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１．患者向け検査用デモンストレーション・ビデオを作製して
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はじめに
当院では予約制を取り入れていない為，特に検査前オリエンテーションやパンフレット
の配布等は施行していなかった．しかし，年間７０００件，うち治療内視鏡は７００件と
患者が増加し口頭では支障をきたすことが多くなった．
そこで，少しでも不安感を軽減できればとの思いで「デモンストレーション・ビデオ
（以後ビデオと略す．）」を作製した．今回，そのビデオを活用した結果を報告する．
Ｉ．研究方法
期間：平成１１年３月～現在
対象：内視鏡検査を受けられる患者
方法：内視鏡前室で待ち時間内に視聴してもらう
II．結果及び考察
今回，ビデオを作製し実際待ち時間に上映している．
内容をあまり明確に詳しくビデオにすると不安・恐怖をかきたてることに成りかねないと
思い，簡潔に要点を絞って作製した．初めて検査を受けられる患者からは検査後「心配し
ていたが楽に検査が終わりホッとした。」と言う声も何人かの患者から聞かれた．
今後は気管支鏡検査，ポリペクトミー等のビデオも作製し活用していきたいと考えてい
る．
III．おわりに
内視鏡検査を希望する受検者が増加する一方，内視鏡検査を受けたことのない人も未だ
に多数おられる．その方々に検査のイメージを事前に理解してもらうことで「精神的苦痛

もらくになれば」と思いこのビデオを作製したが，予想以上に好評であり，今後さらに各
種内視鏡検査に取り入れていきたい．
『連絡先：〒921-8141 金沢市馬替 2-125 TEL076-298-3366』

２．上部消化管内視鏡検査における前処置法の試み
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〈目的および対象〉内視鏡検査において気泡や粘液を除去し良好な視野を得るための前処
置法について検討した．〈対象〉過去三年間に内視鏡検査を施行した 381 例．男性：217 例
女性：164 例で，６０歳代が最も多かった。
〈各種前処置法の評価方法〉良好，やや不良，不良の評価をした． 1 良好：気泡，粘液が
なく視野良好の状態． 2 やや不良：良好な視野を得るために１～２回洗浄が必要な状態。
3 不良：気泡，粘液が多く，洗浄しても良好な視野が，得られにくい状態．〈従来の前処
置法〉検査２０分前に硫酸アトロピン１Ａ皮下注射し，ガスコンドロップ３ml に水７ml を
加え飲む．検査５分前にブスコパン１Ａ皮下注射し，キシロカインビスカス５ml を咽頭に
入れ除々に出してもらう．
検査直前 ４％キシロカインを塗布する．
〈新たな各種前処置法〉いずれも従来の前処置法の３０分前に開始する．１群：ポカリス
エット 250ml＋ガスコンドロップ３ml．２群：ポカリスエット 250ml＋ガスコンドロップ３
ml＋体位変換（背臥位左右３回後座位）．３群：ポカリスエット 250 ml＋ガスコンドロッ
プ３ml＋プロナーゼＭＳ１包＋炭酸ナトリウム１ｇ＋体位変換（右回転３回後座位）．４
群：朝起きたら，コップ二杯の水を飲みポカリスエット 250 ml＋ガスコンドロップ３ml＋
プロナーゼＭＳ１包＋炭酸ナトリウム１ｇ＋体位変換（右回転３回後右側臥位）．
〈各種前処置法の評価〉図の通りであった．

〈考察〉上部消化管内視鏡検査において従来の前処置法にて気泡や
粘液の除去を行ってきました．しかし，新たな前処置法にて気泡や粘液のない良好な視野
を得るために検討しました．４群：ポカリスエット 250 ml＋ガスコンドロップ３ml＋プロ
ナーゼＭＳ１包＋炭酸ナトリウム１ｇ＋体位変換（右回転し，右側臥位）を行うと，除去
率が良く，さらに検査前の口渇および低血糖の改善や不安感，緊張感の軽減が得られた．
また，内視鏡の良好な画像が得られ，色素散布法では付着が良く，内視鏡の検査時間の短
縮につながり，検査を施行する側と受ける側の両方において有用性が示されました．しか

し，前処置の時間が伸びてしまうことと，体位変換用のベットが必要であるため今後も検
討して行きたい．
〈まとめ〉良好な視野を得るための前処置法について検討した．その結果，４群（ポカリ
スエット 250 ml＋ガスコンドロップ３ml＋プロナーゼＭＳ１包＋炭酸ナトリウム１ｇ＋体
位変換(右回転３回後右側臥位)）が最もすぐれた前処置法であった．
終わりに，今回の結果を参考に，今後も新しい前処置法を続けていきたい．
『連絡先：〒960-1428 福島県伊達郡川俣町五百田 20 TEL024-566-2321』

３．上部消化管内視鏡検査における咽頭麻酔の改善
----キシロカインビスカスからスプレーへ---栃木県立がんセンター 画像診断部内視鏡室
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〈はじめに〉当内視鏡室においては，上部消化管内視鏡検査時にキシロカインビスカス
（以下ビスカスと略す）とキシロカインスプレー（以下スプレーと略す）を併用した咽頭
麻酔を行ってきた．しかし，ビスカスに対する不快感及び苦痛の訴えが多く聞かれた．そ
こで，より苦痛の少ない方法で, 同等の効果が得られるものとして，スプレー単独による
麻酔を試用することとした．本検討をアンケート調査により評価したので結果を報告する．
〈方法・対象〉過去に当内視鏡室において上部消化管内視鏡検査を経験している患者に対
し，本検討の目的や方法を説明し同意を得た上で，スプレーのみを使用した咽頭麻酔を行
った．内視鏡挿入時の違和感，検査中の麻酔効果，今後希望する麻酔方法等についてアン
ケートを実施した．アンケート配布数は 187 名，有効回答数 182 名であった．

〈結果・考察〉前回検査の咽頭麻酔（ビスカス）について，辛かったと答えた人は 43％，
辛くなかったと答えた人は 44％である（図：ａ）．ビスカスについて辛い人と辛くない人
がほぼ同数だったことは，麻酔の見直しをするうえで意義があったと言える．今回の咽頭
麻酔（スプレー）については、前回よりも楽または同じと答えた人は 83％である．内視鏡
挿入時の違和感については，前回よりも楽または同じと答えた人は 68％である．検査中の
麻酔効果については，検査終了まで効いていたが 81％である．この結果より，麻酔効果に
ついては従来の方法と同等の効果が得られていると考えられる．今後希望する麻酔方法に

ついては，74％がスプレー単独の方が良いと答えている（図：ｂ）．前回ビスカスで辛く
なかった人が 44％いたにもかかわらず，スプレーを選択している人が大多数でありこのこ
とより，スプレーのみで十分楽に検査が受けられるということについて，確証を得た．
また，検査医からもスプレーのみの麻酔でも検査は十分可能であるとのコメントを得ている．
しかし，一方でビスカスを希望している人もいることから，将来的には，被検者が咽頭麻
酔の方法を選択できる環境へ方向づけられるよう，さらなる検討が必要と考える．
〈まとめ〉上部消化管内視鏡検査における咽頭麻酔は，スプレーの方が
苦痛が少なく，かつ十分な麻酔効果がえられると考えられた．
『連絡先：〒320-0834 宇都宮市陽南 4-9-13 TEL028-658-5151』

４．胃・食道静脈瘤硬化療法における継続看護の検討
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当院では，1983 年より胃・食道静脈瘤硬化療法（以ＥＩＳと略す）を行っており，検査
前訪問の必要性や緊急ＥＩＳ時の介助・機器のメンテナンスについて研究し発表を行って
きた．これらの研究を基盤にして今回，ＥＩＳ時の前処置から介助・看護を記録している
患者情報・計画用紙について調査し，その用紙の記載による内視鏡看護婦間の継続看護に
ついて検討したので報告する．
《期間》 Ｉ期：1998 年 10 月～同年 11 月（標準看護計画立案前）
II 期：1998 年 12 月～1999 同年１月（標準看護計画立案後）
《対象》
Ｉ期・II 期の期間にＥＩＳを施行した患者 44 症例・154 件で，その内訳は男性 33 例，女
性 11 例，平均年齢 60.4 才，治療回数平均 5.1 回
《方法》
1 看護計画立案の有無による評価・今後の課題の記載率を調査し，計画立案率や評価・
今後の課題の記載率の上昇を目的として標準看護計画を作成， 2Ｉ期・II 期における計画
立案率や評価・今後の課題の記載率を調査・比較した． 3II 期終了後，ＥＩＳを担当する
スタッフ 13 名に，計画の有無や評価・今後の課題の記載により看護がどのように違ってく
るかをアンケート調査した．
《結果》
1 看護計画が立案されていない群は，評価の記載率は 29.6％，今後の課題は 25.9％と低
い割合であった．計画が立案されている群は評価の記載率が 61.5％，今後の課題は 69.2％
で，計画があると評価・今後の課題の記載は高率であった． 2Ｉ期では、計画立案率は
19.4％で評価の記載率は 35.8％，今後の課題は 34.3％だった．II 期では、計画立案率は

81.6％，評価の記載率は 71.3％，今後の課題は 66.3％だった． 3 アンケート調査の結果は，
全員が患者情報・計画用紙に目を通し，前回の評価を参考に計画に添って意識的に関わっ
ていると答えていた．また，“計画の有無や評価・今後の課題の記載により看護がどのよ
うに違ってくるか”の質問に対しては，患者の経過が把握でき苦痛の軽減や援助内容の継
続ができる．個別性の看護ができ関わりが深まる等の回答であった．
《考察》
ＥＩＳは，危険・苦痛を伴い，回数を必要とする治療である．その治療にたずさわって
いる私達は，関わりは短時間でも回数を重ねていくごとに変化する患者の状態を捕らえ対
応していかなければならない．しかし，一人の患者に対し毎回同一スタッフが対応できる
とは限らず，スタッフ間の伝達手段として患者情報・計画用紙は重要な用紙となる．看護
計画や評価・今後の課題の記載は，ＥＩＳ時の前処置や機器の準備，治療中の配慮等患者
にとって適切と思われる看護の継続，問題点に対しては対策を考えて患者の現状に合わせ
た個別性の看護を行うための情報源となる．より多くの患者に対し看護計画を立案してい
くには標準看護計画は有用であり、計画を実行・評価していく中で今後の課題が明確にな
る．そして，それらを記録に残すことにより次の治療に活かされると考える．
《考察》
ＥＩＳにおいて内視鏡看護婦間の継続看護を行うには，統一された用紙に記録を残し保
存することが必要である．看護計画を立案し評価・今後の課題を記載していくことで個々
の患者の看護が継続される．
『連絡先：〒060-0033 札幌市中央区北３条東 8-5 TEL028-658-5151』

５．当院における内視鏡的胃瘻造設患者の現状
公立能登総合病院 内視鏡技師 ○青木

稲子・若林外喜子・鷹合

看護婦

半田

禎恵

訪問看護部

山岸

正美・川端

和美

医師

竹内

安紀・中村

勇一・奥村

美紀

義治

近年，経腸栄養療法のひとつとして，内視鏡的胃瘻造設術（以下ＰＥＧと略す）が施行
されるようになりその有用性が報告されている．当院では平成６年よりＰＥＧを開始し，
平成 11 年３月まで 86 件の造設術を行った．平成８年 16 件，平成９年 23 件，平成 10 年 35 件
と
急速な増加傾向にある．
ＰＥＧ患者の造設時の年齢は，最少 35 歳から最高 98 歳で平均年齢は，男性 70.3 歳，女性
77.9 歳であった．
対象となった原疾患は，脳血管障害 70 例（82％），老人性痴呆６例（７％），消化器癌
３例（４％）であった．

施行の理由としては，誤嚥性肺炎の反復が最も多く，それと重複して経口摂取量の不足
があげられた．次いで経鼻胃管トラブルが多かった．経鼻胃管が誘因と思われる食道炎，
食道潰瘍の症例も 11 例あった．施行の目的は，85 例（98％）が栄養路の確保であった．
ＰＥＧ患者は，現在 10％が施設，16％が他院，24％が自宅での療養中である．そのうち
21％（19 例）が当院の訪問看護を受けている．
ＰＥＧ患者の死亡者数は 40％（35 例）で，死亡した場所は，在宅死６％，施設４％，他
院４％，再入院及び当院入院のままが 26％であった．死亡者の生存期間は造設後４日から
４年４カ 月，平均９カ 月であった．33％（29 例）が１年未満で死亡していた．その反面，
生存者数は 60％（51 例）で，ＰＥＧ後３年以上経過している７例を始め，１年以上経過し
ている長期生存者が 25 例に達している．
ＰＥＧを開始した当初は，胃瘻チューブのトラブルや，スキントラブルに対する問い合
わせが，内視鏡室に直接入る事があった．しかし，手元にデーターがないために，迅速に
答えられなかったり，適切な指導が行えないことがあった．そこで我々は，独自にＰＥＧ
患者用カルテを作成し，内視鏡室に保管することにした．このカルテには，まずＰＥＧ前
に入院カルテより情報収集した内容を記録した．次いで造設時の一般状態，合併症の有無，
内視鏡所見，ＰＥＧの位置等を記録し，電子コピーも貼付することにした．更に，患者の
反応やＡＤＬも記録し，患者の全体像が捉えられるようにした．その後の転帰，経過など
は、担当看護婦又は訪問看護部から情報を得て，その都度記録した．そうすることで，個
個の患者の状態が把握できるようになった．
ＰＥＧチューブ交換は，訪問看護部が窓口となり，当内視鏡室で行っている．チューブ
交換の依頼があった時には，このカルテから，造設時の内視鏡所見を確認して，交換だけ
を行うか，内視鏡検査も同時に行うか等を判断するときに，医師と共に活用している．チ
ューブ交換の間隔は，３カ 月から１年４カ 月と症例により個人差があった．それは栄養の
種類，使用頻度，介護者の管理方法に多少の関連があるものと思われる．
ＰＥＧ患者に対する管理は，患者を中心にして，自宅，施設・診療所，開業医・病院を
頂点に置く三角形の相互関係で成り立っている．病院の中においては，訪問看護部，中央
内視鏡部が連絡を取り合い，情報を共有化するようにしている．これからも患者及び介護
者が安心して療養が受けられるよう，綿密に連絡を取り合いながら関わっていかなければ
ならないと考えている．
『連絡先：〒926-8610 石川県七尾市藤端町午部 22 TEL0767-52-6611』

６．内視鏡的胃瘻造設術後の管理上の諸問題
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【はじめに】内視鏡的胃瘻造設術（以下ＰＥＧと略）は，優れた栄養管理法として普及し
てきているが在宅医療での位置づけは未だ充分とは言えない．今回我々は，在宅医療に向
けての基本的な取り組みを検討した．【対象と方法】平成５年９月より平成 10 年８月まで
に施行したＰＥＧ90 例 92 件を対象とし 10 年 11 月末時点での転帰，合併症，管理上の問題点
を調べた．【成績】男性 34 例，女性 56 例，平均年齢は 79.8 歳で死亡 14 例，生存 76 例．基礎
疾患は，全例脳血管障害であった．生存例に於ける転帰先は，入院 47 例（一般病床 20，療
養型病床 27）施設入所 20 例，在宅６例，転院３例であった．当院では，ＰＥＧ造設後約５
週でボタンに交換し以後４カ 月毎のボタン交換を原則とし，必ずＧＦで観察した．合併症
は，創部感染 14 例 15.2％，ボタン破損 14 例 15.2％，自己抜去 11 例 11.9％，嘔気．嘔吐 10
例
10.8％，接触性胃びらん潰瘍７例 7.6 ％，不良肉芽７例 7.6 ％，瘻孔狭窄３例 3.2 ％，バ
ンパー埋没３例 3.2 ％，肺炎２例 2.1 ％，食道炎２例 2.1 ％，胆嚢炎悪化２例 2.1 ％，下
痢２例 2.1 ％，皮膚びらん・潰瘍２例 2.1 ％，自己抜去による腹膜炎２例 2.1 ％，限局性
腹膜炎１例１％，横行結腸誤穿刺１例１％，胃穿孔１例１％，目詰まり１例１％，亜鉛欠
乏性皮膚炎１例１％，血清ナトリウム欠乏１例１％であった．ＰＥＧ施行後は，可能な限
り退院を進めたが，介護者の不安や問題点として 1.カテーテルの取り扱い方，2.栄養剤注
入時のトラブル，3.カテーテルの破損，4.瘻孔部の異常，5.トラブル発生時の連絡体制で
あった．これに対して当院では，内視鏡室を中心にネットワークを作り定期的に連絡と訪
問を行った．（図）１，２に対しては，介護者用のマニュアルを作成し，退院時指導や管
理手順の説明を強化した．３に対しては，カテーテルの見直しを行い，製品上の欠陥に対
してはメーカーに改善を依頼した．４，５に対しては，電話対応を 24 時間体制とした．
＋－－－－－－－－－－－－－－＋
｜介護者の管理上の不安と問題点｜
＋－－－－－－－－－－－－－－＋
1. カテーテルの取り扱い方

2. 栄養剤注入時のトラブル

3. カテーテルの破損

4. 瘻孔部の異常

5. トラブル発生時の連絡体制
【考察】
1.合併症を予測し予防する事は，ＰＥＧの長期管理上不可欠でありＧＦによる定期観察が
必要である．又，不良製品も存在する為製品の吟味も必要である．

2.介護者は，カテーテルの取り扱い方に習熟し常に全身状態を観察する必要がある．この
為には，医療機関は分かり易い説明と迅速な対応で支援する必要がある．
3.ネットワークを整備し 24 時間体制でトラブルの対応に当たることで，合併症を最小限に
くい止め，患者と介護者の負担が軽減される．
【結語】1.合併症の予防には，医療機関と介護者との緊密な連絡が不可欠である．
2.支援体制を万全にすることでＰＥＧは在宅医療に，より貢献すると思われる．
『連絡先：〒860-0073 熊本市島崎 2-2-25 TEL096-354-1731』

７．上部消化管内視鏡検査時のＳedation に関する検討
－ミタゾラムの投与量を中心として－
東京労災病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○大沼
看護婦
医師

由美

斉藤美恵子
歌橋
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上部消化管内視鏡検査時に，ミダゾラムによるＳedation を行った時の呼吸・循環動態
や副作用について検討し，第４１回本研究会において報告した．ミダゾラムを 0.02～0.10
mg／kg 投与した際の収縮期血圧・脈拍・経皮的動脈血酸素飽和度には著明な変動はなく，
また重篤な副作用もみられず，安全に施行し得るとの成績を得た．今回はこの結果をふま
えて，患者の苦痛を軽減し，検査後早期の覚醒を得るための，ミダゾラムの投与量につい
て検討した．
対象は 1998 年７月より 1999 年３月までの間に上部消化管内視鏡検査時に，患者の希望に
よりミダゾラムを静脈内投与した，重篤な基礎疾患のない 117 例である．これを体重１kg
あたりに投与量によりＡ群（0.02mg／21 例），Ｂ群（0.03mg／26 例），Ｃ群（0.04mg／29
例），Ｄ群（0.05mg／18 例），Ｅ群（0.06mg／11 例），Ｆ群（0.07mg／12 例）の６群に分
け，次の 1 から 3 の検討項目について６群間で対比した．
1.覚醒状態：ミダゾラム投与 60 分後（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ群では 30 分後にも）に 10 秒間の閉
眼起立試験と５ｍのち直線歩行試験を行い，両者とも可能な場合を覚醒とした．
2.検査時の苦痛の程度
3.次回Ｓedation の希望
2,3 については十分な覚醒の後，アンケート調査を行った．尚，統計処理には χ2 検定を
用い危険率１％未満を有意差あり，５％未満を有意の傾向ありとした．
成績は以下の如くであった．
160 分後覚醒していた症例は，Ａ群 100 ％，Ｂ群 96.2％，Ｃ群 100 ％，Ｄ群 66.7％，Ｅ群
63.6％，Ｆ群 47.0％であり，Ａ，Ｂ，Ｃ群がＤ，Ｅ，Ｆ群に比し有意に高率であった．ま
た，30 分後の覚醒率はＡ群 81.0％，Ｂ群 80.0％，Ｃ群 66.7％でＤ群 33.3％との間に有意差

または，有意の傾向を認めた．
2.検査時の苦痛については，Ａ群の１例を除きすべての症例で「非常に楽」または「比較
的楽」と回答し，いずれの投与量でも十分な評価が得られた．しかし，「非常に楽」をみ
るとＤ群が 94.4％と最も高率であり，Ａ群 66.8％，Ｂ群 69.2％との間に有意の傾向がみら
れた．
3.次回もＳedation を希望した症例はＡ群 100 ％，Ｂ群 84.6％，Ｃ群 93.0％，Ｄ群 88.9％，
Ｅ群 100 ％，Ｆ群 91.7％であり，各群間に有意差はみられず，投与量に関係なく希望する
症例が多かった．「希望しない」はわずか３例（2.6 ％）で，理由は「Ｓedation なしで
も苦痛を感じない」あるいは「今回の検査が楽であったためＳedation なしでも受けられ
そうだから」であった．「どちらともいえない」の６例（5.1 ）は，いずれも「初回検査
のためＳedation なしと比較できない」と回答した．
以上のように，上部消化管内視鏡検査時の苦痛はＳedation により著明に軽減され，ほ
とんどの患者が次回もＳedation を希望した．また，ミダゾラムの投与量については 0.03
mg／kg 以下では「非常に楽」が少なくなる傾向があり，0.05mg／kg 以上では検査後早期の
覚醒が得にくいため，0.04mg／kg が適切であると考えられた．
『連絡先：〒143-0013 東京都大田区大森南 4-13-21 TEL03-3742-7301』

８．グルカゴンの安全性に関する検討
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 内視鏡部
看護婦 ○中野美由紀・鶴浜
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〔はじめに〕
グルカゴンが消化器内視鏡の前投薬として汎用されており，抗コリン剤に比較し安全であ
ると喧伝されている．しかし，グルカゴン投与症例で内視鏡検査終了後に副作用と考えら
れる愁訴の出現をきたした症例を経験したため，その原因追求と安全対策について検討し
た．
〔対象〕
1999 年３月～４月の期間に施行した上部消化管検査 22 例である．内訳は，グルカゴン（グ
ルカゴンＧ・ノボ）12 例，比較対象として抗コリン剤（臭化ブチルスコポラミン）10 例で
ある．グルカゴン投与の適応については，65 歳以上の高齢者，心疾患や緑内障などを合併
するものとした．
〔方法〕
グルカゴンと抗コリン剤投与後における血糖値の推移と自覚症状について検討した．投与
方法としてグルカゴンについては，検査開始５分前に，抗コリン剤は検査開始 15 分前に施

表１

⾎糖値の変動

グルカゴン ブスコパン

前

88.5±9.5 97.7±21.9

NS

30 分後 129.3±22.8 99.8±25.6 P＜0.01
120 分後 82.7±24.5 90.2±23.8

NS

⾏した．⾎糖値の測定は，投与前・投与後の 30 分と 120 分に⾏った．なお，⾎糖測定には，
京都第⼀科学社製のグルテストエースを使⽤した．また，問診については,投薬後 120 分に
実施した．
〔結果〕
グルカゴン投与例については，投与前と 30 分後，30 分後と 120 分後の⾎糖値の変動につい
て有意差を認めた．（表１）

すなわち投与後 30 分をピークとして⾎糖値は急激な上昇，そして低下を認めた．（表２）
抗コリン剤投与例については，投与後 30 分から，120 分に有意差がみられた．グルカゴン
の様な⾎糖値の急激な上昇，低下はないが，30 分〜120 に低下を認めた．症状については，
抗コリン剤の使⽤者で 18％，グルカゴンでは 6.8 ％の患者が嘔気・倦怠感・空腹感などを
認めた．しかし，２群間に有意差は認められなかった．

〔考察〕
グルカゴン投与による症状は，投与後急上昇した血糖が 30 分後をピークとして急激に下が
るために起こることが原因であると考えられ，投与後 30 分以降 120 分の間に症状が出現す
ると推察される．したがって症状出現の予防対策として高齢者や high risk 症例について
は 30 分～120 分までにブドウ糖あるいは，補食の摂取が有効であると判断した．
〔結語〕
グルカゴン投与による症状発現の一つは投与後における血糖の急激な上昇とその後に連動
する正常血糖へ回復までの急な下降現象であることが推測された．
『連絡先：〒241-0811 横浜市旭区矢指町 1197-1 TEL045-366-1111』

９．携帯パルスオキシメーターonyx〈NONIN 株スタープロダクト社〉の検討
－Ｓedation を内視鏡下で受ける患者に対して－
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はじめに
当院の消化器内視鏡では“苦痛なき内視鏡検査を目的に静脈麻酔によるＳedation
を施
行している．十分な説明をおこなった後，鎮静剤として，ジアゼパム（セルシン）フルニ
トラゼパム（サイレース）ミタゾラム（ドルミカム）を使用している．鎮静効果増強の為
塩酸ペチジン（オピスタン 35mg）を使用している．これらの薬剤を用いることで時に呼吸
抑制を生ずることがあるがモニタリングをすることにより安全な内視鏡検査が行える．こ
れまで緊急時は装着に手間や時間のかかる血圧監視装置を使用していた．
今回携帯型・onyx を使用することで簡単にモニタリングが可能であり安心して検査ができ
た．平成 10 年４月より上部消化管内視鏡検査でＳedation
を施行した患者 100 例で検討し
た結果を報告する．
onyx の全景は寸法 ３.3×３.5×５.7 cm
重さは 60ｇと非常にコンパクトである．２ヶの単４アルカリ電池によりモニタリングが
可能である．
期間 1999 年１月から２月
対象 上部消化管内視鏡検査 受検者 100 人．
セルシン 10mg１Ａ，オピスタン 35mg１Ａ使用した人
方法 Ｓedation 前後にオニックスを患者の指に装着，モニタリングし検査中の酸素飽和度
の変動を観測した．

結果 表１：鎮静剤投与後２～４分に脈拍が最大 60 平均 16.4 増加した．またそれとともに
血中酸素飽和度が最大 17 平均 4.1 と大きく低下する事が判明した．

表２
表２：100 人中モニタリン
グ低下（90 前後）した患者 36 人，
うち６人に指示により酸素吸入
した．
考察

これらの結果より循環動態

の変動が危険域に及ぶのは検査開
始２分～４分に出現する事がわか
った．よって安全に検査を施行す
るためには検査開始直後よりパル
スオキシメータによる十分な観察
が重要であると考えられる．
利

点＊小さく軽量である．
＊重篤患者検査中でも不整脈の有無を表面ランプの表示（緑，黄，赤）によって簡
単に理解できる．
＊電池はアルカリ単４．２ヶで連続１２時間使用できる．
＊1000 回のスポット検査が可能である．
＊指に挟むだけでデータが読み取れ安心して検査ができる．

問題点＊長時間モニター用に使用するには不向きである．
体動時はづれやすいのが欠点でもあるが患者が興奮したときほどすぐはずれるの
で安全ともいえる．使用中，何度もはずれる場合があり紐を通し，先端に洗濯バ

サミをつけて患者の衣服にはさんで使用している．
まとめ
以上Ｓedation を用いた上部消化管内視鏡検査時において簡単で迅速なオニック
スでモニタリングすることにより安心が得られ安全に検査が行えたので報告する．
『連絡先：〒921-8141 金沢市馬替 2-125 TEL076-298-3366』

10．上部消化管内視鏡検査時の挿入部位別呼吸，循環動態の調査
友仁会山崎病院 内視鏡センター
看護婦 ○橋本
内視鏡技師
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1.はじめに
上部消化管検査法の一つとして内視鏡検査は一般的な検査法となっているが，やはり被
検者にとっては侵襲的な検査法である．より安全で安楽な検査を提供するためには，検査
が被検者に与える影響を知ることが重要と考え，上部消化管内視鏡検査時における被検者
の状態変化を心拍数・血圧・酸素飽和度の面から検討した．また当センターで前投薬とし
て使用を試みているプロポフォールについても若干の検討を加えた．
2.対象・方法
20 から 70 歳代の 82 人で，平均年齢 52.2 歳．その 73％が内視鏡検査の経験者だった．患者
監視装置を用い，観察部位別に血圧・心拍数・酸素飽和度を測定した．測定箇所は検査前，
咽頭部，噴門部，幽門輪内視鏡通過時，生検時，検査後とした．また検査後，被検者に検
査に対するアンケート調査を行った．
3.結果
血圧上昇は 84％に認め，血圧上昇時の内視鏡観察箇所は，咽頭部が最も多く，ついで十
二指腸，噴門部だった．収縮期血圧は最高 82mmＨｇ，平均 23mmＨｇ，拡張期血圧は最高 55
mmＨｇ，平均 13mmＨｇの上昇があった．心拍数は 93％に上昇を認め，その時の観察箇所は

血

プロポフォール

無

上昇した人

84 ％

圧 最も変動した部位
平均変動値

酸素飽 下がった人
和度

最も下がった部位

咽頭部

有
0 ％
咽頭部

+23/+13 -35/-20
24 ％
咽頭部

100 ％
咽頭部

変動幅
上昇した人
最も変動した部位

94～

80～

100%

100%

94 ％

90 ％

咽頭部

平均

ブスコパ

心拍数

ンあり
ブスコパ
ン無し

変動値
苦痛だと感じたところがあった人

咽頭部

+23％

+33％

+15％

+14％

86％

0％

血圧上昇と同じ箇所だった．歩行程度と同等の心拍数上昇を示したＡ群，積極的な散歩時
と同等の上昇を示したＢ群，汗ばむ程度のランニング時と同等の上昇を示したＣ群の３群
に分け，ブスコパン使用の有無で検討した．使用群の平均上昇率は 32％，不使用群は 15％
だった．使用の有無に関係なく高齢者ほど検査が与える影響は大きいことが示唆された．
酸素飽和度は，94 から 99％で変動は認めなかった．また検査後，内視鏡が咽頭部通過時に
苦痛を感じると答えた人は 86％．幽門部では 21％だった．
4.プロポフォールとの比較検討（別表参照）
5.まとめ
苦痛や不快感を感じやすい咽頭部や十二指腸観察時は，それぞれ内視鏡通過に伴う違和
感や胃壁の過伸展がその原因と考えられ，苦痛と循環動態の変化は比例する傾向があるた
め，特に高齢者で高血圧症や心疾患を有する患者に対しては，苦痛軽減のため言葉かけや
ハンドタッチなどを積極的に行う必要があると思われた．
【参考文献】
1)池上春男：適度な運動とは何か？
『連絡先：〒522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町 80 TEL0749-24-5487』

11．尿素呼吸試験における口腔内洗浄の必要性
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 内視鏡部
内視鏡技師 ○佐伯
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（はじめに）Helicobacter pylori （ＨＰ）感染の除菌後の判定として 13Ｃ尿素呼気試験
（ＵＢＴ）は非侵襲的で高感度な診断方法である．今回私たちはＵＢＴにおける口腔内洗
浄の検査結果に及ぼす影響を検討したので報告する．
（対象）1996 年６月から 1998 年 11 月までにＨＰ除菌治療を行い，その後除菌判定を行った

113 例で，初期の 1996 年６月から 12 月までの 21 例は口腔内洗浄なしで，1997 年１月以降の
92 例は口腔内洗浄を行った．
（方法）13Ｃ尿素 100 mg を水 30ml に溶解して内服し左側臥位とし，15 分後の呼気を採取し
測定した．口腔内洗浄例は 13Ｃ尿素内服直後に約 200 ml の水道水にてうがい洗浄した．Ｕ
ＢＴの判定としては，５‰以下を陰性，５‰から８‰を擬陽性，８‰以上を陽性とした．
総合判定としては，細菌培養，病理組織鏡検，ＵＢＴの全て陰性を陰性とし，いずれか１
つが陽性のものを陽性とした．ＵＢＴのみ擬陽性の例は偽陽性とし，またＵＢＴのみ陽性
で，６ヶ月後口腔内洗浄にて再検して陰性を確認した例は偽陽性とした．
（結果）口腔内洗浄を行わない例では 68.4％に偽陽性を認め，口腔内洗浄を行った例では
7.1 ％に偽陽性を認めるのみで，有意差をもって口腔内洗浄例に偽陽性例が少なかった．
（結語）ＨＰ感染の除菌後の判定としてＵＢＴを施行する場合には口腔内洗浄の必要性が
あると思われる．
【参考文献】
1)加藤 元嗣他；内科 78 巻１号 Helicobacter pylori 感染症疫学・診断 13C-ウレアブレス
テスト．内科 78 巻１号
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12．検査時の循環動態分析からの偶発症予防対策
岩手医科大学附属病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○菅野
看護婦

大和

医師

高橋

純子・浅部

恵子・中田

栄子

浩・加藤智恵子・佐藤

邦夫

陽子

高齢化や生活習慣病の増加から高血圧症患者が内視鏡検査の被験者となることも多く偶
発症の発生が危惧される．また，安楽と安全な検査を目的として最近，鎮静剤の使用が普
及してきている．今回，降圧剤内服と鎮静剤投与が検査中の血圧や心拍数に与える影響を
検証した結果，その有効性が明らかとなったので報告する．【研究方法】〈対象〉上部内
視鏡検査（以下検査）を受けた患者 54 名．これらの患者を，降圧剤を処方されかつ検査当
日内服してきた患者 10 名（以下内服群）と当日降圧剤を内服してこなかった患者 10 名（未
内服群）また，処方を受けておらず検査時ジアゼパムを使用しなかった患者 27 名（以下対
照群または非投与群）とジアゼパム投与を受けた患者７名（以下投与群）に分類した．
〈方法〉収縮期血圧（以下血圧）と心拍数を安静左側臥位時（以下安静時）・スコープ挿
入時（以下挿入時）・胃内観察時（以下観察時）・終了時・終了５分後の５時点で測定し
た．統計学的検討ではｔ検定を用い，危険率５％以下を有意差ありとした．【結果】1.対
照群の血圧と心拍数の変化：対照群の平均年令は 43.4 歳で，血圧安静時（ＢＤ＝117.1 ±
15.5mmHg）に比較して挿入時（ＢＤ＝144.9 ±24.7mmHg）と観察時（ＢＤ＝147.7 ±33.3

mmHg）に有意な上昇を認めた．心拍数は，安静時（ＨＲ＝77.2±17.3/min）に比較し挿入
時（ＨＲ＝100.6 ±23.9/min）観察時（ＨＲ＝108.3 ±22.8/min）終了時（ＨＲ＝99.2±
19.0/min）５分後（ＨＲ＝89.3±16.0/min）とすべての時点で有意な上昇を認めた．2.降
圧剤内服比較：血圧では内服群は他の２群に比較して低い傾向にあり，特に挿入時（安静
時に対する上昇率：以下同様）（10.5±13.3％）は対照群（23.9±15.0％）に比較し有意
に低下した．心拍数は，内服群は挿入時（11.3±12.0％）観察時（10.0±9.8 ％）終了時
（12.3±12.0％）５分後（-3.4±7.5 ％）であった．これに対して，未内服群は挿入時
（31.1±18.1％）観察時（38.0±21.4％）５分後（14.5±15.0％）であり内服群が未内服
群と比較して，挿入時・観察時・５分後で有意に低下した．また，対照群は挿入時（34.5
±35.2％）観察時（45.4±38.3％）終了時（32.0±26.2％）５分後（19.1±25.7％）であ
り，内服群は対照群と比較してすべてに有意に低下した．3.鎮静剤投与比較：血圧は，投
与群は挿入時（6.9 ±17.2％）であり，非投与群（23.9±14.9％）に比較して有意に低下
した．【考察】内服群は，血圧と心拍数の上昇が有意に低く，特に心拍数の上昇が抑えら
れたことは降圧剤の作用の影響と示唆される．未内服群の上昇率は対照群と同程度である
が，安静時の血圧は対照群に比較して内服群・未内服群ともに有意に高く推移する．高血
圧症患者において，急激な血圧や心拍数の上昇は循環器や脳血管系の偶発症発生の危険性
が高い．また，対象の中で高血圧を合併した高齢者が全体の 75％を占めており，高齢者の
身体的特徴を考慮した配慮と検査当日の確実な降圧剤の内服指導の徹底が必要である．鎮
静剤投与により，挿入時の血圧上昇が抑えられ負荷が軽減できたと考える．しかし，検査
中患者との対話が困難となるためモニタリングなどの副作用予防のための観察が重要であ
る．【まとめ】検査は，血圧・心拍数の上昇などの身体的なストレスとなる．降圧剤の内
服の継続，鎮静剤の適切な投与は安全で安楽な検査に有効である．
【参考文献】
1)渡辺千之他；上部消化管内視鏡検査における循環動態変化の検討,Gastro-enterrogical
Endoscopy,Vol.40
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13．大腸集団検診における精検受診者の意識調査について
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【はじめに】全大腸内視鏡検査（以下ＴＣＳ）は苦痛を伴うのではないかという被検者の
不安が大腸がん検診における精検受診率の低下を引き起こすことが危惧されている．

【目的】今回，私達は，精検受診者の検査に対する不安の軽減および安全性と効率を考慮
したオリエンテーションの在り方を明らかにすることを目的とする．
【方法】二次精検受診者の不安に対する意識調査を行い，オリエンテーションビデオを制
作し，ビデオ使用後の被検者の意識調査とスタッフの意見調査を行った．
【対象】１．1998 年６月～９月までの精検受診者 380 名にアンケートによる意識調査を実
施しました．内訳は，初回受診者 258 名（68％）既受診者 122 名（32％）二次精検説明会
参加者 72％，不参加者 28％であった．
２．ビデオ使用後の意識調査の対象者は，二次精検が少なかった時期もあり，精検受診者
と外来ＴＣＳ受診者あわせて 60 名にアンケートを実施した．内訳は，初回受検者 43％，既
受検者 57％であった．
【結果】「検査に対しての不安の有無」については，有りが 43％，なしの回答は 57％でし
た．不安なしと回答した人の 35％は，即受診者だった不安の内訳は，悪性疾患の有無に関
する不安と検査時の疼痛についての不安が７割を占めていた．「検査前に検査内容に関す
るビデオやパンフレットを希望するか」に対しては，希望者は 52％，そのうちビデオが 61
％と多かったので，私たちはオリエンテーションのビデオを制作することにした．ビデオ
使用後「ビデオを見て検査の内容と方法が理解できましたか」に対しては，はいが 92％，
いいえが５％であった．
【考察】ビデオ使用後の被検者の意見では，動きがあるので，よく検査内容がわかりやす
く，検査後もどこに行ったらよいかわかる．緊張がほぐれ心の準備ができた．スタッフか
らは，過度に緊張した被検者の割合が減ったなどから，検査の手順が理解され，対する不
安の減少に効果的であったと思われる．早い時期にビデオを見たい希望者については，検
査日の前にビデオを見てもらう工夫の必要性もあると考えている．また，痛みの程度が分
からないなどは，個人差もある為，課題として上げられた．検査所要時間に関しては，ビ
デオの中に出されていなかった為，口頭で説明を加えました．
【まとめ】精検受診者の意調査では，検査に対する不安と同程度見られた．精検受診者の
半数が視覚的オリエンテーションを希望した為，検査内容のパンフレットとビデオを制作
し，導入した．ビデオ導入後の調査では、検査に対する理解度の向上と不安に対する軽減
に効果が見られた．
【引用・参考文献】
1)朝倉裕美他；大腸内視鏡を受ける外来患者へのオリエンテーション,消化器ケア Vol.1.2
1997
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14．大腸内視鏡検査オリエンテーションビデオの活用について（第２報）
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近年，大腸内視鏡検査の普及に伴い，ポリープ切除も日常の外来検査の中で盛んに行わ
れている．その為，被検者の理解を充分に得る事が，検査を進める上でも重要になってく
る．
当院内視鏡室では，1995 年に被検者が安心して大腸内視鏡検査を受けられるようにオリ
エンテーションビデオを作成し，第 34 回本研究会に於いて発表を行った．
ビデオの構成は，大腸検査を受ける上での注意事項，前処置と検査の説明，ポリペクト
ミーの術後の注意点等から成っている．
当初は，ビデオを検査前に貸し出す方式のみを行ってきた．ビデオの理解度，有用性に
ついて高い評価を得たが、高齢者によるビデオの取り扱い，返却率，コスト面等の問題が
生じ，今後の課題となっていた．
そこで昨年専用の大腸前処置室を造設する際，ビデオとモニターを設置し，検査当日前
処置を行ってる間，オリエンテーションビデオを上映することにした．前処置の時間を利
用してビデオを見てもらったり，大腸検査の予約を取った時にも見てもらう事で，検査に
対する理解を深める事ができた．
また自宅で前処置を行う被検者に対しては，従来通り，ビデオテープの貸し出しを行っ
ている．この２つの方式を併用することで，ビデオの貸し出し本数は減少し，返却率，コ
スト面の問題を軽減する事ができた．
ビデオを見た被検者にアンケート調査を行った．理解度は 92％の人が理解できたと答え
ており，わかる所とわからない所があったと答えた人が５％，わからなかった人は３％だ
った．
検査に対して不安のあった人は 60％，不安はなかったと答えた人は 40％だった．これは
全体の 67％の人が２回以上検査を受けている為で，初めて検査を受ける人は，全員不安を
持っていることがわかった．
不安のあった人で，ビデオを見る事で 95％の人が不安が解消，又は軽減されたと答えて
おり，初めて検査を受ける被検者に対してこのビデオは，有用だと言える．
各方式の特徴をまとめると，ビデオの貸し出し方式は，わからなかった所やもう一度見
たい場所を，繰り返し見ることができる．
家族と一緒に見る事で，食事の注意や制限，生活上の注意等，一人では難しい事も，家
族の理解と協力を得ることができる．
続いて院内での上映方式の特徴は，待ち時間を利用して，一度に多くの被検者に見ても
らいことができる．
わからなかった事や質問を，すぐに受け付ける事によって，被検者の理解を深める事が
できる．などと言った事があげられる．

貸し出し方式と，院内での上映方式を併用する事で，お互いの長所を生かし，欠点を補
うことができた．それぞれの特徴に合ったビデオの活用が大切と言える．
今後は内容を細分化したビデオ，特にポリペクトミー後の注意について，食事の制限や
献立等，細かく具体的に映像化したビデオを作成し，活用していきたいと思う．
『連絡先：〒104-8560 東京都中央区明石町 9-1 TEL03-5550-7044』

15．大腸内視鏡検査前処置法の検討－マグコロールＰ100g を試みて－
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はじめに
当院では 1992 年６月より大腸内視鏡検査の前処置法として，ニフレック液(ＰＥＧ)1500
ml の服用を 3752 人に実施してきた．その経験に基づき，本法の成績を 1997 年の院内研究に
おいて，106 人を対象に調査を施行した．その結果ニフレック液は，プラスチックや塩分
の臭いがして，飲みづらいという意見が多かった．
今回，大腸内視鏡検査前処置用下剤，マグコロールＰ100g が市販されたのを機に，患者
100 人に試みて，前処置能と飲みやすさについて，アンケート調査を行ったところ好評で
あったので報告する．
１

研究方法

１）期間 平成１１年１月から３月１０日
２）対象 当院でマグコロールＰ100g を服用して下部消化管検査を施行した．
男性 57 名，女性 43 名 計 100 名
３）方法 検査の前処置法は，検査前日には通常の食事を召し上がっていただき植物繊維
の多いものは避け午後９時にヨーデル１錠とラキソベロン１本をコップ１杯の
水で飲む．
検査当日の朝６時頃マグコロールＰ１包を水の溶解して 1800ml にしたマグコロ
ール液を約１時間かけて飲む．
2 結果
ニフレックの味に比べ美味しかったと答えた人は 50％，まあまあの味と答えた人は 43％
であった．ニフレックの味に比べポカリスウェットのような味で飲み易く，好評であった．
量についてニフレックの時は飲めないと残してきた患者さんが 16.4％いたが，マグコロー
ルの場合は 300 ml 多いにもかかわらず残した人は２％でした．この２％はニフレックも同
様に全量飲めなかった．マグコロールＰ飲用後に自覚症状のあった人は 34％であった．腹

部膨満感，悪心，嘔気を訴える例が 33％と多かったがどれも軽度のものであった．
次回もマグコロールＰを飲みたいと希望した人は 88％と多数を占めた．
大腸洗浄能では，大腸腸管内が良好で観察が可能だった人は 61％であった．残便が少し認
められたが，吸引や洗浄等により観察に支障がなかった人は 33％でした．また５名の患者
さんからはスッキリした排便感がないという方がありましが，排便状態は良好であった．
3 考察
マグコロールＰ等張液を使用してからは飲み易いという意見が多く，飲みにくさに関し
てはほとんど改善されたと思う．ニフレックと比べ安価であるが新たな問題点も残されて
いる．それは 1)量が多い，2)スッキリした排便感がない等である．
まとめ
今回マグコロールＰ等張液を用いて検討した結果，本法は飲み易さにおいては好評であ
り，また，きわめて有用な腸管洗浄効果もあり今後ますます期待できる腸管洗浄液と思わ
れる．
『連絡先：〒921-8141 金沢市馬替 2-125 TEL076-298-3366』

16．当院での大腸内視鏡前処置の改善
－経口腸管洗浄剤(ニフレックＲ) の在宅服用法の統一化を目指して－
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大腸内視鏡検査の前処置であるゴライテリー（ニフレックＲ）による腸管洗浄法は，2000
～4000ml と大量の洗浄液の服用が必要であり，服用にかかる時間が２～３時間を要するた
め被検者の負担軽減及び拘束時間をより短くするためニフレックＲの在宅服用を試み良好
な結果が得られたので報告する．
期間 1998 年 11 月～1999 年３月
対象

原則として 30 分以内に来院可能な方
年齢に関係なく理解力のある方

方法

前日：食事制限なし
眠前にセンノシド（プルゼニドＲ）２錠服用
当日：検査開始予定３時間前より服用
ニフレックＲ2000ml＋消泡剤（ガスコンドロップＲ）10ml
（初回のみラキソベロンＲ10ml の投与）を 15 分毎 200 ml 服用

結果

スタッフが服用法の説明を統一化するためにパンフレット及び残便状態を説明用写

真パネルを作成した．被検者の理解度・通院時間を考慮することで在宅での前処置は可能

であった．また自宅でのニフレックＲ服用による副作用はなく，院内服用と在宅服用を比
較すると服用量・服用時間・最終便の確認等に差はなかった．来院から検査開始までの時
間は短縮されたものの今後の課題である．
考察

大腸内視鏡検査では被検者の理解力や通院時間等の条件が揃えば，その前処置法と

して腸管洗浄は家庭という慣れた環境の中で落ち着いて服用できると考える．さらに個々
に応じた仕事や家事などができ，また排泄に関する羞恥心をやわらげることができるとい
う被検者のニーズに一歩近づいた方法であると思われる．今後も在宅服用化を目指したい．
『連絡先：〒648-0072 和歌山県橋本市東家 1-3-8 TEL0736-34-1200』

17．大腸内視鏡検査における前処置の検討
－便のモデルを用いた説明とアンケート調査より－
岡山赤十字病院 内視鏡室 ○能瀬真知子・浅井
石田真弓美・池上

美和・太田

厚子

洋子・田中セツ子

中居ゆり子
〈はじめに〉
大腸内視鏡検査の前処置として，腸管洗浄が十分にできているか否かは，検査を円滑に
行う上で重要である．当院では従来，検査に適切な便の性状を口頭で被験者に説明し，腸
管洗浄後の便の性状の判断は被検者に任せていた．しかしこの方法では，実際に内視鏡を
挿入すると被検者の訴えとは異なり，十分な腸管洗浄が行われておらず，十分な視野が得
られない事も少なくなかった．そこで検査に適した腸管洗浄が行われているか否かを客観
的に判断するために，便モデルを作成し，被検者の便の性状と比較してもらう事を試みた．
〈目的〉
１．便モデルを使用して，被検者の腸管洗浄後の便の性状を客観的かつ正確に把握する．
２．便モデルに対する被検者の理解度を評価する．
〈対象〉
平成 10 年６月～平成 11 年３月までに，外来で腸管洗浄液（ニフレックＲ）２l を使用し
て前処置を行い大腸内視鏡検査を施行した 123 名を対象とした．
〈方法〉
１．腸管洗浄液を飲用する直前に，人工的に作成した性状の異なる４種類の便モデル（ 1
残渣のない黄色透明便． 2 残渣のある黄色透明便． 3 残渣のない茶色不透明便． 4 残渣の
ある茶色不透明便）を用いて説明を行った上で，腸管洗浄後の被検者の便と最も性状が近
い便モデルの番号を報告してもらった．
２．次に被検者が回答した便モデルの性状と，内視鏡挿入時の腸管内の残便との比較検討
を行った．
３．被検者の理解度に対する評価はアンケート調査により行った．

〈結果〉
被検者より報告された便モデルの性状と，内視鏡下に観察された残便の性状がほぼ一致
した者は 123 例中 113 例（92％）であった．
アンケート調査による被験者の便モデルに対する理解度についてみると，123 中 112 例
（91％）が「わかりやすかった」と答えており，便の性状を客観的に判断する上で便モデ
ルは有用と考えた．「わかりにくかった」あるいは「どちらでもない」と答えた者の理由
をみると「モデルの違いがわかりにくい」が最も多かった．原因として，モデルは放置し
ておくと濁りや残渣が沈澱する事，色の差があいまいであった事が考えられた．
〈まとめ〉
１．大腸内視鏡検査の前処置において，腸管洗浄後の便の性状を正確に把握する上で，便
モデルの使用は有用と考えた．
２．便モデルの濁りや残渣のみでなく色にも着目し，便モデルの改良を行うことにより，
被検者への理解度も増し，より効果的と考える．
今後も便モデルの改良を行い，よりよい前処置が行えるよう努力していきたい．
『連絡先：〒700-8607 岡山市青江 2-1-1 TEL086-222-8811』

18．大腸内視鏡検査における用手圧迫のポイント
平塚胃腸病院池袋藤久ビルクリニック
内視鏡技師 ○小林
看護婦

峰子・蛭田

重義

吉川

優子・金子志津枝・鈴木理恵子

長野

澄子

医師

高橋

秀理・豊田

平塚胃腸病院 医師

平塚

秀雄

利男

目的）大腸内視鏡検査の挿入に当たり，内視鏡技師が用手圧迫をいかに活用し、被験者
の苦痛を軽減できるかを検討した．
対象および方法）池袋藤久ビルクリニックにて全大腸内視鏡検査を施行した 823 症例を
対象にした．当クリニックの内視鏡室は，内視鏡専門医４名と内視鏡技師５人にて構成さ
れている．そこで術者別に，挿入時間、ループの有無，前処置の状態，圧迫法について検
討を加えた．圧迫方法は以下４種類にて検討した． 1 恥骨上部の圧迫法～スコープが肛門
縁より 15cm～20cm ぐらい挿入され，先端がＳ状結腸下部近傍に存在する際に使用する．恥
骨先端を１～２襞進め，ループの形成を予防する方法． 2Ｓ状結腸直線化～一端直線化し
たＳ状結腸が再ループを作るのを防ぐために，下腹部を左右から圧迫する方法．スコープ
の先端が脾曲近傍に存在し，かつＳ状結腸が直線化ができている場合に有効となる． 3 横
行結腸最下垂部の圧迫～スコープの先端が最下垂部に存在するときに，臍のすぐ上を心窩
部の方向に圧迫し，横行結腸を持ち上げ，スコープのたわみを防ぐ方法． 4 肝彎曲での用

手圧迫～スコープの先端が肝彎曲を超えない場合に使用．右肋弓窩を背側～右側腹部に向
け圧迫をして，先端を上行結腸へ進める方法．
結果） 1 回盲部までの挿入時間は，４～５分で，術者による差を認めなかった． 2 用手
圧迫の方法と頻度は，術者により差を認めるものの，恥骨上の圧迫はすべての検者で 50％
以上と，使用頻度が高かった． 3 ループと圧迫の関係をみると，恥骨上の圧迫は Hooking
the Fold 法で 57.3％と，α ループの 25％に比べて多かった．一方苦痛の強い push 法はすべ
ての部位で無目的に圧迫をしていた． 4 前処置の状態とループとの関係をみると，前処置
がいい状態であると，苦痛の少ない Hooking the Fold 法で 72.3％と高かった．
まとめ）用手圧迫は恥骨上部の圧迫が，ループを作らないという意味で，最も有用であ
った．ループができてからの無目的の圧迫は，十分な有用性を期待できなかった．
『連絡先：〒171-0025 東京都豊島区池袋 1-18-2 藤久ビル西 1-9F TEL03-5951-1201』

19．当院における経肛門的イレウス管使用例の紹介
富山県立中央病院 内視鏡室 看護婦 ○五本
細川
医師

友子・浜田佳寿美・吉田
佳子

柿木嘉平太・米島
藪下

明美

博嗣・里村

吉威

和久

Ｉ．はじめに
大腸癌イレウスに対する緊急処置として通常は，経鼻的イレウス管挿入による減圧法が
第一選択とされているが，左側大腸における癌性イレウスでは減圧効果が上がらない場合，
緊急に人工肛門造設術が行われることもある．しかし，経肛門的イレウス管を使用した場
合，肛門から挿入された減圧チューブによってイレウス状態を解除し，全身状態の改善を
はかるとともに，術前検査をする時間的な余裕を獲得することもできる。一方で，患者の
精神面での苦痛・不安を考えた時看護婦の安全でスムーズに処置が行えるような介助が求
められる．当院においては平成９年５月より経肛門的イレウス管を導入し数例の症例を経
験したので報告する．
II．合併症及び不適応症例
〈合併症〉1)挿入時の痛み・出血 2)腸管穿孔及び穿孔を原因とする腹腔内感染 3)チューブ
減圧時の潰瘍形成・腸管壊死
〈不適応症例〉1)大腸内視鏡検査に耐えられない症例 2)多発狭窄症例 3)腹膜炎
III．結果
1)平成９年５月～10 年７月の期間に大腸癌で手術となった症例 160 例中 102 例が左側大腸
癌であった．2)平成９年５月以前は，二期的手術が施行されていたが経肛門的イレウス管
を導入して以来二期的手術は行われていない．3)経肛門的イレウス管挿入症例の平均年齢
は 70.4 才，男女の比率は男７例，女５例，平均挿入期間は，7.3 日であった．4)経肛門的

イレウス管挿入患者で腹痛の自覚があった患者は 12 例中９例，腹満の自覚があった患者は
12 例中６例であった．腹満・腹痛ともほぼ全例において５日以内に症状の改善が得られた．
IV．考察
平成９年より経肛門的イレウス管を導入し 10 数例経験した．左側癌性イレウスであり手
術までの保存的な処置であったが，施行することにより患者の全身状態及び身体的苦痛は
明らかに軽減している．又，イレウス管挿入により腸管浮腫等の改善が得られ，一期的手
術が可能であり術後のＱＯＬの改善に際しても効果があった．一方で，患者が体験する不
安・緊張・恐怖及び羞恥心は計り知れない．そこで処置前の患者へ充分な説明を行い，無
知からくる恐怖心の軽減に努めること．又様々な不安を抱える患者に対して現在の進行状
況を説明し，細かい訴えに耳を傾けることも重要である．今後更に患者の基礎疾患・既往
症・現在の病状等，病棟看護婦からの情報を充分に生かし熟練した技術をもって介助する
ことが重要である．
Ｖ．おわりに
我々内視鏡室に勤務する看護婦は，常に注意力・観察力を鋭く働かせ患者の安全と安楽
を第一に考えた介助をすること，又これらの処置具に対しより使用しやすくなるよう探究
心をもって接することも重要な役割であると考える．
【参考文献】
1)興津輝他：経肛門的イレウス管を使うことによって待機的に手術しえた閉塞性大腸癌の
一例，学会誌
2)矢崎はる美：下部ポリペクトミーの介助と看護,消化器内視鏡ケア,日総研出版,1998,4
3)石田康男他：新しいイレウスキットによる経肛門ドレナージ法，手術，第 50 巻，第９号,
1996.

『連絡先：〒930-8550 富山市西長江 2-2-78 TEL0764-24-1531』

20．当院における寝たきり患者の宿便性イレウスに対する大腸ファイバーの一考察
大滝病院 内視鏡技師 ○竹田
医師

直美・一 さゆり

小野

博美・伊藤

重二・大滝 秀穂

（はじめに）
高齢者の急性腹症でもっとも多いのがイレウスで全体の約 40％といわれている．その主
な原因は，既往の開腹手術による癒着，大腸癌，次いでヘルニア嵌頓である．その他に，
腸管機能の低下や筋力の減弱に伴う排便機能の低下により，大量の大便が貯留した
いわゆる糞詰まりからイレウスに至る例もある．
今回，当院において入院期間中に宿便が原因と思われる排便困難から，イレウス症状を示
した症例を経験した．その改善に大腸ファイバーを用いた腸管洗浄を施行しイレウスを解
除できたので技師の立場から若干の考察を加え報告する．
（対象）

期間は平成 10 年６月から平成 11 年１月．
対象患者は入院期間中に排便困難からイレウス症状を示した女性１名，男性１名で，女性
患者について報告する．
患者は 81 歳女性で，糖尿病のコントロール目的で入院していた．
既往歴に，脳梗塞後遺症，便秘症があり，寝たきりに近い状態であった．
入院一ヵ月後に排便困難からイレウス症状を呈する様になった．
ＣＴ，ＵＳ，その他の検査にて特別な所見乏しく，宿便によるイレウス状態と診断され，
翌日ファイバーによる腸管洗浄の対象となった．
（方法）
被検者の体位は仰臥位中心で，膝を屈曲させた．ファイバーが侵入しにくい時のみ左側臥
位とした．腸管洗浄液は，30℃前後の微温水２リットルの中にガスコンドロップ 100 ml を
混入した．50ml ディスポ注射器にて鉗子口より圧をかけ注入した．固形便の場合，３～５
回注入し便をある程度やわらかくし慎重にファイバーを進めた．ファイバー先端のレンズ
面に付着した便は，送気送水，腸管洗浄液注入により取り除いた．
（結果）
直腸から横行結腸にかけて，多量の固形便や粘土状の便が見られ，洗浄と吸引を頻繁に繰
り返した．下行結腸は流動状の便の中に固形便が見られたが，洗浄回数は少なく盲腸部ま
で到達することができた．尚，洗浄中患者の全身状態は安定しており，多量の便の排泄が
見られた．腸管内には器質的所見はなかった．腸洗浄後イレウスは解除され，経過も良好
で腹痛訴えもなかった．その後，病棟より自然排便が見られていると報告を受けている．
（考察及びまとめ）
一般に高齢者の宿便は，大腸潰瘍，下血，穿孔及びイレウスの原因となることもあり注意
を要するといわれているが，今回我々は摘便や高圧浣腸でも改善されない宿便性イレウス
に大腸ファイバーを使用した．ファイバーを用いた腸管洗浄方法より，内容を徹底的に排
除しイレウスを安全に解除することができた．更に，腸管を刺激したことにより腸運動も
見られ，腸管機能の改善も期待できると思われた．高齢者の宿便性便秘から起こるイレウ
スに対し，大腸ファイバー腸管洗浄方法は有用な手段の一つと考える．
また，鉗子口より注入するときの要点として，硬便や粘土性便が進行を妨げる場合，ドク
ターと介助者の協力は必要不可欠で，ドクターの指示に従いタイミングよく注射器を強く
加圧し，目標とする場所に送水することが必要である．
さらに，注射器は 20ml では吸引チャンネル内でのロスがあり注入量が少なく，加圧にもし
にくい．50ml のほうが１回に注入する量が適度で，加圧もしやすく効果的と考える．
ファイバーは診断と治療に用いられることが多いが，イレウスの解除にも応用できること
が分かった．今後当院においては，宿便性イレウスに対し，簡便でしかも安全に解除でき
る大腸ファイバー腸管洗浄方法を積極的に施行したいと考える．
『連絡先：〒910-0029 福井市日光 1-1-1 TEL0776-23-3215』

21．強酸性水を使用した上部消化管内視鏡の簡易洗浄法の検討
宮城県対がん協会 がん検診センター
看護婦 ○中川 知恵
内視鏡技師

渡辺

恵・高橋 久恵・鈴木ゆき子

斎藤 純子
保健婦
医師

高橋 久子
阿部 慎哉・野口 哲也・渋谷 大助

近年，上部消化管内視鏡検査による H.pylori 感染が注目され，有効な内視鏡の洗浄方法
が検討されている．１日の検査終了後の洗浄方法は，グルタールアルデヒドへの浸漬と自
動洗浄機の使用で，ほぼ確立されている．しかし，検査間の洗浄方法は，施設によりそれ
ぞれ独自の方法で行われているのが現状である．
強酸性水は，検査間に使用する消毒剤として有用であることから，当センターではＨ９
年より強酸性水を使用した簡易洗浄方法を実施している．強酸性水への３分間の浸漬は，
H.pylori に対して有効な消毒方法である事を第 40 回日本消化器内視鏡技師研究会で報告し
た．
〔目的〕
３分間の浸漬は，検査間に行う洗浄法としては時間がかかりすぎるため，より短時間で
可能な H.pylori の経内視鏡的感染予防の洗浄方法を検討した．
〔対象〕
H.pylori 陽性者 78 例に対して施行した上部消化管内視鏡検査直後の内視鏡を使用して検
討した．H.pylori 陽性者の判定には，内視鏡下に得られた生検組織を用いて，迅速にウレ
アーゼテストおよび組織鏡検法により行った．
〔洗浄法〕
検査終了後，内視鏡の外側を酵素洗剤で清拭し，送気・送水を行い鉗子口にチューブを
接続し，酵素洗剤を 50ml 吸引する．流水下で，中性洗剤にてしごき洗いをし，３方向のブ
ラッシングを実施する．流水にてすすぎ洗浄した後，今回は，強酸性水への浸漬を０から
15 秒・30 秒・１分・３分とし，さらに強酸性水を吸引する量を 100 ml と 200 ml で検討した．
なお，強酸性水は p.H 2.7 以下，塩素濃度 30ppm 以上であることを確認して使用した．
〔採取方法〕
内視鏡洗浄後の鉗子口から蒸留水を注入し，内視鏡先端よりスピッツに採取する．さら
に内視鏡表面を綿棒で拭い，前述のスピッツの中で抽出した．採取した検体はウレアーゼ
Ａ遺伝子より作成したプライマーを用いて，ＰＣＲ法にて検討した．

〔結果〕
30 秒以上の浸漬かつ 200 ml の吸引で消毒した内視鏡からは，30 例中１例の H.pylori 残存
も確認されなかった．
〔結果〕
強酸性水への 30 秒以上の浸漬かつ 200 ml の吸引は，H.pylori の経内視鏡的感染の予防に
有効であるとともに，検査間に行う簡易洗浄法として有用である．
『連絡先：〒980-0011 仙台市青葉区上杉 5-7-30 TEL022-263-1525』

22．当院で行っている自動洗浄機による内視鏡機器の洗浄・消毒法について
－より安全で確実かつ能率的な洗浄・消毒法を考える－
仙台胃腸クリニック 内視鏡技師 ○菅原るみ子・高橋
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美香
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はじめに
内視鏡機器による感染が大きな社会問題となろうとしてきている今日，より安全で確実
かつ能率的な洗浄・消毒法が望まれる．これらの観点から，当院で行っている内視鏡機器
の洗浄・消毒法について紹介する．
当院の洗浄・消毒法による利点
当院では内視鏡検査時の感染防止のため，２本のスコープと２台の自動洗浄機を使用し，
一検査毎に洗浄・消毒を行ってきた．この方法による利点は下記の如くである．

１．患者一人毎に完全消毒済みのスコープが使用でき，安全である．

２．自動洗浄・消毒中はスタッフの手間が省け，次に患者の準備などができ能率的である．
３．検査に携わるスタッフも安全である．また，医師の協力も得て，内視鏡検査に関わる
予約管理システムから内視鏡機器の管理までの全てを内視鏡技師などが統括的に行ってい
る．
安全な内視鏡検査を行うための提案と検討
今後の社会情勢を踏まえて，安全な内視鏡検査を行うため，内視鏡検査の件数，医師や
スタッフの人数，内視鏡の設備の数から検討した次の様なシステムを提案したい（図）．
当院の場合は担当医師が１名で，医師からの検査結果説明も含めた内視鏡検査に要する時
間を患者１名に対して 20 分と設定している．次に一般病院で担当医師が２名の場合，内視
鏡検査に要する時間を当院と同様に想定すると，２名の医師による検査件数は少なくても
20 件となる．検査の件数が倍増し，スコープの回転も早くなるためスコープ４本，自動洗
浄機３台で対応する．更に，担当医師以外の臨時検査も入った場合はスコープが５本とな
るが，自動洗浄機は３台で十分対応できると考えられる．いずれの場合も担当スタッフの
人数は現状のままである．但し，スコープの本数や自動洗浄機の台数などは検査を行う医
師の人数によって左右されるが，使い回しに必要な最低のレベルで考えてみた．
おわりに
より安全で確実かつ能率的な洗浄・消毒を行うためには医師にも協力を求める一方，内
視鏡技師による一元的な内視鏡室の管理が必要と考えられる．内視鏡機器による感染が社
会問題となり，医事紛争にならないためにも重要であると考えられる．
『連絡先：〒981-3121 仙台市泉区上谷刈 2-4-30 TEL022-218-3888』

23．酵素洗浄剤の熱による安定性と保存方法について
財団法人東京顕微鏡院 内視鏡室
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検査補助
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【はじめに】酵素は，熱や酸などに対して弱く，不安定で失活しやすいと言われている．
これからの時期，夏場の車内はかなりの高温となる．日本自動車連盟（ＪＡＦ）の調査に
よると，車内温度は約 60℃までに上昇すると言われている．そのため，熱に弱い酵素洗浄
剤は，搬送中に酵素活性が低下する可能性があると考えられる．また，工場から作られ，
我々ユーザに納品されるまで，どのような条件下で届くのか疑問がある．
【目的】私たち，第 41 回日本消化器内視鏡技師研究会にて，酵素洗浄剤を有効的に活用す

る方法を検討し，洗浄効果について各メーカーに差がある事，また希釈後から使用までの
時間に際し，至適条件のある事を報告した．そこで今回は，酵素洗浄剤そのものの，保存
温度と熱による影響について検討した．
【方法】実験方法は，国内メーカー３社の酵素洗浄剤について，
１．５℃で冷蔵保存したもの
２．25℃で常温保存したもの
３．一度 60℃まで上昇させ，常温保存したもの
を，各社ごと指定された濃度と希釈温度により作成した酵素洗浄剤の中に，24 時間乾燥さ
せた血液を浸漬させ，攪拌しながら溶解時間を測定した．
【結果】
１．各社とも，冷蔵・常温保存したものは，３分から４分台の溶解時間で，有意差は認め
られなかった（ｔ検定）．
２．一度 60℃から常温保存したものは，冷蔵・常温保存よりも溶解時間が長く，差が見ら
れた（ｔ検定）．また，製品によっては約３分の差があった（Ａ社：７分 58 秒とＣ社：４
分 39 秒）．
３．60℃まで上昇させた酵素洗浄剤の中には，常温保存の時より２倍近く溶解時間がかか
ったものもあった（Ａ社：常温３分 35 秒，60℃～常温７分 58 秒）．
４．Ｃ社は，溶解時間にバラツキが少なかった（Ｃ社：冷蔵３分 17 秒，常温３分 50 秒，60
℃～常温４分 39 秒）．
【まとめ】酵素は，熱に対しての影響が大きく，時間経過と共に失活する．特に，製造場
所や製造日，搬送経路が不明確な点が多いため，熱や時間の影響が懸念される．Ｃ社のよ
うに，溶解時間のバラツキが少ない酵素洗浄剤もあるが，酵素量や成分の違いによるもの
と考えられる．最適な条件下で保存する事が望ましい．そして，各社の搬送時の温度に注
意して欲しい．また，ユーザーも納品されてからの保管場所を考える必要がある．
『連絡先：〒102-8288 東京都千代田区九段南 4-8-32 TEL03-5210-6601』

24．内視鏡自動洗浄・消毒装置におけるグルタラール濃度の変動とその交換頻度について
金沢大学がん研究所附属病院 看護婦 ○鈴木すずゑ
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はじめに
近年，内視鏡検査件数は飛躍的に増加している．そのため，検査に伴う感染の危険性が
問題となっている．1996 年３月に日本内視鏡技師会消毒委員会から「内視鏡の洗浄・消毒
に関するガイドライン」が示され，内視鏡による感染対策として，検査後の十分な洗浄と
適切な消毒剤を用いた消毒の必要性が指摘されている．また，検査前に調べられる感染症

はＨＢＶ，ＨＣＶ，梅毒などに限られているため，内視鏡を受ける患者すべてを感染症と
みなさなければならないとされている．
そこで当院では，「１患者１スコープ」を掲げ，１度使用したものはその都度用手洗浄
のみでなく，内視鏡自動洗浄・消毒装置（以下、自動洗浄機と略す）を用いて，グルタラ
ール製剤による消毒を行うことにした．しかし，消毒委員会によるとガイドラインでは 10
分間の消毒が望ましいとされているが，時間的制約もあり，非感染者については３分間の
消毒が実情である．また，自動洗浄機の使用回数が増加するため，消毒液の交換頻度が従
来の２週間に１回では，その濃度が不十分であるのではないかと思い，今回上部内視鏡の
自動洗浄機のグルタラール製剤の濃度の変動を調査し，交換頻度について検討したのでこ
こに報告する．
Ｉ．調査対象と方法

（表）洗浄回数とグルタラール濃度の変動

1) 調査期間：

3.0＋
｜

Ｈ９年５月 14 日～５月 28 日 2.8＋
｜
2) 対象機器：

2.6＋
｜

オリンパスＥＷ－20

2.4＋
｜

（消毒液：3%ステリスコー 2.2＋
｜
プを使用）

2.0＋－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜

3) 方法：

1.8＋
｜

(a) サンプリング方法を用 1.7＋
｜
い，液温は約 21℃とする． 1.6＋
｜
(b) ガスクロマトグラフ法 1.4＋
～
により測定する．

0.0＋－－＋－－＋－－＋－－＋－－＋－～－＋－
％

20

25

30

35

40

80 洗浄回数

3 洗浄２５回目

4 洗浄３０回目

4) 測定内容
1 調製直後，洗浄０回目
5 洗浄３５回目

2 洗浄２０回目

6 洗浄４０回目

7 交換直前，洗浄８０回目

の計７回，１クールのみとした．なお，設定時間は水洗５分，消毒３分の 15 分工程とし
た。
II．結果
洗浄０回目におけるグルタラール濃度は，2.912%，洗浄 20 回目では 2.398%，洗浄 25 回目
では，2.289%，洗浄 30 回目では，2.200%，洗浄 35 回目では，2.133%，洗浄 40 回目になると
2.074%，洗浄 80 回目では，1.394%となり，洗浄回数が 40 回をこえるとグルタラール濃度が
2%以下となった．（表）
III．考察
一般に，自動洗浄機における消毒液の力価低下の主な原因としては，有効成分であるグ
タラールの経時的な劣化と洗浄機槽内に残留する水分による希釈（１回使用毎に約 50ml の
残存水により希釈され消毒濃度が 0.01％低下すると言われている．）が挙げられている．
宮崎らによると，芽胞を除く一般的な病原菌に対する殺菌効果は，２％グルタラール製剤
を用いた場合，３分間で十分な効果が得られるとされている．又，赤松らは最も強力とさ
れているＢ型肝炎ウイルスについて，２％のグルタラール製剤を用いた場合でも，１分間
である程度の殺菌効果があると報告している．
当院でも，自動洗浄機の使用回数の増加に伴い，初めの３％から洗浄 20 回目では 2.398%，
洗浄 40 回目では 2.074%となり消毒液濃度が２％を維持することができた．したがって，一
般に言われているＢ型肝炎ウイルス等に有効なグルタラールの濃度が２％以上であること
が望ましいことより，従来行っている２週間毎の交換では不適切であることがわかった．
以上の結果より消毒液の交換を 35～40 回毎とした．また，このような短時間での消毒で，
確実に殺菌効果をだすためには，これまで通り，事前に流水下での十分な用手洗浄が大前
提である．
結語
感染症に有効な消毒液濃度は２％以上であることより，洗浄機内の消毒液の交換は 35～
40 回毎が望ましい．
【参考・引用文献】
1)日本消化器内視鏡技師会消毒委員会編：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.16,57-63,1996
2)日本消化器内視鏡技師会消毒委員会編：内視鏡の洗浄・消毒の現状（ガイドラインから
１年），日本消化器内視鏡技師会報，NO.19,30-34,1997
3)橋本良子他：ＣＩＤＥＸによるＨＢＳ抗原の不活化実験｛基礎と臨床（第 18 巻６号），
別刷，株裕文社，1984
4)赤松 孝他：内視鏡消毒法の再検討－高濃度グルタールアルデヒド製剤の有用性につい
て，薬局 44(5),665,1993
5)宮崎久義：サイデックスプラス 28 連続使用時の消毒効果について，基礎と臨床 22(12),
4259,1988

『連絡先：〒921-8044 金沢市米泉 4-86 TEL076-226-2517』

25．Helicobacter pylori に対する各種洗浄・消毒法の比較検討
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内視鏡の洗浄消毒法の効果については，近年は各種の細菌・ウィルスをもちいて多々検
討されるようになった．しかしながら
そこで我々は

を用いた検討は，まだ少ない．

に汚染された上部消化管用スコープに対する，各種の

洗浄消毒法の効果を比較検討したので、ここにその成績を報告する．
〔方法〕：上部消化管用スコープの外表面と鉗子チャンネル内に一定濃度の
を付着させた．その後，同スコープの外表面と鉗子チャンネル内を下記の３つの方
法で洗浄・消毒した．
1 水道水による洗浄
2 グルタラール製剤による消毒
3 酸性水による消毒（専用の内視鏡洗浄機併用）
洗浄あるいは消毒の時間は，各々１，３，５分間とした．洗浄・消毒のあと無菌水ガー
ゼでスコープの外表面と鉗子チャンネル内を洗浄・清拭し,その洗浄液とガーゼに
が存在しているか否かについて，

-

の培養法によって

検索した．
〔成績〕：水道水による１分間洗浄の場合の鉗子チャンネル内のみ,
が陽性であった．その他の洗浄消毒の条件では全て陰性であった．
〔結論〕：

に汚染された上部消化管用スコープに対する洗浄・消毒

法としては，３分以上のスコープ水洗で十分であると考えられた．（予報集再掲）
『〒770 徳島市蔵本町 3-18-15 TEL0886-31-3111（代）』

26．時間外緊急検査介助の変革をはかって
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【はじめに】当院は，人口 100 万を有す静岡県西部の中心都市である浜松市の北部に位置

し診療科 24 科，病床数 758 床の総合病院である．昭和 62 年救急部開設以来，平成９年６月
まで時間外緊急検査は，当直婦長が交代で介助してきた．しかし，医療機器及び技術の進
歩に伴い専門的な実践能力が求められ看護の質が問われるようになり，平成９年７月から
画像診断部の看護婦が，救急室日当直業務に携わり緊急検査に対応できる体制をとった．
変革前後における実態調査を行い検討した．
【検討期間】Ａ；平成８年７月～平成９年２月まで．（当直婦長時間外緊急検査介助期間
とした）Ｂ；平成９年７月～平成 10 年２月まで．（画像診断看護婦時間外検査介助期間と
した）
【検討項目】1)救急室受診者数 2)時間内消化器系検査総数 3)時間外消化器系緊急検査
数 4)時間外消化器系緊急検査所要時間とした．項目 2)～4)についてはＩ群：上部消化管
内視鏡検査及び治療 II 群；下部消化管内視鏡検査及び治療 III 群；透視下内視鏡検査及
び治療に分類し検討した．5)消化器科医師８名に時間外緊急検査の看護に対する意識調査
を行った．
【結果及び考察】1)多い時は１日 120 名を超すが，平均 40～50 名であり，Ａ，Ｂ間におい
て大差はなかった．2)3)時間内検査総数に大差はなかったが，時間外緊急検査における III
群のみ３倍の増加が認められた．その主因は，ＥＲＣＰ下での総胆管結石除去術の増加に
よるものであった．これは，時間外でも時間内と同等の専門的，高度な技術及び看護が提
供できた為であると考える．4)II 群においては７分 25 秒の短縮のみにとどまったが，Ｉ群
48 分差，III 群 55 分 12 秒差と所要時間に大きな差が認められた．これは，Ｉ群止血処置，III
群総胆管結石除去術の内視鏡的治療において，急に指示された物品が理解，提供でき医師
の手を止める事なく続行できた為と考える．5)＊準備の段取りがスムーズか，はい７名，
いいえ１名 ＊検査介助がスムーズか，はい７名，いいえ１名 ＊患者の状態確認がしや
すいか，はい８名，いいえ０名 ＊安心感が増したか，はい８名，いいえ０名 という結
果が得られた．これらは，救急室から画像診断部の看護婦が継続して準備から検査介助に
関わるようになった為と考えられる．
【結論】
１．時間外消化器系緊急検査に不慣れな当直婦長から、画像診断部の専門看護婦が介助を
行うことによって，時間外緊急検査においても時間内と同等な質の高い検査及び治療，
看護が提供できるようになった．
２．患者にとっても，安全で高度な検査，治療が安心して受けられるようになった．
『〒433-8558 浜松市三方原町 3453 TEL053-436-1251』

27．内視鏡看護婦の業務チエックリストの活用

横須賀共済病院 放射線外来 看護婦 ○木下美智子・明石恵美子・川上セツ子
１．はじめに
当院では平成４年に放射線科が中央化となりそれに伴い内視鏡室を合併し，放射線科外
来として発足した．
看護部所属は助手を含め 16 名で，病院内のローテーションは，定期的に行われており放
射線科外来に配属された時，検査介助の多い事に驚き，不安を口に出すメンバーもいた．
看護力においては経験年数が高く心配はないが，検査介助は初体験者が多く，やや積極
性に欠ける点を，短期間で解決できる方法はと考え，平成９年度から検査介助業務の習熟
度を評価する，業務チェックリストを作成して運用している．
まだ最終評価を出す迄には至っていないが，ローテーションのある外来においての一方
法を報告する．
２．評価期間
平成９年４月～10 年３月の１年間
３．評価方法
看護経験 10 年以上の２事例について，チェックリストにより，各検査介助業務の習熟度
を配属後１ヶ月，２ヶ月，６ヶ月，１年後毎に自己評価し，指導者が確認，評価する方法
とした．評価は
Ａ：良く理解でき一人で実施可能
Ｂ：アドバイスを得て実施可能
Ｃ：説明を受けて見学のみ
Ｄ：未経験 の４段階評価とした．
項目は内視鏡検査時の看護（観察ポイント注意事項），検査手順，スコープの種類・洗
浄・保守点検，ＭＥ機器の取扱い等である．
４．評価結果
当科は放射線科の検査介助のあるため２ヶ月毎にスライドして勤務しており，内視鏡室
勤務１年の経験は実質的は６ヶ月として評価している．従って内視鏡室勤務時には全く経
験しない検査項目は知識を習得することで補った．
２事例の１年間の習熟度を分析した結果，
1 看護（観察ポイント，注意事項）は，約２ヶ月間で実施可能となっている．
2 検査手順（準備，介助，後片付け）は，常時施行している上下部消化管内視鏡，ポリ
ペクトミーは約２ヶ月で習得できているが，緊急時の止血術クリッピングは不安を残して
おり，６ヶ月後の評価でもアドバイスを必要としている．これは症例が少ないことと緊急
を要することから，初心者が経験する機会が少ないためと考えられる．これを補うため，
時間の余裕がある時にクリップの装着を練習して実技に備えたり，メーカー主催のナース
トレーニングに積極的に参加して技術の習得に努めた結果，１年後には１人で実施可能と
なった．

3 スコープの種類・洗浄・保守点検は，約２ヶ月でほぼ実施可能となっている．
4ＭＥ機器の取扱いは，取扱い時の安全を含め約２ヶ月で実施可能となっている．しか
し，１年経過後も結紮スネア，ＥＩＳ，異物除去が全く未経験の人もあり，年間を通せば
施行されていたが，その時は放射線科の勤務であったため，未経験となった項目もあった．
本人が未経験のまま過ごした場合と，積極的に行動して先輩に働きかける場合とでは結果
も違ってくるため，この点は指導する側が注意しなくてはならない事の１つだと思う．
５．考察
業務チェックリストの活用は期間，事例数共に少なく，十分な評価をすることができな
いが，年４回評価することで，自分の行動を振り返り，確実に自分のものとして行く手掛
かりになっている事が分かった．未経験の検査は知識として習得しておき，早い時期に実
務経験できるように配慮しつつ，運用を継続して最終評価を出す予定である．
６．おわりに
外来にも新卒者が配属されるという話もあり，その人達にも適用して，技術・技能の早
期習得の一助になれば幸いである．
『〒239-8558 横須賀市米が浜通 1-16 TEL0468-22-2710

内線 2327,2328 』

28．歯科用口腔内吸引チューブを用いた上部消化管内視鏡検査時の唾液による汚染防止
福島県立三春病院 内視鏡室 医師 ○国分

正恵

内視鏡技師

鈴木

孝子

看護婦

古川

早苗・三浦紀子・佐々木美江子

医師

入澤

篤志・伊東

斉藤

光正

藤男・佐藤

和典

（背景・目的）上部消化管内視鏡検査中に，患者の顔や衣服，検査台の周辺を唾液流出に
より汚染してしまうことがある．今回，これら汚染防止の解決策として，歯科用口腔内チ
ューブを使用しその効果と有用性について検討した．
（対象）検査医は内視鏡経験 10 年以上の３名の医師．患者は 1997 年 12 月から 1998 年５月ま
でに内視鏡検査を施行した 147 人．平均年齢 55.8 才，男女比 71 対 71 であった．
（方法）封筒法により，吸引チューブ使用群と非使用群に分け，検査終了後に患者と検査
医にアンケート調査をを行った．吸引チューブあり 64 名，チューブなし 73 名．
（結果）吸引チューブの装着による影響では 90.63 ％とほとんどの検査医が邪魔でなく，
患者側も 70.31 ％の人が不快ではないと答えた．
検査医に対するアンケートの結果，唾液流出への関心は，非使用群では 49.32 ％の人が
唾液流出が気になると答えたのに対して，チューブ群では 84.3％と有意差を認めた．検査

台や周囲の汚染については，使用群では 74.44 ％が汚染は気にならないと答えているのに
対して，非使用群では 65.75％は気になるという結果だった．総合評価では使用群の 85.94
％が有用との結果がでた．非使用群でも 57.53 ％がチューブの有用性を評価していた．
患者に対するアンケートの結果,唾液流出への関心についてはチューブ使用群では 68.75
％の患者が気にならないと答えており，非使用群に対して有意差を認めた．唾液の誤嚥に
ついては,チューブ使用群では明らかな有意差は認めなかったものの，非使用群では 42.47
％に比して，65.63 ％と多くに人が唾液による誤嚥を訴えなかった．総合評価では，チュ
ーブ使用群の中で，不要と答えたのは約３％の患者のみであり，78％の患者は，使用して
みた上での有用性を評価していた．また，非使用群での，もし吸引チューブがあったなら
どうであったかとの質問では，不要と答えた患者が約 30％しかおらず，その有用性がうか
がえた．
（結語）上部消化管内視鏡検査施行時に唾液吸引チューブを装着することは，唾液による
汚染防止唾液誤嚥の軽減に寄与し，また，検査施行に対するマイナスの影響はほとんどな
く，有用と考えられた．
【参考文献】
1)渡辺孝幸；吸引管付マウスピースの試作について．日本消化器内視鏡技師会会報,No.19
1997,9
2)土田 徹；口腔内貯留持続吸引用マウスピースの試作について．日本消化器内視鏡技師
会会報，No.21,1998,9
『〒963-7752 福島県田村郡三春町字六升蒔 50 TEL0247-62-3131』

29．排唾管付きマウスピースの作成と使用経験
亀田メディカルセンター 内視鏡室 ○出口

治・伊藤

昌範・岩堀

寛之

松本

紀子・斉藤

進一・垣内

和春

網仲

幸司・早川

勇二・新田

彰一

富永

和宏・松本

雄三

中里

貴浩・和田

亮一・斉藤

消化器内科

光島

圭治

徹

（はじめに）
上部消化管内視鏡を受診している者にとって，唾液の誤嚥はむせ返りによる苦痛ばかり
でなく，循環動態にも影響を与え兼ねない重大な問題である．誤嚥を防止するために，私
たちは普段，唾を飲み込まないよう受診者に声をかける．しかし，嚥下反応は本能的なこ
とで実際には無理な注文と言わざるを得ない．また，唾液を口外に流出させることで，受

診者の顔に唾液が流れ，時には，頭髪や衣服まで汚染される．そこで近年，本研究会にお

いて唾液を持続吸引できるマウスピースがいくつか報告され，いずれも唾液誤嚥の問題を
改善している．今回，私たちは，あくまで大量使用を目的に，歯科用排唾管を用いた唾液
吸引機能付マウスピースを作成したので，その有用性を報告する．
（作成）
排唾管付きマウスピース作成のコンセプトは 1「受診者に安全なもの」， 2「診療に支
（図２）（図３）障を来さない」， 3「全例使用を前提とする」の３点とした．従って，
パーツは安全なものを使用すること．スコープの挿入を邪魔することなく，しかもスコー
プの吸引には影響のない構造とすること．さらに，作成が簡単で，低コスト，洗浄消毒も
容易であることを重要視した．
私たちが作成したマウスピースを（図１）に示す．作成方法は，従来のマウスピースの
脇を棒状の金属ヤスリで少し削り，歯科用排唾管を接着させただけの極めてシンプルなも
のとなった．
歯科用排唾管（排唾管）は，唾液吸引用の医療器具として，安全性と効果について証明
されているとして採用した．また，排唾管はすでに大量生産されており，比較的容易に手
に入り，値段も安価で 100 円以下と比較的廉価であった．１個当たりの作成時間は 10 分足
らずで，男女を問わず作成できた．
（使用経験）
マウスピースの形状は従来のものと殆ど変わらず，特に内側においては全く手が加えら
れていないので，医師によるスコープ操作には，全く支障はなかった．各内視鏡室に配管
されている一つの吸引口に二股に分け，唾液吸引は 10mm／Hg で行ったが，スコープの吸引
には支障を感じさせず，唾液の吸引には有効だった．

排唾管付きマウスピースと従来のマウスピースとで検査時のむせ返り回数を比較した．
（図２）排唾管付きマウスピースを使用することにより上部消化管検査時のむせ返り回数
を減らすことができた．
唾液流出による汚染状況を比較した（図３）．従来のマウスピースでは，60％近くに唾
液の口外流出があり，25％に頬への汚染，８％に頭髪，２％に衣服への汚染がみられたが，
排唾管付きマウスピースでは唾液の口外流出は５％未満に抑えられた．受診者への汚染は
頬への汚染が３％にあるだけとなった．
（結語）

排唾管付きマウスピースは，簡単かつ廉価に作成できた．排唾管付きマウスピースは上
部消化管内視鏡検査のアメニティーを向上させた．しかし，脇を少し削ることでマウスピ
ース本来の耐久性，また接着剤の安全性及び排唾管がディスポーザブル製品であることな
どに問題を残した．従って今後は，メーカーによる排唾管付きマウスピースの開発，そし
て製品化が望まれると思われた．
『〒296-0041 千葉県鴨川市東町 929 TEL0470-92-2211』

30. ＥＲＣＰ時安全，安楽に向けた枕の考案 －その１－
岡山済生会総合病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○山崎美加子・桑田
看護婦

高塚

薫・東

医師

塩出

純二・吉岡

洋子・安岐

光代

儀子・北野真須美
正雄

【はじめに】
当院では，バスタオルを折って高さ１cm にした枕を使用していたが，検査中の腹臥位は
苦痛があり，顔元に唾液が溜まるため患者の不快感が強く，呼吸の妨げになっていた．そ
こでＥＲＣＰ時の体位の苦痛の軽減と，唾液の貯留を防ぐことができる枕を考え検討した．
枕は大きさ 30×25×６cm で，発砲スチロールの上にスポンジを重ね，ストッキネットでカ
バーした．唾液が胸元に流れないよう，下顎の当たる部分に 11×３×３cm の堤防をつけた．
頸椎の生理的彎曲を保つため，発砲スチロールで 11×８×３cm の，右肩にあてる肩枕を作
成した．従来の枕と試作した枕を用いて，被験者である看護婦 50 名に，ＥＲＣＰ時の体位
を 20 分とってもらい，アンケート調査を行った．アンケート項目は 1 肌触り 2 胸部圧迫感
3 頸部痛 4 肩の凝り感 5 腰部への負担 6 顔へのフィット感 7 頭の安定感 8 枕の違和感の８
項目で従来の枕（従来群）と試作した枕（試作群）を体格別に比較した．統計処理はｔ検
定を用いた．体格の判定は日本肥満学会によるものとし，過体重は肥満型に含んだ．
【結果・考察】
私たちは，患者がＥＲＣＰの体位で，どこに苦痛を感じているか知るため，まずその体
位をとってみた．実際の患者とは条件が違ったがその体位をとっただけでも頸部痛，胸部
圧迫感などの苦痛があることが明らかになった．試作群は従来群に比べ，頸部痛を感じる
人数をわずかに減少させたのみだったが，体格に関係なく腰部への負担を軽くできた．
体格別では，従来群は有意差がなく，体格に関係なく体位の苦痛があった．試作群は，
体格別においてやせ型と肥満型で肩の凝り感に有意差があった．試作群と従来群において，
やせ型は腰部への負担に有意差があり，肥満型は，胸部圧迫感と肩の凝り感に有意差があ
った．

私たちの試作した枕は，肥満型の人には，胸部圧迫感と肩の凝り感を緩和できたが，逆
にやせ型の人には，肩の凝り感を強く感じさせる結果となった．これは前胸部に肉付きが
少ないので，体とベットに隙間があいて頸椎が過伸展となり，筋肉が緊張状態となるため
と考える．試作した枕を胸元まで押し当てて使用すると，上半身を安定でき，筋肉の緊張
を緩和することができた．
実際に，枕の上でディスポシーツを敷いて患者に使用してみたが，枕を高くしたことで
唾液が顔元にたまらず，また下顎に堤防をつけたことで，胸元には流れることがなく安全
性においても有効と考える．
私たちは，日々の検査の中で患者に強いているＥＲＣＰの体位が，どれ程苦痛であるか
を今回実感した．私たちが試作した枕は従来のものに比べ，安全で安楽だった．しかし，
この枕では体格により，苦痛と感じる部位は個人差があるので，今後も側腹部や足元に補
助枕を併用し，安楽に向けた枕の工夫を考慮していきたい．
『〒700-0013 岡山市伊福町 1-17-18 TEL086-252-2211』

31．生検検体の取扱いについて －乾燥による影響－
北里大学東病院内視鏡科 臨床検査技師 ○平嶋

麻里・小島

恭子・野村

関口

明子・三浦

美保

看護婦
医師
病理部

臨床検査技師
医師

千絵

細谷百合子・木下千万子
五十嵐正広・勝又

伴栄

久保川一江
桑尾

定仁

〈はじめに〉当院における平成９年度の上部内視鏡検査（以下ＧＦと略す）の検査数 9250
件のうち，生検症例数は 3564 件で 39％を占める．また下部内視鏡検査（以下ＣＦと略す）
の検査数 3451 件のうち，生検症例数は 1030 件で全体の 30％に相当した．さらに生検個数の
総数はＧＦ8818 個，ＣＦ1969 個にもなった．そこで多数を占めている生検の，特に乾燥に
よる組織診断の影響について検討したので報告する．
〈目的〉生検時に生じる“乾燥”が実際どのような影響を，どの程度組織診断に与えてい
るのかを把握し，より良い標本を作る為に，内視鏡の業務範囲内で乾燥を未然に防ぐ方法
を発見する事を目的とした．
〈研究方法〉まずオリンパス社製の生検鉗子 (ＦＢ-25K1)を用いて，手術材料（大腸）か
ら速やかに検体を採取した．次に鉗子からろ紙に付けた検体を，ホルマリン瓶の内壁に付
着させ，速やかに蓋をして湿潤の状態を作った．採取直後～３時間放置まで７系列（直後，
10 分,20 分,30 分,60 分,120 分,180 分放置)を作成し，時間経過後，それぞれホルマリンに浸

漬固定した，ヘマトキシリン・エオジン染色（以下ＨＥ染色と略す）後病理医により鏡検
判定した．なお瓶は底直径２cm，高さ４cm で 20％ホルマリンを３ml 入れたものを用いた．
〈結果〉10 分放置の時点から組織内の水分が抜け収縮が始まっており，この影響は表面粘
膜に顕著に現れる．20 分放置では収縮が進行し，核が濃縮してきた．30 分の時点で，細胞
相互の接着性消失を生じ始めた．60 分でも同様だった．120 分後では，ろ紙から検体を外
す時点から困難を生じ始め，組織ダメージは強く，乾燥の影響が明らかと判断される変化
が見られた．鏡検は不可．180 分では，さらに組織が萎縮，変性していた．鏡検は不可．
また鏡検下で上皮～粘膜筋板までの厚さを，スケールを用いて無作為に３点計測すると，
60 分で約半分の厚さとなり，以降変わらなかった．
〈まとめ〉ＨＥ染色の染色性にあまり差は生じないものの，乾燥の影響は 10 分くらいから
明らかに出現している為，検体の処理は採取後 10 分以内に終了する事が望ましい．乾燥を
防ぐ工夫として，らべるを後から貼るなどが解決策であった．また，発見した乾燥検体に
ついては，すでに時間が経過しすぎているので，乾燥の影響は防げないが，発見した場合
も検体を破棄せず病理に申し送り，診断時の情報とする事が望ましい．
『〒228-8520 相模原市麻溝台 2-1-1 TEL042-748-9111』

32．使い捨て生検鉗子の現状と諸問題についての検討
安田内科病院 内視鏡室 看護婦 ○松村あつ子・南 智恵美・奥
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〔背景〕Ｓpaulding の微生物殺滅レベル分類では，生検鉗子は注射針と同様患者皮膚，血
液と接するため，滅菌が必要とされる．注射針はすべて使い捨てとなっている現状をみれ
ば生検鉗子も使い捨てとなっても良いはずなのにほとんど普及していないと思われる．生
検鉗子の使い捨てと再利用のものとのコストの比較では滅菌再処理のコストを含め，わず
かに再使用のほうが低いと報告されている．しかし各施設で鉗子の再処理法にはばらつき
があることが予想される．さらに欧米では使い捨てが広く普及しているが，日本ではほと
んど普及していない．
〔目的〕各施設における生検鉗子の取り扱いの現状を調べ，生検鉗子に関する課題を明ら
かにすること．なお，統計処理の関係上，抄録と若干異なることをお許しください．
〔方法〕1998 年 12 月，内視鏡技師会北陸支部に所属している 94 施設にアンケート形式で質
問を行った．
1.使い捨て生検鉗子を用いているか．
2-1.使い捨てである場合その理由について．
2-2.使い捨てでない場合使い捨てを用いない理由，並びに生検鉗子の洗浄方法について．

併せて施設における内視鏡件数と生検が実施される割合について質問した．
〔結果〕59 施設から回答を得た．施設背景として年間内視鏡件数，生検割合をグラフに示
す．
使い捨てであると回答したのは４施設（6.7%），これはすべて年間内視鏡件数 2000 以上
の施設であった．両方と回答したのが 11 施設(18.6%) であり，内視鏡件数の多い施設で，
使い捨てが使用されている割合が高い傾向にあった．使い捨てを使用している 15 施設にそ
のコスト意識をたずねたところ「コストはかかるが，感染防止のため用いている」とすべ
ての施設が回答した．
「使い捨てを使用しない」と回答した 44 施設に，その理由をたずねたところ，「使い捨
てはコストがかかりすぎる」としたのが 26 施設(59%)と多く,「今の洗浄方法で問題ない」
が８施設，「使い捨て生検鉗子の存在を知らなかった」が７施設，無回答３施設であった．
再使用鉗子を使用している施設に，鉗子の洗浄方法をたずねたところ 53 施設から回答が
得られた．グルタルアルデヒドは広く用いられているが，超音波洗浄，酵素洗浄は普及率
が低く，滅菌を実施している施設は半数以下．ちなみに，前の質問で「今の洗浄方法で問
題ない」と回答した施設のうち，滅菌を実施していると回答したのは半数であった．
〔結果のまとめ〕使い捨て生検鉗子を 100%用いている施設１割弱，感染症などの症例によ
り用いている施設を合わせても 25% の普及率であった．全体として使い捨てはコストがか
かるという意識を持っている施設が多かった．また，再使用鉗子の洗浄方法は各施設でば
らつきがみられ，滅菌を実施している施設は半数以下であった．
ここで使い捨て鉗子の利点，欠点を考えてみたい．利点は，再使用洗浄滅菌処理後に見
られる残存物（パイロジェン）がなく，感染リスクが回避できる．再処理の手間が省ける．
組織がスムーズにとれ，座滅も少ない．写真上は使い捨て鉗子で採取した組織，下は同じ
症例の同一検査での再使用鉗子で採取した組織である．再使用鉗子は再処理を繰り返すう
ち，切れが悪く組織の採取が不充分になったり，はぎ取られた様になることを経験する．
欠点はコストがかかること，医療廃棄物が増えることである．
〔結語〕再使用鉗子の洗浄滅菌再処理を徹底させるべく技師会が各施設に働きかけるべき
ではないか．それで再処理に手間やコストがかかると感じるなら，使い捨てがもっと普及
してくることも予想される．メーカー側には，安くて，廃棄処分が少ない使い捨て生検鉗
子製品の開発を望みたい．
『〒921-8047 金沢市大豆田本町ハ 62 番地 TEL076-291-2911』

33．ＥＭＲ手技を応用した新しい点墨法
熊本地域医療センター 内視鏡検査部
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（はじめに）鏡視下外科手術における大腸腫瘍等の切除術では，切除部位を確認するため
に術前マーキングを必要とする場合がある．今回我々は術前マーキング法の一つである点
墨法について新たな方法を検討したので，その手技，墨汁の濃度，局注部位，効果などに
ついて報告する．（対象）1997 年７月から 1999 年３月までに行われた腹腔鏡下大腸切除術
51 例のうち，盲腸など術前マーキングを不要とした 14 例を除く 37 例である．また探索的検
討により 5%の滅菌墨汁液の１回の注入量を 0.1 ml，生食注入による粘膜下の膨隆を 10～15
mm と設定して，また切除標本の粘膜面での墨汁の広がり，点墨部位と病変の位置，点墨か
ら手術日までの日数を検討した．（使用器具）1.0 ml ディスポ注射器に滅菌墨汁 0.1 ml を
準備した４本の注射器及び，生食 20ml 入りを準備した注射器１本．尚，局注針は抜針後の
墨汁の流出も少量ですみ，粘膜下への生食注入が容易に施行できる 25 ゲージが最適と考え
た．（手技・方法）方法としてＥＭＲの要領で局注による生食注入を行う．粘膜面が膨隆
したあと局注針は穿刺したまま素早く墨汁を注入する．さらに生食を粘膜面が墨汁により
染色されるまで注入し，１回目の注入を終了とする．引き続き次の部位に注入する際は局
注針内，及び粘膜部位を洗浄するために生食によるフラッシュ洗浄を行う．（問題点と改
善）問題点として従来の局注針による点墨法では，漿膜内に墨汁が直接流入し腹腔内への
墨汁の漏れを生じたり，また墨汁注入量により腸管内が真っ黒になったり，技師が注入時
の抵抗，また腫瘍との距離などの諸問題があった．しかし墨汁の量を 0.1 ml にしたことに
より穿刺後の墨汁の流出においても，局注針内の少量の生食水により腸管内洗浄ができ容
易に４ヶ所の点墨が行えること，注入部位が病変部からアナール・オラール側各５cm 離し
て注入すると病変部位まで墨汁がかからないこと，さらに鏡視下切除時に容易に腹腔内で
の病変が確認できることとなった．（結果）切除標本の点墨の大きさとして点墨日から手
術までの２日以内の墨汁の広がりは平均 3.07cm．同様に鏡視下手術まで３日以上の平均が
2.73cm であった．また最大間隔日数は 15 日で，これを標準偏差値でみると 0.6 と何日前に
点墨施行しても有意差は認められなかった．（考察）墨汁の腫瘍に対する距離を示す切除
標本では，腫瘍より約５cm のところに注入すると墨汁が広がり腫瘍を囲むようになる．ま
た腫瘍に約２cm と注入部位が近くなる症例ほど病変部位が墨汁により黒く隠れ，見えにく
くなることがわかった．また鏡視下手術中，腹腔内より見た点墨は確実に探せ病変部位の
固定が容易に行え，さらに墨汁によるリンパ節部位への染色も確認でき良好であった．

（まとめ）生食水 5%，滅菌墨 0.1 ml での生食水の注入は，ＥＭＲの局注の方法で施行可能
で，かつ管腔内での局注針による洗浄により繰り返し点墨が可能であった．10～15mm 大の
粘膜下膨隆は，切除標本にて粘膜面で 20～30mm の広がりとなり，病変から５cm くらいの位
置での点墨が，病変に墨がかからないため適切と判断した．両側の点墨部分を囲むように
切除することで，１群リンパ節の郭清が容易になると考えられる．点墨は，手術時に腹腔
内での病変位置確認を容易にし，かつリンパ節を染め，術中迅速なリンパ節病理診断に役
立つ術前点墨法と考えた．
『〒860-0811 熊本市本荘 5-16-11 TEL096-363-3311』

34．上部消化管出血に対するアルゴンプラズマ凝固法の有用性
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近年，内視鏡治療の進歩に伴い処置具の開発も盛んである．その一つにアルゴンプラズ
高周波焼灼装置（以下，ＡＰＣ）があり，今回，当検査室でもその有用性について検討す
る機会を得たので報告する．

ＡＰＣはアルゴンガスを噴射し，その流れに高周波アーク電流放電を重ねた非接触型高
周波凝固法である．放電は抵抗の低い部位との間に起こるため，プローブと同軸方向に真
っ直ぐに伸びるだけでなく，側方に放射状に流れることも可能である．さらに，組織表面
が電気電動性を失うとプラズマビームは電気伝導をもった組織表面方向に流れを変え，プ
ローブ先端に近いエリアの表面全体が乾燥するまで，このプロセスを繰り返す．このこと
により，失活，凝固，乾燥の均一な深さの層をつくり出す．

特に血液の付着する出血

現在，ＡＰＣ装置は Soring 社製と ERBE 社製があるが，当検査室では Soring 社製 ARCO3000
（以下, ARCO 3000)を使用し，直径 2.5 mm，最大出力 90Ｗ，最大ガス流量毎分 3.0 l のプ
ローブを使用した．ARCO3000 は出力とガス流量の組み合わせを５段階に設定可能であり，
状況に応じて設定を変更するが，それぞれの設定で出力とガス流量の微調整が可能である．
当検査室では通電開始時の設定を出力 50Ｗ，ガス流量 1.5 l とした．
ＡＰＣの適応は，消化管出血の止血と組織の凝固壊死目的に大別するとことができる．
当検査室では消化管出血は胃十二指腸潰瘍，悪性腫瘍からの表層性出血，毛細血管拡張症
の漏出性出血，生検後の出血等が適応であり，凝固壊死作用は早期癌の治療，進行癌の体
積縮小，食道静脈瘤地固め療法，粘膜切除後の遺残，ステント留置後の組織浸潤等に対す
る治療として施行した．
ＡＰＣの特徴として，ARCO3000 は準備が容易であり，出力とアルゴンガス流量の組み合
わせが予め５段階に設定され用意されている．短時間で深度の浅い凝固が得られ，組織の
凝固壊死作用や漏出性出血や非活動性露出血管の止血処置等の多様な内視鏡的処置に有用
であった．また，プローブが病変と接線方向にあってもアルゴンプラズマが確実に病変を
捉え，かつ，蒸気や煙の発生が少ないため視野の確保が容易である．
しかし，ＡＰＣは非接触型凝固法であるため噴出性出血に対する止血効果は望めず，高
周波通電時に多量のノイズの発生や，ホワイトアウトなどモニターへの影響が大きい．患
者にとってはアルゴンガスが消化管内に貯留するため，適宜，吸引をおこなわないと苦痛
を強いることになる．また，穿孔の危険性は少ないものの，アルゴンガスによる粘膜下気
腫を起こすこともあり，これらの点を十分意識しておかなければならない．
ＡＰＣ施行の際，粘膜やプローブの損傷を最小限に止めるために，内視鏡先端に透明フ
ードを装着施行すると有用であった．ＡＰＣを使用する際は，十分な知識が必要であり，
問題点とそれに対する対策を心得た上で使用すれば，ＡＰＣの有用性は高いものであると
考える．
『〒162-0054 東京都新宿区河田町 8-1 TEL03-3353-8111』

35．当院における内視鏡画像の記録，管理の変遷とＥＶＩＳ－ＮＥＴの使用経験
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当院は内視鏡室開設以来，16mm フィルムに画像を記録し，1991 年からは２インチフロッ
ピーディスクに記録してきた．これらの記録方法では大量の保管場所が必要なこと，台帳
による管理が必要で過去のフィルム検索に手間がかかっていた．
1995 年よりオリンパス社製画像ファイリングシステム EVIS-NET を導入した．図は EVIS
-NET の機器及びシステム構成図である。内視鏡に接続された画像入力ユニットからサーバ
ユニット，及び画像管理ユニットへとデータが転送される．画像管理ユニットでは光ディ
スクに約７５万コマの画像を記録させることができ，またカンファレンスユニットからは
保存画像を素早く検索，表示することができる．
EVIS-NET は検査前に ID ナンバー，患者名，性別，生年月日を入力し，一度登録されると再
検査時には，ID ナンバーを入力するだけで他の項目が表示され入力作業が軽減される．ID
ナンバー・検査日・名前どれからでも検索が素早く行え，フィルムを探す労力が削減でき
る．また画像をデジタルファイル化するため検査後すぐに画像が再生できるうえ，経年劣
化がない．さらに保管場所が少なくてすみ，MO やフロッピーディスクに出力して持出すこ
とが容易にできるためフィルム貸し出しの手間，フィルムの損傷，紛失をなくすことがで
きた．しかし，システム自体が高価で，ジュークボックスからの画像が呼び出せない様な
異常がまれに起こり信頼性が十分にあるとは言えない．また入力ミスをしたときに自分で，
訂正できない場合がある．

以上，私達にとって使いやすく，柔軟性をもったソフトの開発や，システム自体の信頼
性の向上を期待するとともに，後の検索に役立つような登録方法を考えることにより検査
数の集計や患者名簿の作成に役立つと思われる．今後私達も，システムに対する理解を深

めることによって，今以上に活用できるのではないかと考える．
【参考文献】
1)楠岡敦志：内視鏡における情報処理システム－業務の効率化をめざして－オリンパス販
売株式会社，近畿消化器内視鏡・会誌７号，特別講演 P153～157,1998
2)筒井寿美子：スチールビデオフロッピーディスクを用いた電子スコープの画像記録と整
理，大阪医科大学附属病院中央内視鏡室，近畿消化器内視鏡技師研究会・会誌３号,P85
～87,1990
『〒569-0801 大阪市高槻市大学町 2-7 TEL0726-83-1221』

36．中小病院におけるファイリングシステムの構築への関わり
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近年，内視鏡画像の記録については，ファイリングシステムが有効であり，普及してき
ていますが，価格が高いため，中小の病院に普及するまでにはいたっていません．そこで，
低価格で，一般病院にも導入可能な機種の開発が望まれていましたが，今回オリンパス社
よりスタンドアローン型内視鏡画像入力システムが開発され，その試作品が当院に導入さ
れましたので，技師として関わりも含めて報告いたします．システム構成は，入力システ
ムとして，コンピューターと画像圧縮伸張装置 MH421,それを内視鏡装置と接続する形で構
成されています．画像記録は,JPEG 画像で内部のハードメモリー，外部の MO のどちらか，
もしくは両方に保存可能で MO 保存時で，約 5400 枚画像記録でき，また，EVIS-NET により，
ネットワーク型への拡張も可能です．操作自体は，WINDOWS95 上で動きますので簡単に操
作可能です．実際当院においても，私たち技師が中心となって操作しております．検査後
必要な画像を選択し，フロッピーディスクに記録することも簡単にでき患者さんへは，報
告書形式でカラープリンターですぐに印刷できますので，説明の際に有効に活用できます．
また,JPEG 画像ですので，フロッピーのまま画像を送ることもできますし，インターネッ
トを通じて，E-mail への添付でのやり取りも可能です．
〔問題点〕
現在内視鏡１機種のみからのファイリングですので，多機種（他メーカーも含む）から
のファイリングが望まれること．簡単とは言え，機器に習熟する必要があること．今後の
活用方法を考えていく必要があることです．
〔まとめ〕
スタンドアローン型内視鏡入力ユニット２はネットワークなしで使用可能であり，デー

ター保存が jpg 画像のため応用がしやすく，病診連携にも有効に使え価格の上でも中小の
病院での導入も可能であり，今後の普及が期待される機種と考えられる．また，技師とし
て操作習熟と，より有効な活用方法を考えて行かなければならない．
『〒717-0007 岡山県真庭郡勝山町本郷 1819 TEL0867-44-3161』

37．当院におけるデジタル内視鏡画像ファイリングシステムの概要と一考察
富山医科薬科大学附属病院 看護部
内視鏡技師 ○野城
光学医療診療部 医師

杉山

和彦・村上

佳子

茂樹・田中三千雄

１．はじめに
当院において内視鏡画像の効率的運用と，患者サービスの向上，将来のカルテの電子化
を考慮し 1995 年よりデジタル内視鏡画像ファイリングシステム EVIS-NET（オリンパス光学
工業株式会社）を導入，1998 年４月よりすでに学内に整備されている LAN 端末から簡便に
画像再生を行える EVIS-NET 記録画像配信システム Web-Server（オリンパス光学工業株式会
社）を導入した．
これらを現在有効に活用しているのでそのシステムの概要と現況及び問題点について考
察する．
２．当院のファイリングシステムのおけるシステム構成と内容
入力端末として電子内視鏡，超音波内視鏡など 25 本，それに接続する画像入力ユニット
が７台，管理装置としてサーバユニット，画像管理ユニットがそれぞれ１台，画像検索端
末としてカンファレンスユニットが２台ある．
また，画像入力ユニットは優れた通信機能を有し以前に内視鏡検査を受けられた患者さ
んのデータはＩＤnumber を入力するだけで名前，性別，年齢，生年月日のデータがファイ
リングシステムより転送され，検査終了後，カンファレンスユニット（画像検索端末）や
電子内視鏡のモニターで画像を再生することができ画像を見ながら患者説明が可能である．
当ファイリングシステムの中核をなす画像管理ユニット（ジュークボックスタイプ）は，
検査終了時にサーバユニットよりデジタル画像をオートチェンジャー内に JPEG で 1/10 に圧
縮して記録している追記型光ディスク（１枚，2.8GB ×25 枚）に自動的に記録するので，
検査画像を常時みることが可能である．
Web-Server は，EVIS-NET のファイリングシステム記録画像を，汎用の JFIF 方式で圧縮記
録し，HTML による形式で配信を行っている．それにより，学内のプラウザソフトが動作す
るいずれのパソコンからも，画像再生することが可能となるサーバシステムである．PC サ
ーバーにて効率よく記録しホームページ自動更新生成プログラムにより検査終了後直ちに，
ページ更新と画像変換をサポートする．学内 LAN のクライアントにパスワード入力でアク
セスが可能となり，検索を行うことができる．

本稿 LAN の利点は HTML で記述されているため，端末の機種に依存されずに既存のネット
ワークを利用し画像検索が可能となった点である．
４．考察，まとめ
1995 年デジタル内視鏡画像ファイリングシステムを導入し当院の医師に十分に浸透して
きた現在このシステムが無くなることは考えられないようになってきた．その理由は，以
下の７つに集約される．
1. フィルムのファイリングに比べて省スペースを実現する．
2. フィルムでは避けられない，画像の散逸や劣化を防止できる．
3. フィルム運用に要した作業の手間を省力化する．
4. 過去検査の比較診断を容易にすることにより，診断能の向上を実現できる．
5. 検査直後に結果を患者に示すことにより患者サービスの向上を図る．
6. 改竄不可能なセキュリティーの高いデータ保存ができる．
7. ネットワークシステムの採用により画像・検査データを一括管理し，検査データの機
密を守ることができる．
『〒930-0194 富山市杉谷 2630 TEL0764-34-2281』

【ワークショップ】
『内視鏡看護』
司会

多賀須消化器科内科クリニック 堀内

春美

福井医科大学附属病院

幸枝

堀川

W.1 自作の「内視鏡治療・検査説明分」の活用
----わかりやすく，親しみやすいインフォームドコンセントをめざして---仙台胃腸クリニック 内視鏡技師 ○高橋

芳子・菅原るみ子・遠藤

美香

千田せい子・遊佐亜紀子
看護婦
医師

星
山形

淳子
倫・目黒

真哉

〔はじめに〕
近年，インフォームドコンセントが社会的に重要視されてきている．内視鏡治療や検査
においても，患者がそれを十分に理解し納得したうえで行うことは安全な治療を行うため
や，後日の医事紛争を防止するためにも大切であると考えられる．そこで，当院でこれま
で使用してきた医師作成の「内視鏡治療・検査説明文」を見直し，よりわかりやすく親し
みやすい説明文を私たちで作成し活用しているので報告する．
〔従来に説明文〕
医師が作成した説明文は医学用語が多く患者には理解しにくい部分もあり，さらに白黒
のため全体的に堅苦しいものであった．

〔私たちが作成した説明文（図）〕
親しみがもてるように作成者の顔写真を入れ，また，特に大切な部分には赤文字を使用
した．医学用語はできるだけ避けて誰にでもわかりやすい文章にし，インターネットから
ダウンロードした画像をパソコンで加工した絵などを入れてカラフルにし，患者が楽しみ
ながら説明を聞き理解できるように工夫した．
〔説明文の活用〕
治療が必要となった患者には，まず外来で主治医が説明文に従い説明を行う．この際，
重要な事項は自筆で書き込んだり，丸で囲んだりして説明している．これは後日に「その
ような説明は受けなかった」などの誤解による患者とのトラブル時に役立つので重要と考
える．この説明文は自宅に持ち帰り家族でよく相談して決め，入院時にそのまま持ってく
るように話している．治療直前，術者が本人と家族に再度詳しく説明を行う．特に偶発症
については納得のいく十分な説明を行ったうえで，説明医師名を記入し捺印する．患者と
家族はこれらを十分に理解・納得したうえで「内視鏡手術承諾書」にそれぞれサインと捺
印をする．
〔おわりに〕
治療を受けた患者とその家族にアンケート調査を行い，「よく理解できた・安心できた
・親しみがもてた」などの満足のいく結果が得られた．インフォームドコンセントが社会
問題になっている今日，それに使用する説明文を患者の一番身近にいる私たちが作成した
ことで，よりわかりやく親しみやすい説明文ができたのではないかと思っている．また，
治療の内容・方法・偶発症などを自分たちで再確認でき質問などにも自信をもって応じる
ことができ，患者に安心感を与えるという良い結果も得られた．今後も継続してこの活動
を行っていきたいと思っている．
『連絡先：〒981-3121 仙台市泉区上谷刈 2-4-30 TEL022-218-3888』

W.2 上部消化管内視鏡検査時における循環動態の検討
----より良い看護介入を目指して---大宮市医師会市民病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○森
石関
消化器科医師

中野

千春・遠藤千鶴子・小島

睦子

文江・杉浦さよ子・高橋

幸子

真

〔はじめに〕
今回我々は，内視鏡検査介助時の観察ポイントを明確にする目的で，モニタリング下に
検査を行い，患者の循環動態の変化を，鎮痙剤使用の有無，年齢，受検回数により検討し

たので報告する．
〔対象および方法〕
対象は、当院にてモニタリング下に上部内視鏡検査を施行した患者 189 名（男性 99 名，
女性 90 名）で，年齢は 25 歳～92 歳（平均 59.9 歳）であった．脈拍，血圧，SpO2 の測定，記
録は，来院時，検査前（咽頭麻酔，鎮痙剤使用後検査台に臥床した時），検査中（十二指
腸球部挿入時），検査後（検査終了直後の臥床時）に行った．統計学的分析は，群間の比
較には wilcoxon test を用い, 数値の検討には,paired t-test を用いた.
〔結果〕
はじめに，鎮痙剤による循環動態への影響を知るため，性，年齢（±１歳）の一致する
鎮痙剤使用例と非使用例を選び比較検討した．結果，脈拍の変動は，鎮痙剤使用例と非使
用例の２群間に有意差を認め，鎮痙剤使用例が有為な脈拍上昇を示した．同様の検定で血
圧，SpO2 では２群間に有意差を認めず，以後の検討は血圧，SpO2 は全例を，脈拍は鎮痙剤
使用例のみで行った．
脈拍の変化は，来院時を基準として，検査前から検査後まで有意に上昇しており，特に
検査中には 94±20％と最も高値を示していた．初めて検査を受けたものを初回受検者群
（Ａ群），４回以上検査を経験しているものを複数回受検者群（Ｂ群）とし，受検回数別
に脈拍の変化を比較すると，Ａ群に有意な上昇を認め変動が大きい結果を得た．脈拍の変
化を，49 歳以下（Ｉ群），50～69 歳（II 群），70 歳以上（III 群）で比較すると，III 群に比
べＩ，II 群に有意な脈拍上昇を認めた．
血圧の変化は，全症例の測定時間別での検討では，検査中にのみ有意な上昇を認めた．
受検回数別の検討では，Ａ群とＢ群の２群間に有意差を認めなかった．年代別に比較する
と II，III 群に比べ，Ｉ群に有意な血圧の上昇を認めた．
SpO2 の変化は，検査前にやや下降する傾向が見られるものの，検査前，検査後に有意差
を認めなかった．
〔考察〕
鎮痙剤を使用した例に有意な脈拍上昇が見られていることから，鎮痙剤の使用は，患者
の循環動態へ影響を与える因子であり，十分な観察が必要である．また，検査中の脈拍，
血圧の上昇は，検査の精神的ストレスに加え咽頭の器械的刺激，胃壁の過伸展が影響して
いると考えられ，この時期最も注意深く観察，看護介入していく必要があると考える．受
検回数別での検討では，初めて検査を受けた患者の変動が大きいことから，初めて受ける
未知の検査に対し，過度の緊張を招き，これが検査の苦痛を助長し脈拍の上昇を来してい
ると考える．このため，患者がリラックスした状態で検査に望めるよう検査室，検査スタ
ッフの暖かい雰囲気作りや，オリエンテーションの工夫が必要であると考える．今回の検
討では，若年層が検査の器械的な刺激により循環動態の変化に影響を受けやすいと思われ
た．しかし，内視鏡検査に関連した死亡症例は高齢者に多いと報告されていることから，
高齢者は予備能力が少なく，重篤な偶発症を来たしやすいことも念頭に置き検査にあたる

必要があると考える．

『連絡先：〒330-8689 埼玉県大宮市宮原町 2-125 TEL048-665-6511』

W.3 内視鏡検査における苦痛・不安をサポートする看護の役割
琉球大学医学部附属病院 内視鏡技師 ○平安山香代子
医師

平田

哲生・金城

渚・金城

副則

【はじめに】今回，私たちは内視鏡検査に対する苦痛・不安の緩和を目的として使用して
いる検査案内用紙，問診用紙，注意事項用紙や咽頭麻酔時の音楽，さらに検査時の介助の
工夫等が患者さんに活かされているかアンケート調査を施行し，その回答の結果を報告し
た．

【当院の内視鏡件数】1998 年の上部内視鏡検査件数は 1556 件，その内訳はルーチンＧＩＦ
件数 1410 件，治療内視鏡検査 70 件，ＥＵＳ70 件であった．
【ジアゼパム使用頻度】当院では看護婦不足，観察用ベット数の不充分なために全患者に
ジアゼパムは使用していなかった．
ジアゼパム使用頻度はルーチンＧＩＦ検査では 13.7％，治療内視鏡検査では 35.7％，ＥＵ

Ｓでは 52.7％であった．
【アンケート調査結果】検査前にとる問診で 89％の患者が不安，緊張がとれると答えてい
た（図１）．不安・緊張がとれる理由は看護婦との会話によりリラックスした．
咽頭麻酔時に流している音楽が不安・緊張の緩和につながっていた（図２）．検査中の声
かけ，進行状況の説明は苦痛の緩和に高い効果を示していた（図３）．検査終了後の不安
・心配の緩和に注意事項用紙を用いての説明は効果が高かった（図４）．
【まとめ】上部消化管内視鏡検査における看護の役割としての検査前問診，音楽の起用，
検査中の介助，検査後の注意事項の説明等の一連の流れが患者の検査に対する不安・苦痛，
緊張の緩和に大きな効果を果たしていたことがアンケート調査結果で分かった．
『連絡先：〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町字上原 207 TEL098-895-3331』

W.4 内視鏡看護について
----日常業務における看護---富山赤十字病院 内視鏡技師 ○大橋
看護婦
消化器内科

達子

石川今日子・杉本
稲土

由美

修嗣

〈はじめに〉
近年、内視鏡の分野は，日々目覚ましい進歩を遂げ，私達の業務も拡大され，高い技術
と能力を求められている．検査・治療に伴う短時間の関わりの中で，看護本来の機能であ
る「直接看護」は，どの程度行われているだろうか？．奥野らは，「看護婦に満足意識を
もたらすのは直接看護業務であり，間接看護業務でも専門的知識や技術を要する内容であ
る．」と述べている．そこで，今回，日常業務における看護の実態に関してのアンケート
調査を行い，その結果から，内視鏡看護の現状と今後のあり方について考察を加えて報告
する．
〈研究方法〉
1) 内視鏡における日常業務を 30 項目にまとめ，アンケート調査を実施．その質問内容は
次に次に３点とした．
130 項目の業務については，５段階で自己評価する．
2「していない」と答えた項目について理由をあげる．
3 今後重点を置くべき内視鏡技師看護の項目を，30 項目の中から３点あげる．
2) 木下の「外来看護業務区分表」を参考に，30 項目の業務を「直接看護」「間接看護」
「診療の補助」「管理」の４群に分類し，調査結果を分析・考察する．
〈結果・考察〉

私達は，当初，検査・治療部門である内視鏡では，「診療の補助」・間接看護が高く，
「直接看護」は低く評価されるものと予測した．しかし，実際には，３群間に差はなく
「している」という結果であった．また，今後の目標として，対象がすべて患者であり看
護の独自性が発揮できる「直接看護」や，専門的知識や技術が発揮できる「間接看護」の
充実が求められる．
項目別に見た場合，高く評価された項目は，「診療の補助」業務が多く，低く評価され
た項目は，「管理」業務が多かった．「していない」理由としては，「時間がない」が最
も多く，次いで，「人員が足りない」があげられた．今後，時間と人員的な余裕を得るこ
とができれば，さらに「直接看護」を中心とした内視鏡看護を実現できるということが示
唆された．
〈終わりに〉
今回の研究をとおして，私達は，内視鏡看護とは，内視鏡に関する専門的知識や技術を
有し，検査・治療を受ける患者・家族に対して，内視鏡独自の「直接看護」を十分に発揮
することであると再認識した．そして，内視鏡看護は，職種を問わず，内視鏡に従事する
すべてのスタッフの責務であり，率先して実践することが専門人（スペシャリティ）であ
る内視鏡技師の役割であろうと考える．
『連絡先：〒930-0859 富山市牛島本町 2-1-58 TEL0764-33-2222』

W.5 上部消化管内視鏡検査を受ける患者に対するタッチの有効性について
----患者アンケートをもとにして---金沢大学がん研究所附属病院 内視鏡技師 ○前田
看護婦

千秋・武田

晴代・堀

友子

越田貴美子・鈴木すずゑ

〔はじめに〕上部消化管内視鏡検査は短時間に緊張や不安が急激に高まる検査といえる．
私達は経験的にタッチしながら介助することで患者の不安が軽減されると感じている．本
研究では当院における胃内視鏡検査時のタッチを一定の方法に定義し 1 意図的に行ったタ
ッチが患者にどのように受け止められ安楽に有効か 2 タッチを看護介入として有効に利用
するにはどの点に留意すべきかについてアンケート調査をもとに検討したので報告する．
〔研究方法〕Snyder はタッチには効果的防御的道具的の３タイプがあり効果的タッチは計
画的な介入で患者を援助するにあたり看護婦が意図的に患者との身体的接触を持つことと
している．これには６つの構成要素があるとしておりこれを考慮し本研究におけるタッチ
の５要素を次のように定義し第６の要素，感覚（タッチを受ける時の快・不快）について
アンケート調査を行った．検査中のリラックスを促し予想される苦痛や緊張の出現を予防
する目的でおこなうタッチとし注射などの処置や挿入時の顎の保持は含まない． 1 持続時

間（最初の接触から中止までの長さ）内視鏡が咽頭通過後十二指腸に入り観察を終え胃に
戻り患者が落ち着き「大丈夫」のサインが得られるまで 2 位置(タッチされる身体の領域)
肩・背中・手 3 活動（タッチするのに他の部位にもっていくときのスピード）咽頭通過後
は肩と背中．十二指腸に入る頃から胃内に戻り落ち着くまでは手． 4 強さ（タッチしてい
る間の圧迫の度合）肩－さする・軽く手を置く．背中－さする・軽く手を置く・軽くたた
く．手－軽く触れる． 5 頻度（どんな割合で行われているか）前述の持続時間内は継続し
一度終了後再び嘔吐反射や苦痛表情があれば再開．調査対象は当院において胃内視鏡検査
を受けた 119 名．（男 64 名，女 55 名）
〔結果および考察〕検査中に看護婦が触れていた部位を認識した人は 32％部位は分からな
いが触れていたと認識した人は 20％であった．これらは触れていたことに対し「安心落ち
着く」76％「気持ち良い」８％としておりほとんどが我々の行ったタッチに対し快・安定
の感情を示した．不快・不安の感情を示した人は「不快・じゃま」２％（１例）のみで手
についてであり背中肩は「安心」としている．このことから我々が行ったタッチは検査時
の安楽に対し有効であったと考える．また「検査が終わるまでずっと触れていて欲しい」
12％「辛い時だけ触れていて」21％「カメラが喉を通る時だけ支えて」18％「もっとしっ
かり支えて」１％であった．これらは看護婦が行うタッチにより安全安楽が得られると考
え望んでいるといえる．「検査中横にいて」12％「ずっと話しかけていて」17％あり患者
はタッチによって「人の存在」を認識しようとしているといえる．また各設問を総合し症
例ごとに検討するとタッチについて「安心望んでいる」71％「特に望まない」７％「どち
らとも言えない」16％であった．さらに胃カメラ中のことを全部覚えているが顎から首を
支える以外で看護婦が触れているのは分からなかった人は 31％あり患者は道具的・効果的
タッチの区別はなくとらえていると言える．
〔結論〕1)本研究における胃内視鏡時のタッチは患者の安楽に有効であった．2)胃内視鏡
を受ける患者の多くはタッチにより安心・安楽が得られると考え望んでいる．3)胃内視鏡
時の患者は道具的・効果的タッチの区別なく捕らえ人の存在を認識することを求めている．
【引用・参考文献】
1)Mariah Snyder ：看護独自の介入と効果的タッチ．看護学雑誌 58/7,1994-7,626-633
『連絡先：〒921-8044 金沢市米泉 4-86 TEL076-226-2529』

W.6 大腸内視鏡検査・治療時における“音楽療法”の導入
富山医科薬科大学附属病院 看護婦(士) ○倉田 典子・瀬川奈津美・野城和彦*
村上
医師 若林

佳子・江口 富子(*内視鏡技師)
泰文・新井

英樹・田中三千雄

【目的】大腸内視鏡検査・治療時の緊張緩和および苦痛軽減のため音楽利用の有効性を明
らかにする．【方法】 1 研究方法：アンケート調査． 2 対象：大腸内視鏡検査を受けた患
者 46 人． 3 使用した音楽：クラシック・歌謡曲・童謡・イージーリスニング・映画音楽・
ポップス・ロック・ジャズ・自然界の音を用意しておき，患者自身の好みで選択してもら
う． 4 音響装置：ビクターアークス社製安眠枕ネムレッタを使用し，患者が検査用枕に臥
床した時から検査が終了して起き上がるまでの間，絶えず聞くことができるようにした．
【結果】大腸内視鏡検査中に音楽療法を実施することの主旨を 51 人に説明したところ，46
人が音楽を希望した.患者による音楽療法の評価は「大変によい」22 人,「まあまあよい」
14 人，「どちらとも言えない」９人，「よくない」１人で，今後再度音楽療法を希望する
かについては「積極的に聞きたい」23 人，「聞いてもよい」17 人，「わからない」４人，
「音楽は聞きたくない」２人であった．【考察】検査中音楽を聞くことにより「気持ちが
まぎれたか」という質問の回答率で，鎮痙剤（ジアゼパム）非投与群は投与群より気持ち
がまぎれるという効果が有意に高かった．このことにより，音楽療法の導入は鎮痛および
抗不安を目的として投与される薬に量を減量し，薬の副作用によるリスクを下げることに
も有効であると考えられた．また，検査中音楽を聞くことにより「検査時間が短く感じた
たか」という質問の回答率で女性は男性より検査時間が短く感じるという効果が有意に高
く，さらに，女性において若者は高齢者より音楽療法に対する評価が有意に高かった．こ
れらのことより，日頃から音楽に接する機会の多い人において音楽療法が有効であると考
えられた．今回使用した音響装置である枕スピーカーはイヤホンやヘッドホンに比べて違
和感が少なく，体位交換にも影響されなかった．また，枕スピーカーの音は患者にのみ聞
こえるので医師と内視鏡技師による検査の妨げにはならず，常時安定した状態で音楽を聞
かせる手段として優れていると考えられた．【結語】 1 鎮静剤非投与群に対して音楽療法
の導入はより効果的であった． 2 女性，特に若年層に対して音楽療法の導入はより効果的
であった． 3 枕スピーカーは違和感が少なく，また体位変換によって影響されず，常時安
定した状態で音楽を聞かせる手段として優れていた． 4 大腸内視鏡検査・治療時に音楽療
法を導入することは大変に有用である．
『連絡先：〒930-0194 富山市杉谷 2630 TEL0764-34-2281』

W.7 小児の大腸内視鏡検査における不安への援助
札幌厚生病院 看護婦 ○石川
医師

久枝・加藤久美子・山崎八千代

今野武津子・須賀

俊博

近年，小児に対しても大腸内視鏡検査を行う機会が多くなりつつある．しかし，患児の
年令などにより，検査の必要性や疾患に対する理解が不十分であることが予想され，さら

に親の不安も大きいと思われる．そこで，大腸内視鏡検査を受ける患児及び親の状況と心
理について検討したので報告する．
〈対象・方法〉1994 年１月から 1999 年３月までに，大腸内視鏡検査を受けた 15 才以下の小
児 75 例，計 109 回を対象に検査読影用紙や看護記録から，検査前並びに検査中の患児と親
の状況や心理について検討した．対象の年代別内訳は乳児９例，幼児 25 例，学童前期 15 例，
思春期 26 例，平均年令は 7.4 才であった．前投薬として塩酸ペチジンとジアゼパムを用い
て検査を行い，乳幼児では病棟にてトリクロールシロップまたは抱水クロラールを併用し
た．
〈結果〉盲腸到達率は 99／109(90.8%)であった．検査目的は下血が最も多く，42 例であっ
た．診断は，クローン病や潰瘍性大腸炎など炎症性腸疾患 19 例，ポリープ 11 例，アフタ性
大腸炎８例などであった．検査中の状況は，41 例が入眠状態にあった．途中覚醒を含め 34
例が覚醒していたが，検査に支障を認めなかった．強い疼痛を訴えたものは，75 例中わず
かに５例のみであった．患児の心理や訴えは，45 例で検討可能であった．乳児では全例明
らかな意思表示は認められず，不機嫌や泣くが主な反応であった．幼児では 13 例中４例が
前処置に対する不安，拒否を訴えた．学童前期でも同様に 12 例中４例で前処置に対する訴
えがあったが，検査に対する不安が４例で認められた．思春期でも前処置，特にＰＥＧに
対する不安が 18 例中９例で，検査に対しては３例であった．親の心理状態を把握できたの
は 42 例であった．その中で検査の結果に対する不安が 16 例と最も多く，検査による疼痛や
安全性に対してが７例であった．
〈考察〉患児の検査に際しての不安や拒絶は前処置に対するものが最も多かった．幼児，
学童前期では絶食による空腹感，学童前期，思春期ではＰＥＧ液の飲用をつらいと感じて
いる．しかし，励ましたり必要性を説明すると素直に飲む患児もおり，術前訪問では検査
についてのみならず，前処置の必要性，重要性についても“患児にわかる言葉”で十分説
明する必要があると考える．次に検査に対する不安は，学童前期以降では，痛みに対して
不安が強いようである．また，漠然とした不安も予想される．実際には前投薬の施行によ
り，半数以上は入眠状態にあり，覚醒している場合でも，看護婦の声かけや身体に触れる
ことで安堵感が得られ，モニターを見る患児も認めた．検査に対する不安は患児だけでな
く，親も強く抱いている．前処置や禁食など親の協力が必要なことが多いため，検査の必
要性，前処置の重要性は親に対しても十分に行うことが必要である．更に，結果に対して
最も不安を抱いていたため，検査終了後には，医師の説明を十分に理解したか確認し，不
十分な点については補足し，不安の軽減に努めなければならないと考える．
〈結語〉小児の検査に際しては，発達段階により反応や不安が異なり，協力を得ることが
困難な場合も少なくない．年令に応じた説明を十分に行い，安心して検査を受けられるよ
うな援助が必要である．さらに，親に対しては，前処置や検査だけではなく結果に対する
配慮が必要である．
『連絡先：〒060-0033 札幌市中央区北３条東 8-5 TEL011-261-5331』

W.8 他部署から見た内視鏡看護の実際
----看護婦向けの学習用ビデオとマニュアルを作成して---友仁会山崎病院 内視鏡センター
看護婦 ○水本こずえ・島内
橋本
内視鏡技師
医師

睦美・岩津

政子

逸子・加納真理子

古川美智子
東

征樹・加藤

周子・作本

仁志

住吉

健一・松本

啓一・矩

照幸

〈はじめに〉内視鏡室内での看護を他部署が理解することで被検者がより安楽に検査，治
療を受けられるのではと考えた．

〈目的〉内視鏡看護とは被検者にとって検査予約をした時から検査・治療を終えその後の
観察までが一連のものであると考える．内視鏡看護の向上には内視鏡担当者のみならず外
来，病棟看護婦と協力しながら行う必要がある一方，内視鏡検査，治療は日々進歩してお
り，両者の間には格差が生じつつあるのも事実である．今回我々は学習用ビデオとマニュ
アルを作成し，他部署の看護婦に学習してもらい内視鏡に対する意識と知識の向上につい
てアンケート調査を行い，その有用性を検討した．
〈対象〉当院すべての看護婦 117 名
〈方法〉 1 内視鏡検査・治療の略語の意味，前処置，検査手順，検査後の観察・注意点な
ど記述式でアンケートし理解度の調査を行った． 2 アンケート結果を参考にビデオ，マニ
ュアルを作成した． 3 ビデオ，マニュアルを用いた学習前後の理解度の変化を自己評価す
るアンケートを行った．
〈結果〉記述式アンケートの結果では他部署看護婦の理解度の低さが明確となった．理解

度の変化では各検査の理解度がそれぞれ上昇した．（グラフ参照）
マニュアルで理解できたことがビデオを視覚的に見ることで検査の流れがより明確になり
理解度が上昇したと考えられる．
〈考察〉内視鏡看護を知ってもらうには実際に見学，参加してもらうことが最も重要だが，
現実のは業務にため，時間的に困難な事が多い．今回我々が作成したビデオ，マニュアル
はいつでも繰り返し学習することが可能だ．また自作ビデオであることが，他の学習用ビ
デオと違い，場所や出演者に親近感があり，より意識の向上につながったと考える．今後
も内視鏡の進歩に合わせたビデオ，マニュアル作成や勉強会などを行い包括的な内視鏡看
護の向上に努め，被検者がどの看護婦にも十分な説明や看護を受けることができ，不安や
苦痛をひとつでも軽減できればと考える．
『連絡先：〒522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町 80 TEL0749-23-1800』

