第 57 回内視鏡技師研究会
講演要旨
要望１．夜間・休日の緊急内視鏡検査・治療に対応するために
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はじめに
当院，旭川赤十字病院は北海道の道北地区における救命救急の拠点病院に指定され， 24 時間体制で救急疾患に対応し
ている。夜間・休日の緊急内視鏡検査は消化器科医師と救命救急センターの看護師が対応しており、内視鏡技師は直接関
わっていない。そのため，内視鏡室では緊急内視鏡検査に備え一般的な救急カートと内視鏡用救急カートを各々準備して
いる。内視鏡用救急カートは、消化器科医師と救命救急センターの看護師の希望を取り入れ整備してきた。
研究目的
今回私達は，夜間・休日の緊急内視鏡検査・治療に対応するために前年度の夜間・休日の緊急内視鏡検査数と処置内容
を調査した結果から，内視鏡用救急カートの改善すべき点と内視鏡室から関連部署へどのように情報提供するか検討した
ので報告する。
研究方法
研究期間：2005 年 4 月〜2006 年 3 月
研究方法：夜間・休日の救命救急センター受診者総数と緊急内視鏡検査数及び処置内容の調査。
結果
①夜間・休日の救命救急センター受診者数
2005 年 4 月から 2006 年 3 月までの夜間・休日の救命救急センター受診者総数 9468 名，消化器内科受診者数は 721 名，
そのうち緊急内視鏡検査は 65 名と全体の１％未満であった。
②緊急内視鏡検査のうちわけ
緊急内視鏡検査を行った 65 名のうち上部消化管内視鏡検査は 28 名，上部消化管内視鏡止血術は 30 名，下部消化管内
視鏡検査は 6 名，下部消化管内視鏡止血術は 1 名であり消化管出血止血術と内視鏡検査はほぼ同等の割合であった。
考察
内視鏡室では，夜間・休日用に一般的な救急カートと内視鏡用救急カートを準備している。内視鏡用救急カートは，物
品を引き出しには収納せず，緊急時に使用する物品を全て一目でわかる様にカートの上に準備している。処置具は上部・
下部用別に色分けした収納ケースを使用し，収納している物品名はケース前面に表記している。又，止血術で使用する薬
品は，１回分毎に分けすぐ使用できるようにし，薬品の使用方法はカードケースに準備方法を表記し内視鏡用救急カート
に常備している。今回の調査で，救命救急センターでの夜間・休日の緊急内視鏡検査の割合は全体の 1%未満であり，救命
救急センター看護師が緊急内視鏡検査の準備や介助の機会は少なく習熟するのは難しい。そのため，薬剤準備方法が一目
でわかる工夫が必要と考えた。
①改善前は文章だけの説明であったが，改善後は薬品，物品の写真を追加した。
②院内の消化器勉強会
当院では消化器科医師が中心となり関連部署の看護師に月に１回程度勉強会を開催し，内視鏡室のスタッフも「内視鏡
を受ける患者の看護」を中心とした教育を担当している。今回の調査で，夜間・休日における緊急内視鏡検査の割合も少
なく，消化管出血止血術と内視鏡検査は，ほぼ同等の割合であった。今後の情報提供として，内視鏡検査の介助，内視鏡
室の設備，内視鏡機器の取り扱い，内視鏡用救急カートの使用方法等，内視鏡手技に関する基本的な内容が必要であると
考える。
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結語
1)緊急内視鏡検査の割合は夜間・休日の救命救急センター受診者数の１%未満であり救命救急センター看護師が準備や介
助を習熟するのは困難である。
2)内視鏡用救急カートを見直し薬剤の使用方法が一目でわかる工夫が必要である。
3)消化器勉強会を活用し内視鏡検査に関する基本的な情報提供が必要である。
おわりに
内視鏡検査・治療手技に精通したスタッフが不在となる夜間・休日の緊急内視鏡検査に対応するために，処置具や薬剤
の使用方法が一目でわかる工夫が必要であり，また関連部署へ適切に情報を提供する必要がある。
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要望２.内視鏡看護における緊急 ERCP 前の MRCP 画像の有用性について
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【目的】
MRI の発達により ERCP を診断目的のみで行う機会は少ない。治療的に ERCP を行う際にも、術前 MRCP の情報は、医師・
内視鏡技師・看護師が検査・治療のプランを立て、シミュレーションを行ううえで有用と思われる。今回、治療的に緊急
ERCP が必要な際に、MRCP が特に内視鏡看護に有用であった症例を経験したので報告する。
【方法】
緊急 ERCP の事前情報として MRCP を施行した患者のうち、ERCP 施行前 24 時間以内に MRCP を施行した腫瘍性病変１例を
報告する。症例から治療の状況を振り返り MRCP の情報が緊急治療時の内視鏡看護にいかに関与したか検討した。
【症例】
発熱と高度黄疸のため夜間救急外来受診した 86 歳女性に対し、急性化膿性胆管炎を伴う閉塞性黄疸の診断で翌日
(12:30)MRCP を実施、その後(施行医師外来終了後)緊急治療 ERCP（17:30）
・(EST・ERBD)を施行した。
【結果】
<MRCP 所見>
肝内胆管の著明な拡張と、約 3cm にわたる下部胆管の締付け狭窄型の完全閉塞を認め下部胆管癌と診断した。(Fig.1)
<緊急治療 ERCP 前、プラン・シミュレーション>
プランとして、MRCP の所見から腫瘍性病変と診断した為、プラスチックステント挿入し減黄処置の計画を立てることが
できた。次に画像を見ながらシミュレーションを実施し、狭窄部通過を可能とする為の物品 GW(ガイドワイヤー)0.035”
の他に固めの GW0.025”をあらかじめ準備し、医師の介助においては操作時の穿孔・穿通・出血などの偶発症の危険性を
推測できた。患者観察においては腫瘍性病変の狭窄部を通過する手技時、特に腹痛、嘔気、迷走神経反射、バイタルサイ
ンなどに注意を払うこととした。
<緊急治療 ERCP 時>
入室時、苦痛を伴う検査に対して協力を得るために MRCP をもとに患者へ病状と、検査治療の目的･状況を説明。その後、
緊急治療開始し、千葉大式パピロトミーナイフを挿入した。ERC からも約 3cm にわたる狭窄を認めた。そして EST 施行後、
造影チューブのボールチップに変更しカニュレーションを行った(Fig.2)。狭窄部へのアプローチにはサイズ 0.035”の
GW から開始したが、挿入困難のため 0.025”に迅速にサイズ変更が可能であった。GW0.025”は固い性質の為、穿孔・穿
通・出血に注意し患者の全身状態を観察した。
GWが狭窄部を通過後、
7Fr×10cmプラスチックステントを留置した(Fig.3)。
治療後、MRCP の三次元画像と ERCP の所見を元に、患者へ今後の注意点を説明、病棟スタッフへ状況を正確に申し送りで
きた。

【考察】
緊急 ERCP 前 MRCP の情報から病状を診断し、プラン・シミュレーションを行う事は、治療目的・状況を術前に周知でき
る。すなわち適正な物品準備・状況の迅速・適確な判断、個々の患者の精神的不安を抽出でき、より個別性のある安全安
楽な内視鏡看護の提供につながると考えられる。治療後は、個々の治療の内容を患者や病棟スタッフへ説明する事で、継
続性のある内視鏡看護が緊急治療時においても出来ると考えた。そして、あらゆる情報を把握する事は、専門性のさらな
る向上につながり、偶発症の回避、もしくは偶発症発生時、最小限のレベルに抑え、セーフティマネジメントが発揮でき
ると考えられた。
【結語】
治療前 MRCP は、緊急 ERCP に関わる内視鏡技師・看護師からも安全安楽・専門的な内視鏡看護を提供する上で有用な情
報である。
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要望３．巨大透明キャップを使用した異物除去術の症例報告
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目的
異物の誤飲は、いつ・どのような時に起こりうるか分からず、異物の種類によっては消化管出血や穿孔等の危険がある
ため、出来るだけ早く、適切に対応し除去する必要がある。
当院でも異物除去術は年間約 20 例行われ、主にフレキシブルオーバーチューブ（住友ベークライト社：以下オーバー
チューブ）を用いて行っているが、オーバーチューブでは対応できず、ディスポーザブル先端アタッチメント広口斜め爪
付型ソフトタイプ（オリンパス社Ｄ-206-02：以下巨大透明キャップ）を使用し、有効な結果が得られたので報告する。

結果
症例１：業務用大型カッターナイフの刃(３×1.5 ㎝)を誤飲。腹部単純レントゲン上、胃体下部大彎にカッターナイフの刃
を認め、内視鏡的除去術を行った。始めにオーバーチューブを用いて、チューブ内に収容を試みるが困難で、巨大透明キ
ャップ使用による摘出を試みた。Ｖ字門馬鉗子にてカッターの刃を把持し、透明キャップを押し広げるようにキャップ内
に収容して摘出した。食道入口部、咽頭を傷つけることはなかった。
症例２：部分義歯（2×1.6 ㎝）を誤飲。胸部単純レントゲン上、食道入口部〜頚部食道に部分義歯を認め、内視鏡的除去
術を行った。場所が食道入口部のため、オーバーチューブの挿入は困難で、始めから巨大透明キャップ装着の上スコープ
を挿入。部分義歯の針金部分が、食道粘膜に接触している状態であったため、バスケット鉗子を使用し義歯全体を把持し、
針金部分をキャップ内に収容して摘出した。義歯粘膜接触部がびらんとなっていたが、他は傷つけることはなかった。
考察・結語
今回のように、1.5 ㎝以上の横径を持った鋭利な異物を除去する場合は、巨大透明キャップの使用は有効であった。キ
ャップ自体も軟性で、咽頭通過時も挿入困難はなく、キャップの変形により大きな異物の収容が可能であった。
これまでに、異物鉗子、ワニ口鉗子、三又鉗子、バスケット鉗子、回収ネット、オーバーチューブなどによる異物除去
方法が報告されている。また異物の（食道入口部、胸部食道、腹部食道、胃内など）によって、それぞれに適切な方法が
ある。このように異物除去術に際し、異物の種類や位置によって、色々な物品の中から、どの処置具がより安全で有効に
活用でき可及的速やかに摘出できるかを、今後も検討していきたい。
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【一般演題】
１．消化器内科病棟看護師に対する内視鏡看護教育
― 計画的チームＯJＴによる構築 ―
名古屋大学医学部附属病院
消化器内科病棟看護師 ○太田 真美
内視鏡技師・看護師

木村 裕美子

光学医療診療部・消化器内科医師

廣岡 芳樹、丹羽 康正、後藤 秀実

はじめに
平成 18 年度の中央診療棟新築移転による内視鏡室拡大を機に、消化器内科病棟看護師が連日内視鏡室に赴き業務を担
うこととなった。消化器看護の専門性向上を目的として開始したが、その成功には看護師に対する教育の内容と方法が重
要となる。住吉氏によると１）
「計画的チーム OJT はチーム形式で行うプログラムで、チーム機能、能力、行動結果の向
上につながる」とされており、内視鏡看護の指導に効果的であると考えた。今回“計画的チーム OJT”の概念に沿った構
築を試みたので報告する。
方法
チームOJTの 8 過程２）に沿って、病棟看護師の内視鏡看護教育を展開した。
結果・考察
1.ニーズ確認：内視鏡室の一員として機能する必要性があるが、一人当たりの派遣回数が月に１〜3 回と少ない中「何を
どこまでしてよいか分からない」等の疑問の声が聞かれた。病棟看護を実践しながら内視鏡看護を習得できる指導が必
要であった。
2.仕事分析：内視鏡看護に関する文献や光学医療診療部マニュアルを参考に、前処置介助、検査・治療時の直接介助、観
察、精神援助、体位保持、患者指導等、病棟看護師の実施できることを打ち出した。

3.計画作成：指導担当者を、病棟は看護師長、教育担当副看護師長、内視鏡技師資格を持つ看護師、内視鏡室は専任副看
護師長、内視鏡技師資格を持つ臨床検査技師とし、医師にも協力を依頼した。指導内容は、病棟で内視鏡看護の概要と
各論、資料による内視鏡室オリエンテーション、内視鏡室で現地オリエンテーションと業務を実施しながらの直接指導
とした。
4.指導書作成：光学医療診療部との連携の必要性、内視鏡看護の専門性、検査・治療、スコープの種類、内視鏡看護の具
体的方法、内視鏡室の看護業務で構成した。
5.指導実践：学習会として、資料と DVD による講義、内視鏡室でのデモンストレーション、医師による講義を行った。
日々の指導として、オリエンテーションと内視鏡室での直接指導を実施した。その際、上部消化管内視鏡から進めるこ
ととした。
6.評価修正：確認用チェックリストの作成を実施した。
7.継続と評価方法：学習者個々の達成度の評価として、チェックリストに加え目標面接に取り入れることとした。教育プ
ログラムの評価として、病棟内だけではなく内視鏡室スタッフとの話し合いを持った。
8.実践範囲拡大：指導を継続し実践範囲を拡大するために、データー収集、病棟の BalancedScorecard への導入、光学医療
診療部運営会議での検討に繋げる必要がある。
以上のように、チーム OJT の 8 過程に沿って指導を展開できたとともに、今後の課題として、OJT 指導書の行動目標文
への具体化と評価用チェックリストの作成、内視鏡看護の教育指導体制の確立、臨床実践能力評価システムへのリンク、
内視鏡技師資格取得への働きかけと起用の検討を見出すことができた。
まとめ
チーム OJT の８過程に沿って病棟看護師に対する指導を実践し、時間と人員と場所を効果的に活用しながら内視鏡看護
教育を進めることができた。また、病棟看護師に内視鏡室の医療チームの一員であるという帰属意識が生まれ、チームワ
ークの強化につながった。さらには、継続発展させるための課題を明らかにすることができた。
引用・参考文献
1)住吉蝶子；OJT プログラムとは,平成 17 年度名古屋大学医学部附属病院看護部看護師長研修資料
2)住吉蝶子；OJT の８過程,平成17 年度名古屋大学医学部附属病院看護部看護師長研修資
料
3)堀内春美；看護総論：内視鏡看護の基礎,第 4 回消化器内視鏡看護セミナーテキスト

連絡先：〒466‐8560 名古屋市昭和区鶴舞町 65
TEL・FAX：052-744-2725

２．上部消化管内視鏡（経鼻・経口両用）検査クリニカルパスについて
松下健康管理センター 予防医療部 消化器検診科
内視鏡技師 ○廣谷 阿津子、松本 三重子、安本 文
看護師
前田 和美、高山 智永
医師
辰巳 嘉英
【はじめに】
当科では、2006 年 4 月から人間ドック受診者の上部消化管内視鏡検査に、検査当日に経口挿入（以下経口検査）
・経鼻
挿入（以下経鼻検査）の選択が可能な形で経鼻内視鏡検査を導入した。この検査体制の変更に伴い、上部消化管内視鏡検
査にクリニカルパス（以下パス）を導入した。受診者には必要な情報が一目でわかり、また、医療職には不慣れでも的確
に準備ができ、多数の検査でも短時間に正確な記録と情報共有を可能とすることを目標として、①受診者用経鼻パス（以
下経鼻パス）②経鼻検査後説明用紙（以下説明用紙）③一枚で経鼻・経口両検査に対応可能な経鼻・経口両用パス（以下
両用パス）を作成した。これらのパスに関して運用面での有用性の検討、問題点の抽出を行ったので報告する。

【研究方法】
〔対象〕人間ドック受診者28名（男性21名、女性7名、平均年齢61.5歳、経口検査経験者75％、経鼻検査経験者0％）
、当
科看護職8名、医師5名
〔調査期間〕2006 年 8 月 21 日〜9 月 20 日
〔方法〕検査は、経鼻内視鏡検査用のインフォームドコンセント用紙を事前に配布して経鼻内視鏡検査の利点・欠点を知
らせた上で、検査当日、受診者に経口・経鼻検査のいずれかを選択させた。経鼻検査を選択した受診者と当科医師・看護
職に対して①②③の 3 種の書類についてアンケート調査を行った。調査内容は、経鼻パス・説明用紙については、受診者
の理解度・看護職の説明容易度に関して、両用パスについては、医師・看護職両者の総合評価・一枚両用の評価・利便性・
カルテチェックに要する時間・受診者情報の把握に関してである。
【結果】
経鼻パス・説明用紙については、受診者の理解度は良く、看護職の説明も容易という評価であった。一方、両用パス
についても、総合評価は看護職・医師とも良く、ほぼ全員が導入に賛成であった。一枚両用の評価も、｢一目では内容把
握が困難｣との意見が一名あったが、他は良いとの意見であった。カルテチェックに要する時間は、医師・看護職ともに、
短縮された・長くなったと意見が分かれ、一定の傾向は見られなかった。利便性・受診者情報の把握は、看護職は全員
良いという評価であったが、医師においては、利便性について｢どちらでもない｣が半数以上を占め、受診者情報の把握
についても、自覚症状・検査目的などの追加を求める意見があり、必ずしも良いとの評価ではなかった。
【考察】
経鼻パスと説明用紙については、受診者に経口検査経験者の割合が多かったことが、検査の流れを容易に理解でき説明
も容易であった要因の一つと思われる。しかし、経鼻パスについては、文字の見やすさなど高齢受診者への配慮が必要と
いう意見があった。また、経鼻内視鏡検査でも内視鏡生検は可能かなどの質問があり、事前のインフォームドコンセント
用紙の内容を含めて、用紙の内容を再検討する必要もある。両用パスの導入により、使用薬剤の記録もれが減少し、カル
テチェック時の看護職の記入も簡便化され、効率よく正確な記録ができた。両用パスは、経口から経鼻に検査が変更時す
ぐ対処できることが利点であるが、記入スペースが狭いことは欠点である。受診者情報の把握についての医師・看護職の
評価の相違は、医師がリスクマネージメント以外に内視鏡診断に必要な情報の記載を要したためと考えられ、医療職間で
正確に情報を共有できるものにするためには、両用パスにさらに改善の余地があると思われた。
【まとめ】
経鼻・経口両用クリニカルパスの導入は、経鼻・経口混合検査において正確な記録との円滑な運用に役立った。今後も、
抽出された問題点を参考にして改善に取り組みたい。リニカルパスの導入は、正確な記録と混合検査の
検索用語

transnasal endoscopy, clinical pathway

【参考文献】
1)京都第一赤十字病院ホームページ:当院のクリニカルパス,消化器科,全大腸内視鏡検
http://www.kyoto1-jrc.org/brown/pdf/b08.pdf

連絡先：〒570-8540 大阪府守口市外島町 5-55
松下健康管理センター 予防医療部
電話 06-6992-5131（内線）2202

３．当院内視鏡室における CPR マニュアルを作成して
茨城県立中央病院 内視鏡センター
内視鏡技師（看護師） ○仲野 智美、助川美奈子、宮内 紀子
看護師
今野久美子、酒井由美子、渡辺 敏江
医師
関義
元、荒木 眞裕、天貝 賢二、五頭 三秀

【はじめに】
私達、医療従事者は、心肺危機を伴う重症患者と遭遇することがしばしばある。当院においても、セデーション下での
内視鏡検査及び治療時に呼吸停止に陥る患者、消化管出血の治療中に心肺停止に陥る患者など、年間２〜３例ではあるが
遭遇する。内視鏡室は、常に何名かの医師が駐在しているため、人を集めやすいという環境にあるが、緊急時には、あち
こちから指示が飛び、対応する者も混乱する。その中で、適切かつ迅速に処置が行われるためには、処置がマニュアル化
され、スタッフ全員がトレーニングされた状態でなくてはならない。その為、CPR マニュアルを作成し、内視鏡検査時の
急変のシナリオを想定した。そして、実際にシミュレーターを用いてスタッフ全員でトレーニングを行った。その内容と
効果について報告する。

内視鏡室における CPR マニュアル
反応の確認 「大丈夫ですか？」

反応なし→ファイバー抜去
人を集める 救急カート準備
コール救急

ＡＥＤを持ってきてもらう。

１次 ABCD サーベイ

正常な呼吸あり

Airway：気道の確保

正常な呼吸→回復体位
呼吸が不十分→人工呼吸のみ行う
（５秒に１回）
循環のサインの確認
心電図、Spo2、,血圧計モニターの
装着

Breathing：呼吸の確認（見て・聞いて・感じて）

２回の人工呼吸（ポケットマスクまたは
バックバルブマスク）

Circulation：循環のサインの確認（呼吸・咳・体動）
（頚動脈の触知）

循環あり
人工呼吸のみ行う（５秒に１回）
心電図、Spo2、血圧計モニターの
装着

胸骨圧迫心臓マッサージの開始（100 回/分）
30：２（心臓マッサージ：人工呼吸）

Defibrillation： AED の到着

(心電図モニターの装着)

AEDの電源を入れる→パットを貼る→AEDの指示に従う

２次 ABCD サーベイ
Airway：気管内挿管

CPR は継続

※心臓マッサージの中断は最小限にする。

Breathing：換気と酸素化

挿管チューブの確認と固定
※

挿管確認後、心臓マッサージと換気は非同期で行う
（心マ 100 回/分 換気 5 秒に１回）

Circulation：薬剤投与（エピネフリン使用）

Differential diagnosis：鑑別診断

ライン確保

採血、レントゲン、輸血オーダー

茨城県立中央病院内視鏡センター

【研究目的】
内視鏡検査中の急変に迅速かつ適切に処置が行われるために、医療従事者間での対応を統一する。各スタッフが役割を
理解し、適切に動けるようにする。
【研究方法】
当院内視鏡室スタッフは、AHA ACLS プロバイダー3 名、BLS プロバイダー6 名が在籍している為、ACLS プロバイダー
マニュアルに沿った CPR マニュアルを作成。マニュアルを熟読した上で、シナリオをもとにシミュレーションを行い、時
間の検証・物品の置き場所・動線・マニュアルが理解され習得されているかを確認した。終了後、参加者にアンケートを
記入してもらい結果を分析した。
【結果・考察】
心停止が起きた場合、発生から 3〜5 分以内に CPR と１回目の除細動が行われることで、生存率が上昇する。シミュレ
ーションを行い、時間を測定したところ、急変に気づいてから CPR 開始までに 45 秒、AED が到着するまでに 60 秒、1 回
目の除細動までに 2 分 30 秒であり、適切な時間で処置が行えることが確認できた。マニュアルの効果として、スタッフ
間の対応が統一でき、個々の役割や行動を理解し、次のステップへ向けての準備を進めることができた。しかし、スタッ
フ間で声を掛け合っている時といない時では、明らかに全員の動きに差が出た。このことにより、リーダーの指示のもと
に、誰が何をしているのか、声を掛け合うことが大切であると考えられた。実際にシミュレーションを行ったことで、バ
ックバルブマスクの不具合、リザーバーの不備、タイマーの不備、薬剤など整備したい物品も確認できたため、購入・補
充した。また、構造上、スペースがないため、救急カート・モニター等の置き場所の検討をし、緊急時には、より早く、
使いやすく整備できた。アンケートは、参加した医師 4 名看護師 6 名に行い、全員が、このシミュレーションを有意義で
あったと回答した。10 名中 7 名は急変があった場合、マニュアルに沿った対応が「多分できる」と答え、残り 3 名は「多
分できない」と答えた。出来ない理由については、忘れてしまう、十分に身についていないということであり、多分でき
ると答えた人であっても、定期的な訓練が必要であると考えていることが分かった。そのため、マニュアルを各検査室に
貼り、常に意識してもらうようにした。また、訓練で身についた動きを忘れることの無いよう、半年に１回程度、シミュ
レーションをし、対応が身についているか確認していく事が必要だと思われた。
【結論】
マニュアルを作成したことにより、医療従事者間での対応の統一ができた。シミュレーションは、マニュアルを理解し、
適切に動くために有益であり、定期的に行う必要がある。
【参考文献】
1)

AHA ACLS プロバイダーマニュアル日本語版、ECC(救急心血管治療)ハンドブック、
中山書店

連絡先:〒309-1703 茨城県笠間市鯉渕 6528
℡0296−77−1121（内線 2180）

４.看護記録の充実を図りケアの質の向上を目指して
〜内視鏡ファイリングシステムｓolemioENDOTMの改良より〜
聖隷浜松病院 画像診断室
氏原 紀子、鳥羽山睦子、山口 園美、中村真喜子、中村 佳世
【はじめに】
安全・安楽を保証し質の高い看護を提供する為には、患者個々の情報がより多く必要である。しかし、当院では入院・
外来カルテに分かれ情報が分散し、検査直前にカルテが到着することから、十分な情報収集が出来ない事が多くあった。
そこで、内視鏡ファイリングシステムに看護記録の入力機能を 2005 年 9 月より導入し、2006 年１月電子カルテとリンク

した事で患者の情報収集が容易になった。その結果、記録が充実し、ケアに有効であり継続看護に活かす事ができたので
報告する。
【方法】
ソレミオENDOTMの看護記録機能を改良し作成した。①オーダーと連動し記録画面が自動的に選択されるよう上部・下部・
気管支鏡検査の三種類を作成。②入力画面を問診・前処置、看護記録に分けた。③検査中の記録は経時記録とした。④看
護記録画面にオーダー詳細や問診、前処置内容を反映させ、履歴表示を加えた。⑤検査終了時や鎮静剤使用後の帰宅直前
の観察項目も加えた。⑥記録の大半をテンプレートからの選択とし、個別性にはフリー入力とした。

【結果及び考察】
オーダーと連動し看護記録の入力画面は、自動的に選択されることで検査に即した内容が表示され、入力が簡便になっ
た。問診・前処置入力画面には問診、オーダー詳細確認、前処置実施内容、前処置後の観察項目、コメント欄を設けた。
問診で、
「YES」と該当した場合、その詳細を選択するウィンドウはテンプレートで連動し簡単に選択できるようにした。
オーダー詳細確認では、検査目的や指示内容を確認できるようにした。前処置実施内容では、薬剤名・量の入力及び副作
用・手技による合併症の観察項目を設けた。また、薬剤名を選択するだけで規定の使用量・時刻・実施者を表示でき、変
更も可能とした。コメント欄は、キシロカイン・アルコール綿禁忌等、患者の不変的情報の入力に使用し、この情報は違
う検査種であっても必ず反映し、より個別的に対応できるようにした。
看護記録には、問診・前処置での情報が表示されることで、スタッフ間の情報共有が確実になった。履歴表示から過去
の情報を参照でき、当日のケアに活かす事が可能となった。一行目は検査前訪問の記録欄とした。
「追加」を選択すると
記録欄が一行追加し日時とログインした看護師名が表示され、すぐに入力できない場合でも事後入力が可能となり記録の
充実に繋げる事ができた。経時的記録とし項目を分けた事で、患者の状態が検査状況と合せ把握しやすくなった。また項
目をテンプレートで選択し、用語は検査項目毎に絞込み、検査・治療の流れを考慮し配列させた事で、ケアの質を落とさ
ず簡便に入力可能になった。また、フリー入力も可能とした。
検査終了後の観察・指導内容を設け看護師の経験に左右されず帰宅時の安全性を確保した。また鎮静剤効果や腸内洗浄

の評価を記録することで、次回の検査に活かす事が可能となった。指導内容では、飲水食再開時間、中止薬剤の再開等患
者個々に合せた記録をする事で、帰宅した患者からの問い合わせに迅速な対応が可能となった。この様に、患者の検査前・
中・後の情報や状態を看護記録一画面に表示でき、記録の充実が図れたと思われる。この看護記録画面は電子カルテのＷ
eb から病棟や外来でも参照でき、情報の共有化が図れ継続看護にも繋がっている。
【終わりに】
内視鏡ファイリングシステムの看護記録機能を改良したことで、記録の効率化とケアの標準化を図ることができ、電子
カルテからの情報と合わせ安全・安楽を考慮した、より個別性を重視した看護ケアの提供が可能になった。今後も検査件
数が益々増える中、ひとりひとりを大切にケアしていきたい。
連絡先： 〒430-8558 静岡県浜松市住吉 2-12-12
TEL：053-474-2222（代）
053-474-5545（内視鏡直通）

５．大腸内視鏡検査の鎮痛・鎮静剤が検査終了後に及ぼす影響
〜施設から帰宅中・帰宅後の追跡調査〜

順天堂大学医学部附属順天堂医院 内視鏡室
内視鏡検査技師･看護師 ○小林 直子、定政
綾、高橋 友子、稲吉 直美
看護師
大場真佐子、井上かおる、市原 妙子、石井 光恵、
滝江 綾子、渡邉 明美
医師
冨木 裕一、川邉 正人、荻原 達雄、
順天堂大学医療看護学部
小元まき子
はじめに
大腸内視鏡検査（以下 CF）は苦痛を伴うことがあるため、意識下鎮静法(以下 セデーション)を実施して検査すること
が多くなってきている。我々は第 53 回本研究会で、セデーション後の回復に最低 60 分間の安静・観察が必要であるとい
う報告をした1)。しかし、検査終了後の日常生活におけるセデーションによる影響について調査した報告はない2）3）。そこ
で今回、セデーションをした外来患者が、帰宅移動中及び日常生活においてどのような症状の発現がみられたかについて
アンケート調査を行い、内視鏡看護の在り方について報告する。
方法
2006 年 2 月 20 日から 2006 年 5 月 29 日の間に、CFを受けた外来患者のうち、本研究への参加に同意を得られた 300 例
を対象とした。セデーションにおける使用薬剤はミダゾラム(0.03〜0.05mg/kg iv)と塩酸ペチジン(35 mg iv)の併用で、
検査後拮抗剤を投与した4)。その後最低 60 分間の安静・観察をして帰宅とした5)。アンケートは郵送法で回収した。
アンケート内容は基本属性と、検査中の記憶、内視鏡室を出る時の気分、帰宅するまでの眠気の程度、帰宅中に困った
ことの有無、病院から帰宅までの症状、帰宅してから日常生活を支障なくおくれたか について構成した。施設内での観
察項目は、検査中のSpO2低下の有無、運動失調の有無と程度、眩暈・健忘の有無で構成した。データ分析は単純集計、χ2
検定、多変量解析で行った。
本研究は倫理的配慮として、当院における病院倫理審査委員会の承認を得た。
結果
アンケートを依頼した 300 例のうち 277 例(男性 185 例、女性 92 例、年齢 18〜84 歳、平均年齢 59.3 歳)より回答を得
た(回答率 92.3％)。

施設を出るときには覚醒し帰宅可能と答えたが、
アンケートでは
『病院を出る時にぼんやりしていた』
と答えたのは 40％
であった。
帰宅移動中及び日常生活において、セデーションの影響と思われる症状が発現したのは 92 例(33.2％)であった。性別
では男性の 22.2%、女性の 55.4％で、女性に有意に多く症状が発現していた(ｐ＜0.001)。また、病院(内視鏡室)を出る
時の気分では、
『すっきり』と回答したうちの 15.5％、
『ぼんやり（少しぼんやりを含む）
』と回答したうちの 60％に症状
が発現し、
『ぼんやり』と回答した例に有意に多く症状が発現していた(ｐ＜0.001)。
施設内での観察項目だけでは、セデーションの影響が帰宅移動中及び日常生活に発現する予測はできなかった。
N=277

セデーションの影響と思われる症状の発現
性 差
男 性
女 性

92 例
(33.2％)

41 例
51 例

(22.2 %)
(55.4 %)

p<0.001

病院（内視鏡室）を出る時の気分
すっきり
(167)
26 例
ぼんやり
(110)
66 例

(15.5 %)
(60.0 %)

p<0.001

(185)
(92)

※「ぼんやり」と回答した患者は，内視鏡室を出る時は覚醒し「帰宅可能」と答えている．

考察
検査終了後、最低 60 分間の安静・観察後、病院（内視鏡室）を出る時は、
「帰宅可能」と答えるが、実際は『ぼんやり
していた』という患者がいるため安静解除の基準に、具体的に「ぼんやりしているか否か」についての質問項目を加え、
「はい」と答えた患者には、安静・観察時間を延長する必要がある。稲田らは、帰宅可能は完全な回復を意味しているの
ではなく、介護者のもと家庭で回復過程を過ごすという意味であると述べている6)。また、セデーションを受けた患者の
状態から起こりうる偶発症について予測し説明する必要がある7)。
今回のアンケートでは検査後最低 60 分間の安静・観察後、施設から帰宅移動中及び日常生活では重大な事故は生じて
いないことがわかった。
結語
セデーションの影響が帰宅移動中及び日常生活に発現する要因は、
『病院を出る時にぼんやりしていた』と『女性』に
おいて、その発現が有意に多く認められ、安静解除を慎重にする必要がある。また、帰宅移動中及び日常生活においても
セデーションの影響が続くことを説明する必要がある。
参考文献
1)高橋かおり他：セデーション後の安静時間の検討（大腸内視鏡検査の場合）,日本消化器内視鏡技師会報 2005,35,41-42
2)鈴木博昭：ワンポイントアドバイス,消化器内視鏡のトラブル防止マニュアル,日本メディカルセンター:41-65
3)日出亨：判例に学ぶ消化器医療のリスクマネージメント,日本メディカルセンター:26-27
4)グッドマン・ギルマン：薬理書・上,第 10 版廣川書店:499-535
5)奥田隆彦：鎮痛・鎮静薬ハンドブック,真興交易（株）医書出版部:149-153
6)稲田英一：これだけは知っておきたい術後管理,文光堂:240-248
7)赤松泰次：これだけは知っておきたい内視鏡室のリスクマネージメント,南江堂:5-75
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６．当院の ESD 治療における看護基準の確立
京都第一赤十字病院 消化器センター
内視鏡技師（看護師）○大田まどか、只石 裕子
看護師
佐道 浩美、平野 初美
医師
船津 英司、八木 信明
はじめに
当院では内視鏡的粘膜切除術に ESD 法を導入し、現在までに早期胃癌症例数約 350 例と早期食道癌症例数約 40 例が行
われてきた。しかし近年、内視鏡下の治療の発達とともにＥＳＤの手技も複雑となり、出血や穿孔という合併症は従来の
方法に比べ多い傾向にある。またガイドライン病変だけでなく適応拡大病変・適応外病変に対する治療も増えてきた。こ
のことから、ESD 治療における看護の必要性を痛感し ESD 看護マニュアルを確立したのでここに報告する。

方法
ESD への看護介入を統一するために、
『ESD 前情報収集用紙』と『ESD 用パンフレット』を作成し、ESD 術前オリエンテ
ーションをマニュアル化した。
『ESD 前情報収集用紙』には施行医、介助医、病変の大きさ、処置の予測時間、患者背景、
理解度、そして患者様の要望や不安などが一目瞭然に把握できるよう記入欄を設けた。また、外来・病棟間の情報の共有
化、一貫性のある看護を考え ESD クリニカルパスシート内に『ESD 前情報収集用紙』内容を盛り込んだクリニカルパスシ
ートを改訂した。
（図１）
『ESD 用パンフレット』は患者様がイメージしやすい様に写真を取り入れ、拡大したものをオリエンテ−ション時に用い
ている。また必要時術前訪問を行った。術中看護に対しては、2005 年３月より体圧分散マットの導入、術中記録用紙の充
実と看護の見直しを行った。その後患者様へ術前オリエンテーションについてアンケート調査を実施。また、病棟看護師
に対して「ESD の実際・偶発症・看護」
「術前オリエンテーション」について勉強会を行いその成果についてアンケートを
行った。
結果・考察

『ESD 前情報収集用紙』は術中観察・介助を行う、内視鏡スタッフのリスクに対する認識を高めた。またこの『情報収集
用紙』を盛り込んだ改訂クリニカルパスシートは、アンケート結果より 80％（ｎ＝33）以上の病棟看護師が、病棟看護に
反映するとの回答であった。
ESD 勉強会はアンケート結果より、病棟看護師の ESD に関する理解と知識を深め、さらに改訂したクリニカルパスシー
トの運用により、今後消化器センター・病棟間の連携を充実させ、ESD 看護のレベルアップにつながると考えた。
患者アンケートの結果では患者の手術に対する不安が軽減した 90%、分かりやすかった 100%（ｎ＝13）とよい評価を受
けた。しかし、アンケート対象者 13 名中、4 名が ESD を 2 回以上受けている患者様で、今後外来での説明は、医師だけで
よい、との回答があった。この結果は複数 ESD を受けられる患者様に対する個別性への配慮が欠けており、画一的なオリ
エンテーションになっていたと考えた。
まとめ
ESD 看護のポイントは
1)術前オリエンテーションを行う上で患者、家族が治療の適応を十分理解し、治療適応に応じた最終治療法を選択できて
いるかを把握する。そして患者のニーズ・個別性を配慮した説明を行い、同時に患者アドボケーター（患者の権利擁護
者）としての役割を担う。
2)クリニカルパスシートでの患者情報の共有化をはかり外来病棟間の連携を充実させる。
3)偶発症の予測と対処をふまえた合併症の管理４）個別性をふまえた退院指導など治療後のケアプランの立案。以上の点
が不可欠だと思われます。
結語
今後 ESD 看護実践への新たな展望として、患者アドボケーターとしての役割を担い、必要な支援内容を患者様とともに
検討しながらより質の高い看護を提供できるよう努力したい。
参考文献
1)渡辺 恵：看護師に期待する「患者アドボケ−タ−」としての役割，看護学雑誌 2003-6
2)鶴田正敏他：コミュニケ−ション不足が招く患者・家族の不満に対応する、看護学雑誌、2003-6
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7． 象徴内視鏡検査時におけるポジショニングの工夫
ＮＴＴ西日本大阪病院 内視鏡センター
看護師 〇神田ハル恵、大黒フミ子、増中 由佳、三嶋 雅恵
土田紫帆里、樋口 美紀、高崎美登利
医師
山本 守敏、中間 昭弘、金子
晃、石橋 一伸、久保 光彦
【序論】
小腸内視鏡検査は長時間同一体位を取る必要があり、特に経肛門的挿入法の体位は、下肢の接触面の持続的圧迫による
苦痛が考えられる。また全例鎮静下のため、患者自ら苦痛を訴えることや、体を動かすことができない。そこで下肢の除
圧がはかれるよう除圧用具を使用した。また褥瘡の圧力の視点から「30 度側臥位をとることで体圧が分散される」という
考えのもと、検査に支障がないことを医師に確認したうえで、仰臥位と 30 度左側臥位でのポジショニングの工夫を行っ
た。下肢に加わる接触圧力で、工夫の有効性を比較検討したので報告する。
【対象】

2005 年 8 月 17 日から 2005 年 12 月 14 日の間に、研究の主旨を説明し同意を得られた、経肛門的小腸内視鏡検査を受け
た 19 名、うち男性 6 人女性 13 名、平均年齢 62 歳、平均身長 156.2 ㎝、平均体重 50.0 ㎏、平均 BMI20.4、平均検査時間
59.3 分。
【方法】
左側臥位で内視鏡挿入後仰臥位へ体位変換し、大腸内視鏡検査時の体位をとり、左膝下に台形枕を挿入する。以下の６
パターンのポジショニングを各５分間保持した。①仰臥位で右下肢を上に足を組む体位（以下｢仰臥位のなし｣とする）
。
②仰臥位で足台に右踵部を置く体位（以下｢仰臥位の足台｣とする）
。③仰臥位で組んだ足の間に枕を挿入する体位（以下｢仰
臥位の枕｣とする）
。④背部に三角枕をあて 30 度左側臥位（以下「30 度」とする）で、右下肢を上に足を組む体位（以下
「30 度のなし」とする）
。⑤30 度で、足台に右踵部を置く体位（以下｢30 度の足台｣とする）
。⑥30 度で、組んだ足の間に
枕を挿入する体位（以下｢30 度の枕｣とする）
。各ポジショニング変換直後に、下肢の接触面の圧力を、簡易体圧測定器で
測定した。大腸内視鏡検査時の体位である｢仰臥位のなし｣の体圧値を基準とし、他 5 パターンの体圧値をｔ検定で比較検
討した。

平 均 体 圧 値
ポ ジ シ ョニ ン グ

平 均 体 圧 値 (m mHg)

仰臥位のなし

47.7±27.2

仰臥位の足台

31.1±24.0

仰臥位の枕

35.9±33.3

30度 の な し

34.3±26.1

30度 の 足 台

26.4±20.4

30度 の 枕

28.2±25.4

＊＊

＊

＊＊

＊

＊＊
＊

＊ P<0.05

＊ ＊ P<0.01

【結果】
平均体圧値は除圧効果の高い順で、｢30 度の足台｣26.4mmHg、｢30 度の枕｣28.2mmHg、｢仰臥位の足台｣31.1mmHg、｢30 度の
なし｣34.3mmHg、｢仰臥位の枕｣35.9mmHg であった。5 パターンのどのポジショニングにおいても有意差がみられた。ポジ
ショニング間の比較では、
「仰臥位の枕」と「30 度の枕」で有意差がみられた。個々の体型との関連性も知るため、体圧
と身長、BMI、体重との関連を分散分析で比較検討した。その結果、体圧と身長、BMI は相関がなかった。体圧と体重は正
の相関を示した。
【まとめ】
1.「30 度の足台」で最も高い除圧効果がみられた。
2．工夫したポジショニングすべてに除圧効果がみられた。
【結論】
小腸内視鏡検査時にポジショニングを工夫することは、下肢の除圧に有効であるということがわかった。30 度左側臥位
をとることによって有効な除圧がはかれ、下肢の接触面の持続的圧迫による苦痛を、緩和できると考えられた。
参考文献
1）宮地良樹他：褥瘡のすべて、永井書店、2001.10.1
2）須釜淳子他：臥位時の褥瘡予防技術、臨床看護、2001.8
3）川田和美他：集中治療室における効果的なポジショニングの検討、成人看護 I、2002
4）折田睦子他：手術中の褥瘡予防、臨床看護、2004
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８．食道癌に対する光線力学的療法後の摂食状況の実態調査
国立がんセンター東病院
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Ⅰ目的
食道癌に対する光線力学的療法（以下 PDT）を受けた患者の摂食状況を明らかにする。
Ⅱ方法
対象は 2005 年 2 月-11 月に当院にて化学放射線療法後の局所遺残または再発食道癌に対して PDT 施行、文
書による同意が得られた患者 15 名（男性 13 名、女性 2 名）。PDT はフォトフリンとエキシマダイレーザー
を使用、PDT 後は週 1 回内視鏡検査を行い、狭窄を認めた場合は内視鏡的壊死物質除去や食道拡張術を施行
した。自己記入式食事記録用紙による食事内容調査と週 1 回の面接・記録調査を治療後 6 週まで行った。PDT
後の経過において食道狭窄の変化と食事形態・嚥下障害の変化、食事内容との関連性を分析した。
Ⅲ結果
PDT 照射量は 100-550J の範囲で 300J・400J 台が多かった。壊死物質は１週目には約 7 割、2・3 週目は約 5
割の患者にみられ、4 週目から 2 割に減少し 6 週目まで継続した。内視鏡通過は 1-6 週目まで通過不可能な
患者が 2 割継続した。嚥下障害は 2-4 週目につかえて食べられない患者がみられた。食事形態は 1・2 週目は
固形物が食べられない患者が 8 割、3 週目は 5 割、4 週目から 2 割と減少し６週目まで継続した。以上の結果、
対象の中で看護介入が必要な次の 4 つの状態 ①壊死物質が 4 週目以降残存 ②1〜6 週内視鏡通過不可

③

つかえて食べられない ④流動食が 4 週目以降継続をあげ、この状態に当てはまる 6 症例に注目、共通点は
照射量が 400J・500J 台であった。
食事内容は食べやすいものに 1-6 週目すべての時期にお粥・豆腐・うどんがあった。食べにくいものは、
個人差があり例をあげると、食材で肉類・焼魚・刺身・トースト・生野菜・濃厚なジュースがあり、熱い・
冷たい・酸っぱい・辛い・味が濃いなどの刺激物や、水分が少なくパサパサした物・固い繊維がある物があ
った。

Ⅳ考察
PDT 照射された食道粘膜は、潰瘍を形成し壊死物質に変化していく。壊死物質の出現時期は治療後約 2-3
週目がピークで、照射が広範囲になると壊死物質が増えると言われている。
今回の研究では、壊死物質は 1-3 週目に多い割合を占めるが、極端に減少する 4 週目と食事形態が固形物
を摂取できる患者が増加する時期と一致した。これまでの報告からも PDT 後 4 週目以降は壊死物質が減少す

ることが予想され、今回の研究結果でも証明された。
PDT による治療範囲が広範囲であれば、治療に伴う壊死物質による食道閉塞で水分摂取できず緊急入院にな
る症例も経験すると言われているように、今回は 400J 以上の多量の PDT 照射を行うと照射範囲が広範囲にな
り、全周性に近い照射となる可能性が明らかになった。治療範囲が広範囲で PDT 照射量が多い患者は、4 週
目以降に壊死物質が減少し、摂食状況に問題がない患者が辿る経過とは違った 4 つの状態があてはまると考
える。今後は 4 週目に再指導の時期を設け、看護介入を試みる必要がある。今回の研究で、直接患者・家族
と面接したことにより、PDT 後の食生活がわかり今後の指導内容を検討するためには役立つ情報が得られた
と考える。
Ⅴ結論
１.食道癌に対する PDT を受けた患者は、1 週目から 3 週目に壊死物質が多く見られ、食事形態は固形物を摂
取できない患者が多かった。4 週目以降は壊死物質の減少に伴い固形物を摂取できる患者が増えた。
２.PDT 照射量が多い患者では、看護介入をあらためて 4 週目に試みる必要がある。
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９．上部消化管内視鏡検査の鎮痙剤としてペパーミントオイルは有用である
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目的
内視鏡検査時の鎮痙剤は，抗コリン剤やグルカゴンの筋肉注射（以下筋注）が用いられているが，副作用や注射に伴う
問題点が指摘されている。これに対して，近年ペパーミントオイルの蠕動抑制効果が大腸内視鏡検査を中心に報告されて
いる1)。しかし，上部消化管内視鏡検査（esophago-gastro-duodenoscopy：以下EGD）での使用における患者側，看護師側
の評価の報告はない。そこで，私達はEGDにおける鎮痙剤としてのペパーミントオイルの有用性を内視鏡医，患者，看護
師の立場から検討した。

対象
2005 年 11 月から 2006 年 3 月までに，ペパーミントオイル使用に同意した上で EGD を施行された 85 名である。男性 45
名，女性 40 名で平均 62 歳（22-88 歳）であった。これまでの EGD の経験なしが 12 名，経験ありが 73 名であった。緊急
内視鏡検査，悪性腫瘍や胃・十二指腸潰瘍が判明している患者，胃切除術後の患者を除外した。
方法
1)ペパーミントオイルは，ハッカ油 16mlとソルビタンモノステアレート 2gを 1 ﾘｯﾄﾙの精製水と混合し室温に 24 時間静置
して作成した2, 3)。
2)プロナーゼ溶液 80ml を内服し，咽頭麻酔後に内視鏡を挿入し，蠕動運動の有無にかかわらず，上切歯列 から 30cm 付
近の食道内と，胃幽門輪周囲にペパーミントオイル各々50ml を鉗子孔から直接散布した。
3)EGD 終了後，内視鏡医と患者に別々にアンケート調査を行い，看護師が集計した。EGD は，内視鏡歴 10 年以上の日本消
化器内視鏡学会の専門医・指導医が施行した。また，看護師は 3 名のいずれかが，検査前後の患者への説明，検査中の
介助を担当し，その立場から従来の筋注での鎮痙剤との違いを考察した。
図；次の EGD の際には，どの鎮痙剤を選択するか．
初 回 （ 12 名 ）
ど ち ら で も よ い 8%

ペ パ ー ミ ン トオ イ ル 92 %

経 験 者 （ 73 名 ）
ど ち ら で も よ い 20 %

ペ パ ー ミ ン トオ イ ル 80 %

結果
1)内視鏡医：胃の蠕動抑制効果を 92%で認めた。吸引量は 86％で，粘膜面の観察は 95％で支障がなかった。しかし，イン
ジゴカルミン散布による色素内視鏡を施行した 19 名中 3 名（15。8%）で，インジゴカルミンの付着が悪く，一度ペパ
ーミントオイルを洗い流してから色素を撒くという作業が必要であった。
2)患者：ペパーミントの臭いは 92%で気にならないと答えており，59%は清涼感を感じていた。また，次回 EGD を受ける場
合の鎮痙剤をペパーミントオイルで希望したのは，EGD の経験なしで 92%，経験ありで 80%であり，筋注を希望した患者
はいなかった（図）
。その理由として，筋注の痛みを指摘した回答がほとんどであった。
3)看護師：注射に関する一連の作業を省け，注射に伴う針刺し事故の危険性も解消された。また，これまで検査前後に時
間をかけていた筋注の副作用や注意点に関する説明の時間も短縮できた。
考察
ペパーミントオイルにより，92%の患者で胃の蠕動運動抑制効果を認めた。今回の検討は，抗コリン剤などの筋注によ
る従来の鎮痙剤との比較ではないが，同等の蠕動運動抑制効果を得られることが示唆された。従来法の筋注では副作用や
禁忌事項が問題となるが，ペパーミントオイルでは，特記すべき副作用はみられなかった。また，筋注に伴う患者の苦痛，
看護師の作業の煩雑さを回避することができ，患者，看護師からは非常に好評であった。しかし，内視鏡医からは，イン
ジゴカルミン散布による色素内視鏡時の問題点が指摘され，色素内視鏡を予定している場合には使用を控えた方が良いと
も考えられた。また，十分な蠕動抑制が得られない患者も存在し，そのような患者の病態の把握や無効時の対応は今後の
課題としたい。
結論
EGD の鎮痙剤として，ペパーミントオイルは有用であった。
参考文献
1)Asao T, et al。 An easy method for the intraluminal administration of peppermint oil before colonoscopy and its effectiveness
in reducing colonic spasm。 Gastrointest Endosc 53: 172-177, 2001。
2)Hiki N, et al。 Peppermint oil reduces gastric spasm during upper gastrointestinal endoscopy: a randomized, double-blind,
double-dummy controlled trial。 Gastrointest Endosc 57: 475-482, 2003。

3)藤代光弘，ほか。ウォータージェット機能付大腸スコープとハッカ油溶解水を用いた安全で見落としのない大腸内視鏡検査法。消化
器科 36: 564-568, 2003。

連絡先：福島県立三春病院
〒963-7741 福島県田村郡三春町六升蒔 50
TEL 0247-62-3131
福島県立医科大学付属病院 内視鏡診療部
〒960-1295 福島県福島市光が丘 1 番地
TEL/FAX

024-547-1586

10.経鼻上部消化管内視鏡検査における前処置の検討
（綿棒による鼻腔の拡張と超音波ネブライザーによる麻酔を試みて）
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【目的】
当ドックでは希望する受診者に経鼻上部消化管内視鏡検査（以下、上部消化管内視鏡をＧＩＦとする）を施行している
が簡素かつ安全に短時間で行える前処置が必要である。今回、受診者自身が行う綿棒による鼻腔の拡張と超音波ネブライ
ザーによる麻酔を併用した前処置が有効であったので報告する。
【対象】
Ｈ17 年 10 月〜18 年 5 月までに経鼻ＧＩＦを施行した 100 名中アンケートに協力を得られた 90 名
【使用機種】オリンパスＧＩＦXP260、N260
【方法】アンケート調査
【前処置の実際】
①経鼻ＧＩＦ希望者が経鼻から検査可能か問診を行う。②リーフレットを用い、前処置法・検査手順の説明と注意事項
の説明を行う。③受診者に綿棒（直径 5 ㎜）を渡し、綿棒が容易に入る鼻腔を選択してもう。④ジメチルポリシロキサン
100 ㎎＋プロナーゼ 2 万単位＋重曹 1g を混ぜたものを飲用する。⑤10 回程軽くジャンプする。
（消泡剤を胃の中で攪拌さ
せるため）⑥綿棒に 2％リドカインゼリーを少量つけ検査を施行する鼻腔に受診者自身がゆっくり挿入し鼻の最も狭いと
感じる所で綿棒を止める。綿棒の位置を看護者が確認しそのまま 3 分間保持する。⑦綿棒を抜去した後、4％リドカイン
液＋0.1％エピネフリン液を両鼻で吸入する。⑧バイタルサイン確認後、リドカインゼリーを鼻腔に注入し検査を開始す
る。
【結果】
前処置に要する時間は約 7 分（経口ＧＩＦの場合約 6 分）
。受診者が選択した鼻腔での検査は 86 名（選択した鼻腔が狭

く反対側より検査を施行：5 名、両鼻腔狭く経口検査への変更：8 名）アンケート結果では①綿棒による鼻の拡張を受診
者自身が行うことに対し「自分で行う方法が良い」は 83％、②綿棒を鼻に挿入したとき「違和感・苦痛を特に感じない」
は 73％、③検査中鼻の違和感・苦痛に対し「特に感じない」は 73％、④検査中咽頭の違和感・苦痛に対し「特に感じな
い」は 65％、⑤検査中・後の鼻出血 3％（前例 XP 使用時）
、
⑦次回も経鼻ＧＩＦを望む受診者は 90％であった。
【考察】
経口ＧＩＦと比較したところ、前処置にかかる時間差は約 1 分であり大差はない。手技が容易なため、円滑に前処置を
進めることが可能で、説明が十分であれば受診者自身でも鼻腔の選択・拡張は適切に行うことができた。綿棒での拡張は、
受診者の苦痛が少なく、また最初に自分で綿棒を挿入することで鼻に異物を挿入することへの恐怖心が軽減されるようで
ある。しかし、自分で綿棒を挿入することに抵抗（恐怖心で挿入できない、鼻甲介に当たり挿入困難等）のある際は拡張
が不十分になり検査時苦痛が伴なったり、経口検査に変更となった受診者もいたので、介助者は受診者が綿棒を挿入する
様子を確認し、必要時、綿棒の位置を訂正・確認することが大事である。超音波ネブライザーでは、麻酔薬を吸入するこ
とにより鼻から咽頭にかけ、均一かつ効果的に麻酔をかけることが可能で咽頭反射の軽減にも有効と考えた。
【結語】
綿棒による鼻腔の拡張と超音波ネブライザーでの麻酔は、簡素かつ安全に短時間で行える前処置として有用であると考
える。
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11. 極細径スコープを用いた経鼻内視鏡検査の実態と問題点
―郵送法による質問紙調査より―
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目的
経鼻内視鏡検査は嘔吐反射を誘発しない為、経口法に比較して苦痛が少ない検査1)として普及しつつある。しかし、鼻
腔内違和感の持続時間や帰宅後の鼻出血等の偶発症の有無は不明であり、被検者への情報提示が不十分となっている。ま
た、平成 17 年 8 月に発売された先端部外径 4.9 ㎜、軟性部 5.2 ㎜の極細径スコープの有用性と問題点に関する報告も現
在はまだ少ない。
今回、このスコープを用いた経鼻内視鏡検査の被検者に郵送法で質問紙調査を実施し、帰宅後の状態も含めた実態把握
と共に極細径スコープを用いた経鼻内視鏡検査の問題点の検討も行った。
方法
対象は、平成 17 年 8 月〜平成 18 年 2 月の問診による前回経口法での嘔吐反射度が 5 段階中 4〜5 と強く、経鼻を希望
した 150 名である。嘔吐反射度は、1：ほとんどなし、2：挿入時等に軽度あった、3：挿入時等に強くあったが観察時は
落ち着いていた、4：検査終了まで時々強くあった、5：強い反射が持続し検査困難とした。

前処置は、簡便で被検者の負担が少ないよう、両鼻腔に 4%塩酸リドカイン液 9ml と 0.1%エピネフリン１ml の混合液を
0.3〜0.4ml ずつ噴霧し、鼻腔粘膜に 2%塩酸リドカインゼリーを綿棒で塗布した。
質問紙は、プライバシーの保護、参加の自由、不利益の回避を文書で説明し、同意により、後日、無記名で投函しても
らうようにした。先端部外径 4.9 ㎜の経鼻用スコープで検査を施行後、帰宅後に鼻出血した場合の指示を説明した用紙も
添付し、配布した。
統計解析はχ2検定とt検定で行った。
結果
回収数 116 名（77.3%）
、有効回答数 102 名であった。
1.前回の経口法と比較すると 98.0%が楽だったと答えた。
2.次回検査を受けるとしたら 95.7%が経鼻を希望すると答えた。
3.検査を総合的にみて不快だった事は 76.7%がなかったと答えたが、あった被検者に多かったのは鼻の違和感と疼痛で
9.5%であった。
4.スコープ挿入時は鼻の違和感や疼痛が 81.0％にあったが、その有無に関係なく検査が楽だった被検者は多かった。
なかでも、違和感や疼痛がなかった被検者は検査がとても楽だったと有意に回答した(P<0.05)。
5.帰宅後の鼻出血は「なし」90.5%、
「わずかにあり」8.6%、
「ポタポタあったが数分で止血」0.9%、
「多くて止血に 10
分以上かかった」
、
「多くて治療した」という被検者はいなかった。
6.スコープ挿入時に鼻の違和感や疼痛がなかった被検者には帰宅後の鼻出血がなかった。
7.鼻の違和感の持続時間は「1 時間以内」76.5%、
「2〜6 時間」17.4%、
「夜まで」5.2%、
「翌日まで」0.9%であった。
考察
経口法で嘔吐反射が強かった被検者には経鼻法が楽だったといえるが、鼻腔内の違和感や疼痛が問題であると考えられ
る。伊藤氏も、
「少しでも苦しいと答えた被検者が鼻の痛みを訴えた数字は予想以上に高率で、今後は十分な鼻の麻酔の
検討が必要である」2)と述べている。鼻への麻酔法等の検討により、鼻腔内の違和感や疼痛を改善することが検査の苦痛
軽減と帰宅後の鼻出血等の偶発症の防止に繋がると考えられる。
また、今回の結果を帰宅後の起こりうる状態とその対処法として、予め被検者に提示することにより、安心感が提供で
きると考えられる。
結論
1.嘔吐反射が強い被検者は極細径経鼻内視鏡検査が楽であった。
2.鼻腔内の違和感と疼痛が問題であった。
3.帰宅後の鼻出血は 9.5%にあったが、そのほとんどはわずかな出血であり、治療は不要であった。
4.鼻腔内違和感の持続は 76.5%が 1 時間以内であり、最長は翌日までであった。
引用文献
1) 伊藤正祐他：経鼻的胃内視鏡研究会（in 関西）編集,経鼻的胃内視鏡検査の手引き,フジメディカル 2006：17
2) 伊藤正祐他：経鼻的胃内視鏡研究会（in 関西）編集,経鼻的胃内視鏡検査の手引き,フジメディカル 2006：19
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12.抗凝固剤内服の確認方法に関するヒューマンエラーの防止
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目的
当院では、検査前に抗凝固剤の内服や休薬の有無を確認することを義務付けているが、確認基準がなく、うっかり生検し
てしまったというアクシデントがあった。そこで私達は、抗凝固剤内服の確認方法におけるヒューマンエラーを防止する
為に、危険予知トレーニング・ＫＹＴに取り組んだ。
方法
対象：内視鏡看護師９名
期間：６ヶ月間
手順：1)生検に関するレポートのエラーを分析
2)抗凝固剤内服の有無の確認方法を調査
3)分析を基にＫＹＴ４ラウンド法を実施
4)ＫＹＴ後の決められた具体策を実施・評価
結果
1)ラプス（記憶の失敗）が 60％、スリップ（不注意による間違い）とミステイク（規則に基づ
く間違い）が各 20％だった。
2)確認方法には問診・カルテ・オーダー画面の 3 点があり、3 点で確認している人は半数以下
だった。生検の指示が出た時、必ず再確認している人はいなかった。生検の可否の記憶が曖
昧であるにも関わらず、再確認せずに生検したことがある人は過半数だった。
3)ＫＹＴ４ラウンド法
《イラストシート》
《イラストシート》
＊状況設定
・患者はバイアスピリンを処方されている．
・看護師は２部屋受け持ちで、一方の部屋から
生検の指示で呼ばれ、鉗子を取り出そうとして
いる．
・待機医師は次の患者のカルテを見て情報収集し
ている．

＜第一ラウンド：どんな危険が潜んでいるか＞
◎生検の指示が出たため、疑いもなくバイアスピリンの内服を再確認しないで生検する
◎他の患者と同様に、この患者も内服していないと思い込み生検する
◎バイアスピリンを処方されているが、看護師は休薬期間を確認しないで生検する
・待機医師が次の患者のカルテを見ているので、看護師はそのカルテで抗凝固剤の使用の有無を確認して
生検する
・二部屋受け持っているので集中力が欠け、違う患者の情報と間違えてうっかり生検する
・待機医師が椅子に座っているので、再確認しづらいため、再確認せず生検する
・画像にある病変を見ているので、吸い寄せられ生検する

＜第２ラウンド：危険の絞込み＞
「生検の指示で疑いもなく再確認しないのは危険」「間違えた思い込みで再確認しないのは危険」「抗凝固剤によって
休薬期間が異なるため、確認しないと危険」という理由から、重要項目と判断したため取り入れた。
＜第３ラウンド：具体策立案＞
確認方法を統一するために、
『生検マニュアル』を作成した。更にこれを基に休薬期間が明記されている『写真付休薬
一覧表』や、生検の可否を一目で再確認できる『内視鏡ＴＶ画面入力』を作成した。

＜第４ラウンド：目標設定＞
行動目標は『生検する時は内視鏡ＴＶ画面で生検の可否を確認しよう！』と決定した。
4)3 点確認や生検時の再確認は全員が実施できるようになり、アクシデントはなくなった。
【図１】

【図２】
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防止策実施後の結果
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考察
従来内視鏡室では、抗凝固剤の内服の有無に対する確認基準がなく、確認方法の曖昧さがエラーを起こしたと考える。
内視鏡室でのエラーは記憶の失敗が多く、
「確認していたけど、検査の準備やケアをしていて忘れてしまった」
「２部屋
受け持ちで、確認したけど忘れてしまった」という内容であった。
今回導入した生検マニュアルは、抗凝固剤の確認方法を掲載しており、その手順の中に画面入力を取り入れた。確認した
段階で入力し、生検時に必ず再確認できるので『記憶の失敗』の防止に有効であり、スタッフ全員が共通した確認行為が
できエラーの防止に繋がったと考える。また、写真付休薬一覧表は、
『休薬期間を確認しない』という潜在的危険因子に
対して、看護師は休薬期間を一目で確認でき、患者が薬の名前を忘れてしまっても写真で確認できるようになった。これ
らの防止策は容易に確認できるため習慣となり、ヒューマンエラーがなくなったのではないかと考える。
おわりに
ヒューマンエラーを防止するためにＫＹＴに取り組んだ結果、今回導入した防止策は有効でありインシデントを未然に
防ぐことができた。
引用参考文献
1)中央労働災害防止協会（佐々木徹）
：KYT4 ラウンド法，イラストシート集②，2002．4

連絡先：〒181-0004 東京都三鷹市新川 6-20-2
TEL 0422-47-5511 内線 5061

13.内視鏡検査における鎮静剤使用後の安全管理の現状を考える
―全国 78 施設のアンケート結果よりー
NTT 東日本関東病院内視鏡部 看護師（内視鏡技師） 佐藤 絹子
【はじめに】
鎮静剤を使って検査を苦痛なく受けたいと希望する患者が増えつつある。
日本消化器内視鏡学会の偶発症の結果報告（2002）によると,前処置に関する報告が 0.0059%で 14 名の死亡が確認されて
いる。大部分が鎮静剤・鎮静剤に関するもので半数が鎮静剤に起因している。2005 年 5 月に日本消化器内視鏡技師会役員
施設を中心とした全国 131 施設にアンケートを行い回答が得られた 78 施設の結果より現状と問題点を考える。
【方法】
期間：2005.5.15〜2005.6.5
対象：全国内視鏡技師会役員施設および、協力の得られた施設
内視鏡検査（治療以外）での鎮静剤使用時のインフォームドコンセント、リカバリーベッド数、専任看護師の有無、鎮
静剤使用状況、検査中・検査後の患者管理状況、についてアンケートを実施した。回収率：57％
【結果】
回答施設規模：入院施設なし 11 施設、〜20 床 3 施設、〜300 床３施設、〜500 床 11 施設、〜500 床以上 26 施設。内視鏡
検査ベッド数：１床 11 施設、2 床 13 施設、3 床 16 施設、4 床 13 施設、5 床 9 施設、6 床 3 施設、7 床 3 施設、8 床１施設
9 床 4 施設、10 床 2 施設、19 床１施設。
鎮静剤使用施設は 68 施設。使用対象は全員 8 施設、CF は全員 9 施設、希望者 47 施設、医師の指示により 12 施設であっ
た。
使用薬剤(複数回答)を(表 1)に示す。薬品の併用は 40 施設が実施。拮抗剤使用施設は 42（全例使用 9）施設。鎮静剤使用
に関する I.C を実施している施設は 68 施設。その時期は(複数回答）検査申し込み時 49 施設。検査当日 40 施設。その方
法：書面 30、口頭 28、書面と口頭 19 施設であった。使用規制をしている施設は 49 施設。マニュアルを整備している施
設が 5 施設。インシデントの経験は、転倒が最も多く 9 施設で、経験帰宅後骨折という報告もあった。呼吸停止 4 施設、
呼吸抑制 6、血圧低下 4 施設、ふらつき 2 施設、ST 上昇 1 施設の報告があった。
安静時間は(表２)に示す。覚醒基準がある施設は 26 施設であった(表 3)。付き添い依頼は 6 施設あった。安全確認は 67
施設が実施、自己申告 5、未確認施設 2 施設であった。リカバリー施設がない施設は 22、専任看護師がいない施設 47、こ
れらの施設は外来部門の協力を得たり前処置係、受付係りが介助をしながら患者管理をしていた。現状での不安はベッド
が少ないまたは無い、十分休んでもらえない。専任看護師不在による安全管理面での不安、高齢者の単独帰宅や覚醒確認
に対する不安、看護師と医師や患者との間にリスク意識の差などが上げられた。
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表２ 安静時間
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表４ 鎮静剤使用中の安全管理
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【考察】
SPO2管理を鎮静剤使用患者全員にしていない施設が 20 施設あった(表 4)。呼吸抑制が出やすい鎮静剤使用時のSPO2管理
は必須と考える。不十分なインフォームドコンセント（I.C）
、リカバリールーム不足と安全管理者の不在、安全管理基準
不備に対し改善が望まれる。鎮静剤のコンシャスセデーションの調整は難しく薬剤の併用をしている施設では安静時間も
延長しがちである。自己申告による安全確認や 60 分以内の安静時間では、不安が残る。インシデントは予想に反し多く

の施設から報告があった。十分な安静時間と安全確認の重要性が再認識される。付き添い人の要請は、鎮静剤使用を前提
とした場合有用な方法であると考える。
【まとめ】
今回のアンケート調査より、検査後の安全管理に不安(表 5)を持ちながら業務をしている回答者が多いことがわかった。
I.Cの時期と患者も鎮静剤の作用を理解したうえで使用することの重要性、十分なベッドの確保、専任看護師の確保、
安静解除(安全管理)基準を作り統一した安全管理を行うことが重要となる。呼吸停止など予測される急変に対応できる救
急カート・酸素吸入・SPO2・血圧計の完備と従事者のトレーニングも欠かせない。
参考文献
1)金子榮藏他：消化器内視鏡関連の偶発症に関する第 4 回縁国調査報告-1998 年より 2002 年までの 5 年間.Gastroentrrol 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. Gastroentrrol Endosc. 2004. 46:2600-2009

連絡先：〒141-8625 東京都品川区東五反田 5-9-22
TEL:03-3755-1054
E-mail:kinukos@kmc.mhc.east. ntt.co.jp

14.鎮静剤を前投薬する患者における咽頭麻酔の必要性の有無に関する研究
富山内視鏡看護研究会 ○岩城 直子1）河相てる美2) 大橋 達子3)
山田真由美4）稲土 修嗣3) 寺崎 禎一4）
田中 三千雄1）
富山大附属病院光学医療診療部1）真生会富山病院2)
富山赤十字病院3)済生会高岡病院4）
【背景】
内視鏡検査を安楽に受けるため、鎮静剤投与を希望する患者が急増している。しかし、鎮静
剤の直前に投与するキシロカインによってショック症状が出現したか否かを鎮静剤によって半睡眠状態の者からすばや
く発見し、その重症度を的確に判断することは大変に困難なことである。このような患者に対するキシロカインによる咽
頭麻酔の必要性の有無については、未だに十分な検討が行われていない。この問題はリスクマネージメントの観点からも
極めて重要である。
【目的】
鎮静剤を前投与する患者において、キシロカインによる咽頭麻酔が咽頭部の不快感・苦痛の軽減に寄与しているか否か
を明らかにする。
【方法】
前処置として鎮静剤
（ジアゼパム5〜10mg静注）
を投与したうえで上部消化管内視鏡検査を受ける患者を２群に分けた。
１群は咽頭麻酔施行群（内視鏡検査５〜10 分前にキシロカインビスカスで麻酔。38 名）で、２群は咽頭麻酔非施行群（19
名）とした。内視鏡検査終了後に、VAS を用いて内視鏡検査時の不快感・苦痛を聞き取り調査した。なお本研究にあたっ
ては、あらかじめ演者が関係する施設の施設長または倫理委員会の承諾を得た。また、医師または看護師が研究の目的と
方法を患者に口頭で説明し、それを了解した患者から承諾書を得た。なお、本研究に携わる内視鏡施行医は、限られた内
視鏡認定専門医に限定し、スコープはオリンパス社製 240（経鼻除く）シリーズで行った。
２群間の比較には Mann−Whitney の U 検定を行った。使用したプログラムパッケージは、ＳＰＳＳ 12.0J for Windows で
ある。

【結果】
２群共に、VASの値はスコープの咽頭通過時での苦痛において最も高く（4.21）、終了直後の咽頭不快感においてが最も低
かった（2.15）。検査前の不安の程度、咽頭麻酔時ののどの不快感、検査中のスコープの咽頭通過時の苦痛、検査中の苦痛、
唾液貯留への不快感、検査終了直後の咽頭不快感、全体的な苦痛などいずれの項目においても、VASの値は２群間で有意
差はなかった。
【考察】
圓山は1）、咽頭麻酔は挿入時の不快感・苦痛の軽減因子ではないと報告しており、本研究の成績はそれを裏付ける結果
となった。咽頭麻酔は患者の苦痛を軽減させることに寄与していないものと考えられる。
【結論】
鎮静剤を前投与する患者においては、キシロカインによる咽頭麻酔が咽頭部の不快感・苦痛の軽減に寄与していないこ
とが明らかになった。この事実は、鎮静剤を前投与する患者においては、キシロカインによる咽頭麻酔は不要であること
を強く示唆するものである。
参考文献
1） 圓山祥子：上部消化管内視鏡検査における患者の苦痛に影響する要因の検討，日本消化器内視鏡技師会会報，№37，137−140，2006.

連絡先：〒930-0194 富山市杉谷 2630
℡076-434-7847

15．内視鏡室の感染対策に関する自己調査の試み
〜インターネットを利用して〜
四国消化器内視鏡技師会 ○川田紀代美、岡本澄美子、尾崎 貴美
天野 利江、岡林さよみ、佐竹 厚子、南
千代
上西 ゆり、岸田 容子、前田 千恵、阿野 慶子
はじめに
内視鏡の洗浄・消毒のガイドラインは 2004 年に-第 2 版-が提示された。全国の内視鏡室のほとんどがこのガイドライ
ンに沿って洗浄・消毒を行なっているものと思われる。洗浄・消毒が日常化する中でそのプロセスを正しく維持すること
は重要である。そこで四国消化器内視鏡技師会は全国の内視鏡室の感染対策の意識の統一と質の標準化を目標に「内視鏡
室の感染対策に関する自己調査」を行なった。その結果について報告する。
方法
1)自己調査項目の作成；内視鏡の洗浄消毒のガイドライン、CDC のガイドライン、厚生省からの通達事項を参考に作成し
11 の分野、57 項目とした。
2)調査方法；
「内視鏡の感染対策に関する自己調査」のホームページを設け参加希望者がアクセスし登録する方法とした。
自己申告が基本であるが必要に応じて書類の提出を求めた
3)調査対象；全国の内視鏡室としました。
4)調査基準は実施している項目により次の 5 項目に分類しました。
レベル 1：内視鏡の洗浄・消毒のガイドラインを遵守し内視鏡の周辺機器の洗浄消毒滅菌が
適切に行なわれ、内視鏡の保管、検査環境にも適切な感染対策が取られている施設
レベル 2：１に加え内視鏡従事者のバリア・プリコーションが出来ている施設
レベル 3：1〜2 に加え内視鏡の質保障のための記録がある施設
レベル 4：1〜3 に加え内視鏡技師が管理し組織的な感染対策システムが取れている施設

レベル 5：1〜4 に加えスタッフの教育システムが整っており、積極的に研究発表を行なっている施設

結果
5 ヶ月で延べ1400 人1896 件のアクセスがあった。
登録した施設は103 件であった。
そのうち有効登録は63 件であった。
調査項目別の遵守率を表Ⅰに示す。ガイドラインを遵守していると思われるレベル 1〜5 に該当する施設は 19 施設 30％で
あった。そのうちレベル１は 5 施設 8％、レベル 2 は 4 施設 6％、レベル 3 は 3 施設 5％、レベル 4 は 2 施設 3％、レベル
5 は 5 施設 8％でした。残りの 44 施設 70％は内視鏡の適切な消毒はなされているが、洗浄器の管路洗浄、水フイルターの
交換、内視鏡の保管場所や保管の方法、環境整備や手洗い、処置具の取り扱いなどに問題があり、ガイドラインが遵守で
きていない。
考察
近年ガイドラインは内視鏡現場に広く浸透してきており、病院機能評価 Va.5 に内視鏡室の感染対策がおりこまれたこ
とから、さらに内視鏡における感染対策への意識は高くなっていると思われる。しかし、今回の調査では内視鏡の高レベ
ル消毒は出来ているが周辺の感染対策はまだ不十分で、ガイドラインの遵守率は 30％と低い結果が出た。今までガイドラ
インを細かくチェックしそのプロセスまで詳しく調査した研究はなかった。今後は内視鏡だけでなく周辺機器や環境も含
めた啓発活動が必要であると感じました。
インターネットを通じて全国の洗浄・消毒の現状調査を調査した。ほとんどの施設で内視鏡の洗浄・消毒はガイドライ
ンを遵守できていたが 内視鏡周辺機器や環境では半数以上の施設で感染対策が不十分であった。インターネットは誰で
も手軽に参加できるが、インターネットが使用できる環境にない施設もあり、今後の検討課題である。御清聴ありがとう
ございました。
参考文献
1)日本消化器内視鏡技師安全管理委員会編：内視鏡の洗浄消毒に関するガイドライン第 2 版、2)日本消化器内視鏡技師会報 No.32 別冊
2004：3-17
3)日本医科機材学会：医療現場における滅菌保障のガイドライン 2000,2000：1-8
4)赤松泰次他：内視鏡における感染管理の基本とコツ,消化器内視鏡,vol17,Na10､2005

連絡先：〒76-0032 香川県丸亀市城東町 3-1-1
℡：0877-23-3111

16.利用者開発型ソフトによる内視鏡スケジュール管理プログラムの作成
京都大学 光学医療診療部
臨床工学技士 ○新田 孝幸
医師
西尾 彰功
［背景と目的］
近年、内視鏡検査のデータ管理はファイリングシステムによるものが主流になってきているが、現行のシステムでは入
力したデータを利用者が求める形で有効に活用できないことも多い。今回、エンドユーザーが独自に作成できる開発ソフ
トが当院に導入され、これを利用した新しい内視鏡スケジュール管理プログラム作成を試みたので報告する。
［京大病院における電子カルテシステムの体系］
当院の電子カルテシステムは、基本となる院内電子カルテシステムに各部門が保有するシステム等を接続する形で構成
され、これとは別に、電子カルテ上のデータを転送して作成された参照データベースがある。この参照データベースを使
って 2006 年 4 月より、㈱サイバーラボ社製のサイバーフレームワークソフトによる稼働を始めた。サイバーフレームワ
ークソフトとは、コンピュータ言語のプログラミングを視覚的に構築できる開発ソフトで、既存のデータベースを利用し
て独自のプログラムを作成できる。また、作成したプログラムは院内のみの使用のため、個人情報流出の危険性はない。
［現状］

内視鏡処置の患者予約登録を行う際に、患者 ID 入力等を手入力で行っているが、間違いが多く一括管理できるシステ
ムもない。

［方法］
住商情報システム㈱の協力により、内視鏡ファイリングシステムのレポート画面に「☆ESD 適応」
「☆ERCP 適応」等の
特殊な検査・処置のキーワード選択ボックスを作成し、入力できるようにした。このキーワードは、電子カルテに転送し
た際、レポート欄に表示される仕組みを作った。次にサイバーフレームワークソフトを用いて、以下の機能を持つ内視鏡
スケジュール管理プログラムを作成した。
①カレンダータイプのスケジュール管理画面(図１)を作成し、日付毎に患者 ID 等を含む検査情報を選択して登録できる
ようにした。
②電子カルテのレポートに表示されたキーワードを検索して、スケジュール管理画面内の各処置の項目別候補者一覧に自
動的に振り分けられるようプログラムを作成した。
③カレンダー上で患者 ID を選択し、
「電子カルテ起動」ボタンをクリックすると電子カルテが立ち上がり、検査オーダー
ができるようにした。
④同様にカレンダー上で「レポート」ボタンをクリックすると、過去の内視鏡所見や内視鏡画像の閲覧ができるようにし
た。
⑤一般検査予約状況を閲覧できるようにし、スタッフ予定も入力できるようにした。
⑥入力データを元に検査集計を行い、検査数等をグラフで表示させる機能を作成した。
［結果］
これまで手入力で行っていた患者 ID 入力等、間違いの多かったスケジュール管理が簡単・確実にできるようになった。
また、スケジュール管理画面と電子カルテのリンクにより、内視鏡所見を確認しながら検査予定の作成が可能となった。
［考察］
今回作成した内視鏡スケジュール管理プログラムは既存のデータベースを利用しているため、患者情報の入力間違い等

のミスが防止できると考えられた。既製のソフトは不便でも更新まで変更ができなかったが、サイバーフレームワークソ
フトで作成されたプログラムは必要に応じて変更できるため、常に使いやすい状態へ改良可能と考えられた。
［今後の課題］
1.内視鏡検査と保健点数請求との連動
2.問診表の閲覧と注射指示などの電子カルテ自動転記
3.内視鏡洗浄履歴との連携
［結語］
サイバーフレームワークソフトを用いて入力重点だった既製のデータ管理ソフトをエンドユーザー自身で使いやすい
ように改良を加えることができた。データの新しい利用が可能となるこのシステムは、内視鏡部門のみならず各部署でも
大変有用であり、今後新しいデータ管理の基本にもなると考えられた。
連絡先：〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54
℡ 075-751-3415

17．予備洗浄作業の効率化を目的とした傾斜型内視鏡洗浄シンクの試み
三豊市立永康病院内視鏡部
内視鏡技師 ○松田 里枝
医師
内田 善仁、潟中 淳一、佐々原勝幸
大賀 拓二、吉松 千裕
看護師
三好香代子
目的
使用後の内視鏡は予備洗浄の過程で有機物除去を怠ると、その後の洗浄・消毒に支障をきたし感染の原因になる。した
がって、予備洗浄を入念に行なうことが重要と考えるが、洗浄作業者にとっては大きな負担となっていることも事実であ
る。今回、予備洗浄作業の効率化を目的として、内視鏡洗浄シンクの改良を試み、その有用性について従来のシンクと比
較検討した。
方法
従来型シンクの大きさは縦 40cm×横 80cm×深さ 17cm であり、高さ 70cm に設置されていた。改良型シンクの大きさは
縦 45cm×横 130cm であり、深さについては左端から 5 度の下降傾斜を付け、最も低い右端の深さを 17cm とし、高さ 80cm
に設置した(図)。
検査終了後のスコープを「内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン」に沿ってベッドサイド洗浄し、各シンク内で予
備洗浄を行なった。予備洗浄は温水を流しながら、酵素洗剤を用いてスコープ全体の汚れと付属部品の洗浄・各チャンネ
ルのブラッシング、十分にすすぎを行なった後、自動洗浄機にセットするまでとした。
両シンクの比較項目及び方法は、①水切り状態の比較：予備洗浄後のシンクに乾燥したタオルを置き、1 時間後にタオ
ルに吸収された水分量を測定した。②予備洗浄に要した時間：同一スタッフでの予備洗浄に掛かった時間を測定した。③
周辺への汚染飛散状態：エプロン前面と床面の汚染状態を、多い、濡れた、わずかに濡れたの 3 段階に評価した。以上の
3 項目を 50 件について検討し、スタッフに対しては使い勝手や疲労感などの聞き取り調査も行なった。
結果・考察
シンク水切り状態は、従来型ではタオルの水分吸収量が平均 72g、改良型では平均 37g だったことより、改良型が速や
かな水切りができたと考える。予備洗浄に要した時間は、従来型では平均 4 分 20 秒かかったが、改良型では平均 3 分 30
秒に時間短縮できた。さらに、各工程に要した時間の比較では、洗浄工程では、従来型シンクが平均約 2 分 50 秒、改良
型シンクが平均約 2 分 40 秒と、あまり差はなかった。すすぎ工程では、従来型シンクが平均約 1 分 10 秒、改良型シンク

が平均約 27 秒で、改良型シンクではすすぎ時間が半分以下に短縮された。汚水飛散状態は、従来型ではエプロン前面が、
濡れた 39 件、多く濡れた 11 件で、エプロンから床へ滴る時もあった。改良型ではエプロン前面が、濡れた 2 件、わずか
に濡れた 48 件で、床面へは殆んどないと評価した。

改良型シンク
改良型シンク

以上の結果から、改良型シンクでは傾斜に沿ってスムーズな排水が一気に行なえた為、水切りや泡切れを良くし、時間
の短縮が図れ、周囲への飛散も少なかったと推測する。そして、作業の効率化は患者様の待ち時間の不満緩和にも効果が
あった。また、周辺への飛散減少は環境汚染を介しての二次汚染防止にもなったと考えている。
スタッフからの聞き取りでは、シンク改良後は、スコープに付着した酵素洗剤がすすいだ瞬間、簡単に流れ落ち、作業
負担が軽減し高評価を得た。また、スコープ先端がシンク側面に当たる衝撃、汚水の跳ね返りによる感染の不安、無理な
作業姿勢からの腰痛・肩こりなど健康面への影響も緩和され満足した結果が得られた。
結語
傾斜型内視鏡洗浄シンクは、予備洗浄作業の効率化に有用であると考える。
連絡先：〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間 1298 番地 2
TEL0875-83-3001 FAX0875-83-6379

１８．経鼻、経口内視鏡を比較したアンケート調査
町立長沼病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○塩谷千代美、八藤後栄子
看護師
同内科・消化器科

上坂 貞子
佐々木宏嘉、西堀 恭樹、西堀 佳樹、倉

敏郎

はじめに
上部内視鏡において、被験者の苦痛は軽視できない｡その最大の原因は舌根を通過する時の咽頭反射である｡経鼻内視鏡
(GIF-N260)は、先端 4.9 ㎜、外形 5.2 ㎜で、反射を軽減する目的で鼻より挿入可能な極細径内視鏡として開発された。当
院では平成 17 年 11 月より導入しているが多くの患者様から｢経鼻は楽だ」と言う声が聞かれるようなった。そこで経鼻

内視鏡の苦痛は経口内視鏡の検査時と比較してどこまで軽減されたのか、アンケート調査を行ったので報告する。
期間
平成 17 年 11 月 22 日から 12 月 27 日
対象
経口内視鏡の経験があり、今回当院で経鼻内視鏡を施行した患者様 50 名。男性 25 名、女性 25 名平均年齢 64.28 歳
当院の前処置方法
胃内有泡性粘液除去剤と抗コリン剤使用は従来どおりだが、咽頭麻酔ではなく、鼻腔内麻酔を行う。鼻腔内麻酔は、1
件につき 4%塩酸リドカイン液と 0.1%エピネフィン液（9:1 で混合したもの）4 ㏄と硝酸ナファゾリン液 1 ㏄合わせて 5 ㏄
をジャクソン噴霧器に注入し、両鼻腔内に噴霧する。
（硝酸ナファゾリン液は鼻炎症状や鼻出血予防目的のため使用して
いる。
）

「当院の経鼻内視鏡の前処置方法」
1 件につき、4％リドカイ
ン液と 0.1%エピネフィリ
ン液を９対 1 で混合した
もの 4cc に硝酸ナファゾ
リン液1cc を合わせる

ジャクソン噴霧器

検査開始

両鼻腔内に噴霧して
約８分後

方法
1.検査終了後、スタッフが待合室で休んでいる患者様にアンケート調査に沿って、聞き取り調査を行う。
調査項目
①検査の苦痛の程度（楽だった、ある程度楽だった、少し辛かった、辛かった）から選んでもらう。
②経鼻内視鏡の苦痛度（前回経口内視鏡の苦痛度が 10 点とした時の今回の苦痛度を点数にて答えてもらう）
。
③鼻の痛みの程度（なかった、あったが我慢できる程度、少し痛かった、とても痛かった）から選んでもらう。
④次回はどちらの内視鏡を選択するか？（経口内視鏡、経鼻内視鏡）から選んでもらう。
2.スタッフから見た咽頭反射の有無（なかった、少しあった、強かった）から選ぶ。
結果
検査の苦痛の程度では、楽だった 35 名。ある程度楽だった 10 名。少し辛かった 2 名。辛かった 3 名であった。経鼻の
苦痛点では、経口内視鏡の苦痛度を 10 点とした時の経鼻の苦痛点は、2 点 9 名、3 点 8 名、4 点 9 名、5 点 9 名と多く、
中止が 2 名いたが平均点数は 4.16 点であった。鼻の痛みの程度では、なかった 23 名、あったが我慢できる程度 21 名、
少し痛かった 1 名、とても痛かった 5 名であった。次回はどちらの内視鏡を選択するかでは、経鼻内視鏡が 43 名、経口
内視鏡が 7 名であった。スタッフから見た咽頭反射の有無では、咽頭反射がなかった 33 名、少しあった 14 名、強かった

3 名であった。
考察
今回のアンケート調査では、90％の人が経鼻内視鏡によって苦痛が軽減され、その平均点は前回経口内視鏡の苦痛度を
10 点とすると 4.16 点と回答している。スタッフからみた咽頭反射も 66％の人がなかったと評価している。これは咽頭反
射が軽減された事で、患者様は比較的落ち着いて、検査が施行されたと考えられる。鼻の痛みについても 90％の人が痛み
は我慢出来る程度内と回答し、86％の人が次回は経鼻内視鏡を選択している。今後、経鼻内視鏡の普及によって気軽に検
査が受けることができると考えられる。しかし、一方で経鼻内視鏡は画像精度が劣るため、病変を見落とす可能性や、操
作に難があるため観察に時間がかかるなどの欠点がある。症状のある人は経口内視鏡を勧めるなど、患者様ひとりひとり
に合った内視鏡選択が重要だと考えられる。
結語
経鼻内視鏡は、経口内視鏡と比較して苦痛、咽頭反射を軽減する可能性がある有効的な検査方法だと考えられる。
連絡先：〒069-1332 北海道夕張郡長沼町中央南 2 丁目 2 番１号
TEL：0123-88-2321 FAX0123-88-2586

19.「スコープハンガーを作成して」
愛知医科大学病院 内視鏡センター
○久具 純子、田中 教代、洞口喜代美、伊藤早乙女
加木屋美穂、玉置奈穂美、保村せい子
はじめに
内視鏡機器・処置具には様々なものが考案されているが、検査使用後のスコープを置く器具についての報告は少ない。
使用後スコープは粘液付着物が多く、感染因子の一つに挙げられる。そのスコープの扱いが粗雑だと感染を引き起こした
り、スコープの故障原因となりうる。当院では、５つの検査室と洗浄室とが離れているため検査終了後に平均 8.5ｍの距
離を運ばなければならない。そのため「汚染を防いでスコープを移動する」ことに加え「安全に運ぶ」ことも大きな課題
であった.
そこで運搬可能なハンガーの必要性を感じ、従来のスコープ置き台(写真：1)より改善を試み新しいスコープハンガー（仮
称：カメラック、写真：2）を考案・作成したので報告する。

。
研究方法と経過

1)従来のスコープ置き台から問題点を抽出
2)「清潔」
「安全性」
「利便性」の３つの視点から新しいスコープハンガーの検討
3)スコープハンガー（カメラック）の考案・作成
4)カメラックに対するアンケート調査
対象：医師 16 名・看護師その他 8 名
調査方法：11 項目 5 段階評価(5 が最良)

グラフ：１ 清潔

平均4.1

写真：1

見た目
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結果・考察
スコープの洗浄・消毒方法は当院の「感染ガイドライン」による規定に沿って実践されており、感染対策はとられてい
たが、今回の研究で使用済みのスコープは必ずカメラックに掛けるようになり、スタッフの感染に対する意識は更に高め
られたと考える。そして使用後アンケートの結果、清潔-平均 4.1(グラフ：1)、利便性-4.0(グラフ：2)と高く、作成した
カメラックが検査を行う環境を清潔に保ち、洗浄室への移動を簡便にしたといえる。一般的に医療機器は威圧感を与える
のに対し、見た目の評価が高いことは患者にも良い環境を提供できると思われる。さらに高さについては検査終了後のス
コープの動線が、平行移動によって行えるようになったことも、医療者の腰への負担を軽減し評価できる。またカメラッ
ク下の容器によって使用後床への液だれが少なくなったことは感染防止につながったと考える。
「安全性」については(グ
ラフ：3)アクリル板を用いた部分にスコープの操作部と接続部の 2 箇所がしっかりと固定されているため、従来のスコー
プ置き台に比べて転落の危険性がなくなった。一方、固定のために考案したはずのストッパーが移動の際に支障をきたし
たり、高い位置に重心があることから運ぶ力を加える場所によってはバランスを崩しやすいことが判明し平均 3.6 と低い
評価であり更なる改善が必要性だと感じた。
おわりに
カメラックを作成したことにより作業能率の向上につながり、看護援助が十分でき患者の満足度にもつながるのではな
いかと考える。今回作成で見出された課題に目を向け、更なる改善を重ねていきたい。
参考文献
1)田中雅夫：内視鏡検査・治療・ケアがよくわかる本,2004.11
2)日本消化器内視鏡技師会会報：2005.9
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20.セデーション下におけるバックレストの有用性
京都桂病院 消化器内視鏡センター
看護師 ○佐久間正和、飯田満智子、瀬戸 淳子、日野小百合
野々上麻美、來山 隆子、縄江 敏江、木原 景子
内視鏡技師・看護師
川上雅代
医師
鳥居 惠雄
【はじめに】
ＥＭＲ・ＥＳＤを中心とした内視鏡治療では比較的深いセデーションを用いるため、側臥位での体位固定が不安定とな
る場合がある。従来当院では看護師 2 名により腰部・背部を支えながら介助しており、人手によらず安定した体位固定を
得られないか模索した。例えば、手術体位固定器具を昇降のみの検査台に使用できないか検討したが、製造物責任法(Ｐ
Ｌ法)に抵触するため断念せざるを得なかった。そこで、ブックエンドをヒントに患者の自己体重で固定できる側臥位体
位固定用バックレスト(以下バックレスト)を製作、その試用において有用であったため報告する。
【方法】
作成したバックレストは幅 40cm 高さ 25cm 奥行 55cm(写真参照)であり、高さは日本人の平均肩峰幅の半分以上で高くな
りすぎないように 70％で算出した。また幅、奥行は自己体重で固定できるよう作成した。
使い方はバックレストの頭側を左右の肩峰をつなぐラインにあわせて置き、バックレスト上と背部に接触する部分にビ
ーズクッションを組み合わせて体型に合わせて用いる。今回はセデーション下での上部消化管治療・検査の患者 48 人を
対象に使用した。使用後体位固定の安定性については縄田らの評価基準を参考にし 5 段階（5：とても安定していた・4：

安定していた・3：どちらともいえない・2：やや不安定だった・1：不安定だった）で評価した。また使用後の皮膚障害
バックレストの破損・緩みの有無について調査した。
【結果・考察】
体位の安定性については医師、看護師ともに調査した 48 例中
95％において評価 5 または 4 の評価を得た。評価 3 であった 2
例についてもセデーションの不足による体動での体位不安定に
よるものであった。セデーションの効果が十分に得られず体動
がある場合にも、体幹はバックレストに固定され四肢のみの体
動であり処置の継続に支障をきたすことはなかった。患者の体
格による不具合もなく、バックレストそのものの大きさも適切
であったと考えられた。
調査した処置の時間の平均は 39 分で最短が 12 分、最長が 317 分であった。皮膚障害の有無については 25％で発赤の発
生をみとめたが、いずれも軽度であり、すぐに消失するものばかりであった。これはバックレスト上、背部にビーズクッ
ションを組み合わせて使うことにより皮膚への圧迫を少なくできたためと考えられた。また、体動によるバックレストへ
の衝突、強度不足による破損もなく安全性も保たれていると考えられた。
処置中、看護師による患者の体位固定の負担も少なくなり、患者の観察や介助に集中できるようになったこ
とで、効率的に援助ができるようになった。しかし、今回の調査では比較的処置時間の短いものが多く長時間
に及ぶ処置での有用性については今後の課題である。
【まとめ】
セデーション下の体位固定にバックレストは有用であり、看護の効率化や観察が密にできること、介助に専念できるこ
となどの利点が認められた。体位の固定は処置をスムーズに進める上で重要な要素であり、本研究にご協力いただいた患
者さんに感謝の意を表すとともに、今後改良を重ねより安全で安楽な処置が行われるよう、バックレストを活用していき
たい。
参考文献
1)生命工学工業技術研究所：日本人人体寸法データベース 1997-1998
2)谷田勝志他：側臥位に用いる固定具の有用性に関する検討,手術医学.Vol.18,27-29,1997
3)縄田寛他：新しい患者移乗装置の有用性評価,医科器械学 75(10)619-620 2005
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２１．豚の胃を用いた ESD 介助のトレーニングの経験
国立病院機構岡山医療センター 内視鏡室
看護師（内視鏡技師） ○原田 幸江、難波 澄江
看護師
水田 由紀、森安 瑞
【はじめに】
内視鏡的粘膜下層剥離術（以下 ESD）は早期癌治療において、確立された手技となってきている。当院でも 2004 年 4
月から 2006 年 9 月まで、132 症例 144 病変の ESD を行っている。
ESD は医師側の技術もさることながら、介助者の技術も重要な要素を占める。医師側にはトレーニング機会は多々ある

ものの、技師・看護師のトレーニングの機会は非常に少ないと言わざるをえない。私たちも全国規模の ESD ライブデモン
ストレーションには参加しているものの、ライブデモンストレーションは医師の立場で行われており、介助者の技術習得
に関しては不十分といわざるを得ない。技術の習得は見学のみで身につくものではなく、実際の介助を通して身につくと
考える。
今回、ペンタックス社製Y-TトレーニングシステムⓇ(以下トレーニングシステム)を使用した医師のESDトレーニングを行
うのに合わせ、私たち技師・看護師のトレーニングの機会をつくることができた。そうすることで、見学・口頭での説明
だけでは限界があるデバイスの操作や介助のテクニックを、効率的に指導・習得できたと考える。当院での取り組みにつ
いて紹介する。
【方法】
トレーニングの実際：平日にはなかなか行えないため休日に実施しているが、看護師は積極的に参加している。
①冷凍している豚の胃袋を前日から解凍しておき、当日洗浄後トレーニングシステムにセッティングする。
②セッティング後の胃袋が乾燥しないように濡れガーゼを当てておき、適宜生食で湿らせる。
③局注針、高周波ナイフは実際のものを使用しトレーニングしている。
【結果】
今回トレーニングの機会を得たことで①実際に近い形での介助を経験することができた。②それにより、デバイスの基
本的操作の技術習得に繋がった。③ESD の流れを経験することで、スムーズに介助ができるようになった。
【考察】
以前はESD というと手が出なかったスタッフも、
積極的に介助やESD 中の患者看護にまで取り組めるようになっている。
介助の実際の流れがわかり、デバイス操作も身につけることにより、自信がついてきたといえる。私たち技師・看護師が
トレーニングをし、技術を身につけることにより、術者はより安全に ESD を施行することができる。また、処置時間が必
要以上に長引くことが防げ、患者の負担が最小限で行えることにも繋がると考える。
当院消化器科はスタッフ教育に積極的なこともあり、技師・看護師の教育も兼ねてトレーニングシステムを発売と同時
に購入している。当院では医師の ESD トレーニングに合わせて、技師・看護師のトレーニングを行うことで介助技術の向
上が計れていると考える。
【今後】
トレーニングに参加することで、介助技術の向上と共に、技師・看護師のモチベーションの向上にも役立っている。今
後は今以上に積極的に技師側からのトレーニング実施の働きかけを行っていき、いっそうの技術の向上を計っていきたい。
さらに、院外からのトレーニング参加の希望にも応えられるよう体制を整えて行きたいと思う。

連絡先：〒701-1192 岡山県岡山市田益 1171-1
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２２．長期保管された内視鏡スコープの感染対策についての検討
九州大学病院 光学医療診療部
峰 慎太郎、三島 博之、後藤 龍子、江田 桂子
矢田親一郎、清水 周次
九州大学病院 検査部
今村 正一、内田勇二郎
九州大学病院 感染制御部
松本 裕子

内視鏡検査および治療件数の増加と共に、内視鏡を媒体とした感染が大きな問題として取り上げられ、消毒薬の開発や
日本消化器内視鏡学会ガイドラインの制定などにより感染対策が講じられてきた。このため、現在では多くの施設で内視
鏡スコープは上記ガイドラインに準じた方法で洗浄・消毒が行われていると考えられる。しかしスコープの保管、特に長
期間保管した使用頻度の少ないスコープの細菌繁殖に関する根拠や一定の見解はなく、また、どのくらいの期間であれば
清潔であるのかを判断することは非常に難しい。そこで、長期間未使用の内視鏡スコープの管理について検討を行ったの
で報告する。

対象とした期間は平成 17 年 9 月から平成 18 年 3 月までの 6 ヶ月間とし、スコープは上部消化管内視鏡 12 本を使用し
た。ガイドラインに準じ、手洗いによる一次洗浄の後に内視鏡自動洗浄機を用いた洗浄・消毒を行った。消毒薬はフタラ
ール製剤と 70％消毒用エタノールを使用した。洗浄後のスコープは十分に拭きあげた後、70％消毒用エタノール 5ml を内
腔にフラッシュし、内視鏡格納庫で保管した。全てのスコープは、当院での通常の保管方法の通り、アルコールフラッシ
ュを 1 日 1 回施行した。検体の採取は洗浄直後、1 ヶ月、2 ヶ月、3 ヶ月および 6 ヶ月後にそれぞれ行い、スコープ内腔は、
蒸留水 10ml を鉗子孔より注入し、それを先端から採取したものを培養した。表面はスワブ法を用いて採取した。 検体
は、一般細菌、抗酸菌について培養を行った。
その結果、スコープ内腔では細菌は検出されなかった。また、スコープ表面の抗酸菌検査についても同様の結果であっ
た。一方、スコープ表面の一般細菌検査では、スコープ 12 本中 10 本から細菌が検出された。洗浄直後の培養で 9 本、1
ヵ月後で 2 本、2 カ月後で 1 本のスコープから細菌が検出された。しかし時間の経過とともにその検体数は減少し、3 ヶ
月後には細菌は検出されなくなった。細菌が検出された 10 本のスコープの洗浄直後では、グラム陽性桿菌、バシルス属、
その他ブドウ球菌などが検出された。１ヵ月後ではバシルス属が 2 本のスコープから検出された。また、2 ヵ月後ではバ
シルス属が 1 本のスコープから検出された。しかし、それ以降では細菌の検出はされず、経時的に減少した。
結果だけを見るとスコープは細菌で汚染されているような印象を受けるが、実際の数値として、検出された細菌ごとの
コロニー数は洗浄直後の細菌数はブドウ球菌が 250 個、ナイセリアが 160 個であった。洗浄直後は、素手やタオルでスコ
ープに触れることがあるため、このような結果であったと考えられる。数値的に特に問題は無いと考えるが、使用直前に
アルコールガーゼ等で清拭を行うべきなのかもしれない。
結論として、保管期間が長期に及んだ場合、時間の経過と共にスコープは汚染され、細菌の繁殖は進むといった予想に
反し、逆に長期保管したスコープのほうが細菌数は減少した。これはスコープが十分に乾燥することにより細菌の繁殖を
抑えることができたと考えられた。しかし、このような結果が得られた背景には、ガイドラインに準じた洗浄・消毒を確
実に行い、内視鏡格納庫によるスコープの適切な保管が必須条件であると考える。これらが満たされれば、使用頻度が少

ないスコープに対して定期的な洗浄を行う必要は無いと考える。
参考文献：
1)田中雅夫監修,清水周次編集：内視鏡検査・治療･ケアがわかる本、照林社.ｐ152
2)日本消化器内視鏡技師研究会：内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン（第 2 版）
3)日本消化器内視鏡技師研究会訳 WGO-OMGE/OMED「内視鏡洗浄消毒に関する実践ガイドライン」
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２３．ATP 法によるディスポーザブルブラシの比較・検討
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[目的]
当センターは日帰り人間ドック対象の内視鏡検査を年間上部 17000 例、下部 2000 例行っている。私たちはガイドライ
ンをもとにした洗浄・消毒を行っており、リユースの洗浄ブラシを使用している。最近発表された WGO-OMGE のガイドラ
インでは、洗浄の最も望ましい基準としてディスポーザブルブラシ（以下ブラシ）の使用を推奨している。そこで今回、
形状や使用方法の異なる代表的な 2 社のブラシを使用し ATP 法を用いて洗浄度の比較・検討をした。

[方法]
測定対象：2006 年 5 月 9〜12 日の上部消化管検査 144 例で使用したスコープ。
使用ブラシ：Ｏ社製ブラシ、K 社製ブラシの 2 種類
Ｏ社製：先端の形状は一般的なブラシ型。往復させて使う。
Ｋ社製：先端はへらのような羽が数箇所ついている。一方向に引き抜いて使う。

※)Ｏ社製には小ブラシが付属しているので、小ブラシを使った場合を A、使わなかった場合を B、もともと
小ブラシが付属していないＫ社製ブラシを C とおき、A、B、C の 3 つの場合の比較をする。
測定部位：①スコープ先端部②吸引シリンダー口③鉗子口（②③は小ブラシを使用する）
測定方法：測定部位①〜③に対し予備洗浄後と洗浄消毒後(洗浄機：オリンパス社製 OER-2 使用）の 2 回それぞれ ATP を
測定した。(ATP キット：キッコーマン社製ルミテスターPD-10N)また、洗浄評価として ATP の基準値は 50RLU
とした。

[結果]
洗浄機での洗浄消毒後では、A、B、C とも ATP は基準値以下となり、最終的な結果としてブラシのメーカーによる差は
なかった。
予備洗浄後では、吸引シリンダー口と鉗子口で A、B、C 間に有意差はないが、小ブラシを使用した A の値が、使用しな
かった B や C よりも低くなった。(グラフ参照)
[考察]
今回2 社のディスポーザブルブラシをATP 法により比較したが、
結果のように最終的な洗浄度の差はなかった。
しかし、
吸引シリンダー口と鉗子口では小ブラシによる洗浄効果が見られたことから、小ブラシはこれらの部位の洗浄に有効であ
ると考えられる。よって、今後ブラシには、小ブラシの標準セット化をはじめとし、洗浄の性能、実際の業務における使
い易さ、および安価であることなどが求められると思う。また、2 社のブラシの差がほとんど出なかった理由として、ス
コープ使用後すぐに洗浄をおこなったことや、ながしでの予備洗浄を十分な流水下で行ったことも考えられる。
[結語]
今回は人間ドックの上部消化管検査で用いたスコープを対象にした測定であったので、今後の検討課題として、洗浄す
るスコープをさまざまな場合(例：往診時など、すぐに洗えないとき、大腸鏡検査、治療に用いたときなど)について比較

する必要もあると思われる。また、今回使用した 2 社のブラシはともに未滅菌の製品であったが、ガイドラインには滅菌
の有無の明確な規定がされていないため、今後は滅菌の必要性もさらに検討していくべきだと考える。
最後に、今回用いた ATP ふき取り検査は内視鏡の洗浄評価を行うのに有効であると考えられるので、これからも定期的
に洗浄評価をしていきたいと思う。
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