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W1. 理想的な軟性内視鏡の再処理を目指して
----「酵素洗剤」と「ソフト酸化水」の可能性----

【はじめに】内視鏡技師にとって、内視鏡器具の洗浄・消毒（再処理）は、受診者の生命
に直接関わる、最も大切な作業の一つである。1996 年、日本消化器内視鏡技師会は、「内
視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン（以下、ガイドライン）」を発表した。それは、
「人々を内視鏡による感染から守る」ことを理念に、コンセプトには「スポルディングの
概念」と「スタンダードプリコーション（当時、ユニバーサルプリコーション）」が活か
されている。そして、ガイドラインが実際に打ち出した再処理方法は、「１例毎、十分な
洗浄を施した後、２％グルタールアルデヒド（以下、ＧＡ）に 10 分間以上浸漬する」もの
であった。
１：亀田内視鏡センターの現況
昨年度、我々の施設で行った消化管内視鏡は、上部 12,000 件、大腸 8,000 件、計 20,000 件
を超えた。一日あたり、80 件から 90 件、多い日には 100 件を超える。一部屋あたりの件数
は、
20 件以上を数える。ガイドラインの提唱する方法をそっくりそのまま導入することは、極
めて困難と言わざるを得ない。スタッフは、終日、介助と再処理に追われる忙しい毎日を
送っている。しかしながら、病院経営は厳しく、とても再処理要員の増員やスコープ増設
などの話を持ち出せる状況に無い。
２：理想的な再処理法を考える
私達には再処理作業者として、受診者を感染から守る使命がある。そのためにはガイド
ラインを遵守することが、最も有効な手段と言えよう。一方で私達には「公衆衛生の向上」

の名の下、多くの方々に内視鏡を提供する役目もある。それには、ガイドライン遵守が
ネックとなることも否めない。結局、私達には、確実で生産性の高い再処理法が求められ
るわけである。以下、理想的な再処理について述べてみたい。
・確実に高レベル消毒がなされていること
再処理の目的は、器具を介して病気を受診者から受診者へ移さないようにすることであ
る。スポルディングの概念によると、通常、正常の粘膜と接する医療器具である消化管内
視鏡は、やや危険な器具に分類され、その再処理レベルは、高レベル消毒となっている。
高レベルの消毒とは、芽胞菌の大集落をのぞく病原菌を全て殺滅するレベルの消毒である。
理想的な再処理法として、確実に高レベル消毒ができる方法であることは欠かせない。
・安全であること
理想的として受診者、作業者、器具そして環境に対して、害のない方法であることも揚
げたい。作業者は、まず安全な手順で作業すること。できれば、再処理に用いる化学製剤
なども、受診者はもとより、作業者・器具・環境に優しいものであることが望まれる。
・簡便な作業であること
行程や使用物品の少ない簡単な作業であれば、間違いは少なく、誰を問わず安定した効
果が期待できる。日常、煩雑になりがちな内視鏡業務にあって、理想的な再処理として、
簡便であることも重要である。
・低コストであること
今、医療従事者にとってコスト意識は最も求められるものの一つである。消毒剤の選択
一つとっても、機能低下はいけないが、機能が同じならより安い製品を使うべきである。
「機能が高く、安くできる」、いわゆる価値の高い再処理作業が理想である。
３：亀田クリニックの再処理
私達の施設では、消毒剤としてＧＡを使用していない。ＧＡに代用する形で、弱酸性の
酸性電解水（ソフト酸化水）を使用している。ソフト酸化水は、強酸性水と比較し、次亜
塩素酸溶存量高く、経時的変化が少ないことが証明されている。忙しい診療中に、煩雑な
塩素量チェック及び多量の重い水を交換する手間は少なくなる。作業手順は、使用された
内視鏡の、1.外表面を酵素洗剤ガーゼ清拭し、2.酵素洗剤の吸引を行い、光源から外し、
流し台に移し、3.酵素洗剤で手洗い洗浄及び鉗子チャンネルのブラッシング、4.流水によ
るすすぎを行い、5.ソフト酸化水に浸す。鉗子チャンネル内へも強制的に通した後、流水
ですすぐ。6.清潔なガーゼで水分を拭き取り再び光源へセット、7.各パーツを取り付け再
使用となる。酵素洗剤で機械的に洗い、ソフト酸化水で除菌というシンプルな方法である。
ところで、酸性電解水による再処理は、酸性水使用に先立つ洗浄が重要であることが通
念となっている。以下、私たちの施設で行われた作業で、洗浄工程の効果を述べる。
＜ウィルス汚染の除去＞
ウィルス汚染の除去の判定には、鉗子チャンネルに通した生食へのヘマスティックスの
反応を用いた。300 例について行い、結果は、（－）94％、（±）5％、（＋）1％で（2+）

以上の反応は検出されなかった。現時点では、洗浄でウィルス汚染の除去は殆ど成し得る
ものの、完全にはできてはいないことが示された。また、次の工程で使用される消毒剤は、
「ウィルスに対し効力があり、かつ微量の有機物存在下でも活性を保つ」ものが必要と考
えられた。ソフト酸化水は、ウィルスにも効果があり、有機物存在下での活性も強酸性水
の 10 倍とされている。
＜微生物の減少＞
細菌については、好気性菌を対象とした。これも鉗子チャンネルに通した生食を検体と
し、上部消化管内視鏡３件、大腸内視鏡２件、計５件に、未処理、洗浄工程後、ソフト酸
化水浸漬後をそれぞれ培養した。未処理では、全てにおいて 10^7CFU/ml 以上の菌が検出さ
れた。洗浄後は、２件に 20CFU/ml 以下の細菌が検出され、残り３件は（ー）であった。ソ
フト酸化水浸漬後は、全て（ー）であった。洗浄で微生物の除去も、ほとんど成し得るも
のの完全ではなく、ソフト酸化水によって消失する事が示された。
【おわりに】ガイドライン法が、必ずしも理想的な再処理法でないことは事実であろう。
しかし、我々は、「人々を内視鏡による感染から守る」というガイドラインの精神を見失
ってはならない。「スポルディングの概念」、「スタンダードプリコーション」というガ
イドラインのコンセプトを十分に理解しなければならない。Bond らは、消毒剤の選択につ
いて、「抗菌スペクトルの正確な評価」と「各種器具固有の有効で実行可能な洗浄処理の
有用性」を検討する必要があると述べている。今回のテーマ「新しい洗浄法」においても、
ガイドライン同様、科学的に立証された根拠に基づく方法でなくてはならないと考える。
『連絡先：〒296-0041 千葉県鴨川市東町 926 TEL 0470-92-2211』
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【はじめに】
当院では内視鏡を介した MRSA 感染を経験したことにより、1996 年 10 月以降当技師会ガイド
ラインに準じた内視鏡の洗浄消毒法（ＧＬ洗浄法）を導入し、実践している。
ＧＬ洗浄法を導入、実践するに当たっては現実に種々の問題に直面したが、いずれも解決
可能であった。今回はＧＬ洗浄法の効果について内視鏡的、細菌学的に検討し、更に同法
の問題点と対策についても報告した。
【当院の内視鏡検査件数】
ＧＬ洗浄法の導入を容易に行えるか否かについては、各施設の規模、検査件数に左右され
るところが大きい。当院では 1997 年に 4298 件、１日平均 14 件の上部消化管内視鏡検査を行
っていた。

【ＧＬ洗浄法の効果】
ＧＬ洗浄法の効果について、細径スコープによる鉗子チャンネル内の直接観察と細菌学的
検討を行った。吸引洗浄、ブラシ洗浄のみではチャンネル内に粘液や汚水が残留していた
が、ＧＬ洗浄法の全課程終了時にはチャンネル内に残留物を認めなかった。細菌学的には
以前の簡易洗浄法では 46 検体中 10 検体（22％）に細菌を検出したのに対して、ＧＬ洗浄法
では 255 検体中５検体（２％）に細菌が検出されたのみであった。
更に、この５検体中２検体は送水タンク内の汚染された水が検体に混入したと判明した。
残り３検体は芽胞形成菌の Bacillus 属の細菌であった。
【ＧＬ洗浄法の問題点】
ＧＬ洗浄法を行っていく上でいくつかの問題点が生じた。
1.スコープの不足：依存の簡易洗浄法ではスコープ４本で十分に日常検査を行うことがで
きたが、ＧＬ洗浄法ではスコープ１本当たりに約 25 分間の洗浄消毒時間を要するためス
コープの本数が絶対的に不足することが予想された。ＧＬ洗浄法導入に当たって新たに
スコープを増設し計６本とする必要があった。
2.看護婦の不足：ＧＬ洗浄法を行うには洗浄消毒に余分に人員がとられるため、看護婦を
３名から４名に増員する必要があった。
3.洗浄用流し台の設置、洗浄機用配管：スコープを厳重に洗浄するには流しが充分広くな
くてはならない。当院の内視鏡室には小さな流し台しかなく手狭であったため、ＧＬ洗
浄法を導入するにあたって大きめの流し台に交換し、また自動洗浄機用の配管を整備し
た。
4.グルタルアルデヒド（ＧＡ）による内視鏡室内の環境悪化：ＧＬ洗浄法導入時はスコー
プのＧＡ浸漬を薬液槽を用いて行っていた。しかしこの薬液槽を用いた方法では、徐々
にＧＡが揮発して室内に蒸気が充満する状態となり、ＧＡ蒸気の刺激でスタッフはかな
りの苦痛を感じた。この現象はハイパワーの換気扇を用いても改善されなかった。現在
は自動洗浄機を１台増設して３台とし、ブラシ洗浄後に自動洗浄機にスコープをセット
してＧＡ浸漬は洗浄機内で行っている。これによりＧＡ蒸気は殆ど室内に漏れることが
無く、スタッフもＧＡによる苦痛を感じることが無くなった。
5.看護婦の手荒れ、ＧＡの皮膚への付着による皮膚炎：頻回の洗浄により手荒れが生じ易
くなった。またＧＡ薬液槽を用いていた時はスコープを移動する際にＧＡ滴が前腕部に
付着しやすく皮膚炎が生じ易かった。ＧＡ浸漬を自動洗浄機内で行うことでこの問題は
解決された。
6.ＧＡ希釈：ＧＬ洗浄法ではＧＡの希釈が速く、ＧＡを早い時期に交換する必要があった。
7.ＧＬ洗浄法導入に伴う経費、維持費：ＧＬ洗浄法を導入するために要した費用は２年間
に１千万円を超えたが、これは内視鏡室の２年間の収益の約５％にあたった。またＧＬ
洗浄法の実践に要する維持費の増加（人件費含む）は内視鏡室の収益の 3.6％にあたった。
【考察】

医療器具、機器の洗浄消毒には高い水準が要求される。つまり、肉眼的に清潔であること
は言うまでもなく、細菌学的に清潔である必要がある。しかし、従来の内視鏡の洗浄消毒
は肉眼的にきれいと言った程度のもので細菌学的には不潔な状態であり。家庭での食器洗
いと同程度の洗浄レベルと思われた。内視鏡の消毒レベルは Dr.Spaulding の原則によれば
少なくとも高水準消毒が必要と述べられ、国際的にもこの原則が用いられている。現在、
細菌芽胞まで殺滅する高水準消毒が可能な消毒剤はＧＡとホルムアルデヒドのみであり、
ＧＡを用いた内視鏡の消毒は高水準消毒を可能とする。しかし、以前は一症例毎の洗浄に
はＧＡの吸引程度に終わっており、充分な消毒とは言えなかった。そのためＧＬ消毒法で
はスコープを 10 分間ＧＡへ浸漬することが基本とされている。しかし、充分な洗浄なしに
ＧＡ消毒を行っても意味はなく、あくまでも充分な洗浄が前提でそこにＧＡ消毒が加わっ
て初めて高水準の消毒レベルが維持されると考えられる。我々の検討でもＧＬ洗浄法にお
いても芽胞形成菌が検出されており、十分な洗浄の必要性を痛感した。また送水タンクの
消毒の必要性も感じた。ＧＬ洗浄法を実践するための設備投資、人員配置については施設
の規模、検査件数、施設の方針に左右されると思われるが、当院規模の検査数では検査台
１台につきスコープ３本、看護婦２名、自動洗浄機１.５台がＧＬ洗浄法の維持には必要で
あった。患者への安全性を最優先すれば、高水準消毒を可能にするＧＬ洗浄法が現在では
ベストな方法であり、同法を導入して（初期投資）、継続して（維持費増）いけるかどう
かは内視鏡技師のみならず、医療関係者の倫理観にかかってくると思われる。
『連絡先：〒471-0024 愛知県豊田市元城町 3-17 TEL 0565-31-1511』

W3. 内視鏡再生処理時間の短縮化
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的】内視鏡の再生処理時間は十分な洗浄の後、２％グルタールアルデヒド（ＧＡ）

で 10 分間の十分な消毒を行う。しかし、増加する内視鏡検査数に対応するためにはより短
い内視鏡再生処理時間を必要とする。内視鏡再生処理過程のなかで短縮できるものの一つ
に消毒薬浸漬時間がある。そこでＧＡと短時間消毒薬として期待される過酢酸の消毒効果
を比較した。
【細菌芽胞添加血液】内視鏡消毒試験には粘液、凝固した血液などの存在する消化管内に
より近い環境を設定することが望ましい。そのため、この消毒試験には細菌芽胞に血液を
加えたものを汚染物質として用いた。まず、Bacillus subtilis の芽胞で芽胞液１ml(10^9)
を作り、これに採血直後のヒト血液を９ml 混ぜて 10ml の細菌芽胞添加血液を作成した(図)。

【汚染内視鏡モデル】試験にはオリンパス GIF-XQ230 を３本用い、１本はコントロール用
にあとの２本を試験に用いた。汚染内視鏡は全管路洗浄具を取り付け３％グルタールアル
デヒドで消毒時間は各群６例ずつ 10 分、20 分、30 分、40 分間そして 0.08％過酢酸では３分、
５分、10 分間の浸漬時間で消毒した。
【消毒薬の中和と試料の回収】残存する消毒薬を全管路洗浄具に取りつけたシリンジで十
分に追い出した後、内視鏡先端部を試験管内に置き、鉗子挿入口から 10ml の生理食塩水を
シリンジで注入し消毒作用を停止させた後、滅菌した鉗子チャンネルブラシでブラッシン
グを行った。さらにシリンジによって 10 回の吸引、噴出を繰り返した後、試料の回収を行
った。細菌培養と菌数の測定は回収した試料を Trypticase soy sheep blood agar で 48 時
間培養後、菌の同定と菌数の算定を行った。
【結 果】Bacillus subtilis 芽胞に対する消毒薬の殺滅効果は生検チャンネル内に付着
させた 10^3～10^4CFU/ml の芽胞がＧＡで 10 分間消毒すると 10^2CFU/ml にまで減少した。さ
らに、20 分間の消毒では６例中４例が検出されなかった。この傾向は 30 分、40 分でも同様
であった。一方、過酢酸で消毒すると３分、５分、10 分のすべての例で全く検出されなか
った。（表）
(表：Bacillus subtilis 芽胞に対する消毒薬の殺滅効果)
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【結論】0.08％の過酢酸の消毒力は３分間で３％ＧＡ液の 20 分間より遙かに有効であった。
しかも、凝固した血液が残存していてもその効果は変わらなかった。過酢酸消毒は内視鏡
の再生処理時間を短縮できると考えられた。
『連絡先：〒213-8507 川崎市高津区溝口 3-8-3 TEL 044-844-3380』
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【はじめに】最近、電解酸性水を用いた内視鏡の消毒法が注目され普及してきているが、
強酸性水においては塩素臭、金属腐食性、安定性等に問題を指摘されている。ソフト酸性
水のｐＨは 4.0～6.5 と比較的高く、塩素のガス化やイオン化が少ないため残留塩素濃度は
50～80ppm と高値である。そのため塩素臭や金属腐食性が少なく、安定性だけでなく殺菌
効果も優れていると言われている。今回我々はソフト酸性水の安定性、殺菌効果について
実験及び実際の使用下において検討した。
【方法】内視鏡の洗浄、消毒方法は、まずガイドラインに準じて洗浄した後、ポリタンク
に貯溜したソフト酸性水（残留塩素濃度 40～60ppm）に約 30 秒浸漬しつつ全管路を消毒して
いる。安定性の検討方法として pH5.0～6.0、残留塩素濃度 60ppm に調整したソフト酸性水を
密閉及び開放状態で室温に放置し残留塩素濃度を経時的に測定した。また、実際に使用し
たポリタンク内のソフト酸性水についても内視鏡４本消毒毎に測定した。殺菌効果の検討
は、残留塩素濃度 10～60ppm のソフト酸性水１ml に代表的な細菌液（MRSA、MSSA、E.coli、
H.pylori）（10^8 個/ml）を 0.1ml 接種し 15～30 秒後に寒天培地に接種して菌の発育状況を
観察した。また、ポリタンク内の使用済みソフト酸性水についても同様の方法で検討した。
【結果および考察】密閉状態で放置したソフト酸性水の残留塩素濃度は１週後 55ppm,２週
間後 50ppm 、と高値であった。開放状態では５日目まで 40ppm を保っていたが、１週後
30ppm、２週後には 0 となった。内視鏡を４本消毒毎に測定した残留塩素濃度は 24 本消毒後
も 40ppm 以上を示していた（図１）。密閉状態で保存使用すれば残留塩素濃度は保たれ、

実際の使用でも希釈による濃度低下は認められずソフト酸性水の安定性が確認された。
殺菌効果の実験では、H.pylori 以外の細菌は全ての残留塩素濃度において 15 秒の接種で発
育が阻止され優れた殺菌効果が証明された。H.pylori については残留塩素濃度 10ppm で 15 秒
の接種で発育が認められたが、30 秒の接種では発育が阻止された（図２）。我々は残留塩
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図２︓各濃度のソフト酸性⽔の殺菌効果
*35 コロニー
素濃度 40～60ppm で 30 秒以上浸漬しており十分な消毒と考えられる。ポリタンク内の使用済
みソフト酸性水（残留塩素濃度 40ppm）を用いても各細菌の発育は阻止された。
ソフト酸性水の優れた安定性、殺菌効果を利用して、流水で使用するのではなくポリタ
ンクに貯溜して繰り返し消毒に使用する方法を考察した。実験においても実際の使用状況
下においても安定した消毒効果が証明され有効な消毒方法と言える。また、費用も４円/l
と安価であり、廃棄も水道水で希釈すれば通常の下水口に流すことができることも利点で
ある。今後の課題としては、ウィルスに対する消毒効果の検討であろう。また、貯溜した
ソフト酸性水については経時的に pH、残留塩素濃度を計測し安定した殺菌効果が得られる

状態であることを確認することが重要である。当院では残留塩素濃度に関わらず毎朝生成
し交換している。
【結

語】ソフト酸性水は安定性、殺菌効果に優れており、ポリタンクに貯溜して繰り返

し内視鏡の消毒に使用することができた。
『連絡先：〒250-0055 神奈川県小田原市久野 46 TEL 0465-34-3175』

W5. フィトンチップを用いた細菌学的検討
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内視鏡の洗浄法は、より優れた洗浄・消毒効果を有するだけでなく、自然環境に優しい
製剤が求められてきており、最近では強酸性水あるいはソフト酸化水をはじめ、過酢酸水
等の機能水の検討がなされ、一部臨床の場で使用されている。今回我々は、全く新しい発
想として、純植物揮発成分であｈるフィトンチッドを用いて、上部内視鏡検査での一般細
菌と Helicobacter pylori（以下 H.pylori）の消退について検討し若干の知見を得たので
報告する。
【対象ならびに方法】フィトンチッドは 1000 倍希釈された溶液を用い、連続５例において
１例毎の内視鏡検査終了後とフィトンチッド洗浄後で、1.鉗子入口、2.鉗子出口、3.先端
部表面、4.鉗子孔流水の４ヶ所について一般細菌と H.pylori の消退を検討した。
【結

果】検査直後において検出された一般細菌は、フィトンチッドでの洗浄後では、い

ずれの部位においてもすべて陰性であった。なお、H.pylori については今回の検討では、
検査終了後、洗浄後のいずれでも検出されなかった。
【まとめ】今回の結果からフィトンチッドと言った純植物製剤でも、内視鏡で殺菌効果を
認めたことは新しい洗浄・消毒法の一つになる可能性が示唆された。しかしながら、フィ
トンチッドの安全性等についてはさらなる検討が必要である。
『連絡先：〒335

埼玉県戸田市本町 1-19-3 TEL048-442-1111(830)』

Ws. 内視鏡処置具の洗浄法とその効果
----リユーザブル生検鉗子の安全性と経済性について---北里大学東病院 内視鏡技師（看護婦） ○木下千万子
【はじめに】再処理可能なオリンパス社製生検鉗子が 150 回を超えたので、再度試験をした。
【無菌試験方法】ガス滅菌をしたチャックつきプラスチックバッグに、当院の洗浄工程を

行った滅菌済み生検鉗子を無菌的に移し、ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地２Ｌ
を無菌的に加えた。この生検鉗子の入った袋を振動し、液体培地を 0.2ml ずつ馬血液寒天
培地５枚に加えた。35℃の培養器で前者は２週間、後者は４日間毎日観察した。
【リユーザブル生検鉗子の滅菌性】無菌試験の結果、生検鉗子 28 本（168 検体）では、菌の
増殖は確認されず、完全な滅菌が達成されていることを確認した。
【リユーザブル生検鉗子の洗浄性】汚染の蓄積について、リユース可能な大腸用針付き生
検鉗子の新品、139 回リユースしたもの、ディスポーザブル製品の使用前を電子顕微鏡写真
で検証した。
139 回再処理をしたカップ部表面は、未使用鉗子及びディスポーザブル鉗子表面と同等の
状態で維持できていた。切れ味、操作性は、現在 180～200 回を超えて問題なく使用してい
る鉗子もある。
【経済性について】1997 年度当院の再処理処置具は１日平均 55 本程度であった。オートク
レーブと超音波洗浄器は内視鏡室専用で、原価及びメンテナンス料を加算した。
生検鉗子・洗浄剤、潤滑剤・作業用品、電気、水道代などは、定価で計算をし、作業に
要する人件費を入れて計算したところ、１本あたり再処理コスト 227 円となった。
リユース処置具の種類で定価・耐久性が異なり再処理総コストが計算される。生検鉗子
は平均 80 回リユースするとして、１本あたり 490 円となった。
洗浄チューブ 100 回（377 円）・高周波スネア 10 回（2177 円）・パピロトーム 10 回（2827
円）・クリップ 30 回（1860 円）となった。
【結

語】適切な洗浄滅菌プロトコールによる処置具の再使用は、安全であることが実証

された。当院の使用数では、経済性においてリユーザブル処置具が有利であることが判っ
た。
各施設の使用数や、設備・作業要員を試算して、ディスポーザブルを使用するか、リユ
ーザブルを使用するか検討されることを提案する。
【おわりに】日本消化器内視鏡学会から洗浄消毒・滅菌ガイドラインが、ウィーン国際学
会では「内視鏡洗浄に世界統一基準」を作る話し合いがあった。
内視鏡従事者は、安全であることを証明できる内視鏡及び処置具を提供する義務がある。
内視鏡検査・治療は進歩し、洗浄・消毒法は推移してきた。内視鏡機器及び処置具の洗
浄性も向上しているが、ここでメーカーへ、販売時には、処理方法まで、「十分な説明と
確認」をお願いしたい。
『連絡先：〒228-8520 神奈川県相模原市麻溝台 2-1-1 TEL 042-748-1111』
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1．はじめに
電気分解という簡単な原理で生成される pH3 以下の強酸性電解水と pH5～6 の弱酸性電解水
が、殺菌を目的として医療の各分野で使用されている。これらの酸性電解水は in vitro で
の殺菌効果が高く、毒性が低いこと、ランニングコストが安いことなどの特徴を有してい
ることから、内視鏡検査後の簡易な洗浄・消毒法として、一部の施設で検討が成されてい
る。また、医療機器として認可を受けた洗浄・消毒装置もある。しかし、有機物による不
活化、鎖びやすいなど、その使用法に問題を有している。
この電解水を始め、機能水という新しい水が注目を集めつつある。機能水研究振興財団
（平成 5 年に設立）では、機能水を『水溶液系に外部よりエネルギーを付与し、物理化学的
処理を施し、生成される生成水溶液の内、主として医療分野に応用できる高度利用可能な
もの』と定義している。この外部エネルギーのうち、特に注目を集めているのは、電場で
あり、飲料水のアルカリイオン水や、殺菌を目的とする酸性電解水がある。
ここでは、殺菌を目的とした酸性電解水について、擬似的に作成した酸性水を用いた各
菌種に対する殺菌効果、有機物の影響、細胞毒性、緑膿菌 biofilm 対する検討結果から評
価し、従来の消毒薬との違いなどにも言及する。
2．酸性電解水とは
図－1 に電解水の生成方法とその特徹を示した。酸性電解水の特徴は、広範な抗微生物効
果・即効的作用を示し、常用消毒薬と比較し細胞に対する低い毒性を呈し、ランニングコ
ストが安いことがあげられる。しかし、有機物の影響を受けやすいこと、腐食佐を有する
欠点も有している。酸性電解水は、pH の違いから大きく２種類の電解水に分けられ、pH3
以下の強酸性電解水と pH5～6 の弱酸性電解水（食品分野では pH7 以上のアルカリ性の電解
水がある）が使用されている。生成方法として流水式とバッチ式とがあり、さらに電解槽
内に隔膜が存在するもの（有隔膜）、存在しないもの（無隔膜）のタイプがある。同じ様
な強酸性電解水（流水式の有隔膜タイプ）でも、メーカーによって、電解槽・電極の材質、
電質の強さ、通電時間等が異なるため、殺菌効果・物性値（pH、酸化還元電位（ORP）、
塩素量、オゾン量等）が違ってくる。また、同一機種であっても、地域によって水道水中
に含まれる酸素量、微量金属成分等の違いにより、さらに添加する食塩濃度の違いで、電
解水の性状が異なる。したがって、地域・メーカーによって異なり、同一機種であっても
絶えず微妙に異なる性状の電解水が生成され、殺菌効果などに影響を与えている。弱酸性
電解水の流水型の場合は、添加剤を電解後、水道水に加えるので、添加剤（メーカーは組
成を明確にしない）の種類により、水道水への添加割合により、強酸性電解水以上に一定
した性状で生成されてないなどの問題点も存在する(#1-#2)。
我々が検討した機種より生成される電解水の殺菌効果は、いずれも in vitro では優れた
殺菌効果を呈していたが、臨床使用にあたって、事前に生成機の特徴を良く理解し、酸性

電解水の物性値（pH・塩素量など）を測定しながら使用法を確立する必要がある。

電解水の特徴
幅広い抗菌スペクトル、即効的な作用、低毒性、ランニグコストが安い
蛋白などの有機物で殺菌効果が低下する。錆びやすい

強酸性電解水：塩素による殺菌を最大限に効率よく行うことができる殺菌水。
弱酸性電解水：塩素の殺菌が安定した効果を示す殺菌水。
（図－1

酸性電解水とは）

3．酸性電解水の抗微生物効果
各種の検討から酸性電解水は、塩素系消素薬をより簡単に、より安全にだれにでも使用
できるようになったものと言える。したがって、電解水の抗微生物効果は表－1 に示すよ
うに塩素系消毒薬と同様な傾向を示す。前述の機種による違いの問題、より効果的な殺菌
のため、我々は、化学的に酸性水を作成し各種解析を試みた．
pH・残留塩素量と殺菌効果との関係は、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、緑膿菌を用
いて検討した。その結果、強酸性の pH 領域では緑膿菌で pH が低いほど殺菌効果があった
（pH2 以下では塩素が無くても殺菌効果が認められた）が、ブドウ球菌は、pH2 以下で殺菌
効果が不安定になるなど、菌種による違いが認められた。より少ない塩素量で、３菌種に
即効的な殺菌効果が認められたのは、pH2.67～2.80、塩素量 5mg／ｌであった #3）。
さらに、微生物の種類によって程度の差はあるが、大腸菌（0157 を含む）、真菌、ウイル
スでも同様な傾向を示した。また、pH5～6 の弱酸性の pH 領域で、即効的な効果が認められ
たのは、塩素量 30mg/ｌ以上と pH2.7 の場合より多くの塩素量を必要とした。
次に、有機物（BSA）添加後の殺菌効果は、添加後の pH と塩素量がどのような値を示すの
かによって左右されることを明確にした。したがって、メーカーが PR している弱酸性電解
水が有機物に対し不活化しにくいというのは、含有塩素量が強酸性電解水より多く含まれ

ていることが主要因であると考えられた。
biofilm を形成した緑膿菌に対しては、浮遊菌より多くの塩素量が必要であり、菌の種類、
（表－1 酸性電解水の抗微生物効果）
強酸性

弱酸性

0.1％

電解水

電解水

NaOCl*

Staphylococcus aureus

く 5sec

く 5sec

く 5sec

S.epidermidis

く 5sec

く 5sec

く 5sec

Pseudomonas aeruginosa

く 5sec

く 5sec

く 5sec

Escheichia coli

く 5sec

く 5sec

く 5sec

Salmonella sp.

く 5sec

く 5sec

く 5sec

その他の栄養型菌

く 5sec

く 5sec

く 5sec

Bacillus cereus

く 5min

>60sec

く 5min

NT*2

30min

微生物

Mycobacterium tuberuculosis く 2.5min
他の抗酸菌

く 1～2.5min NT

<2.5～30min

Candida albicans

く 15sec

く 5sec*3 15sec

Trichophyton rubrum

く 1min

く 5sec*3 く 5sec

他の真菌

く 5～60sec NT

く 5sec～5min

エンテロウイルス

く 5sec

く 5sec

く 5sec

ヘルペスウイルス

く 5sec

く 5sec

く 5sec

インフルエンザウイルス

く 5sec

く 5sec

く 5sec

*) ：次亜塩素酸ナトリウム（ミルトン R）を使用
*1）1 分以上の検討はしていない
*2）試験せず
*3）1 菌株での検討結果

状態に合わせた使用法の必要性が考えられた。また、細胞に対する影響は、市販消毒薬と
比較し毒性の程度は低い事が示された。疑似的酸性水では、pH が極端に変動する場合は、
強酸性領域で毒性が見られ、pH が変動しない場合は、弱酸性の領域でマクロファージ系細
胞株に毒性が認められた。
以上、疑似的酸性水の検討から、強酸性電解水は、塩素による殺菌を最大限に効率良く
行うことができる殺菌水、弱酸性電解水は、塩素の殺菌が安定した効果を示す殺菌水であ
るということができる。
また、殺菌メカニズムは、電解水中に生成される次亜塩素酸（HOCl）が主要因であり、

さらに活性酸素の一つであるヒドロキシラジカル（・OH）を介しての殺菌機構が提唱され
るようになり、好中球内で殺菌に関与しているメカニズムと同様であることが明確になり
つつある #4-#5）。
・OH を介する殺菌機構は、γ 線の殺菌作用、過酸化水素によるプラズマ滅菌、オゾンなど
で報告されている。さらに・0H が確認されていないが、酸化作用による効果とされている
二酸化塩素、過酢酸なども同時な殺菌機構が考えられる。したがって、電解水を初めの
・OH を介する殺菌をどの様に臨味の場で有効かつ安全に使用できるようにするかが今後の
重要な検討課題となるであろう。
4．市販消毒薬との違い
表ー2 に理想的な消毒薬の条件としてあげられている 12 項目 #6)と電解水の適否をあげた。
殺菌効果が持続し、有機物の存在で殺菌効果の低下しない消毒薬ほど生体に対する毒性強
いことがあげられ、使用方法の誤りによる副作用の報告、手荒れなどが報告されている。

(表－2 理想的な消毒薬の条件と酸性電解水)
-----------------------------------------------酸性電解水
-----------------------------------------------1.抗菌スペクトルが広い

○

2.殺菌作用時間が短い

○

3.殺菌作用が持続する

×*1

4.有機物の存在により効力が低下しない

×

5.生体に対する竜性が少ない

○

6.徹生物への浸透力が強い

○

7.水に溶けやすい

－

8.消苺すべき物質を損傷しない

△*2

9.使用方法が簡単である

○

10.保存により効力が低下しない

△*3

11.無臭である

△*4

12.高価でない

△*5

-----------------------------------------------*1)殺菌効果の持続、有機物で効力が低下しない等の特徴を有する消毒薬ほど細胞毒性が強い。
*2)含有塩素による腐食性はあるが、従来の塩素系消毒薬より低いと考えられる。
*3)効果的保存で 50 日以上使用できるが、極力生成直後に使用する。
*4)強酸性電解水は pH2.5 以下になると塩素臭が強くなる。また弱酸怯電解水は、ほとんど無臭
である。
*5)流水型生成器の大半は 100 万以上であるが、ランニングコストは安い。

(表－3 適用対象と酸性電解水)
------------------------------------------------------------用途
皮膚・手

創傷

医療機器

環境

------------------------------------------------------------酸性電解水

○*1

○*2

○*3

○*4

次亜塩素酸ナトリウム

△

△

△

△

グルタラール

×

×

○

△

ポビドンヨード

○

○

×

×

------------------------------------------------------------○：使用可能

△：注意が必要

×：使用不可能

*1）生成機器の一部が厚生省の認可済みである。
*2）弱酸性電解水も使用できるが強酸性電解水より含有塩素量が多いため注意が必要となる。
*3）錆びるので、絶えず浸潰しておいたり電解水中からの頻繁な出し入れなど錆び易くする行
為は
厳禁である。
*4）環境清掃に使用する際は、使用する物品に注意する。
また、腐食性は従来の塩素系消毒薬と比べ低塩素量のため、その程度は低いと考えられる。
強酸性電解水の pH を 2.5 以下にしなければ塩素臭の問題は低減し、保存は、4℃で遮光し空
気層のないようにすれば 50 日以上使用可能であるが、極力生成直後の使用が望まれる。
表-3 には、適用対象を示した。次亜塩素酸ナトリウムを効果的に使用できるようになっ
たものが電解水と考えられるため、生体から医療機器、環境消毒まで使用可能である。し
かし、従来の消毒薬をすべて電解水に変更すべきではない。
例えば、電解水を手洗いに使用する場合、グローブジュース法でウエルパス R との比較検
討でほぼ同等との報告#7）があるが、酸性電解水用の手洗い器の使用において、ただ単に
洗うだけでは、菌量が低下しない場合があり、十分量の酸性電解水を手全面に作用させる
洗い方をする必要があった#8）。完全に菌を消失させることは、困難であるが、毒性が低
いことから、手荒れが起こりにくく、手洗いの回数が増え、自然と手に付着している菌量
が低下すると考えられる。また、易感染症者に対する看護をはじめ、高度の清浄度のレベ
ルを必要とするときのみ、即乾式消竜薬を使用すれば、消毒薬の消費量が減り、かつ、手
荒れも少なくなると考えられた。このような考えで、看護婦の日常業務中の手指付着菌量
を検討した結果、石鹸流水・ウェルパス R の場合より、平均付着菌数が少ない結果が得られ、

今後の有効使用が考えられた。
酸性電解水は、従来の消毒薬を使用している場所で同様な使用ができるのではなく、酸
性電解水の特徴を十分理解した上で、両者の利点を引き出すようなシステムの構築が今後
必要となるであろう。
5．おわりに
病院感染防止を目的とし、グルコン酸クロルへシシジンや塩化ベンザルコニウム製剤な
どの低レベルから、グルタラールなどの高レベルに属する消毒薬が様々な場所で使用され
ている。これらの消毒薬は、抗微生物効果の違いから分けられているが、低レベルの消毒
薬ほど耐性菌の出現や製剤中の菌汚染の問題を、高レベルの消毒薬ほど毒性が問題となり、
その使用に注意を有している。
内視鏡の消毒には主にグルタラールが使用されている。グルタラールは、チオール基、
アミノ基と反応し、蛋白・DNA の合成阻害が作用機構としている。菌外層とグルタラールが
結合し、このことにより溶菌しにくくなり、また、細菌の外側を密封することにより死滅
に導くとの説が主流である。また、電解水は、次亜塩素酸が主要因であり、ヒドロキシラ
ジカルを介しての殺菌機構が提唱されている。過酢酸は．酸化作用と説明されているが、
酢酸と過酸化水素も共存し、何等かの活性酸素種が関与しているものと考えられる。また、
過酢酸は、安定した殺菌効果を有するものの電解水と比べ細胞毒性が強く、グルタラール
と同様にその使用には注意が必要になると考えられる。
内視鏡のように侵襲性の高い医療機器に対しては、適切な消毒を考えなければならない。
また、患者がどの様な微生物を保有しているかを全てチェックできるシステムも確立され
ていない。したがってどうしても幅広い抗菌スペクトルを有する消竜薬を使用せざる得な
い。現有消毒薬のうち、グルタラールとハロゲン系が幅広いスペクトルを有している。こ
のうち、ハロゲン系は、主によう素と塩素が使用されているが、よう素系消毒薬は、着色
される点で、機器への使用は難しい。残る塩素系消毒薬は、保存の安定性でアルカリ性で
使用されてきた。電解水は、塩素をより簡単により安全に使用できるようになったもので
あると言える。しかし、その使用法が確立していないこと、また、従来の消毒薬をすべて
電解水に変更しようとする試みがあるため、種々の問題を有しているのも現実である。
強酸性電解水は、塩素による殺菌を最大限に効率良く行うことができる殺菌水、弱酸性
電解水は、塩素の殺菌が安定した効果を示す役菌水であると我々のデータからは考えられ
る。しかし、現実には、強酸性電解水の pH は、2.7 前後でなく、pH2.5 以下がほとんどで、
放出される塩素ガスが問題となっている。弱酸性電解水は、有機物に対して不活化されに
くい、錆びにくいなど、次世代の音電解水と PR されている。しかし、過剰 PR の部分もあり
実際は違うことが明確になっている。さらに、添加剤の成分を明確にしない機種も存在す
る。この様に、生産・販売しているメーカーに関する問題も存在する。
今後、電解水が病院感染防止に有効な手段となり得るかどうかは、ユーザーがどの様な
物性値を示す電解水を望むかをメーカーに伝え、メーカーはユーザーが望む物性値を絶え

ず安定して生成できる電解水を作れるかによる。さらにその電解水をどの様に使用するか
にかかっていると考えられる。つまり、ユーザーとメーカーが手を取り合って、目的に合
致した電解水を作りだし、簡便・安全に使貯しやすいシステムの横築が必要不可欠と考え
られる。
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１．上部消化管内視鏡検査前処置としてのリドカイングミの試用
北里研究所病院 内視鏡室
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上部消化管内視鏡検査前処置は従来ガスコンドロップ大さじ２杯服用後，咽頭麻酔とし
てキシロカインゼリー小さじ１杯を上向きにし５分間口中に含み，さらにキシロカインス

プレーを５回程噴霧という手順で行い，禁忌の有無を確認後ブスコパン１Ａ筋注して行っ
ている．しかし，咽頭麻酔については上向きで首を傾けて口中に含んでいることや薬剤の
苦味や刺激臭など患者にとって不快感を伴うことが多い．そこで，より簡便で患者の苦痛
が少ない方法としてリドカイングミを院内調剤し従来の方法と比較しその有用性を検討し
た．（対象と方法）過去に胃内視鏡検査を経験している患者７０名に文書で研究の目的な
どを説明し同意を得た後，リドカイングミの服用方法を説明しアンケート方式によりその
回答を検討した．質問項目は味，簡便さ，麻酔効果の程度，麻酔効果の発現時間や従来の
方法との比較などについて記入を依頼した．
リドカイングミは，グミベース（ゼラチン６ｇ，蒸留水２４ｇ，グラニュー糖３４ｇ，
水飴４０ｇ，クエン酸２ｇ，香料適量，アスパルテーム２ｇの計１０７.2ｇ）を用意し，
温浴槽にて溶解，さらにリドカイン粉末を加えて混和し調剤し，４％キシロカイングミと
した．グミ製剤１個の大きさはそら豆大である（約２.5ｇ）．グミはガスコンドロップ服
用後に口に含んでもらい溶かしながら約８分で飲み込んでもらうこととした．
（成績）味については,回答者の過半数である４４名がちょうど良いと回答，甘い１１名，
苦い９名，甘すぎる１名，その他５名であった．麻酔効果については，喉の奥までよく効
いたが４１名で，その麻酔効果出現時間は，効果が得られたという回答者の全例で１０分
以内であった（図）．また，検査施行者側からも検査中の唾液等胃内容物としては全く支
障とならないことが確認された．従来法との比較では過半数である３７名がグミの方が良
いと回答し，その理由としては，アメを舐めてる感じで楽である，服用方法が簡単，安心
できる，苦しくなく吐き気がおこらない，喉の奥まで効いた感じがする，などであった．

（考案，結語）アンケート結果からグミの方が味，方法，局所麻酔効果のいずれにおいて
も良いと回答した被検者が多く，その理由も，我々の目的に近いものと考えられた．一方
で，粒が喉に入りそうになったりすることもあり，形状など更に改良することにより実地
臨床に有用となるものと考えられた．
『連絡先：〒108-0072 東京都港区白金 5-9-1 TEL03-3444-6161』

２．上部消化管内視鏡検査における前処置としてのリドカインスプレーの検討
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〔はじめに〕
上部消化管内視鏡検査において咽頭麻酔は欠かすことができない処置である．その咽頭
麻酔薬には主にリドカインを使用して行われるが，ときには重篤な偶発症であるショック
症状などを発症する事が知られている．当院の人間ドックには毎年約１５００人の受診者
が上部消化管内視鏡検査を受けているが我々は今までにめまい，ふらつき，呼吸苦などの
リドカインによる偶発症と思われる症例を経験している．今回，より安全な上部消化管検
査を行うために我々は適当なリドカインスプレーの使用方法について比較検討したのでこ
こに報告する．
〔対象，方法〕
当院人間ドック受診者の中から無作為に選んだ上部消化管内視鏡被検者５６０人を対象
とした．方法は前処置に咽頭麻酔薬リドカインスプレーを追加使用した被検者を前処置Ａ
群，追加使用しなかった被検者を前処置Ｂ群とした．また前処置方法を前もって知らされ
ていない看護婦が咽頭反射の程度を判断し，被検者は検査終了後アンケートにて検査の苦
痛の程度を調査した．統計学的に
は χ2 検定を用いた．
〔結果〕
男性２８４人，女性２７６人平均年齢５８歳の対象のうちＡ群前処置２８０人，Ｂ群前
処置２８０人にて調査した．アンケートによる程度はＡ群前処置（スプレー使用）におい
て楽だったと答えた人は４２.9％，まあまあだったと答えた人４３.9％，苦しかったと答

えた人１３.2％でＢ群前処置（スプレー未使用）のアンケートでは楽だったと答えた人は
３４.6％，まあまあだったと答えた人４８.9％，苦しかったと答えた人１６.4％でありＡ
群Ｂ群間に有意差は認められませんでした（図 1）.看護婦の判定においてもＡ群前処置
（スプレー使用）軽度反射８７.5％，中等度反射９.6％，高度反射２.9％，Ｂ群前処置
（スプレー未使用）軽度反射８３.2％，中等度反射１３.9％，高度反射２.9％でありやは
りＡ群，Ｂ群間に反射の有意差は認められませんでした．

〔考察〕
上部消化管内視鏡検査において被検者の安全を第一に考えるならばキシロカインなどの
咽頭麻酔薬の使用は必要最低限で，もし使用するならば補助的に使用することが大切であ
る．今回の検討ではリドカインスプレーの前処置の有無にかかわらず両群の反射，苦痛の
有意差は認められませんでした．以上より，上部消化管内視鏡検査においてリドカインス
プレーの追加使用は，可能な範囲で減量して良いのではと考えられた．
参考文献
金子栄蔵,原田英雄,春日井達造,崎田隆夫：消化器内視鏡関連の偶発病に関する第 2 回全
国調査報告 (1988 年～1992 年までの５年間),アストラジャパン株医療情報室
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３．上部消化管内視鏡検査時のＳedation に関する検討
－ミダゾラム投与時の呼吸循環動態と患者の満足度について－
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内視鏡検査時の不安や苦痛を軽減するために，鎮静剤を投与する機会が多くなってきた
が，鎮静剤による呼吸抑制や血圧の上昇，低下などの重篤な副作用の発生も危惧される．
今回我々は，安全でより苦痛の少ない内視鏡検査を行うことを目的とし，鎮静剤使用下で
上部消化管内視鏡検査施行時の呼吸循環動態，患者の苦痛及び副作用について検討した．
対象は 1998 年７月から 10 月の間に上部消化管内視鏡検査を施行した症例のうち，患者の
希望により Sedation を行った 53 例で，内訳は男性 29 例，女性 24 例，平均年齢は 45.5 歳であ
った．
Sedation の方法としては，ミダゾラムを 10 倍量の生理的食塩水で希釈し，検査直前に緩
徐に静注した.投与量別の症例数は 0.03～0.04mg／kg 21 例，0.05mg／kg 9 例，0.06mg／kg
11 例，0.07～0.10mg／kg12 例であった．
検討項目は，
1 ミダゾラム投与前後の収縮期血圧，脈拍数，経皮的動脈血酸素飽和度の推移（測定時間
は投与前，投与後５分，10 分，以後 10 分ごとに 60 分後までとし，患者監視装置は主にオリ
ンパス社製ＭＵＥ－２００を用いた）
260 分後の覚醒状態とミダゾラムの副作用（覚醒状態の判定は，面談・閉眼起立試験・直
線歩行試験にて行った）
3 検査時の苦痛，次回 Sedation の希望についてのアンケート調査
である．なお，統計処理としては Wilcoxon 符号付順位検定，χ2 検定を用いた．
成績は以下の如くであった．
1 ミダゾラム投与後収縮期血圧は，有意に低下したが 20 分後以降はほぼ一定であった．脈
拍数は，一旦上昇した後，徐々に低下し，30 分後には投与前値と同程度になった．経皮的
動脈血酸素飽和度は投与後有意に低下したが，20 分以降は徐々に上昇し，60 分後にはほぼ
前値に戻った．
2 ミダゾラムの投与量と 60 分後の覚醒状態については，0.03～0.04mg／kg 投与した症例で
は，全例十分に覚醒していたが，0.05mg／kg 以上では覚醒が不十分なことがあり，0.03～
0.04mg／kg 投与との間に有意差を認めた．副作用は吃逆と不整脈がみられたが，いずれも
無処置で短時間に消失した．
3 検査時の苦痛については「非常に楽」が 43 例 (81.1％),「比較的楽」10 例 (18.9％),で
「強い苦痛」を訴えた例はなかった．さらに「次回も Sedation を希望する」と回答した症
例は 48 例 (90.6％) で「希望しない」は１例であった．なお，この１例は Sedation なしで
も，あまり苦痛を感じないとのことであった．また，「わからない」と答えた４例は，全
例内視鏡検査が初めてで，Sedation なしとの比較ができないと回答した．
以上にようにミダゾラム投与により，収縮期血圧，脈拍数，経皮的動脈血酸素飽和度は
有意に変動したが，投与 20～30 分後からは正常範囲内でほぼ安定していた．また，重篤な
副作用もなく，安全に施行し得た．患者の苦痛は著明に軽減され，ほとんどの患者が次回

も Sedation を希望した．したがって，Sedation 下での内視鏡検査は，今後積極的に行われ
るべきであると考えれるが，十分な鎮静作用と検査後早期の覚醒を得るための至適投与量
についてさらに検討を要する．
『連絡先：〒143-0013 東京都大田区大森南 4-13-21 TEL03-3742-7301』

４．上部消化管内視鏡時ミダゾラム製剤使用後の覚醒時間の検討
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【はじめに】当院では，上部消化管内視鏡検査時に患者の希望でミダゾラムの静脈内注射
を施行している．副作用には，覚醒遅延や記憶障害等がある．そのため，患者が検査後に
注意事項の用紙を受け取ったことや外来での検査結果の説明を覚えていないことがあった．
そこで，私たちはミダゾラム投与後の覚醒時間を調査し，検査結果の説明の適切な時間帯
を検討したので報告する．
【研究期間】1998 年６月１日から９月３０日 【研究対象】ミダゾラム投与希望者で数唱
テストが可能な男性 46 名,女性 58 名，合計 104 名とした．
【研究方法】調査は，ミダゾラム投与 30 分後,１時間後，２時間後と３回面接法で行った．
調査項目は,ボストン大学 Aphasia Unit パンフレットに基づいて４項目とした．
1.数唱テスト，2.周囲の状況判断，3.３ｍの直線歩行，4.５秒間の閉眼起立．この研究に
おいて「覚醒している」定義をミダゾラム投与後に 1.と 2.が可能で 3.と 4.の運動機能障害
がないこととした．当院では性別，年代別によりミダゾラム投与量を決めている．
【結果】表のように全対象者，性別の覚醒率は，ミダゾラム投与 30 分後に 36％，投与１時
間後には 89％であった．年代別では，投与 30 分後は０～50％と年代により差はあるが，投
与１時間後には 10 歳代と 60 歳代をのぞいて 90％以上であった．しかし，10 歳代，60 歳代で
は約 70％と低かった．
【考察】全対象者，性別からミダゾラム投与１時間後には 89％が覚醒している．このこと
からも，検査結果の説明は，ミダゾラム投与１時間後が効果的と考えられる．しかし，10
性別
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ミダゾラム投与後の覚醒率
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歳代と 60 歳代の覚醒率は，ミダゾラム投与１時間後に約 70％と低く，投与２時間後で 100
％となっている．このことから，10 歳代と 60 歳代においては検査結果の説明時間を約２時
間後としたほうが良いと考える．また，１時間後の覚醒率が他の年代と比べ低かった要因
として，10 歳代は４人と検査対象が少なく正確な結果ではないといえる．60 歳代について
はミダゾラム投与量が年齢に対して多すぎることから，今後さらに検討していく必要があ
ると考える．
【おわりに】今後,高齢者や数唱テストが出来なかった患者に対しても，覚醒時間を調査，
検討していきたい．
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５．鎮静剤使用時の持続循環動態モニタリングの検討（上部内視鏡検査において）
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1.はじめに
内視鏡検査は，器械の発達した現在でもある程度の苦痛を伴います．内視鏡検査時の偶
発症に対する関心が高まりつつあり，学会をあげてその対策が検討されています．当院で
は，患者の不安や苦痛を取り除くため，上部の検査において鎮静剤として，ジアゼパム系
（ホリゾン）を使用しています．鎮静剤の副作用として脱力感・呼吸抑制等があり，前処
置による偶発症の一因となることもあります．そこで私たちは，内視鏡検査時に鎮静剤を
使用した患者の循環動態に及ぼす影響について検討し，鎮静剤使用時における注意点につ
き，若干の知見を得たので報告します．
2.対象
研究期間は 1996 年３月 11 日から８月 30 日までの約半年間で 72 件の上部内視鏡検査を対象
に行いました．検査時間は鎮静剤投与後から検査終了時まで平均 16.3 分でした．
3.方法
前処置としては消泡剤（ガスコン水）・咽頭麻酔（キシロカインビスカス）鎮静剤（ジ
アゼパム）５mg～10mg を使用しましたが，鎮静剤の投与前に患者に持続循環動態モニター
を設置し,上部内視鏡検査時における血圧・脈拍・血中酸素飽和度を測定し記録しました．
4.結果

鎮静剤投与後５分間以内に血圧の変動，血中酸素飽和度の低下，脈拍の増加といった循
環動態の変動が大きい傾向にあることがわかりました．中でも，血中酸素飽和度の変化が
著しく 72 人中 12 人つまり 17％の患者が血中酸素飽和度が 90％以下になったことがわかりま
した．鎮静剤投与後，血中酸素飽和度が 90％以下に低下した患者の最低値を示した時間の
グラフより，鎮静剤投与後早期４分以内に最低値を示していることがわかります．
（図：SpO2 低下(90 以下)症例の最低値を示した時間）

血中酸素飽和度の経時的変化は４分以内に一時的に低下しますが，それ以降はほぼ正常
範囲内に戻り大きな変動が見られないことがわかりました．４分以内の血中酸素飽和度の
低下の理由として，鎮静剤の作用である催眠作用，呼吸抑制によるもの，また咽頭通過に
より嘔吐反射が誘発されたり，誤嚥など呼吸の乱れによるものが考えられます．
5.考察
これらの結果より，循環動態の著しい変動は検査開始早期に出現するため，安全に検査
を施行するためには，特に検査開始初期の患者の観察が重要であると考え，以下の点につ
いて注意しております．血中酸素飽和度が低下することを予測し，肩や背中の動きを見た
り，触ったりして呼吸の有無やリズムの観察を行います．そして，内視鏡をスムーズに挿
入させるために全身の力を抜いてお腹でゆっくりと呼吸することを促します．また，声が
けし励ましたり，背中をさするなどタッチングをし，患者の緊張をほぐすよう働きかけま
す．
6.まとめ
今回の検討により，持続循環モニタリングを設置し，偶発症の出現を予測することで，
鎮静剤のメリットである苦痛軽減を生かすことができ，患者にとって安全に，安心して検
査が受けられるのではないかと考えました．
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６．上部消化管内視鏡における介助法の再検討 －アンケート調査による－
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〔はじめに〕近年，内視鏡検査は機器などの改良により患者への身体的侵襲は軽減されて
いると思われるが，不安や緊張を強く感じる検査であることは変わりない．当院で行われ
ている上部消化管内視鏡検査は年間約 3000 件であり，内視鏡室は中央化システムをとって
いる．そのため，安心して検査が受けられるよう介助法の再検討を目的としたアンケート
調査をを行ったのでここに報告する．

〔期間〕平成１０年２月２日より１ヶ月間
〔対象〕当院にて上部消化管内視鏡検査を受けた患者２１５名
〔結果〕検査の説明について：外来・病棟での説明は全体の 83％，内視鏡室での説明は全
体の 88％が理解していると回答があった．
不安について：初回 68％・２回以上 51％に何らかの不安があると回答があり，特に『カ
メラを飲むこと』に対しての不安は，初回 87％・２回以上 65％であり「カメラがもっと小
さくならないか」「カメラがのどを通過することが苦しい」などの意見があった．
介助について：介助者の位置は『頭や背中』に初回 72％・２回以上 70％であった．支える
場所は『肩や背中』にに初回 72％・２回以上 56％であった．『支えはいらない』に全体の
25％と予想以上の回答があり，理由として「必要がない」50％「緊張する」45％「不快で
ある」５％であった．声がけについては全体の 80％以上が『今のままでよい』であったが
「検査経過や状態をもっと具体的に知りたい」という意見があった．
〔考察〕今回の調査で 80％以上が検査に対する理解ができていると答えているが，何らか
の不安を抱え検査に望んでいることがわかった．特に『カメラを飲むこと』は全体の 71％
を占めており，カメラがのどを通過する違和感・咽頭反射・痛みと考えるが，麻酔時間や
効果の確認・支え方や声がけ・呼吸法などの工夫により苦痛や不安を軽減させることが可
能でであると考えている.清水，福井ら 1)は不安の対象や強さは個人によって大差がある．
患者が求めているものは，心身にわたっての苦痛と不安に対する理解と対応であることを
受け止める必要がある．と述べている．不安の感じ方や強さは人それぞれ異なるが，患者
が最初に受けた検査のイメージは簡単に消えない．患者の様々な不安を理解し対応するに
は説明の際のしぐさや反応・表情などで不安感をとらえ、適切な声がけで精神的侵襲を最
小限にすることが大切である．個々のニーズにあった介助は『支えはいらない』という患
者に不用意なタッチや声がけが緊張を促し，検査時間の延長や不信感をもたらす結果とな
ることに気づいた．短時間でコミュニケーションを図り，個々に必要な介助を考慮し対処
しなければならないと考えられる．
〔まとめ〕今回の調査によって，「患者中心の介助のあり方」について再認識することが
できた．介助者に求められる要素としては，個々の患者が感じる不安や緊張をすばやく察
知しそれに応じた適切な介助を行うこと，患者が不安を表現しやすいよう豊かなコミュニ
ケーションをとれる人間性をやしなうことが必要であると痛感した．
1.検査の説明について

2.不安・心配について

3.介助について
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７．pＨモニタリング管理における内視鏡技師の関わり方
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【はじめに】
胃食道逆流症 Gastro-esophageal reflux diseases (GERD)は，食生活の欧米化，人口比
の高齢化や内視鏡検査の普及に伴い，年々その患者数が増加している．GERD は「酸の食道
逆流により自覚症状,もしくは下部食道粘膜の炎症を引き起こすもの」と定義されている．
当院では，GERD の診断のため，24 時間 pH モニタリングを施行している．pH モニタリング
の管理は，医師が微小 pH 電極を経鼻的に胃，食道内に挿入する他は，内視鏡技師が行い，
検査を円滑に
進められるよう深い関わりを持っている．そこで今回，当院で実施している pH モニタリン
グの管理について内視鏡技師が行っている業務の関わりを紹介し，検査を行う上で我々の
役割について若干の知見を得たので報告する．
【対象】
1995 年５月から 1998 年５月の３年間に，ロサンゼルス分類を用いて内視鏡検査で GERD と

診断された患者 54 名，及び内視鏡的に異常がなく，胸やけ等の症状を訴える患者 41 名とし
た．内訳は男性 37 名（平均年齢 48 歳），女性 58 名（平均年齢 66 歳）合計 95 名である．
【使用機器】
ケミカル機器社製：2 チャンネルメモリーｐＨ計 CS-201W,微小ｐＨ電極 CM-181(ガラス電
極使用),比較電極 CMR-535
【pH モニタリングにおける内視鏡技師の主な業務の関わり】
《モニタリング前》
1)検査日の調整．
2)標準液を使用し，pH メモリー装置を校正する．
3)生活記録用紙を患者に渡し，記録の説明を行う．
《モニタリング中》
4)担当医が患者の鼻腔に表面麻酔を行い，その後透視下にて微小 pH 電極を経鼻的に 1.胃
体中部 2.食道下部括約部口側５cm に挿入留置する際の，体位保持，及び電極挿入介助を
行う．
5)留置後，鼻腔外の電極を頬と側頸部に絆創膏固定する．
6)pH メモリー装置を自作ポケットに入れ，患者の体型に合わせ紐を調整装着する．
《モニタリング後》
7)24 時間後，透視下で電極が正しく留置されていたか確認後，抜去する．
8)微小 pH 電極，及び pH メモリー装置の消毒を行う．
9)pH メモリー装置をパーソナルコンピュータに接続し，フロッピーディスクに転送してデ
ータ解析を行う．
10)プリントアウトしたモニタリングのデータを貼付する．
【pH モニタリングにおける内視鏡技師の役割】
pH モニタリングを行う上で，内視鏡技師の役割としては， 1.患者の不安，緊張，苦痛を
考えた
看護援助． 2.検査が安全に受けられるための専門知識が求められる．
pH モニタリングは入力等，日常生活の一部制限はあるものの，患者の苦痛は少なく，ま
た食事摂取可能であり，ほぼ生理的な状態での消化管内 pH 変動を観察可能なため，臨床的
に有用な検査法であると評価されている．しかし，少なからず日常生活に影響を与える現
状を考えると，今後は，検査時間の短縮と入浴可能な方法を考え試みる必要がある．この
点は，患者にとって看護サービスを提供する上で重要な役割となる．
次に,検査を安全に受けられるための，内視鏡技師の役割について述べる．当施設では，
pH モニタリングで GERD 診断，その後の治療効果判定に多くの成果を挙げている．この背景
には，内視鏡技師が pH モニタリングについての専門知識を習得し，医師と共に協力しあい
検査に関わっているからである．専門知識の習得は，検査を受ける患者に対して安全を与
える条件である．このことは pH モニタリング中に起こり得る，微小 pH 電極劣化による粘膜

損傷，及び不完全な機器類の消毒による感染等，医療事故を防ぐ上で大切な役割となる．
現在，日本では欧米に比較すると GERD の頻度は低いと考えられる．しかし今後，食生活
の更なる欧米化，あるいは消化性潰瘍の H.Pylori 除菌療法の普及に伴って，萎縮性胃炎や
H.Pylori 感染が日本でも減少することが予想されるため，21 世紀には GERD の頻度が増
加すると考えられる．
今後は，予測されるこの事態に対応できるように内視鏡技師は，GERD の病態，並びに治
療法を理解すると共に，今後更に普及すると思われる pH モニタリングに対する看護援助，
専門知識を深める必要があると我々は考えている．
【まとめ】
内視鏡技師の主たる業務内容は，内視鏡，及び関連器械の管理，操作補助，患者の看護
であるが，今後 GERD 患者の増加を考えると，内視鏡検査に関連する pH モニタリングは，内
視鏡技師にとって重要な役割のひとつになると考えられる．
引用・参考文献
1)春間 賢：日本人におけるＧＥＲＤと H.Pylori ，Proceedings of the symposiym on
Heartbyrn and Dyspepsia-Topical lssues. 川井啓市・関口利和監修， Churchill
Communications Japan 10-4,1996
2)矢花 剛：逆流性食道炎の診断基準・病型分類・重症度，臨床雑誌「内科」,南江堂
65;1050-1053,1990
3)柴田香織，小林壮光，矢花剛：逆流性食道炎，AR 消化器，中外医学社,1999(印刷中)
4)井上正規：ＧＥＲＤの診断・食道 pＨモニタリング,臨床消化器内科,日本メディカルセ
ンター 11;1573-1578,1996
『連絡先：〒065-8555 札幌市東区北 17 条東 14 丁目 TEL011-731-1155』

８．内視鏡室アセスメント用紙の再検討

～移動能力に着目した一考察～

久留米大学医療センター 内視鏡室 ○柳瀬
内山

哲子・田中

朋子・中野みゆき

道子・金子美恵子

当内視鏡室では平成９年度より，個別的な援助を行うために，患者自身が記入する情報
用紙をもとに，看護婦が観察を加えながらアセスメント用紙を記入し援助を行うシステム
を取り入れている．
今年二年目に入り，情報用紙、アセスメント用紙を振り返り記録に残っている情報量と
内容を確認した．情報用紙については，特に問題がなかったが，アセスメント用紙では移
動能力を簡易的な機能レベルで記録していたため患者の実際の移動能力がわかりにくかっ
た．さらにあとから手書きで援助内容を書き加えねばならないため記録に時間を要し，内
容の記録も少なく，継続看護に活かしにくいという問題点が見えてきた．平成９年度は移
動の援助を要した患者は 12.2％を占めている．移動の援助は時間や人手を要するため，事

前の情報は大切であるのに今までは不十分であった．そこで検査前の移動の情報を効率良
く得る事ができ，援助を行い，継続看護に活かす事を目的に，移動の項目を再検討した．
昨年作成したアセスメント用紙を検討し次の点を改正した．移動の項目を 1 移動動作 2
麻痺・疼痛の有無に変更し，その患者の主観的，客観的側面から選択式に記録できるよう
にした．次にアセスメント用紙の患者情報と，援助内容の配置を上下から左右に変更する
ことで，対比しやすくした．改正後のアセスメント用紙を平成 10 年６月１日から９月 30 日
に内視鏡を受けた 117 例に使用し昨年同時期の 108 例と移動の援助と記録の有無を比較検
討した．
実際に移動の援助を行った件数のうち記録ができた件数は，平成９年では 50％であった
が，平成 10 年では 79.5％に増やすことができた．また，援助内容として，診察台の高さ調
整，車椅子，杖を使用する患者の移動のためのスペース確保，楽な体位保持のための体交
枕など道具，環境，体位の工夫などの記録が増えた．
今回改正後，記録率が上昇したのは移動動作を選択式にしたために，時間がかからず記
録ができた．また移動能力を容易に把握できたことで，援助内容を導きやすかったからと
考える．さらに，患者情報と，援助内容を左右に配置し，対比しやすくしたことで，患者
の状態がイメージしやすく，一度検査を行った患者は，事前に患者の移動能力を把握でき，
次回の検査時に同じことを何回も聞かずにすんだことも記録率の上昇につながった．
患者の移動能力といっても，個人差があり，その程度も同一ではない．その援助方法に
よっては患者に不安や苦痛を招く恐れがある．はやく安楽に移動でき，楽な体位で検査が
実施できるようになるということは，不安の緩和にもつながり，次回の検査の受入れをよ
くする．
今回の研究で
1.簡単に情報を得て移動の援助が行えるように，アセスメント用紙を改正した．
2.記録率が上昇した
3.検査前に患者の移動能力が把握でき、その場で看護介入ができた．
4.アセスメント用紙を振り返り，次回の検査時の援助に活かすことができた．
5.以上より継続看護に活かすことができた，と言える．泉本 1)は看護婦の援助が一時的で
あったり，断片的なものにならないよう，また継続性を図るためにも記録を残すことが大
切であるといっている．今後さらに用紙に改正を加え，内視鏡検査の継続看護に役立てて
いきたい．
引用文献
1)財団法人日本総合研究所教育事業グループ編：外来看護記録事例集,日総研出版,
6- , 1997
『連絡先：〒830-0863 福岡県久留米市国分町 155-1 TEL0492-22-6111』

９．外国人患者の内視鏡検査に対する意識調査
聖母病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○森 美香子
医師

吉田

泉・吉田
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博明・内山

泰子・田中

美紀

雅之

日本人における外国人登録者数も年々増加し，それに伴い外国人の医療施設への受診者
も増加している．当院では開設当初から外国人医療に取り組んでおり英語・フランス語・
ポルトガル語・スペイン語の通訳が在籍している．そのために来院し内視鏡検査を受ける
外国人も多く，平成７年度では 148 名の外国人が上部内視鏡検査を受けており，これは年
間上部内視鏡数の 8.9 ％に相当する．このような現状から今後も増え続けるであろう外国
人患者に対応するため当院における外国人患者の内視鏡検査に対する意識調査を行った．
アンケート対象は平成９年９月より上部内視鏡検査を受けた外国人患者 50 名であり，方
法は検査前後のアンケートによる調査である．なお，同様に調査を日本人患者 50 名にも行
い，外国人との比較の参考にした．調査内容，集計結果は（表）のとおりである．
この結果より日本人と比較した際，特徴的であったのは検査に対する不安，検査希望，
鎮静剤の希望についての項目であった．以下，これらについて考察する．
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１．検査に対する不安について
a.感染症－検査を受けるにあたり不安に感じた内容において，検査による感染を心配し
ている患者は外国人３名，日本人１名と少数であっが，検査直前の質問のため意識が
検査や結果に向けられていたことが低い回答率になった要因と考えられる．
b.会話について－言語による意思の疎通ができず検査が辛かった外国人は１名で当初の
予想より少数であった．これは大半の患者が日本語を理解していること，通訳の存在
が大きく影響していることが考えられる．
c.その他－その他と答えた外国人５名は費用についてであった．これは 50 名中 30 名が保

険証をもっておらず，費用全額自己負担となる．また保険証を所持していても費用を
気にする者も多く，これは日本人には見られない点であった．
２．検査希望について
日本人の大半は医師の指示で検査を受けているのに対し，外国人は自らの希望で検査を
受けている者が多く，患者自身が納得したうえで検査ができていると言える．
３．鎮静剤の希望について
検査が辛い場合に鎮静剤を希望する日本人に対し，より楽に検査を受けるため鎮静剤を
希望している外国人との間に差が見られた．
今回の調査では当初の予想と異なる回答が得られたことで目的は達成できたと考える．
これらの結果により外国人患者の医療に対する知識,認識は日本人のそれとは違っており，
また外国人の間でも民族性，宗教とも関連し大きな差があることが分かった．今後は外国
人の個々の不安内容の理解に努め，外国人患者用検査オリエンテーション用紙の作成など
具体的に取り組んで行きたい．
『連絡先：〒161-0032 東京都新宿区中落合 2-5-1 TEL03-3951-1111(内線.739)』

10. ＥＲＣＰ自作ビデオによる患者オリエンテーションの試み
医療法人 勝山病院 内視鏡技師 ○太田
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岡山大学医学部臨床検査医学

看護婦

膵臓は他の臓器に比べると一般の人にはなじみがうすい．そして病気になった時，特有
の症状が無いため，初期の段階で発見するのは非常に難しい臓器の一つとされている．
近年増加しつつある臓器の疾患に対してＥＲＣＰ検査は有用であるが，未だ一般の人には
未知の検査の域を出ていない．ＥＲＣＰ検査は特殊な検査であり，初めて検査を受ける場
合，看護婦の口頭の説明だけでは十分理解されず被験者のみならず患者家族の不安も考え
られ，又当院の診療地域は高齢者も多く十分な理解を得るには口頭のみの説明では不十分
と判断された．そこで平成８年，当学会で発表した「大腸内視鏡検査におけるオリエンテ
ーションビデオ」が患者のみならず家族の不安軽減に役立ったことをヒントにＥＲＣＰ検
査のためのオリエンテーションビデオを作成した．ビデオの内容は膵臓の解剖に始まり，
その働きや疾患，検査の目的など図やイラストなどを用いて示し，また検査時の体位や膵
管，胆管に造影剤は入っていくＸ線透視画像等の動画も取り入れ理解しやすいように工夫
した．当院では全例一泊入院で実施しているため，入院の必要性についてもスタッフが出
演しわかりやすく説明している．使用方法としては検査予約時に口頭による説明に加えて
患者に貸し出し，検査当日までに家族と一緒にビデオを見るように指導し，検査当日返却
するようにした．貸し出し後，ビデオを見て「1.検査の内容が理解できましたか？」「2.

安心して検査を受ける気持ちになりましたか？」の問いでアンケート調査を行った．結果
は（図）のとおりで 93.3％の方が理解できた．また，安心度については 66.7％の方が安心
されているようであるが，それでも 33.3％の方が不安を示す結果となった．しかし，中に
は家族全員で見て検査のみならず膵臓についての知識も深める事ができたというコメント
もあり，おおむね好評であった．（図）
検査の内容が理解できましたか？

安心して検査を受ける気持ちになりましたか？

ＥＲＣＰ検査は未だ一般的とはいえず、膵臓という臓器もあまり知られていないため，
検査前の説明が非常に難しい．検査前にビデオを見てもらうことにより口頭で表現しきれ
ない部分のフォローアップができ，不安感の解消も得られ，検査へスムーズに移行するこ
とができた．又，オリジナルビデオであり出演者が実際に検査にたずさわるという親密感
と安心感を生む効果がも考えられる．今後も十分納得し安心して検査を受けられることが
できるよう患者個々のケースに即した働きかけの方法を考え，一層努力していきたい．
『連絡先：〒717-0007 岡山県真庭郡勝山町本郷 1819 TEL0867-44-3161』

11．ブリリアントブルー法を用いた色素内視鏡における前処置について
高知県立中央病院 消化器科 看護婦 ○川田
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【はじめに】
当院では上部内視鏡検査の 80％を色素内視鏡（ブリリアントブルー法：ＢＢ法）で行っ
ている．私たちはＢＢ法の前処置に対する患者の思いを把握し，より負担の少ない内視鏡
検査を行う事を目的にアンケート調査を施行したので報告する．
【対象】
平成 10 年７月から９月までにＢＢ法による色素内視鏡検査を受けた 100 症例，男性 51 例，
女性 49 例．年齢は 22 歳から 75 歳，平均 56.24 歳．
【前処置の方法】
1 鎮痙剤の筋注， 2 前処置液（ＢＢ液：ブリリアントブルー液 10ml，重曹 1.2g, プロナ
ーゼ 0.5g, 蒸留水 100 ml，ガスコンドロップ５ml）の内服， 3 ベットに横たわり右回りに
５分間回転，その後 20～60 分間自由行動， 4 咽頭麻酔， 5 内視鏡検査開始
【結果】

ＢＢ液の印象についてＢＢ法の経験の有無別にまとめると，色についてはまずそうと答
えた人は経験者 12％，未経験者 33.3％であり，未経験者に有意に多く示された．味につい
ては，まずいと答えた人は経験者 20.6％，未経験者 33.3％であり，両群に差はなかった．
量については，多いと答えた人は未経験者の 7.1％のみであった．飲みやすさについては，
飲みにくいと答えた人は経験者 12％，未経験者 21.4％で，両群に差はなかった．ＢＢ液を
服用して最も気になった事は，口が青く染まる事であり，81％を占めていた．検査の中で
苦痛であった事は，内視鏡検査は 85％と最も多く，前処置に関してはベット上での回転７
％，ＢＢ液の服用２％と少数であった．
【結語】
ＢＢ法の前処置に対する患者の思いを調査した結果，不快，苦痛は比較的少なかった．
気になる事として口が青く染まると言う訴えがあったが，現在ではＢＢ液服用時にストロ
ーを使用するなどの工夫で改善されている．今後もより負担の少ない内視鏡検査を目指し
て，検討していきたい．『連絡先：〒780-0821 高知市桜井町 2-7-33

TEL0888-82-1211』

12．当院における早期食道癌内視鏡的粘膜切除術（Ｅ－ＥＭＲ）の紹介
医療法人恵佑会札幌病院 外来内視鏡室
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【はじめに】当院では 1992 年より食道癌内視鏡的粘膜切除術(EEMR)を始め，年々増加傾向
にあり，現在までに 90 例の症例を経験している．当院では主に行われている EEMR-tube 法
は，ルゴール散布で病変の範囲を明確にした後，プリカッテイングナイフでマーキング，
粘膜下に局所注入し，病変をチューブ内に吸引後，高周波電流にて切除する方法である．
患者の苦痛や不安の軽減，処置器具・介助方法など, 施行にあたり変更・改良を重ねてき
た．現在の当院における EEMR 施行時の介助方法を紹介したい．
【処置器具の改良】
マウスピース: セパレート式マウスピースを使用していたが，ＥＶチューブより内腔が狭
くＥＶチューブ使用時はマウスピースを外さなければならず再着用が困難だった．他部門
で使用していたサーモシェルを使用し，ＥＶチューブが通りやすく，くわえやすいマウス
ピース作成した．
【処置器具の変更】
スネア：柔らかく操作しやすい半月型スネアを使用している．

硬化療法セット：局注射よりロックが効き，穿刺時に針先が押し戻されず操作が確実に行
え，スコープ内で滑りが良い硬化療法セットを使用している．
【EEMR 介助のポイント】 1 スコープやスネアの操作がしやすいようにＥＶチューブのメイ
ンルーメン，サンドチャンネルに潤滑剤を十分塗布する． 2ＥＶチューブを用いた長時間
に及ぶ治療の苦痛緩和目的で，鎮静剤（ジアゼパム・塩酸ペチジン）を使用しているため
バイタルサインの変動に注意する． 3 ボスミン生食を局所注入に使用するため，血圧の上
昇に注意する． 4ＥＶチューブは直径 1.8 cm あり挿入に苦痛を伴うため，咽頭麻酔と潤滑
剤を兼ねてキシロカインゼリーをＥＶチューブに塗布し，患者へ圧迫感がある事，頸部の
力を抜くように説明する． 5 食道粘膜は弾力性に富むため，スネアを絞扼する際は，スネ
アが外れぬよう確実に絞扼してハンドルを切除する医師に渡す． 6 病変が広範囲の場合，
ＥＶチューブを留置したままスコープの挿入と抜去を繰り返して病変を切除するため，Ｅ
Ｖチューブを抜けないよう，かつ，ＥＶチューブ先端で切除後の潰瘍部を損傷しないよう
保持する． 7 病変切除後バイタルサインとともに，穿孔の随伴症状がないか観察する．
【考察】EEMR 施行にあたり，事前に医師に必要物品と所要時間の確認をし，円滑に処置が
行えるよう努め，合併症に対処できるようにも心掛けている．しかし，医師からの情報が
主で看護婦からの情報が少なく介助に支障をきたす事があり,事前訪問を検討中である.今
後さらに介助技術の向上や機械・器具の熟知と管理に努め，円滑な治療を行えるよう日々
研鑽に努めたい．
『連絡先：〒003-0027 札幌市白石区本通 14 丁目北 1-1 TEL011-863-2101』

13．大腸内視鏡検査における前処置法の検討

－便秘度によるプランニングの設定－

服部胃腸科 内視鏡室 看護婦 ○森山

聖子・下田久美子・松野千代美

内視鏡技師

須崎

幸子・木下

医師

服部

正裕

伸任・志垣

文浩

はじめに 当院では，大腸内視鏡検査（以下ＣＦ）に対する前処置は，通常シサプリド３
錠内服後，ＰＥＧ液 1500ml 飲用する方法を実施しているが，便秘傾向にある患者では，前
処置不良のことも多い．そこで今回，良好な腸管内洗浄と検査当日の患者負担の軽減を目
的とし，便秘度の基準を設定し，これをもとにそれぞれの前処置法を検討，実施したので
報告する．
方法 期間:1997 年 3 月～1998 年 4 月．(表１）
対象:183 例中 87 例を検討．
便秘度の決定:表１参照
プランの内容:表２参照
プランの実際:(図＝省略)
表１

便秘度：日頃の便秘

：ＣＦ時の腸管内状況：検査状況

-------------------------------------------------------------------------Ｐ－１：１回／２日

：便汁あり

：全結腸挿入、観察可能

Ｐ－２：１回／３～４日：便汁、便塊あり

：全結腸挿入可能、十分な観察不可

Ｐ－３：１回／５日以上：便汁、便塊多量

：全結腸挿入、観察不可

表２
便秘度：

：下剤内容

：食事内容

---------------------------------------------------------------------------Ｐ－１：検査前々日：センノシド２Ｔ 21’
：検査前日

：センノシド２Ｔ 21’

Ｐ－２：検査前々日：センノシド２Ｔ 21’

：消化の良い食事
：
：検査前々日 消化の良い食事

：検査前日

：クエン酸マグネシウム 34ｇ19’：検査前日

検査食または高

：

：センノシド２Ｔ 21’

カロリー流動食

Ｐ－３：検査前々日：センノシド２Ｔ 21’

：

：検査前々日 検査食または高

：

：

：

カロリー流動食

：検査前日

：シサブリド３Ｔ 19’

：検査前日

検査食または高

：

：クエン酸マグネシウム 34ｇ19’：

カロリー流動食

結果考察 各プランにおける腸管内の洗浄度は，プラン１は 73％，プラン２は 82％，プラ
ン３は 84％，平均 82％で十分な洗浄硬化が得られた．よって観察視野は良好となり，微小
病変の発見を容易にすると考えられる．食事に関して「思ったより食べ易い」下剤に関し
て「飲みにくくない」などの意見がほとんどで，患者はそれ程負担に感じておらず，むし
（表２）
ろ検査当日の前処置がスムーズになったことで，負担は軽減したと思われる．しかし，
１～２日前からの下剤投与や食事制限は日常生活に全く影響がないとはいえないため，そ
の点が今後の課題と考えられる．今回このプランを導入することによる，スタッフの(図＝
省略)前処置に対する意識はより向上し，患者自身も前処置の必要性を理解し，検査への目
的意識が持て，より良好なコンディションでＣＦができるようになったと考えられる．
今後もさらに患者負担の少ない効率のよい前処置を目指し取り組んでいきたい．
『連絡先：〒860-0004 熊本市新町 2-12-35 TEL096-325-2300』

14．大腸前処置薬マグコロール等張液とニフレック使用における比較検討
片倉クリニック 内視鏡技師 ○郷野
医師

横山

浩樹
知子・片倉

重弘

田坂記念クリニック 内視鏡技師

加賀

充映

医師

佐竹

義治

私達は，第 36 回，37 回日本消化器内視鏡技師研究会においてマグコロール等張液（以下
ＭＧ），ニフレック使用における下剤効果発現性について発表し両洗浄液における時間的
差は無く被検者の飲用における印象はＭＧの方が良いと結果を得た．今回，充分な洗浄が
なされた患者における年齢と必要洗浄液量の関係，前日の前処置と必要洗浄液量との関係
を検討し，当院及び田坂記念クリニックにおける前処置法についてアンケートも行ったの
で報告する．
１．対象及び方法
1)対象
当院及び田坂記念クリニックで大腸内視鏡検査を受けた患者ニフレック，ＭＧそれぞれ
９８０人．
2)方法
食事は検査前日検査食（エニマクリン）又は素うどんを摂取してもらい，前日午後７時
にマグコロールＰ高張液，午後 10 時にラキソベロンを飲用してもらい，検査当日の朝は禁
食にし来院後ＭＧ1000ml（ＭＧ原液 250 ml を水 750 ml で希釈した液）又はニフレック 1000
ml を原則的に飲用させ，充分な効果が得られない時は追加投与を行った上で年齢と必要洗
浄液量の関係，前日の前処置と必要洗浄液の量との関係及び前処置方法について調べた．
２．結果
患者背景は，平均年齢ＭＧ等張液使用群 55 歳，ニフレック使用群 56 歳である．性別は，
ＭＧ等張液使用群男性 505 名，女性 475 名,ニフレック使用群 506 名，女性 474 名である．
年齢と洗浄液量の関係は，50 歳を境にして洗浄液の追加がＭＧ，ニフレックとも多くなる
傾向にあったが腸管が綺麗になった人が大多数であった．
前日の前処置と洗浄液量との関係は，前日７回以上排便があった人に対して洗浄液が追加
される事が多い．
前処置方法は，当院及び田坂記念クリニックで行っているＭＧ法が９割以上の患者さんか
ら指示されていた．そして，腸管洗浄液の飲用場所は，60 歳以下の多くの人は自宅で飲用
したほうが良いと答えた．
３．考察
現在多くの施設で使用されているポリエチレングリコール液（以下ニフレック）は，味
が不良で飲用量も多く服用しにくいという大きな問題点があり改善されるべきであろう．
一方，クエン酸マグネシウム製剤を主成分としたマグコロールの等張希釈液による経口腸
管洗浄液は，ニフレックと同程度の洗浄効果が得られ，味についても被検者の受容性が高
いことがわかっている．
今回の結果では当院及び田坂記念クリニックで行っている前処置方法は９割の患者から指
示されている．そして，当日飲用する洗浄液の量は 1000ml から 1400ml で抑えるような前日

の前処置及び前日の水分量の調節が重要と考える．
参考文献
1)郷野 浩樹他：大腸前処置におけるマグコロール等張液とニフレックの腸洗浄効果，
反応時間に関する比較検討，セラピューテック，リサーチ Vol.18:222-225
『連絡先：〒133-0000 東京都江戸川区東小岩 5-19-12 TEL03-3656-0221』

15．大腸内視鏡検査における前処置の検討
中国労災病院 内視鏡室 看護婦 ○下光

内科

千夏・竹中やよひ・後藤ひろみ

橋本

明美

末永

敏彰・岡本

一馬

〔目的〕
大腸内視鏡検査(CF)の前処置における患者の苦痛を軽減する目的で，消化管運動改善剤
(アセナリン)を併用することによりニフレック(PEG)の服用量を減量できるかどうかを検討し
た．
〔対象・目的〕
対象は当科でＣＦをおこなった外来患者 120 名とし,Ａ群 60 名,Ｂ群 60 名の２群に分けて，
ＰＥＧ服用時間・便が出始めるまでの時間・便がきれいになるまでにかかった時間・排便
回数・腸管洗浄度などについて比較検討した．
Ａ群は，検査前日２０時にラキソベロン 10ml 服用後検査当日ＰＥＧ1500ml 服用，Ｂ群で
はＡ群に加え，検査当日８時と９時にそれぞれアセナリン(2.5mg) ２錠を内服しＰＥＧ服
用量を 1000ml とした．
〔結果〕
Ａ群に比較し，Ｂ群では，ＰＥＧ服用時間・便が出始めるまでの時間・便がきれいにな
るまでにかかった時間が有意に短縮し，排便回数が減少した．腸管洗浄度についてもＢ群
の方が有意に高かった．前処置に対するアンケートでもＢ群の方が苦痛は少なかったとい
う回答を得た．
〔結語〕
アセナリンを併用することにより，ＰＥＧの服用量を減量することができ，患者への負
担を軽減することができた．
『連絡先：〒731-0134 呉市多賀谷 1-5-1 TEL0823-72-7171』

16．大腸内視鏡検査前処置法の検討
松下健康管理センター 成人病管理二部
内視鏡技師 ○寺谷

佳代・図師ひとみ・大島由美子

廣谷阿津子
看護婦

伊藤

美和・松本三重子

医師

松本

貴弘・山本

西田

研治・谷

知子

博

〈はじめに〉
経口腸管洗浄液を用いた前処置法では，多量の下剤を服用するが，これは検診者にとっ
て苦痛を伴う．また，腸管内に洗浄液が貯留しており，吸引に時間を要することも少なく
ない．そこで，下剤の減量を図る目的で前処置法の検討を試みたので報告する．
〈対象・方法〉
以下の a)～d)の前処置法を設定した．
a)前日：朝食・昼食－普通食（以後，普と略す）夕食－検査食（以後，検と略す）眠前－
ラキソベロン１本（以後，ラと略す）をコップ１杯以上の水に混ぜ服用．当日：来所後マ
グコロールＰ（以後，マと略す）100g を水に溶かし 1800ml にし服用．
b)前日：三食共－検，眠前－a と同様．当日：マ 1200ml にし服用（濃度は a と同様）．
c)前日：朝食－検，昼食－軽食，夕食－検，眠前－セネバクール４錠,マ 50g を 200ml の水
に溶かし服用．当日：マ 900ml 服用．
d)前日：三食共－c と同様．眠前－ラ１本を水 350 ml 以上に混ぜ服用．当日：c と同様．
1998 年１月～４月に経口腸管洗浄液を用いた前処置法により大腸内視鏡検査を実施した 40
歳～69 歳の男性 212 名を対象に，従来法の a)，改善法の b)～d)の４方法で実施し，医師に
よる評価と検診者の意見を基に比較検討した．医師による評価は，腸管内透明度,内容物，
液量，観察状況の４項目各々を５・３・１点の３段階にし，合計点が 16 点～20 点を良好，
10 点～14 点を普通，４点～８点を不良とした．
〈結果〉
医師による洗腸状態についての評価は，b)の良好が 50％を占め，最も良く，次いで，c)
の 42.5％となる．平均点でも b)15.2 点，c)14.6 点，a)13.9 点，d)12.7 点の順となる．c)は
b)には劣るが,従来法より下剤量が半分であるにも関わらず，同様以上の評価が得られた．
検診者の空腹感の感じ方は，三食共検査食を摂取しなければならない b)でつらいと答えた
者が多い．また，職場で検査食を摂ることは難しく，実践が困難であった．下剤量の感じ
方は，量が少ない程つらいと答えた者は減少し，苦でないと答えた者は増加している．
〈まとめ〉
1.洗腸状態は b)，c)，a)，d)の順で評価が良かった．
2.空腹でつらいと答えた者は b)が最も多く，他の a)，c)，d)は同程度に少なかった．
3.下剤量は多い程，苦痛が大きかった．
これらのことから，c)の方法が洗腸状態を低下させることなく，苦痛が軽減され，かつ実
践可能な方法と考えられる．今回は，下剤量に着眼したが，さらに苦痛の少ない検査にな
るよう今後も検討していきたい．

『連絡先：〒570-8540 大阪市守口市外島町 5-55 TEL 06-992-5131』

17．大腸内視鏡検査時の前処置法改善に対する試み
協和中央病院 内視鏡部 ○加賀谷裕子・高橋
外科

岡

慎二・佐藤

徹
直毅・佐久間

敦

近年，日本における大腸疾患の増加と診断技術の進歩に伴い，大腸内視鏡検査が増加し
てきている．それと共に，大腸内視鏡検査時の前処置法として，以前は注腸検査時と同様
に，前日に検査食の摂取と下剤の服用といった前処置法（ブラウン法）が用いられていた
が，現在では，経口腸管洗浄液（ＰＥＧ）を用いた前処置法へと変化してきている．術者
の側から見ると大腸内視鏡の際の前処置法としては，ＰＥＧを用いた方法が優れていると
考えられているが，実際にはＰＥＧ飲用に対する被検者の負担や苦痛も決して少なくはな
いのが現状である．そのため，被検者の苦痛をより軽減させ，且つ効果的な前処置法が広
く工夫，検討されている．
当院では従来より，ＰＥＧを用いた当日２l 飲用法を施行していたが，平成９年に当院
において下部消化管検査の被検者を対象としたアンケート調査を施行した際，ＰＥＧの量
や味に対する不満や苦痛が多かったという結果に着目し，被検者の苦痛をより軽減させる
試みとして，平成 10 年１月よりＰＥＧを前日（夕食後）と当日にされぞれ１l ずつ飲用す
る２回法を試みている．そして，検査施行時での前処置の状態を術者の立場で判定し，か
つ，被検者へのアンケート調査を同時に施行し，従来の当日２l 法と２回法とを比較検討
したので報告する．
『連絡先：〒309-1107 茨城県真壁郡協和町門井 1676-1 TEL0296-57-6131』

18．麦茶味の大腸洗腸液飲用時の比較検討
医療法人 鉄蕉会 森の里病院 ○佐々木町子・古谷
医師

横山

聡・岡野

郁子
亨

目的
大腸内視鏡検査の前処置として Golytery 洗腸液（以下＝ニフレック）が一般に使用され
ているが，飲用時には，かなり負担となっています．薄色の麦茶味ニフレックと従来のニ
フレックの飲み易さについて比較検討したので報告する．
対象及び方法
1998 年５月から６月末まで当院にて２回以上大腸内視鏡検査経験者，男性 34 名，女性 46
名，合計 80 名を対象とした．手技として，ニフレック２l の中に大腸内残存洗腸液の水の
影響を少なくするため薄色の麦茶ティパック１パックを一晩入れ，全量飲用後アンケート
調査を実施した．内容は，日常生活における麦茶の好き嫌い，飲用回数と薄色の麦茶味ニ

フレック飲用後の味，香り，飲み易さ，飲用温度について比較検討した．
結果（図１：飲みやすさについて）

日常生活における麦茶の嗜好割合については，好きという意見が男女共，全体の 96％を
占めました．麦茶の飲用頻度はよく飲む，時々飲むの常用者は 77％で，あまり飲まない，
全く飲まないという非常用者は 23％でした．麦茶の嗜好割合，飲用頻度より麦茶は一般的
に受け入れられていると考えられる．今回使用した薄色の麦茶味ニフレックについて味覚
は，従来のニフレックより良かったが全体の 69％で変わらないは 24％，悪いとその他は全
体の７％でした．香りについては，従来のニフレックより良かったが全体の 68％で変わら
ないは 26％，悪いとその他は５％でした．飲み易さについては，従来のニフレックより良
かったが 72％変わらない 21％，悪いとその他は６％でした．飲用時の温度については，冷
たい方が良いが 85％をしめ室温の方が良いが４％どちらでも良いは 11％でした．飲み易さ
について年齢層別にみても，全年齢層において良好との結果を得たが特に被検率の高い中
年層では前より良かったという意見が圧倒的に多かった．
(図２：飲みやすさについて－年齢層別)

考察とまとめ
今回ニフレックと薄色の麦茶味ニフレックとの飲み易さについて比較検討した男女共，
大多数の方が味覚，香り，飲み易さ共に薄色の麦茶味ニフレックの方が好評であった．特
に検査を要する年齢層であり，症例数の多い中年層では好評であった．しかし，麦茶の嫌
いな人もいるので麦茶味以外の味についても今後検討する必要があると考えられます．
『連絡先：〒243-0122 神奈川県厚木市森の里 3-1-1 TEL0462-47-2121』

19．大腸内視鏡検査における前処置法の検討
麻田総合病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○村上
看護婦
医師

栄子・樋口

明子

丸岡智恵美
阪田

英世・中村

洋之・大野

靖一

〔はじめに〕
近年，大腸癌症例の増加に伴い，大腸内視鏡検査はますます重要になっている．より良
い検査を行うために，多くの施設で様々な前処置法の工夫が報告されている．
当院でも，検査前日の滴剤型緩下剤服用，低残渣食の使用，検査当日の腸管洗浄液服用
を各々組み合わせ，段階的に前処置法の工夫を行ってきた．今回，これらの工夫が大腸洗
浄度の改善に効果的であったか否かを検討したので，報告する．

〔目的〕
低残渣食の使用が腸管洗浄効果に与える影響を検討する．
〔対象〕
1997 年 12 月から 1998 年６月までに当院内視鏡室で大腸内視鏡検査を行った，男性 32 例，
女性 18 例の合計 50 例，年齢 24 歳～87 歳，平均 60.5 歳
〔方法〕
検査予定の段階で，低残渣食を検査前日に使用する群と使用しない群に無作為に振り分
ける．検査前日の滴剤型緩下剤の服用および検査当日の腸管洗浄液服用は全例に使用．腸
管洗浄度の評価は，検査担当医に判定を依頼し，以下の４段階,(a)便が多く観察不可能,
(b)便の存在が観察に支障をきたす,(c)便は存在するが観察に支障なし,(d)便はほとんど
見られない，に分ける．
〔結果〕
低残渣食を使用した群では,(a)０例,(b)１例,(c)10 例,(d)19 例であり，低残渣食を使用
しない群では,(a)０例,(b)０例,(c)13 例,(d)７例であった.便の存在に着眼して分けると，
低残渣食を使用した群では，「便の存在あり」が 11 例，「便の存在なし」が 19 例，低残渣
食を使用しない群では，「便の存在あり」が 13 例，「便の存在なし」が７例であった．ｔ
検定を用いて統計学的に検討すると，低残渣食を使用した群が，低残渣食を使用しなかっ
た群より有意に便が少ない，という結果であった．
〔考察〕
1993 年より私達は，大腸内視鏡検査の前処置法として経口腸管洗浄液（ＰＥＧ液）を使
用してきた．しかし，ＰＥＧ液単独使用では残便が多い傾向がみられ，十分な洗浄効果が
得られないことが，しばしばあった．少しでも残便を少なくするために，検査前日に滴剤
型緩下剤を投与してみたが,まだ腸管粘膜に残渣が認められ洗浄効果は十分ではなかった．
そこで，他施設の資料を参考にして，前日食を残渣の少ない食品にするよう，被検者に指
導することを考えた．しかし，低繊維・低脂肪食を選んで食事することは，被検者の個人
差もあり難しいと考え，市販の低残渣食を使用することにした．この工夫により残便が少
なくなり，観察しやすい状態になったという印象は得られたが，より客観的なデータを得
るため，今回検討を行った．
その結果，大腸内視鏡検査前日の低残渣食使用は，残便が少なくでき，腸管洗浄度の改
善に有用であることが確認できた．
現在の前処置法は，我々の側からは簡便になったといえるが，被検者にとってまだ１日
がかりの検査であり，今後大腸検診が普及していくにつれて，さらによい前処置方が開発
されると思われる．
『連絡先：〒763-0000 香川県丸亀市津森町 219 TEL0877-23-5555』

20．大腸内視鏡検査における前処置法の検討
－胃切除症例における腸管内洗浄効果について－
国立がんセンター東病院 内視鏡室 ○小野寺幸子・三嶋光子・粟飯原佐智子

内科

百瀬

聡子・永山

和子

加藤

茂治・藤井

隆広

【はじめに】経口洗浄液（ＰＥＧ－ＥＬＳ）の導入以降，一般的に大腸内視鏡検査の前処
置は良好な効果が得られている．しかしながら，腹部手術既往症例，とくに胃切除症例な
どでは，その効果が不良な場合も少なくない．そこで今回私たちは，腹部手術既往症例に
おける洗浄の程度，および適切な前処置法について検討した．【目的】腹部手術既往症例
のうち前処置効果を不良とする症例群を明らかにし,その群での適切な前処置法を求める．
【対象・方法】1997 年 11 月５日～1998 年５月 31 日までの期間に，当院にて大腸内視鏡検査
が施行された胃切除症例群（胃切群）52 症例，それ以外の腹部手術既往症例群（開腹群）
46 症例，さらに非開腹手術既往群（非開腹群）79 症例との３群について腸管内洗浄効果を
比較検討した．前処置法はＡ法（検査前日エニマクリン食＋マグコロールＰ1050ml）かＢ
法（検査当日ニフレック 2000ml）を無作為に分け，両者における洗浄の程度を比較した．
【判定方法】効果判定は，大腸内視鏡検査下に行い，便の混入がない，または少量の場合
を良好群．固形便を認める場合は不良群とした．【結果】前処置開始から検査開始までの
平均時間は，胃切群 4.1 ＞開腹群 3.7 ＞非開腹群 3.6 時間と胃切群が長い傾向にあった．
ニフレックを追加しなかった群での腸管内洗浄良好例の頻度は，胃切群 72％（18／25）＞
開腹群 81％（36／44）＞非開腹群 76％（57／75）と３群間には差は認めなかった．検査前
におけるニフレック追加を必要とする頻度は,は胃切群 52％(27／52)＞開腹群４％(2／46)
＞非開腹群５％（４／79）であった．また，胃切群でのニフレック追加を必要とした頻度
を前処置法別に比較すると，Ａ法 62％（15／24）＞Ｂ法 33％（6/18）であった．
【考察】腸管内洗浄効果を低下させる要因として，腹部手術による腸管の運動機能抑制な
どがあげられる．しかし，今回の調査では，単に腹部手術の既往が洗浄効果を低下させる
要因とは考えにくい．胃内視鏡検査での胃切除術を受けている被験者は，胃に食物残渣が
あり，検査に支障をきたしている事がよくある．これらの事から胃切群の腸管内には，多
くの残渣があると推測される．胃切除症例には，前日だけ低残渣食と下剤服用で排便を促
すＡ法より，多量の水で洗い流すＢ法の方が洗浄効果が期待できることが明らかになった．
【結語】胃切群は，その他の群に比べ腸管内洗浄効果が得にくい傾向があり，また，この
群での前処置法はＢ法がＡ法に比べ適しているものと考えられる．【おわりに】今回の結
果を参考にし，下剤の種類・与薬方法，ニフレックの内服方法や低残渣食＋ニフレックな
ど症例にあった新しい前処置方法などを検討していきたい．
『連絡先：〒277-8577 千葉県柏市柏の葉 6-5-1 TEL0471-33-1111』

21．大腸内視鏡検査時の情報収集に問診用紙を使用して
宮城県立がんセンター 第二外来

内視鏡室

看護婦(内視鏡技師) ○菅原佳美江・鈴木やす子・鈴木ミツ子
看護婦
医師

佐々木頼子・荒木ひろえ
佐々木明徳・萱場

佳郎・桑島

一郎

Ｉ．はじめに
当内視鏡室の大腸内視鏡検査（以下ＴＣＳと略す）時の情報収集は，カルテ及び検査直
前の口頭による問診で行っている．しかし，検査前の情報収集が不十分であり、受検者全
員に対して，検査中に開腹手術既往の有無や前回検査時の状況について話かけるなど，援
助が画一的であった．そこで，検査に関する必要情報を収集するために問診用紙を作成し
た．問診用紙の使用による情報収集を行い，個別的援助が行えたので報告する．
II．研究方法
1.期間 平成９年６月 30 日～７月 18 日
2.対象 外来Ｓ状結腸内視鏡検査及び全大腸内視鏡検査受検者 73 名
3.方法 問診用紙は，看護婦が検査前に，受検者に聞き取りを行い，記入した．
III．結果及び考察
1.検査初回者に対しては，検査に対する不安，緊張を軽減できるよう，受検者の年齢や理
解度，難聴の程度に応じて，ビデオ，パンフレット，パネルをそれぞれ用いてオリエンテ
ーションを行って．その結果,受検者から不安な言動が聞かれず，検査時の協力も得られ，
検査進行もスムーズであった．
2.開腹手術既往者 44 名中，子宮筋腫の手術既往のあるＡ氏は，他院でＴＣＳ受けた際疼痛
で苦しい思いをしたことから，「あまり検査を受けたくない．」と話してきた．このこと
を施行医に情報提供し，検査にはオリンパス社製ＰＣＦ－２００（以下ＰＣＦと略す）使
用となった．Ａ氏は，検査前に施行医からＰＣＦの特徴を説明されると，納得し検査を受
けることとなった．検査中は，予測された通り，癒着によるものと思われる苦痛を訴えた
が励ましや呼吸を整えるよう声がけを行ったり問診用紙の記入内容から，会話を広げるよ
う努めた．検査終了後は，笑顔が見られ，「とっても，楽だった．」の声が聞かれた．こ
の事例では，検査前に，Ａ氏の既往歴と検査経験の情報を把握し，検査中は，会話を多く
持ち，コミュニケーションを深めていったことが検査に対する不安，恐怖心の軽減となり
「楽だった．」という反応がみられたのではないかと思われた．
3.抗狭心症薬内服中の受検者は，２名であった．施行医に既往歴の内容を報告し，１名は
前投薬のブスコパンを減量して使用，もう１名は前投薬なしで検査を行った．また，前立
腺肥大症で内服治療中の受検者１名は，前投薬なしで検査となった．前投薬なしによる苦
痛の増強は見られず，検査後の一般状態に変化はなかった．前投薬は，基礎疾患にあわせ
た使用が必要である．事前の情報収集により，基礎疾患への影響を防ぐことにつながった
と思われた．

4.抗凝固剤内服者は，２名であった．問診用紙から情報が得られたのは１名であり，もう
１名はカルテからの情報であった．検査前に施行医に情報提供し，生検は実施せず，経過
観察となった．これらの事例では，次回の生検必要時の情報として生かすことができる．
IV．まとめ
問診用紙の使用は，検査に関する必要情報の収集に役立ち，医療者間での情報の共有が
できた．また，受検者にあわせた検査環境の整備につながり，検査の安全性を高めること
ができたと言える．
『連絡先：〒981-1293 宮城県名取市愛島塩手字野田山 47-1 TEL022-384-3151』

22．視聴覚障害者にもオリエンテーションできる大腸内視鏡検査用ＶＴＲの検討
富山赤十字病院 内視鏡技師(看護婦) ○大橋 達子
看護婦

石川今日子

内視鏡技師

清原

保子・島倉

消化器内科医師

稲土

修嗣

早苗

はじめに）
当院では，平成９年８月，一般患者用に，大腸内視鏡検査用ビデオ（以下ＶＴＲ．）を
作成するにあたり，視聴覚障害者にも対応できるように，手話と聞き取り易いナレーショ
ンを加え，＜視覚＞＜聴覚＞だけでオリエンテーションできるよう工夫した．今回，作成
した大腸内視鏡検査用ＶＴＲを使用して，実際に，視聴覚障害者にも十分なオリエンテー
ションが可能かどうかを検討する．
対象・方法）
1.対象を３群＜健常者群＞＜視覚群・聴覚障害模擬患者＞＜聴覚群・視覚障害模擬患者＞
に分け，それぞれについてＶＴＲを使用して，オリエンテーションを行い，その内容につ
いて，独自の質問紙法によりアンケート調査をする．
2.アンケート調査の結果を基に視聴覚障害者へのオリエンテーション内容を比較検討する．
期間）平成１０年５月初～５月末
結果・考察）
1.質問のどの項目においても，＜イメージできない＞と答えた割合は，＜視覚群＞におい
て最も高く，次に＜聴覚群＞，＜健常者群＞の順であった．これは，＜視覚群＞に対して
最も，オリエンテーション内容を補足しなければならないことを示している．
2.＜聴覚群＞では，検査の内容・検査中の注意に対して＜イメージできない＞と答えた人
が多かった．説明の内容が，画像によるところが多く，ナレーションだけでは，イメージ
できなかったと考えられる．このことより，視覚障害者の場合は，検査の内容・検査中の
注意については，担当の看護婦が，ＶＴＲとは別にコミュニケーションをとりながら再度
説明し，確認する必要がある．

3.＜視覚群＞では，特に，検査前の準備・検査の準備・検査中の注意について＜イメージ
できない＞と答えた人が多かった．これについては，手話シナリオ作成時にしゅわ表現し
にくい部分を省略し，画像表現のみとしたため，伝わりにくかったと考えられる．このこ
とにより，聴覚障害者の場合は，検査中の注意（検査中の身体の向きや，検査前の準備：
下剤の飲み方など，時間や量を強調したい部分）については，字幕や筆談を利用すること
が必要である．検査準備（着替えや注射）・検査中の注意については，イラストや文字表
記のパンフレットを使って補うことを考えた．
おわりに）
視聴覚障害者が，内視鏡検査を受けるには，健常者たる私たち以上に不安と不自由さが
伴うであろう．私たちは，日頃からそのことを忘れる事なく，さらなる工夫と配慮を持っ
て，多くの方に検査を受けていただけるよう努力しなければならない．
『連絡先：〒930-0859 富山市牛島本町 2-1-58 TEL0764-33-2222』

23．外来患者の大腸内視鏡ポリープ摘除術における患者指導
北里大学東病院 内視鏡科 看護婦 ○末永

英子・木下千万子・細谷百合子

石澤

秀子・石丸登美子・千葉真由美

野村

清子・和知さとみ・

深堀

信子

消化器外来看護婦
医師

五十嵐正広・小林

清典・勝又

伴栄

当院の 1997 年度における,大腸内視鏡検査数は 3451 件で,そのうち外来患者検査数は 2837
件（82.2％）である．大腸ポリープ摘除術は 886 例で，そのうち外来患者摘除術は 657 例
（74.1％）であった．このように多数の外来患者のポリープ摘除例に対し術前後指導の現
状を調査し，検討したので報告する．
〔目的〕1.外来患者のポリープ摘除術前後の指導が効果的に行われているか．
2.改善すべき点を明確にし，患者指導に取り入れていく．
〔方法〕1.対象者 ：ポリープ摘除術後の外来患者 100 名
2.調査期間：1997 年９月から 1998 年２月
3.調査内容：大腸ポリープ摘除術について理解しているか．
大腸ポリープ摘除術ごの指導は理解し守られているか．
どのような点に不安や疑問を持っているかを知る．
〔結果〕1.術前のオリエンテーションについては，26％が大体理解できてたが，約 70％は
パンフレットを必要としていた．
2.術後の生活指導については患者の 90％が守っていた．
3.不安としては安静の程度に対するものがあげられた．
4.ポリープについて知識を得たい，また止血のためのクリップについての疑問点

などがあげられた．
〔考察〕1.疑問の多かった内容を中心にポリープ摘除術についての概要と生活指導を含め
たパンフレットが必要と思われ作成した．
（図＝省略）
2.安静がなぜ必要かについて及びクリップが便に排泄されるまでの経過をパネル
にして，掲示した．（図１）（図２）
〔結語〕外来でのポリープ摘除術に際しては，十分なオリエンテーションが必要である．
今回作成したパンフレットによる成果及び改善点については今後検討していく予定
である．
『連絡先：〒228-8520 神奈川県相模原市麻溝台 2-1-1 TEL0427-48-9111』

24．下部消化管検査時のｍｉｄａｚｏｌａｍの安全域使用量の検討
高槻赤十字病院 内視鏡室 看護婦 ○濱田
内科医師

麻酔科

恵・林

高野

邦子・神田

玉田

尚・滝本

田中

泰子
直樹・山崎

秀司

行延

和典

〔目的〕我々の施設では下部消化管検査をうける患者の苦痛軽減の目的でミダゾラム（以
下ドルミカム）を用いている．ドルミカムの適当かつ安全量について検討した．
〔対象及方法〕下部消化管検査を受けた外来及び入院患者で重篤な基礎疾患のない症例
（高齢者を除く）を対象とし，コンシャスセデーションのため，ベンゾジアゼピン系の薬
剤であるドルミカムを静注法で用いた．麻酔深度はラムジースコアで判定し，被験者の状
態がスコア３，すなわち言葉による指示に反応する状態になることを目標とした．検査中
は血圧，動脈血酸素飽和度，脈拍等をモニターした．拮抗薬としてフルマゼニル（以下ア
ネキセート）を用いた．効果判定は被験者の感想で決定した．〔結果〕 1 効果と性別の検
討では女性よりも男性の方が有意に有効の率が高かった． 2 年齢と効果の検討では有意な
差があり,有意群の平均年齢は 60.3 歳,無効群では 48.3 歳であった． 3 投与量は 0.04mg／kg
から 0.06mg／kg までアットランダムに検討した．0.04mg／kg は件数が少ないが，有効例は
なかった．そして 0.06mg／kg を投与した群は有効率 74％と，0.05mg／kg 群の 61％よりも有
意に有効であった． 4 血圧，脈拍，動脈血酸素飽和度各々と効果の検討ではいずれでも有
意差は認めなかった．即ち，投与量では明らかに 0.06mg／kg が有効であり，一方循環動態
への影響は 0.05mg／kg に比較して増加がないことにより，0.06mg／kg は有効かつ安全な最
低投与量と判断できる．また，年齢の若い女性で効きにくいこともわかった．
〔まとめ〕患者の検査時の苦痛軽減に対するセデーションの有用性に関する報告は近年急
増しているが，簡便で，かつ安全な方法については投与量等，未だ具体的ではない．そこ
で我々の施設では，安全域が比較的広く，使い易い薬剤といわれているドルミカムを選択

し，有効投与量を検討した．年齢，性差を含め，薬剤効果発現には個人差があるが，ラム
ジースコア３を満たし，かつ有効投与量の設定は 0.06mg／kg と考えられた．現在，無効例
への投与量への工夫等も検討中である．
参考文献
1)妙中信之他：集中治療中の鎮静薬としてのプロポフォールの第 III 相臨床試験，麻酔と
蘇生,No32-2,105-114,1996
2)内視鏡のための sedation, 消化器内視鏡,Vol10,No4,1998

25. 当院における使い捨て生検鉗子の検討（安全対策・費用の視点から）
東京船員保険病院内視鏡室 内視鏡技師 ○出道ルリ子
看護婦
医師

コスタ智子
田村

光宏・南部かおり・中島

宮坂

信夫・杉本

俊一

裕之

【目的】内視鏡検査の需要の増加に伴い，内視鏡による医原性感染が問題になっている．
今回私たちは感染防止のために使い捨て鉗子の導入を行い，その安全性と経済性を検討し
た．
【施設紹介】上部内視鏡検査数 年間平均約 3000 件，上部内視鏡の保有数８本．内視鏡の
洗浄消毒は検査ごとに洗浄消毒装置（オリンパスＯＥＲ）を使用している．
【方法】1998 年４月１日より開始し，再生鉗子（オリンパス光学社製 FB-21K-1）20 本につ
いて，施行医が鉗子の切れの不良や開閉障害を指摘した時点で使用終了とし，20 本終了時
までで検討した．使い捨て鉗子としてボストンサイエンティフィック社製ラジアルジョー
３で比較し，内視鏡はオリンパス社製ＸＱ-230 で検査を行った．洗浄滅菌法はオリンパス
社の方法に従い，蛋白分会酵素剤に浸漬，超音波洗浄(30 分),水洗い, 潤滑剤塗布，オー
トクレーブ(オリンパス社 ESU-220)で行った．以上の方法で，安全性と経済性を評価した.
使い捨て及び再⽣鉗⼦の使⽤１回あたりの総コストの⽐較
再使用可能生検鉗子 使い捨て生検鉗子
購入費(１回当たり) 2,076～2,250 円
再処理費用
総コスト

702 円
2,778～2,952 円

3,750 円
0 円
3,750 円

【結果】
1)安全性：洗浄滅菌後の再生鉗子の先端の電子顕微鏡像で，組織の付着やカップの劣化を
認め，鉗子を介する感染や組織障害の可能性があると考えられた．

2)経済性：20 本の再生鉗子について使用回数の平均は 14.8 回（５～20 回）であった．再生
鉗子を使用する場合の諸費用（洗浄にかかる水，電気，薬剤等）を算定し，総コストを比
較すると，一回あたり再生鉗子は 2778-2952 円，使い捨て鉗子は 3750 円となった．（表）
【まとめ】再生鉗子の組織残存はヘリコバクターピロリや未知の病原体も含めた内視鏡に
よる医原性感染を，また破損は出血などに医療事故を増加させる可能性があると考えられ，
使い捨て鉗子の導入の必要性が示唆された．しかし，現状ではコストに若干の差があり，
今後コストダウンが問題と思われた．また，使い捨て鉗子の増加に伴う医療廃棄物の増加
とその処理等の問題も検討すべきある．
参考文献
1)日本消化器内視鏡会消毒委員会：内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン，日本消
化器内視鏡技師会報，No.16,1996
2)胃腸内視鏡検査環境における感染防止のための推奨ガイドライン，ＳＧＮＡモノグラ
フシリーズ，1990
『連絡先：〒108-0074 東京都港区高輪 3-10-11 TEL03-3443-9191』

26．ショートタイプバイポーラスネアの使用経験
東京女子医科大学 消化器内視鏡科
内視鏡技師 ○菊田

医師

学・小宮佐和子・田口真優美
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鈴木

英一
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篤・村田

鈴木

茂

洋子・土岐

行雄

文武

近年，内視鏡による処置が多様化し，処置具の選択の幅も広がっている．ＥＭＲ，ポリ
ペクトミーに用いる高周波スネアはその一つであり，選択が処置の正否を左右することも
ある．
今回，我々はより確実な手技を目指し，ゼオンメディカル社製バイポーラスネアの改良
型を試作したのでその使用経験を報告する．
従来のバイポーラスネア（以下，従来型）は，上・下部共用でシース長が 210cm である．
それ故，上部内視鏡におけるＥＭＲ・ポリペクトミーに使用した場合，病変をスネアで絞
扼した際，シースの収縮が原因で病変を確実に絞扼しているかどうかを指先で判断しにく
い．また通電時に絞扼の際のシースの収縮による反発が起こり，熱変性が不十分なままス
ネアがシース内に引き込まれ出血をきたす事があった．
この原因はシースの材質・長さにあると考え，ゼオンメディカル社の協力を得てショー
トタイプ・バイポーラスネア（以下，ショートタイプ）を試作した．ショートタイプは従
来型を 160 cm としただけであるが，従来型の問題点を解消したと考える．また，シース長

を短くすることで結果的に従来型に比べ通電時における電気抵抗も低くなる．
現在，電子内視鏡が主流であるが，視覚だけでなく，介助の際に指先等から得られる情
報も重要である．また，既製の処置具に満足することなく，より良い操作性と確実性を追
求していく姿勢も必要であると考える．（予報集再録）
『連絡先：〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 TEL03-3353-8111』

27．直腸狭窄に対するエクスパンダブルメタリックステント（ＥＭＳ）の使用経験
医療法人同心会 古賀総合病院 放射線部内視鏡室
内視鏡技師 ○弓削
看護婦
医師（内科）

政広・久保田和仁

池田由美子・清家
稲津

麻子

東彦・瀬ノ口洋史・松岡

均

【はじめに】ＥＭＳは細径のデリバリーシステムで管腔臓器病変部の拡張に用いられる低
侵襲の治療法である．今回，直腸狭窄のＥＭＳ留置術の症例を提示し留置方法とその効果
について報告する．
症例１：６３歳女性 転移性乳癌による直腸狭窄あり．癌性腹膜炎，他合併症を考慮し外
科的治療適応外と判断．ＥＭＳ適応となる．
症例２：８３歳女性 膀胱癌術後の再発性腫瘍により直腸が圧迫閉塞しイレウスで入院．
高齢とＡＤＬ低下も著しい為外科的治療困難と判断．ＥＭＳに適応となる．
ステント紹介：ボストンサイエンティフィック社製ウルトラフレックス食道用ステント．
ノンカバータイプ，直径 23mm から 28mm を使用．
実際の留置方法
1 鏡視下にて狭窄部口側まで 0.038 インチ,260 cm ガイドワイヤーを挿入．ワイヤーはこし
の強い物で先端は粘膜損傷を防ぐ為フレキシブルな物を使用．挿入後は透視下で狭窄の位
置を確認後体表面にクリップでマーキング．
2 ガイドワイヤーを残したまま内視鏡を抜去し，ステントシステムをワイヤーに沿って挿
入する．狭窄部のマーカーがデリバリーシステムのインナーマーカーの中央に位置する様
に挿入．
3 カテーテルに付いているフィンガーリングを引くと同時に，ステントが遠位端から展開
しはじめる．ステントは一気に開かずマーカーの中央に狭窄部が位置していることを確認
しながら慎重に展開する．
4 ステントが十分展開していることを確認しカテーテルを抜去する．内視鏡を再挿入し出
血の有無を確認し患者の訴えを傾聴し腹痛の有無を確かめる．合併症に備え止血剤や各周
辺機器に準備も整えておく．
症例１のステント留置前：Ｘ線像では，直腸にアップル・コア・サインを認め，内視鏡所
見では肛門輪より５cm の部位に全周性狭窄が認められる．

症例１のステント留置後：ステントは留置直後よりほぼ完全に拡張し，排便が見られる様
になった．１ヶ月後のＣＦでは，ＥＭＳも殆ど粘膜上皮に覆われ円柱状に拡張していた．
症例２のステント留置前：Ｘ線像では，膀胱右後方９cm の転移性腫瘍があり直腸を圧排狭
窄している．内視鏡所見でも，巨大な隆起を認め管腔は狭少化している．
症例２のステント留置後：症例１と同様に十分な直腸の開存を得ることができ約１ヶ月後
のＣＦでも直腸の十分な管腔は保たれていた．
【まとめ】
1.直腸狭窄のある２症例に対しＥＭＳの留置を行う事により,良好な管腔を保つ事ができ，
さらに患者にとってのＱＯＬを向上させる事ができた．
2.患者の一般状態の把握，医師との連携により出血，穿孔，ステントの移動などの合併症
は認められなかった．
『連絡先：〒880-0041 宮崎市池内町数太木 1749-1 TEL0985-39-8888』

28．内視鏡処置具移動ハンガーの作成
医療法人社団南ヶ丘病院 看護婦(士) ○坂本真由美・畑

正之・水口

恵理

昭子・前田

茂美

文雄

内視鏡技師

佐藤美枝子・杉本

医療技術員

村山

英孝

森

明弘・綱村

幸夫・川尻

林

義信・宮崎

誠示

医師

１．はじめに
検査件数の増加に伴い，即日検査・治療を行っている当院では，治療内視鏡の迅速かつ
安全・正確な対応が求められている．当内視鏡室では，処置具等を収納している場所が固
定していること，鉗子類をベットサイドに用意するには時間を要することから，以前より
不便さを感じていた．そこで今回，点滴スタンドを改造し，必要な処置具を素早く取り出
せるような移動ハンガーの作成を試みた．
現在，ベッドサイドに持ち運びが楽にでき，症例に応じた処置具を安全確実に取り出すこ
とが容易となり,日常の業務に役立っている.今回,内視鏡処置具移動ハンガーを紹介する．
２．作成・使用期間
作成日：平成 10 年６月から現在に至まで修正・工夫を行っている．
使用期間：平成 10 年７月から現在にいたる．
使用物品：点滴スタンド・ポリバケツ・ハンガーフック
３．作成方法
ポリバケツの中央に点滴スタンドの棒が通る太さの穴を空け，スタンドを取り付ける．
点滴スタンドのアームが４本となるようにハンガーフックを取り付ける．
４．結果・考察

当院では即日検査・治療を行っている．そのため，検査中にポリペクトミー等，治療の
必要性が生じた場合，処置具等を準備するには１人では繁雑で時間を要した．ここでいう
処置具とは，鉗子類・点滴スタンド・高周波装置・ポリバケツである．また，従来のスタ
ンドではアームが２本であるため鉗子の分類に限界があった．そのため，確実に必要な鉗
子を手にすることが容易でなかった．
今回作成した移動ハンガーを使用するようになり，治療内視鏡に必要な物品をベッドサイ
ドに準備することが容易となった．この要因として，以下のことが挙げられる．
1)朝の時点でポリペクトミーの準備がセットできる．
2)スタンドとポリバケツを一体化したことにより，鉗子類を清潔に保つことができる．
3)アームが４本となり必要な鉗子をスムーズに手にすることができる．
５．おわりに
私たちは，身の回りの物・道具を用いてオリジナリティある工夫を行い，内視鏡業務に
役立つ物を作成している．この他に，検査介助者が生検鉗子を取り出しやすいように，内
視鏡用トロリーの介助者側に鉗子入れポケットの作成等を行っている．
今回，当院で作成した移動ハンガーを紹介した．この内視鏡処置具移動ハンガーはベッ
どサイドへ容易に移動が可能である．また，症例に応じた鉗子類を安全・確実に取り出す
事ができ,日常の業務に役立っている．今後もこの様な内視鏡業務に役立つものを作成し，
内視鏡の発展に精進していきたいと考える．
『連絡先：〒921-8141 石川県金沢市馬替 2-125 TEL076-298-3366』

29．上部消化管内視鏡検査時の唾液受けエプロン作製の試み
岐阜市民病院 消化器病センター
内視鏡技師 ○名畑
看護婦
医師

洋子・後藤

直美

藤橋由美子
名倉

一夫・冨田

英一

従来より上部消化管内視鏡検査時の唾液流出による衣類汚染防止に対しては，被検者持
参のタオルを使用してきたが，検査中の位置のずれによる衣類汚染や検査後唾液で汚染さ
れたタオルの処理等，改善すべき点があった．そこで今回，唾液受けエプロン（以下エプ
ロン）の作製を試みその有用性を検討した．
対象と方法
対象は 1997 年 11 月から 98 年７月までの期間に当センターにて上部消化管内視鏡検査を受
けた患者のうち，エプロンのみを使用した患者 327 例（エプロン群）とタオルとエプロン
の両方を使用した経験のある患者 143 例（タオル・エプロン群）である．
エプロンの作製は以下の手順にて自作とした．４８×３４cm 大の透明ビニール袋を縦半
分に切断し，開放部の一側に長さ５０cm，幅１.2cm の綿テープをセロテープを用い固定す

る．つぎにキッチンペーパー２枚を同部裏側から同様に固定し完成する．患者への装着は
ビニールが直接肌に触れない様に綿テープ側で頸部に結びつけた．
効果判定は患者に対しては検査後にアンケート調査を実施し，介助者である看護婦から
は聞き取り調査にて行った．
結果
エプロン使用の評価について集計した（エプロン群）．唾液流出による衣類汚染の有無
について「汚染なし」は 323 例（98.8％），「汚染あり」は４例（1.2 ％）であり，良好
な成績であった（図１-a＝省略）．エプロン使用による感想では，「首のしめつけ感があ
り」４例（1.2 ％），「ビニール接触による不快感あり」９例（2.8 ％）と少数ながら改
善すべき点も認められた．その他「突然の検査に対応でき非常に便利」「清潔感がある」
などの意見もあった．介助者からは「鎮静剤の使用，検査所要時間の長い時には衣類の汚
染もなく，安心して使用できる」との意見があった．
続いてタオル法とエプロン法を比較した（タオル・エプロン群). 143 例中 129 例（90.2
％）で「エプロンが良い」と回答を得た（図１-b＝省略）．タオルの方が良いと答えた 14
例からは，「ごみの始末が大変」，「資源の無駄を感じる」といった，環境問題に配慮し
た意見もみられ，今後の課題として参考になった．
結論
唾液受けエプロンは上部消化管内視鏡検査時の衣類汚染防止効果に優れ，従来のタオル
持参に比べ患者に好評であった．さらに使用上の簡便さより有用であると考えられた．
『連絡先：〒500-8513 岐阜市鹿島町 7-1 TEL058-251-1101』

30．胃内視鏡検査の頭部固定用枕の改善
倉敷中央病院 消化器内視鏡センター
内視鏡技師(看護婦) ○板谷 君子・森脇 君子・木山 秀美
北本 浩子
【目的】従来使用していた枕は，検査中の頭部の固定ができず，結果的に患者に苦痛を与
ていた．そこで頭部の固定ができ，検査がスムーズに行え，かつ患者にとって安楽な枕を
作成することにした．
【方法】期間：平成９年 10 月１日～10 年３月 30 日
胃内視鏡検査時の頭部固定用枕を作成し，その使用感を患者及び内視鏡スタッフに聞く．
それを基に改良を加え，枕の必要条件を満たすものにしていく．必要条件とは 1 頭部及び
顎部の固定が確実にできる． 2 補聴器を装着したまま使用できるとした．
【結果】試作用枕第１作は，20cm×45cm の長方形の枕を３ヶ繋ぎ，三つ折りとし，中央の
部分直径７cm のくぼみを作る．肩幅の大きさにより高さを調節して使用したが，人のより
頭の大きさや耳の位置が異なるため，くぼみに耳が入らず 1 の条件に満たさなかった．

第２作は直径 12cm 長さ 60cm の筒状の枕を馬蹄形にして空間を作り,両端に紐をつけ結んだ．
その枕では補聴器の使用はできたが，高さが均等であるため，頭が後ろにずれて固定が不
十分であった．第３作は 1 の条件を特に考慮し，馬蹄形の中央に山型を作ったが，左側臥
位では馬蹄形が大きすぎ，後頭部の固定ができなかった．そのため長さを 48cm にし断端部
を絞った．それにより頭部及び顎部の固定が十分でき，補聴器使用者も苦痛なく使用でき
ようになった．第４作の枕を患者 100 名に使用してもらった結果，枕を変形せず，そのま
ま使えたのは 88 名で残りの 12 名は枕の中身のピースを移動させ高さを調製する事で，頭部
及び顎部の固定は確実にできた．（予報集再録）
『連絡先：〒710-8602 倉敷市美和 1-1-1 TEL086-422-0210』

31．検査前訪問の必要性についての位置一考察 －訪問件数・状況を調査してみて－
札幌厚生病院 中央部門 看護婦 ○浦嶋あけみ・細川
医師

須賀 俊博・豊田

裕子・山崎八千代
成司

内視鏡的治療が増えてきている昨今，検査・治療を受ける患者の不安や身体的問題は少
なくない．私達は，その不安や身体状態を理解し配慮することにより検査・治療が安全か
つ安楽に実施できると考える．当院では，昭和 58 年より不安の軽減や検査介助の継続のた
め内視鏡検査の患者チェックリスト用紙を作成,入院患者のみ検査前日に病室訪問を行い，
情報収集を行ってきた．しかし，検査・治療技術の向上と共に質の高い検査介助を求めら
れている現代，私達が行っている検査前訪問は，検査介助の質の向上につながっているか
という疑問があった．そこで今回，訪問件数や状況と共に情報内容を調べ，検査介助にど
のように活かされているかを調査し検査前訪問の必要性を考察したので報告する．
《期間》
平成９年６月～平成 10 年６月
《方法》
入院患者を対象に 1 検査件数 2 訪問件数 3 面会できた件数と得た情報 4 介助計画の立案
件数 5 計画評価を調査し集計・分類した．
当院では，検査前日に患者と面会し情報収集・検査説明を行う．その情報を基に介助計
画を立案し，当日，計画に添って実施・記録・評価を行う．
《結果・考察》
入院患者検査件数：月平均 528.6 件で，訪問できた件数は 112.3 件，21.2％であった．
これは検査件数やスタッフ数により訪問へ行けない時もあるため低いと考える．検査別に
みるとＰＴＣＳ関係は 45.9％，ＥＩＳ関係は 54.2％であった．これらは，検査よりも治療
に重点をおいて訪問しているため高いと考える．次に訪問し患者と面会できた割合は 68.3
％であった．そのうち６割の患者は，検査に対する不安を懐いており，その不安は，初め
てである故の不安，経験がある故の不安など多種多様で，その内容は経験により異なって

くる．私達は，その不安を知り，軽減できるように働き掛けることが重要であり，不安を
知る手段，軽減できる場として検査前訪問は，有用であると確認した．また，身体面では
使用薬剤の副作用や検査体位がとれない等様々な問題があった．その問題を訪問時に知る
ことができるため，安楽な検査方法を患者と共に考えることができ，患者の協力も得やす
いと考える．これらの情報を基に介助計画が立案され，その立案率は月平均 30.4 件：27.1
％だった．立案率は低いが，立案された計画は 95.1％が計画に添って実施されていること
がわかった．また，評価の記載は，a.検査所見：83.9％，b.介助評価：59.2％，c.今後の
課題：47.4％だった.この計画・評価は，次に検査へ継続となり，これらの一連の流れは，
前訪問から始まると考える．私達は，検査前訪問を行うことより，よりその患者にあった
検査準備・介助ができ，それが患者の満足度や質の向上につながると考える．今後，検査
前訪問へ行ける体制・業務改善を行い，訪問件数増加に努めていきたい思う．
《まとめ》
1.検査前訪問は，患者の検査に対する不安を軽減することができ，患者と共に検査介助方
法を考えることができる．
2.検査前日の患者の状態を知ることにより，検査準備時から終了まで患者の安全安楽を考
えた個別の介助方法を選択することができる．
3.検査前訪問で得た情報より計画が立案され実施・評価・今後の課題を書類化することに，
より内視鏡検査の継続介助に活かされると考える．
『連絡先：〒060-0033 札幌市中央区北３条東８丁目 TEL011-261-5331』

32．内視鏡機器の管理における技師の役割
東京女子医科大学 消化器内視鏡科
内視鏡技師 ○畠中
菊田
鈴木
医師

いと・小宮佐和子・田口真優美
学・安東千佳子・柿沼

行雄

英一

光永

篤・村田

鈴木

茂

洋子・土岐

文武

内視鏡機器の修理は高額でかつ，検査に支障をきたす事となる．機器の状態を把握し，
常に最良の状態を維持する事は，技師にとしての義務である．
今回我々は内視鏡機器の点検を通し，技師の役割における機器管理の意義について考察
する．
当検査室では，今まで機器の点検を行ってきたが，それを行う技師間に機器に対する知
識や点検の際の判定に格差があり，記録を行っていなかった．又，この格差や知識不足が
原因で，修理を必要とする事が度々あった．そこで技師間の判定の格差を少なくする為，
点検項目を見直し,これらの点検基準の設定を数値化を行い，その際に測定器を使用した．

更に，点検の結果や履歴を容易に参照・検索が行えるようにデータベースを作成した．そ
の結果，機器の状態を容易に把握する事が可能となり，修理回数や費用の削減につながっ
た．本来，毎日行うべきであるが，当検査室の現状ではかなり困難である．これを継続さ
せる為には無理のないよう，項目毎に点検を行う間隔を決め，習慣づける事で解決できる
と考える．
機器管理を行う為には，機器の構造に対する知識が必要不可欠である．また，点検・管
理を行う事は，機器の知識や理解を深めるだけでなく，機器の取り扱いに対し気を配るよ
うになり，機器管理への自覚を持つことが出来るようになると考える．機器の状態を把握
し検査を円滑に行う事は，技師として重要な役割と考える．（予報集再録）
『連絡先：〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 TEL03-3353-8111』

33．内視鏡検査の必要物品設置方法の工夫
愛媛大学医学部付属病院
看護部(内視鏡技師) ○森脇留美子・天野 利江・三宅スミエ
検査部
１

村瀬 光春

目的

当院の内視鏡室は，昭和 51 年開設当時の環境にもかかわらず，内視鏡検査・治療件数は３
倍と増加している．内視鏡検査・治療の発展に付随して業務内容も多様化し，増加し続け
る機器・器具の設置場所に苦労している．限られた介助者，狭いスペースのなかでも，常
に患者の安全安楽を重視し，苦痛の軽減に努めていかなければならない．今回は，検査ベ
ッド周辺の問題点に焦点を置き，必要物品設置方法の改善を行った．その結果，無駄な動
きを省き，迅速な検査介助，対応が可能となり，検査時間が短縮され，患者の苦痛の軽減
につながった．その改善点について報告する．
２

問題点及び解決策

1)処置具を繰り返し使用する際，所定の置き場所がなく，患者頭部右側にあるモニター台
にステンレス製半円形のホルダーを設置しフックを２個取り付けた．ホルダーにはビニー
ル袋を掛け一症例毎に交換することとした．結果，処置具の汚染，周囲の汚染防止となっ
た．また，一患者に多数の処置具を使用する際，スムーズな対応が可能となった．使用後
は，ビニール袋ごと流しに移動でき，後始末も容易となった．
2)モニター上に置いていたティッシュ・ディスポ手袋の箱が落下し,安全性を欠いていた．
そこで，モニターテレビの左右上部に囲むようにクリアカバーを設置し，ポケットを４ヶ
所作成，上部には落下防止のストッパーを取り付けた．生検鉗子等の必要物品をポケット
内に常備した事で動線が短縮された．また,生検鉗子用ハンガースタンドを除去したため
ベット周囲が広く使用できるようになった．
3)検査中，組織用ホルマリン容器・内視鏡ユニット上に置いていたガスコン水の紙コップ

が頻回に倒れたため，陶器製の組織用ホルマリン容器置きと内視鏡ユニットの横にステン
レス製円形のコップホルダーを作成した．結果,安全性が得られ，検査の中断がなくなり，
安心して介助に専念できるようになった．
4)検査中，口腔内吸引が必要時，壁掛け吸引機一台しかないため，Ｙ字管を利用して吸引
チューブを分岐させた．一方は内視鏡へ接続しもう一方は口腔内吸引に使用することとし
た．口腔内吸引の方にはコックを取り付け使用時に開閉する事とした．結果，検査が中断
することなく口腔内吸引が行える様になった．
5)検査終了後，不潔な内視鏡の処理に追われ，時に，患者に十分な介助が出来ない事があ
った．そこで検査用ベットにステンレス製半円形の取り外し可能なホルダーを作成し，ビ
ニール袋を掛け使用後の内視鏡を入れる事とした．結果,即患者への対応が可能となった．
また，ホルダーが唾液受けにもなり，ベット周囲の汚染防止にもなった．
３

まとめ

今回，５つの問題点を検討し，1)モニター台利用の処置具入れ．2)モニターテレビ利用の
必要物品入れ．3)組織用ホルマリン容器置き，ガスコン水コップホルダー．4)２カ所同時
使用の吸引チューブ．5)使用後内視鏡入れ及び唾液受けホルダー，以上を作成し，改善を
行った．結果，ベット周囲を有効に活用でき，また迅速な検査介助が可能となり，検査時
間が短縮し患者の苦痛の軽減につながった．
内視鏡検査は，多くの場合苦痛を伴う．それゆえ,患者の訴えを傾聴し，寄り添い励まし，
患者の不安苦痛の軽減を図ることが重要である．今後も，業務内容の整理，工夫，改善に
努力して行きたい．
『連絡先：〒791-0204 愛媛県温泉郡重信町志津川 TEL089-950-5596』

34．リューザブルスネアとディスポーザブルスネアによるコストベネフィット比較
亀田総合病院消化器診断センター

内視鏡室

内視鏡技師 ○出口

治・早川

富永

和宏・松本

〈はじめに〉
大腸ポリープ切除に使用される，スネアに
ついてリューザブルタイプとディスポーザブ
ルタイプとでコストベネフィットを比較した．
比較は「価値分析」の等式（図表１）を用い

勇二・新田

彰一

雄三

図表１：価値分析
Ｖ(Value) モノのもつ価値
Ｆ(Fuuction)機能または働き
＝ －－－－－－－－－－－－－－－
Ｃ(Cost)費やされる費用

た．一般にモノの価値を高めるには，1.コス
トダウン, 2.機能の向上＞コストの上昇， 4.機能向上・コストダウン，という４つの考え
がある．
〈対象及び期間〉

リューザブル群は，オリンパス SD-9U,検討期間１年間，症例数 465 例とした．ディスポ
ーザブル群は，マイクロベーシヴ社 OneSnareTM, 検討期間 11 ヶ月，症例数 554 例とした．
〈再処理工程〉
リューザブルスネアの再処理は， 1 使用後，直ちに酵素洗剤に浸漬， 2 すすぎによる部
門洗浄後，中央滅菌センターにより， 3 超音波洗浄， 4 すすぎ・乾燥， 5 潤滑剤塗布， 6
オートクレーブ滅菌という，APIC を推奨する，いわゆる「完全な滅菌工程」を施した．も
ちろん、ディスポーザブルスネアには，再処理工程はなく，直ちに廃棄処分がなされる．
〈コスト比較〉
スネア１回使用あたりのコスト比較を図表２に示す．リューザブルスネアの製品代につ
いては，定価をベースに購入本数で計算した．労働コストは，最短時間の３時間で計算し
た．実際は，他の医療器具と一緒に流れ作業で処理するので，スネア１本あたりのコスト
は 50 円程度と考えられた．用品代は，各種化学製剤や装置の運転費用で、この場合も他の
医療器具と一括処理するため，100 円程度と考えられた．１回使用あたりのコストは，現
時点では，リューザブルスネアを使用した方が安い結果であった．
１回使⽤当たりのコスト⽐較
リユーザブル群 ディスポーザブル群
製品代

2,671 円以下

3,500 円以下

再処理労働コスト

約 50 円

なし

再処理用品代

約 100 円

なし

廃棄コスト

安い

やや高い

機能の⽐較
リユーザブル群
目的の達成

○－△

ディスポーザブル群
○

偶発症リスク 穿孔 0 出血 0.9％ 穿孔 0 出血 0.4％
容易さ
感染リスク

×
受診者○ 作業者×

○
○

〈機能の比較〉
機能の比較を図表３に示す．「ポリープ切除」という，目的の達成においては両者とも
満足できた．しかし，リューザブル製品は，使用回数を重ねるにつれ，本来の機能に低下
がみられた．偶発症については，両者とも穿孔例はなかった．出血はディスポーザブルの
方が少ない結果だった．容易さについては，リューザブル製品にその都度，組立てや分解
などの手間がかかった．感染リスクについてみると，ディスポーザブルスネアは，受診者

はもとより，作業者にとってリスクを回避できるものと考えた．
〈まとめ〉
ディスポーザブルスネアの選択は，「若干のコスト上昇があるものの，それを上回る機
能向上がある」と判断された．現在私達は，ディスポーザブルスネアを第一選択としてい
る．
『連絡先：〒296-8602 千葉県鴨川市東町 929 TEL0470-92-2211』

35．当院内視鏡技師における内視鏡治療上の工夫
大腸肛門病センター 高野病院
内視鏡技師 ○松平美貴子・村崎ちづ子・蓮沼

医師

前崎

孝之

野崎

良一・高木

恭子

幸一

【はじめに】
当院ではＨＳＥ局注，処置具操作，ポリペク等一連の操作は全て内視鏡技師が行ってい
る．我々が行っている工夫について報告する．
【当院の内視鏡治療の実際】
スタッフ２人が担当し，うち１人が治療の介助につく．介助者は医師の左横に立ち，処
置具を操作する（図１当院における内視鏡治療の様子＝省略）
【内視鏡治療上の工夫】
1.ＨＳＥ局注
粘膜をつつくように刺す．注入時は針を少しづつ引くと良い．大きな病変の場合，病変
が膨隆の中央にくるように，口側，左右，肛門側の順に周囲に小刻みに注入する．
2.ＥＭＲ後のクリップ縫縮
縫縮が難しい大きな切除断端は，まず両端の正常粘膜を縫縮すると，粘膜が寄るため後
のクリップが打ちやすい．また，間にロングクリップを数本打つことより効果的である．
3.留置スネア
ループはこしが弱く反りやすく，一度締めたらやり直しができない．そこで，我々が行
っている方法を示す（図２＝省略）．この方法により，確実かつ有効な結紮が可能になっ
た．
4.２チャンネルスコープを使用したＥＭＲ
１人が把持鉗子を持つ.もう１人がスネアと把持鉗子を操作する．スネアを持つ右手と，
把持鉗子とスネアを操作する左手の左右の強調運動が重要である（図１＝省略）．
【まとめ】
内視鏡技師が処置具を操作することにより，
1.医師は内視鏡操作に専念できる．

2.治療が迅速かつ確実になる．
3.内視鏡治療の適応が拡大する．そのためには，医師との連携が必要であり，医師と助手
との阿吽の呼吸が大事である．
『連絡先：〒862-0924 熊本市帯山 4-2-88 TEL096-384-1011』

36. 内視鏡用自動洗浄機中グルタールアルデヒド(GA)濃度の経時的変化と，内視鏡室内の
空気中ＧＡ濃度の検討
広島赤十字・原爆病院 消化器内視鏡室
看護婦 ○松川

里美・福伝

政子

古川

善也・小野川靖二・松本

能里

山本

昌弘・山岡

唯保

堯子・出口

内視鏡技師(看護婦)
消化器科医師

咲子

古元スミ子

義文

1996 年の内視鏡技師会の勧告以降，２％ＧＡで 10 分間の浸漬が内視鏡消毒の標準となっ
ている．一方ＧＡの暴露による健康被害が懸念されるが，内視鏡室内のＧＡ濃度の検討は
ほとんどされていない．今回，３種類の洗浄機におけるＧＡ濃度を検討すると同時に，空
気中のＧＡ濃度を測定したので報告する．【方法】洗浄回数とＧＡ濃度の関係を検討する
ため，３％ＧＡ製剤を用い，各洗浄機における検査前後のＧＡ濃度を測定した．また，洗
浄機に３％ＧＡをセットし，放置した場合のＧＡ濃度の変化を検討した．空気中ＧＡ濃度
は，内視鏡室内数ヶ所と外来受付にて測定した．なお，各時点の洗浄液ＧＡ検体は測定ま
で－20℃で凍結保存し,ガスクロマトグラフィー法にて一括測定した．空気中ＧＡ濃度は，
SepPak に吸着し，液体クロマトグラフィー法により測定した.【結果】いずれの洗浄機も，
洗浄回数に比例して薬液濃度は低下しており,約 25～35 回洗浄したところでＧＡ濃度は 1.8
％以下となっていた．ＧＡ濃度の自然減少の検討では，液温 22～25℃では，一日平均約３
％づつ低下していた．また，液温 14℃で８日間放置した場合には，ＧＡ濃度が 3.1 ％であ
ったものが，2.7 ％～2.8 ％に減少していた．空気中ＧＡ濃度は，換気の少ない上部内視
鏡室で 0.003 ～0.018ppm であったが，外来受付や大型の換気扇を設置している下部検査室
では, 検出されなかった．（予報集再録）
『連絡先：〒730-8619 広島市中区千田町 1-9-6 TEL082-241-3111』

37．当院内視鏡室におけるグルタラール曝露の現状と課題

－第１報－

京都第二赤十字病院 内視鏡室 看護婦 ○無津呂知子・平木実希子・畠中実智子
岡本

寿美・川合

幹子・宍喰奈佳子

岸本

典子・小林

成子

消化器科医師

宇野

耕治・趙 栄

中島

正継

済・安田健治朗

〔はじめに〕近年，内視鏡消毒に使用されているグルタラール製剤（以下ＧＡ）の毒性・
刺激性・アレルゲン性による医療従事者への影響が問題となっている．既に欧米では，曝
露防止のために法令で空気中ＧＡ濃度を 0.2ppm 以下に規制しているが，本邦においては全
く規制されていない状況である．今回，当院内視鏡室内の空気中ＧＡ濃度を測定し，曝露
の実態調査を行ったので報告する．
〔方法〕使用薬剤はＪ＆Ｊ社製 3.5 ％グルタラール製剤サイデックスプラス 28 で，測定期
間は 1998 年３月 30 日から６月 23 日まで，測定時間は８時から 18 時の１時間毎，測定機器は
ＩＣＦ社製グルタメーター３を使用した．
測定場所は，洗浄室・上部検査室・下部検査室３部屋・前処置室・待合室の７ヶ所で，
そのうち，洗浄室では天井付近・床上 150 cm・床付近の３ヶ所で，その他の場所では，人
の顔の高さで測定した．尚，洗浄機はオリンパス社製洗浄機ＥＷ20・４台，ＯＥＲ２台を
使用している．
測定条件は，通常通り検査の行われた５日間の平均をコントロールとし，その後ＧＡ濃
度に影響を与えると考えられた要素を変えて各２日間測定し，最後にすべてを改善した状
態で４日間測定した．また，休日にも２日間測定した．このうちコントロールと大きな差
を認めた測定条件での結果を報告する．
〔結果〕当院では，午前は上部内視鏡検査のみ，午後は上部ＥＵＳ及び治療，下部内視鏡
検査及び治療が施行されている．ＧＡを多く使用する時間帯は 10 時前後と 14 時前後と考え
られ、コントロールでが９時～10 時と 14 時で欧米の基準値 0.2ppm を超えている．
次に，内視鏡室内のすべての換気扇を止めて測定した．換気されない室内では，気化Ｇ
Ａが蓄積し高濃度となり，14 時から 15 時には洗浄室・上部検査室・前処置室において 0.8
ppm 以上の高値を示した．
検査が施行されず，ＧＡの攪拌や人の動きのない休日には，ＧＡ濃度は上がらず，最高
で 0.11ppm であった．
改善可能な点について以下の変更を行った．すなわち，1)換気扇を洗浄室で２ヶ所から
４ヶ所へ，上部検査室で２ヶ所から３ヶ所へ増設，2)上部及び下部（一部）の浸漬用ＧＡ
を撤去，3)洗浄室内の浸漬用ＧＡシンクの気密性を改良，4)床マットの除去，5)ＯＥＲガ
スフィルターを装着した場合には，全体的な改善を認めた．しかし洗浄室で 0.2ppm を超え
る時間帯を認めた．
〔考察〕以上の結果から，1.洗浄機の稼働及び浸漬作業でＧＡが攪拌されることにより，
気化ＧＡが発生する．2.換気効率が低下すると気化ＧＡは蓄積し高濃度となると考えられ
た．
〔まとめ〕内視鏡検査の需要は年々増大傾向にあり，短時間で効率的な消毒方法が求めら
れる現在，ＧＡは不可欠な消毒剤といえる．ＧＡをより安全に使用するためには，充分に

換気のできる施設，気化ＧＡを拡散させないための工夫，ＧＡ濃度の経時的モニタリング
等の環境整備や，曝露防止の認識を高めるための教育も重要と考えられた．
今後，より安全な高度作用消毒剤への変更が望まれる．
『連絡先：〒602-8026 京都市上京区釜座通り丸太町上ル 355-5 TEL075-231-5171』

38．内視鏡室内のグルタールアルデヒドの残留ガス濃度の調査
福井医科大学附属病院 放射線部
看護婦(内視鏡技師) ○山下 美恵・大澤 秀子
１

はじめに
当内視鏡室では内視鏡，処置具の消毒にグルタールアルデヒド（以下ＧＡと略す）を使

用している．ＧＡは消毒効果が高く，機器に対する刺激も少なく内視鏡や処置具の消毒に
適しているが，最大許容暴露限界の 0.2ppm 以上のガスを吸入すると頭痛, 吐き気等を引き
起こし発癌性も疑われている刺激物質である．
1995 年ＧＡのメーカーである UnionnCarbide 社はその推奨暴露限界の上限を 0.1ppm に下
げており，アメリカ政府産業衛生学者協議会は,0.05ppm を上限として提案している．今回
ＧＡの残留ガス濃度を基準値以下にする為の対策を検討したので報告する．
２

方法
消毒の具体的方法は，内視鏡は１検査終了毎にＧＡ入の自動洗浄器で 10 分間浸漬後洗浄

しており，生検鉗子等の処置具は全検査終了後にＧＡ入トレイに１時間浸漬し水洗いして
いる．又，自動洗浄器，トレイ内のＧＡは２週間毎に交換している．
1)測定場所
1.処置具浸漬用トレイが置いてある検査室１の検査台付近．
2.自動洗浄器が３台ありＧＡの調製も行う内視鏡洗浄エリア．
2)測定器
アイシーエフ社グルタラールメータ３（10cm3 測定）である．
3)測定時間
1.ＧＡ交換前，中，後．
2.自動洗浄器作動前，中，後．
3.処置具洗浄前，中，後．
4)測定条件
内視鏡室の扉は開放，窓は閉鎖し測定の高さは床より約 130 cm でスタッフの呼吸域に相
当する．
1.現状の換気設備で施行．
2.内視鏡洗浄エリアの自動洗浄器３台の中間点の床より，直径 20cm のアルミのダクトを
検査室２の天井の強制排気口に仮設置した設備で施行．

３

結果及び考察

1)自動洗浄器作動後で処置具の洗浄後に内視鏡洗浄エリアのガス濃度は 0.14ppm と最大値
を示した．
2)自動洗浄器作動後は検査室１及び内視鏡洗浄エリアのガス濃度は 0.03ppm から 0.10ppm,
0.13ppm に各々上昇した．
3)強制排気のダクトを設置したところガス濃度は内視鏡洗浄エリアでは 0.14ppm より 0.03
ppm に，検査室１は 0.10ppm より 0.03ppm 低下した．
4)ＧＡの交換により室内のガス濃度は上昇しなかった．
以上よりＧＡのガス吸入と皮膚接触の危険性を最小限に留める為には，内視鏡洗浄時は
ゴーグル，ＧＡ保護用のマスク，手袋，ガウンを着用し防護する．処置具の消毒はＧＡを
使用せず熱処理を行う自動洗浄装置の導入，中央材料部での一括処理，及び鉗子を含めた
ディスポ化等を考慮していきたい．又，当内視鏡室にはダクトによる強制排気が必要であ
り，ＧＡの蒸気は空気より重いことから換気装置は床面に設置することが望ましい．
４

結語
強制排気によりＧＡの残留ガス量が減少しても検査室には常時拡散しており，将来的に

は消毒専用室の設置が必要である．更にはＧＡの調製を全自動で行ったりＧＡに替わる安
全な消毒薬の開発，蒸気を出さない自動洗浄器の開発が望まれる．
参考文献
1)E.W テーラー他：内視鏡;消毒薬と健康 Jaunal of Hospital Infection 28:5-14,1994
『連絡先：〒910-1193 福井県吉田郡松岡町下合月 23 TEL0776-61-3111』

39．内視鏡洗浄用グルタールアルデヒド製剤による副作用を軽減させる工夫
氷見市民病院 内視鏡室（胃腸科）
内視鏡技師 ○竹田
看護婦

医師

紀子

浅 とよ美・中橋

一美・小谷口照美

本川あつ子・川村

春江

若狭林一郎

《はじめに》日本消化器内視鏡技師会による内視鏡の洗浄消毒に関するガイドラインにも
ある通り，グルタールアルデヒド製剤（ＧＡ）は，広く内視鏡洗浄に用いられている．し
かしＧＡは毒性，刺激性，アレルゲン性があり，飛散，付着吸入により皮膚炎，結膜炎，
鼻炎などの過敏症を生じるといわれている．私どもの内視鏡室は，ごく普通の部屋であり，
内視鏡従事者の中に，過敏症状が出てきた者も増えてきた．当院内視鏡従事者（医師及び
看護婦）１６名にＧＡ暴露の副作用調査を行ったところ１０名が改善前では，本剤の臭い
を強く感じていた．副作用を訴えたのは医師より看護婦であった．内視鏡看護婦６名全員
が何らかの副作用を訴えた．そこで，今回瞬時に空気中のＧＡ濃度測定を実施できる機械

（グルタラールメーター３）を使用する機会を得たので，その実態を調べ対策を考えてみ
た．
《方法及び結果》ＧＡ濃度測定は，検査前，中，後，最終終了時の４回とした．測定場所
は，
1.洗浄機の周辺，2. 3. スコープ洗浄場所，4.出入り口の４箇所とした．
アメリカの空気中におけるＧＡの最大許容暴露限度を示す空気品質基準は 0.2 ppm であ
る．当院の場合この数値を大幅に上まわっていたので，どこに原因があるのか考えてみた．
洗面器にＧＡを入れて直接手洗いをしていたこの方法は，ＧＡが飛散付着しＧＡガスが発
生したと思われ改良してみた．
改良Ｉ）ＧＡを浸したガーゼを蓋付き容器に入れて，直接洗浄していたものを拭き洗いに
替える事で空気中のＧＡ濃度が下がると考えた．この方法だと飛散付着はほとんどないと
考えられる．改良前に比べ改良Ｉにする事でＧＡ濃度は１～２ppm 低下したが，0.2ppm は
大幅に上まわった．その原因はＧＡを浸したガーゼを使用後ごみ箱に捨てた事による空気
中への暴露である．改良Ｉでの蓋の開閉に原因があると考え，全ての物に蓋をして，極力
開いた状態にならないようにする．
改良 II）透明ビニールホースを用い，一端をキャップで閉鎖，もう一端をゴム手袋を用い
たシールを付け穴をあけ，スコープを出し入れするようにした．（図＝省略）データーは，
改良Ｉ・II とさらに低値を示した．
《総括》 1ＧＡ製剤をなるべく飛散，暴露しないよう洗浄消毒過程に改良を加えた． 2 ま
だ米国基準値以下ではないが，まずまずの症状改善され，内視鏡室での仕事の苦痛の一端
から開放された． 3 今後ともＧＡの特性をより理解する必要がある．
今回の検討からＧＡ製剤使用にあたり心掛けたい事として・処置具に関してはなるべく
ディスポ製品を使う．・換気に心掛ける（将来的には専用の換気設備が必要である）．
・ゴーグル，マスク，手袋は，最低限必要（手袋も肘までガウンも必要）．・排液には中
和剤の使用が望ましい．
参考文献
1)E.W テーラー他：内視鏡;消毒薬と健康 Jaunal of Hospital Infection 28:5-14,1994
2) 尾家重治他：２％グルタラール暴露による医療従事者の副作用．手術医学 16(4),
615-618,1995
3)感染リスク・マネージメント：月刊ナースデーター．Vol17 No.3:67-68,1996
4)番匠和夫：洗浄・消毒剤の種類と特性; 総合消化器ＣＡＲＥ．Vol2 No.2:30-35,1997
『連絡先：〒935-8531 富山県氷見市幸町 31-9 TEL0766-74-1900』

40．上部内視鏡生検チャンネル残留蛋白清浄度合
帝京大学溝口病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○藤田

賢一

医師

苅部

正巳・永井 孝三・山川

クリーンケミカル株

原田

陽滋

達郎

〔目的〕
最近，Ｃ型肝炎の患者に使用した大腸内視鏡から起きたと思える感染例が報告された．
この時，グルタールアルデヒド消毒をしたがブラッシングをしていなかった．これは正し
い消毒薬を用いても洗浄が不十分である残存している病原微生物により感染が起こること
を証明している．このように感染の成立には病原微生物を構成する残留蛋白質が大きく関
わっている．内視鏡による感染防止のポイントは，チャンネル内の洗浄により残留蛋白質
を減少させることであると言われている．
従来，私たちは内視鏡チャンネル内洗浄効果の判定に生検後の潜血反応を用いてきた．
これは簡便で迅速であるが内視鏡内残留蛋白量の計測まではできなかった．今回，私達は
アミドブラック 10Ｂを主体としたクリンケミカル社製の測定キット（ナイスチェックＲ）
を用いて内視鏡生検チャンネル内に残留した蛋白質を定量したので洗浄度合とアミドブラ
ック 10Ｂの有用性を検討した．
〔測定原理〕蛋白質のアミノ基(NH2) に酸性色素（アミドブラック 10Ｂ）が定量的に結合
することを利用したものである．その方法は最初にチャンネル内の蛋白質をアミドブラッ
ク 10Ｂで染色した後，蛋白質に結合しなかった余分な色素を１％酢酸溶液で洗浄して除去
する．次に蛋白質に付着したアミドブラックを 0.1N NaOH 溶液で回収した後に吸光度 620
nm で比色定量した．
〔各洗浄方法〕使用した内視鏡は 1)未洗浄 2)水 200 ml 吸引 3)インスルネット 200 ml 吸引 4)
ブラッシング（１回）5) 3)＋4) 6) 5)＋インスルネット浸漬（35℃，５分間の処理を
行った．（3)～6)まで 200 ml の水でチャンネル内洗浄を加えた）
〔結果〕表に示す．
〔考察〕未洗浄で 30～60μｇの蛋白量，洗浄後は約 20μｇと低下したものの有意差は見ら
れなかった．これは通常の洗浄処理でも 6)の過程まで行っているため元々の蛋白付着量が
少ないためと考えられた．このことは京都府立医大藤田らの報告（第 13 回日本環境感染学
会）によるとブラッシングを行わず水を吸引した場合 100μｇ,洗浄機洗浄した場合 80μｇ
蛋白残留を示していることから推測された．
〔結論〕今回の試験では洗浄前後の差は元々の汚染が少ないために明確にはでてこなかっ
たがナイスチェックＲ測定が繁雑なものの汚染の程度を定量的にしかも微量でも計測でき
る点で今まで定性的であった潜血反応よりも格段に優れている．
（表１ 上部消化管⽣検チャンネル内の残留蛋⽩量）
GIF-XQ230
(1)未洗浄

No.1 No.2

No.3

29.9％ 35.2％ 61.3％

(2)水 200ml 吸引

24.6％ 23.0％ 27.9％

(3)インスルネット 200ml 吸引*

15.6％ 15.8％ 19.2％

(4)ブラッシング（１回）*

14.1％ 20.5％ 19.2％

(5) (3)+(4) *

14.4％ 10.4％ 22.6％

(6) (3)+(4)+インスルネット浸漬(35 度５分間)* 12.7％ 12.2％ 17.5％
＊水 200ML でチャンネル内洗浄を加えた
（数値は同じ内視鏡から３回繰り返して測定した平均値）
『連絡先：〒213-8507 川崎市高津区溝口 3-8-3 TEL044-844-3380』

41．ヘリコバクターピロリ菌感染者に使用したファイバースコープの洗浄効果の確認
手稲渓仁会病院 内視鏡センター
看護婦 ○浅沼

陽子・山田

典子・寺倉

厚子

瓜田

麻里・田代

紀子・林

礼子

豊子・新妻

裕子

南波喜美子・新谷
医師

真口

宏介

【はじめに】
内視鏡機器の目覚ましい進歩は，消化器疾患の診断治療に大きく貢献している．同時に
検査に伴う感染の危険性も考えられる．当施設では，オリンパス社製自動洗浄装置ＯＥＲ
（以下ＯＥＲ）を使用し，洗浄消毒を行っている．しかし全症例ごとに，薬液浸漬までの
工程を実施することは，時間的制約があり検査件数が多くなれば簡易洗浄で，次の検査に
対応せざるを得ないのが現状である．今回ＯＥＲを使用し流液超音波洗浄だけで Helicob
acter Pylori（以下ＨＰ）が除去されているか，確認したので報告する．
【期間】1997 年５月８日～７月 29 日
【対象】ＨＢs 抗原・ＨＣＶ抗体・梅毒反応が陰性で，ＨＰ感染及び疑いのある患者の胃
粘膜採取に使用した９本のファイバースコープ（のべ 45 回使用）
【方法】
使用直後と洗浄後のスコープの先端部分を綿棒で擦過．ＨＰ菌培地に塗抹微好気条件下
で７日間培養菌の有無について調べた．
【洗浄方法】
1.検査終了後，スコープの表面を酵素洗剤に浸したガーゼで拭き水 100 ml 吸引送気送水を
する．
2.スコープ全体を酵素洗剤で洗い，鉗子チャンネル内をブラッシング後水道水で流す．
3.ＯＥＲで流液洗浄２分超音波洗浄３分．
4.乾いたタオルで拭く．

【結果】
ＨＰ感染及び疑いのある患者の胃粘膜組織を採取し，ＨＰ菌培養を行った 45 例のうち，
陽性患者は 29 例（64.4％）陰性患者は 16 例（35.5％）であった．陽性患者使用後のスコー
プ 29 本のうち菌の付着を認めたものは 10 本（33.4％）認めなかったのは 19 本（66.5％）で
あった．菌の付着を認めた 10 本を含め洗浄後にはすべてスコープにＨＰ菌の付着は認めら
れなかった．
【まとめ】
今回の調査では，ＨＰ菌が付着していた使用後のファイバースコープについては，洗浄
後すべてＨＰ菌が認められず，また菌の付着がなかったスコープについても取り扱い過程
での菌の付着はないと考える．ＯＥＲを使用した流液２分超音波３分の簡易洗浄でＨＰ菌
が除去されていることが確認できた．しかし今回の調査は，スコープ外面からの培養検査
だけであり今後は，鉗子チャンネル内など細部での追加調査を行い，更に時間の短縮と感
染予防の両面から検討を重ねていきたいと考える．
『連絡先：〒006-8555 札幌市手稲区前田１条 12-355 TEL011-681-8111』

42．酵素洗浄剤の有効活用について
財団法人東京顕微鏡院 内視鏡室
内視鏡技師 ○清水
放射線技師
医師

典子・生田目和代・佐藤

古明地

彰

東

馨・小暮

友美

喬

【目的】内視鏡検査において，洗浄・消毒は必要不可欠である．本学会の『洗浄・消毒に
関するガイドライン』においても，消毒前に洗浄することがいかなる場合でも優先される
べきだと提唱されている．また，洗浄は酵素洗浄剤を使用するのが望ましいといわれてい
る．しかし，多種市販されている洗浄剤には，特性や使用方法の明記が特に無いため，効
果が最大限に発揮されているか疑問である．また，各社の製品比較では，経時的に酵素活
性に差があるといわれている．そこで今回は，洗浄剤の効果が高い最適温度と経時特性を
調べ有効な使用方法の検討を行う．
【方法】実際に使用する立場で，スコープや鉗子などに血液が付着したことを想定し，４
種類（Ａ社，Ｂ社，Ｃ社，Ｄ社）の酵素洗浄剤について血液凝結溶解試験を行った．
血液はエッペンドルフで，２μl をプレパラート上にて 24 時間乾燥させ凝結させたものを
使用した．溶解方法は，メーカー指定希釈濃度に設定した，各 200 ml を LAB-MIXER で攪拌
し，以下の調査を各５回行い平均値を求めた．
1.短時間で溶解する最適温度（20～60℃：10℃間隔）．
2.１の実験で得られた最適温度下で，各種製品の経時変化（０，１，２，４，８時間後の
溶解時間）．

【結果】1.各種最適温度に差が見られた．Ａ社は 20℃で５分 29 秒,Ｂ社は 30℃で３分 56 秒，
Ｃ社は 50℃で２分 59 秒，Ｄ社は 40℃で２分 37 秒であった．また，最適温度下においても各
メーカーにより溶解時間に約２倍の差が見られた（Ａ社とＤ社）．
2.洗浄剤希釈後から時間が経過すると，溶解時間が増えた．８時間後の溶解時間では，Ａ
社 14 分 43 秒，Ｂ社は５分２秒，Ｃ社は 12 分６秒，Ｄ社は４分 14 秒であった．製品によって
は，８時間後に 2.5 倍の溶解時間を示したものがあった．（Ａ社）
【まとめ】今回実験をした４種は，プロテアーゼという酵素を使用していると思われる．
この酵素は，常温よりも高温の方が，より活性するといわれている．しかし，自己消化と
熱変性のため，時間経過と共に失活する性質を持っている．このような性質を知ったうえ
で，洗浄剤を使用することが効率の良い洗浄方法と考えられる．また，実験の結果から次
のことが考えられた．
1.各洗浄剤の最適温度を知り，洗浄を行う．
2.用手洗浄の場合，保存性・安定性の良い洗浄剤を使用し，また保存性・安定性の悪いも
のでも，希釈液を作り置きせず，その都度調製して使用するのが望ましい．
3.性能が変化するのであれば，メーカーは適切な使用法の技術資料を提供するべきである
と考える．
『連絡先：〒102-8288 東京都千代田区九段南 4-8-32 TEL03-5210-6626』

43．酸化電位水による院内感染対策マニュアルの検討
日本インテックメディカルサービス株 ○吉田

浩之

緒言：
近年，医療現場で，消毒作用が高く，人体に安全で，しかも菌の耐性を持たない酸化電
位水が開発され，内視鏡洗浄から皮膚の洗浄など院内感染予防対策に幅広く使用されてい
る．この水は，水道水にごく微量（0.04～0.06wt％）の食塩を添加した後，特殊隔膜電極
（４×５）により電気分解によってえられた「酸化電位水」（pH 2.6 前後，酸化電位 1100
mv 以上，次亜塩素酸 8～10ppm,溶解酸素 20～25ppm,溶存オゾン 125g/1 など）に変化したも
のである．平成３年には殺菌水の製造装置として特許登録され，医療現場で用いられてい
ることが，すでに公表されている．
一般医療における酸化電位水の応用範囲は，内視鏡洗浄・器具洗浄・手指洗浄・病棟・
病室の清掃・手術質・リネンなどはもとより，アトピー性皮膚炎や辱創・眼球洗浄・口腔
内洗浄・ファイバースコープを用いた胃・十二指腸潰瘍の治療に用いて著効が報告されて
いる．
対象：
ところが，最近では，「強酸性水」「中性水」「弱酸性水」などの類似製品が多く出回
っており，メーカーによってその効果や信頼性が大きく異なっており，その性質を知らな

いまま使用することは大変危険である．また，多くの医療従事者および販売業者は誤った
情報を基に導入している傾向がある.特に,最近のデータによると「細胞毒性の強いもの」
「消毒作用の低いもの」「原料である水質を制御できない」「データ通りの効果がない」
などの誤解を招いている．
目的：
そこで，われわれは，全国各地で導入されている臨床現場から数多くに殺菌・殺ウィル
ス作用のデータを収集しまとめた．また，臨床応用に基づいた用途開発を行い，酸化電位
水による院内感染防止マニュアルを研究開発し，Ｂ型・Ｃ型肝炎ウィルスから抗酸菌・枯
草菌にいたるまでの殺作用を求められる実戦に応じた使用方法と，消毒レベルアップさら
に薬品コスト削減・利益確保のプログラムを報告する．
方法：
最近では，内視鏡洗浄に自動洗浄機が使用されているが，各現場で培養検査を行うと消
毒されていないことが多かった．そのため，酸化電位水を応用しての内視鏡洗浄について
も，やはり，「ルーチン消毒法」を薦めたい．
酸化電位水は，消毒作用が強いが，タンパクに弱いという特徴を持つ．しかし，あまり
知られていないが，この機械より「強アルカリ水」が同時に吐水する．これが重要な作用
を示すことが明らかになっている．非常に強いタンパク除去作用があることが分かり，そ
の作用は，エンドザイム(タンパク除去剤)と同等である．簡単にその消毒法を紹介する．
1.強アルカリ水のタンクのセット
送気送水の繰り返し（３～５回）～強アルカリ水の入った容器内で外側の洗浄～吸引管
路のブラッシング後吸引をする～付属部品やマウスピースの洗浄
2.酸化電位水の入ったタンクのセット
送気送水の繰り返し（３～５回）～酸化電位水の入った容器内へスコープ，付属部品や
マウスピースを浸漬する～吸引管路に酸化電位水を吸引する
3.水道水の入ったタンクのセット
送気送水の繰り返し（３～５回）～スコープの外側と付属部品やマウスピースを水洗い
する～吸引管路に水道水を吸引し水洗いする
4.水切り乾燥
付属品のセッティング～吸引ボタンを押して空気を 10 秒程度吸引する～エンドクリーナ
ーを使用して，送気送水口の乾燥を３秒程行う～湿ったガーゼにレンズクリーナーを塗
布後レンズ面へ塗布する～セッティング完了
『連絡先：〒730-0845 広島市中区船入川口町 2-4 TEL082-295-1102』

44．クリーントップの有用性 ～第二報～
医療法人社団南ヶ丘病院 内視鏡技師 ○杉本

昭子・佐藤美枝子・前田
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義信・宮崎 誠示
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医師

恵里

幸夫・川尻

文雄

〈はじめに〉
内視鏡の洗浄消毒にカイゲン社製の電解酸性水装置「クリーントップＷＭ－１」（以下
クリーントップ）を導入して，１年２ヶ月が経過しました．現在まで延べ 7,950 件の洗浄
回数をこなしましたが，内視鏡の劣化や重要な機器のトラブルも発生せず，ＡＧＭＬ等の
合併症は１例も見られていません．又，現在，各種処置具や気管支スコープについても検
討中であります．今回，これまでの結果とクリーントップの有用性について報告します．
〈期間〉平成９年９月から平成１０年１０月
〈対象〉（スコープ）上部用 ・・・ ５本
下部用

（クリーントップ）上部用 ・・

２台

下部用 ・・

１台

・・・ ４本

気管支用

・・ １本

〈結果〉
＊有機物性の汚れが多いと殺菌力が不十分となるため，消毒前に流水による洗浄を十分に
行うことが大切です．
1.洗浄・消毒効果
1)上部用１台，下部用１台のクリーントップについての消毒効果（１２例）
上部７例 潜血 (-)

ＨＰ

(-)

好気性（１例のみ candida 0.2cfu/ ml）

下部５例 潜血 (-)

嫌気性 (-)

好気性（１例のみ candida 0.2cfu/ ml）

2)上部スコープ２３例の洗浄消毒結果

全例において

一般細菌 (-)
真

3)気管支スコープ１１例の洗浄消毒結果

全例において

菌 (-)

一般細菌 (-)
Ｔ

Ｂ (-)

＊11 例中１例は，喀痰培養５週目で抗酸菌(＋＋)であった肺結核の症例ですが，洗浄後
の鉗子チャンネル及び電解槽内からは, 菌は検出されませんでした．
4)処置具（マウスピース，ダブルバルーン）洗浄消毒後の培養結果

一般細菌 (-)

2.消毒所要時間
消毒時間が７分と短時間であり，被検者を待たせることなく検査がスムーズに行えるよ
うになりました．（表）
表：消毒方法別所要時間
＋－－－－－－－－－－－＋－－－－－－－－－－－－－＋－－－－－－－－－－－－＋
｜

従来法

｜

３％ステリスコープ

｜

クリーントップ

｜

＋－－－－－－－－－－－＋－－－－－－－－－－－－－＋－－－－－－－－－－－－＋

｜

清 拭

｜

｜

↓

｜

↓

｜

↓

｜

｜

水吸引

｜

水吸引

｜

水吸引

｜

｜

↓

｜

↓

｜

↓

｜

｜

オスバン洗浄

｜

↓

｜

水洗浄

｜

↓

拭

｜

清

拭

｜

｜ 水洗浄・ブラッシング

｜ 水洗浄・ブラッシング

｜

｜

｜

｜

↓

↓

｜ステリスコープ浸漬（15 分）｜ クリーントップ（７分）｜
｜

｜70％エタノール
｜

清

↓

｜

(吸引・清拭) ｜

自動洗浄器（６分）

｜

｜

｜

｜

｜

｜

＋－－－－－－－－－－－＋－－－－－－－－－－－－－＋－－－－－－－－－－－－＋
｜

（５～６分）

｜

（２５分）

｜

（１０分）

｜

＋－－－－－－－－－－－＋－－－－－－－－－－－－－＋－－－－－－－－－－－－＋
3.内視鏡の劣化について
現在までスコープ１本に対して，下記の洗浄回数をこなしてきましたが，スコープの金
属部，軟性部，及び接着部にも劣化は認められていません．
上部消化管スコープ ・・・・・ １，２１０回
下部消化管スコープ ・・・・・

５５７回

気管支スコープ

２１８回

・・・・・

4.安全性に関して
刺激臭はなく，皮膚や粘膜の過敏症状は１例も見られていません．
5.ランニングコストは
〔３％ステリスコープ〕・・・ ￥１，７７６／day （薬液代）
〔

クリーントップ 〕・・・

６５／day （促進剤＋電気代）

〈まとめ〉
クリーントップは，内視鏡の操作部の消毒ができない，連続使用回数が 10 回までと制限
がある，などの問題点がありますが，消毒効果，消毒使用時間，安全性，ランニングコス
トなどの点でメリットが多く，しかも内視鏡の劣化防止が期待できます．また，気管支ス
コープについては，消毒面で問題はなかったものの，スコープのコーテングが（消化器用
と比較して）薄いことから，今後も経過を見る必要があると思われます．処置具に関して
も，マウスピースやダブルバルーン等は、本器による洗浄消毒が可能と思われますが，生
検鉗子については，現在検討中であります．
以上より，クリーントップは，（１日の終わりに行う消毒としてではなく）内視鏡検査
の施行毎に行う洗浄消毒装置として，特に有用であると考えます．
『連絡先：〒921-8141 金沢市馬替 2-125 TEL076-298-3366』

45．自動洗浄機のコネクター部に強酸性水を用いた一般細菌に対する消毒効果
自治医科大学附属病院 内視鏡室
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（はじめに）
内視鏡自動洗浄機は，効率と消毒薬の被爆防御の点から，近年普及してきているが，そ
の洗浄・消毒効果には未だ問題がある．当院でも，患者間洗浄には自動洗浄機を採用して
いるが，当院消化器内科石野らは，特に吸引ボタン取付座，送気・送水ボタン取付座，鉗
子口に菌が残ってしまうという結果を報告している．その結果を踏まえ，私たちは，内視
鏡のコネクター部分に２％グルタールアルデヒド（以下ＧＡ）の噴霧と自動洗浄機のチュ
ーブの先端のＧＡへの浸漬を行い，問題解決に努めてきた．しかし，ＧＡは室内汚染，頭
痛，咽頭痛，鼻・目の刺激症状などを引起し，人体への影響も大きい．そこで今回，ＧＡ
に変わり人体への影響が少なく環境に優しい強酸性水が使用出来ないかと考え，強酸性水
の一般細菌に対する効果にについて検討したので報告する．
（対象）
検査使用後の上部内視鏡１００本．自動洗浄機はウルトラソニック社製システム 83 を採
用．強酸性水の生成には，ホシザキ電機株式会社メディ・ウォスタムを採用．
（方法）
1)検査終了後の内視鏡はベットサイドにて予備洗浄を行う．
2)流し台にて各チャンネル内のブラッシングを行い外表面はスポンジと中性洗剤で洗い充
分に水道水ですすぐ．
3)Ａ群ではコネクター部に強酸性水を噴霧する．自動洗浄機のチューブ先端は強酸性水の
入ったボトルに浸しておく．（ｎ＝50）Ｂ群ではコネクター部にＧＡを噴霧する．自動洗
浄機のチューブ先端はＧＡの入ったボトルに浸しておく．（ｎ＝50）
4)両群とも自動洗浄機にて洗浄・消毒を行う．消毒液はＧＡを用い，消毒時間は 20 分とす
る．
5)洗浄・消毒後の内視鏡について，1.送気送水ボタン取付座 2.吸引ボタン取付座 3.鉗子
口の三ヶ所について滅菌スワブを用い一般細菌培養検査を行う．
（結果）
Ａ群，Ｂ群ともすべての検体採取部位において，一般細菌培養検査は陰性であった．
（考察）
今回の検討では，強酸性水もＧＡと同様な効果を得ることが出来た．強酸性水はランニ

ングコストが安価であり，安全性も高い．しかし，常に新しいものでないと効果がなく，
さらに有機物との接触により効果が低下してしまうため，血液，粘液などは充分に洗い落
としてから使用しなければならない．当院では，毎日強酸性水を交換する事，予備洗浄を
きちんと行う事により，有効性は確立されていると考えられる．
（結語）
強酸性水は，内視鏡自動洗浄機と，内視鏡とのコネクター部分の一般細菌の消毒に有効
である．
『連絡先：〒329-0498 栃木県河内郡南河内町薬師寺 3311-1 TEL0285-44-2111』

