第 56 回消化器内視鏡技師研究会
講演要旨
（シンポジウムの部）
「内視鏡の洗浄消毒は満足するものに到達できたか」
（ワークショップの部）
「内視鏡室における IT の進歩と夢」
【シンポジウム】
Keynote：
「内視鏡洗浄・消毒ガイドラインの目指すもの」
帝京大学溝口病院内視鏡室 藤田賢一
1)技師会の内視鏡洗浄・消毒のガイドラインの特徴：
本来ガイドラインは指針であるが、このガイドラインは実践的でマニュアルに近い内容になっている。それは感染管
理がどういうものか知っていただく意味で基本的な考えと実践を交えてある。また、高水準消毒維持のため、10 分間
の２％グルタール消毒はアルコール消毒を追加して工夫した。感染管理水準を維持するために、年に 1 回はガイドライ
ンを読み返していただきたい。
2)内視鏡による感染
一般的な病院感染には血管カテーテル、尿路カテーテルの感染や手術部位感染ほか多くの感染がある。これらの病院
感染の発生率をゼロにすることは現実にどの病院でも不可能であり、その感染管理の目標は感染症発生率を極力低下さ
せることが目標となっている。しかし、内視鏡を介した感染はこれとは異なって、ほとんどの医療施設でゼロにするこ
とが可能である。それは内視鏡の洗浄・消毒ガイドラインを遵守しているかどうかにかかっている。
このことは、これまでの内視鏡による感染事例が証明している。現行のガイドラインを遵守していたのに感染したと
いう報告例は見当たらないのである。
3)最終的な目標
それは当然、全施設で内視鏡の高水準消毒することである。こんなことは当たり前だが、この当たり前のことが実は
行われていないので今回「ガイドラインが目指すもの」といった演題名になったのだと思われる。高水準に至らない洗
浄・消毒が原因で腸管出血性大腸菌 O157、Helicobacter pylori などによる感染が起きている。
このような感染をなくすためには、最終的に公の機関、厚生労働省からガイドラインが出され法的縛りができればガ
イドラインの遵守率は一段と高まるはずである。それまでは、技師会として、倫理観を高め、高水準消毒をしないこと
は、不適切な行為であることを継続して働きかける必要がある。
4)内視鏡医療に求められる感染管理
ガイドラインに対する思いは、たとえば、注射をするときに皮膚をアルコールで消毒することは誰でも知って、当た
り前と思っているように、どこの内視鏡検査施設でも、使用した内視鏡は次の患者さんのために「よく洗浄して、高水
準消毒をする」ことが当たり前になることを目指している。
また、内視鏡検査や治療は華やかでやりがいのあることと思われ、それに対して内視鏡の洗浄・消毒作業は、手間と
時間が必要な骨の折れる大変な仕事といわれている。しかし、内視鏡の洗浄・消毒には安全を構築するという非常に重
要な役割がある。使った内視鏡がただ単に汚れているから洗浄・消毒するのではない。有害なものを無害にする、有毒
なものを無毒にする。そのため、専門的知識に裏づけされた専門的技術が必要になる。そのため、Standard precaution
や Spaulding の分類に基づいて内視鏡に付着した B 型肝炎、C 型肝炎、腸管出血性大腸菌 O157、Helicobacter pylori
などの凶悪な病原微生物を短時間のうちに除去、あるいは殺滅し、患者さんに安全を提供しているのである。これが内
視鏡技師を始めとする医療従事者の使命である。もし内視鏡を介して感染が起これば責任は免れない。
また、ガイドラインの有無について調査するといまだに、内視鏡の洗浄・消毒のガイドラインを知らないという医療
従事者がいるそうである。そこで、内視鏡関係のメーカーさんには、
「内視鏡洗浄・消毒ガイドライン」のあることを
伝えていただきたい。こんなことを言うと僭越なのかもしれないが、メーカーさんには製品を売るのではではなく、安
全を売ってほしいと思う次第である。
連絡先：〒213-8507 川崎市高津区溝口 3-8-3
℡：044-844-3380 FAX 044-844-3201
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Ｓ１．クリニックを対象とした内視鏡の洗浄・消毒の啓発活動を試みて
四国消化器内視鏡技師会
内視鏡技師 ○岡林さよみ、尾崎 貴美、天野 利江、川田紀代美
佐竹 厚子、南
千代、岡本澄美子
【はじめに】
「内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン」は 1996 年４月に日本消化器内視鏡技師会消毒委員会から、また 1998
年９月に日本消化器内視鏡学会消毒委員会から発表されている。これらのガイドラインをもとに全国各支部で内視鏡の
洗浄・消毒の啓発活動が行われてきた。次いで 2004 年３月には日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会から第２版が
発行された。そこで四国消化器内視鏡技師会は内視鏡従事者を対象とした研究会やレベルアップセミナー・機器取扱い
講習会を開催する一方で、これらの研修会に参加する機会の少ないクリニックを対象に、洗浄・消毒の啓発活動を繰り
広げている。その啓発活動を通して、クリニックでの内視鏡の洗浄・消毒の現状を調査した。この結果から今後の啓発
活動に対し若干の知見が得られたので報告する。
【啓発活動の現状】
クリニックを対象とした啓発活動は 2004 年より行っており、その主な活動内容は内視鏡の基本的な取扱いを中心に
した「洗浄・消毒セミナー」である。現在までに高知県・香川県で開催し、1 回の参加者は 50 人前後である。その他
高知県消化器内視鏡技師会が作成した「ガイドラインに沿った洗浄・消毒」を収録した DVD の貸し出しや、香川県・
愛媛県の技師会ではクリニックへ出向いての指導、クリニックから看護師を受け入れての指導を行っている。
【現状調査の方法】
平成１７年の香川県の洗浄・消毒セミナーに参加した 22 施設に対してアンケート調査を行った。

【結果】
参加者 53 名でアンケートは各施設１枚とし回答が得られたのは 18 施設で有効回答 81.8％であった。アンケート結
果は表Ⅰのとおりである。
【考察】
クリニックの看護師は病棟や外来業務を行いながら内視鏡に従事しているため、内視鏡に専従する時間は極めて少な
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いが、消毒等に対する関心は高く半数が今後もセミナーなどに参加を希望している。しかしこのようなセミナーに参加
する機会は少なく「スタンダードプリコーション」を知っている者は 33％と少ない。アンケートでは全症例同じ消毒
をしていると答えた施設は 88％であるが、適切な消毒を行えているかどうかは今回の調査では不明確である。
「内視鏡
の洗浄・消毒に関するガイドライン」を知っていると答えた施設は 83％と高いが、全症例同じ消毒をしていると答え
た施設のうち高レベル消毒剤を使用している施設は 74％で、残りの施設は正しい消毒剤の選択ができていない。また
高レベル消毒剤を使用していても、消毒剤の使用期限など正しく取扱いが出来ているか確認はできていない。これらか
ら「内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン」の存在は知っているものの、一部ではその内容までは十分理解できて
いない現状がわかった。また正しい情報の収集先が少なく苦慮している様子がうかがえ、今後もクリニックを対象とし
た研修会を開催していく必要を強く感じた。
【まとめ】
①四国消化器内視鏡技師会ではクリニックを対象とした「洗浄・消毒セミナー」などの啓発活動を行っている。②ク
リニックの内視鏡従事者は内視鏡の感染対策に関心はあるものの、一部の施設では内視鏡の洗浄・消毒の正しい知識に
欠け適切に行われていない。③正しい情報を提供するために、クリニックの内視鏡従事者を対象にした研修会を継続し
て開催する必要がある。
連絡先：〒763-8502 香川県丸亀市城東町 3-1-1
ＴＥＬ：0877-23-3111

ｓ２．高度の洗浄消毒レベルを維持できるシステムの構築
医療法人社団 谷村外科胃腸科医院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○吉峯みゆき、伊東百合子
看護師
松村江里子、西岡 直美、川本 千晶、上田 律子
野口加代子、木之前奈津子
技師助手
幸 加代子、池田 美香、山本味穂
医師
谷村 雅一
背景
2001 年に 短時間で高水準可能なフタラール製剤(以下OPA）を発売と同時に採用し、洗浄消毒器はアマノ社製AE101
Ⓡ
を使用していた。
2003 年 5 月からは、ソフトハウス、テレメックス社の協力により患者ごとに使用したスコープの洗浄消毒履歴をデ
ータベース化できるソフトを作成し運用している。さらに 2004 年の 11 月からは、短時間での処理が可能な洗浄消毒器
エンドクレンズⓇ‐Sを使用している。
当センターの洗浄消毒は当初から全例に対し患者間機械洗浄を励行しており、内視鏡検査終了後、スコープを医師か
ら直接受け取り、光源装置に接続したままシンク内で流水洗浄、酵素洗剤での洗浄、各チャンネルブラッシング、流水
吸引などの予備洗浄を行う。予備洗浄終了後は光源からはずし独立した洗浄室にて、OPA 消毒剤による 1７分間の機械
洗浄を、洗浄消毒終了後は水分を拭き取りエタノールガーゼで清拭し、そして吸引、送気、送水などを点検、次の検査
へと準備している。
この洗浄消毒の工程は約 20 分で行い、また、この１サイクルの洗浄消毒の履歴をデータベース化し安全管理を行って
いる。
目的
今回、当初使用していた自動洗浄消毒器AE101Ⓡ(OPA４本 15.2ℓ投入)とエンドクレンズⓇ‐S (OPA3 本 11.4ℓ投入)の洗
浄回数と薬液濃度変化を測定し、エンドクレンズⓇ‐Sでは季節ごとによる濃度変化に着目し検討を行った。
方法
測定方法はフタラール定量法 HPLC 法によりフタラール製剤各 60ml を洗浄消毒器稼動開始 8 分後、消毒工程では２分
経た薬液を採取した。
結果
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OPA4 本、15.2ℓ投入したアマノ社製AE101Ⓡの洗浄回数と薬液濃度変化を示す(図１）
。グラフの縦軸の最大値はOPA開
封前の薬液濃度の数値とし、横軸は 30 回から 50 回までの 5 回転ごとの測定を表示した。この洗浄消毒器では、0.55％
のフタラール濃度が 1 回転後には 0.52％まで下がり、30 回転では 0.363％となった。薬液は 4 本使用しており 45 回転
でも最小有効限界値 0.3％をクリアしている。
一方、OPA3 本 11.4ℓ投入したエンドクレンズⓇ‐Sの洗浄回数と薬液濃度変化を示す(図２）
。こちらでは気温や水温に
よる違いを考慮し季節ごとに測定してみた。縦軸の薬液濃度の数値は図１と同じだが、横軸の洗浄回数は 38 回から 42
回までの 1 回転ごとの 5 回とした。
データに若干バラツキが見られるが、いずれの季節においても平均値は毎回、有効濃度を確保しており季節による大
きな差は見られなかった。しかし数値にばらつきがみられ、有効濃度を下回ったデータが 38 回で２件、39 回で４件、
40 回で 6 件あった。
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アマノ AE101 における洗浄回数と薬液濃度変化（図１）
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エンドクレンズ S による洗浄回数と薬液濃度変化（図２）

考察
洗浄器の機種により投入本数が異なり回転数が変わるため、それぞれの施設での薬液交換回数の設定の検討が必要で
ある。
今回、気温や水温の違いによる薬液濃度の低下に差は見られず、季節による薬液交換設定の変更は不要と考えられた。
また、エンドクレンズⓇ‐Sの機種の場合、有効回転数 40 回まで使用することは 40 回前後の数値のバラツキが大きいこ
とから必ずしも安全とはいえず、有効濃度を確実に維持し消毒を行うためには、有効濃度を下回る件数の少ない 38 回
までに薬液交換することが安全と考えられ、今後、数値のバラツキを含め更にデータ収集と検証の必要がある。
結語
洗浄消毒履歴のデータベース化や患者間機械洗浄を行うなどの高度の洗浄消毒システムは薬液の有効濃度を維持し
たうえに成り立つ。現在、現場での定量的な薬液濃度測定は不可能であり、毎回試験紙での判定に頼っているという現
状である。
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洗浄・消毒を確実に行うためには、現場における定量的な薬液濃度の測定を定期的に行い、有効濃度の維持管理を行
うことが不可欠であると考える。また、メーカーには迅速簡便に薬液濃度を表示する測定器の開発を希望する。
連絡先：〒665-0011 兵庫県宝塚市南口 1-8-26 宝塚メディカルスクエアー１F
TEL 0797-72-3992 FAX 0797-73-1867
E-mail tanimura-tms@jttk.zaq.ne.jp

S3.FMEA を用いた内視鏡洗浄消毒作業の分析
亀田メディカルセンター内視鏡室
○松本 雄三、佐藤 京子、岩堀 寛之、松本 紀子
高橋 英幸、一河 勇二、網仲 幸司、内藤 幹雄
斉藤 進一、富永 和宏
大久保寿恵、飯沼 幸枝
金高 恵美
池田 一枝

内視鏡技師

看護師
臨床検査技師
洗浄員

はじめに
亀田メディカルセンターでは､全症例間で自動洗浄消毒装置（洗浄機）を用いた洗浄消毒を行っている｡洗浄機で処理
する前の予備洗浄や洗浄機への出し入れ及び再使用のセッティングなどの用手作業は､内視鏡室スタッフ全員が担当す
る｡スタッフは皆一通りの教育を受け､マニュアル通りに行うことを義務づけている｡マニュアルは内視鏡洗浄消毒法ガ
イドラインに準じており、当該感染管理委員会の承認を受けている。
研究目的
本研究の目的は､現行のマニュアル作業を科学的に分析し､現状の洗浄・消毒作業に潜むリスクの把握･改善箇所の抽
出･対策の立案に役立てることである｡
研究方法
分析手法は､事前介入型リスクマネジメント分析手法（Failure Mode Effect Analysis；FMEA）を用いた｡FMEA とは､
作業に含まれるすべての問題事象を網羅的に抽出し､その発生頻度・影響度・検出難易度を点数化し､それらの積によっ
て問題事象の危険度を測る方法である｡分析の対象となる洗浄・消毒作業は準備段階から再使用されるまでとした。評
価点数は､発生頻度と検出難易度は高いものから 5、4、3、2、1 点とし､影響度は高いものから 9、7、5、3、1 点とした
（表１：FMEA 評価点数表）｡
ＦＭＥＡ評価点数表
発生頻度
点数
5

頻

作業に与える影響
度

３回以上/日

点数

影

検出難易度

響

点数

難 易 度

9

ミス・漏れが生じると次に業務に支障が出る

5

ほとんど発見不可能である

4

現在の業務内容では発見不可能である

4

１〜２回/日

7

ミス・漏れが生じると次の業務に支障が出ることが
多い

3

数回/週

5

ミス・漏れが生じると次の業務に多少支障がある

3

実施までの間で発見は可能と思われる

2

数回/月

3

ミス・漏れが生じると次の業務にさほど支障がない

2

発見は可能であり，未検知は稀である

1

数回/年

1

ミス・漏れが生じても次の業務に支障がない

1

現在の業務内容で確実に発見可能である

結果
作業の準備段階においては､ブラシの機能確認で危険度が高かった(45 点）｡起こり得るエラーとしたのは、劣化した
ブラシをそのまま使うなどで、エラーの原因としては、交換指標・基準がないことがあげられた。
ベッドサイドﾞ洗浄においては､吸引チャンネル内の洗浄(洗浄液 200ml 以上の吸引）並びに送気･送水チャンネルの洗
浄で危険度が高かった(各 60 点）
。起こりうるエラーとしては、吸引量不足があがり、エラーの原因としては、吸引し
た量がわかりづらいことがあげられた。
流し台での予備洗浄においては､3 方向ブラッシングで危険度が高かった(112〜140 点）
。起こりうるエラーとしては、
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ブラッシング回数の不足、ブラシのもみ洗いがあげられた。原因としては、うっかりミスや時間がないことがあげられ
た。対策としては、一回一方向性のディスポブラシ(ディスポクリーンⓇ）の導入があげられた。
洗浄機へのセッティングでは､コネクターチューブの取り付けで危険度が高かった(40 点）
。起こりうるエラーとして
は、付けたはずのコネクターが器械作動中にはずれているなどであった。対策としてはメーカーに問い合わせ、外れに
くい形状に変えてもらうことがあげられた。
光源への再セッティングでは､アルコールによる乾燥(アルコールフラッシュ)で危険度が高かった(35 点）
。原因とし
ては、教わっていないなど基本的ルールの欠落と慣れや外部環境による作業の省略があげられた。対策としてはマニュ
アルの浸透・教育の徹底が考えられた。
また、作業者のエプロン・マスクの着用(プロテクション)も働きづらいことや作業者自身の意識の欠如が原因でなさ
れないことが多かった。対策としては、洗浄・消毒作業者と介助業務を分担することがあげられた。
結論
内視鏡洗浄消毒作業につき FMEA を行った｡問題事象は作業者個々の裁量･手加減の加わる用手作業に多かった。マニ
ュアルも浸透していない事実が浮かび上がった。用手作業では、特にブラッシングに関わる問題事象(エラー)は危険度
が高かった。用手作業のチェック機能の強化やブラッシング作業の抜本的見直しが必要と思われた。将来的にはブラッ
シング不要となる洗浄システムの構築、予備洗浄不要の全自動洗浄機の開発が望まれた。
連絡先：〒296-0041 千葉県鴨川市東町 929
℡0470-99-2211

Ｓ４．内視鏡洗浄消毒過程における ATP 測定による清浄度管理の有用性
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)
はじめに
当診療部では、内視鏡汚染の主成分が体液由来の有機物であることに着目し、有機物に含まれる ATP(アデノシン３
リン酸)に対し、生物学的発光法を用いて光量(RLU)を数値化し、清浄度として内視鏡洗浄消毒工程を管理している。
何故 ATP を清浄度の指標としているかであるが、有機物の変性の可能性や類似反応による誤差があったとしても、検
出感度は非常に高く、安定しているため ATP の残存量として提示・比較が容易であり、検体採取や測定方法が簡易なた
め、現場で迅速に実施が可能であることが挙げられる。今回は、２社の洗浄消毒装置を用いて一次洗浄〜洗浄消毒装置
工程終了における ATP 値を測定し、比較検討した。
基礎検討(各ｎ＝20）
内視鏡洗浄で欠かせないのは水であり、洗浄環境がそもそも汚染させていては、洗浄消毒装置による高水準消毒後の
すすぎ時に汚染することになるため、当施設の給水フィルターを介した洗浄消毒装置供給水（平均 4.65RLU、標準偏差
3.07）に対し、滅菌精製水(4.05RLU、1.88）
、生理食塩水(6.20RLU、2.89)であった。平均 ATP 値のみに着目すると滅菌
の有無ではなく有機物の変性の可能性や類似反応による誤差を含む ATP 残存量として生理食塩水が最も高いことが裏
付けされる。しかし、標準偏差からみると、給水フィルターを介した水道水が最も不安定であり、フィルターの劣化や
汚染によってさらに水質が悪化する可能性が多々あり得る結果であった。
当診療部では食品衛生が ATP 値 500RUL を基準としていることから、対抗して 50RLU 以下を清浄範囲内とし、管理し
ている。
臨床応用(各ｎ＝20）
内視鏡洗浄で使用されている洗浄剤には酵素系洗浄剤と弱アルカリ性洗浄剤があるが、同じ条件で一次洗浄を実施し
た結果、ATP 値による比較では圧倒的に弱アルカリ性洗浄剤に軍配が上がった。同じ一次洗浄（弱アルカリ洗浄剤、Ｈ
- クリーン使用）後、オリンパス製 OER2 と J&J 製 EC-D による洗浄消毒装置の性能比較を行った。条件は標準プログラ
ム（消毒時間 5 分、全行程終了 19 分）を使用し結果、OER2(挿入側 6.85RLU、2.43、吸引側 7.70RLU、2.74)であり、EC-D(挿
入側 14.25RLU、8.10、吸引側 14.65RLU、8.59)であった。次に EC-D の消毒前洗浄時間を＋2 分、消毒後すすぎ時間を
＋4 分の合計 25 分のプログラムで稼働させ ATP 値を採取した結果、(挿入側 10.00RLU、5.63、吸引側 10.75RLU、5.54)
と大きく改善が見られた。しかし、当院使用の EC-D では OER2 のデーターに大きく差を付けられた印象をうけるが、内
視鏡回収時の ATP 値(ｎ＝40)は挿入側で 21712RLU、標準偏差 21727、吸引側で 38428、標準偏差 22643 であったことを
考えれば除去率は 99.6％以上という成績である。しかし、我々は 0.04％検出された有機物内に感染源となる微生物が

6

含まれていたとすれば大きな問題となるため、加えて各種(一般細菌、緑膿菌、水に含まれる細菌)培養を行った。一般
細菌に関しては回収時のみ検出、緑膿菌に関しては終始検出されなかった。水に含まれる従属低栄養細菌は洗浄消毒装
置の給水フィルター交換に伴う全管路消毒後は死滅するものの、１ヶ月も経過すれば洗浄消毒装置内に供給されている
水に含まれていることが判明した。フィルター接続部のわずかな隙間やフィルターの劣化による破損部をくぐり抜けて
きており、常時消毒されない給水ライン等で繁殖している可能性が高いと考えられる。ただし、アルコールフラッシュ
を徹底することによって内視鏡チャンネル内の従属低栄養細菌は検出されなくなった。
おわりに
内視鏡洗浄消毒で ATP 値を清浄度として管理することは、施設に応じた衛生環境を極める大きな手がかりとして非常
に有効と考える。有機物の除去を前提とした洗浄消毒に今後も ATP を基準に衛生のあり方を検討していきたい。
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

Ｓ５．当院における内視鏡検査の感染管理の現状
NTT 東日本関東病院内視鏡部
内視鏡技師 ○佐藤絹子
看護師
柏井久美子、渡辺美智子、毛利
紫、有間 雅子
菊川留美子、下川 美幸
医師 松橋 信行 櫻井 幸弘
はじめに
2004 年の消化器内視鏡ガイドライン-第 2 版-の提示や 2005 年の病院機能評価 Ver．5.0 に内視鏡室の感染対策が審
査の対象となり、内視鏡室の感染対策がさらに注目されている。
当院は、1993 年より症例間の洗浄消毒に強酸性電解水を使用している。感染対策の基本的な考えであるスタンダード
プリコーションのコンセプトを基本とし、当院での洗浄・消毒のエビデンス（一般細菌1）2)、緑膿菌、非定型抗酸菌、３）
ヘリコバクター・ピロリ、HCV,HBV4)）に基づき全症例を感染症とみなした取り扱いをしている。当院の消化器内視
鏡の検査環境における感染管理現状について報告する。
方法
【スコープの洗浄・消毒保管】スコープの洗浄は、ガイドライン5)を遵守した洗浄方法で実施している。①ベットサイ
ド処理後、②スコープ洗浄・３方向ブラッシング③管路内に酵素洗浄剤の注入・すすぎ④強酸性電解水の注入・エアレ
ーション④スコープ全体を強酸性電解水に浸漬（10 秒）全検査終了時と側視鏡は、①〜③の行程後、洗浄機にて高水
準消毒を実施。
【強酸性電解水と高水準消毒剤の品質管理】生成機の塩素濃度管理は担当者が毎朝行う。内視鏡部での
塩素濃度管理は午前、午後の２回、30 から 50ppmを保っていることを確認している。pH管理は適宜実施。過酢酸の
濃度管理は毎朝実施。強酸性電解水の消毒効果を得るためには、特性を十分理解し、定期的な質の管理と、有機物の十
分な除去が基本である。
【スコープの品質保証】スコープのサーベイランスを洗浄後と保管後のスコープについて、2001
年 9 月より定期的に実施している。問題となる菌の検出はなく良好な結果である。洗浄・消毒履歴を洗浄機ごとペーパ
ーベースで実施。
【処置具の再処理】生検鉗子、スネアはリユース製品を使用しているため、ガイドラインを遵守した
再処理後高圧蒸気滅菌を実施している。検体を取り扱う摂子は 1 症例ごと滅菌したものを使用する。
【PPE 】検査介助
時のビニールエプロン、マスク、手袋の装着は標準化している。ゴーグル、キャップも必要時着用。汚染した手で検査
環境を触れないような動作と、1 症例毎の手洗い、手袋交換も標準化できている。
【感染対策向上のために】安全管理、洗浄消毒に関するチェックリストに基づき、作業の確認を実施しているが不明点
や改善点の抽出及び作業の標準化に有効である。
結果
強酸性電解水導入後内視鏡検査に関する感染は経験していない。
強酸性電解水は、生成機や地域により生成される強酸性電解水の特性が異なるため自施設での洗浄消毒効果を確認して
使用すべきである。
酸性電解水は季節変動によりpHが変化しやすい至適ｐH2.7５）より低下すると塩素ガスが多く発生し頭痛や咳嗽を訴
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えることが多い。供給される水質は季節の変わり目や天候に影響されやすい印象があるためpHチェツクは頻回に行う。
塩素ガスの影響によると思われる洗浄室の錆対策に注意が必要である。手洗いに関する意識など医師との感染対策意
識の温度差があることは、否めない。継続的な啓発活動が重要である。
まとめ
感染対策は同じ目的に向かって内視鏡検査に携わるスタッフ全員が取り組まなければならない。安全な内視鏡検査を
提供するためには、ガイドラインを遵守することが重要である。
参考文献
1)桜井幸弘他：アクア酸化水を用いた簡便・強力・迅速な内視洗浄法.消化器内視鏡.７：895-898.1995.
2)佐藤絹子他：大腸内視鏡患者間洗浄にアクア酸化水を使用してみて.関東消化器内視鏡技師会誌，2：41-43．1995
3)櫻井幸弘他：強酸性電解水による内視鏡の洗浄消毒.強酸性電解水の基礎と医療における有効利用.第 25 回日本医学会総会「医療に
おける電解機能水抄録」
：12-13,1999
4)桜井幸弘他:HBV 陽性、HCV 陽性患者による内視鏡の汚染状況と強酸性水による洗浄・消毒効果の検討.Gastroenterological
Endoscopy 46(10)2004
5)日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会：内視鏡洗浄消毒に関するガイドライン第２版.内視鏡技師会報 31 別刷.2004.
6)岩沢篤朗.中村良子：強酸性電解水の殺菌効果と実用上の留意点.Infection Control, 8(2).20-25,1999

連絡先：〒141-8625 品川区東五反田 5-9-22
TEL：03-3448-6245
FAX:03-3448-6246

Ｓ６．内視鏡の洗浄消毒 −過去・現在・将来へ−
愛知県厚生連加茂病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○牧野なみじ、松園サヨ子、二本柳ゆき子、櫛田 千景
看護師
山崎 真理、萱里
恵
医師
星野
洋
【目的】
1996 年以降内視鏡室における感染対策を順次進めてきたが、これまで取り組んできた感染対策の質をどのように維
持するかが今後の問題となっている。質を維持するための取り組みと今後の課題について検討したので報告する。
【感染対策の経緯】
1996 年 10 月より日本消化器内視鏡技師会のガイドラインに準じ内視鏡の洗浄消毒を行ってきた。その他の感染対策
として、生検鉗子類のディスポ化や標準予防策の徹底、洗浄消毒のマニュアル作成等も順次行い、現在推奨されている
感染対策はほぼ実施できていると考えている。
【質の維持への取り組みと課題】
内視鏡の洗浄消毒を質の高いものに維持するために次の 4 点を行っているがいくつか課題も存在する。
1.定期的な細菌検査
上部、下部消化管、十二指腸、気管支内視鏡を年に 1 回それぞれ１本ずつに対して細菌検査を行っている。結果は今
まですべて陰性であったが、はたして現在の頻度ですべてのスコープが安全と言いきっても良いものかどうか。
2.消毒薬の濃度測定
消毒薬は時間とともに希釈される。そのため濃度低下のスピードを確認し薬液の交換頻度を決めなければならない。
フタラール製剤は 0.3％以上を確認して使用しなければならないが、2005 年の検査では２台の自動洗浄機共に 50 回使
用で 0.3%が維持されていたが、2006 年１月の検査では１台は 50 回には 0.3％以下になっており、もう 1 台は 46 回で
0.3％以下になっていた。色々な条件で濃度は変化すると思われリアルタイムに薬液濃度がわかるようなシステムの開
発をメーカーに期待したい。
3.使用したスコープ番号の消毒記録
患者の検査報告書に使用したスコープ番号、洗浄者名、洗浄機番号を記録し、万一内視鏡を介した感染症が疑われた
場合、スコープの追跡が容易にできるようにしている。
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4.スタッフの教育
洗浄消毒の質を維持するためには、スタッフひとりひとりの認識度、知識、技術が一定以上のレベルに維持されるこ
とも重要である。そのため当院の実情に合わせた洗浄消毒マニュアルを作成し、新人に対して統一した教育・指導がで
きるようにした。また、新人教育プログラム、チェックリストを作成し、洗浄消毒以外についても一定の教育が必ず行
えるようにした。さらに、2 年以上勤務すれば内視鏡技師を取得するように指導し、現在は申請資格が満たされた全員
が技師を取得している。資格取得後は責任感や、意欲、誇りを持って業務するなど意識の変化にもつながっているが、
スタッフの教育や研究会参加などは個人の経験、やる気、考え方で差が出るため完全に均一化はできていない。
当院内視鏡室の感染対策
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

1996 年 3 月
1996 年 9 月まで
1996 年 10 月〜
1999 年 1 月
2000 年 10 月
2001 年 8 月
2001 年 12 月
2003 年 8 月

日本消化器内視鏡技師会ガイドライン発表
簡易洗浄、スコープ表面の清拭、薬液、水の吸引
ガイドライン洗浄・消毒開始
生検鉗子類のディスポ化
標準予防策の徹底
洗浄・消毒マニュアル作成
フタラール製剤に切り替え
教育プログラム・チェックリスト

質の維持
定期的な細菌検査
消毒液の濃度測定
使用したスコープ番号の消毒記録
スタッフ教育

スタッフ教育
当院の実情にあわせた洗浄消毒、マニュアルの作成
新人教育プログラム、チェックリストの作成
内視鏡技師の取得
技師研究会への参加

【将来への期待】
滅菌保証のために中央材料室などには未滅菌物か既滅菌物かの区別をするための化学的、生物学的、物理学的インジ
ケータがある。これらのインジケータを適切に使用する事で滅菌が正しく行われているかどうかを保証している。
現在の内視鏡洗浄消毒ガイドラインによる保証では「ガイドラインに沿って一生懸命に洗浄消毒したのでスコープは
高水準消毒されているはず。
」といった程度の保証に過ぎない。高水準消毒保証のシステムとして３種類のインジケー
タが新たに開発、使用されれば、毎回高水準消毒保証されたスコープを使用できるようになると思う。
【結論】
・内視鏡の洗浄消毒の質を維持していく為には、第三者の評価に耐えうるようにスタッフの質を維持していく必要があ
る。
・高水準消毒を保証できる簡便なシステムが望まれる。
連絡先：〒471-8505 愛知県豊田市元城町三丁目 17 番地
TEL：0565-31-1511（内線 316:内視鏡室）
FAX：0565-31-1611
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【ワークショップ】
Ｗ１.内視鏡室でのデータ管理の現状
健生会土庫病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○林 くるみ
看護師
吉井さつき、上野 明美、三宅伊津美、小川 真理
内科医師
松岡 正樹
奈良大腸肛門病センター
稲次 直樹、吉川 周作
【はじめに】
当院は、病床数が 199 床、上部消化管内視鏡検査数約 3500 件/年、下部消化管内視鏡検査約 5000 件/年行っている。
2005 年 10 月に全面建替し、2007 年には電子カルテの導入を予定している。しかしながら、内視鏡ファイリングシス
テムの導入に関しては議論にはなるが進展をしない状況が続いている。
【問題点と方法】
ファイリングシステムの導入が困難な現状で、データ管理上の問題点として、①検査所見・病理依頼書・患者への
検査後説明書が、手書にて医師の文字が読みにくい、②データ集計が手作業で時間がかる、③検査２週間前に全ての
患者への検査日・既往歴・休薬確認のための連絡を行うための準備に時間がかるなどがあった。これらを少しでも改
善するために、以前より事務にてファイルメーカーを用いて検査フォローの管理を行っており、これに手を加え、デ
ジタルデータ入力をすることとした。
入力フォーム作成にあたり、1.患者情報の保護をパスワードにて行う、2.入力項目が抜けないようにエラーメッセ
ージを表示し、全て入力しなければ、次の患者のデータを入力できないようにする、3.データを消去できないように
する、4.直接の文字入力を少なくしリストから選ぶようにする、こととした。

【入力手順】
サーバーを内視鏡室以外に設置し、院内の LAN を使用し、内視鏡室以外からの入力・利用も可能とした(図）
。デー
タおよび検査オーダー後、①事務が、患者基本情報(ID、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、紹介元など)を入
力、②看護師が、カルテとクリニカルパスを参考に検査日、既往歴、休薬など検査に必要な項目を入力、これらに基
き、患者への検査確認の連絡を行い、前日までにデータを印刷し検査に活用する、③検査当日、医師により検査所見
の入力、検査所見・病理依頼・患者への注意書き３枚を一度に印刷する、④内視鏡技師が、病理報告の結果を入力す
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る、⑤最後に事務にて検査結果を聞きに来院したかどうか、次回の検査予定日の入力を行う。これで一連の入力が完
了する。また内視鏡画像は、内視鏡ユニットから MO ヘ保存されるものを、手動にてネットワーク HDD にコピーし、
必要な部署から閲覧可能とした。
【まとめ】
導入にあたり、①スタッフのデジタル導入への理解を深める、②パソコン入力へのイメージ（嫌悪感・難しい・不
安）の払拭、③入力作業に対する個人差の緩和、④入力漏れと入力ミスの防止が必要となった。これらは、スタッフ
の意見を取り入れたフォーム作成を行ったことにより、解消されたと考えられる。データ管理上の問題点については、
おおむね良好な評価を得ることができたと考えられる。
【今後の課題】
パソコンの導入後、①入力事項で不要な項目はないか、優先入力項目はないかなど再検討を行いより充実したデー
タ集積を行う、②入力したデータ内容を内視鏡検査においてさらに有効活用ができないか検討する、③適切な検査フ
ォローアップ間隔を決定するための入力・管理作業の蓄積を行う、④電子カルテ稼働時の展開・融合方法をどのよう
に行うかが、今後の課題として挙げられている。
連絡先：〒635-0022 奈良県大和高田市高田日之出町 12-3
℡ 0745-53-5471
Fax 0745-53-5857

Ｗ２．健診施設での内視鏡画像運用について
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ
古明地
彰
目的
当施設は、平成 15 年財団法人東京顕微鏡院より名称変更と施設移転に伴い設立された施設である。職域健康診断を
はじめ、人間ドック、外来診療を行っている。消化管内視鏡検査は、約 5,800 件（上部 5,000 件、下部 800 件・16 年
度実績）実施している。今回、当施設として平成 18 年度の中期目標に医療情報システムの構築が挙げられた。そこで、
システム構築にあたり内視鏡画像の運用方法を検討した。
方法
現状の問題点を調査し、下記項目を中心に当施設の将来性に合致した運用方法を検討した。
① 他の画像（放射線画像、超音波画像など）との互換性
② ファイリング方法（サーバ、ＭＯ、ＤＶＤなど）
③ セキュリティの問題
結果
互換性、ファイリング方法に関しては、放射線画像と同様にＤＩＣＯＭサーバでの運用が最善と考える。セキュリテ
ィに関しては、閲覧時にはパスワードによるログイン方法と管理者の設置が望ましいと考える。
まとめ
最終的には、将来性と互換性、利便性うを重視することにより、ＩＨＥ-Ｊの基準に準じて行うことが良いと考える。
よって、当施設での内視鏡画像の保存・運用方法は、ＤＩＣＯＭ形式によるサーバで実施すると結論を付けた。
（予報
集再掲載）
連絡先：〒102-8508 千代田区飯田橋 3-6-5
℡ 03-5210-6666 fax 03-5210-6699
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W３．当院における内視鏡室電子化の取り組み
〜画像管理と記録の電子化を目指して〜
特別医療法人福島厚生会福島第一病院
内視鏡技師 ○高橋 勇一、大橋 眞弓
消化器内科医師
柳沼 信久
背景・目的
内視鏡室画像の撮像管理は 35 ㎜や 16 ㎜フィルムへ撮影したアナログフィルムデータが中心でした。しかし、現在
は各社より発売されている画像ファイリングシステムや、MO 記録装置へ記録することでデジタル画像に変わってきて
いる。電子化されているのは記録媒体ばかりでなくスコープ、プロセッサー、自動洗浄消毒器など周辺機器全てにおい
て電子化対応の体制が作られつつある。また、病院全体としてみた場合でも、放射線科系の画像システムはデジタル管
理が進んできており、内視鏡画像を含めた画像管理システムなどもある。病院のシステムとして電子カルテが使用され
ている病院も多くなってきており書類がペーパーレス化され電子管理が行われるのも珍しくはなくなってきた。
内視鏡画像に対するデジタル管理には様々方法がある。各システム構成を比較により内視鏡画像の管理の仕方はおお
きくかわをいかに簡便に利用することが出来るのか考察する。また、感染管理などをデジタル化するための当院での取
り組みと今後の展開を報告する。

方法
①内視鏡画像管理において
DICOM 化の必要性があるかどうかを DICOM 規格について考え、メリット、デメリッ
トを検討することで内視鏡画像の管理について当院の方向性を考察する。
②当院内視鏡室における感染管理および処置具管理データのデジタル化に向けた取り組みについて考察する。
考察
当院での考察では内視鏡画像の DICOM 化は必要無いものと考える。これは、1 人検査における撮像枚数が多いため
に可能な限り圧縮した軽いデータでの保存が実用的と考えるからである。ただし、PACS や RIS などの放射線科領域
での画像管理システムが稼働している施設ではそのシステムに乗る方が低コストで稼働できる方法である。また、病院
機能評価における内視鏡室に関する項目から内視鏡室の感染管理の記録が重要になってきている。洗浄消毒の記録や、
処置具の使用記録など各施設で内容は異なると思われるが電子化実施におけるメリットは大きい。特に検査件数の多い
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施設に成ればなるほど必要性は高くなるものと考える。
当院での今後の課題は画像ファイリングシステム導入に関し如何に現在構築中のデータ保存法を利用し、一患者の検
査履歴と感染防止履歴を一元管理可能なカスタマイズ実施を前提に検討していく。
連絡先：〒960-8251 福島市北沢又字成出 16-2
TEL 024-557-5111

Ｗ４．内視鏡画像管理における DICOM 化の効果

内視鏡技師

看護師
臨床検査技師
事務員

亀田メディカルセンター内視鏡室
○斉藤 進一、佐藤 京子、岩堀 寛之、松本 紀子
高橋 英幸、一河 勇二、網仲 幸司、内藤 幹雄、
富永 和宏、松本 雄三
大久保寿恵、飯沼 幸枝
金高 恵美
久我 光子

私たちの施設では、内視鏡ﾓﾀﾞﾘﾃｨを DICOM(※)化し画像を DICOM ｻｰﾊﾞｰに直接、転送するｼｽﾃﾑを導入した。DICOM 化と
は、DICOM ｹﾞｰﾄｳｪｲ（ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ）と呼ばれる装置を内視鏡ﾓﾀﾞﾘﾃｨに１対１で装備し、DICOM ｻｰﾊﾞｰと接続することである。
これにより内視鏡と基幹ｼｽﾃﾑ（電子ｶﾙﾃ／医事会計／ｵｰﾀﾞｰﾘﾝｸﾞ）とｼｰﾑﾚｽな連携を実現した。また、高品位な医療用画
像ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑが整備されたことにより、電子ｶﾙﾃのｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄﾂｰﾙとしての機能は向上している。

内視鏡室ではﾓﾀﾞﾘﾃｨの DICOM 化によって次のような効果が発生した。①画像を DICOM ｻｰﾊﾞｰで一元管理することによ
り、ﾃﾞｰﾀ保管の安全性・個人情報保護の向上につながった。②ｵｰﾀﾞｰ情報を電子ｶﾙﾃから各ﾓﾀﾞﾘﾃｨに送信する事が可能と
なった。このため内視鏡技師がﾓﾀﾞﾘﾃｨにﾃﾞｰﾀ（患者属性情報）を手入力する必要がなくなり、画像の取り違いﾐｽがなく
なった。③ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ装置（部門ｻｰﾊﾞｰ）を設置する必要がなくｺｽﾄﾀﾞｳﾝにつながった。④標準化された規格の為、複数ﾒｰ
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ｶｰの内視鏡ﾓﾀﾞﾘﾃｨを接続するなどのｼｽﾃﾑの拡張も容易であった。また、既に販売されている様々な DICOM 装置がそのま
ま導入できた。
患者中心の医療を実現するためには、地域や特定の医療機関に限定しないｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑの構築が必須である。これは
DICOM 規格が目指すものと同じである。したがって内視鏡ﾓﾀﾞﾘﾃｨの DICOM 標準化は有効と考える。現在では内視鏡関連
機器に標準規格が存在しない。これが患者をはじめ社会や業界のﾒﾘｯﾄになるとは考えにくい。医療の安全性や効率性、
医療連携の強化が求められる昨今、操作性や経済性及び互換性を重視した内視鏡画像管理ｼｽﾃﾑが期待される。
※DICOMとは、Digital Imaging and Communications in Medicine の頭文字で「ﾀﾞｲｺﾑ」と発音します。
「医用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
画像と通信」に関する標準規格を意味しています。DICOMﾘｿｰｽ：http://www.jfcr.or.jp/DICOM/(日本語)
1．Endscopy 2．Digital imaging and communications in medicine
連絡先：〒296-8602 千葉県鴨川市東町 929 番地
TEL：04-7092-2211（代表）
E-mail:saitoh.s@kameda.jp

ｗ5．当院における内視鏡データ管理と技師の関わり
医療法人社団 谷村外科胃腸科医院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○吉峯みゆき、伊東百合子
看護師
松村江里子、西岡 直美、川本 千晶、上田 律子
野口加代子、木之前奈津子
技師助手
幸 加代子、池田 美香、山本 味穂
医師
谷村雅一
はじめに
当センターは 2003 年 7 月よりソフトハウス、テレメックス社の協力により独自の内視鏡データ管理システム(以下システム)を
作成し運用している。内視鏡システムは図１に示すように、A ブース、B ブースと内視鏡装置、画像記録装置、所見パソコンが
それぞれ 2 台ありデータはサーバー室で管理している。
システムの構成要素
・検査オーダー管理
・検査実施管理・患者情報(検査目的、基礎疾患、禁忌薬、抗凝固薬服用の有無など）検査医、検査進行状況の把握
・画像データ保存、画像参照
・所見作成、病理検査依頼書作成・保存・印刷
・機器の履歴管理(洗浄消毒、修理）
・検査統計作成
・セキュリティー機能
からなりその中で技師の業務としては検査オーダー管理、画像データ保存、機器の履歴などのデータ入力がある。
システムの紹介
クライアント PC には WINDOWS のタスクバーを使用して、内視鏡検査の所見ソフト、受付予約ソフト、スコープの洗浄履歴
ソフト、放射線検査の画像表示ソフトの各ソフトを切替表示して使用することができる。
検査オーダー登録を実施すると、自動的に所見システムへ予約情報が反映され、検査前には患者の所見を開き、施行医師
や使用するスコープ番号を選択し、また患者の検査目的、基礎疾患などの入力を行っておく。検査中は画像記録状態のメッ
セージが専用モニターに表示され終了操作を行うとサーバーに保存される。一度サーバーに保存された検査画像は所見シ
ステムに自動的に転送表示される。検査終了後は処置内容、診断、所見などの入力は選択式になっており、システム導入前
に比べると作成時間が大きく短縮された。所見が完成すると、印刷ボタンにて検査報告書と病理検査依頼書の枚数を指定して
印刷する事ができる。
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(図１)内視鏡システム 構成図
ブースA

ブースB

(図２)検査オーダー管理 ID 登録

検査オーダー管理

検査一覧より、検査の画像と所見を MO などのディスクにとりだし、紹介元などへ検査内容を渡す事ができる。縮小画像で
一覧に表示する画面や複数検査がある場合に過去と現在の検査を比較表示したり、また内視鏡画像と放射線画像の比較もで
きる。そのほか検査統計作成機能やセキュリティー機能として使用権限の制限とログイン管理が行える。
システムと技師業務
検査オーダーと内視鏡所見、洗浄消毒履歴はリンクし（図２）入力した内容は自動的に反映、登録されるため予約患者の正
確な入力が大切であり、ID 番号などの入力ミスは検査の進行の大きな妨げとなる。その入力ミス防止策としてチェックシートを
作成し１患者に 1 枚記入しておくことにした。チェックシートをもとに内視鏡画面や専用のキーボードより、画像記録装置に患
者 ID を登録し、チェックシートに使用するスコープ番号や ID 入力確認のサインをいれるようにした。
検査中はビデオシステムの内視鏡画像と記録装置を通して保存される画像はケーブルが別なため記録している画像に断
線、色異常がないかを専用のサブモニターで確認している。
検査終了後は画像保存の確認や検体数の記入、検査介助者、洗浄者、洗浄器番号、回転数、洗浄時間などを記入したチ
ェックシートをもとに洗浄履歴管理ソフトに登録を行なう。 所見用紙からリンクされたIDとスコープ番号が入力された画面にデ
ータ保存している。
（その他の履歴一覧表示）
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その他、洗浄器別、スコープ番号ごとの検索、また内視鏡機器すべての故障内容や修理費などもデータベース化し、スコー
プ使用機種で検索すると患者 ID、洗浄者の確認ができる。
結果・考察
システム運用による高い効率性は近年の検査数増加につながった。洗浄消毒履歴、メンテナンス等の機器のデータ管理やチ
ェックシートの記入は万一、事故が発生した場合の責任が問われるため、内視鏡技師としての意識が向上し、またスコープや
内視鏡機器すべてをデータベース化したことにより状態が把握しやすく機器をより大切に扱うようになった。これらのシステム
は内視鏡診療を安全で確実に行うためには不可欠なものと考える。
結語
技師としてシステムへの正確なデータ入力は当然であり、自己の責任意識を高めることになった。今後、手入力ミス防止の
ため、手入力での作業のない ID カードの導入を考慮していくとともに 電子カルテの導入で、より効率性の高い患者データ管
理・保存システムを構築していきたいと考える。
連絡先：〒665-0011 兵庫県宝塚市南口 1-8-26 宝塚メディカルスクエアー１F
TEL 0797-72-3992 FAX 0797-73-1867
E-mail tanimura-tms@jttk.zaq.ne.jp

Ｗ６．内視鏡ファイリングシステムによる感染履歴管理
大阪警察病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○松本裕子
臨床検査技師 佐竹 真
医師 阿部 孝、河相 直樹、岡田 章良、水谷 昌代、
水谷 伸、打越 史洋、辻本 正彦
【背景・目的】
近年、社会の情報化は急速に進んでおり、内視鏡システムにも欠くべからざるものになっている。情報の電子化によ
り、患者の各種データを迅速に取りだす事ができるようになった。感染管理においても、2004 年春に「内視鏡の洗浄・
消毒に関するガイドラインの改正」があり、洗浄・消毒の重要性が再認識された。2005 年 6 月当院の内視鏡センター
の移転に伴い、従来のファイリングシステムを更新する機会を得、感染管理及びデータ管理に役立てたので報告する。
【対象・方法】
2005 年 6 月から 2006 年 4 月までに内視鏡検査 9157 件、尿素呼気検査 1049 件を実施し、データ及び画像の管理を行
った。以前のシステムでは、被検者の使用スコープは所見用紙に手書きし、後にコンピューター入力を行っていた。内
視鏡所見は手書きの所見用紙をスキャナー取り込み、病理所見は大腸検査のみ診断結果の入力を実施していた。新シス
テムでは、以前にコマンダーより強制入力していた施行医名・患者 ID、に加え使用スコープ番号、を入力するように
した。氏名やプロセッサー番号は、自動入力される。洗浄器番号・洗浄スタッフ・消毒液の使用回数などのデータはコ
ンピューターへ手入力している。そしてテストテープ確認時、鉗子孔はずれ及び洗浄器エラー発生による再洗浄、一患
者に複数のスコープ使用などのデータ入力も新たに実施した。また内視鏡所見、大腸検査だけでなくすべての病理所見
（診断結果・病理結果・癌取規約・病理番号など）のコンピューター入力、病理所見用紙のスキャナー取り込みを行っ
た。ヘリコバクター・ピロリ菌の結果は、尿素呼気試験及び迅速ウレアーゼ試験のみ入力していたが、培養及び感受性
試験、検鏡法も入力可能にした。入力はすべてに関し、同一画面で実施できるようにした。(図１)
【結果】
以前のシステムでは所見用紙への使用スコープ番号の書き忘れが多く、感染管理においても不十分であった。新シス
テムの導入によって、洗浄消毒履歴、内視鏡所見、病理所見のファイリングが可能となり、内視鏡の感染履歴の管理や
データ管理ができるようになった。
【考察】
患者氏名、患者 ID、施行医名、使用スコープ番号、プロセッサー番号、洗浄器番号、洗浄スタッフ、消毒液の使用
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回数などのデータの入力により感染履歴管理及び感染発生時の追跡調査が可能となった。内視鏡及び病理所見、ヘリコ
バクター・ピロリ菌の検査などの結果を同一画面で入力することで、内視鏡実施時に以前のデータを瞬時に取り出せ、
検査時間の短縮につながった。内視鏡画像を見ながら、病理結果などの確認ができるため、症例検討会、研修医の指導、
検査結果のフィードバックなどに役立ち、スキルアップ及び知識向上につながり、質の高い医療の提供にも貢献できる
と思われる。以前に比べ入力項目などを充実させたことにより、検索範囲が広がり、統計業務も効率化された。

【結論】
今回のファイリングシステム更新では、上記のような利点も認められたが、コスト面・電子カルテ化などの問題があ
り、ネットワークをつなぎ、オーダリング・データの自動取り込みなどの実施ができなかった。今後システム見直し時
は、電子化により業務の効率化をはかっていきたいと考える。
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