第 56 回日本消化器内視鏡技師研究会
講演要旨
１．前投薬の有無による上部消化管内視鏡検査の介助法
（第 1 報 「前投薬なし」と「鎮痙剤ないしはグルカゴン筋注Ⓡ」の場合の比較）
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【はじめに】
近年、スクリーニング目的で行われる上部消化管内視鏡検査では、患者の希望により、sedation が行
われることも多くなっている反面、内視鏡検査が自動化健診などに導入され、検査後独立・独歩可能な
状態であることが要求される機会も増えつつある。
今回は「前投薬なし」と「鎮痙剤ないしはグルカゴン筋注Ⓡ」の場合における呼吸・循環動態を把握し、
検査中及び検査後の介助について検討したので報告する。
図１ 各群におけるモニタリングのパターン
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【方法】
対象は、スクリーニング目的に施行された上部消化管内視鏡検査の被検者 629 名であり、内訳は前投
薬なしの 467 名（以下、非投与群）
、検査室入室前に臭化ブチルスコポラミン 20mg筋注した 120 名（以
下、鎮痙剤投与群）
、グルカゴン 1IUⓇを筋注した 42 名（以下、グルカゴンⓇ投与群）である。但し検査
初回の者は、対象から除外した。
、収縮
これらの対象において血中酸素飽和度（oxygen saturation；以下、ＳpＯ２）
期血圧（systolic blood pressure；以下、ＢＰs）及び脈拍数（pulse rate；以下、ＰＲ）を検査前、
開始３分後、６分後、検査終了時に測定しその経時的変化を検討した。
使用した生体監視モニターはオリンパス社製 MUE-200 とコーリン社製 NX BP-88
である。尚、使用した２種類のモニターにおいて、同時に同じ被検者を 10 回測定した場合の測定値に有
意差は認められなかった。
【結果】
①ＳpＯ２は、非投与群では有意な上昇が、鎮痙剤投与群においては、上昇する傾向がみられた。
②ＢＰs は、咽頭通過直後の３分後には３群とも上昇したが、鎮痙剤ないしグルカゴン投与群において
は、６分後には、ほぼ前値に復した。
③ＰＲは、非投与群と鎮痙剤投与群において検査中有意に上昇した。グルカゴン投与群においては有意
な変動はなかった。
【考察】
①非投与群におけるＳpＯ２の有意な上昇は、咽頭反射がおきると介助者によって深呼吸を促される、な
いしは、自発的な過呼吸が生じる為であると考えられた。
②鎮痙剤ないしグルカゴンを筋注することにより、血圧上昇時間を短縮できた。これは、筋注すること
によって消化管の蠕動が抑制され、挿入や観察や生検などがスムーズに行われた為に、検査後半のＢ
Ｐの上昇が抑えられたと考えられた。
③鎮痙剤投与群におけるＰＲの有意な上昇は、薬理作用によると思われた。筋注時には検査当日に記入
した問診表などで再度、禁忌情報の確認をし、変更時には施行医の指示を仰ぐことが必要である。
【参考文献】
1）日本消化器内視鏡学会監修：消化器内視鏡ガイドライン、医学書院 1999
2）日本消化器内視鏡学会監修：消化器内視鏡ガイドライン第２版、医学書院 2002
3）消化器内視鏡 Vol.12 No.6 2000；674-675
4）長田成彦：安全な内視鏡に必要なモニタリング、ポケット消化器内視鏡マニュアル、中外医学社 2005；33-35
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２．鎮静下での内視鏡検査時における循環動態の変動について
〜検査後気分不快が出現した患者の傾向を分析して〜
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はじめに
近年、内視鏡検査時の苦痛を軽減するために鎮静剤を使用する施設が増えている。当院の外来患者で

は主に超音波内視鏡検査をうける患者が鎮静剤使用の対象となる。鎮静下での検査は患者にとって検査
中の苦痛の軽減に効果があるが、検査後気分不快症状が出現する患者もいる。今回、鎮静下で内視鏡検
査を受けた外来患者で、検査後に気分不快症状を訴えた患者の傾向を調べるため、血圧・脈拍の変動と
鎮痙剤の関連を有症状患者と無症状患者で比較検討したので報告する。
目的
鎮静下内視鏡検査後に気分不快症状が現れた患者の血圧・脈拍の変動を検討し、検査後気分不快症状
が出現した患者の傾向を推察する。
研究方法
期間：平成 17 年 5 月２日〜11 月 14 日
対象：鎮静下で内視鏡検査を受けた外来患者 71 名。
（上部超音波内視鏡検査 70 名、
上部消化管内視鏡検査 1 名 ）
鎮静の方法は酒石酸ブトルファノール（スタドールⓇ）0.3〜0.5mg、ミダゾラム（ドルミカムⓇ）3〜
5mg、を併用し、拮抗剤にフルマゼニル（アネキセートⓇ）0.5mgを用いた。
年齢 28 歳〜83 歳（平均 61 歳） 男性 44 名、女性 27 名
方法：
1．検査前、検査終了時、検査２時間後（点滴抜去時）の血圧・脈拍を測定し、検査後有症状患者と無症
状患者で測定値を比較検討。
2．症状の有無が鎮痙剤に関連があるか検討し、鎮痙剤別で血圧・脈拍を比較検討。
3．有意差検定には t-検定を用いた。

結果
1．検査後症状が見られなかった患者は 66 名（93％）
。検査後気分不快症状が現れた患者は 5 名（７％）
。
症状は嘔気・嘔吐症状が見られた。

2．無症状群の平均収縮期血圧は検査前 134 ㎜ Hg、検査終了時 129 ㎜ Hg、検査 2 時間後 119 ㎜ Hg、
平均脈拍数は検査前 72 回/分、検査終了時 69 回/分、検査 2 時間後 61 回/分。有症状群の平均収縮期
血圧は検査前 135 ㎜ Hg、検査終了時 107 ㎜ Hg、検査 2 時間後 106 ㎜ Hg、平均脈拍数は検査前
75 回/分、検査終了時 60 回/分、検査 2 時間後 56 回/分、有症状群の方が検査終了時の血圧と脈拍が
有意に低下していた。
（図 1.2）
3．前投薬を比較すると、無症状群は 56 名が臭化ブチルスコポラミン、10 名がグルカゴン製剤を使用し
ており、有症状群は全例グルカゴン製剤を使用していた。
4．グルカゴン製剤使用者は臭化ブチルスコポラミン使用者よりも、検査終了時有意に血圧と脈拍が低下
していた。
（図 3.4）
考察
検査後症状が見られた患者は検査終了時の血圧と脈拍が有意に低下していた。検査終了時に収縮期血
圧と脈拍が低下する患者は嘔気・嘔吐症状が出現する可能性があると思われる。また検査後症状が見ら
れた患者は全例グルカゴ製剤を使用しており、前投薬別で比較するとグルカゴン製剤使用者は検査終了
時に血圧と脈拍が有意に低下していた。これらのことから、グカゴン製剤使用者で血圧と脈拍が有意に
低下した患者は注意して経過観察する必要があると考えられる。当院では検査後の管理を中央処置室担
当看護師へ依頼しており伝達用紙にて申し送りをしている。このような体制の中で検査後気分不快を訴
える患者の傾向を推察することが出来たことは、今後注意してかかわることが出来ると考える。
結語
1．検査後に嘔気・嘔吐症状が出現した患者は、鎮静下内視鏡検査終了時の収縮期血圧と脈拍が有意に低
下していた。
2．前投薬の種類により、検査後の嘔気・嘔吐症状の出現に差が見られた。
参考文献
1）中野美由紀：グルカゴンの安全性に関する検討 日本消化器技師研究会会報，1999；50−51
2）高橋かおり：セデーション後の安静時間の検討：日本消化器技師研究会会報，2006； 41−42
3）竹田幸子：内視鏡検査時の midazolam の使用経験：日本消化器技師研究会会報，2000；46−47
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３．鎮静剤を用いた上部消化管内視鏡検査の看護の実際
〜呼吸循環動態の変化の調査をもとに〜
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はじめに
近年不安や苦痛の少ない安楽な内視鏡検査を求めている患者が増加しており、当院では３年前から鎮
静剤を用いた内視鏡検査（以下セデーション GF とする）が積極的に行われている。鎮静剤を用いると呼
吸循環動態が変動しやすく、セデーション GF 時の患者管理は内視鏡看護師にとって重要な役割である。今

回セデーション GF 時の呼吸循環動態の変動についての調査を実施し、その結果から内視鏡技師・看護師
の役割を再認識できたのでここに報告する。
調査の対象
平成 17 年 6 月〜9 月（4 ヶ月間）の期間にセデーション GF を受けた 366 名 ＊EUS、ERCP を除く
調査方法
患者監視装置を装着。ミダゾラム（ドルミカム）10mg を生食で希釈し、医師の指示量静注。検査前、
中、後の呼吸循環動態の変化、副作用の有無について調査する。

調査結果
Ⅰ．年齢別件数（図 1）
年齢別の件数では、60 代以上から急
激に増加し全体の 66.7％であった。
Ⅱ．SPO2の変化（図２）
1．SPO2が 95％以下又は、90％以下に下降した件数は年代別にみると、50〜70 代が多かった。
2．酸素投与例は 139 件 39.7％、年代別では 60〜70 代が多かった。
3．SPO2が低下してきても、看護師の声掛けや刺激で上昇した件数は約 70 件 19.1％であった。
Ⅲ．血圧の変化（図３）
収縮期血圧 200 以上又は 100 以下の件数は年代別でみると、60〜70 代が最も多かった。
Ⅳ．鎮静剤の影響による体動（図４）
1．体動が激しく内視鏡スタッフ数名により抑制した例 45 件 12.4％、
年代別では 30〜60 代が多かった。

2．体動が激しく検査中止になった例は０件であった。
3．体動が激しく一時内視鏡を抜去し覚醒させ再度検査を続行した例は 2 件であった。
Ⅴ．その他 心肺停止例は 0 件。
セデーション GF 中の副作用出現時の対応
Ⅰ．SPO2が 95％以下で医師に報告し酸
素投与。看護師の声掛けや刺激を与えることでSPO2が上昇する患者も多い。上昇しない患者には酸素２ℓから
開始し 95％キープ。
Ⅱ．血圧上昇時はフランドルテープ使用。血圧下降時は点滴の速度調節、昇圧剤投与。
Ⅲ．脈拍変動時は 3 指モニター装着、指示にて薬剤投与する。
Ⅳ．体動が激しい時には出来る限り多くのスタッフで抑制。無意識なので動かないよう声かけしても効
果が無い場合が多い。抑制しきれず危険だと判断した場合は医師に報告し、フルマゼニル投与の指示
を受け覚醒させる、または検査を早めに終了した方が安全である事を医師に報告する。
緊急対応への体制づくり
Ⅰ．救急カートの点検と補充（月１〜２回）
Ⅱ．ＩＣＬＳ認定者 1 名、院内のＩＣＬＳ勉強会の積極的な参加
Ⅲ．緊急時のシミュレーション実施（年 1〜2 回）考察
今回の調査結果で重篤な副作用出現はみられなかった。しかし、高齢化社会の現在、高齢者が内視鏡検査
を受ける機会が増えており、60 歳以上の件数が 66.7％を占めていた。SPO2低下、血圧変動の結果から 60 歳以
上で大きな変動がみられ、今まで私たちは 80 歳以上の患者に対しては、特に意識して鎮静剤投与を行い、モニ
タリングの管理を十分注意して行ってきたが、今回の結果から 60 歳以上の患者に対しても、十分注意していく必
要があると思われる。
医師は内視鏡モニターに集中しているため、呼吸循環動態の管理や異常の早期発見、緊急時の迅速な対応
が看護師の重要な役割であると再認識できた。
結論
Ⅰ．患者の背景を素早く観察し、異常の早期対応を心がけることにより重篤な副作用を未然に防ぐ事が
出来る。
Ⅱ．セデーション GF 時は、呼吸循環動態の管理や異常の早期発見、早期報告、緊急時の迅速な対応が看
護師の重要な役割である。
参考文献
1）伊東 進、ほか：呼吸・循環動態モニタリングガイドライン、P10
2）松原 千代美、ほか：鎮静剤併用上部消化管内視鏡検査時の呼吸循環動態の変化について、日本農村医学会雑誌
（0468−2513）51 巻 3 号 P472（2002．09）
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４．内視鏡記録用紙の検討
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はじめに
当院では、消化管内視鏡検査を年間約一万件行っていますが、独立した看護記録用紙はなく、医師の
記録の一部に使用薬剤の記録のみであった。そこで、検査前・検査中・検査後・退室までの患者の状態
を連続して記録する看護記録用紙を作成することにより、内視鏡看護を継続看護へ発展させ、より質の
高い内視鏡看護が提供出来ることを目指し、取り組んできたのでここに報告する。
目的
記録用紙の活用により、患者情報を正確かつ迅速に、スタッフ間で共有し安全な検査と一貫した継続
看護を提供する。昨年度の上部消化管内視鏡検査は 7004 件、下部消化管内視鏡検査は 3772 件、透視治
療検査は 1740 件行われている。
問題点
1．カルテ記載が不十分だった重篤疾患の既往や抗凝固剤内服状況を明確化することができない。
2．スタッフ間の情報共有化ができない。3．記録の個人差がある。4．事務的業務に時間がかか
る。といった問題点があった。当内視鏡室では、検査前・検査中・検査後と担当看護師が替わる
ため、申し送りの時間が多く、業務に支障をきたしていた。記録に関しても、個人差が大きく患
者の全体像が見えてこない場合も多く、その点を踏まえ、内視鏡記録用紙を作成した。
作成前は、医師の診療録の中に検査の印鑑を押し、使用薬剤のチェックおよび生検数・フィルム本数
の記載のみで患者の全体像がつかめなかった。
内視鏡記録用紙を作成するにあたり、予約検査が多い中、24 時間体制で救急患者の受け入れを行なっ
ている為、予約検査・緊急検査でも使用できる記録用紙を作成した。また、当院では、他施設との病診
連携をとっている為、検査のみ行なう患者が多く、既往歴や抗凝固剤内服の有無が把握出来ないことが
多い為、記録用紙の中に既往歴の欄を作成し、緑内障・心疾患・前立腺肥大・高血圧・キシロカンイシ
ョック・シャント・降圧剤・抗凝固剤内服の有無をチェックできるようにした。検査の一連の流れと使
用薬剤等を表記し、施行時間と担当看護師のサインをいれ、看護記録も記入できるようにした。使用し
ていく中で、薬剤アレルギーや気管支喘息の既往歴のチェック欄が欲しい・よく使用する薬剤を追加し
て欲しいといったスタッフの声が聞かれ、記録用紙の改定を行った。また、当院では上部下部を同時に
検査する患者もいる為、ＣＦへ移行といった欄を作成しそのまま下部内視鏡検査記録用紙に移行できる
ようにした。下部内視鏡検査記録用紙には、前処置内服時から患者の状態をチェックできるようにし、
前処置から検査終了後までを記載できるようにした。
上部消化管検査の記入例ですが、特に大きな既往歴がないパターンです。次に、循環器疾患の既往の
あるパターンですが、心疾患有の横に疾患名を記載し、抗凝固剤内服の有無もチェックし、いつから止
めているのか続行中かをチェックする事で、担当看護師が変わっても一目でわかるようにしている。緊
急上部消化管検査のパターンですが、モニター管理下で行なうため、看護記録の欄にバイタルサインを
記入するようにし、止血処置の行なった種類をチェックするだけの形式にしている。

考察
内視鏡検査全般の状況を連続して記録し、内視鏡所見用紙と共にカルテに保存することにより、前回
の内視鏡検査時の状況がよく把握でき、次回検査時の看護提供に役立つと考えられる。
結論
今回、作成した内視鏡看護記録が継続していけば事故防止と継続看護につながると考えられる。今後、
スタッフ間で情報交換し、よりよい患者記録を作成するよう努力したいと考える。
連絡先：〒596-8522 大阪府岸和田市加守町 4-27-1
℡0724-45-9915

５．日帰りによる内視鏡的大腸ポリープ切除術の患者用クリティカルパスに対するアンケート調査
筑波記念病院
看護部

○宮田 恵希、飛田 悦子、小林 朋子

消化器内科 牧野 維斗映、白石 貴久、設楽 佐代子、池澤 和人
【背景と目的】
従来、当院での内視鏡的大腸ポリープ切除術や粘膜切除術(EMR)は、ほぼ全例 1 泊入院で施行
していたが、2001 年からは日帰りでの内視鏡的治療を導入し、現在に至っている¹⁾。それに伴い、以前
から使用してきた大腸内視鏡検査の患者用クリティカルパス(CP)に加えて、日帰り治療用の患者 CP も
作成し運用している。
患者が検査および治療の内容を十分に理解し、安心して日帰りでの治療を受けられているかに関して、
アンケートによる調査を行ったので報告する。
【対象・方法】
対象は、2005 年 9 月から 2 ヶ月間に日帰りでの内視鏡的治療を行った 23 名(男性 15 名・女性 8 名、
32~73 歳、平均 54.6 歳)。治療日と治療後２週間以降の外来受診時に、検査や治療に関する理解度につ
いて、①治療当日までの説明内容、②治療後 2 週間までの説明内容、③CP の活用性の有無、に関してア
ンケート調査を行った。①、②は 5 段階評価、③については活用できたか否かで設問した。

【パスの紹介】
横軸には治療前外来日、治療前日、治療当日、治療翌日〜２週間後までと時間の経過を記載し、
縦軸には注意点の項目を記載している。
（表 1）
説明を行う外来日から治療当日までに関しては、治療前日の食事や下剤の内容で医師の処方により異
なる場合があるので、どの場合でも説明できるようになっている。
治療後からの内容では、治療後から 2 週間後までの注意点を記載した。治療後で頻度の高い偶発症は
出血と穿孔であり、患者はそれらの誘因となる行動を認識し、自宅での自己管理が必要となるからであ

る。また、出血は、治療直後や時には数日後に生じる場合もあるため、便の性状の観察を続ける、血便
や腹痛がある時には外来受診すると記載することで合併症の早期発見にも繋がっている。
【結果・考察】
23 名中有効回答は 18 名（78.2％）であった。治療前の説明に関しては、
「かなりわかりやすい」
「わ
かりやすい」が 79.6％であり、当院の患者 CP が簡潔で理解しやすいものであったと評価された。一方、
治療後の説明に関しては「かなりわかりやすい」
「わかりやすい」は 58.2％にとどまり、治療後の安静度
では「かなりわかりづらい」という回答があった。また、自由記載欄には、
「無駄な説明がなくてはっき
りしている」
「とてもわかりやすかった」
「初めての治療だったがイメージがついた」という回答の反面、
「消化のよいもの、刺激の強いものとはどういうものか」
「激しい運動とはどの程度の運動量なのかわか
らない」などの説明不足であると思われる指摘があり、具体的に記載する工夫が必要だと考えられた。
CP の活用性については、
「読み返した」
「役に立った」が 100％で、患者が自宅で CP を活用している
ことがわかり、特に初回の患者などでは、治療に対する不安や恐怖感があることから何度も読み返して
いるのではないかと考えられた。
「安心して治療に取り組めたか」という項目では 83％で「安心した」
という回答が得られ、自宅での患者 CP の活用が安心感へ繋がったと考えられた。
【結語】
今回、CP を活用して事前に周術期の経過を充分説明することにより、患者が内容を理解し安心して取
り組めていることがわかった。しかし未だ説明に不十分な要素もあり、今後改善していく必要がある点
も明確になった。
参考文献
1）吉田 正，他：クリティカルパスの使用による大腸ポリペクトミィーの日帰り手術への移行，医療マネージメン
ト学会誌 2003；3(4)：614-619．
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６．SolemioENDOTMによる内視鏡看護記録の取り組み

内視鏡看護記録入力機能メニューの検討
愛媛大学医学部附属病院 光学医療診療部
内視鏡技師 ○森脇留美子、矢野みゆき、天野 利江
看護師
看護師長

山本はる子
井上 博幸、久保

幸

Ⅰ．はじめに
平成 17 年 4 月 1 日から、内視鏡マネージメントシステムSolemioENDOTM（以下、ソレミオとする。
）を導
入した。今回、患者に安全な検査・看護を提供するためにチーム内での情報伝達の手段として内視鏡
看護記録入力機能メニュー（以下、入力機能メニューとする。
）を使用したソレミオによる内視鏡看護
記録（以下、内視鏡看護記録とする。
）を作成し、入力時間の短縮に有効な内視鏡看護記録である事を
検討したので報告する。
Ⅱ．研究目的
患者に安全な検査・看護を提供するためにチーム内での情報伝達の手段として作成した入力機能メニュ
ーを使用した内視鏡看護記録は、入力時間の短縮に有効な内視鏡看護記録である事を検討する。

図１）
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ入力の有無と入力時間との関係
（ｎ＝147）

項目無

図２）
入力機能メニュー使用時とすべてｷｰﾎﾞｰﾄﾞ入力した場合の
入力時間 （ｎ＝50）
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内視鏡看護記録：患者に安全な検査・看護を提供するためのチーム内での情報伝達手段として作成
＊入力時間の短縮に有効

入力機能ﾒﾆｭｰ：
検査前から終了までの
流れを考慮し作成

①内視鏡看護記録入力画面

③小項目選択し、記録内容を入力

②大項目選択

④内視鏡看護記録入力終了

Ⅲ．研究方法
1）期間 平成 17 年 4 月 1 日〜平成 17 年 9 月 30 日
2）対象 ソレミオ内視鏡看護記録 147 件
3）方法(1）ソレミオによる入力機能メニューを使用した内視鏡看護記録を作成した。
(2) 研究期間中、入力時間が測定できた内視鏡看護記録 147 件について、入力に要した時間と内
容を調査した。
(3) 内視鏡看護記録 147 件のうち、看護師 1 名が入力した 50 件について入力機能メニュー使用
時の入力時間と、同じ内容をすべてキーボード入力した時の入力時間を比較検討する事でそ
の効果を明らかにした。
4）検定方法 ｔ検定を使用し P＜0.05 以下を有意差ありとした。

Ⅳ．結果
1）内視鏡看護記録に必要とされる情報である前処置、検査治療処置、説明指導などに関する内容の項目
から、検査前から終了までの流れと優先順位を考慮し、大項目 11 項目、小項目 425 項目の入力機能
メニューを使用した内視鏡看護記録を作成した。
2）内視鏡看護記録 147 件について、平均入力時間 1 分 59 秒、最短入力時間 20 秒、最高入力時間は 9 分
15 秒であった。入力機能メニュー平均使用項目数 8.5 項目、キーボード入力（1 文章 1 項目とする。
）
の平均使用項目数は 0.65 項目であった。
3）キーボード入力の有無と入力時間との関係について、キーボード入力項目 なしの場合の入力時間は、
1 分 19 秒、1 項目の場合、2 分 28 秒、２項目の場合、3 分 16 秒、３項目の場合、3 分 41 秒であった
（図１）
。キーボード入力項目が増える事により、入力時間が延長していた。
4）看護師 1 名が入力した 50 件について、入力機能メニューを使用した場合の入力時間は 1 分 53 秒、同
じ内容をすべてキーボード入力した場合、入力時間は 3 分 28 秒であった。
（図２）
。入力機能メニュ
ーを使用したほうが、キーボード入力した場合より、P＜0.001 と有意に入力時間が短縮していた。
Ⅴ．考察
検査部門においての記録は、検査・治療終了およびフォローアップにいたるまで患者に安全な医療お
よび看護サービスを提供するための情報が見える事、また、短時間に記録が出来る事が重要である。今
回、患者に安全な検査・看護を提供するため、チーム内での患者情報の把握と共有化を目的とし作成し
た内視鏡看護記録は、入力機能メニューを使用する事で検査前から検査・治療終了およびフォローアッ
プにいたるまでの情報を簡単に入力する事が可能となった。また、入力機能メニューを使用した方がキ
ーボード入力した場合より、有意に入力時間が短縮していた。
以上のことから、内視鏡看護記録のキーボード入力を減らす事は、入力時間の短縮に有効な手段であ
ると考える。
Ⅵ．結論
患者に安全な検査・看護を提供するためにチーム内での情報伝達の手段として作成した入力機能メニ
ューを使用した内視鏡看護記録は、入力時間の短縮に有効な内視鏡看護記録であると考える。
参考文献：
1) 田中三千雄他：間接看護 看護記録，消化器内視鏡看護 基礎から学びたいあなたへ，日総研，第一版，第１
刷，P108〜114，2003．
2) 原田寿子他：内視鏡室における継続看護に活かされる記録を目指して―医師所見用紙 からの独立―，GJETS，
日本消化器内視鏡技師会，No33 ，P59〜61，2004．
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7) 田村美智子他：内視鏡治療用紙の検討―フローシートを作成して―，GJETS，
日本消化器内視鏡技師会，No33 ，P69〜71，2004．
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日本消化器内視鏡技師会，No33 ，P71〜72，2004．

連絡先：〒791-0925 愛媛県東温市志津川
TEL 089-960-5596

７．電子カルテによる内視鏡看護記録と洗浄・消毒記録
−継続看護の充実と患者の安全管理−
坂出市立病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○佐藤 弘子
看護師
医師

宮竹 勝美、松尾 恵美子
小原 英幹

【はじめに】
1984（昭和 59）年に厚生省が看護体制検討会で｢看護記録とは看護実施を証明するものである｣１）と
定義され、記録の見直しが積極的に行われてきた。近年、内視鏡検査においても安全で
適切な看護記録の必要性・重要性が全国的に求められてきている。しかし、当院では 2005 年 3 月ま
で内視鏡検査は手術室との兼務であり、内視鏡検査時の看護記録がなく、洗浄・消毒の履歴管理も不十
分であった。
2005 年 4 月より内視鏡室として独立したことをきっかけに内視鏡看護記録に取り組んだ。検査時の記
録を電子カルテ上に個々で作成したパレットを使用し記録を開始したが、内容に個人差があること、時
間がかかることなど問題点が表出した。そこで今回、電子カルテにテンプレートを作成し、記録の簡便
化・均一化を図った。また、EVIS-NETＴＭを利用し、スコープの洗浄・消毒履歴を所見カスタマイズで
作成し簡単に管理できるように改善したので報告する。

【目的】
1）記録の簡便化・均一化を図り、情報の伝達、ケアの実施内容の証明ができる
2）患者の安全確保のために、消毒の質保証ができるよう洗浄・消毒などの履歴管理を充実させる
【方法】
1）電子カルテ内にテンプレート作成
2）EVIS-NETTMに所見カスタマイズ作成
【結果・考察】
1）テンプレート作成により、検査前確認事項から始まり前処置、ケア内容、検査終了まで、また Sedation
施行患者は Sedation 後２時間までをチェック及び時間を記入するだけで経時的叙述的記録が可能とな
り、内視鏡看護記録の標準化が図られた。
2）EVIS-NETＴＭに、検査医、処置事項、使用薬剤、使用スコープ、消毒した薬液の種類と効果の証明、
薬液の使用日数、漏水検知の有無、洗浄者名を入力できるように所見カスタマイズを作成した。患者ID,
日付、検査の種類などの条件設定で検索できるため履歴も簡単に検索できるようになった。
【まとめ】
テンプレートを利用したことによって、記録の簡便化・均一化を図ることができた。EVIS-NETＴＭに
所見カスタマイズを作成したことによって履歴管理が簡単になった。しかし、PCの台数及び人員不足に
より１検査終了毎の入力ができていないのが現状であり今後の課題である。
引用・参考文献
1）田上しのぶ、ほか；看護記録のゆくえ｢看護記録｣から｢患者記録｣へ、日本看護協会出版会．
2）赤松泰次；消化器内視鏡看護、基礎から学びたいあなたへ、日総研．
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８．内視鏡看護におけるリスクマネジメントの構築
聖隷佐倉市民病院 内視鏡技師
○ 平野 幸子
【目的】
偶発症に対する急変時の内視鏡看護をリスクマネジメントの視点から明確化･標準化し安全な内視鏡
看護を確立するため事例をもとに検討したので報告する。
【対象】
事例; 55 歳男性 会社員 タール便が続いており、(Hb:7.0)貧血精査のため入院、上部消化管内視鏡
検査施行となる。
出血源（胃潰瘍）止血治療中、大出血（偶発症発症）後止血困難から一般状態低下、ショック状態よ
り内視鏡検査室にて挿管となる。
【方法】
―リスクマネジメントのプロセス―1)
1)リスクの把握(実際どのような危険性があるか、現症を振り返る)
2)リスクの分析(その上でなぜ“危険”と考えたのかを分析する)
3)リスクの対応(分析結果から、エラーを誘発しにくくする対策を講じる)
4)対応の評価(講じた対策方法を評価する)
を用い検討した。
【結果】
検討は代表例を列挙する。
<検討１>
Ⅰリスクの把握
患者観察・記録・指示受等、責任の所在が不明、内視鏡看護として行動レベル上、業務分担が実施出
来ていない。
Ⅱリスクの分析
急変事の内視鏡看護が確立されていない。
Ⅲリスクの対応
シミュレーションやロールプレイ実施後、フローチャート作成
Ⅳ対応の評価
偶発症に対する内視鏡看護レベルを標準化することができた。
<検討２>
Ⅰリスクの把握
どのレベルの段階で応援要請をするか判断出来ず、コードブルーの要請方法が認識出来ていない。
Ⅱリスクの分析
コードブルーが周知徹底されていない
Ⅲリスクの対応
コードブルー要請時、各自的確に判断出来る様、患者の状態･レベルを理解･共通認識とした。
コードブルー院内システム確認後、緊急時要請出来る様ポスター化
Ⅳ対応の評価
急変時、落ち着いてコードブルーの要請が出来る体制ができた。

＜検討３>
Ⅰリスクの把握
救急カートの点検・整備不備、物品不足
Ⅱリスクの分析
救急カート迅速な対応ができない状態
Ⅲリスクの対応
救急カートに関わった看護師が緊急内視鏡時、対応可能な物品や薬品を整備し急変時に備えた。
Ⅳ対応の評価
事例以降、日常の点検業務の遂行が意識付けられた。
【考察】
今回の検討より

1)現症の振り返りから問題点を明らかにし、共有化することで、スタッフの意識統一
2)情報交換が出来、よりよい人間関係が築け、チーム医療の円滑化
3)フローチャートの作成により、スタッフ４人の業務分担と責任を明確にした看護体制
4)少人数で安全を確保できるよう、予測されるリスクの回避又、対応をフローチャート化
5)フローチャート作成により、急変時の内視鏡看護の的確迅速化
6)フローチャート作成により、リスクの予測･把握
ができた。よってリスクマネジメントのプロセスを行うことは、医療の質を保証する為には重要である1)
といえる。内視鏡治療は低侵襲だが、反面リスクは高い。医療スタッフの高度な専門性が問われる現場
である。医療の質を高める事は、患者への安全な内視鏡看護の提供につながると考える。
【結語】
リスクマネジメントのプロセスを用い事例検討し急変時の対応をフローチャート化されたことで、内
視鏡看護のリスクマネジメント構築の第一歩となった。
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；内視鏡検査・治療・ケアがよくわかる本；2004；130-135
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1)田中三千雄ほか；内視鏡事故とは；ﾅｰｽのための消化器内視鏡看護ﾏﾆｭｱﾙ;2003;84-95
2)鈴木博昭；偶発症防止のためのセーフティおよびリスクメネジメント；消化器内視鏡 10;2003；1302-1308
3)房本英之、ほか；内視鏡検査の基礎；救急医学(6);2004;631-634

連絡先：〒285-8765 千葉県佐倉市江原台 2-36-2
TEL:043−486−1151

９．内視鏡業務に関する病棟看護師の啓蒙を目指した院内留学の試み
広島県厚生連尾道総合病院 内視鏡センター
内視鏡技師
消化器内科

○楠見 朗子、森田恵理子、小田原由起子、藤原

誠

花田 敬士

【はじめに】
内視鏡技師は、研究会等への参加を通じて最新の知識の習得が可能であるが、病棟看護師は内視鏡検
査・処置に直接関わることが少なく、院内勉強会などを開催しても、修学意欲の向上につながりにくい。
今回当院で行った院内留学の試みにより、参加者の意識変革を実感できたため報告する。
【対象】
当院就職後 2 年目（キャリア開発ラダー、レベルⅠ基礎段階）の臨床看護師 11 名の中で、院内留学に
おいて内視鏡センターへの留学を希望した 3 名（全て病棟看護師）
。
【目的・方法】
留学の目的である「内視鏡検査の実際と看護を学習する」が見学を通して達成できたかどうか、留学
後の研修報告書から分析し、効果及び今後の課題を明らかにする。院内留学とは、当院の看護師キャリ
ア開発ラダープログラム（以下ラダー）の中で、自己の看護能力を向上するための看護技術を習得する
ことを目的とした制度であり、留学者個人の目的・目標を満たす希望場所において、1 日の見学を通し
て学習することとする。研修内容は、上部・下部通常内視鏡検査の前処置から検査終了までと感染管理

を必須とし、上部・下部消化管粘膜切除術（EMR）上部消化管内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）
、内視
鏡的胃瘻造設術（PEG）
、超音波内視鏡下吸引組織生検（EUS-FNAB）
、内視鏡的十二指腸乳頭括約筋切
開術（EST）を個人の希望および検査状況に応じて見学した。
【結果・考察】
当院の院内留学は、今回が初めて試みであり、勤務時間内での実施となるため、1 名につき 1 日のみ
の見学と制約があった。留学部署は手術室 4 名、循環器病棟 1 名、外科病棟 3 名、内視鏡センター3 名
（所属部署は内科 1 名、循環器科 2 名）であった。当院は、外来 17 科、10 病棟の総合病院であり、3
名の留学希望は、病棟看護師の内視鏡業務への関心の高さが伺われた。また、今回の留学経験者の中か
ら、当センター技師が平成 14 年度より継続的に実施している卒後 5 年目以降の看護師を対象とした内視
鏡勉強会に参加したいと申し出があり、見学による学習意欲の向上が認められた。報告書の内容は「見
学によって検査前のオリエンテーションがしやすくなった」
「検査後の観察ポイントがわかった。
」とい
う意見が多くみられた。病棟看護師はマニュアルやクリニカルパスに依存する傾向が強く、検査・治療
内容の理解が不十分であることが明らかとなり、見学を通してポイントを押さえて観察・看護ができる
ようになる可能性が示唆された。一方、今後の課題として、留学対象者が病院内全ての部署に留学でき
るようにすること、ラダーに関係なく希望する部署への留学も認めること、指導マニュアルの整備を行
うこと、技術の習得が可能な程度の留学期間の延長などが考えられた。
【結語】
今回、当院で初めて導入した院内留学を通して、内視鏡検査の実際と看護について病棟看護師に情報
提供をする機会を得た。今後院内留学制度を充実させることで、病棟看護師のマニュアルやクリニカル
パスの理解が進み、内視鏡センタ−の看護業務との一体化につながることが期待される。
連絡先：〒722-8508 広島県尾道市古浜町 7-19
TEL：0848-22-8111

10．消化器内視鏡技師教育に必要なものについての検討（広島県技師会アンケート結果より）
広島鉄道病院内視鏡室 ○山内明日香、中川 裕美、三重野 寛
今回の研究の目的は、消化器内視鏡技師の教育に、どれほどの期間が必要か、また、技師教育に、な
にが必要かを知ることであった。
方法は、2005 年第 2 回広島県消化器内視鏡技師会に際し、アンケート調査を行った。質問項目は、職
種、経験年数、年齢、勤務形態、興味のあるもの、内視鏡手技に助手としてつくのにどの程度の症例数
が必要か、技師教育に必要なもの等について行った。内視鏡手技に助手としてつくのにどの程度の症例
数が必要かについては、①上部内視鏡検査、②下部内視鏡検査 については a)1〜10 例、b)10〜30 例、
c)30〜50 例、d)50〜100 例、e)100 例以上の内から、③大腸ポリペクトミーあるいは EMR、④ERCP、
⑤胆道系処置、⑥緊急内視鏡、⑦胃瘻造設・交換、⑧ESD については、a)1〜5 例、b)5〜10 例、c)10〜
20 例、d)20 例以上の内からの選択とした。
回答者 164 名の職種は、看護師 139 名で、うち内視鏡技師が 43 名であった。その他、臨床検査技師
等 16 名であった。年齢は、20 歳代 15 名、30 歳代 63 名、40 歳代 63 名、50 歳代 20 名であった。経験
年数 2 年以内が 58 名、2 年以上が 102 名であった。
内視鏡手技に自信を持ってつけるようになるまでにかかった症例数は、グラフのごとくであった。
この結果を、各職種毎に比較してみると、各検査とも、2/3 の人が自信を持つことが出来るに必要とし
た症例数は、看護師が少なく、次に看護師兼内視鏡技師で、検査技師等が多くの症例数を要していた。

以上から、検査の内容の理解が、習得期間を短縮している可能性が示唆された。

次に、経験年数による必要症例数の違いについて検討をした。経験年数が増えていくにしたがって、
必要症例数が減っていくことが明らかとなった。経験により検査の実際の内容を知り、実際の必要症例
を決めることが出来たものと考えられた。
内視鏡手技に自身が持てる症例数
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以上から、当院において、内視鏡手技に自身の持てる期間を推定してみた。半数以上の人が自信をも
てる症例数を経験することの出来る期間から、必要な月を算出すると、当院では、上部下部のルーチン
検査に１ヶ月間、さらに大ポリの処置までに 1 ヶ月間で合わせて 2 ヶ月間、その後、それぞれの検査を
経験していくので、14 ヶ月でほぼ全ての検査に自信を持ってつくことが出来ると推察された。
今一番興味を持っているものについては、内視鏡技師は、上部内視鏡検査は 0％、ESD がもっとも多
く 21％で、続いて、看護、記録、教育等に興味の内容がある人が多かった。一方、非資格者は、上部内
視鏡検査がもっとも多く、続いて、ESD と緊急内視鏡検査であり、実際の検査手技に関する興味が多い
傾向があった。以上から、研究会を企画していく上で、テーマの階層化を考えていく必要を示唆された。
内視鏡技師になるために必要なものに関しては、経験 2 年以内の人は、指導が必要との回答が最も多
く、46.6％、続いて、経験の 32.8％でした。一方、経験 2 年以上の人では、研修会が 40.4％と圧倒的に
多く、続いて、指導と、自己学習が多かった。経験の多い人は、受動的なものから、次第に能動的なも
のに重きを置かれていくと考えられた。
次に、内視鏡技師としてのスキルアップに何が必要かとの問いに関しては、経験 2 年以上のひとでは、
自己学習が 57％と圧倒的に多いのが特徴であった。
結語＞広島県消化器内視鏡技師研究会のアンケート結果から、内視鏡技師を養成していく上で必要なも
のが明らかとなった。特に今回の検討から、養成に要する期間が具体的に明らかとなった。
連絡先：〒732-0057 広島市東区二葉の里 3-1-36
℡ 082-262-1172

11．オーダーリングシステムを利用した内視鏡ホームページの活用
労働者健康福祉機構 香川労災病院
看護師 ○大平 真弓、奥田 尚美
内視鏡技師

岡本 澄美子

【はじめに】
院内においての情報伝達手段は紙での運用が主流である。各種業務マニュアル等も紙面で運用してお
り更新に時間を要する。紙での運用は情報を院内各所・全職員に迅速かつ正確に伝達することは難しい。
そこで、当院において 2004 年 3 月から導入されているオーダリングシステムのイントラネットを利用
できないか検討した。オーダリングシステムとは診療の現場で医師が指示をパソコンに入力し関係各所
へ即座に伝達し、会計へも反映できるしシステムであり、院内各所にこのイントラネットの端末が設置
されている。
【方法】
《ホームページについて》院内にある各端末には Internet Explorer がインストールされており、ホー
ムページの閲覧が可能な環境にあることを確認し、ホームページを作成した。トップページは当初の最
大目的である情報伝達のページとした。情報には①検査介助に付かれる看護師を対象にした周知事項②
院内全体を対象とした周知事項とした。またリンクページに 1)最新のマニュアル 2)質保証のための情報
開示、3)その他とした。検査医の交代や最新の手技に応じマニュアルの変更を余儀なくされた場合早急
に最新のマニュアルを掲載した。マニュアルは必要に応じプリントアウトして使用できるようにした。
質保証は経時的に行われている監査や細菌培養の結果を掲載した。その他は年間検査件数などを掲載し
た。
《ホームページ公開について》ホームページは、オーダリングシステム委員会を通じて全体に公表周
知し、職員全員に院内メールを配信した。
《アンケートについて》ホームページの閲覧・利用ができてい
るかについて看護師にアンケートを行った。
【結果】
アンケートの対象者数 239 名、回収率 100％であった。ホームページの存在を知っている人は 57％で
一度でもアクセスした人は 24%であった。ホームページのマニュアルを何らかの形で利用しているもの
は関係病棟で 41％であった。利用方法は、閲覧したり、印刷して検査に供えたり、スタッフの教育に使
用していた。アクセスした人のほとんどは今後も使用したいと考えている。また、内視鏡看護の現場で
は情報がスムーズに伝達されており、問い合わせへの対応等の業務が少なくなった。ホームページの存
在を知らない人のうち 68％の人は今後使用したいと考えている。今回アクセスしなかった人はその原因
にアクセスの方法がわからない、興味がないと答えている。
【考察】
今回ホームページという情報の伝達手段を用いたが、関係病棟の看護師は他病棟と比べ利用率は高か
ったものの、ホームページの存在を知らないスタッフもおり、存在を知っていてもホームページを閲覧
していないのが現状であった。しかし、内視鏡の前処置や手技に伴う補助的治療、使用処置具、看護援
助は内視鏡医の方針に大きく影響され、当院のように定期的に内視鏡医が交代する場合、そのたびに内
容が変わってくるため、検査介助につく病棟看護師は最新のマニュアルを容易に入手できる環境が必要
である。今回の内視鏡ホームページは今までの紙面による伝達とは異なり、院内各所の端末からいつで
も閲覧でき、情報の入手が容易となった。今回の取り組みは、院内の情報の伝達やマニュアルの管理、
最新の医療機器の取り扱いの公表、ME 機器の貸し出し情報などに利用されていくきっかけとなった。
【まとめ】
①イントラネットを利用し内視鏡ホームページを立ち上げた。関係病棟の看護師の半数が利用してい
る。②マニュアルの掲載は、最新の情報の入手に効果的であった。③院内の IT 化を推進し、情報の入手

が容易となった。
連絡先：〒763-0013 香川県丸亀市城東町 3‐3‐1
℡0877-23-3111

12.〜よりよい咽頭麻酔を求めて続編〜
医療法人 光陽会 関田病院
内視鏡技師 ○豊田 清、近澤 亨代、重岡 初子、筒井 仁子
看護師 諏訪 秀子
医師 濱田 伸一、髙慶 承平、髙慶 康子
はじめに
当院は、平成 12 年に上部内視鏡検査での咽頭麻酔キシロカインⓇビスカス（以下ビスカス）の投与方
法についての研究発表をおこなった。その結果ディスポ注射器に 5 ㎝のゴム管を使用して、ビスカスを
咽頭に注入する投与方法を施行し、それでも更に麻酔が充分でない患者に対しては、キシロカインⓇスプ
レー（以下スプレー）の噴霧麻酔をおこなっていた。しかし、スプレーを使用することにより、気管の
攣縮で咳を誘発し、又苦味があるとの声も多数聞かれたので、今回ビスカス５㏄を製氷皿で凍結し（以
下氷片）氷片をなめてもらう投与方法で、取り組みをおこなったのでここに報告する。

結 果
「今までと同じ苦しい」
36,4
36.4％ 40人
「変わらない」
9.1％ 10人

9,1

「楽だった」
50,9 50.9％ 56人
「前の方が良かった」
3.6％
4人

3,6
期間及び方法

平成 16 年 10 月から 17 年１月までの 4 ヶ月間、内視鏡受診者は 133 名で、聞き取りができた受診者
110 名に対し、
「今までと同じ苦しい」
「変わらない」
「楽だった」
「前の方が良かった」と、4 段階に分類

し、検査終了後に聞き取り調査をした。
結果
「いままでと同じ苦しい」は、36.4％（40 名）
「変わらない」は、9.1％（10 名）
「楽だった」は、50.9％
（56 名）
「前の方が良かった」は、3.6％（4 名）聞き取りができなかったのは、23 名（初診の患者・胃
瘻造設・高齢患者・緊急患者）であった。
「いままでと同じ苦しい」は、スコープ挿入時に不安、怖さがあったとの意見が多く聞かれた。
「変わ
らない」は、スコープが咽頭を越えるとき詰まる感じは同じとの意見だった。
「楽だった」は咽頭に溜め
ずに、氷片を入れるだけで咽頭奥までの麻酔効果が得られ、良かったとの意見だった。
「前の方が良かっ
た」は、氷片を入れられる事に抵抗があるとの意見だった
以上のことで、ディスポ注射器の先 5 ㎝ゴム管より、氷片での咽頭麻酔の方が再度のスプレー麻酔を
おこなうことなく、上手に溜めれるかという不安も無くなり、検査に伴う苦痛が軽減されたと思われる。
終わりに
これからの私達の課題は、患者の不安、苦痛を取り除き、検査を安心して受けられるよう、患者から
の意見を良く聞き、更に改善していくことだと考えている。
連絡先：〒781-2110 高知県吾川郡いの町 3864-1
℡088-893-0047

13．上部消化管内視鏡検査における前処置法の検討 −より簡便で確実な方法を目指して−
（財）宮城県対がん協会がん検診センター
内視鏡技師 ○中川 知恵、齋藤 純子、鈴木ゆき子、中川 尚美
小田原記子、島田 道子、安藤 友香、高橋万里子
保健師

高橋 久子

医師

相田 重光、加藤 勝章、渋谷 大助

〔目的〕
当センターでは、胃がん検診の二次精検該当者を対象に上部消化管内視鏡検査を年間 11000 件ほど行
っている。これまで、内視鏡前処置溶液としてジメジコンドロップ４倍希釈液 40ml を投与していたが、
粘液の付着が強く観察に支障を来たす症例が散見された。そこで、今回強い粘液付着に対しても有効な
前処置の方法を調べることを目的に粘液溶解剤（プロナーゼ）を用いた前処置と従来法との比較検討を
行った。さらに、簡便で洗浄効果の高いプロナーゼ前処置法と足腰に負担のない座位で前後屈運動を行
う方法（前後屈法）を考え、その有効性について検討した。
〔対象と方法〕
平成 17 年 6 月に上部消化管内視鏡検査を施行した 279 例（平均年齢 61.2 歳、男：女=161:118）をＡ
群（従来法）
；ジメジコンドロップ 10ml＋水 30ml、Ｂ群；ジメジコンドロップ 10ml＋水 90ml、Ｃ群；
ジメジコンドロップ 10ml＋プロナーゼ２万単位＋重曹１g＋水 90ml 服用後、座位の姿勢を５分間、Ｄ
群；Ｃ群と同じ溶液服用後、お辞儀運動３回＋前屈姿勢２分間＋半後屈姿勢５分間（前後屈法）
、４群に
分け、当センター倫理委員会承認のもと事前に受診者の承諾を得て検討した。評価方法は、⑴医師によ
る画像評価で、上部食道・穹窿部・胃体上部・前庭部の４部位を水洗、吸引無しの状態で撮影し、
「胃粘
液付着度」
「粘調度」
「残存粘液量」について、それぞれ、無・少・中・高度もしくは多量の４段階で評
価、⑵内視鏡検査中に胃内洗浄に要した水の量、⑶前後屈法に対する受診者アンケート調査の 3 つであ

る。
〔結果〕
1.粘液付着度；上部食道と穹窿部については、従来法のＡ

結果．追加洗浄水量
p<0.0001
p<0.001

群とプロナーゼ処置をしたＣ・Ｄ群の間には差異は見られ

n.s.

(ml)

なかった。胃体上部については、Ａ・Ｂ群に比べて、Ｃ・

45

Ｄ群で明らかに粘液付着度が改善しており、さらに、Ｄ群

vs B群、
＊:p<0.005
＊＊:p<0.0001

30

*

では前庭部でも有意な改善が見られた。
2.粘液粘調度；粘液付着度の場合と同じく、胃体上部、前

**

庭部ではＡ群に比し、Ｃ・Ｄ群において有意に粘液粘調度

15

が減少していた。また、プロナーゼ処置をすると、粘調度
0

A群

B群

C群

がサラサラして流れやすくなった。

D群

3.残存粘液量；プロナーゼ処置を行ったＣ群・Ｄ群では 100ｍｌの溶液を服用させているため、胃液残
存量の増加が問題になると予想されたが、実際には、Ｃ・Ｄ群では残存粘液量は増加せず、むしろＡ・
Ｂ群よりも胃液は少ない傾向にあった。
4.追加洗浄水量；内視鏡検査中に要した追加洗浄水量を見ると、Ａ群とＢ群の間に有意差は見られなか
ったが、Ａ群とＣ・Ｄ群、さらに、Ｂ群とＣ・Ｄ群との間で有意差を持って洗浄水量が減少した。
5.前後屈法を受けた受診者のアンケート結果；91％以上の方が、
「楽にできた」と答えており、また体を
動かすことで、
「緊張がほぐれた」
「気分転換になった」という答えが９割以上を占めていた。
〔結語〕
プロナーゼ処置に前後屈運動を加えた前処置は胃内洗浄効果が高く、簡便で多数例にも対応可能であり、
受診者の緊張緩和作用の面からも有用と考えられた。
連絡先：〒980-0011 仙台市青葉区上杉５丁目 7-30
℡ 022-263-1525

14．経鼻上部消化管内視鏡検査の前処置に関する検討
〜安全で簡便な改良型スティック法〜
出雲中央クリニック 内視鏡室
内視鏡技師 ○米田 裕美、宮脇 幸恵
看護師
臨床検査技師
医師

加藤 廣枝
妹尾 徳子、梶谷 鈴香、江藤 裕加里
宮脇 哲丸

［目的］
2002 年 2 月から約 4500 例の経鼻上部消化管内視鏡検査を行い、この間、基本とする前処置法（以下、
従来法）を考案した。これまで、従来法に簡便化等の改良を加え検討を続けてきた。それらの結果をも
とに、より苦痛なく安全で簡便な前処置をめざして、前処置で使用するスティックに改良を加え、前処
置および検査中の不快感についてアンケート方式で調査し、経鼻上部消化管内視鏡検査の前処置につい
て、さらなる検討を行ったので報告する。
［対象および調査方法］
2005 年 8 月 29 日から 11 月 11 日の期間、経鼻上部消化管内視鏡検査後にアンケートを実施、回収し
得た 222 名を対象とする。
（男性 80 名 平均 60.9 才、女性 142 名 平均 60.2 才）

［スティック改良］前もって前処置で用いる径 4 ㎜スティック（14Fr. 先端円錐形導尿用ネラトンカテ
ーテルを長さ 12 ㎝に切ったもの）を改良する。麻酔剤をむらなく行き渡らせる目的で、スティック全体
を紙やすりでこすったのち、四方向に浅い溝を入れる。
［前処置法］
検査開始 5 分前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
にて溶解し飲用する。そして、胃の中全体にまわるように、仰臥位から 3 回転の体位変換を行う。②鼻
道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）を両側の鼻腔内に数回噴霧する。
(写真１)③2%塩酸リドカインビスカス 2.5ml を吸った 2.5ml 注射器を、準備しておいた径 4 ㎜スティッ
クに装着し、スティック内に 2%塩酸リドカインビスカスを充填する。④同スティックに 8%塩酸リドカイ
ンスプレーを数回噴霧し、滑りを良くする目的でスティックの先端にのみ 2%塩酸リドカインゼリーを薄
く塗布する。そしてスティックを通りの良い鼻腔内に挿入する。(写真 2)⑤スティックを通して 2%塩酸
リドカインビスカスを咽頭に注入し、飲み込んでもらう。注入後、注射器をスティックからはずし、ス
ティックを鼻腔内に挿入した状態で検査室へ入室する。
写真 1 硝酸ナファゾリンを両鼻腔内に噴霧

写真 2 スティックを鼻腔内に挿入

図 1 スティック挿入時 (n=222)
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図 2 検査中の不快感 (鼻痛の有無)
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図 3 検査中の不快感 (咽頭痛の有無)
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［結果］
①「スティックを鼻へ挿入した時に、痛みなどありましたか？」の問いに対して、痛みあり 20 名（9.0%）
、

少し痛みあり 57 名（25.7%）
、違和感あり 7 名（3.2%）
、痛みなし 128 名（57.7%）
、その他 10 名（4.5%）
（図１）②「検査中は鼻の痛みがありましたか？」の問いに対して、鼻痛あり 20 名（9.0%）
、鼻痛なし
198 名（89.2%）
、無回答 4 名（1.8%）
（図２）③「検査中はのどの痛みがありましたか？」の問いに対し
て、咽頭痛あり 5 名（2.3%）
、咽頭痛なし 209 名（94.1%）
、無回答 8 名（3.6%）
（図３）
［考察］
第 54 回本研究会で発表した従来法での調査結果では、対象 448 名のうち、スティック挿入時の痛みあ
り 6.5%、検査中の鼻痛あり 10.7%、咽頭痛あり 5.6%であった。今回、スティックに改良を加えた結果、
従来法と比較し、前処置に要する時間の短縮、手技の簡便化が図れた上、従来法とほぼ同等の効果を得
ることができた。従来法では、前処置１人あたりに約 10 分(スティック手技：約 5 分)かかっていたが、
今回の方法では約 5 分(スティック手技：約 2 分)となった。また、被検者 1 人あたりに使用する塩酸リ
ドカインも、従来法と比べ半分の量に減量できた。安全性の面からもより優れていると言える。
［まとめ］
スティック改良は前処置に有効的であると考える。今回の改良型スティック法は、安全で簡便な方法
であり、これにより経鼻上部消化管内視鏡検査の前処置法は、ほぼ完成の域に近づいたと言える。
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

16．全大腸内視鏡検査の前処置法
―新ニフレックⓇとマグコロールPⓇの比較検討―
胃腸科・肛門科 畑川クリニック
看護師
内視鏡技師
医師

○鈴木 康子、小原今日子、杉浦ゆかり、三浦 洋子
青木 徳夫、寺田 千恵、内藤 正子、神谷 人美、鳥居千恵子
畑川 幸生、井上 美保

【緒言】
大腸内視鏡検査において前処置は必要不可欠であるが、被験者にとっては決して負担の少ないもので
はない。当院では、前処置の負担を軽減する目的で、患者受容性と腸管洗浄度を検討した結果、クエン
酸マグネシウム等張液(以下マグＰⓇ)を第一選択として用いている。第二選択としてはポリエチレングリ
コール液(以下ニフレックⓇ)を用いている。ニフレックの洗浄度の高さは周知の如くであるが多量飲用量
とその特有の味のため患者受容性が低く問題点は解決できていない。今回、風味を改良したニフレック
(以下、新ニフレックⓇ)を、前日就寝前服用のラキソベロンⓇ(以下ラキソ)と併用する事で洗腸液の減量と
味覚の改善により患者受容性の向上が可能ではないかと考え、新ニフレックとマグＰを比較検討したの
で報告する。

【対象と方法】
平成 17 年 2 月 18 日〜4 月 30 日に実施した、
マグＰ1350ml、
70 例(以下Ａ群）
、
新ニフレック 1500 ml、
75 例(以下Ｂ群）
、両群共前日就寝前ラキソ 10 ml、当日洗腸液にラキソ 10 ml を併用し前処置とした。
【検討項目】
マグＰ・新ニフレック服用後の患者受容性、腸管洗浄度、洗腸効果(Total Cleansing Score 評価(加藤

ら)、腸管内残液の吸引量とした。
【背景因子】症例数、男女比、平均年齢にバラツキを認めなかった。
【結果】
洗腸液の服用時間、排便回数、初回排便、透明化時間においては有意差を認めなかった。飲み心地は、
飲みにくいが A 群 2 例(2.9％）
、
B 群 4 例(5.3％)で有意差を認めなかった。
量が多いを A 群 36 例(51.4％）
、
B 群 55 例(73.3％)と有意差を認めた。
洗腸液飲用後の愁訴は腹満、
A 群 11 例(15.7％）
、
B 群 13 例(17.3％）
、
腹痛、
A 群４例(5.7％）
、
B 群 6 例(8.0％）
、
嘔気 A 群 4 例(5.7％）
、
B 群 11 例(14.7％）
、
嘔吐 A 群 2 例(2.9％）
、
B 群 1 例(1.3％）であった。各部位の腸管洗浄度において有意差を認めなかったが、固形残渣を CA で、
A 群 7 例(10.0％）
、B 群 10 例(13.3％）
、T で 1 例（1.4％）
・5 例（6.7％）
、D で 2 例（2.9%）
・2 例（2.7％）
、
S で 3 例(4.3％）
・6 例(8.0％）
、R で 1 例(1.4％）
・2 例(2.7％）
、泥状残渣を CA で A 群 6 例(8.6％）
、B
群 8 例（10.7％）
、T で 5 例（7.1％）
・6 例（8.0％）
、D で 3 例（4.3％）
・7 例（9.3％）
、S で 1 例（1.4％）
・
3 例（4％）
、R で 2 例（2.9％）
・2 例（2.7％）認めた。しかし、Total Cleansing Score 評価、腸管内残
液の吸引量は有意差を認めなかった。
【考案】
新ニフレックの患者受容性では飲みにくいと訴えた者が 5.3％で、マグ P と比較して若干多いが以前
に比べ飲み心地は改良されたと思われる。新ニフレックにおいて飲用量が多いと訴えた者を 73.3％に認
めた事で更なる減量が求められる。洗腸効果は両群間で有意差は認めなかったが、腸管洗浄度において
若干、新ニフレックに泥状、固形が多い傾向を認めた。
【結語】
以前、ニフレックの受容性の検討で飲みにくいと訴えた者は 47.2％であった。今回、新ニフレックの
検討では 5.3％まで減少した。しかし量を多いと訴える者が 73.3％に認められたことは、更なる検討の
必要性が示唆された。患者受容性、腸管洗浄度の検討結果から、従来法のマグ P が使い易い結果であっ
た。今後も患者の受容性や前処置不良例の要因を背景因子、飲用量などにより、洗腸液の選定・工夫の
更なる検討を行い、より良好な前処置法を確立したいと考えている。
連絡先：〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜 40-13
TEL0533-66-1515

17．ICT を交えた内視鏡の洗浄・消毒の監査
〜カンファレンス方式による自己監査の試み〜
労働者健康福祉機構香川労災病院
看護師 ○奥田 尚美、大平 真弓
内視鏡技師

岡本澄美子

ICT

塚田由美子

【はじめに】
当院では「内視鏡の洗浄消毒のガイドライン」に沿って洗浄・消毒を行っている。2004 年より内視鏡
の洗浄・消毒に関する監査を ICT が監査することで業務の標準化をはかり質の向上に努めてきた。しか
し内部監査であることや監査のマンネリ化などからこれ以上の質の向上が望めないことがわかった。そ
こで質向上への意識を高めるために週一回のミーティングと年一回の ICT を交えたカンファレンス方式
の自己監査法を導入した。結果意識の向上と具体的な質の向上につながったので報告する。
【方法】

ミーティングは始業前に内視鏡の感染対策に対して内視鏡スタッフ全員で週 1 回行った。監査は年１
回行い、当院の ICT と内視鏡スタッフでカンファレンスをしながら行った。監査項目は「内視鏡の洗浄
消毒のガイドライン」
「厚生労働省からの通達事項」
「病院機能評価項目」から導き出した項目と、当院
独自で定めた項目を加え 40 項目とした。各項目 10 点満点、合計 80 の満点の採点方式とした。2005 年
度は感染管理認定看護師教育課程研修生にも参加を求めた。
【結果】
ミーティングの検討内容はペーパー記録として残した。監査結果は①防護に関すること 10 点②洗浄・
消毒記録に関すること 10 点③物理的洗浄に関すること 10 点④薬剤に関すること 10 点⑤内視鏡保管に関
すること 10 点⑥内視鏡室のシステムに関すること 9 点⑦環境に関する事 8 点⑧周辺機器に関する事 9 点、
合計 76 点であった。①②③④⑤の項目は問題なく確実に行えているが、⑥内視鏡システムでは防護が不
完全であること⑦環境に関する事で検査ごとのタッチパネルの清掃が不十分であることが減点となった。
⑧周辺機器は洗浄器の水フイルターが定期的に交換されていないため原点された。
【考察】
前年度まで行っていた ICT の一方的な監査は専門的な内視鏡の分野までチェックすることは容易でな
く、疑問が残った。そこでカンファレンス方式の自己監査方式を導入した結果レベルの高い監査が出来
るようになった。ミーティングは慣習で行われていた事を再確認する機会となり無駄な作業を廃止する
事が出来た。また作業のエビデンスを再確認することで感染対策への統一した意識をスタッフ全員が持
つことが出来た。ファレンス方式の自己監査方式はカンファレンスから洗い出された問題に対し、解決
策をも導き出すことができた。これは結果的に定期的なマニュアルの見直しに結びついた。また感染管
理認定看護師教育課程研修生の参加は違った視点で監査が行われ私たちにとっても有効なカンファレン
スが出来たと確信する。
【まとめ】
①週一回のミーティングと年一回の ICT を交えたカンファレンス方式の自己監査法を導入した。②結
果意識の向上と具体的な質の向上につながった。
連絡先：〒763-0013 香川県丸亀市城東町 3-1-1
℡0877-23-3111

18．非イオン系界面活性剤と蛋白分解酵素の洗浄効果の比較、検討
東京女子医科大学病院 中央検査部 内視鏡室
内視鏡技師

○畠中 いと、千葉恵理加、奥田 聡子、吉田 勝誠、脇 真優美
菊田
関

医師

光永

学、狩俣千佳子、板垣 和美、逆井 幸代、鈴木 英一
博子、蓮沼 順子
篤、大井

至

目的
内視鏡処置具は複雑な構造で､深部までの完全な洗浄が困難である｡また､各論文で発表されているが
洗浄工程での有機物の残留が消毒工程で蛋白変性を起こし､処置具に固着、再洗浄不能更に体内で剥離す
ると炎症反応を起こす事も考えられる。徹底した感染管理が求められている今日､完全な洗浄消毒が必須
である｡以前当検査室での処置具洗浄は､蛋白分解酵素（以下､酵素）を使用していた｡しかし､業者から検
査室に届くまでの輸送時又は検査室内保管時で保冷保管や､40℃前後での使用等酵素特性を活かした使
用はしていなかった｡この為使用時の酵素は蛋白を分解する能力が低下した状態となっていると考えら
れた｡

そこで確実な洗浄効果を得る為温度管理の必要が無く容易に使用可能な､HC 研究所社製非ｲｵﾝ系界面活
性剤を含む弱ｱﾙｶﾘ洗浄剤 H ｸﾘｰﾝ(以下 H ｸﾘｰﾝ)と､酵素との室温における洗浄効果の比較､検討したので報
告する。

方法
始めに H ｸﾘｰﾝの成分及び特性を示し､汚れを落とす機序を説明する。成分はﾔｼ脂肪酸系非ｲｵﾝ界面活性
剤(以下､界面活性剤)､炭酸塩､過炭酸塩の 3 成分から構成される｡界面活性剤は特徴である親水基と疎水
基で汚れを浮かせ洗浄液を潜入させ洗浄力をｱｯﾌﾟする。炭酸塩はｱﾙｶﾘ助剤で中性を弱ｱﾙｶﾘにし pH10.5 を
保ち､口紅等の油脂成分や蛋白等の汚れを剥離､分解する｡過炭酸塩は水に溶解すると炭酸 Na と過酸化水
素に解離し､過酸化水素は酸化作用があり､ﾙｺﾞｰﾙの色素漂白や殺菌作用もある｡
次に実験の洗浄工程は､当検査室で通常行っている処置具の洗浄方法をﾍﾞｰｽにあえて超音波洗浄は用い
ず､浸漬､流水下での濯ぎ及び擦り洗いとし､洗浄効果を解り易くする為､処置具は用いずﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄで行っ
た。また､実験の条件として室温下､各洗浄液濃度は推奨濃度 1％(100 倍希釈)とした｡
準備として､予めﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄに各①②③段階測定ﾎﾟｲﾝﾄ毎に区切りを入れ､ﾍﾟｰｽﾄ状ﾚﾊﾞｰをﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄに均等
に塗布し､24 時間室温乾燥させたものを実験材料とした｡
測定ﾎﾟｲﾝﾄは①24 時間乾燥②各洗浄液 10 分浸漬流水下濯ぎ 10 秒③流水下擦り洗い５回とし各段階 5 枚
平均を測定値とした｡
測定方法は､生物発光法で､全ての有機物に含まれるｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸(ATP)と特異的発光酵素ﾎﾀﾙﾙｼﾌｪﾗｰｾﾞ
を用い、光る量を有機物､即ち汚れの量とし測定する方法であり、採取は綿棒と試薬が一体化構造の清浄
度検査用ｷｯﾄ､ﾙｼﾊﾟｯｸﾜｲﾄﾞで測定ﾎﾟｲﾝﾄ毎を綿棒でふき取る。これを抽出及び発光試薬と混合させ清浄度ﾁ
ｪｯｶ東亜ﾃﾞｨｹｰｹｰ社製 AF20 で測定した。
結果
図１の通り､各段階の汚れの洗浄度を各段階平均値で比較すると H ｸﾘｰﾝの場合①は 485999.6 洗浄工程

後②は 9476 擦り洗いを加えた最終段階③は 48.4 であった。一方､酵素の場合①は 509505②は 57219③は
347 であり､②③段階の洗浄度は H ｸﾘｰﾝが上回っていた｡
考察
各洗浄液の洗浄効果を比較すると､洗浄工程が進む毎に差は大きく開き､H ｸﾘｰﾝが優位と思われる。H ｸ
ﾘｰﾝの最終段階値は水道水基準値 0~30 にほぼ近値となり、ほぼ完全な洗浄が得られたと考えられる｡一方､
酵素洗剤は酵素を失わせる保管、使用を行っていた為､より高い洗浄効果は望めなかったと考えられ､よ
り完璧な洗浄を行う為には､選択した洗浄液の特性を充分理解し保管､使用すべきであると考えられる。
結語
より完璧な洗浄を目指すには､温度管理が必要なく容易に使用可能且つ、洗浄効果もある H ｸﾘｰﾝは有効
である。
連絡先：〒162-0054 新宿区河田町 8-1
℡03-3353-8111(内)21245

19．各種内視鏡洗浄用洗剤（非酵素系・酵素系）の検討
島根県立中央病院
○ 金森 啓子、城市
幸、赤沼 佳子
糸賀 真理、角森 正信
【はじめに】
日本消化器内視鏡技師会により「内視鏡洗浄・消毒に関するガイドライン」第 2 版が作成され、内視
鏡洗滌には酵素洗剤の使用が推奨されている。今回我々は、安全性が高く、環境に優しく、洗浄力が優
れているとする非酵素系内視鏡用蛋白除去剤を使用する機会を得、これを含めた種々の洗剤の洗浄力を
比較する基礎的検討と、内視鏡への適応を検討したので報告する。
【比較洗剤】
1.非酵素系洗剤(タンパクリーンTM）
、酵素洗剤(メディツムTM、エンドピュアTM）
、台所中性合成洗
TM
剤(キッチンフレッシュ ）
2.洗剤の作用機序：中性洗剤･･界面活性剤による汚れ成分の溶解・分散作用、酵素洗剤･･界面活性剤の
作用と酵素のよるタンパク質の分解で溶解し易くする、非酵素系洗剤･･界面活性剤の作用とタンパク
質構造の一部の修飾により溶解性を向上させるものである。
【検討方法と検討内容】
1.スライドガラスに血液 0.01ml を塗布し、使用濃度に調整した検討洗剤に浸漬して検討した。①浸漬時
間の影響、②スポンジで擦る効果、③洗剤液調整後の安定性、④洗剤液振盪効果について汚れの落ち
方を比較した。
2.内視鏡挿入部の 90cm から 100cm の目盛の間、Ａゴム部分、先端面の３箇所に血液を塗布し、各洗浄液
に浸漬した。その後、通常どおりブラシとスポンジで洗浄した後、自動洗浄装置にて水洗し、3 箇所
の汚れの残留を測定して比較検討した。①血液塗布後の放置時間による影響（塗沫直後および塗布後
2 時間放置）②洗剤液の繰り返し使用を想定し、洗剤の劣化による影響について比較した。
3.何れの場合も、汚れの測定は清浄度検査キット「ルシパックワイド」を用い、血液塗布部分を拭取り、
キット専用測定器で測定した。

【結果と考察】
スライドガラスを用いた検討では、いずれの洗剤も浸漬時間が長いほど汚れがよく落ちた。擦りはす
べての洗剤で有効であったが、タンパクリーンは顕著であった。洗浄液調整後 9 時間経過した洗剤では
やや洗浄力が落ちるが、両者に大きな差は認めなかった。洗剤液の振盪は酵素配合洗剤では効果ある浸
漬方法であるが、非酵素系洗剤では差を認めなかった。洗浄液浸漬の時間を長くし、擦る操作を入れる
ことが洗浄効果を高める方法と思われた。洗剤の種類によっては、洗剤液の振盪も効果ある洗浄方法で
あった。
内視鏡を用いた検討では、血液塗布直後の洗剤浸漬では、静止浸漬・循環浸漬に関係なく、いずれの
洗剤も汚れの残留はなかった。血液塗布後 2 時間放置したものでは、非酵素系洗剤は汚れの残留は格段
に少ないが、他の検討洗剤は汚れの落ちが悪かった。スライドを用いた検討では、酵素配合洗剤は、使
用液をゆする事で洗浄力が増し、良好な結果となった。長時間放置後の汚れのひどい内視鏡は、非酵素
系洗剤を用いて擦る操作を行なう事で汚れの落ちがよく、内視鏡洗浄に有用であると考えた。
【結語】
何れの洗剤においても、浸漬しただけでは汚れの除去は完全ではなく、
擦る事で汚れが除去できた。
特にタンパクリーンは、擦る操作で、他の洗剤に勝る洗浄効果を発揮した。
連絡先：〒693-8555 島根県出雲市姫原４丁目 1-1
TEL 0853-22-5111 FAX 0853-21-2975

20．中規模病院における内視鏡室の感染管理の考察
〜スコープの洗浄・消毒と機材の汚染管理から〜
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 眞弓

消化器内科医師

柳沼 信久

背景・目的
当院内視鏡室における年間検査件数は GTF1400 件(12 件／日）
、CF400 件、処置（ポリペクトミー、止
血等）130 件、胃瘻造設 100 件を実施している。設備面では検査ベット１台、光源装置１台、上部スコ
ープ５本、下部スコープ３本である。スタッフは看護師１名、内視鏡技師２名、洗浄担当補助者１名で

透視室での検査も兼務している。規模的に大きな施設ではないがスコープの全患者間洗浄・消毒をはじ
め感染防止には３年前から積極的に取り組んできた。3 年間様々な工夫をもって感染防止に取り組んで
きたが、スコープ以外の内視鏡室内の様々な箇所の汚染度を簡易的に測定することで清潔・不潔の領域
での操作・動作を考察する。また、現在各施設負担になっているスコープの洗浄・消毒のコストを当院
実施方法に基づいて算出する。
方法
ATP 測定(拭き取り法)により内視鏡室内で汚染が疑われる箇所、清潔域として扱っている箇所の通常
時の細菌による汚染度を測定する。
現在実施中の洗浄・消毒の全ての行程での一本当たりのコスト(人件費を除いた洗剤・消毒液・光熱費、
機材費等)を算出する。
スコープ１本の洗浄・消毒に関するコスト
予備洗浄

：

￥ ４５５

機材・薬品 ：

￥ １４８

自動洗浄器 ：

￥ ７８０

計

￥１３８３

＊人件費、シンク及び自動洗浄消毒器の初期導
入費用、 管路洗浄アダプター購入費用等は
除く

結果
ATP 法にて測定した 2 ヶ所における汚染度において、光源装置ユニットタッチパネル周辺は食品安全
基準から考えると再洗浄の必要性ありと判断される状態であった。これは、検査終了時に洗浄担当者が
触れる事だけでなく検査中の飛散した汚染物によるものも含まれると考えられるため検査終了後との清
掃が必要と思われる。
当院では洗浄・消毒に使用する機材では可能な限りディスポ化を推進している。そのためコストも若干
高めに算出された可能性もある。
考察
・周辺機材の汚染度を ATP 法で測定したが、ATP 法では測定箇所に感染源になりうる菌等が存在するの
か特定できない。今後の課題として菌培養などによる特定も必要と思われる。
・スコープ１本あたりの洗浄消毒コストは予想以上に High cost であった。現在洗浄消毒費用は全額施
設の負担になっています。今年度の診療報酬改正では承認されなかった保険点数が算定可能となれば、
より感染防止に対しての取り組みが活発になり各施設で患者の安全性・満足度の向上が望めるものと
思われる。
連絡先：〒960-8251 福島市北沢又字成出 16-2
TEL 024-557-5111

21．スコープのベットサイド洗浄時における細管腔予備洗浄スプレーの有用性
国立病院機構福島病院 手術室 ○片桐 勝吾
Ⅰ.研究目的
内視鏡の洗浄において汚染物質が乾燥すると落ちにくくなるため予備洗浄は重要である。当院におい
て通常の検査でベットサイト洗浄は蛋白分解酵素を吸引しているが、緊急時や透視下での内視鏡検査で
は鉗子口内の予備洗浄を実施しないことがある。
そこで、蛋白分解酵素を吸引できない時のために使用する細管腔予備洗浄スプレーの効果を確認する。
Ⅱ.仮説
細管腔予備洗浄スプレーは蛋白分解酵素吸引と同等の洗浄力である。
Ⅲ.研究方法
対象 生検や色素内視鏡など処置をする検査は除き、観察のみを行った上部消化管内視鏡
細管腔予備洗浄スプレー、6 例
蛋白分解酵素を吸引、6 例
測定用具 管状内部蛋白測定器具(ナイスチェック)を使用
手順
1.上部消化管内視鏡検査後、管状内部蛋白測定器具で洗浄前の鉗子口内蛋白質量測定(A)
2.鉗子口内に①細管腔予備洗浄スプレー1 プッシュまたは②蛋白分解酵素水溶液 200ml 吸引後、それ
ぞれ水 50ml 吸引、管状内部蛋白測定器具で洗浄後の鉗子口内蛋白質量測定(B)､減少率=A-B/ A×
100(%)を求める

減少率(％)

Ⅳ､結果
140
120
100
80
60
40
20
0

79.7
50.9

細管腔予備洗浄

蛋白分解酵素

Ⅳ.結果
細管腔予備洗浄スプレーの減少率 79.7％
蛋白分解酵素を吸引の減少率 50.9％
統計方法､対応のない t 検定､危険率＜0.05 を有意差ありとする｡
細管腔予備洗浄スプレー79.7±35.0
蛋白分解酵素を吸引 50.9％±34.9 p 値 0.18 有意差なし
Ⅴ.考察
内視鏡の予備洗浄において細管腔予備洗浄スプレーは蛋白分解酵素吸引と同等である｡細管腔予備洗
浄スプレーは通常の検査以外に透視室など移動を伴う検査終了後の予備洗浄に有用である。
連絡先：〒962-8507 福島県須賀川市芦田塚 13
℡0248-75-2131

22．色素付着内視鏡に対する洗浄液の検討
大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター
内視鏡技師(臨床工学技士) ○阿部 真也
臨床工学技士

柴森 直也

内視鏡技師

山口 朱美

医師

梅垣 英次、竹内 利寿、勝

健一

【はじめに】
内視鏡の洗浄・消毒に関してのガイドライン第２版が発行され、当院でもガイドラインに準じて全例
洗浄消毒を行っているが、高度汚染状況時には現状の洗浄消毒のみでは不十分なことがある。
【Ⅰ目的】
精密検査時に使用した色素が、ガイドライン洗浄後に僅かな付着としてスコープ被膜に認めることが
あるため、内視鏡に付着した精密検査用色素（染色法）の洗浄方法について検討した。
【Ⅱ対象】
ⅰ対象色素･･･内視鏡検査後にスコープ被膜への残存色素として認められた、染色法に使用する色素
1.0％ルゴール液、2.0％トルイジンブルー液、0.3％メチレンブルー液、0.05％クリスタルバイオレッ
ト液の５種類とした。
ⅱ対象洗浄液･･･洗浄液として蒸留水、中性洗剤、酵素系洗剤、H−クリーン®、ハイポアルコール、消毒
用エタノールをそれぞれメーカー推奨適性濃度で使用した。
【Ⅲ検討方法】
ⅰ洗浄液の検討･･･綿棒を各色素で染色し、各種洗浄液の入っ
た試験管に一定時間浸し、色素の溶解程度を比較した。
ⅱ臨床的検討･･･修理時に破棄された内視鏡蛇管を仮想内視
鏡として、色素付着状況を作成し、各洗浄液による除去効果
を検討した。
【Ⅳ結果】
ⅰ洗浄液の検討結果･･･①ルゴール液の溶解として、ハイポエ
タノール、H-クリーン®が効果的であった。②トルイジンブル
ー液に関しては、浸積時間の延長により各洗浄液で溶解が認
められ、特に消毒用エタノールが最も効果的であった③メチ
レンブルー液の溶解は、蒸留水以外の洗浄液に認められ、特
に消毒用エタノールとハイポエタノールにおいて溶解速度が
速かった。④クリスタルバイオレット液で消毒用エタノールが最も良好であった。⑤総合的に比較す
ると蒸留水を除いて各洗浄液において浸積時間の延長により色素の溶解は認められたが、色素溶解性
が平均的に良好であった洗浄液は、H−クリーン®、消毒用エタノールであった。
（表１参照）
ⅱ臨床的検討結果･･･付着色素の除去には、洗浄ブラッシング後に各色素除去に有効な洗浄液を用いて、
内視鏡被膜の清拭及び鉗子チャンネル内へのフラッシュが有用であった。但し被膜損傷や色素沈着が
高度である場合は耐性蛇管（過酢酸対応被膜）等への交換が必要と思われる。
【Ⅴ結語】
清潔な内視鏡を提供するために、ガイドラインに準じた内視鏡洗浄・消毒を行うことは当然であるが、
それに加えて色素残存予防に配慮した洗浄方法が必要である。
【参考文献】

1)日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会：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
技師研究会会報 No.32 別冊 2004
2)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；143-150 文光堂 2001
3)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；27-39 医学書院 1999
4)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；251-256 医学図
書出版 1994

連絡先：〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2 番 7 号
℡072-683-1221

23.内視鏡洗浄・消毒ガイドラインの遵守率はなぜ低いのか？
帝京大学溝口病院 内視鏡室 ○藤田 賢一
1)ガイドライン遵守率
2004 年に内視鏡洗浄・消毒ガイドライン第 2 版が改定された。そのため、ガイドラインの遵守率の増
加に期待がかけられた。その効果を知る目的で、2005 年神奈川でアンケート調査(回収率 93/158[59%])
を行なったが、ガイドライン遵守率は約 60%にとどまった。そこで遵守率が低いのはなぜなのか、何が
問題なのかを検討し、その解決策を案出した。
2)感染症チェックの現状
ガイドラインを遵守していない施設では、感染症をチェックしてそれが陽性の場合はスコープの高水
準消毒を行なうが、陰性の場合は高水準に至らない消毒方法で処理していた。
また、チェックしているのに高水準消毒をしている施設が 50％あった。
3)感染症チェックの理由
検査間の高水準消毒ができないだけでなく、スタッフの安全や以前からのシステムそして収益という
回答であった。
4)検査間の高水準消毒ができない理由
スコープの本数が足りない、人手が足りない、高水準消毒では時間がかかりすぎるなどであった。
5)理論上の問題
感染症チェックには３つの問題があった。まず、理論上では、チェックできる感染症は限られている
し、そのためチェックしなかったピロリ菌や腸管出血性大腸菌 O157 の感染が起きている。さらに、感
染性ウインドー期があるため感染症マイナスでも感染の危険がある。
6)倫理上の問題
2 番目に、倫理上の問題があります。採血には目的を告知し、同意を得なければいけません。患者さ
んは内視鏡が完全に消毒されたものとして検査を受けている。
7)経済上の問題
3 番目に、消毒の費用は約 1000 円であるが、HBsV 抗原(95 点)と HCV(120 点)の保険点数は 200 点
を超え、費用として倍額になってしまう。
8)回答者のコメント
問題は、内視鏡スタッフが正しい感染管理方法を学んでも、経営者を説得し得ないジレンマに陥って
いる。
9)改善要望書
改善されない施設には表のような要望書を提出するのも 1 つの方法である。

表 改善要望書(案)

当施設では、汚れた内視鏡を溜め置きの容器内で洗浄し、かつ、高水準
に至らない消毒が行われています。これでは感染の危険を除去できません。
感染症マイナスでも、ピロリ菌や腸管出血性大腸菌 O157 の感染が現実に
起きています。また、 感染性ウインドー期のために B 型肝炎、C 型肝炎
の感染の危険があります。
しかし、消毒した内視鏡は自分が飲めるものでなければなりませんし、
内視鏡の安全なくして内視鏡検査は成り立ちません。
この方法は、倫理的に許されないことです。もし、感染が起こったら、
大きな損失をこうむることになります。感染は稀でも感染管理が正しくな
いと感染の危険は高いままです。
以上の事情をご検討いただき、できるだけ早期のうちに改善されること
を望みます。
10)内視鏡感染管理のまとめ
内視鏡の感染管理で一番大切なことは、
「感染症をチェック」しないことである。
連絡先：〒213-8507 川崎市高津区溝口 3-8-3
℡：044-844-3380 FAX 044-844-3201

24．個室化された洗浄室における過酢酸使用時の環境整備
-自動洗浄機用新ガスフィルターの試用経験松下健康管理センター 予防医療部 消化器検診科
○前田 和美、安本

文、廣谷阿津子、松本三重子

高山 智永、辰巳 嘉英
はじめに
松下健康管理センター消化器検診科では、検査件数増加への対応や質的向上をめざして内視鏡室の改
善に取り組んでいる。洗浄・消毒関係においては、洗浄室の個室化、自動洗滌機の増設、洗浄専属要員
の確保により学会ガイドラインに基づいたスコープの洗浄・消毒を励行している。しかし、自動洗滌機
（OER-2TM）の過酢酸による刺激臭、目や鼻の粘膜刺激症状がみられ、洗浄室の換気だけでは充分な改
善が得られず問題となっていた。今回オリンパスよりOER-2TM用新ガスフィルター試用の機会を得たの
で、これにより問題の解決が得られるかを評価した。
研究方法
1.従来フィルター（2005 年 7 月 19 日〜7 月 31 日：２週間）新フィルター（2005 年 8 月 1 日〜2005 年
10 月 31 日：3 ヶ月間連続使用）を装着した自動洗滌機(OER-2TM)に対して、刺激臭、目や鼻の粘膜刺
激をフェイススケール法（
「全くない」を 0,「耐えられない程」を 5 とした 6 段階）とVAS(Visual Analog
Scale) 法を用いて、消毒液交換 直後、2 日目、4 日目で評価した。消毒液の交換は 1 週間毎で行なっ
た。
2.カセットコウを薬液だれ防止の新型に変更した自動洗滌機(OER-2TM)に新フィルター(2005 年 12 月 27

日〜2006 年 5 月 12 日：4 ヶ月間連続使用）を装着して、同様に刺激臭、目や鼻の粘膜刺激をフェイ
ススケール法とVAS法を用いて評価した。また、洗滌機作動時のフィルター通気孔（上部と下部の 2
箇所）排出ガスをビニール袋で収集し、酢酸蒸気濃度をガラス検知管にて測定した。
結果
1.刺激臭・粘膜刺激の程度は週によって異なり、個人差も存在するが、消毒液交換当日に最大とな
り、日を追うごとに徐々に減少していった。2 週間の比較では従来フィルターと新フィルター間
に、臭いについて大きな差はなかった。また、新フィルターを 3 ヶ月連続して使用しても、臭い
の悪化はみられなかった。
2.刺激臭・粘膜刺激の程度は週により異なるが、新型カセットコウの使用により、従来型使用時と
比較して消毒液交換当日を含む全ての測定日で臭いは軽減された。検知管による測定では、最高
10ppm の酢酸が検出されたが、臭いの感覚としては特に問題とならなかった。また、洗滌機の使
用を重ねた上で再度測定した際に、使用前より低い濃度の酢酸検出値がみられることもあった。
考察
新フィルターは、３ヶ月間酢酸蒸気の吸着能力が保たれていると考えられたが、これのみでは、過酢
酸による刺激臭、目や鼻の粘膜刺激症状に対する充分な対策とはならなかった。薬液だれ防止を目的と
した新型カセットコウとの併用により、かなりの改善効果が得られた。フィルター通気孔の排出ガスを
ビニール袋で収集する方法を用いても、条件によっては、フィルターの劣化による酢酸蒸気濃度の変化
を正確に捉えることは困難であると思われた。
結語
新フィルターと薬液だれ防止新型カセットコウとの併用は、過酢酸を使用する自動洗滌機の刺激臭、
目や鼻の粘膜刺激症状を軽減するのに有効である。
連絡先：〒570-8540 大阪府守口市外島町 5-55
TEL：06-6992-5131 FAX：06-6992-5272

25.内視鏡消毒剤の残留性検討と今後の課題
四街道徳洲会病院 内視鏡室

内視鏡技師 ○猪俣美保子

京都大学 光学医療診療部

内視鏡技師

新田 孝幸

【背景】
内視鏡洗浄消毒業務では、消毒剤として厚生労働省認可のある過酢酸とオルトフタルアルデヒド(以下
OPA）が普及してきている。しかし、その特徴により使用上異なる注意が必要とされている。
【目的】
今回、２施設共同で両消毒剤の①残留性実験と②濃度測定を行い、現状の問題点と今後の課題につい
て検討した。
【対象】A）ジョンソンエンドジョンソン社製・ディスオーパ(OPA)
B）サラヤ社製・アセサイド（過酢酸）
①残留性
【方法】
ＯＰＡ：スコープ管路内にシリンジにて蒸留水 10ml を注入し、スコープ先端より排出液を回収、
HPLC（高速液体クロマトグラフ法）にて OPA 残留濃度を測定。
過酢酸：スコープ管路内にシリンジにて蒸留水 10ml を注入し、スコープ先端より排出液を回収、
平沼産業（株）製カウンタ PA-300 にて残留量を測定。

【結果】
ＯＰＡ：スコープ管路内で最大 0.03936 ㎎/㎏
過酢酸：すべて検出限界以下
【考察】
ＯＰＡの残留はラット無毒性量 0.5mg/kg/day と比較すると最大でも 1/120 以下であり、問題のないレ
ベルと考えられた。一方、過酢酸の残留は検出限界以下という結果になり、スコープや人体への影響は
ほとんどないと考えられた。
②濃度試験
【方法】
ＯＰＡ：回転数ごとに洗浄槽よりＯＰＡを採取、HPLC 法にて濃度測定行った。
過酢酸：回転数ごとに過酢酸を採取、平沼産業（株）製カウンタＰＡ-300 にて濃度測定を行った。
【結果】
OPA の濃度は洗浄機ＯＥＲにおいて、濃度下限の 0.3％に対して、30 回目までテストし、0.330％で
あった。洗浄機エンドクレンズ D においては、42 回目までテストし、0.351％だった。
過酢酸の濃度は徳洲会での実験では、濃度下限の 0.2％に対して、27 回目で 0.1962％、京大での実験
では、22 回目で 0.1999％になった。また 2004 年の京大での実験より、季節によっても濃度低下に差が
あることが示されている。
【考察】
OPA は使用洗浄機によって差があるものの、1 回当たりの濃度低下が比較的安定しており、使用回数
による管理がしやすいと考えられた。一方、過酢酸は濃度が不安定であり、そのまま使用せずにいても
自然に濃度低下し、季節によっても差があるため、管理しにくいと考えられた。
【課題】
OPA の場合、洗浄槽内やスコープに黒ずみがつくことがあり、この影響がどの程度あるのか、今後も
見つめていく必要があると考えられた。過酢酸では、同じく周辺への影響で、酸性の液体を使用するの
で、フタ受けラバーの劣化や床面の腐食が発生する場合がある。このうち、フタ受けラバーの劣化につ
いては、洗浄槽内の残留性を部位別に測定したところ、フタ受け部ではほかの部位に比べて特に高い値
を示しており、それに起因するものと考えられた。
これらのことから、今後、消毒剤として望まれるものは、患者にも従事者にも環境にも(コストも)安心
して使える１回使いきりタイプの消毒剤の開発といったことが挙げられた。
【結語】
現状では、これが一番よいという消毒剤は存在せず、残念ながら、それぞれ問題点を持った消毒剤を
使用せざるを得ない。したがって、与えられた条件の中で、各施設にあった消毒剤を適切に使用するこ
とが大切であると考えられた。また、今回、２施設共同で実験を行ったことは、より客観的なデータを
提示でき、大変有用であったと考えられた。今後、施設の大小に関わらず、この技師会を通して他施設
との情報交換を行い、共同で研究を行うといった取り組みが、内視鏡技師の知識と意識の向上につなが
ると考えられた。そして全ての基本は患者さんのためであることを私たち医療従事者はもちろん、メー
カーにも忘れずにいて欲しいと思う。
連絡先：〒284-0032 千葉県四街道市吉岡 1830-1

℡043-214-0111

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 ℡075-751-3415

26．オルトフタルアルデヒド洗浄消毒後の内視鏡への残留量低減法の検討
北里大学医療衛生学部公衆衛生学教室 ○片桐 裕史、門脇 武博
淵野辺総合病院内視鏡室
北里大学･東病院内視鏡室

木下千万子
三浦 美保、関口 明子、勝又 伴栄

〔目的〕
2003 年頃よりオルトフタルアルデヒド(OPA)消毒剤で洗浄消毒を施した内視鏡で、患者口腔内の黒色
着色やアナフィラキシーショックの発症報告が聞かれるようになった。現在までに我々は、OPA消毒剤
で洗浄消毒を施した内視鏡へのOPA残留性,濃度について明らかにした1）。また、アレルギー様反応に関
して実験動物を用いた暴露実験では総IgE抗体価の上昇を認めた2）。OPA残留の問題点は洗浄消毒作業従
事者のみならず、患者へも影響を招く。今回、洗浄消毒後の残留量低減法について検討した。
〔方法〕
内視鏡パーツ(操作部根元,先端部,操作ノブ)と内視鏡本体を材料とした。OPA 消毒剤での洗浄消毒は自
動洗浄機で行った。その後、残留量低減対策手段として 70%エタノール液を染み込ませたペーパータオ
ル(エタペーパー)で材料表面を滑らす様に軽く拭く作業を行なった。その後、通常行なわれているタオル
で水分除去をした。各々内視鏡パーツは全面、内視鏡本体は先端部より 80 目盛の位置までに対して残留
OPA をアセトニトリルにて溶媒抽出(2 時間)し試料溶液とした。試料溶液 1ml に 0.8mgDNPH／アセト
ニトリル(in リン酸)溶液 1ml 加え一晩反応後、HPLC にて分析を行なった。残留量の測定は３回試行し
平均値を求め、t 検定にて統計学的処理を行なった。

〔結果および考察〕
通常の洗浄消毒工程でのOPA平均残留量とエタペーパーでの低減対策を施したOPA平均残留量を図に
示した。操作部根元へのOPA残留量は通常の洗浄消毒工程で 1.08±0.47μg/㎝2認められた。これに対し
てエタペーパーでの低減対策を行なったところ 0.67±0.39μg/㎝2と低減した。先端部では 0.10±0.03μ
g/㎝2に対して、低減対策を行なったところ 0.04±0.01μg/㎝2と有意(p<0.05)に低減した。内視鏡本体で
は 1.07±0.23μg/㎝2に対して、低減対策を行なったところ 0.55±0.12μg/㎝2と低減した。操作ノブから
OPAは検出されなかった。自動洗浄機での洗浄消毒後にエタペーパーで拭き取る作業によりOPA残留量

を低減させることが示された。特に先端部では有意な低減が認められた。以上の事から、OPA消毒剤と
内視鏡には、内視鏡各部位の素材の違いよるOPA残留性とエタペーパーでの低減性に差があるものと思
われる。患者への影響のみを考えると先端部と内視鏡本体が重要箇所となる、この二箇所は低減対策を
行なったところOPA残留量が半減しており、エタペーパーでの拭き取りはかなり有効な手段と考える。
今後、エタペーパーでの拭き取り方を握る様に強くするか、エタノール液を噴霧して拭き取る等、洗浄
消毒作業時間と労働負荷を考慮にいれ、更に残留OPAの低減法を検討していきたい。
〔まとめ〕
1.内視鏡各部位の素材により OPA 残留性は異なることが認められた。
2.自動洗浄機での洗浄消毒後の内視鏡表面をエタペーパーで拭き取ることで、残留 OPA 濃度を低減させ
ることが示された。
3.内視鏡先端部に残留する OPA に対し、エタペーパーでの拭き取りは効果が得られた。
〔参考文献〕
1)片桐裕史,ほか:オルトフタルアルデヒド消毒作業での現状,日本消化器内視鏡技師会会報 2006;36:87-88.

2)片桐裕史,ほか:内視鏡消毒剤によるマウス血中総 IgE 濃度変化,日本衛生学雑誌 2006;61:293.
連絡先：〒228-8555 神奈川県相模原市北里 1-15-1
北里大学医療衛生学部公衆衛生学教室
TEL : 042-778-8073

27．米国２データベースによる高水準消毒剤の安全性の検討
千鳥橋病院 臨床検査部 内視鏡室 ○森永

徹

目的
高水準消毒剤のグルタラール(GA)、フタラール(OPA)、過酢酸(PAA)の安全性について、米国の 2 ベー
タベース、つまり FDA の有害事象報告データベース(MAUDE)および米国国立医学図書館の PubMed により
検討した。
方法
MAUDE に関しては、消毒剤の化学名と商品名をキーワードに検索した。抽出した約 800 レポートのう
ち、重複しているものと消毒剤がその事象とまったく関係ないものは除外した。PubMed に関しては、消
毒剤の名称と安全性、発ガン性、変異原性、遺伝毒性、アレルギーなどをキーワードに検索した。
結果
MAUDE への報告件数は GA (92 年〜)274、PAA(97 年〜)130、OPA(00 年〜)265 件であり、OPA が短時間
にも関わらず多いのが特徴であった。また、GA は件数が減少傾向にあるが、OPA は急激に増加していた。
有害事象の内容は、GA は曝露、内視鏡後の異常、アレルギー・不快感、PAA は殺菌不良疑い(ほとんど装
置の問題）
、曝露、OPA はアレルギー・不快感・経食道エコー、膀胱鏡後の異常が多かった。
次に PubMed での検索であるが、GA の発ガン性についてはそれを示唆する報告(Clair ら)と否定する報
告(Slesinski ら、Gross ら)の双方がみられるが、最終的には米国国家毒性計画でのラットおよびマウス
の吸入試験で、腫瘍の形成はまったくなく否定された(Birgelen ら)。PAA は発ガン性があるという(Bock)
もあるが、それを否定する報告も、Sprossig、Merka、Muller などが多くあり、否定的である。OPA に関
しては、近年、軟性膀胱鏡によるアナフィラキシーショックの９事例(Sokol)、経食道心エコープローブ
による化学熱傷、口腔内の着色等(Venticinque ら)の報告がみられる。
結論
いずれも高水準消毒剤によっても有害事象が発生している。換気、保護具などのより。接触、曝露し

ないこと、十分な水洗が必要である。
（予報集再掲載）
連絡先：〒812-8633 福岡市博多区千代 5-18-1
℡ 092-651-9870 Fax 092-201-3826

28．内視鏡室における感染対策 −感染対策マニュアルを作成して−
豊橋市民病院 画像検査室
看護師(内視鏡技師)
看護師
放射線技師(内視鏡技師)
消化器内科医師

○大林 順子、柴田 文美、渡辺 充野
太田 順子、市川 美幸、吹浦 博美
夏目

和助

岡村 正造、細井

努、石川 英樹

はじめに
当院内視鏡検査室では、平成 16 年度 10,634 例の内視鏡による検査・治療が行われた。介助につく看
護師には体液・血液曝露の危険性があり、機材の洗浄に係わる看護師・助手にも感染曝露の危険性が高
い。実際、近年不完全な内視鏡機器の洗浄・消毒によって多剤耐性緑膿菌感染の事故例が報告されてい
る。内視鏡室に携わる看護師として、感染に対する最新の知識と技術の習得が求められる。しかし、当
院ではこれまでスタッフに対して感染管理・自己防御、および内視鏡の洗浄・消毒について充分な教育
がなされていなかった。平成 16 年度に感染リスク対策チームを発足させ、まず現状調査を行った。引き
続いてチームでの勉強会を実施し、マニュアルの作成を行った。その後、スタッフの感染に対する認識
に変化が認められたので報告する。
研究目的
スタッフ全員が標準予防策を理解し、同一レベルで感染対策が行えることを目的とした。
研究期間
平成 16 年 4 月〜平成 18 年 2 月
対象と方法
対象：画像検査室スタッフ 19 名
方法
1.周辺機器への細菌感染の実態調査
2.現状調査（実施前・実施後・1 年後）
①感染に対する意識調査
②手袋の着脱に関する調査
③内視鏡の取扱いおよび洗浄法の実態調査
3.勉強会の実施
①標準予防策・感染経路別感染対策
②滅菌物の管理
③手袋の着脱および処置具と内視鏡洗浄の実際
4.感染対策マニュアルの作成
結果
1)周辺機器の最近培養の結果は、今回環境菌のみの検出に終わったが、手袋の介助前後の汚染では、環
境菌が 100 倍増となった。
2)内視鏡感染対策マニュアルを作成した。

3)マニュアル作成前後の実態調査結果
①検査介助時の手袋の着用率は実施前 45％から 1 年後には 100％へと変化した。
②標準予防策の遵守が実施前は 10％にとどまっていたが、勉強会、マニュアル実施後 94％まで変化
した。
③内視鏡の洗浄方法はガイドラインに添った方法が確実にとられるようになった。
考察
マニュアル作成にあたり、まず私たち自身が内視鏡室における感染対策について勉強会を行った。Ｃ
ＤＣ（米国疾病管理センター）のガイドラインに添った標準予防策を学び、消化器内視鏡ガイドライン
を参考に、当院の内視鏡室感染対策マニュアルを作成した。自らが講師になり、勉強会を進めることで
各個人も知識を深めることが可能となった。手袋の着脱回数の増加、統一された内視鏡・機器類の洗浄・
消毒方法の実施などスタッフに意識変化も見られ、医療関連感染対策に繋がった。一方、反省点として
は汚染されたと自覚する手袋でカルテやボールペンを触るなど、自己防衛目的での手袋着用が主となっ
ている傾向があった。介助後の手袋の環境菌感染の結果からも明らかなように、適切な手袋の着脱は必
須である。今後も引き続き、正しい手袋の着用方法の定着と手洗いの実施に向け、働きかけていく。
近年、様々なエビデンスに裏付けされた感染対策は発表されてきている。マニュアルを作成したこと
で満足せず、常に最新情報を入手し、自己啓発に努めたい。
結語
マニュアルの作成により、スタッフが感染対策に留意し、自己防衛について認識が高まるとともに洗
浄・消毒がより確実に実施されるようになった。
参考文献
1)田村君英、藤田力也：ナースのための消化器内視鏡マニュアル、学研 2003；5：38：45-49：71-72
2)小越和栄：内視鏡の洗浄・消毒マニュアル；医学芸術社 2002.
3)内視鏡機器の概要と洗浄・消毒・滅菌の基礎知識；オリンパス；3-15
4)大久保憲：ITC ポケット；感染管理ガイド BOOK；メディカル出版 2003.
5)日本環境感染学会：病院感染防止マニュアル：MIT2001：1-7：37-44
6)日本消化器内視鏡学会：消化器内視鏡ガイドライン；医学書院 1999.
7)日本医師会：消化管内視鏡の ABC；医学書院 1996；22-26

連絡先：〒441-8570 豊橋市青竹町字八間西 50
℡ 0532-33-6111

29．内視鏡的胃瘻造設術におけるメチシリン耐性ブドウ球菌感染対策の有用性の検討
医療法人 宏和会 あさい病院
内視鏡技師 ○飯島 永子、野田 芳枝、高野 育代、今村 礼子
医師

日比野清富
愛知医科大学病院 消化器内科

医師

宮田 充樹、春日井邦夫

【背景】
高齢者人口の増加に伴い、脳血管疾患後遺症症例や、誤嚥性肺炎等における経口摂取困難症例の増加、
さらに在宅医療などの普及により、経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下 PEG）を用いた栄養管理の重要性が

高まっている。
PEG‒push・pull 法は手技的に簡便で安全性の高い反面、創部感染が高頻度に認められる。通常は抗生
剤の投与で改善するが、原因が薬剤耐性菌の場合は対応に苦慮し、術前・術後の管理を怠ると致命的と
なりうる。
【目的】
今回、我々は創部メチシリン耐性ブドウ球菌(以下 MRSA)感染陽性の死亡例に遭遇した。その経験から
PEG のクリティカルパス(以下 CP)に変更を加え、PEG 周術期の安全性の改善に成功したので報告する。
【方法】
平成 16 年 9 月〜平成 17 年 10 月までの 14 ヶ月間に、当院において Boston Scientific 社製 24Fr ボタ
ン式 pull 法にて一期的に胃瘻造設術を行った、CP 変更前 27 例、変更後 12 例の計 39 例に対し、1)PEG
創部感染の有無、2)平均経管栄養開始期間、3)術後平均入院期間を比較検討した。
【CP 変更点】
①MRSA感染の有無をPEG１週間前に鼻腔・咽頭培養を行い確認。②MRSA感染陽性例に対し、PEG３日前
よりムピロシンを鼻腔内に塗布。③術当日のみ使用していたH２‒blockerの投与を中止。④術後 3 日間使
用していた抗生剤を術当日のみの投与とした。
【結果】
男女比は男性 19 名：女性 20 名。年齢は 59 歳から 94 歳で平均 82.7 歳であった。基礎疾患は脳血管疾
患が最多で 25 例に認めた。両群間の男女比、年齢、基礎疾患に有意差は認めなかった。
MRSA 陽性率は、CP 変更前：検索可能であった 14 例中 11 例 78.6％、CP 変更後：12 例中 7 例 58.3％であ
った。
創部感染率は、CP 変更前：27 例中 10 例 37.0％、CP 変更後：1 例も認めなかった。
（胃瘻造設部の発
赤・腫脹、膿性分泌物を認めた場合を創部感染ありとした）
経管栄養平均開始期間は CP 変更前：平均 4.9 日±0.8 日、CP 変更後：平均 3.0 日±0 日であった。
術後平均入院期間は、CP 変更前：平均 18.4 日±2.2 日、CP 変更後平均 14.3 日±1.7 日であった。
【考察】
今回の経験より、PEG 施行前に鼻腔・咽頭部の MRSA 検査を行い、陽性であれば事前にムピロシンを予
防的に投与し、除菌を図る事により、対費用、時間に優れた臨床的効果をもたらすことができた。PEG
を安全に行うためには、当施設で行っている CP が有用であると思われた。
【結論】
PEG 周術期の安全性向上のためには、MRSA 陽性例に対するムピロシンの予防投与が有効と考えられた。

連絡先：〒489-0866 愛知県瀬戸市矢形町 178-1
TEL：
（0561）84-3111

30．当院における即日上部消化管内視鏡検査の安全性と有用性について
医療法人財団献心会 川越胃腸病院 消化器内視鏡センター
内視鏡技師 ○清水 和世、嶽石真知子、森下 清美、冨本 里美、
平賀 孝子、宮内 正秋、吉村 公一
看護師
医師

若月喜美子
藤野 幸夫、望月 智行

【背景】
当院では、上部内視鏡検査の予約をとる場合、通常 7〜14 日後となるのが現状である。しかし急な腹
部症状や、吐血、下血、あるいは時間的、地理的な理由により、即日上部内視鏡検査を必要とする患者
数が増加している。また潰瘍や悪性腫瘍など、診断の遅れが今後の治療に悪影響を及ぼすこともある。
これらに対応できる検査体制を構築する必要性が生じてきた。
【目的】
即日上部消化管内視鏡検査の安全性と有用性について検討する。
【方法】
外来受診時、主訴、既往歴、家族歴、検査歴、投薬歴、当日の飲食、体重の増減など当院で作成され
た問診表で細部にわたり確認する。内服中の薬については薬剤師が確認し、生検の可否も含めてカルテ
内の薬剤鑑別記録に記入する。既往歴から検査時の投薬禁止薬剤も確認し、カルテ表紙の決められた欄
に記載する。即日上部消化管内視鏡検査が可能かどうかはこれらの情報を参考にして外来診察で決定す
る。決定後、承諾書の記載と生検の可否、感染症の有無と使用禁止薬剤を表示するとともにカルテに指
示棒や注意クリップを装着する。内視鏡室ではこれらの注意点を再度確認して検査を施行する。検査結
果により内服治療や入院加療などの治療方針を決定する。

1）即日上部消化管内視鏡検査件数

即日上部消化管内視鏡検査
412件（16.3％）

男性42％
女性58％
平均年齢51.8歳

上部消化管内視鏡検査総数 2,534件
（平成17年4月〜6月までの3ヶ月間）

2）即日上部消化管内視鏡検査での診断内訳
十二指腸潰瘍27例 6.6％
胃潰瘍32例 7.8％

胃癌10例 2.4％
その他

【結果】
平成 17 年 4 月から 6 月までの 3 ヶ月間での上部内視鏡検査は 2,534 件で、即日上部消化管内視鏡検査
は 412 件(16.3％)が施行された。
その内訳は男性 42％、
女性 58％、
平均年齢 51.8 歳、
主訴は腹痛：50.1％、
嘔気：13.3％ 健診で異常を指摘された：11.9％、食欲不振：4.6％、定期検診：3.6％などである。既
往歴では胃・十二指腸潰瘍が 12.4％、抗血小板凝集阻害剤を内服していたのは 5.8％で鎮静剤の投与は
30 例(7.3％)に行われた。
検査の結果、
組織検査は 25.5％に施行され、
胃癌と診断されたのは 10 例(2.4％）
、
胃十二指腸潰瘍 59 例(14.4％）
、義歯等の異物除去が 2 例、アニサキス症が 1 例だった。そのうち即日入
院は 5 例(1.2％）であった。この間、内視鏡センターからのインシデントレポートは 6 件提出されたが、

即日上部消化管内視鏡検査に関するものはなかった。
【考察】
調査期間中での即日上部消化管内視鏡検査に関するインシデントレポートはなく、現システムの安全
性は高いと考えられた。胃癌、胃十二指腸潰瘍症例が少なからず発見されたことから、これらの早期診
断、早期治療にも有益であり、この点からも現システムの有用性が示された。今後の課題として、鎮静
剤を投与する症例、急性貧血患者や高齢者等に対する緊急時対策マニュアルの整備があげられる。また
即日上部消化管内視鏡検査件数は今後増加することが予想されるため、内視鏡スタッフの育成や増員、
余裕のある当日検査枠の設定などの対策が必要である。当院では、来年度中に電子カルテの導入を予定
しているため、以降の患者情報の表示方法等さらに工夫、改良する必要がある。
【結論】
当院の即日上部消化管内視鏡検査の安全性と有用性について検討した結果、現システムの安全性は高
く、早期診断、早期治療に有益であると考えられた。
連絡先：〒350-0034 埼玉県川越市仙波町２−９−２
ＴＥＬ：049-225-6888

31.検査前個別準備によるリスク軽減への取り組み
(財)淳風会 倉敷第一病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○武貞菜穂子、嶋津 志織
はじめに
医療事故に対する世間の反応は厳しい。地域の信頼を裏切り、ひいては病院の経営に直結しうる危険
性を秘めている。このような昨今の実状を正面視し、あらゆる対策を駆使し、事故を未然に防止するこ
とは、我々内視鏡従事者の責務である。
背景
1 日の検査数は約８例と少な目ではあるが、検診の精密検査が多い当院の特色上、カルテの他に、書
類・事前情報用紙・申込み用紙など、付属物が多い。煩雑業務のため、患者呼び違えや転記ミス、同意
書確認ミス、別カルテの混入などが発生することがある。これらの実状を踏まえ、いかにリスクを最小
限に出来るかが課題であった。
目的
ハインリッヒの法則の底辺部分の小さなミスを減らし、起こりうる大きな事故を未然に防ぐ事と、常
に危機感を持った上で業務に臨み、地域から信頼される職場環境をつくる目的で、前日に被験者の個別
準備を実施している。その効果を報告する
方法
当日の予定表・検体ラベルを作成する。カルテ・精査用紙の確認、問診内容の確認、各種伝達カード(同
意書未・セデーション希望・フィルム有り)など準備し、個別トレーに入れていく。再確認後、トレーを
重ねる。その他複雑な情報を提示したい場合は，旨を記載したメモを個々のトレーに貼る。準備は、当
日の介助者が前日に必ず行う。最終的に別の目で確認する。当日は一人のことを確実に済ませてから次
に取りかかれるよう次のトレーとは距離を作り、上から順に取っていく工夫も行っている。
結果
個別準備は、１人の事に確実に関われることから、カルテや付属物の取り違え・混入がなく、リスク
が減った。介助者が準備することで、当日の内容や患者把握が可能となり、円滑業務が行えるため、ミ
スを起こしにくい環境で業務が行えるようになった。また、リスクマネージメントへの認識につながり、

被験者から信頼を得る環境作りに寄与した。伝達用各種カードの活用は、Dr/Ns の複数の目で確認でき、
よりミスの軽減につながった。
考察
ミスはゆとりのない環境下で発生する率が高い。検査当日は洗浄、患者の介助、カルテ処理など煩雑
になる。出来るだけ事前情報をキャッチし、当日に備えるために自分で準備することに意味がある。患
者像の把握は、コミュニケーションが取りやすくなり、より複雑な要素が絡むミスを事前防止できる。
いくら個別準備が有用でも、最終的な伝票類、検体の照合、確実なコスト記入など最後まで慎重に携わ
る事も、技師の役目として大切である。また、外来と兼任のため、個別準備は業務の合間や、時には残
ってなど、他のスタッフへの負担となることもあるが、内視鏡室は我々自身が守るという主体的立場を
譲らず、理解を得ることが肝要である。確実な事前準備にこだわるのは小規模な内視鏡室ならではの、
被験者一人ひとりを大切にしたいと願うスタッフの思いでもある。内視鏡以外のスタッフへのリスクマ
ネージメントの大切さを訴えていく姿勢、延いては病院全体への刺激をねらい、意識改革につながれば
何よりである。
結論
前日の個別準備は、
①確実な準備が可能となり、起こりうる事故を防ぐ効果がある。
②ミスを回避でき、安心・安全な医療提供につながる。
③業務の効率化及びリスクマネージメント上、有用である。
参考・引用文献
1)クリニカルリスクマネージメントナーシングプラクティス；文光堂
2)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

連絡先：〒710-0826 岡山県倉敷市老松町 5-3-10
℡ 086-424-1000(内線 155)
FAX 086-421-4254

32．ESD 用高周波装置対応処置具マニュアルの作成
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

オリンパスメディカルシステムズ（株）
品質保証部

森田 克明

【背景】
近年、内視鏡下粘膜剥離術(以下 ESD)では、処置具が多様化してきており、技師が高周波装置の準備
や実際の処置介助に携わるケースも増えてきている。しかし、各処置具の特性に基づいた高周波出力設
定は施行医師の知識・経験に頼らざるを得ないのが現状である。
【目的】
今回、メーカーと話し合い、視覚的に判断しやすい ESD 用高周波対応処置具設定値表とマニュアルを
作成し、円滑に処置を行なうことができるようになったので報告する。
【方法】

高周波装置使用に際しては、基準となる設定値が説明書に記載されていない処置具も多いため、特に
ESD 処置具の多いオリンパスメディカルシステムズ㈱と話し合い、各処置具の目安となる数値を参考値
として提示してもらい、それを基に検証してマニュアル化した。オリンパスより開示された設定値は、
オリンパス社製 PSD60 用とエルベ社製 ICC200 用の２機種に対して示された。(詳しい参考値について
はオリンパスホームページ http://www.medicaltown.net/index_d.html 参照）

今回、オリンパスに開示してもらった値は、あくまでも参考値のため、各施設で検証する必要がある。
そこで、この開示値と、今までの臨床経験および、豚胃を使った実験と医師の手技方法を考慮して当院
での使用設定値を決めることにした。
たとえば、ICC200 での設定では、AUTO CUT と ENDO CUT の両方について開示されており、どちら
を使用するかについては、豚胃を使った実験で、同じ 80W、EFFECT３設定で同じ 1.6 秒間通電すると、
ENDO CUT では、２㎜程度、AUTO CUT では４㎜程度、深達していることがわかり、AUTO CUT の
ほうが切れやすいことがわかった。穿孔を起こしにくいという視点からは、ENDO CUT を使うほうが
最初は安心と考えられた。そういった検証を個々に行った後、当院での設定値を決め、設定一覧表にし
た。この一覧表は、各処置具の写真と特徴および使用する高周波装置ごとの初期出力設定値を記載し、
すぐ見えるようにカードケースに入れて高周波装置にセットした。また設定値をまちがいなくセットす
ることも大切なため、実際の処置時には、必ず設定値を声に出して医師に確認をとるようにした。さら
に処置記録を設定ごとに記載し、検査後は、ＤＶＤ録画した処置映像とともに検証して、次回の処置時
の設定にフィードバックできるよう体制を整えた。そして、これら一連の業務を処置具および機器設定
中心の ESD マニュアル(図１)として作成し、誰でも対応できるようにした。
【結果】
視覚的に見やすい設定値の一覧表やマニュアルを作成し ESD 施行時に利用することにより、出力設定
値の誤りなどを含めた単純ミスを防止することができ、安全かつ円滑に処置を行うことができるように
なった。
【考察】
マニュアルを使用することで、スタッフが変わったときなど、はじめて介助を行う場合でも比較的、

容易に対応でき、処置を受ける患者さんの安全にもつながると考えられた。また、今回メーカーより標
準的な高周波装置の出力設定値が示されたことは、広く普及した高周波装置を用いた内視鏡的処置の安
全性につながると考えられた。
【課題】
EST、APC 等、他の高周波対応処置具を含めたマニュアル作成。
【結語】
ESD 等、高周波を利用する処置において、メーカーと話し合い、施設に合った処置対応マニュアルを
作成し活用することで、より安全・円滑な処置を行なうことができるようになったと考えられた。
連絡先：〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54
℡ 075-751-3415

33.安全な ESD のための高周波発生装置（ESU）使用マニュアルの作成と有用性
国立大学法人 神戸大学病院 光学医療診療部
内視鏡技師 ○吉村
兼(臨床工学技士)
臨床工学技士
西田 美穂
はじめに
当診療部では専属の臨床工学技士(以下 CE)２名が日々の検査および治療で使用する機器の保守管理を
中心に技術部門を確立し、多種の技術提供を行っている。
高周波発生装置(以下 ESU)を複数所有しているが、全ての ESU を ERBE 社製に統一し、内視鏡の多
種多様な処置に最適な出力の検討（動物実験等）を行ってきた。それに伴い出力設定のマニュアル化の
要望が高まり、近年 ESD(Endoscopic Submucosal Dissection)の急速な普及に対応するべく ESU 使用
マニュアルを作成し、安全で安心な処置を行うための啓蒙活動を行っている。マニュアル作成の種々の
工夫を紹介する。
マニュアル作成の注意点
本来、ESU の性能を 100％引き出すために知っておくべき項目は、複数の書籍の完全理解が求められ
るが、CE が作成したマニュアルは厚さにしてわずか 1mm である。
1.濃い内容を見やすく、分かりやすい表現で。
a)必要最小限の専門用語、短い文章を心がける
b)基礎から応用まで対応できるように考慮
c)効果的に図を表示し、解説
d)当院における出力設定がなぜこの設定なのかを明記
e)出力（Ｗ）
、通電時間の統一を啓蒙
2.中途半端な理解は逆にリスクを増大させるため、余計な事は一切書かない。
3.ERBE 社製 ICC200 をベースに、次世代 ESU である VIO300D を徹底攻略。
医師が ESD 施行中に安全で安心して踏み込める出力を実感してもらうことが最も重要であり、基礎か
ら応用に
対応できるマニュアル作成を心がける。
マニュアルの内容
マニュアルの目次を下記に列挙する。
(1)ESU の基礎
この章では全ての ESU 処置に共通の基礎まとめている。
a)高周波とは,b)ジュール熱,c)電流密度,d)切開波形,e)凝固波形,f)オームの法則（電圧、電流、抵抗）,g)
自動出力制御型 ESU の出力理論,h)水のマネージメント,i)小括
(2)ESU の臨床応用
この章で ESD の手順で使用デバイスに最適な出力を解説している。
a)マーキング出力,b)PPS,c)ENDO CUT IQ,d)プレカット出力,e)全周切開１,f)全周切開２,g)DRY CUT と

SWIFT COAG の違い,h)剥離１,i)剥離２,j)先端系デバイスの導入と注意点,k)出力設定と切開速度,l)止
血,m)切開と凝固のポイントまとめ,n)総括
当診療部の出力概念
自動出力制御型 ESU の出力設定は切開および凝固の深度を電圧(effect)で制御するものであり、出力
(Ｗ)には余裕を持たせた方が任意の深さ(電圧)を維持した再現性のある出力が可能である。動物実験を基
礎検討で切開または凝固出力で通電した際の放電進達度から医師が最も恐れる穿孔予防を考慮した出力
を通電時間１〜２秒以内で最適化した設定である。
ERBE 社製 VIO 300D は出力モードが多彩で３ペダルによる多様性に優れた ESU であり、その出力
波形の能力を 100％引き出すための微調整を医師と CE で検討してきた。
出力一覧と設定を図１に示す。
臨床での ESU 安全講習と臨床同伴の有用性
マニュアルを提示し、安全で安心な出力の理解を深めるために ESD 施行時には必ず同伴し、ESU の
出力設定および操作は必ず CE が行う。これにより、医師が診断と処置に専念できるとともに、常時医
師の疑問に応対することが可能であり、有用である。また、医師のカメラワークには個人の差があるた
め、切開および凝固出力の効果を画面で確認しながら微調整を CE が行っている。
また、CE が専属であるため、常時、素朴な疑問から難症例攻略のための技術的な検討にまで ESU に
関する質問や相談を受け付けており、その場で対応している。医師と CE の価値観が一致すればするほ
どチーム医療における処置施行時の安全と安心が高まる＝円滑な ESD と考えている。
おわりに
内視鏡処置は日々進歩しておりマニュアルも日々更新しなければならない。
ESU 使用マニュアルの作成(更新)と内容の理解による安全で安心して踏み込める出力の啓蒙活動を通じ
てチーム医療としての安全管理を行っていきたい。
連絡先：〒650-0017 神戸市中央区楠町 7-5-2
TEL 078-382-5111 内線 2881
e-mail ce.yoshimura@mac.com
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