写真 4）
⑥同スティックを抜去し、16Fr.スティックで同手技を行う。16Fr.スティックを鼻腔内に挿入した状態で検査室へ入室。
鎮痙剤は使用せず。

写真 1 : 硝酸ナファゾリンを両側の鼻腔内に噴霧

写真 2 : 2%塩酸リドカインビスカス
を鼻腔内に注入

写真 4 : スティックを鼻腔内に挿入

写真 3 : 上：経鼻的内視鏡用前処置スティック(14Fr.)
下：経鼻的内視鏡用前処置スティック(16Fr.)

［結 果］
塩酸リドカイン総量（経口法 132mg、経鼻法 88mg）
。前処置所要時間（経口法約 15 分、経鼻法約 7 分）
。
［考 察］
被検者一人あたりの前処置所要時間には約 8 分の差がある。経鼻法では鎮痙剤や鎮静剤が不要であるため、検査後直
ちに帰宅できる。塩酸リドカインの使用方法及び総量からみても、経鼻法は安全度が高く偶発症は起こりにくいと思わ
れる。また、経鼻法では咽頭反射が少ないため（当院；93%が咽頭反射 0 回）
、生検や特殊なケース以外は検査中の介
助も必要なく、検査中に術者、被検者双方向の会話が可能であるため、所見の説明も検査中に終了する。被検者一人一
人に対して、インフォームドコンセントをとる時間の余裕ができ、検査後の被検者からの質問や、日常的な今後のフォ
ローについての説明など患者ケアに人手を回し、しっかりと時間をとることができる。
［まとめ］
経口法から経鼻法へ移行すると、被検者にとって安全な検査となり、内視鏡技師にとっても時間的、精神的に余裕が
できる。被検者と会話する時間が多くなり、検査前・検査中・検査後を通して被検者に濃厚なケアを提供することが可
能となる。
連絡先：〒693-0021 島根県出雲市塩冶町 2123-2
TEL：0853-22-5552
E-mail：icc1@mb.neweb.ne.jp

18.経鼻内視鏡検査における前処置を検討 〜スティック法とジャクソン法を比較して〜
伊達赤十字病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○永井裕美、川島登、碁石久、白石智美、
看護師
山本珠美、渡部美幸、太細めぐみ、
医師
吉田真誠、田中育太、莖津武大、日下部俊朗、久居弘幸
はじめに
検診や外来診療の場で苦痛の少ない経鼻上部消化管内視鏡検査（以下、経鼻内視鏡）が急速に普及してきているが、
その前処置（鼻腔麻酔）の標準化はされていない。当院では平成 18 年 6 月より経鼻内視鏡（オリンパス社製 GIF-Ｎ260）
を導入し４月までに 261 件行われた。導入するにあたり他施設の前処置法を参考に、患者様に苦痛が少なく、簡便に行
えるよう検討したのでここに報告する。
目的
ネラトンカテーテルを鼻腔に挿入する方法（以下スティック法）と、ジャクソン噴霧器で鼻腔に噴霧する方法（以下
ジャクソン法）の二つの前処置について有用性を比較、検討した。

対象
期間 平成 18 年 6 月〜9 月までに経鼻内視鏡を施行した 100 例（25〜86 歳、平均 52.1 歳、男性 57 例、女性 43 例）
、
スティック法 50 例とジャクソン法 50 例
禁忌 耳鼻科疾患のある方・抗凝固剤内服中の方
方法 検査終了後、両群間にアンケート調査を実施
経鼻内視鏡前処置方法
前例検査 15 分前にプロナーゼを内服後、鼻腔の通りを確認し、以後スティック法（50 例）では、座位にて点鼻用血
管収縮剤塩酸トラマゾリンを両鼻腔に 2〜3 回点鼻し、3 分間おき、2％塩酸リドカインビスカス 4ml を挿入側の鼻腔に
注入後、塩酸リドカインゼリーを塗布したネラトンカテーテルを挿入する。
ジャクソン法（50 例）は塩酸トラマゾリン 0.5ml と 4%塩酸リドカイン 2ml の混合液を、ジャクソン噴霧器を用いて
検査 5 分前と、検査直前に両鼻腔に 2 回ずつ噴霧し直前に 8%塩酸リドカインスプレーで咽頭麻酔をする。
結果
1) ジャクソン法ではスティック法に比べて、約 5 分間前処置時間が短縮可能であった。
2) スティック法でのネラトンカテーテル挿入時の痛みについては,痛くない(40%),少し痛い(50％),すごく痛い(10%)
であった（図 1）
。
3) ジャクソン法での噴霧については,つらくない(92%),つらい(6%)，無回答(2%)であった（図 2）
。
4) 検査施行中の鼻が痛くないと回答したのは，スティック法 64%,ジャクソン法 71%と差は認めなかった（図 3）
。
5) 臨床上問題となる鼻出血は認めなかった。患者様の意見として，スティック法ではトーク液や塩酸リドカインビス
カスが咽頭に流入した時の違和感や嘔気出現を認めたのに対し,ジャクソン法では味に対する意見のみであった。

考察
検査施行中の痛みについては，両群間に差は認めなかった。患者様の意見から、スティック法は塩酸リドカイン注入
後の飲み込みづらさや違和感、ネラトンカテーテル挿入の抵抗感や痛みがあるのに対し、ジャクソン法ではジャクソン
噴霧器で噴霧するだけの為、苦痛が少なく前処置時間の短縮が可能で、簡便でかつ有用であると考えられた。
まとめ
当院では現在ジャクソン法としているが、今後もアンケート調査を継続し、多くの患者様に満足してもらえ安全に検
査が受けられるよう改善していきたい。
参考文献
1)雨宮明文、石井豊太、屋代庫人著:消化器医の為の経鼻内視鏡検査入門，ｐ1〜74、2006 年.
2)経鼻内視鏡検査の適応法.
http://www.dokidoki./home2/shiminnhp/preparathion.htm
3)日本消化器内視鏡技師会会報 No.35：出雲中央クリニック内視鏡室.

連絡先：〒052-0021

北海道伊達市末永町 81

TEL:0142-23-2211

19.大腸内視鏡検査前処置に対する当院での工夫
名古屋共立病院 消化器内視鏡センター
内視鏡技師 ○伊藤実千枝、水野智美、逢坂りょう子、筒井香織
看護師 山本久江、田中寿恵、下野美美、浅野寿恵、小椋美穂、加藤季代子
医師 竹田欽一、鵜飼宏司、石川卓哉、
【はじめに】
大腸内視鏡検査（以下 CF）は前処置の状態により検査の質が低下するため、前処置が重要な要素を占める。また、
検査対象者の高齢化や食生活の変化など、CF の前処置が不良となる原因には様々な要因が考えられる。より質の高い
前処置を行なうための当院独自の取り組みを報告する。
１. CF 検査案内ビデオ
CF の理解を高めるために検査案内ビデオを独自に製作し、外来待合室でのビデオ放映、希望者を対象にビデオの貸
し出し、病診連携医院への配布を行い検査に対する説明を行っている。
２.検査前食事指導パンフレットの作成
前処置を良好にする目的で、食事指導パンフレットを作成し配布している。
３.患者情報の共有化
前処置時の患者様の状態や飲水評価をチェック表に記載し、電子カルテ上に配信している。この情報を基に担当医師
が次回の前処置のコース選択を行なっている。情報を共有化することにより、他部署との連携が取れる体制となってい
る。

４.患者個別の前処置方法
情報の共有化を基に、患者様の状態や希望に合わせて、５つのコースを設定している。
コース①；前日の 22 時以降は絶食とし、ピコスルファートNa（以下シンラックⓇ）
）20m1 を服用。
当日は院内の前処置室にてゴライテリー液（以下ニフレックⓇ）２ℓ飲用。
コース②；
（ニフレックⓇを飲用できない患者様用）
：前日は一目検査食とし、シンラックⓇ20mlを服用。当日は院内の
前処置室にて、クエン酸Mg等張液（マグコロールPⓇ）１.8ℓ飲用。
コース③（在宅前処置）
；前日の 22 時以降は絶食としシンラックⓇ20m1 を服用。
当日は在宅にて 二フレックⓇ２ℓ飲用。
コース①〔便秘症の患者様用〕
；前日は一日検査食とし、シンラックⓇ20m1 を服用。当日は院内
の前処置室にて、ニフレックⓇ２ℓ飲用。
コース⑤（経口腸管洗浄剤が飲用できない患者様用）
；前日は一目検査食とし、シンラックⓇ20m1
Ⓡ
とクエン酸Mg（以下マグコロール ）250ml を服用。当日は前処置室にて担当看護師が洗腸処置を行う。
全てのコースにおいて、前処置室の担当看護師が最終的な確認を行い検査施行となる。
５.クリティカルパスの導入
患者個別の前処置方法にあわせ、５コースのパスを導入した。パスの導入によりスタッフ間での前処置方法の確認が
容易となり、統一および効率化を図ることができた。
【まとめ】
CF を受ける患者様は年齢、食生活や便通の状態などが一様ではなく、患者個別に対応した前処置方法の選択が重要
と考える。前処置時間を短縮することにより、当院での CF 件数の増加にも反映されている。今後も患者個別に対応し、
情報を共有することにより迅速かつ適切な前処置を行っていきたい。
連絡先：〒454-0933 愛知県名古屋市中川区法華 1 丁目 172 番地
℡052-362-5151 FAX 052-353-9105

20. ストローによる経口洗腸剤ニフレック内服の検討 〜アンケート調査を実施して
広島県厚生連尾道総合病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○藤原
誠・楠見 朗子・森田恵理子・佐藤 静江
センター長
花田 敬士
「はじめに」
経口洗腸剤ニフレックは独特の味覚と臭気から飴等の併用を希望する患者も多い。しかし、添加物の併用は浸透圧や
電解質に変調を来たす可能性があり、洗腸効果の信頼性に懸念がある。今回内服を容易にする目的でストローを用いる
方法を考案し、受診者へアンケート調査を実施し、結果を検討した。
「対象及び方法」
平成 18 年 10 月 30 日〜11 月 21 日に大腸内視鏡検査を受けた外来患者 103 名中、ストローでの内服を承諾された 38
名にアンケート調査を行った。
男性 19 名、女性 19 名、内服経験者は 22 名、未経験者は 16 名、年齢層は 29 歳〜88 歳、平均年齢 65 歳であった。
ストローで内服した時間、味覚、嗅覚の 10 段階評価を 1〜2 群：気にならない、3〜4 群：やや気になる、5〜6 群：普
通、7〜8 群：ややまずい、やや気になる、9〜10 群：まずい、気になる、の 5 段階としストローの選択理由及び感想の
5 項目を検討した。
「結果」
内服時間は 3〜30 分、平均 17 分であった。患者全体の味覚評価は 1〜6 群：18 名（48％）7〜10 群：20 名（52％）
であった。経験者は 1〜6 群：8 名（36％）7〜10 群：14 名（64％）未経験者は 1〜6 群：10 名（63％）7〜10 群：6 名
（37％）であった。
内服時の嗅覚評価は 1〜6 群：26 名（68％）7〜10 群：12 名（32％）であった。経験者は 1〜6 群：13 名（59％）7
〜10 群：9 名（41％）未経験者の 1〜6 群：13 名（81％）7〜10 群：3 名（19％）であった。
ストローを選択した理由は味覚、嗅覚が気にならない 24 名：
（63％）と最も多くその他の理由ではコップで内服した
時は涙が出た、義歯ではストローの方が内服し易かった、他の患者から勧められた、という意見がみられた。また、ス
トローに関して先端が細いと感じた、節から空気が入るといった意見が散見された。
内服した感想は特に問題なし、または何とか内服できた 33 名：
（87％）飲みにくかった 5 名：
（13％）であった。

「結果のまとめ」
内服時間は平均 17 分で全例 30 分以内で内服が可能であった。
味覚の評価は全体の 52％がまずく感じていた。内服経験者の 63％もまずく感じているが未経験者の 63％は普通と感じ
ていた。
嗅覚の評価では全体の 68％は気になりにくいと感じていた。経験者の 59％、未経験者の 81％が気になりにくいと感じ
ていた。
ストロー選択の理由は全体の 60％は味覚、嗅覚が気にならないから選択したと答えた。
ストローを使用した感想は全体の 87％が何とか、又は問題なく内服できたと答えた。
「考察」
①ストローによるニフレックの吸引、嚥下は味覚、嗅覚を司る味蕾や嗅細胞の接触面積を小さくし不快感を緩和、内服
を容易にする可能性が考えられる。
②味覚、嗅覚は経験、知識、記憶、視覚といった知覚心理、発育環境や文化などにより個人差も大きく、ストローが全
ての症例に適しているわけではないことも判明した。
③ストローの口径、太さ、長さ等の検討が必要であると感じた。
「結語」
ストローによる内服は全ての患者に適した方法ではないが、洗腸効果の得られる時間内で内服が可能で、不快な味覚、
嗅覚を緩和し内服を容易にする選択手段の１つと考えられた。今後、更に内服に適したストロー形状の検討を行い活用
したいと考えている。
連絡先：〒722-8508 広島県尾道市古浜町 7-19
℡:0848-22-8111 Fax:0848-23-3214

21．大腸内視鏡検査におけるペパーミントオイルの有用性
〜検査に伴う苦痛緩和の効果〜
松阪中央総合病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○若山晃大
看護師
山田小百合・唐崎千里・曽根淑嫁・佐波進
医師
大坪真紀・小倉英・藤原雅也・石井紀光・井坂利史
今井奈緒子・直田浩明・小林一彦
はじめに
当院における大腸内視鏡検査(以下 CF と略す)は年々増加傾向にあり、2006 年の CF 件数は 1674 例であった（図 1）
。
その 9 割以上の症例で、大腸の蠕動運動を抑制するために鎮痙剤を使用した。
今回、CF 時にペパーミントオイルを使用した。患者の有用性について検討したので報告する。
対象
当院で CF を受けた患者 94 例。無作為に次の 2 群に振り分けた。
Ⅰ群：ペパーミント使用例 44 例
Ⅱ群：ブスコパンまたはグルカゴン使用例 50 例
男女比はⅠ群 23：21・Ⅱ群 26：24
平均年齢はⅠ群 56.3 歳・Ⅱ群 58.8 歳
データ解析時には年齢・性別による差を検討するため表に示す亜群に分けた。
60 歳未満
60 歳以上
男
A
B
女
C
D
方法
1)各群以下の方法で CF を行う。
Ⅰ群：挿入時に数回から 10 回にわけて内視鏡の鉗子チャンネルよりペパーミントオイルを散布する。
初回散布量は 10ml

とし以降は 10〜20 mlを適宜散布する。使用総量は 100mlまでとする。最大量まで使用したにもかかわらず蠕動抑制が
不十分な場合等、検査医がブスコパンⓇ又はグルカゴンⓇが必要と判断した際には、筋肉注射を行う。
（追加で筋肉注射
を行った例については対象からはずす。
）ペパーミントオイルは、当院薬剤部にて以下の方法で作成した。蒸留水Ⓡ1000ml
に日本薬局方のペパーミントオイル 8mlとTweenⓇ80、 0.4mlを混じ 24 時間常温にて静置後、濾過する。
Ⅱ群：検査開始時にブスコパンⓇまたはグルカゴンⓇを筋肉注射する。2)検査終了後、医師及び患者にアンケート調査を
行った。疼痛はVRS(口頭式評価スケール)を用いて 5 段階で評価した。
大腸内視鏡検査
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図 1 当院における年別 CF 件数の推移
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図 2 挿入時間

結果
挿入時間（平均）はⅠ群で 9.2 分、Ⅱ群で 7.8 分であり有意な差がなかった（p=0.0969） (図 1)。さらに年齢・性
別間での検討では、Ⅰ群 A5.3 分・Ⅱ群 A7.0 分、Ⅰ群 B8.8 分・Ⅱ群 B7.2 分、Ⅰ群 C10.8 分・Ⅱ群 C7.4 分、Ⅰ群 D12.8
分・Ⅱ群 D9.8 分であり、いずれも有意な差がなかった（p>0.12） (図 2)。
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図 3 挿入時間（年齢・性別）
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図 4 観察

観察時間（平均）はⅠ群 5.7 分、Ⅱ群 4.8 分であり若干有意差がみられた （ｐ＝0.0437）(図 3)。しかし、年齢・
性別毎の比較では、Ⅰ群 A6.5 分・Ⅱ群 A3.6 分、Ⅰ群 B5.3 分・Ⅱ群 B5.3 分、Ⅰ群 C6.2 分・Ⅱ群 C3.4 分とⅠ群 D4.8
分・Ⅱ群 D4.5 分であり、いずれも有意な差がなかった（p>0.08）(図 4)。
蠕動運動は両群で差がなかった(図 5)。
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図 6 蠕動状態
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副作用について、動悸は両群ともに認められなかった(図 6)。目のちかちかはⅠ群では 0 例、Ⅱ群では 5 例に認めら
れた(図 7)。口の渇きはⅠ群では 0 例、Ⅱ群では 33 例(66%)に認められた（図 8）
。
疼痛の訴えはⅡ群、特に女性で多く認められた。痛みなしは、Ⅰ群 10 例、Ⅱ群 1 例、中等度以上の痛みは、Ⅰ群 8
例、Ⅱ群 25 例認められた(図 9)。
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考察
挿入・観察時間においては年齢・性別ごとの検討で有意差はなく蠕動状態についても有意な差はなく腸管蠕動抑制作
用が得られていると考えられる。
ペパーミントオイルの副作用は過去に報告がなく、今回の研究においてもみられなかった。一方、Ⅱ群のうちブスコパ
ン使用例でのみ目のちかちか、口渇がみられた。
疼痛についてはその頻度・程度ともにペパーミントオイル使用のほうが軽度であった。これはペパーミントオイルの
主成分であるメントールを腸管各部位に直接散布することで平滑筋の弛緩作用が得られ鎮痛緩和効果につながったと
考えられえる。
結語
ペパーミントオイルは安全性が高く CF 時の腸管蠕動抑制剤としての有用性が示唆された。
参考文献
1)浅尾高行、中村純一、井出宗則ほか：胃と腸 2000；35、9：1201-1202
2)藤城光弘、矢作直久、角嶋直美ほか：消化器科 2003；36、6：564-568
3)真崎健夫、田辺恒義、田中護 ：日薬理誌 1948；43-80

連絡先：〒515-8566 三重県松阪市川井町小望 102
Tel 0598-21-5252／Fax 0598-21-9555
E-mail manaishikyou@yahoo.co.jp

22.秋田県における内視鏡洗浄・消毒の現状と今後の課題

―県内アンケート調査より―

秋田県消化器内視鏡技師会
○成田京子、秋元貞一、池田美紀子、森元喜也子、佐藤栄里子
【目的】
内視鏡の洗浄・消毒は消化器内視鏡技師会のガイドラインに基づいて行なうことが望まれているが、本県の内視鏡
洗浄・消毒の現状は不明であった。今回県技師会として初めて、県内全域を対象としたアンケート調査を行い、秋田
県における内視鏡洗浄・消毒の現状と今後の課題について検討したので報告する。
【方法】
期間：2006．9.1〜2006．9.30 対象：秋田県内で内視鏡検査を実施している 255 施設。内視鏡洗浄・消毒について
アンケートを実施し、102 施設から回答を得た。
（回収率 40％）

【結果】
①内視鏡の洗浄消毒については、1 症例毎に行なっていると答えた施設が 93％、感染症に使用したスコープのみ消
毒している施設が 6％であった。洗浄のみで消毒を行なっていない施設も 1％存在した。使用している消毒剤はグルタ
ラールと過酢酸が 29％、フタラール 15％、酸性水 9％、その他の薬剤が 14％であった。その他の内訳は二酸化塩素・
オゾン・逆性石鹸・界面活性剤となっている。②チャンネル内ブラッシングについては、全例に行なっているのが 68％、
必要に応じて行なうが 27％、行なっていないが 5％であった。③処置具（生検鉗子）については 80％の施設がリユー
ス製品を使用していたが、再生処理に超音波洗浄を行なっている施設はそのうちの 31％であった。過半数の施設がリ
ユースの再生処理には必須と言われている超音波洗浄を行なっていなかった。処置具の最終処理方法については、オ
ートクレーブ滅菌を行なっているのは 42％であり、29％は処置具を消毒剤に浸漬していた。内視鏡の自動洗浄器でス
コープと一緒に洗う、という回答も複数見られた。
④内視鏡洗浄消毒のガイドラインの存在について知っていると答えたのは 86％であった。
「知らない」と答えた施設
の 79％が「ガイドラインを知りたい」と答えている。

⑤技師会が開催する研究会やセミナーに参加したことのある施設は 51％であった。
【考察】
内視鏡の全例消毒はほとんどの施設が「行なっている」という回答であったが、その中には消毒剤の選択が適切で
はなかったり、時と場合によって洗浄方法を使い分けていたりしている施設も入っているため、実際に全例消毒を行
なっている施設は 73％にとどまった。ブラッシングも全例に行っている施設は 6 割、処置具については 8 割の施設が
リユース製品を使用しているが、それを適切に再生処理している施設はわずか 3 割であった。よって、ガイドライン
の存在は概ね周知されているようではあるが、その内容を理解し確実に実践している施設はまだ少ない状態と言える。
これまでの秋田県内視鏡技師会の活動は、自主的に参加する一部の医療従事者を対象とした年 1 回の研究会の開催が
中心となっていた。しかしアンケート結果では、研究会やセミナーなどの参加経験がない施設が半数を占めており、
内視鏡洗浄・消毒及び内視鏡技師会そのものに関する情報不足、或いは意識の低さなどもこのような結果の要因にな
っているのではないかと思われる。地域の内視鏡の安全性を高めることも支部技師会の重要な役割の一つである。今
回のアンケートの回収率は 40%にとどまったため、県内全体の正確な現状は把握できなかったが、今後の秋田県内視
鏡技師会の活動内容を検討するための有効な資料となった。
【まとめ】
今回のアンケート調査により、秋田県の内視鏡洗浄・消毒は現状では満足するものに到達できていないことがわか
った。施設の規模や検査件数に関わらず、内視鏡検査を行なっている全ての施設に適切な洗浄・消毒の情報が必要で
あり、支部技師会はそれに尽力する役割を担っている。今後は秋田県内視鏡技師会の存在を地元地域にアピールする
とともに、洗浄・消毒を中心とする啓蒙活動を広く行なっていきたい。
連絡先：〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町 5−29
TEL 018−862-1330

23．洗浄消毒のより良い作業効率をめざして 〜2 本処理洗浄機の使用経験〜
田坂記念クリニック
内視鏡技師 ○小林京子、安藤由美
看護師
永倉優子、馬場敬子
【はじめに】
当院では年間約 5800 例、１日あたり上部 12〜30 例、下部 6〜8 例の内視鏡検査を実施している。2006 年春時点、内
視鏡洗浄消毒装置（以下、洗浄機）は OER-2(1 本処理；オリンパス社製)を 3 台使用していた。当時、午前中の検査数
15 例を上回ると 3 台ではスコープの洗浄消毒が追いつかない、また被検者を待たせるなどの問題があった。
【目的】
この問題を解決する為に『症例間洗浄の効率を下げずにきちんと洗浄消毒を行いたい』と考えた。しかし、洗浄機を
置くスペースは限られている、スコープ本数を増やすことは避けたい状況であった。そこで、スコープ 2 本を同時処理
可能な洗浄機 OER -3 の導入を検討することにした。更に、メーカーの協力を得てＩＥ分析（効率性を上げる検討）を
合せて行ない、当クリニックにおいて最適の洗浄機機種および台数を選定する。
【方法】
①OER -2 が 3 台。②OER -2 が１台、OER -3 が１台。③OER -2 が 2 台、OER -3 が１台。これらの 3 パターンで洗浄
機台数、作業人数、スコープ本数は足りているか、洗浄消毒に何分かかっているかの分析検討（ＩＥ分析）を行った。
【結果】
上記①の場合は洗浄機の稼働率がほぼ 100％で常に洗浄機が動いており余裕がない。また、トラブルがあると対応で
きない。②の場合は洗浄機の稼働率が 50％であり、洗浄機が稼動していない時間が多く、無駄が多い。③の場合は洗
浄機の稼働率が 80％であり、適度の余裕がある。この結果から、当クリニックにおいては洗浄機の稼働状況が 80％で
あれば、洗浄機に張り付くことなく、従来の看護業務に支障をきたすことがないと考え、③を選択した。OER -3 導入
後は、スコープの洗浄消毒が追いつかない、被検者を待たせるといった問題は解決し、かつ洗浄機の効率的な稼動も果
たせた。また洗浄機の使用方法もほとんど変わらず、変更に伴う問題もなかった。

【考察】
現状を把握することと改善後のシミュレーションを行なうのにＩＥ分析というものを用いると良い。OER -3 は、OER
-2 と設置が同スペースであり、使用方法も大きく変わらなかった。
【結論】
症例数、スタッフ数、スコープ数に応じて洗浄機の台数や機種選定およびその組合わせを考慮し、かつ分析すること
で作業効率が図れる。
連絡先：〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-35-4 代々木クリスタルビル８F
℡03-3374-0641 FAX03-3374-0664

24．一方向性内視鏡管腔内ブラシのサイズによる効果の比較
特別医療法人福島厚生会 福島第一病院 外来内視鏡室
内視鏡技師
高橋勇一
看護師
大橋真弓
洗浄担当者
江袋美代子
消化器内科医
柳沼信久
目的
内視鏡管腔内洗浄ブラシには、使用サイズの上限値から下限値まで各ブラシに設定されている。上限値と下限値では
洗浄効果に差があるものと仮定し、それぞれの鉗子チャンネルサイズによる洗浄効果を測定・評価する。
方法
測定対象ブラシ：ディスポクリーン（
（株）カイゲン）
（以下 DC）
G（適応チャンネル 2.8〜3.2mm 用）
C（適応チャンネル 3.2〜4.2mm 用）
測定用スコープ：FTS 社製スコープ３機種を使用する（2.8mm、3.2mm、3.8mm チャンネルタイプ）
ＡＴＰ測定機材：ルミテスターＰＤ-10（キッコーマン株式会社）

偽汚染物質
測定手順

ルシパックワイド（キッコーマン株式会社）
：鶏卵（全卵）
：①偽汚染物質（鶏卵 1 個攪拌）を吸引する。
②洗浄消毒ガイドラインに準じて酵素洗浄剤（200ml）吸引
③ブラッシング実施（ブラッシング内容は別記）
④ブラッシング後、鉗子孔より蒸留水 20ml を注入、検体として採取
⑤検体に対し ATP 測定を実施する。
⑥測定結果から標準偏差を求め Students の t 検定で評価する

結果
ⒶDC-G・2.8mm チャンネル使用、ⒷDC-G・3.2mm チャンネル使用、ⒸDC-C・3.2mm チャンネル使用、ⒹDC-C・
3.8mm チャンネル使用とし、DC-G、DC-C による各チャンネルサイズに対する洗浄後のＡＴＰ測定結果を表１に示す。
表 1 の結果より、標準偏差を求め Students の t 検定にて有意差の有無を評価すると図 1 のように DC-G による下限
値（2.8mm）と上限値（3.2mm）での比較及び、3.2mm チャンネルに対しての洗浄効果で DC-G 使用時と DC-C 使用
時で有意差（p＜0.05）を認めた。
表 1
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考察
今回の洗浄効果に関する評価では、チャンネル内に注入した蒸留水のＡＴＰ測定を行ったため、希釈されたデータを
使用しているのでＡＴＰ実測値としては使用できない。しかし、同条件下で行った結果として比較評価の信憑性は十分
得られたと考える。このことから、各施設にて使用している洗浄ブラシにおける使用許容範囲であっても、安定した洗
浄効果を全幅域で得られるとは限らないと考える。今後、新しい形状のブラシへ変更する際は使用前に洗浄効果の確認
実施の徹底が必要と考える。
連絡先：〒960-8251 福島市北沢又字成出 16-2
℡024-557-5111 FAX024-557-5064

25.ディスポーザブルブラシによる鉗子チャンネルの洗浄効果の有用性
大分大学医学部附属病院 内視鏡部
内視鏡技師 ○志手かほり
臨床検査技師
江藤恵理子
消化器内科医師
村上 和成、藤岡 利生
[目的]
現在当院では、日本消化器内視鏡技師会の定める「内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン」に基づいたスコープ
の洗浄・消毒を行っている。その際、リユースのブラシを使用しているが、ブラシに汚れの付着がなくなるまで目視で
判断するのは難しく、その基準も曖昧である。今回我々は、実際の内視鏡検査で生検を行ったスコープの鉗子チャンネ
ル内全体を、Ｋ社製ディスポーザブルブラシ（以下ＤＢ）とＯ社製リユースブラシ（以下ＲＢ）を使用し、ブラッシン
グの洗浄効果および一般細菌量を比較・検討した。
[方法]
生検を行ったスコープ（60 例）を、検査終了直後に酵素系洗浄剤を 10 秒間吸引し、内視鏡表面の予備洗浄を行った。
その後、無作為にＤＢ群・ＲＢ群に 30 例づつ割り付けた。ＤＢ群では、2 方向の吸引チャンネルを流水下で各 1 回ブ
ラッシングを行った。ＲＢ群では、同じく 2 方向の吸引チャンネルをブラシの先端をよく揉み洗いしながら、流水下で
各 3 回ブラッシングを行った。鉗子挿入口から鉗子チャンネルの分岐部までは、両者ともＯ社製の小ブラシを用いた。
各方法でのブラッシング後、25×25mm のガーゼに精製水 0.2ml を染込ませ八つ折にしたものを生検鉗子でつまみ、
鉗子チャンネル内を通して、チャンネル内に付着している蛋白物質を採取し、ルシパックＷに投下、ルミテスターＰＤ
-10（キッコーマン社製）でＡＴＰを測定し、洗浄効果の比較をおこなった。

[結果]
ブラッシング前のコントロール群のＡＴＰ値が平均約 40,000ＲＬＵに対し、ブラッシング後のＡＴＰ値は、各 30 例
の平均値で、ＤＢ群が 157.2ＲＬＵ、ＲＢ群が 278.6ＲＬＵと有意（p=0.03）にＤＢ群の方が良好であった。個々の測
定値を見ると、洗浄効果良好なＡＴＰ値 100 以下のスコープ本数は、ＤＢ群が 15 本（50％）に対しＲＢ群が 8 本（27％）
であった。ブラッシングにかかる時間は、ＤＢ群が約 40 秒であったのに対し、ＲＢ群では約 130 秒であった。また、
同時に測定した一般細菌の量は、ブラッシング前の 101〜103に対し、ブラッシング後はＤＢ群、ＲＢ群共に 99％以上の
減菌率であった。
[考察]
①ＤＢはＲＢと比較して洗浄効果が高く、洗浄時間も短縮でき、有用な結果となった。
②ＤＢ、ＲＢ両者ともに一般細菌はほとんど検出されなかった。
③ＤＢは複数の洗浄担当者によるブラッシングでも、同一レベルの洗浄効果が期待できる。また、ＲＢは磨耗による交
換の判断基準が難しいことが、問題であると考えられる。
［参考文献］
1)日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会編：
「内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン」
（第２版）

連絡先：〒879-5593 大分県由布市挾間町医大ヶ丘 1-1
℡ 097-586-6054

26.ディスポーザブル球状ブラシによる内視鏡チャンネルブラッシングの有用性の検討
愛知県厚生連 加茂病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○山崎 真理・松園サヨ子・二本柳ゆき子・井上 薫・櫛田 千景
看護師
宇佐美久恵・岡野江里子
検査技術科
田村
裕
医師
大久保賢治
はじめに
消化器内視鏡ガイドラインでは内視鏡消毒に先立ち吸引・鉗子チャンネルをブラシで 3 回ずつ洗浄することが勧めら
れているが、洗浄者により手技が一定しないことやディスポーザブルブラシ(以下通常ブラシ)を使用した場合のコスト
が問題となっている。最近、3 個のディスポーザブル球状ブラシ(以下球状ブラシ)を内視鏡先端から吸引することで簡
易にブラッシングを行うことができる製品が市販されたため、有用性を検討した。
球状ブラシの紹介
球状ブラシとは、
断面積10μm の極細繊維が 100 万本以上凝集して3 次元的に結合した多孔質繊維構造体の球である。
洗浄原理は、内視鏡検査直後に、球状ブラシを酵素洗剤とともに吸引することで吸引・鉗子チャンネル内をブラッシン
グする。
方法
【検体採取】上部内視鏡検査を施行後､滅菌生理食塩水（以下生食）10cc を鉗子口から注入した後エアー10cc でフラッ
シュし、内視鏡先端から滅菌スピッツにて採取する。これを細菌培養に提出し未洗浄群(40 例)とする。その後内視鏡
挿入部の外表面の汚れを、ぬれ綿で拭き取る。上記の未消毒群を２群に分け、通常ブラシ群は、①酵素洗剤 200cc を吸
引する。②2 分間浸漬、全管路洗浄する。③流水で中性洗剤を使用しスポンジで内視鏡外側、小ブラシを使用し鉗子口・
送気送水ボタン部を洗浄する。④通常ブラシで吸引・鉗子チャンネルを 3 回ずつブラッシングする。⑤鉗子口より 100cc
の水道水をシリンジで注入後 50cc のエアーでフラッシュする。⑥鉗子口より生食 10cc を注入した後エアー10cc でフ
ラッシュし、内視鏡先端から滅菌スピッツにて採取する。これを通常ブラシ群(20 例)とする。
球状ブラシ群は、酵素洗剤 200cc を吸引しながら、球状ブラシを１個吸引し、吸引した球状ブラシが吸引口金より排出
されたか確認トラップで確認し、同様に 2 個目 3 個目と吸引しブラッシングする。以後上記②→③→⑤→⑥を行い、こ
れを球状ブラシ群(20 例)とする。
【洗浄時間測定】通常ブラシ群は、吸引・鉗子チャンネルのブラッシングを流水下で 3 方向すべて 3 回ずつ洗浄を行っ
た時間。球状ブラシ群は、球状ブラシを 1 個吸引した後、吸引した球状ブラシが吸引口金より排出されたか確認トラッ
プで確認し、同様に 3 個目まで吸引ブラッシングを行った時間を測定した。
【コスト比較】1 スコープ洗浄あたり、通常ブラシと球状ブラシのコスト比較を行った。
結果
【培養検査】通常ブラシ群は洗浄前と比較して細菌種消失が 40 菌種、減少が 2 菌種、不変が 4 菌種、球状ブラシ群は
消失が 36 菌種、減少が 6 菌種、不変が 4 菌種で両群に有意差はなかった。
【洗浄時間】通常ブラシ群は 134±16.7 秒、球状ブラシ群は 17.9±9.4 秒で有意に球状ブラシ群の方が洗浄時間は短縮
していた。
【コスト比較】1 スコープ洗浄あたり通常ブラシは 1 本定価 500 円、球状ブラシ 1 セット定価 415 円で球状ブラシの方
が 85 円安価であった。
考察
球状ブラシの方が、安価で作業時間も短縮となり「洗浄業務が楽になった。
」との声が聞かれた。洗浄者のストレス
も軽減され、培養検査でも通常ブラシとの間に有意差がなく安全な商品と考えられた。
問題点
1．1 洗浄ごとにチャンネルクリーナーカートリッジと専用コップの廃棄物が出ることが問題点として上げられる。
2．現在チャンネル径 2.8 ㎜の直視型内視鏡にしか使用できないが、他の内視鏡にも対応できるように現在開発中であ
る。
3．酵素洗浄剤が白い泡を出すため確認トラップで白い球の確認がやや困難であったが、青い球に改良後、排出確認が
しやすくなった。

参考文献
1)大原寛之、ほか：多孔質線維球状ブラシを用いた内視鏡洗浄法の検討、Gastroenterol Endosc, 44, No.Supplement2, 1573, 2002
2)加藤正之、ほか：多孔質繊維球状ブラシによる内視鏡洗浄法の検討、Gastroenterol Endosc, 46, No.Supplement1, 629, 2004

連絡先；〒471-8505

愛知県豊田市元城町 3-7 愛知厚生連 加茂病院
内視鏡室 ℡0565-31-1511 (内線 316)

27．経鼻内視鏡検査の苦痛状況の把握とノーズピースの効果について
東邦大学医療センター大森病院 内視鏡センター
内視鏡技師・看護師 ○児玉 瑞穂 宮崎 和子 新保 みや子
看護師
山田 菊代
栗沢 武志
医師
五十嵐 良典
竹内 基
伊藤 謙
【目的】
平成 18 年 4 月より経鼻内視鏡検査を開始し、
「ｽｺｰﾌﾟの出入りによる鼻口の摩擦や鼻の引きつれ感」を軽減する目的
でﾅｻﾞｰﾙｴｱｳｴｲを短くｶｯﾄしたもの(以下:ﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽと略)を使用している。しかしﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽの効果や苦痛の状況について明
確でなかった為、調査を実施し、検討したので報告する。
【対象】平成 18 年 8 月 14 日以降に経鼻内視鏡検査を受けた患者
ノーズピース使用者 67 名、ノーズピース未使用者 71 名
【方法】ﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽ使用者、未使用者に同様の前処置を行い経鼻内視鏡検査を実施。検査終了後にｱﾝｹｰﾄ調査を実施した。
（図１）経鼻と経口内視鏡ど ちら が辛い
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（図３）経鼻内視鏡検査を受けて 辛かっ た理由
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【結果・考察】
経口、経鼻内視鏡両方を経験した患者の調査より 70%の患者が経口内視鏡検査の方が辛いと答えた（図１参照）
。そ
の理由の大多数が｢咽頭反射が辛い｣と答えている。経鼻内視鏡検査を受けての痛みの度合いはﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽ使用者で「楽だ
った、まあまあ楽だった」と答えた患者は 65％、未使用者では 55％、ﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽ使用者で「辛かった、まあまあ辛かっ
た」と答えた患者は 23％、未使用者で 28％だった。これより経口、経鼻内視鏡ともに痛みの度合いは変わらなかった
（図２参照）
。次に経鼻内視鏡検査を受けて辛かった理由として、
「鼻の引っ張られる感じ、鼻口の痛み」等と鼻の苦痛
をあげた患者が多かった（図３参照）
。これよりﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽ使用者の方が苦痛を訴えた患者が少なかった。また、ﾉｰｽﾞﾋﾟ
ｰｽ使用者の感想は、
「鼻の引っ張られる感じ、鼻口の痛み」など鼻の苦痛を答えた患者がいたが、痛み引きつれ感もな
く検査が受けられた患者も 21 名、31％いた（図４参照）
。また、ﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽが鼻の苦痛軽減に「役だった」と答えた患者
が 88％、
「役立たなかった」と答えた患者が 9％だった（図５参照）
。またﾘﾋﾟｰﾀ患者の 4 名全員が「ﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽが痛み、
引きつれ感がなく楽に検査が受けられ、役だった」と答えている。これよりﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽは経鼻内視鏡検査において鼻の苦
痛軽減に効果があったと考える。また、検査施行医師よりﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽを使用した方がｽｺｰﾌﾟのすべりが良く操作しやすい
という意見があった。このことからもﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽは鼻の苦痛軽減に繋がっていると考えられる。しかし、研究の限界とし
て経鼻内視鏡検査が初めての患者が大半でﾘﾋﾟｰﾀ患者が 4 名しかおらずﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽの有効性を導き出すことが出来なかっ
た。ﾏｶﾌｪﾘｰは、
「痛みとは、現にそれを体験している人が表現する通りのものであり、それを表現したときにはいつで
も存在するものである。
」と言っている。患者の訴える痛みはその患者にしかわからない主観的なものであるため、今
後ﾘﾋﾟｰﾀ患者の同意を得て調査を実施できればよりﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽの効果が明確になると考える。また今回、鼻麻酔の刺激や
違和感が辛かったという意見が多数あった。経鼻内視鏡検査による苦痛の軽減に対しては、麻酔方法の検討も必要であ
ることが示唆された。
【終わりに】今後も患者の意見を聞き、患者が安全安楽に検査が行えるように努めて行きたい。
（引用文献）
1)Margo Macaffey：痛みをもつ患者の看護,医学書院.P10,1978
（参考文献）
1)経鼻内視鏡研究会：経鼻内視鏡検査の手引き,フジメディカル出版.2005

連絡先：〒143-8514 東京都大田区大森西 6-11-1 ℡ 03-3762-4151

28．上部消化管内視鏡検査体位における左上腕外側の体圧軽減を試みて
―腋下枕と体圧分散マットレスの現状との比較―
九州大学病院 光学医療診療部 内視鏡技師（看護師）１）看護師２）医師３）
○河村 文子１）森 祥子２）姫島万利子２）後藤 龍子１）
江田 桂子２）矢田親一朗３）清水 周次３）
Ⅰはじめに
当光学医療診療部では短時間の検査はオリンパス社製電動ストレッチャー（以下基本ベッド）で行い、長時間が予想
される場合は基本ベッドに体圧分散マットレスのソフトナースピンク（以下ソフトナース）を併用して行っている。し
かし、上部消化管内視鏡検査において短時間でも患者は左上腕外側の圧迫感を訴える事がある。
手術中の側臥位では下側上腕外側の除圧に腋下枕が使用されており上部消化管内視鏡検査時にも有効ではないかと
予測した。そこで今回、腋下枕、体圧分散マットレス使用時の左上腕外側の体圧を測定し、圧迫感が軽減され安楽に検
査を受けられる為の除圧ツールについて検討したので報告する。
Ⅱ研究方法
ＢＭＩの 18.5 未満を痩せ群、18.5 以上 25 未満を標準群、25 以上を肥満群とし男性及び女性を各 3 名ずつ計 18 名
の職員を被検者とした。まず基本ベッド上で上部消化管内視鏡検査体位（以下内視鏡体位）を取り左上腕外側の体圧を
測定する。次に基本ベッド上で内視鏡体位を取り左側胸部にテンピュールⓇマルチピロー（以下腋下枕A）を挿入した
場合、テンピュールⓇコンフォートピロー（以下腋下枕B）を挿入した場合についてそれぞれ左上腕外側の体圧を測定

する。次に基本ベッド上にソフトナースを敷いた場合、テンピュ―ルⓇマットレスを敷いた場合についてもそれぞれ左
上腕外側の体圧を測定する。以上の測定結果を性別、BMI別に分け対応のあるｔ検定を用い比較検討した。
*体圧測定器はＲＢ体圧計デジタルエースを用い同一者が測定した。
*枕は同一の物を使用した。
*倫理的配慮は匿名性と守秘性への配慮を行った。
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図２ 性別で検討
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図３ ＢＭＩ別で検討
Ⅲ結果
性別、BMI別に分類せず検討した場合は基本ベッドと比較すると二種類の腋下枕と二種類の体圧分散マットレス全て

に有意に体圧軽減効果があった。しかし、性別、BMI別と個人差を考慮して検討すると分類の全てに共通して基本ベッ
ドに対し有意に体圧軽減効果があったのはソフトナースとテンピュールⓇマットレスであった。また、二種類のマット
レスを比較すると二種の間に有意差が無かった。
Ⅳ考察
内視鏡体位における左上腕外側の除圧について性別・BMI 別に比較すると腋下枕は全てに有効性を認めることはで
きなかったが、体圧分散マットレスは全てに有効性を認めた。これは、今回の内視鏡体位が右膝蓋内側とベッドを接触
させた体位であり、腋下枕は側患者の体型によっては側胸部の受圧面積が狭まる事があるためと考えられる。一方、体
圧分散マットレスは患者の体型に容易に順応し、接触面積が広くなることで単位面積あたりの減圧が可能となり、患者
の体型に関わらず除圧効果があったのではないかと考える。
以上より内視鏡体位における左上腕外側の体圧軽減には、腋下枕の使用ではなく体圧分散マットレスの使用が効果的
であると考える。さらに、今回測定した 2 種類の体圧分散マットレスに有意差は無かったことより、導入に際してはそ
れぞれのマットレスの特徴・経済性・利便性を考慮し選択することが望ましいと考える。
Ⅴまとめ
1.上部消化管内視鏡体位における左上腕外側の体圧測定を行った。
2.基本ベッドと腋下枕、体圧分散マットレス使用時の体圧を比較検討した。
3.腋下枕は体圧軽減効果に個人差があり上部消化管内視鏡検査体位における左上腕外側の体圧軽減には体圧分散マッ
トレスが有効であると示唆された。
Ⅵ終わりに
今回の体圧測定結果はランディスの褥創発生危険値 32 ㎜ Hg を超えている。今後はさらに褥創予防の観点からも研
究・検討が必要である。また、頭を置く枕の高さも左上腕外側の体圧に影響を及ぼすと考えられる。今後の検討課題で
ある。
参考文献
1) 葛西敦子他：外転枕使用による側臥位の体圧と安楽に関する一考察、日本看護研究学会雑誌 Vol.14,1991
2)伊藤和子他：体圧から考えた側臥位手術時の腋下枕の考察、第 15 回手術室看護学会研究発表集録集
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29.内視鏡修理における機器管理の工夫と有用性
大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター
臨床工学技士(内視鏡技師) ○阿部 真也
臨床工学技士
柴森 直也
内視鏡技師
山口 朱美
センター長 医師
梅垣 英次
【はじめに】
内視鏡の洗浄消毒に関しての安全管理として洗浄履歴管理がひろまっており，内視鏡消毒の品質を保証する面でも有
用といえる．今後は，高度多様化している内視鏡治療や機器に対応すべく，機器の視点から観た安全管理も，併せて行
うことが必要である．
【目的】
内視鏡修理のリスク低下を目的に，当センターで行った修理対策の有用性を検討する．
【対象および方法】
上部用及び下部用通常内視鏡の合計 25 本を対象とし，2003 年 6 月〜2005 年 11 月末までの期間（以下 A 群）と，A
群において発生した内視鏡の修理原因を基に，修理対策を導入した，2005 年 12 月〜2007 年４月末までの期間（以下 B
群）での内視鏡修理発生率について比較検討した．

【修理統計結果】
A 群での内視鏡修理発生件数は55 件でその内訳であるが，
一番頻度が高かったのはアングルワイヤーの調整で29.1％
を占め，次に先端のピンホールが 14.5％，スイッチボタンの損傷 14.5％と続き，LR アングルノブの弛み 10.9％，管路
内漏水 9.1％，水切り不良 9.1％，レンズ破損 5.5％，その他 1.8％であった．
（図 1 参照）
【修理原因からの対策】
１.修理頻度が高かったのは，操作系のアングルワイヤーや LR アングルノブの弛みで，これらは経年劣化によるものや，
ワイヤーへの負荷が大きい ESD や大腸挿入時等における過伸展が考えられた。これは回避出来ない不可抗力的変化で
内視鏡操作に直結するため，積極的に調整が必要である．当院では日常点検で異常を確認後，アングル角度調整表を
用いて精密検査を行い，アングルの角度が 20％以上の劣化でメーカーに修理を依頼しているため頻度も高かった．
対策としてワイヤー寿命維持の為に，検査目的にあった内視鏡を偏り無く使用することとした．
２.次に修理頻度が高かったのは内視鏡先端部のピンホールやレンズ損傷であった．原因として，処置に偶発したもの
や経年劣化による損傷，内視鏡の取り扱い方の不備が背景として考えられた．対策として内視鏡の取り扱い方法をス
タッフ間で再確認した上で新たにマニュアルを作成し，特に検査後の内視鏡を医師からの手渡しで受け取る事で周辺
機器との接触を防ぐようにした．また，ピンホール予防と作業効率改善の為に，従来使用していたタオルから，柔ら
かく吸水性がある実験器具用の紙タオルに変更した．
３.スイッチボタンの損傷に関しては機種や使用者にあまり偏りなく，内視鏡の３番(トップ側)と４番(ハンドル付け根
手元側)のスイッチボタンに多かった為，原因の一つとして内視鏡を洗浄器へセットする際の接触による損傷が考え
られた．対策として洗浄器の給水・循環・消毒液の各ノズルにゴムカバーを取り付けた．
４.管路内漏水は故障リスクの低い一般検査後に認められることが多かった為，漏水誘因として耐久寿命の超えた処置
具や洗浄用ブラシの使用が考えられ，可能な限りディスポーザブル製品に変更した．
【結果】
A 群と B 群の故障発生率相対比較であるが，B 群の修理発生率は 0.07％と，A 群の 0.26%に対し大幅に減少した．特
に機器取り扱い方法の改善やディスポーザブル製品の導入が有用であった．
（p＜0.001）
【考察】
内視鏡は経年使用により機器の劣化は回避できないが，修理対策を講ずることは修理回数の減少につながり，またス
タッフ間での機器管理における意識改善にも有用である．内視鏡に携わる技師の役割として，安全で質の高い医療を提
供するために修理リスクの減少と内視鏡性能の維持を目指し，日々の内視鏡管理を行うことが重要であると考える．
【参考文献】
1)

長廻 紘,屋代庫人,田村君英：技師とナースのための消化管内視鏡ハンドブック；22-37 文光堂,2001

2)

日本消化器内視鏡学会卒後教育委員会：消化器内視鏡ガイドライン；18-26 医学書院 1999

3)

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡技師制度委員会：消化器内視鏡技師のためのハンドブック；75-81 医学図書出版 1994

4)

田中 雅夫，清水 周次：内視鏡検査・治療・ケアがよくわかる本；148-153 照林社 2004

5)

阿部 真也，梅垣 英次：近畿消化器内視鏡技師会誌 第 15 号；33-34 近畿内視鏡技師会 2007
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30．簡便な内視鏡レポート作成と履歴管理に向けて
聖路加国際病院 消化器センター 内視鏡室
内視鏡技師 ○秋山
仁，渡邉 純子，遠山 久美子，岡田 修一
医師
石井 直樹，藤田 善幸
内視鏡検査の需要は年々増加傾向にあります。グラフ（年別検査総数）は当院における検査数の推移を表したもので
す。このグラフからも分かるように年々検査数は増加しており、検査待ちの状態が続いています。検査待ちを解消させ
る為には、前処置の短縮・簡略化やレポート作成も含め、検査間の効率を良くすることも必要になると思います。また、
検査数の増加に伴い様々なデータの管理も必要になると考えます。
当院の内視鏡レポートは RAYPAX 社製のファイリングシステムを用いています。システムの内容は、コメントをキ
ーボードで入力し、画像が貼り付けられるようなものです。
また、ＭＳＴでのレポート作成もできますが、レポートが読みにくい等の理由から活用していません。その為、レポー
ト作成で最も時間と手間のかかるのが、所見のキーボード入力です。
目的
レポート作成と、様々な項目の履歴管理に着目しました。
まず、レポート作成を簡易化することにより、作成時間の短縮および医師の手間の軽減がはかれます。それにより検査
待ちの解消につながると考えました。また、様々なデータの管理について検討し、履歴管理が可能でかつ、読みやすい
レポートの作成へ向け、新たなシステムの構築を目指そうと考えました。
方法
㈱アドバンスト・メディアの提供で、既存のファイリングシステムに音声で入力できるソフトをインストールし、実
際にレポート作成、及びキーワードを用いたデータ抽出の検討を行いました。
結果
一般的な文章に関しては、音声で正しく文字変換された為、キーボード入力よりも短時間で行うことが出来ました。
その為、作成する医師の手間も軽減されました。しかし内視鏡特有の用語に関しては、なかなか正しく変換されません
でした。これは、医療全体を対象に作成されたソフトであり、細かい分野での専門性に欠けている為でした。
また、データ抽出に関しては、検査を行う医師により、表現方法に若干の違いがある為、正確なデータ抽出が行えま
せんでした。
考察
現在、過去の内視鏡所見を元に㈱アドバンスト・メディアと共同で専用ソフトの開発を試みています。このソフトが
開発されれば、特有の用語もほぼ正しく入力され、修正の手間も大幅に削減されます。これによりレポート作成の時間
短縮も期待されます。仮に、1 つのレポート作成が１分間短縮されるとすると、当院の年間施行件数が約 3 万件なので、
単純計算すると 3 万分の短縮となります。さらに今後の課題として、後利用のできるシステムの構築があげられます。
対象としては、処置項目からの患者検索、使用したスコープの型番・洗浄消毒の履歴や処置具の履歴などを考えていま
す。
具体的には、記載方法を統一した文章から病名・処置・処置具などの、キーワードから検索が可能なシステムを考え
ています。自由文の記載から検索が可能であれば、現段階では考えていないような項目についても、必要となった時に
検索するだけでデータ抽出が可能となります。このシステムが構築されれば、文章形式のレポートと MST の良い部分
を併せ持ち、管理機能の強化されたシステムと考えます。
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結論
内視鏡検査の需要が増加していく中で、検査待ちの状況を改善する為に、検査間の効率を良くすること、レポートの
情報を有効利用するために、後利用のできるシステムの構築、また情報公開を求められる時代であることを考慮すると、
スコープや処置具なども含め、さまざまな項目の履歴を紙ベースではなく IT 化してデータを管理すること、すなわち
自由文から、キーワードを用いて検索できるようなシステムの構築も重要になるのではないかと考えます。
連絡先：〒104-8560 東京都中央区明石町 9-1
Tel:03-5550-7044

31. 内視鏡室のインシデントを考察する
(財)淳風会 倉敷第一病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○武貞 菜穂子
背景・目的
医療の質向上に向け、危機感を持って安全対策に取り組むことは、我々の責務である。当施設では、インシデントの
院内報告制度は整備されている。しかし、個々の認識度に差があり、意識に上らないエラーの存在は報告されていない。
今回この現状に疑問を抱き、内視鏡部門での安全管理強化とスタッフの意識変化を目的に、水面下の事例収集まで行い
分類・分析した。その結果を報告する。
方法
H18 年 4 月より、基本から逸脱した些細なエラーを含む全ての事例収集を行う。状況・問題点・対策実施を含む記録
用紙を作成し、PC 入力していく。半年間の事例を分類し、分析する。
結果
86 の事例は、日頃いかにエラーが多発しているかを証明できた。内訳は準備時の誤入力 10%、患者の誤情報 8%、予
約システム誤処理 5 % 、ID 等の誤入力 15 %、機器取扱いの手順ミス 7 %、患者の誤認 2 %、記録物等の誤記入 22 %、
検査手順ミス 3 %、書類結果等の誤処理 12 %、検体誤処理 7 %、その他 9 %であった。全例の 8 割が、何らかの形で誰
かの気付きにより訂正し、未然防止できていた。
考察
今回の事例数が決して全てではない。依然無意識に発生しているエラー（＋α）は必ず存在すると考えられる。注目
すべきは、院内委員会へのレポート提出に至ったケースが全例の 1 割に過ぎないことである。その内容は、やはり表面
化したアクシデント又はそれに近い事例に限られる。理由として、時間的制約や、記入への抵抗、個々の認識の違いな
どが考えられる。今回、些細なエラーまで収集したことで、ハインリッヒの法則が十分成り立つことが示唆された。ま
た、当院は健診の精密検査が多く、必然的に書類処理が複雑となる。記録物等の誤記入や誤処理が多いことは当院の特
徴といえる。スタッフは複数の業務を手がけ、確実な分業が不可能な環境下で業務にあたるため、より、エラーが発生
しやすい。その中で、他職種を含む誰かの声賭けや再確認により訂正し、未然防止できている事実は、他部署との協力
体制、組織的取り組みがいかに重要であるかを物語っている。また、統計からの数値的表現はスタッフへの説得力が増
し、業務改善上、問題解決に迅速に対応しやすい。今回の試みを通じ、スタッフの再確認・疑義照会等が習慣化された
ことは、安全管理に対する意識変化の現われであると考える。またスタッフが安全管理に対する自覚に継続性を持つた
め、継続的分析・検証が必要である。

結語
エラーの分析はスタッフの意識改革につながり、多角的な業務改善が可能となる。また、潜在的リスクの存在を認識
することは重要である。医療の質の向上には安全管理に対する個々の自覚が必要不可欠である。
連絡先：〒710-0826 岡山県倉敷市老松町 5-3-10
TEL: 086-424-1000 Fax:086-421-4254

32.内視鏡室におけるヒヤリハットの現状と対策
聖フランシスコ病院 外来診療棟 内視鏡室
内視鏡技師・看護師
○大久保理恵子、堤イズミ
看護師
小林くにみ
はじめに
当院の平成 16 年度内視鏡検査は、胃カメラ 1446 件、大腸カメラ 500 件であった。平成 17 年度より消化器医師の交
代、増員に伴い、件数はさらに増加傾向にある。今までの処置、治療に加え、検査を安全、安楽に進めていくために、
患者の情報を把握することは大変重要である。しかし、短時間で多様な患者を、検査申込み用紙やカルテなどから情報
収集し、業務をこなさなければならないという現状である。これはヒヤリハットが多発しやすい条件にあることから、
今回、内視鏡検査に関わる外来看護師に、ヒヤリハットに関するアンケート調査を行い、リスクを明らかにし対策を立
案したのでここに報告する。
用語の定義
当院リスクマネジメント委員会より引用
・ヒヤリハット（＝インシデント）
：その行為によって患者家族に障害もしくは不利益を及ぼさないもの。
･ アクシデント：その行為によって患者、家族に障害もしくは不利益を及ぼすもの。インシデントに気づかなかったり
適切な処置が行われないと障害が発生し「事故」となる。
研究方法
1.期間：平成 17 年 3 月〜9 月
2.対象：外来看護師 10 名（検査チーム看護師 5 名、診療チーム看護師 5 名）
3.方法：記述式アンケート調査
ヒヤリハットに関する独自の質問事項を作成。その時の場面、原因、患者の反応を自由記述とした。期間は限定せず
今までに経験した事例とした。
4.分析方法：①年齢、経験年数の属性とした。
②状況別、原因別ヒヤリハットの結果を分析した。
倫理的配慮
スタッフに研究の主旨と個人情報の守秘を説明し、アンケートの協力を得た。
カテゴリー別ヒヤリハット件数(表 1)
カテゴリー
患者間違い

件数
5件

コード
患者の間違い

時間
検査前

予薬ミス

9件

前投薬間違い

検査前

情報不足
情報不確実

21 件

処置ミス

2件

投与量の間違い
抗凝固薬の服用誤認
既往歴の間違い
病棟からの申し送り不確実
処置具の使用ミス

検査前
検査前
検査前
検査前
検査中

検査中の看護

19 件

検査後の指導ミス

5件

検査中、患者の非協力
患者の体動
安静忘れ
咽頭麻酔後の説明忘れ

検査中
検査中
検査後
検査後

結果、考察
年齢、経験年数では偏りはなかった。時系列では検査前(受付から前注射まで)が３５件.内視鏡検査中（19 件、内視
鏡検査後 15 件だった。カテゴリー別ヒヤリハット件数では（表 1）
、患者間違い 5 件、予約ミス 9 件、情報不足情報 21
件、処置ミス 2 件、検査中の看護 19 件、検査後後の指導ミス 5 件だった。内視鏡検査の特性の特性とアンケート内容
との関連性からみるとセルシン指示量のミス、患者の協力が得られず体動著明、ポリペクトミー後の安静ミスを身体侵
襲大、短時間でのケア、処置と関連づけました。本人の確認が出来ない。二人の患者を同時進行で前処置していたらま
ちがえそうになった。名前を読んだら違う人が入ってきた。抗凝固剤を飲んでいたのに飲んでいないと患者が言い生検
をしてしまった。CF 時の便処置が不良で検査が難航した。病棟申し送りの際、担当ではないのでわからないといわれ
る。外回り担当看護師が他の検査で席をはずしたときに検査の進行状況がわからない。これらは患者を熟知しないまま
の対応と関連付けた。クリッピングの際のクリップ逸脱は業務実施上の技術と関連づけた。既往歴、内服薬の記載が不
十分､他院紹介のときの情報不足は情報が書類に頼ると関連付けた。その要因としては、①申込み用紙やカルテ内の内
服薬、既往歴などの記載が不十分だったり、申し送りが不確実なために患者把握ができなかった、②短時間でスピーデ
ィに検査を進めなければいけないため、あわてていた、ということが考えられる。当院では、午前中に外来、病棟、検
診室の上下部内視鏡検査を行っている。上記に加えて看護師は内視鏡担当、レントゲン担当とに分かれ、お互い多忙な
時は状況により各セクションに応援に行くという体制を取っている。以上から改善に向けての方法として、
「必要な情
報を事前に収集し、そこで起こりうるインシデントを予測しスタッフに伝達する」
「内視鏡業務を単純化する」
「患者と
はできるだけ１対１で関わる」ことが必要であると考えた。そのための具体的な方法として、前日に内視鏡検査オーダ
ー、エコー、透視室検査の内容、件数のチェックをして検査の組み立てを考えておく、当日の内視鏡リーダーを決め検
査の進行を医師や､スタッフ、検査技師と確認作業をする、フィルムを廃止し MO での画像管理のみとする、所見用紙を
変更する、以上を行なった。
秋好１）は「一見、単純なヒューマンエラーによる事故に見えても、システムあるいは組織自体に改善すべき要因が存在
する」と述べている。今後は、内視鏡スタッフや病棟スタッフとの申送り事項の取り決めをして、必要な情報伝達を確
実にしていきたい。また、看護師の技術的要因からアクシデントをおこさないためにも知識技術の向上をはかることは
必須であると考える。
まとめ
1.検査前にはヒヤリハットがおこりやすい。
2.繁雑な環境がリスクを増強させる。
3.リスクを予測した対応、対策が必要。
引用文献
1)秋好美代子：内視鏡室におけるリスクマネジメント、照林社、p130-135
参考文献
1)赤松泰治：内視鏡室のリスクマネジメント, 南江堂
2)田中雅夫：内視鏡検 治療・ケアがよくわかる本、照林社

連絡先：〒852-8125 長崎県長崎市小峰町 9-20
TEL：095-846-1888

33.安全性と実用性を重視した内視鏡取り扱いマニュアルの作成
東邦大学医療センター佐倉病院 消化器センター
内視鏡技師（看護師） ○猪俣美保子
京都大学附属病院 内視鏡部
内視鏡技師（臨床工学技士）新田孝幸
【背景】
内視鏡機器の取り扱い説明書は、網羅的で理解に時間がかかり、いざと言うときに使えないことが多いため各施設独
自のマニュアルを作成し活用している場合が多い。しかし独自に作成した場合、施設によってはガイドラインに満たな
いマニュアルを作成し、使用してしまう可能性がある。
【目的】

今回、メーカーが伝えたい内容と利用者が望む内容を取り入れ、ガイドラインを遵守した実用的なマニュアルを試作
検討し、ＦＴＳ株式会社から作成、配布されることになったので報告する。
【現状】
現状としてメーカーは安全性の観点から、すべての項目を記載する形でマニュアルを作成している。一方利用者は業
務の中で遭遇する必要最低限の手順・情報だけを記載したマニュアルが欲しいと考える。そこでメーカーと共同で、利
用者が正しく簡便に使用出来るようなマニュアル作成を試みた。
コンセプトとしては
・守らなければならないものを確実に表示する
・項目ごとに１ページ見開きで内容を完結させる
・一番必要な情報や、あると便利な情報をメインに記載する
・写真や絵を効果的に使い、文字を極力少なくする
・目立つきれいなデザインにする
などわかりやすくて使いやすいことを基本とし、この考え方を元に、以下の 7 項目を収録した。
1.システム構造
2.スコープ構造と種類
3.取り扱い方法
4.点検
5.スコープの洗浄・消毒
6.処置具とアクセサリーの洗浄・滅菌
7.トラブルシューティング
付録．修理依頼表
この中から内容例を 2 点挙げる。
①トラブルシューティング
メーカーのトラブルシューティングや取り扱い説明書は、注意書きや故障の原因等は詳細に書かれているが、実際の
対応に至るまでは何枚もページをめくる事が多く、検査に支障がでるほど時間がかかることもある。
今回作成したトラブルシューティングでは、トラブルがあった時と同じような不具合画像を載せ、その横に対応方法
を記載、素早い対応が出来るよう、見開き１枚でポイントを表示した。

②修理依頼表
スコープ故障時に、メーカーと利用者の認識が違わないようにするための修理依頼表を作成し、メーカーから配布して
もらう事にしてマニュアルの付録とした。
（図１）この依頼表は利用者の声が修理工場まで正確に届き、修理状況も利
用者まで返ってくる形で作成されており、そのままスコープの修理記録として保存する事も可能である。メーカーと利
用者が、この表を共有することで、間違った情報の防止が出来るようにした。以上のような内容をまとめ、きれいに製
本して印刷し、実際に活用するようにした。
【結果】
その結果、安全性を確保しつつ、容易に理解しやすいマニュアルとして活用しやすくなった。また、新人スタッフの
教科書としても使用でき、メーカーとの情報の共有もしやすくなった。
【考察】
メーカー側からこのコンセプトのマニュアルが配布されることは、各施設の独自性による弊害の防止や、作成したく
ても作成できない施設への正しい情報提供としての役割を充分満たすことが出来ると考える。
【課題】
今後、これで終わりというのではなく、持ち運び出来る Web マニュアルの作成をするとともに、ガイドライン変更時
にも素早く対応できるよう、メーカーとの意見交換を続けてゆけるようにする。
【結語】
メーカーと共同で作成したことで、より実用的なマニュアルとなり、安全性・信頼性の向上にも繋がり有用であった。
連絡先：〒285-8741 千葉県佐倉市下志津 564-1 ℡043-462-8811
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 ℡075-751-3415

34.交差感染の更なる防止を目指したマニュアルの再検討
〜検査の一連のプロセスを見直して〜
医療法人社団 谷村外科胃腸科医院 内視鏡センター
内視鏡技師
○伊東百合子、吉峯みゆき
看護師
川本 千晶、西岡 直美、松村江里子、西下 緑、野田 周子
野口加代子、木之前奈津子
技師助手
池田 美香、幸加 代子、山本 味穂
医師
谷村 雅一
【はじめに】
スコープの洗浄消毒工程において接触するスイッチ類については、ガイドラインにもその具体的な操作・保管方法が
触れられておらず各施設に委ねられている。通常汚染度は低く伝播の可能性も低い部分だが、実際には汚染と清潔が交
差しやすく、手順には注意を要する。当院でもリニューアル当初より、ガイドラインを遵守した洗浄消毒を行い、昨年
は 7600 件を越す検査数となった。限られた本数で頻繁に洗浄消毒を繰り返すため、特に検査後プロセスにおける清潔
確保を検証する必要性が生じた。
【目的】
そこで、当院における予備洗浄後から次の検査開始セッティングまでの、機器スイッチ類及び自動洗浄消毒装置（以
下洗浄器）において手指で接触する箇所の汚染度を検証し、検査後の一連のプロセスを見直し、マニュアルの再検討を
行ったので報告する。
【方法】
予備洗浄後から次の検査セッティングまで数パターンの方法で手指接触した後、及び朝１番接触前における、汚染度
が高いと思われる箇所の細菌培養と同定検査を行った。
使用した培地はペトリフルムACプレート培地、
血液寒天培地、
BTB 寒天培地の 3 種類。
検体採取場所は汚染と清潔が最も交差しやすいと思われる次の４箇所とした。検査後まず触る、Ａ：光源スイッチ。
握り込む、Ｂ：スコープケーブルコネクタ。手による開閉のため、C：洗浄器蓋の取手。朝１番が気になるため、D：
トロリースコープハンガー。
詳しい検体採取箇所とパターンは〈表１〉に示す。
（斜字は当院のこれまでの方法）

【結果】
４箇所 11 パターン、のべ 29 ポイントで採取した結果、殆どの箇所で細菌は検出しなかった。発現したのは〈表１〉
に示すように、ケーブルコネクタで①、⑤、⑦、洗浄器蓋取手で⑦の４ポイントであった（
〈表１〉の★印、数値はコ
ロニー数（cfu/10 ㎠）
）
。また、検出した細菌はＣＮＳ(１＋)であった。
以上の結果よりこれまでのマニュアルを検討した。これまでは、1.不潔手袋を脱ぎ、石鹸で手洗いする。2.スコープ
を洗浄器から取り出す。 3.光源にセットし、送気・送水・吸引を確認、レンズクリーナーでレンズを拭く。4.アルコ
ールガーゼで全体を拭き取る。 これを今回、手洗い素手で洗浄器蓋をあけ、新しい手袋を着用してスコープを取り出
す。光源にセット時はケーブルコネクタ等をアルコールガーゼで持ちながらするとマニュアルに変更した。
【考察】
(1)手袋は１枚より２重で使用した方が良いが、
１枚手袋使用後アルコールで拭取った場合と２重手袋使用の差は無いと
思われた。(2)石鹸手洗いには個人差があり、また擦式消毒剤も使用が不十分であれば汚染原因となる。(3)素手で接触
した後のアルコール拭取りは有効であるが、拭き取りにもバラツキがあるので、手袋を着用した方がより確実に清潔を
保つ事が出来る。(4)検出された細菌は常在菌であったが、これを伝播しない事が重要である。
【結語】
接触後アルコールガーゼで拭き取るという当院における検査後のプロセスは清潔が確保されているが、より確実にす
るために、洗浄消毒後のスコープ取扱いは手袋を着用し、光源セッティングもアルコールガーゼの使用を加えるという
マニュアル変更を行った。
ガイドラインの遵守はもちろんだが、変化する状況に則したマニュアル見直しを適時行うことが重要である。
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編,2004;3

連絡先：〒665-0011 兵庫県宝塚市南口 1-8-26
TEL 0797-72-3992
FAX 0797-73-1867

35.上部・下部内視鏡検査の同意書取得に関しての検討
（技師会アンケート調査の結果から）
広島鉄道病院内視鏡室
山内明日香、河野暢子、中川裕美
背景：
消化器内視鏡件数は年々増加しており、その必要性も増してきております。しかしながら、偶発症の発生も避けられ
ないようです。患者に、事前に十分な情報提供をすることの重要性が唱えられており、同意書取得の必要性が推奨され
ておりますが、現状の把握は不十分なようです。今回、上部・下部ルーチン検査の同意書取得に関して焦点をあてて、
その現状分析を行い、問題点について、若干の考察を加えてみました。
方法：
第 3 回広島県消化器内視鏡技師会において、参加者にアンケートを行いました。次に、当院では、上部・下部ルーチ
ン検査に関して同意書を取得しておりませんでしたので、今回のアンケートを参考にして、同意書を作成し、使用して
みました。検査終了後、患者と当院医師にも協力いただき、アンケートをとらせていただきました。
結果：
技師会のアンケート結果ですが、対象は、147 名で、61％の方が、内視鏡技師有資格者で、病院勤務の方が 86％で
した。これらの方の内、上部・下部ルーチン検査における同意書は、必要であると答えられた方がほとんどでした。し
かし、現在の取得状況は、上部・下部両方が 59％、下部のみ 18％と全体で 77％にしか、取得がされていませんでした。
同意書を取得している方への質問において、同意書の取得者は、医師が 80％、看護師が 19％であり、取得の時期は、
検査予約時が 68％でした。これらの結果に関しては、若干の検討の余地があると思われますが、当院では医師が検査
予約時に同意書を取得することとしました。同意書取得が有用であった事例として、急変時・出血時の際問題にならな
かったとする意見や、検査自体の理解を深められた、などの意見がありました。同意書取得の問題点については、時間
がかかるが 35％、患者を不安にさせるが 16％、業務が煩雑になるが 18％でした。
次に同意書を取得していない方への質問では、52％の方が同意書取得を検討中であるとしており、そのために必要な
ものとして、70％の方が医師の協力としていました。
以上の結果を得て、当院において同意書を作成し、上部・下部ルーチン検査予約時、医師より患者に説明をし、同意
書の取得をしていただきました。検査終了後に患者にアンケートを行いましたが、同意書の分かりやすさ等おおむね良
好な結果を得ることが出来ました。一方、当院医師に対してのアンケートでは、同意書取得の際の問題点として、
「時
間がかかる」という意見が多く、
「患者を不安にさせる」
、
「業務の煩雑化」等の意見もありました。
これらの問題点を改善できれば、同意書取得がスムーズに進むと考えられ以下のような試みをしてみました。まず「時
間がかかる」に対して、医師が説明しやすいようポイントとなる文章を分かりやすく表示し、説明の時間の短縮を図る
変更を加えました。次に「患者を不安にさせる」に対しては、事前に配布する資料（当院の検査数・偶発症の発生など
を含めたもの）を作成し、検査に関しての知識を増やすことで、不安の軽減を図ることが出来るものと考えました。
考察：
今回、アンケート調査から現状の把握・分析をし、当院において同意書取得を取り入れ、その検討を報告しました。
忙しい外来診療においては、時間的規制の中、また患者の理解度も様々であるため、いかに有効に患者に情報提供して
いくかは大きな課題であると思われます。日々医療が進歩し、情報化が進む中、患者様が検査の内容・危険性を十分理
解した上で、安全に安心して検査が受けられるよう、今後とも医師と協力しながらその方法を検討・改善していく必要
があると考えます。
参考文献
1)金子榮蔵, 原田英雄, 春日井達造, 他：消化器内視鏡関連の偶発症に関する第４回全国調査報告−1998〜2002 年までの５年間.
Gastroenterol Endosc 2004；46：54-61
2)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. Gastroenterol Endosc 2004；46：
2600-2609

連絡先：〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 3 丁目 1-36
広島鉄道病院内視鏡室 河野暢子
TEL 082-262-1172

36. 岡山県内視鏡看護勉強会の現状
岡山県内視鏡看護勉強会
看護師
○遠部絹子（岡山労災病院）
、梶原みゆき（岡山中央病院）
太田厚子（岡山赤十字病院）
、嶋津志織（倉敷第一病院）
桑田洋子（岡山済生会病院） 、前川紀子（南岡山医療センター）
藤原まゆみ（津山中央病院）
、三澤 薫（チクバ外科胃腸科）
医師
蓮岡英明（岡山中央病院）
はじめに
今、高度で安全・安心かつ効率的な医療が求められている。内視鏡においても検査のみならず、治療・処置までの領
域の拡大、件数の著明な増加、手技の高度化が進み、そこに携わる看護師にはより高い専門的な知識・技術が求められ
ている。ただ日々の効率性重視の業務の中で、お互いの情報交換の必要性を感じ、8 年前より開催している岡山県内視
鏡技師会（以後県技師会）を母体として、県内内視鏡施設への呼びかけを行い、
「岡山県内視鏡看護勉強会」を平成 18
年 5 月より開催しているので、その現状を報告する。
月 日
５月２０日
６月１７日
７月１５日
８月１９日
９月１６日
１０月２１日
１１月１８日
１２月１６日
１月２０日
２月２４日

テ ー マ
情報交換しましょう！
セデーション
記録・クリティカルパス
施設見学
パート１
前処置
（ＧＦ・ＣＦ）
ここだけの話！失敗談・ヒヤリハット
施設見学
パート２
機器講習会（オリンパス・ボストン）
教育
活動報告（第８回岡山県内視鏡技師
研究会於）

担当者
遠部
三澤
桑田
太田・池上
前川
嶋津
藤原
蓮岡顧問
梶原
遠部

場 所
労災病院
労災病院
岡山済生会病院
岡山赤十字病院
南岡山医療センター
倉敷第一病院
津山中央病院
岡山中央病院
岡山中央病院
山陽新聞社内
さん太ホール

経緯
平成 18 年 1 月 7 日県技師会役員会にて、発足の提案をし、2 月 25 日県技師会会員施設にアンケートを行い 35 施設
より参加申し込みがあった。4 月 2 日発足の打ち合わせを行い、勉強会の目的、組織、運営、年間計画をたてた。5 月
20 日第１回を開催、以後月に１度の頻度で担当施設持ち回りで開催している。H18 年度年間計画
目的
1.内視鏡看護の勉強会を行う。
2.内視鏡従事者の親睦を深め、広く情報交換をする。
3.専門知識・技術の習得の場とする。
4.岡山県全体での内視鏡技術のレベルアップを図り、標準化を目指す。
運営
1.開催日：毎月１回・第３土曜日
2.時間：１５時〜１７時
3.場所：各担当医療機関を持ちまわり
4.参加者：年間計画を作成、事前に案内を各施設に送付。参加希望者は、ＦＡＸ・メールにて返送
結果
テーマとして、情報交換、セデーション、記録・クリティカルパス、施設見学、前処置法、ここだけの話！失敗談・
ヒヤリハット、機器講習、内視鏡技師教育を取り上げ、グループディスカッション・講演会などの方法を用いて開催し、
どの会でも活発な意見・情報交換が行われ、参加施設 26 施設、1 度でも参加した人数は、92 人であった。
平成 19 年 1 月の勉強会でアンケートを実施し、開催日時に関しては、毎月１回・15 時〜17 時で 75％〜90％の人が「よ
い」との回答であった。意見としてすぐに現場に帰って活用できることや、今までの問題の解決が図れるなど好評な意
見を得た。ここで得た情報を参考にして、殆どの施設が内視鏡看護及び業務の改善に着手していた。また、各施設での
問題や失敗を共有することができたこと、県内で内視鏡に関わっている職員の横のつながりが、この一年で築かれたこ
とにより、この勉強会の基礎ができた。

勉強会の参加状況
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１年間を通してのアンケート結果 （勉強会の開催日程・時間）
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（平成１９年１月勉強会にて実施）

考察
発足１年目として施設間での情報交換は有効に行われたと感じている。今後はこの会を通じて、お互いの連携を図り、
知識を高め、また勉強会としてのクリニカルパスや前処置などを提供することで、岡山県の内視鏡看護の標準化・レベ
ルアップを図り、検査・治療を受ける方の安全・安心につながるようにすすめていこうと考えている。
連絡先：〒702-8055 岡山市築港緑町 1-10-25

ＴＥＬ・ＦＡＸ：086-262-0214

37.内視鏡センターにおける卒前看護学生の教育
−質問リストを使用した指導の試み−

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、藤原 誠、吉永知奈美、佐藤静江
センター長：花田敬士

【はじめに】
近年、内視鏡看護の項目が看護師国家試験に出題され始め、卒前の学生実習に教育カリキュラムが組み込まれるよう

になった。当院でも、平成 17 年から内視鏡看護実習が開始され、質問リストを使用し指導を行っている。今回その成
績と課題を検討した。
【対象・方法】
対象は、当院付属看護学生 2 年生 34 名（以下学生）
。実習期間は平成 17 年 1 月〜4 月で、1 名につき午前 3 時間であ
った。方法は、実習当日に質問リスト（上部内視鏡検査 23 問、下部内視鏡検査 18 問、洗浄・消毒 3 問）を手渡し、指
導者へ質問しつつリストを埋める方式とした。このうち、上部内視鏡検査、洗浄・消毒について、リストの内容を使用
薬剤 10 問、検査前中後の観察・看護 9 問、処置 4 問、洗浄・消毒 3 問に分類し、正解率を集計した。
【結果】
使用薬剤に関しては、薬剤名、使用目的は、7 割以上であったが、薬剤の副作用は 5 割前後であった。観察・看護に
関しては、検査時間、入室時の注意が 7 割未満であった。処置に関しては、生検が 7 割未満、色素検査が 5 割未満であ
った。洗浄・消毒に関しては、6 割未満であった。
【考察】
内視鏡看護において、最低限理解が必要な項目についてリストを作成したが、使用薬剤に関しては、副作用の理解が
不十分であった。これは、担当した患者の服用薬剤に関する関心は高いが、一時的に使用される検査時の薬剤に関する
関心は高くないためと思われる。観察・看護に関しては、正解率が良好であり、理解度の高さがうかがえた。学生への
講義は、実際の手技より観察や看護に重点を置いたものが多いためと思われる。一方、処置に関しては、生検と色素検
査を質問項目としたが、実習中に実際の生検や色素検査の見学ができず、指導者が口頭で説明を行った学生もおり、理
解が不十分となった可能性が考えられた。事前に見学許可を頂いた患者全例に、色素検査や生検を行うとは限らず、見
学実習の限界と思われる。洗浄・消毒に関しては、看護に直結する項目ではなく、学内講義でもほとんど触れられない
ことから、理解、関心が低いと考えられる。今回、学生の見学を受け入れるにあたり、リストを作成し、活用すること
で、知識レベルや関心度について客観的に確認することが可能であった。また、指導者が学生に対して、最低限習得す
べき項目を伝えることができ、指導レベルの均一化が可能となった。しかし、実習時間が午前中 3 時間と短く、上部内
視鏡検査のみの見学に終わる学生が大多数で、下部内視鏡検査、内視鏡処置治療などの見学は困難であった。現状では、
実習時間枠の拡大は困難であり、前述の項目は病棟での実習見学を充実させることで、知識を深められるよう看護学校
側とさらに連携する必要がある。今後、正解率の低い項目について、理解度の向上に向けて卒前教育体制の修正を行い、
学生の意見も取り入れながら、内視鏡看護への理解を深める努力が必要と考えられる。
【結語】
内視鏡看護に関する看護学生の実習指導を経験した。質問リストの作成、活用により、学生の知識レベル、内視鏡検
査に対する関心度の把握が可能であった。同時に、学生への実習到達レベルの周知、スタッフの指導レベルの統一が可
能となった。また、正解率の検討により、学生の理解度の傾向が把握でき、卒前教育体制の修正の一助となった。
【おわりに】
本研究において質問リストを作成するにあたり資料提供をいただきました友仁山崎病院、橋本逸子様に深く感謝致し
ます。

【連絡先】〒722-8508 広島県尾道市古浜町 7-19 TEL:0848-22-8111 FAX0848-24-8811

38．新人内視鏡技師教育への動画活用
岡山中央病院内視鏡部門
○宮家理奈，内田江利子，池田由紀，梶原里美，梶原みゆき，蓮岡英明
岡山大学医療教育統合開発センター
越智浩二
〔はじめに〕
内視鏡件数の増加、処置内容の高度化、部署内での配置転換に伴う人員移動、求められる感染防止や医療安全の面か
ら、現在内視鏡分野のみならず医療従事者の新人教育において技術の標準化が求められている。当院では以前よりラダ
ー教育を導入していたが、個別に指導する余裕もなく、現場医師からの処置の不統一による危険性を指摘されていたた
め、内視鏡における種々の処置の標準術式を決め、その一部始終を動画として記録し、院内イントラネット上でいつで
も再確認できるシステムを導入したので、この場で紹介する。
〔方法〕
動画内容として、新人教育用と緊急時対応用を準備した。新人教育においては、上部・下部・ERCP・BFS の導入準
備から、手技の流れ、鉗子の種類とその使い方、感染防止マニュアルに沿った注意点、洗浄動作などをデジタルビデオ
に撮影・編集し、院内電子カルテ上の共有フォルダ内に保存、順次改定等を加えている。動画はエクセルをベースにし
て、それぞれハイパーリンクにて容易に動画に到達するように工夫した。
〔結果〕
イントラネットの利点としては、電子カルテ上で共有されているため院内のあらゆる端末からアクセスすることがで
き、少し時間ができたときに新人と会話しながら見ることや、術式であやふやな点を処置の前に再確認することができ、
術式としての標準化が図れている。問題点としては一つのものを作るのにそれなりの労力が必要なことと、新たな術式
が出てきたときの改定作成の時差、医師においての術式の違いが出る面である。
〔考察〕
医療技術に関しては、その安全性確保の面から標準化が求められているが、この動画を活用した教育は、作成の手間
はかかるものの良い方法であると考える。今後は、動画内容の充実を図ることと、その効果の評価を数値化することで
ある。
連絡先：〒700-0017 岡山市伊島北町 6-3

TEL：086-252-3221

39．新人内視鏡技師教育の 360 度評価法
岡山中央病院内視鏡部
○梶原みゆき，宮家理奈，内田江利子，池田由紀，梶原里美，蓮岡英明
岡山大学医療教育統合開発センター
越智浩二
〔はじめに〕
内視鏡技師として常に新しい技術の習得が求められるが、その新人教育においては、各々の技術レベルの標準化を図
ることが大切である。当院においては、ラダー教育を用いて新入技師の教育にあたっているが、特にその評価に 360 度
評価法を用いており、以前に比べ満足いく経過を取っているのでここに報告する。
〔方法〕
まず各術式・処置ごとに身に付けるべき技術に関してのラダー表を作成し、それぞれの項目について、
「できない」
、
「ついてもらってできる」
、
「一人でできる」の 3 段階評価を自ら定期的に行い、その後指導者が同じく 3 段階評価を行
い、内視鏡技師も同じく評価を行い、また医師からも評価をもらう、その上で「一人でできる」評価に関しては終了項
目としてイントラネット上に掲示し、従事・指導する立場となり、未終了項目に関してはどの部分が不十分であるかの
指導を受け、重点的に担当するようにしている。
〔結果〕
今までは、自分ではできると思っていても実際には手技的に問題があり、安全性で問題があったことも 360 度評価に
よって、多方面から評価され、処置･治療が、より安全となった。

問題点としては、稀に行われる処置に関しての認定の遅れと病院としての手技の標準化であるが、処置に関しては、
前もって次に習うべき担当者をつけるようにしてカバーし、標準化に関しては、動画の活用により医師間での標準化を
進めている。
〔考察〕
日々進歩する内視鏡技術において、きちんとした評価を行うことは、技術の安定とその処置の安全に直接つながり、
また 360 度評価では、評価者自身の手技の確認にもなり、非常に有用である。
今後の展開として、顧客からの評価の導入、2 年目・3 年目ラダーの作成と評価法の確立と内視鏡手技の標準化を考
えている。
連絡先：〒700-0017 岡山市伊島北町 6-3

TEL：086-252-3221

