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当施設では大腸ポリープ切除を 1 泊 2 日の入院

1．日帰りポリペクトミーの適応があれば，希望

で施行しているが，社会的事情から日帰りでの切

したいと思う患者は 79 人中 73 人，92％であ

除を希望されるケースも増えてきた。当施設では

り要望は高いことが確認できた（図 1）
。

熱焼灼による日帰りポリペクトミーを 2011 年よ

2．日帰りポリペクトミー後の満足度調査の結果，
患者 22 人中，満足 16 人とやや満足 6 人であっ

り開始しているが，2013 年は 1 ヵ月に平均 2.5 件

た（図 2）
。また，今後も適応があれば日帰り

であった。

ポリペクトミーを希望したいと思う患者は，

近年 10 mm 未満の小ポリープに対して熱焼灼

22 人中 21 人であった（図 3）
。

を加えずに切除する Cold polypectomy（以下 CP）
が注目され，2014 年 9 月より導入した。CP の導

3．費用は入院と比べて約半額であった。

入および熱焼灼による日帰りポリペクトミーの適
応条件・治療基準を見直したことで，日帰りポリ

考

察
これらのことから，日帰りポリペクトミーを増

ペクトミー件数の増加と患者の満足に繋がったの

やす活動を考えていたところ，医師より CP の導

で報告する。

入の話があった。CP の適応条件は，年齢 80 歳ま
方

で，抗血小板薬は 1 剤までなら可，抗凝固薬は不

法

1．検査目的で大腸検査を受ける患者を対象に，

可，10 mm 未満のポリープ，同時切除は 5 個まで，
検査後の点滴は不要，安静時間は 1 時間とした。

アンケートによる希望調査を行なった。

2011 年より，熱焼灼による日帰りポリペクト

2．日帰りポリペクトミーを受けた患者を対象に

ミーを行っているが，入院ポリペクトミーからの

満足度調査を行なった。
3．日帰りおよび入院ポリペクトミーの費用の 3

移行はほとんどみられなかった。その理由とし
て，適応条件が厳しいことが考えられた。適応条

点で検討した。

件は，年齢 70 歳以下，基礎疾患なし，抗血小板
薬・抗凝固薬なし，10 mm 未満のポリープ，同時

倫理的配慮
アンケートは無記名とし，アンケートの投函を
もって同意を得たこととした。

切除は 3 個まで，車で 30 分以内来院可能，それ
らの全ての条件を満たすなどである。また検査
後，点滴および 3 時間の安静が必要であり，リカ
バリーベッドの不足や観察や点滴の実施などで労
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Ｏ-01

日帰り希望の内訳

希望する理由 （複数回答）

希望しない
6人 8％

53

その日に帰れる

48

下剤が1回ですむ

41

身体の負担が少ない

39

入院の準備が面倒

希望する
73人 92％

28

経済的負担が少ない

2

その他

0

n＝79

20

40

期間：2014年10月22日～10月31日

60
人

図１ 日帰りポリペクトミーに関する希望調査

満足度
やや満足

6人
２７%
満足
１６人
７３％
n=22
調査期間：2014年10月30日～11月28日

図２ 日帰りポリペクトミーを受けた患者に対する満足度調査

希望する理由（複数回答）

今後の日帰りポリペクトミー希望の有無
希望しない
1人 5％

希望する
21人 95％

n=22
調査期間：2014年10月30日～11月28日

図３ 日帰りポリペクトミーを受けた患者に対する満足度調査
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は高く，また日帰りポリペクトミー後満足度も高

力や時間を取られることも原因と思われた。
過去 3 年間の熱焼灼による日帰りポリペクト

いことがわかった。その理由として，1 日で帰れ

ミー 83 件を調査したところ，出血などの偶発症

るため日常生活，社会生活への影響が少ないこと

の発生はなかったことから，適応条件・治療基準

が上げられた。費用も入院と比べて約半額であっ

を見直し，検査後の安静および点滴時間を 3 時間

た。日帰りポリペクトミーは患者の満足に繋がり

から 1 時間とし，点滴の内容も一部変更した。

有用だと考える。

今回ポリペクトミー後の安静時間が短くなった
ため，患者が不安を持たないよう，看護師は帰宅

結

論
CP の導入と熱焼灼による日帰りポリペクト

時の説明に重点をおいてかかわるようにした。
CP の導入および熱焼灼による日帰りポリペク

ミーの適応条件・治療基準の見直しにより，患者

トミーの適応条件・治療基準を見直したことで，

満足に繋がった。今後は CP，熱焼灼による日帰

日帰りポリペクトミーの検査数が 2014 年 9 月か

りポリペクトミー，入院ポリペクトミーのすみわ

ら 2015 年 1 月までの 5 ヵ月間で，1 ヵ月に平均

けが課題と思われる。

《利益相反：無》

20 件と増加した。治療基準変更後も偶発症の発
連絡先：〒 710-8602

生はなかった。
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今回の調査から日帰りポリペクトミーへの要望

前原くるみ

対象・方法

景

2012 年 4 月 ～ 2014 年 12 月 ま で の PEG 症 例

高齢者の嚥下障害に対する栄養投与法として，
経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下 PEG）は比較的造

138 例において，ミダゾラム投与 60 例（以下 M

設・管理が容易であり広く施行されている。当院

群）
，非投与 78 例（以下 NM 群）に分類し呼吸循

は，高齢・認知症患者が多く関連施設も多数ある。

環動態，術中偶発症・安全性について検討した。

高齢・認知症患者に対する PEG は全身状態・理

有意差は p ＜ 0.05 とした。入室時より酸素投与

解力の低下などから様々なリスクも伴うため，施

し，生体監視モニター装着，急変時対応準備を

行時に鎮静剤の投与を行う場合があるが，呼吸・

行っている。

循環抑制をもたらすこともある。当院では，ミダ
ゾラムを投与している。鎮静の必要性を評価する

結

果
年 齢 M 群 55 ～ 98 歳（ 中 央 値 87 歳 ），NM 群

目的で投与例と非投与例を比較・検討した。
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表 1 背景因子
Ｍ群

ｎ= 60(%)

年齢(中央値)

55～98(87)

性別（M/F）

18

/

ＮＭ群

ｎ= 78(%)

66～100(86)

42

20

/

58

ｐ値

0.8465
0.5699

8～37（13）

7～24（12）

0.2893

脳血管疾患（有/無）

48(34.8) / 12( 8.7)

54(39.1) / 24(17.4)

0.1532

循環器疾患（有/無）

27(19.6) / 33(23.9)

35(25.4) / 43(31.2)

0.9880

呼吸器疾患（有/無）

14(10.1) / 46(33.3)

21(15.2) / 57(41.3)

0.6309

神経疾患（有/無）

4( 2.9) / 56(40.6)

8( 5.8) / 70(50.7)

0.4581

認知症（有/無）

47(34.1) / 13( 9.4)

54(39.1) / 24(17.4)

0.2314

施行時間 min. (中央値)

表２ 術中偶発症
Ｍ群

ｎ= 60(%)

ＮＭ群

ｎ= 78(%)

ｐ値

27(19.6) / 33(23.9)

41(29.7) / 37(26.8) 0.3783

4( 2.9) / 56(40.6)

9( 6.5) / 69(50.0) 0.3314

気腹（有/無）

1( 0.7) / 59(42.8)

2( 1.5) / 76(55.1) 0.7201

収縮期血圧 (80mmHg 未満/以上)

0( 0.0) / 60(30.4)

4( 2.9) / 74(53.6) 0.0751

心拍数 (60 回/分未満/以上)

1( 0.7) / 59(42.8)

1( 0.7) / 77(55.8) 0.8513

18(13.0) / 42(30.4)

12( 8.7) / 66(47.8) 0.0391

出血（有/無）
マロリーワイス

症候群（有/無）

動脈血酸素飽和度（95%未満/以上）

66 ～ 100 歳（中央値 86 歳）
，性別 M 群：男性 18

考

察
高齢・認知症例では理解力が充分ではないため

例，女性 42 例，NM 群：男性 20 例，女性 58 例，
施行時間 M 群 8 ～ 37 分（中央値 13 分）
，NM 群

不穏行動に至ることが多い。ミダゾラム投与によ

7 ～ 24 分（中央値 12 分）
，年齢・性別・施行時間

り抑制の必要がなくなることで少人数のスタッフ

において有意差は認められなかった。基礎疾患

で施行可能となるが，その反面，投与による偶発

（脳血管障害・循環器疾患・呼吸器疾患・神経疾

症も起こりうる。非投与症例では，患者の不穏行

患・認知症）についても有意差はみられなかった

動による危険性をスタッフが理解したうえで身体

（表 1）。術中偶発症では収縮期血圧低下（80 mmHg

を抑制する必要がある。さらに，各担当スタッフ

未満）
・心拍数低下（60/min 未満）
・マロリー・ワ

が役割を認識し患者状態を常に観察することで異

イス症候群・出血・気腹についても両者に有意差

常を即座に発見，担当医に報告し対応に努めてい

はみられなかった。動脈血酸素飽和度低下（95％

る。PEG 担当スタッフ・病棟スタッフとの連携

未満）については p=0.0391 と M 群において有意

で患者の状態を事前に把握し，共有することで鎮

差が認められた（表 2）
。体動についてはスタッフ

静の必要度など術前の準備を十分にしておくこと

の意見により NM 群に多い傾向があり，身体抑

ができると考える。

制により患者は苦痛を伴うことが考えられる。
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険性は認められたが，他の因子においては有意差

まとめ
PEG において鎮静が必要となることも多いが，

は認められなかった。施行時には十分な術前評価

投与に伴う偶発症・危険性を充分に認識した上で

を行い，安全性を考慮した上で投与の判断をする

の使用が求められ，当院では現在，非投与例が多

ことが望ましいと考える。

《利益相反：無》

くなっているのが現状である。今後も安全を第一
連絡先：〒 899-2201

に内視鏡技師として関わっていきたい。

鹿児島県日置市東市来町湯田 3614
結

TEL：099-274-2521

語
PEG 施行時の鎮静剤投与で呼吸抑制発症の危

O3

内視鏡技師としての経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）患者への関わり
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前
術前訪問にて患者情報，検査結果，術前嚥下評

当院の内視鏡技師は手術部，中央材料部と兼務
しており，経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下 PEG）

価の情報収集を行い，造設時の担当スタッフと情

患者への術前から術後まで継続した関わりが可能

報共有を行う。高齢かつ認知症例が多いため，患

で あ る。 当院での 2014 年 4 月～ 2015 年 3 月 の

者本人の意思ではない場合が多いため，PEG に

PEG 造設は 36 例であった。病床数 107 床で，老

至るまでの経過，家族の同意があることを確認す

人保健施設やグループホームなど関連施設を多く

る。術前訪問時の情報収集の項目として，仰臥位

併設している。

の可否，関節拘縮の有無，喀痰吸引の必要性，不
穏行動の有無，理解度の程度，コミュニケーショ

現

ンの可否，認知症の有無を確認する。

況
PEG 管理に対する認識は部署ごとに差がある

ため，内視鏡技師も管理についての相談・処置の

術

中

必要性，製品選定などの対応に関わる機会が多

当院での造設は，X 線透視を併用し局所麻酔下

い。当院の消化器医は 1 名で，PEG トラブルや

にてイントロデューサー変法を行っている。造設

管理に対してはまず看護師，内視鏡技師が対応し

時のカテーテルはバンパータイプボタンを使用し

ている。その現況と内視鏡技師としての PEG 患

施行医の指示のもと造設時の患者管理・直接介

者への関わりについて提示する。当院での年度別

助・内視鏡の保持を行っている。造設不能例に対

PEG 造設件数を図 1 のグラフに示す。

しては，主治医，家族の要望にて経皮経食道胃管
― 30 ―

日本消化器内視鏡技師会会報 No.56

Ｏ-03
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図１ 年度別ＰＥＧ増設件数
2014年4月～2015年3月までのPEG不能は11例であった

4例（3６％）

PEG

内視鏡技師

トラブル

看護師

4例（３６％）

経過観察

PTEG

Drへ報告

CVポート
3例（２８％）

相談窓口
図２ ＰＥＧ増設不能例

図３ ＰＥＧトラブル発生時の流れ

皮膚トラブル
マニュアル

各部署へ
配布

図４ 皮膚トラブルマニュアル
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挿入術（PTEG）や CV ポート造設を行っている。

ている。PEG 交換を要する際は，医師へトラブ

2014 年 4 月 ～ 2015 年 3 月 ま で の PEG 不 能

ル時の所見を伝え，処置や製品選定の対応をして

例は 11 例であった。PEG 不能例の内訳として

いる（図 3，4）。

PTEG 4 例，CV ポート造設 3 例，経過観察 4 例
であった（図 2）
。

考

察

術

であるため術前から術後の関わりや PEG トラブ

当院の内視鏡技師は手術部・中央材料部と兼務
後
術後訪問にて PEG 周囲の出血，感染の有無，

ル時の相談，PEG 交換時の製品選定，製品発注

皮膚障害，カテーテルの回転の有無などの情報収

など PEG 患者へ継続して関わることが可能であ

集を行い管理方法，術後の状態に問題がないか確

る。他科より PEG 造設依頼もあり，PEG に関わ

認し病棟，造設に携わったスタッフと情報を共有

ることの少ない施設は，管理に対する認識に差が

する。

あることや管理に対しての不安があることから，
アフターケアを含めた相談窓口が必要と考える。
また中央材料部と兼務であるため，PEG 製品選

相談内容
カテーテルの刺激や栄養剤の漏れによる瘻孔周

定の機会が多い。病棟や関連施設の PEG に対す

囲の皮膚トラブルでの発赤，びらん・潰瘍，瘻孔

るニーズに対応した製品選定を行っていく必要が

開大が多い。また体位変換，入浴介助，移乗時の

あると考える。

事故抜去や認知症による自己抜去が多い。
結
対

語
医師や PEG 管理に関わるスタッフと情報を共

策
皮膚トラブルマニュアルを作成し，各部署に配

布し統一した対応が行えるようマネージメントを

有しながら，相談窓口となり異常の早期発見とト
ラブルの減少に努めていきたい。
《利益相反：無》

行っている。皮膚病変は毎日よく観察して臨機応
変に対応する。当院，関連施設，他施設の PEG

連絡先：〒 899-2201

トラブル時の流れとして，まず看護師，内視鏡技

鹿児島県日置市東市来町湯田 3614

師に相談があるため，患者の状態を確認し対応し

TEL：099-274-2521
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O4

偶発症回避を目指した大腸ポリープ切除術への取り組み
－コールドポリペクトミーを導入して－

医療法人財団献心会

川越胃腸病院
内視鏡技師

○柳

美也，狭間亮太郎，田口

智子

鈴木

文子，本澤

愛美，平賀

孝子

清水

和世，石坂

則子，嶽石真知子

看護師

松島

琴美

診療部

紫藤

和久，浅野

安部ゆかり
聡，望月

智行

1）
，Ⅱ群①②＝ 0％（表 1）
。

背景・目的

（2）穿孔率：Ⅰ群・Ⅱ群①②＝ 0％であった（表

当院では 10 mm 以下の IP・ISP 型大腸ポリープ

1）
（図 2）
。

は当初ホットバイオプシーを施行していたが，過
去に遅発性穿孔による緊急開腹手術が 1 例あり，

2．ポリープ確認から摘除までの処置時間と必要

2014 年よりコールドポリペクトミーを導入した。

物品：Ⅰ群は通電する際に対極板，コード接

今回，より安全・安心な大腸ポリープ切除術を施

続，高周波出力の設定確認，専用のデバイス

行するために，コールドポリペクトミーの安全性

の準備をしてから摘除となり，その所要時間

と効率性の両面から検証した。

は 1 病変につき平均 45 秒であった。Ⅱ群は専
用のデバイスを用いるのみで生検と同様に施

法

行でき，摘除までの所要時間は 1 病変につき

1．対象：

平均 20 秒であった。※予防的クリップ法は除

方

く（表 2）

1）Ⅰ群＝高周波使用ポリペクトミー，①ホッ
トバイオプシー，②スネアポリペクトミー
2）Ⅱ群＝コールドポリペクトミー，①コール
ドフォーセプスポリペクトミー，②コール

考

察

「内視鏡摘除手技の標準化プロジェクト」で施
行した集計（表 3）では，内視鏡的切除術後の穿

ドスネアポリペクトミー
2．期間：Ⅰ群 2013 年 7 月～ 2014 年 2 月

孔率，穿孔後手術率はごくわずかではあるがゼロ

Ⅱ群 2014 年 7 月～ 2015 年 2 月

ではなく，当院でも過去に遅延性の穿孔から緊急
回復手術に至った事例があった。今回導入した

3．検討内容：
1）偶発症（1）後出血率，
（2）穿孔率

コールドポリペクトミーは，施行側に要求される

2）ポリープ確認から切除までのⅠ群，Ⅱ群そ

技術の熟練度が比較的低くても可能であり，穿孔
や後出血のリスクも少なく高い安全性が確保でき

れぞれにおける必要物品と処置時間

ると考えられる。
また，通電による焼灼のための準備が不要なた

倫理的配慮
カルテの追跡調査においては個人が特定され

め，病変切除までの時間が短縮でき，検査と治療

ず，データの統計学的処理に用いるのみとした。

に伴う侵襲が軽減されることで患者にとってより
安楽であると考えられる。一方で，必要物品もデ

結

バイスのみであり，効率性の面でも有効であると

果

思われる。

1．偶発症
（1）後出血率：Ⅰ群①＝ 0％，②＝ 1.31％（図
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1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%

0.05%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.00%

n=228

n=34433

n=14382
n=287
ホットバイオ
プシー

他施設

ポリペクト
ミースネア

0.003
0.30％
00％

当院

0.013
1.30％
1.31％
0.0131

n=2742

n=5878

n=287
ホットバイオ
プシー

ポリペクト
ミースネア

0.0004
0.04％
0％
0

0.0002
0.02％
0％
0

他施設
当院

図１ 高周波使用：後出血率

n=228

図２ 高周波使用：穿孔率

表１ コールドポリペクトミー偶発症発生率表
ｎ
コールドフォーセプスポリペクトミー

当 院

ポリペクトミースネア

他施設

コールドポリペクトミー

後出血

穿孔

630

0%

0%

44

0%

0%

40

0%

0%

表２

結

手技

必要物品

Ⅰ群

焼灼、切除にあたり施行医と介助
者の熟練度が必要

対極板・コード接続・高周波出力
確認・専用デバイス

時間（1 病変）
平均 45 秒

Ⅱ群

生検と同様

専用デバイス

平均 20 秒

表３ 大腸腫瘍に対する治療法別穿孔率、穿孔後手術率
ホットバイオプシー
ポリペクトミー
ｎ＝14382
ｎ＝34433

ＥＭＲ
ｎ＝36083

ＥＳＤ
ｎ＝688

穿孔率

0.01%

0.02%

0.09%

3.30%

穿孔後手術率

0.007%

0.01%

0.05%

2.00%

引用・参考文献
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今後大腸がん検診と腫瘍の早期発見早期治療と
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要が高まる中，偶発症をいかに最小限にとどめる
かは課題である。今回コールドポリペクトミー導

武雄，細谷寿久，ほか：分割

EMR の位置づけと実際．大腸 ESD と EMR

して下部消化器内視鏡検査と内視鏡的切除術の需

2）堀内

朗：コールドスネアポリペクトミー，

消化管アップデート．診断と治療 2014；102

入後の偶発症は今までのところ皆無であることか

（7）．

ら，安心・安全な手技であると考えられる。また，
処置時間が短縮することによって患者への侵襲が

3）消化器内視鏡ハンドブック：2012. 5

軽減されることや，必要物品の縮小化により，安

4）浦岡俊夫，松田尚久：小型大腸ポリープに

楽面での向上が期待できるようになった。そして

対する Cold polypectomy．Gastroenterological

経済性・効率性も期待できると考える。

Endoscopy 2015. 9；57（9）．

《利益相反：無》
連絡先：〒 350-0034

埼玉県川越市仙波町 2-9-2
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O5

全身麻酔下 ESD を受ける患者の褥瘡予防の取り組みとその成果
社会医療法人

明石医療センター

内視鏡技師・看護師

○東田
小島

雅子，石橋

沙樹，山田

純子

恒美

を用いアンケート調査（図 1）
。

はじめに
2013 年より，当院では内視鏡センター内で全

3）統計分析
① 3 群の褥蒼予測因子をクラスカル・ワーリ

身麻酔下による ESD を開始した。ESD 中の褥瘡

ス検定で分析。

予防を行うが，皮膚の発赤が 16 件中 12 件発生し

② 3 群の皮膚発赤の発生状況をχ2 検定で分

た。ESD は内視鏡的手術のため術衣を着用し実
施していたが，先行研究により術衣のしわにより

析。

体圧が上昇することは実証されており，術衣を着

③ 2 群（B・C 群）で羞恥心の程度をマンホイッ

用したまま手術を受けることが望ましいのか疑問
を感じた。除圧と術衣を工夫することによって褥

トニーの U 検定で分析。
4）倫理的配慮

瘡予防と羞恥心への配慮もできるのではないかと

研究の趣旨，プライバシーの保護，自由意思

考え，検証したので報告する。

での参加などの内容を文書と口頭で説明し同
意を得た。

目

的
内視鏡センターで全身麻酔下 ESD を受ける患

結

者に対し褥瘡予防の介入と工夫した術衣の効果を
明らかにする。

果
褥瘡予測因子にばらつきがないか比較した。年

齢，体重，BMI，手術時間の項目は有意差がなく，
アルブミンのみ僅かに有意差があった。

方

発赤の発生部位別にみると腋窩が一番多くみら

法

1．研究期間：2013 年 10 月～ 2015 年 4 月末まで。

れた（図 2）
。発赤の発生率を分析すると，3 群で

対象者：全身麻酔下で ESD を受けた患者 44

は有意差はなかった（p ＞ 0.05）。しかし，腋窩

名（男：女，31 名：14 名）
。

枕の影響による腋窩の皮膚発赤を除外した発赤

2．方法

発生率では，A 群と B・C 群では有意差があった

1）除圧マットと術衣による予防介入方法を 3 群

（p ＜ 0.05）。B・C 群の比較では有意差がなくほ

に分け，褥瘡予測因子（年齢，体重，BMI，

ぼ同等であった。羞恥心の程度を分析すると新術

ALB，手術時間）と皮膚発赤状況のデーター

衣を着用している C 群のほうが低い結果となり，

を収集。

有意差があった（p ＜ 0.05）
（図 3）
。アンケート

A 群（16 名）
：従来の術衣を着用，ベッド上に

では「衣類のことは覚えていない。」
「脱ぎたくな

ブランケットウォーマーを敷く。

い。
」などの意見があった。

B 群（10 名）
：術衣なしの裸の状態で，ベッド
上にソフトナースを敷く。

考

察

C 群（18 名）
：新術衣（着脱可能な片側身ごろ

3 群の褥瘡予測因子についてアルブミンのみ有

をファスナー使用）を着用，ベッド条件は B

意差はあったが，一番低い B 群の平均が 4 g であ

群同様。

り，褥瘡リスクである 3 g 以上あるため褥瘡発生

2）羞恥心の程度をビジュアルアナログスケール

リスクは低いとした。褥瘡予測因子が 3 群間でば
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図１ ヴィジュアルアナログスケールを用いた術衣のアンケート

（％）
50

発赤発生率

A群
B・C群

40
30

n=18

20
10
0
B群

図２ 発赤の部位別発生件数

C群

図３ 羞恥心の比較

らつきがなく，発赤発生に大きく影響しないと言

しわによる体圧の上昇を防ぎ裸と同じ状態で行え

える。

た。工夫した術衣はファスナーの上げ下ろしだけ

腋窩の皮膚発赤を除外した発赤発生率では，A
群と B・C 群では有意差があったことから，褥瘡

で着脱が可能であり，不必要な露出を避けること
で羞恥心の軽減につながった。

予防の介入により腋窩以外の褥瘡好発部位の除圧
が得られたと考える。ブランケットウォーマーは

結

論

除圧マットと患者との間に挿入することで，除圧

褥瘡予防の取り組みの成果として，B・C 群に

マットの効果が軽減してしまうことがわかってい

効果があり，腋窩以外の褥瘡好発部位の除圧効果

る。それをなくしたことで，他の除圧マットより

が得られた。また羞恥心に関しては C 群に効果

褥瘡発生率が低いことが分かっているソフトナー

がみられた。

《利益相反：無》

スの除圧効果が最大限得られたと考える。
皮膚発赤発生率では，C 群は B 群とほぼ同じ
であり，工夫した術衣を体の下面に巻き込まず，

参考文献
1）小田桐恵，ほか：寝衣のしわが体圧に与える
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研究 2012；40（1）：27-29．

影響．第 40 回日本看護学会論文集．成人看

5）坂口哲司：羞恥心の研究．看護技術 1826；

護Ⅱ看護総合 2009：120-122．

33（15）：7-11．

2）宮地良樹：褥瘡の予防治療指針策定のための
研究報告書．照林社 1998：p 40．
3） 折 田 睦 子： 手 術 中 の 褥 瘡 予 防． 臨 床 看 護

連絡先：〒 674-0063
兵庫県明石市大久保町八木 743-33

2001；27（9）
：1303-1307．
4）竹岡

TEL：078-936-1101 FAX：078-936-7456

薫，ほか：術中褥瘡発生減少の要因に

ついての考察．信州大学医学部附属病院看護

O 6「鎮静下で内視鏡検査を受けた外来患者の退出基準」導入前後の
看護師への意識調査
公益財団法人

がん研究会有明病院
内視鏡診療部

○川名

佑実，大塚

葉子，神田

恵子

て，
「鎮静下での内視鏡検査を受けた患者のリカ

はじめに
当院はがん専門病院であり，手術室では年間

バリー室退出基準」の導入前（2013 年 3 月）と導

7, 000 件を超える手術が行われている。それに伴

入半年後（2013 年 11 月）に鎮静下で内視鏡検査

い内視鏡検査や治療を受ける患者も増加し，年間

を受けた外来患者の退出時の看護についての認識

2 万件を越える検査を行っている。患者の身体的，

（不安や困っていること，アセスメントに対する

精神的緊張を和らげ，検査を安楽に受けることが

自信，患者を退出させる際の判断基準）
，鎮静下

出きるように鎮静剤使用の選択をしており，患者

で内視鏡検査を受けた外来患者の退出基準の必要

のほとんどが鎮静剤使用を希望している。鎮静

性の認識に関するアンケート調査を実施した。得

剤の使用を希望し検査を受ける患者の中には，高

られたデータは統計学的手法により「鎮静下での

齢者や付き添いがおらず１人で来院する患者も多

内視鏡検査を受けた外来患者の退出基準」の導入

く，また回復室退出後の転倒の報告もあり，鎮静

前および導入後のデータを比較する。自由回答の

下で内視鏡検査を受けた外来患者の退出が可能で

項目については，内容分析手法を用いる。
倫理的配慮として調査実施に際しては，調査に

あるかを判断する看護師の役割は重要である。患
者の評価や対応など，回復室を担当する看護師 1

先立って看護研究審査会に承認を得ている。

人 1 人の判断力に任せるより，共通の判断基準が
必要であると考えた。

結

果

目

入後 20 人（回収率 85％）。鎮静下で内視鏡検査を

対象者の概要：導入前 18 人（回収率 94％），導
的

「鎮静下で内視鏡検査を受けた外来患者の回復

受けた外来患者のリカバリー室退出時の看護に

室退出基準」の導入前後における内視鏡診療部看

関する不安（導入前→導入後）
：いつもある 25％

護師の認識の変化を明らかにする。

→ 12％，ときどきある 69％→ 70％，あまりな
い 6％→ 18％，ない 0％→ 0％。困難感（導入前
→導入後）
：いつもある 0％→ 6％，ときどきあ

研究方法
内視鏡診療部で勤務する看護師を対象者とし

る 100％→ 81％，あまりない 0％→ 13％，ない
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0％→ 0％。アセスメントに対する自信（導入前

事項を満たさない場合は医師に判断を求めること

→導入後）
：ある 53％→ 93％，あまりない 47％

も記載され，患者の退出に関する情報が検査担当

→ 7％，ない 0％→ 0％であった。

医にも速やかに報告されるようになったことから
も退出基準の導入は有用であったと考える。

考

察
退出基準導入前は退出の判断が各看護師に任さ

結

論
退出基準導入は看護師のモチベーション向上に

れていたために，90％以上の看護師が判断に困っ
ていたと考えられる。退出基準を導入したことに

繋がった。また，内視鏡室での取り組みは，当院

より，退出基準は決定事項であると患者に説明す

「医療安全マニュアル」に記載され，内視鏡室の

ることができ，アセスメントに自信が持てる看護

運用や安全管理に対する意識，業務改善に繋がっ

師が増加したと考えられる。回復室を担当する看

ただけではなく，院内共通の認識にもなった。ま

護師は，鎮静剤を使用した患者全員に血圧を測定

た，内視鏡室で勤務する看護師や患者を守るため

する時間や負担が増え，基準に満たない場合には

の基準になり，医療リスクマネジメントにも有用

休憩時間の延長も増えている。しかしその一方で

だった。

《利益相反：無》

は回復室の人員が確保され，検査を受けた患者一
人ひとりに関わる時間も多くなり，具体的に覚醒

連絡先：〒 135-8550

東京都江東区有明 3-8-31

状態を示したことや退出基準を数値化したことで

TEL ：03-3520-0111（大代表）

客観的に判断出きるようになった。基準の全ての

FAX：03-3520-0141
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胆膵系内視鏡検査におけるデクスメデトミジン塩酸塩使用時の鎮静と覚醒
JA 広島総合病院

内視鏡センター
内視鏡技師
消化器内科

背

○内田

千絵，冨山

直美，石崎

本山

敏恵，松下

理恵

藤本

佳史，野中

裕広，徳毛

淳子
宏則

較を行い，DEX の有用性を検討した。

景
当センターでは，胆膵系内視鏡検査時にベンゾ

ジアゼピン系による鎮静を行ってきたが，不穏や

対象と方法

過鎮静による治療困難な症例を経験した。そこ

胆膵系内視鏡検査でベンゾジアゼピン系薬剤を

で，呼吸抑制が少なく，意識下鎮静が特徴とされ

使用した 23 例（従来法群）と，DEX を使用した

るデクスメデトミジン塩酸塩（以下 DEX）の使用

18 例（DEX 群）
。従来法群では，検査開始時，ミタ

を開始した。検査中の鎮静は，Ramsay スケール

ゾラム平均 2 mg を投与し，体動，疼痛等により

にて客観的評価を行っていたが，覚醒評価は「覚

ミタゾラム，ペンタゾシンの追加投与を行った。

醒」
「半覚醒」
「不良」と曖昧で看護師の主観にて

DEX 群の投与方法は，初期負荷として 3μg/kg/
h を 10 分間投与し，以降 0.3μg/kg/h で維持投

行っていたため，Aldrete スコアを導入した。

与を行った。検査開始時にミタゾラム平均 2 mg，
目

ペンタゾシン 7.5 mg を投与し，鎮静レベルに応

的
DEX 使用時の鎮静と覚醒について従来法と比

じて追加投与を行った。検討項目は，1．所要時
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間，2．血圧・脈拍・SpO2，3．薬剤使用量，4．鎮

偶発症である呼吸抑制のリスクや過剰投与による

静，5．覚醒した。鎮静は，Ramsay スケールにて

過鎮静，不穏のリスクを軽減し安全に検査を行う

評価し，3 ～ 5 を鎮静が良好な状態とした。覚醒

ことができたと考える。DEX 群では，検査中意

は，Aldrete スコアを使用，退室基準は 8 点以上

思疎通が図れ，看護師による鎮痛，鎮静薬の必要

とし，病棟帰室後も同一の記録用紙を用いて継続

性の判断が容易となった。医師より適切な投与指

して評価した。

示をもらうことができるようになり，良好な鎮静
効果が得られる結果となったと考える。検査室か

結

ら病棟帰室後も同じ記録用紙を用いた Aldrete ス

果

1．検査時間は，従来法群 38.3 分，DEX 群 42 分。
入室から退室時間は，従来法群 78 分，DEX

コア表を使用することで，評価方法の統一と継続
した観察を行うことが可能となった。

群 108 分で，DEX 群では検査前の準備や初期
負荷投与，検査後の観察に時間がかかり，両

結

語
DEX の使用により，呼吸抑制，不穏，過鎮静

群に差が出た。
2．DEX 群では，収縮期血圧，脈拍ともに初期負

のリスクを軽減し，良好な鎮静効果が得られたこ

荷投与後より低下が多く見られた（図 1）
。

とにより安全に検査を行うことができた。初期負

3．DEX 群では，ミタゾラムの使用量が減り，有

荷投与後より血圧・脈拍低下が認められることか

位差を認めた（P=0.00047）
。ペンタゾシンに

ら，DEX の特徴を理解し，適切なモニタリング

有位差はなかった（P=0.2203）
（図 2）
。

と急変時に迅速な対応ができるよう，体制を整え

4．従来法群では，不穏が 3 例あり，鎮静レベル

ていくことが重要である。

《利益相反：無》

が浅くなると体動等により検査に支障をきた
した。DEX 群では，Ramsay スケールが 3 以

参考文献

上で適切な鎮静レベルが保ており，不穏にな

1）尾崎

眞：消化器内視鏡の鎮静に用いられる

薬剤，薬理学的特徴と使用上の注意．消化

る症例はなかった（図 3）
。

器内視鏡，東京医学社 2013. 4；25（4）：509-

5．両群とも覚醒は良好だった。従来法群の検査

513．

中不穏であった 3 例も覚醒は良好だった（図
4）。

連絡先：〒 738-8503
考

広島県廿日市市地御前 1 丁目 3-3

察
DEX 群では，ミタゾラムの使用量を減少させ

ることができた。このことにより，ミタゾラムの
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内視鏡治療における他部署との連携の重要性

－ EUS 下ドレナージ・ネクロゼクトミーが必要な重症患児の症例－

長岡赤十字病院

内視鏡室

○五十嵐万里子，岩野

尚子，波形みゆき

湯煎にかけ使用した。

はじめに
A 病院では，内視鏡による検査・治療を年間

4．褥瘡予防

9, 200 件ほど行っているが，対象は成人がほとん

ICU での褥瘡予防対策であるハイドロサイト

どで，小児の症例は数件程度である。今回 EUS

プラスを下顎と後頭部に継続して使用した。

下ドレナージ・ネクロゼクトミーが必要な人工呼

5．処置具の工夫

吸器管理中の重症患児の症例を経験した。治療時

消化器内科医師・内視鏡看護師が術前訪問し，

の児への負担を軽減し，安全に必要な治療ができ

状態の把握と，開口確認を行った。児は開口

るよう手術看護認定看護師，ICU 看護師，小児科

1 cm 程と制限があったため口腔外科と相談し，

医師など多くの部署の人たちと連携し，治療を完

開口訓練を行った。また，治療時には小児用

遂した症例について報告する。

開口器を奥歯に使用し，歯が折れないように
工夫した。使用できるスコープは経鼻内視
鏡・気管支鏡に限られ，使用する処置具を業

倫理的配慮

者と医師と共に検討し，処置前にシミュレー

家族に，研究の趣旨・目的・協力の任意性，公

ションを行った。

表について個人が特定されないように配慮するこ
とを口頭と書面にて説明し，同意書にて同意を得
結

た。

果

1．ICU 看護師より「医師の病状説明用紙と内視
鏡看護師の申し送りを合わせることで，処置

看護の実際

の内容が理解でき，病棟内で情報共有を行う

1．術前・術後訪問
ICU へ術前・術後訪問し，児の情報収集を行

ことができてよかった。
」という反応を得た。

いながら ICU 看護師へ治療に関する情報提供

家人の様々な思いも聞くことができ，良好な

を行った。また，家人と面談し不安なことや

関係を築くことができた。

心配なことを聞きながら 1 つずつ質問に答え，

2．重篤な合併症は併発しなかった。

不安が軽減できるようにつとめた。

3．滅菌ドレープを使用した 2 回目以降の処置後，
体温低下はなかった。

2．バイタルサインの観察
児の全身状態が観察しやすいように治療室の

4．脆弱な皮膚で 1 時間以上の同一体位を余儀な
くされたが，皮膚トラブルはなかった。

レイアウトを変更した。バイタルサインが不
安定であったため小児科医師と共に児の全身

5．合計 10 回，必要な治療を完遂することができ
た。

状態の観察を細やかに行いながら処置を行っ
た。人工呼吸器管理中であり，誤嚥がないよ
考

う処置中に頻回な吸引を実施した。

察
甲斐ら 1-3） は「多職種が相互の役割を認識し，

3．低体温予防
手術看護認定看護師より指導を受け，保温の

尊重し合って，協働・連携することが安全な医療

ために滅菌ドレープを児に合わせて使用した。

のために必要不可欠」と述べている。今回私たち

処置の際に使用する生理食塩液は体温程度に

が経験した症例の児は，体位変換を行うだけで血
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圧低下がみられる状態であった。また，内視鏡治

十分理解されているとはいえない状況である。私

療による児への負担は ICU 看護師には予測困難

たち自身が普段から他部署の人たちに積極的に働

であった。そのため，児の状態を把握し異常時に

き掛けることが連携し協働する上で重要だと考え

対応できる環境を作るために，内視鏡室看護師と

る。

《利益相反：無》

ICU 看護師が情報共有できる機会を多く作った。
治療の際は手術看護認定看護師と小児科医師と連
携し，児への負担が最小となるように工夫した。

引用・参考文献
1）甲斐哲也：最新治療におけるチーム医療の実
際と課題．手術医学 2015；36（2）．

私たちにとっては経験が少ない重症患児の症例

2）今井倫敦：多職種での効果的な役割分担と協

だったが多くの部署と連携し，協働することで児

働・連携．消化器最新看護 18（5）．

への負担を軽減し治療を完遂することができたと

3）佐藤

考える。

公：内視鏡診療におけるチーム医療の

重要性．消化器内視鏡 2014：26（6）．
まとめ
連絡先：〒 940-2085

今回，経験が少ない重症患児の症例だったため
私たち自身も不安が大きく，安全に治療ができる

新潟県長岡市千秋 2 丁目 297-1

よう他部署の人たちに，積極的に協力を依頼し

TEL：0258-28-3600

た。A 病院では，内視鏡治療は他部署の人たちに

O9

内視鏡室における後発消泡内用液の使用経験

東海大学医学部付属八王子病院

内視鏡室

東海大学医学部付属大磯病院

内視鏡室

○渡部

玲子

杉本美智子，増田

松子，大庭

麻美

菅原美依子，櫻井智津子
消化器内科

白石

光一

しらさぎ内科クリニック

渡邊

謙一

スコンドロップ  と同様の調整・飲用量を飲

はじめに
後発品の使用促進の政策のもと，ガスコンド


ませた群（以下，バルギン法）と添付文書の上



限量まで増量した群（以下，改良バルギン法）

の使用経験を検討する機会を得たので報告する。

において画像を分析し，泡立ち，粘液付着，

ロップ の後発品である，バルギン消泡内用液

画面の鮮明度の項目で観察に支障があった症
対

例数を比較した。

象
東海大学医学部付属大磯病院内視鏡室において

2．従来ガスコン法，バルギン法，改良バルギン

2015 年 1 月 26 日～ 2015 年 3 月 4 日において上

法において，１年間に掛る経費を計算し比較

部消化管内視鏡検査を施行した 445 名を対象とし

した。
3．スコープ洗浄の比較をスポンジの泡立ちの程

た。

度をスポンジに中性洗剤で「の」の字を書き，
方

その後，スポンジを 10 回揉んで，スポンジの

法

1．咽頭麻酔前にバルギン消包内用液  を従来ガ
― 42 ―
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図

バルギン法が観察に支障をきたした 1 例：

65 歳女性

結

人間ドック

使用スコープ：GIF-XP-260N

添付文書を見る限り，かなり異なっていた。先発

果

1．バルギン法では，内視鏡検査（治療除く）233
名のうち 3 名（1.3％）に観察に支障が見られ

品と同様の使用方法ではなく，使用限度内で，効
果，経済性等の検討も必要であると思われる。

た（図）
。
2．改良バルギン法では，212 名のうち，観察に

結

支障がある症例はなかった。

語
後発品については，臨床データ等の情報が乏し

3．改良バルギン法は，従来のガスコン法で前処

いので，後発品の使用促進のためには，内視鏡技

置した場合と比べ，年間約 12 万 7 千円多く経

師が，適切な使用方法を比較検討する必要があ

費がかかる計算となった。

る。

《利益相反：無》

4．バルギンに触れたスポンジは中性洗剤をつけ
ても泡立ちが悪くなり，調製容器や内視鏡ス

英語索引

コープの洗浄にも影響があることが危惧され

1．Defoamer，2．Endoscopy

た。
連絡先：〒 192-0032
考

察

東京都八王子市石川町 1838

ガスコンドロップ  とバルギン消泡内用液  で
は，主成分であるジメチコン製剤以外の成分は，
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O 10

上部消化管内視鏡検査における前処置の検証と有用性
－経鼻内視鏡検査の苦痛の軽減を試みて－

医療法人菊郷会

札幌センチュリー病院

内視鏡センター内視鏡技師

○樋口

尚美，澁谷

保子

看護師

松嶋

由紀，石坂

京子

消化器内科

河上

純彦，葛西

健二，小川

亮

（経鼻前処置用具：図 2，鼻腔拡張チューブ：図 3）
。

背景・目的
近年，当院では年間約 2, 500 件の上部消化管内
視鏡検査を行っている。経鼻内視鏡検査件数が増

結

果

加傾向の現在，前処置の段階で患者から鼻の痛

経鼻拡張チューブで前処置を行わなくても，被

みや不快感の訴えが聞かれる。実際に前処置を

験者の苦痛はほぼ聞かれず，むしろ使用しないほ

施行したが鼻腔内は狭くスコープが通過できず，

うが楽な結果であった。

チューブ挿入ルート以外への挿入もあるなかで，
現在使用している鼻腔拡張チューブの有用性を検

考

証したので報告する。

察
聞き取り調査の結果，スコープ挿入から検査終

了まで被検者に，鼻腔拡張チューブを挿入しな
対

かったことによる経鼻内視鏡検査の苦痛の声はほ

象
2015 年 1 月～ 2015 年 3 月の期間に当院の健康

とんどなかった。協力を得た医師からは，
『鼻腔

診断で経鼻内視鏡検査を行い，かつ昨年も当院で

拡張チューブを挿入したルートを通過できない場

経鼻内視鏡検査を行っており鼻腔拡張チューブを

合もあるため，内視鏡で確認しながら進めていく

挿入した前処置を行っている男性 70 例女性 30 例

ので問題ない』
，との意見だった。被験者が，昨

の 100 例を対象とした。鎮静剤使用例は除外した

年も経鼻内視鏡検査の経験者だったこともある

（対象者：図 1）
。

が，経鼻でスコープが挿入できず経口への変更は
ほとんどなかった。実際に鼻腔が狭く検査が施行

方

できない場合は，鼻腔拡張チューブを挿入し時間
Ｏ-10

法
実施期間中に，経鼻内視鏡検査を行った被験者

の，過去の検査状況・苦痛の有無をカルテより抽
出し，内視鏡医の協力を得てスコープ挿入時の抵
抗などを聞き取り調査した。
手

順

1．消泡剤（バロス消泡内容液  2％）入りの水を
50 ml 飲用。
2．ジャクソン瓶にプリビナ液 0.05％を入れ 5 回
ずつ両鼻腔へ噴射（約 1 ml）
。
3．キシロカインビスカス  2％を 5 ml シリンジに
4 ml 入れ，両鼻腔に 2 ml ずつ流し入れる。
以上の前処置で内視鏡医がスコープを挿入する
― 44 ―
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Ｏ-10

図2

経鼻前処置用具

図3

鼻腔拡張チューブ

を経過させてもスコープが挿入できない場合もあ

かし鼻腔内の麻酔を確実に行えていること，昨年

る。前処置は手間と時間を必要とすることから，

もスムーズに経鼻内視鏡検査が行えていたことが

現場ではできるだけ手間を省いた効率的な動きが

前提となる。

要求される。未だ苦痛とされている内視鏡検査で

今後も安楽な検査が提供できるよう努めていき

鼻腔拡張チューブを挿入しないことによる前処置

たい。

《利益相反：無》

の時間短縮，苦痛の軽減が可能と考える。
連絡先：〒 003-0825
結

北海道札幌市白石区菊水元町 5 条 3 丁目

語
鼻腔拡張チューブの有用性を認めなかった。し

O 11

TEL：011-871-1121

大腸内視鏡検査前処置と排便習慣

医療法人社団

根本医院

内視鏡室

方

はじめに

洋子，矢嶋真理子，佐藤

明美

渡部たか子，鈴木

尚美，鈴木

正江

高谷

明子，椎名

好美，菅井

直子

根本

雄治，根本

達久

法
大腸内視鏡検査前処置の説明時に排便習慣を聴

第 72 回日本消化器内視鏡技師学会で，大腸内
視鏡査時の前処置における洗浄度の検討を発表し

○木内

取。

た。その調査で，排便習慣が洗浄度に影響してい

大腸内視鏡検査までの間で，排便障害のない患

る可能性があるのではないか，という結果が見出

者には下剤を追加せず，排便障害のある患者には

された。そこで，今回は排便習慣に着目し，前処

医師が症状に合わせて，適宜追加下剤を処方。毎

置開始以前に下剤を処方し洗浄度の検討を行っ

日排便があるように調整し，
服用するように説明。
今回排便障害ありとした症例は，①毎日排便は

た。

あるが硬めである，または残便感がある。②平素
― 45 ―
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検査医の主観的評価
透明度

人

残渣総量

人
20

10
8

10

15

6

8
6

10

4
2

5

0

0

比
較
的
良
い

良
い

中

や
や
不
良

不 評価
良

腸管内容量

人
12

4
2
無

中

少
な
い

多
い

や
や
多
い

0
評価

無

少
な
い

中

や
や
多
い

多 評価
い

総合評価

人
14
12
10
8
6
4
2
0

き
れ
い

（図１）

比
較
的
き
れ
い

や
や
汚
い

汚
い

腸管内容量
250

残渣総量

ml

40

ml

35

200

30

150

25

100

15

20
10

50
0
（図２）

評価

5
0
前回

今回

前回

今回

排便習慣が 2 日以上に 1 回である。③下剤の服用

のある，39 歳から 87 歳の平均年齢 69 歳，男性

をしても毎日排便がない。以上の①から③のいず

11 名女性 14 名，計 25 名を，大腸内視鏡検査後

れかの症状がある場合を，対象者とした。

に残便があり検査に支障をきたしたかを，検査医

2015 年 2 月から 5 月の間で何らかの排便障害

が主観的に判断し評価とした。
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結

も 3 日前から行うことが望ましいと考える。また，

果
前回の調査では 19％で検査に支障のある残便

が認められた。今回の症例では，検査に支障のあ

4 日以上排便のない症例は今後の検討が必要であ
ると思われる。
今回の下剤の服用状況を参考にし，検査医と相

る残便は 12％とわずかではあるが減少を認める

談し，フローチャートを作成した。実践し，効果

ことができた。
検査に支障をきたした症例は，前処置開始以前

があったので追加報告する。
2015 年 7 月から 9 月でフローチャートを使用

から下剤を服用させ，排便をコントロールするこ

して排便コントロールした，40 歳から 85 歳の平

とにより減少すると思われる。
今回の検査で，検査に支障をきたした症例は排
便習慣が 4 日に 1 回の症例，新患で 2 日後に検査

均年齢 68 歳，男性 4 名女性 16 名，計 20 名を調
査した。

予約になったため，
下剤が 2 日間のみ服用の症例，

少ない症例ではあるが検査医の主観的評価（図

処方した下剤の服用が不正確で，排便コントロー

1）も良好で，検査に支障をきたす症例はなく，

ルができていなかった症例の 3 症例であった。

また，測定した 1 人当たりの平均腸管内容量，残

今回の調査で，前回の調査と比較し改善を認め

渣総量も前回と比較（図 2）し，減少を認めるこ
とができ洗浄効果が示唆された。

た症例があったので報告する。
67 歳男性，平素下剤を服用しているが 2 日に 1
回の排便習慣で硬めであるため，下剤を検査まで

結

語

の 6 日間追加し，毎日排便があるように服用して

大腸内視鏡検査前処置開始以前に排便習慣の悪

頂いた。その結果，今回は検査に支障をきたす残

い患者を対象に，下剤を服用することで洗浄度が

便は認めなかった。

改善した，事前に排便のコントロールができるこ
とは，患者さんの負担軽減にもなり，検査時間の

考

短縮にも繋がると思われる。少しでも良い状況で

察
大腸内視鏡検査前処置開始以前に下剤を服用さ

せ排便のコントロールを行うことで，洗浄効果を

検査が行えるように今後，更に検討を重ねていき
たい。

《利益相反：無》

上げることができる可能性があると考えられる。
検査に支障がなかった症例の下剤服用期間は，3

連絡先：〒 287-0003

千葉県香取市佐原イ 1693

TEL：0487-54-2823

日から 14 日であった。
この結果から，排便のコントロールは少なくて
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大腸内視鏡検査における前処置の検討
－観便方法変更の試み－

出雲中央クリニック

背

内視鏡室

内視鏡技師

○米田

看護師

加藤

景

裕美，小池

鈴香，宮脇

幸恵

廣枝

清浄度評価

全大腸内視鏡検査（以下，TCS）において，残

腸管内の清浄度を 5 段階に分けてスコア化し，

便は観察の妨げとなり，検査中の頻回の洗浄や吸

全腸管の最もスコアの低い部位で評価。5．残便

引が被検者の身体的負担を強いることになりかね

が全くない。4．残便がわずかにあるが吸引にて

ない。前処置においていかにきちんとした腸管洗

観察可能。3．残便があるが頻回の吸引と洗浄に

浄を行うかが重要であり，便の観察（以下，観便）

て観察可能。2．残便があり頻回の吸引にても観

においてもきちんとした判断が大切である。

察不十分。1．観察が極めて困難。5・4 良好，3・
2・1 不良と判定。

目

的
経口腸管洗浄剤（以下，ニフレック  ）飲用時

前処置法
TCS 2 日 前： 低 残 渣 食（ 素 う ど ん・ そ ば・ 白

の観便方法変更を目的とし，その有用性を検討す

粥）
。前日：検査食（エニマクリン PO）。当日：

る。

ドンペリドン錠 10 mg 服用後，ニフレック 飲用。
対

TCS 直前に高圧浣腸（浣腸液；微温湯にジメチコ

象
2015 年 4 月 6 日 か ら 5 月 15 日 ま で の 期 間 に

ンを添加し使用）
，鎮痙剤皮下注射。

TCS を目的として検査を施行した連続 176 例（男
/ 女；78/98 平均 60 歳）
。

倫理的配慮
2 群は無作為によるくじ引きで振り分け，デー

方

タは個人が特定されないようにした。

法
観便方法別に 2 群で比較。A 群（従来法）
：ニ

フレック  2 L 全て飲用後，観便は排便のたびに

結

果
A 群（従来法）86 例（男 / 女 40/46）/B 群（新法）

スケール表を基準に内視鏡技師・看護師が行い，
不良の場合はニフレック を追加飲用。B 群（新

90 例（男 / 女 38/52）盲腸到達率 97.6％ / 98.8％。

法）：観便はスケール表を基準に被検者自身に

清浄度評価 5（14.2％ / 12.3％），4（57.1％ / 52.8

行ってもらい，不良の場合は自己申告により追加

％），3（25.0％ / 29.2％），2（3.5％ / 2.2％），1（0％

飲用。観便以外は両群同じ前処置法。

/ 3.3％），平均清浄度評価（3.8/3.6）盲腸未到達症
例は清浄度評価を行っていない（NS）
（図 1）
。
ニフレック 追加率（56.9％ / 54.4％）
（NS），追

比較検討項目


検査時の清浄度評価，ニフレック 追加率・追


加量，ニフレック 飲用開始から観便結果良好と
判断するまでの所要時間（以下，所要時間）
。

加量：500 mL（40.8％ / 55.1％），1, 000 mL（40.8％
/ 24.4％），1, 500 mL（12.2％ / 12.2％），2, 000 mL
（6.1％ / 8.1％）
（NS）
（図 2）
。所要時間：120 分以
内（15.2 ％ / 12.5 ％），121 ～ 180 分 以 内（45.8％
/ 55.6％），181 ～ 240 分 以 内（22.3％ / 15.9％），
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241 分以上（16.4％ / 15.9％）
，平均所要時間（179

良いのではないかと思われる。それにより，我々

分 / 180 分）A 群 1 例 B 群 2 例は観便結果良好と

にとって時間的・精神的に余裕ができ，より濃厚

判断できていない（図 3）
。

な患者ケアを提供することが可能となると思われ
る。

考

察
内視鏡技師・看護師による観便と被検者自身に

結

語

よる観便とでは，清浄度評価，ニフレック 追加

全大腸内視鏡検査において，被検者自身による

率・追加量において両者間に有意差は認めなかっ

便の観察は有用であると言える。
《利益相反：無》

た。所要時間についても差はなく，被検者自身で
も我々と同等の判断ができているものと思われ

連絡先：〒 693-0021



る。ニフレック 飲用中の被検者の状態を観察す

島根県出雲市塩冶町 2123-2

ることは当然だが，便の観察については，症状な

TEL：0853-22-5552

どによる一部の例外を除き被検者自身に任せても

E-mail：icc1@icc-izu. jp
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安心・安全に大腸内視鏡検査の前処置を受けるために
－自宅で洗腸剤を服用する患者への適切な看護を考える－

大阪警察病院

内視鏡センター
○牧野

瑞穂，宮尾

律子，円戸

廣田

鈴代，藤田

佳代，西村麻智子

里美

意を得られた患者 215 名。調査方法：検査前待ち

はじめに
当院での大腸内視鏡検査は年間 4, 500 件，その

時間にアンケート収集方法とした。

うち 8 割が外来患者である。1 日 1 例，本人希望
やオーダー医師の判断で来院して服用する場合が

倫理的配慮

あるが，入院患者以外は全例自宅で腸管洗浄剤を

研究への参加はアンケート用紙投函による同意

服用し，午後 1 時以降の指定された時間に来院し

とした。本研究は当病院倫理委員会の承諾を得て

て検査を受けている。

いる。

目

結

的

果

自宅での服用が適切に行われているか，患者の

回収率 100％。男性 134 名，女性 81 名。男女

不安や困ったことなどの現状調査を行い，患者が

とも 60 歳以上が半数以上を占めていた。検査の

安心して検査をうけることができるよう検討す

経験回数は 2 回目以上が 75％と多い。来院手段

る。

は半数以上が電車・バスを使った公共交通機関で
あった。通院時間の平均は 42 分（図 1）
。飲み始
めてから便がきれいになった洗腸完了時間の平均

研究方法
調査期間：2014 年 12 月 24 日から 2 月 27 日。

2 時間 40 分（図 2）
。最長 6 時間。最終の排便時

対象：外来大腸内視鏡検査受検者で，自宅で腸管

間は 12 時までという患者が全体の 88％。平均 4.67

洗浄剤を服用して来院し，アンケートの主旨に同

時間で排便は落ち着いた状態となる（図 3）
。服用
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図１

図２

図３

図４

中に困ったことがあったと答えた患者は 64 名。

など洗浄に関する身体症状を挙げていた。検査説

困ったことで多かったのは通院中のトイレが心配

明用紙に服用中に生じる身体症状や不安などのを

だった 35 名。次いで，飲めなかった，気分が悪

具体的に表記することが必要であると考える。

くなった，便がきれいにならなかった，腹痛・腹
部不快があった，身体が冷える，量が多いなどが

結

論
アンケート調査の結果，自宅で洗腸剤を服用す

挙がっていた（図 4）
。

る患者の不安は自宅から病院までのトイレの心配
考

と，気分が悪くなった，飲めない，腹痛があるな

察
当院が市街地で駐車スペースが少なく，公共交

どの身体症状が多いことが明らかになった。これ

通機関を利用しての来院が多いことから，病院ま

らの不安を軽減するために，平均的な洗腸時間や

でのトイレが心配という人が多かった。しかし，

最終排便時間を検査前オリエンテーションに加

洗浄完了時間の平均は 2 時間 40 分であり，12 時

え，日頃の排便状況や通院時間を考慮した予約時

までに 88％の患者の排便は落ち着いた状態にな

間や内服開始時間を個別に検討することにした。

る。朝 6 時からの内服で 12 時までには排便の心

服用中に生じる腹部症状や，具体的な身体症状を

配がなくなり，さらに通院にかかる時間は 1 時間

検査前パンフレットに明記し，どのような時に病

圏内が多いという結果から，排便が落ち着いてか

院へ連絡すればよいかを明確にした。当院では

らの来院でも午後 1 時以降の検査に十分間に合う

2015 年 4 月よりモビプレップ腸管洗浄剤を導入

ということがいえる。この期間の電話対応 5 件で

し，パンフレット作成にあたり具体的な対応の明

あったがアンケートでは 25 名の患者が腹部症状

記に努めた。患者が安心して自宅で洗腸剤を服用
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連絡先：〒 543-0035

でき，安全に検査を受けられるよう検査前オリエ

大阪市天王寺区北山町 10-31

ンテーションの充実を図ることが重要である。

TEL：06-6771-6051（代表）

《利益相反：無》

（内線 2222：内視鏡センター）

O 14

腸管洗浄剤減量による前処置の工夫

－苦痛の少ない大腸検査・治療をめざして－

岩手県立胆沢病院
内視鏡技師・看護師
消化器科医師
はじめに

○安藤ゆかり
諸井林太郎，萱場

尚一

研究期間

大腸内視鏡検査の前処置に求められるのは，洗

2014 年 7 月～ 2015 年 4 月

浄度・安全性・受容性である。しかし，被検者の
大多数が内服量の多さを訴え，服用を中断する患

対

象
大腸 ESD パス入院の患者 40 名（ニフレック

者も少なくない。
当院では，これまでニフレックを主体とした

服用経験者）

大腸内視鏡検査の前処置を行っている。2014 年
ニフレック 服用中断理由についてアンケートを

方法・内容

実施したところ，
「2 L を飲むのは大変だった」
「嘔

1．外来受診日：入院前日の食事指導として，残

気がする」
「お腹が張ってくる」という身体・精

渣が少ない食事メニューの紹介

神的苦痛への不満が抽出された。

2．治療前日

そこで，モビプレップ  服用量を 1 L に限定し，

①絶食入院

浣腸等の追加処置を施行しない方向で本研究に取

②ラキソベロン  10 ml 内服

り組んだ。

③ 21 時以降は絶飲食（※ 21 時迄は内服可）
3．治療当日

目

①降圧剤等の循環器系の内服がある場合は 7

的

時に内服

苦痛の少ない大腸検査をめざし，モビプレッ
プ  服用量 1 L に減量した前処置の工夫

② 9 時からモビプレップ  内服
表

モビプレップ  内服後

スケール

2 時間後

3 時間以上

排便回数

排便回数平均

⑤

22

31

7 ～ 17 回

7回

④

10

7

4 ～ 20 回

9回

③

8

2

3 ～ 10 回

4回

①～②

0
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④ ④
④4〜20回
4〜20回
4〜20回
平均：9回
平均：9回
平均：9回

③③
③20%
20%
20%

③ ③
③
3〜10回
3〜10回
3〜10回
平均：4回
平均：4回
平均：4回

④④
④25%
25%
25%

⑤ ⑤
⑤
7〜17回
7〜17回
7〜17回
平均：7回
平均：7回
平均：7回

排便回数
図１ 図１
排便回数
図１ 排便回数

④ ④
④ 18%
18%
18%

①〜②
①〜②
①〜②
0%
0%
0%
⑤
⑤
⑤
55%
55%
55%

図２２時間後
２時間後
図２
図２ ２時間後

結

③③
③
5% 5%
5%

果

1．モビプレップ  1 L の服用で腸管洗浄を完了す
ることができた。

⑤ ⑤
⑤ 77%
77%
77%

2．食事パンフレットを用いた専門的な食事指導
は有効であることが示唆された。
3．ニフレック  に対しモビプレップは被検者の
内服に対する意識改善へ繋げることができた。
4．モビプレップ  1 L 服用後 3 時間以上の排便時

図３ 図３
３時間以上
３時間以上
図３ ３時間以上

間を考慮することで腸管洗浄度が上がること
が分った。



a．モビプレップ 1 L を 1 時間～ 1 時間 30 分

5．腸管洗浄が良好となる迄の排便回数平均値が
7 ～ 9 回と分り，洗浄効果判定の目安に繋げ

で服用
b．モビプレップ  服用終了後から 30 分～ 1

ることができた。

時間かけて水またはお茶を 500 ml 飲水
c．排便回数は前日の下剤を内服してから治

考

察
新しい腸管洗浄剤を 1 L に減量しても，前処置

療開始前迄のトータルの排便回数で判断
d．11 時迄に当院排便スケール 3 以上で医師

の安全性と有用性に変化はなかった。また，腸管
洗浄剤減量を効果的にするには，腸内残渣が残り

の指示のもと治療可能の判断基準とする
e．患者から通常排便回数とモビプレップの

にくい細かな食事指導も大切であると実感してい
る。更に，浣腸等の追加処置をしないことで，患

味・量について感想を聴取
③治療後，医師が腸内洗浄状態を『優・良・

者が感じる羞恥心の軽減・スタッフの業務軽減に
も繋がった。

可・不可』で判断

この取り組みにより，患者が感じる腸管洗浄剤
服用に対する意識改善を実現し，患者自らが今

集計結果（表）


前日の下剤服用からモビプレップ 内服 2 時間
後のスケール⑤群のトータル排便回数は 7 回～

後，大腸検査を受けようという心境に一歩近づく
ことができたと感じている。

17 回。スケール④群は 4 回～ 20 回と排便回数の

今後も医療スタッフの連携を崩さず，さらなる

幅はみられた（図 1）
。しかし，モビプレップ  服

連携の強化をはかっていきたい。また，患者の視

用から 2 時間後には優・良の判定基準を殆どの患

覚的苦痛緩和のためにも 1 L の製剤完成を望んで

者が上回る結果となった（図 2）
。更に，排便確認

いる。

時間を 1 時間延長すると治療可能な範囲である排
便スケール③以上の患者のみとなった（図 3）
。
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結

3．内服量がより少ない腸管洗浄剤の開発を期待

論


したい。

1．モビプレップ 1 L 服用で腸管洗浄を完了し，

《利益相反：無》

被検者の身体的・精神的苦痛の緩和に繋げる
連絡先：〒 023-0864

ことができた。

岩手県奥州市水沢区字龍ヶ馬場 61

2．追加処置を減らし腸管洗浄剤減量の効果を発

TEL：0197-24-4121

揮するには，腸内残渣が残りにくい食事指導
が大切である。

O 15

大腸内視鏡検査における前処置法の検討
－患者の受容性と腸管洗浄の効果－

独立行政法人

労働者健康福祉機構
内視鏡室
看護部外来
消化器内科医師

中国労災病院

○後藤ひろみ，杉本美津枝
空

聖子，越野

明美

北村

正輔，岡信

秀治，大屋

敏秀

mg）2 T 内服後来院。ニフレック 1500 ml を約

背景と目的
大腸内視鏡検査では検査の精度を高めるために

180 ml のコップで飲んでもらいその 1 杯目にピ

優れた腸管洗浄の効果が求められている。また，

コスルファートナトリウム液（150 mg）1 本入

患者の苦痛を軽減することも必要である。当院で

れる。

は，ニフレック法を用いていたが，前日の下剤投

・ モビプレップ法

与により，睡眠障害を招いたり，ニフレック 独

検査前日：夕食は消化の良い食事を摂取する。

特の風味や服用量が多い等の課題があった。新規

下剤なし

腸管洗浄剤（以下，モビプレップ  ）を導入する

検査当日：モビプレップ  1000 ml を 60 分で服

にあたり，患者の受容性と腸管洗浄の効果を調査

用し，その後 30 分で水 500 ml を追加服用。両

したので報告する。

方法とも，便の状態により下剤（最多 2000 ml）
や浣腸を追加する。

対

象

調査期間：2014 年 10 月 1 日～ 2015 年 2 月 28 日

調査方法

対象者：全大腸内視鏡検査（以下 CS）を当院で前

アンケート調査：内視鏡室で，モビプレップ 

回ニフレック法を施行し，今回モビプ

を服用している間に調査用紙に記入をしてもら

レップ法で検査を行う患者 105 名

う。
腸管洗浄度調査：CS 検査時に，医師が評価を

前処置方法

行う。

・ ニフレック法

良好群；◎残便なし or ほとんどなし，○残便少

検査前日：夕食は消化の良い食事を摂取する。
眠前にピコスルファートナトリウム液（150 mg）

量あるが検査に支障なし。
不良群；△残便多いが検査可能，×固形便があり

1 本服用

検査困難。

検査当日：朝 8 時モサプリドクエン酸塩錠（5
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１.前回と比べて味はいかがでした

２.（当日の下剤の）量はいかがでしたか

３飲みやすさはいかがでしたか

少ない,
2%

悪い,
10%

どちらでも
ない
2%
飲みにく
い
34%

多い,
28%
良かっ
た, 47%

ちょうど
良い,
70%

ふつう,
43%

４.前日の20 時の下剤服用についてどうですか
（今回は服用なし）

飲みやすい
64%

５.前回と今回の処置に比べるとどちらが
どちらが良かったですか

＜患者さんの感想＞
モビプレップは前日下剤が
ないので、夜中にトイレに行
く心配がない。
検査当日、朝通院時、トイレ
を気にしなくてよい。
といった好意的な意見が多
くみられた。

あった方
が良い
19%
どちらで
も良い,
38%
モビプ
レップの
方が良い,
51%

無い方が
良い
51%

どちらで
もよい
30%

ニフレッ
クの方が
良い, 11%

図１ モビプレップⓇ服用について

NS

不良群

×
△
良好群

○
◎

(%)
100
90
固形便があり検査困難 80
70
残便多いが検査可能
60
50
残便少量あるが検査に 40
支障なし
30
残渣なし又は殆どなし 20
10
0

0.0%

2.3%

27.6%

24.4%

59.0%

55.7%

13.4%

17.6%

モビプレップ群

ニフレック群

n=105

n=131

図２ 腸管洗浄度について

④治療中の病気，⑤ニフレック の経験。

アンケート調査
・ 排便習慣などの腸管洗浄に影響を与える因子と

・ モビプレップ  服用に関する項目について

して

①味，②服用量，③飲みやすさ，④前日の下剤

①排便周期，②下剤服用の有無，③腹部手術歴，

服用の有無，⑤前回ニフレック法との比較。

― 55 ―

日本消化器内視鏡技師会会報 No.56

結

72.4％，不良群が 27.6％，ニフレック群は良好

果

群が 73.3％，不良群が 26.7％であり同等であっ

患者背景因子の比較では年齢，性別に両群間で

た。

は有意差が認められなかった。


・ モビプレップ 服用について（図 1）
1．味について：良かった 47％，普通 43％，悪い

考

察
モビプレップ法はニフレック法に比べ，味，服

10％。
2．当日の下剤服用量について：ちょうど良い

用量，飲みやすさにおいて評価が高く，受容性が
高いということが分かった。前日夜の下剤がない

70％，多い 28％，少ない 2％。
3．飲みやすさについて：飲みやすい 64％，飲み

ため，夜間便による不眠や通院途中のトイレの不
安がなくなったことは，良い評価の要因と思われ

にくい 34％ , どちらでもない 2％。
4．前日の 20 時下剤服用について：ないほうが良

る。また，ニフレック法より，少ない薬剤服用量

い 51％，あった方が良い 19％，どちらでもよ

でも良好な洗浄効果が得られることが分かり，以

い 30％。

上のことから，患者の負担を軽減し，安全で効率

5．前処置法の比較では，モビプレップ  の方が

的な前処置方法であると思われる。



良い 51％，ニフレック の方が良い 11％，ど
ちらでもよい 38％。患者の感想として，モビ

まとめ



プレップ は前日下剤がないので，夜中にト

モビプレップ法は他の下剤を併用しない単独投

イレに行く心配がない。当日朝通院時，トイ

与でも，従来のニフレック法と同等の洗浄効果が

レを気にしなくてよいといった好意的な意見

あり，患者の受容性も高く，被検者に負担の少な

がみられた。

い前処置法として有用である。 《利益相反：無》

・ 腸管洗浄度について（図 2）
今 回 同 時 期 に， ニ フ レ ッ ク 法 で 検 査 を 行 っ

連絡先：〒 737-0162

た 131 名の腸管洗浄度と比較した。ニフレッ

広島県呉市広多賀谷 1 丁目 5 番 1 号

ク群を比較し，モビプレップ群は，良好群が

TEL：0823-72-7171

O 16

演題取り下げ
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O 17

新規腸管洗浄剤（モビプレップ  ）に起因する腸閉塞・腸管穿孔の対策
－偶発症予防フローチャートの使用経験－

昭和大学横浜市北部病院

内視鏡室

○加茂

消化器センター

初美，槇

京子，前川

友理

斎藤

さち，西谷

朋子，奥村

朋子

千葉

雅浩

宮地

英行，山内

章裕，森

悠一

工藤

進英

果で腸管に高度狭窄（進行癌による大腸悪性狭窄

研究目的
2013 年 6 月より，新規腸管洗浄剤（モビプレッ

や ESD 全周切開後狭窄）
を持つ患者は 14 名であっ

プ  ）が本邦にて発売され，当院では 2013 年 7 月

た。ハイリスクの患者に対してもフローチャート

から下部消化管内視鏡の前処置として，モビプ

に従い前処置を行ったことで偶発症の発生は認め

レップ  の使用を開始した。しかし，現在のとこ

なかった。



ろ，モビプレップ の最適な内服法や偶発症（腸
管穿孔および腸閉塞）の発生状況やその予防法に

考

察

ついての知見はほとんど蓄積されていない状況で

当内視鏡室のフローチャートは，スムーズな排

ある。当内視鏡室では，2004 年より先行腸管洗

便のない患者には何らかの疾患を疑い，狭窄が存

浄剤ニフレック に対して，偶発症を予防するた

在する可能を強く意識して，前処置中の排便状況

めのフローチャートを使用しており，その有用性

や腹部症状を確認した上で内服の継続や追加処置



について報告してきた。モビプレップ の新規導

をすることに重点をおいている。ハイリスク例を

入にあたっては，その内服法を模して，モビプ

拾い上げることにより，腸管洗浄剤による腸閉

レップ  用のフローチャートを作成した。

塞・腸管穿孔を未然に防ぐことができ，リスクマ

今回，この新フローチャートに基づいた内服法

ネージメント上も有用であると考えられる。

の現状と妥当性を検証する。
結
方

論
経口腸管洗浄剤に関連した腸閉塞・腸管穿孔

法
2014 年 4 月から 9 月までに当内視鏡室にてモ

は，緊急手術・一時的人工肛門となる頻度が高く

ビプレップ  にて前処置を施行し，下部消化管内

危険な偶発症である。その内服において重要な役

視鏡検査を受けた外来患者 403 名の前処置の状況

割を担う内視鏡室看護師が，常に偶発症を視野に

（追加処置の有無等）と内視鏡検査の結果を，診

入れた患者管理・安全管理をシステムに沿って行

療記録を用いて後方視的に検討した。

うことが重要と考えられた。

結

連絡先：〒 224-0032

果
新フローチャートに沿って追加処置を行った患

者は 64 名であった。その内，大腸内視鏡検査結
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神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35-1
TEL：045-949-7000
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O 18

炎症性腸疾患患者における新規腸管洗浄剤の受容性，有効性，安全性の検討
－非炎症性腸疾患患者との比較－

北里大学北里研究所病院

内視鏡センター

炎症性腸疾患先進治療センター

○加藤麻由子，和田由加利，柴田
小林
日比

内視鏡センター / 炎症性腸疾患先進治療センター
慶應義塾大学病院

内視鏡センター

拓，森

順子

ただえ，石橋とよみ

紀文

中野

雅，芹澤

長沼

誠

宏

ビプレップによる前処置」に対し「楽」と回答し

背景・目的
炎症性腸疾患（以下 IBD）の患者数は増加し続

たのは非 IBD 群で多く，
「辛い，とても辛い」は

けており，現在潰瘍性大腸炎（以下 UC）が約 16

IBD 群に多い傾向が見られたが有意差はなかっ

万人，クローン病（以下 CD）が約 4 万人と推定

た。両群ともに 8 割以上がニフレック  に比べ

される。今まで主に大腸内視鏡（以下 CS）の前処

「とても楽，楽，同じ」であったと回答したが，

置として等張性ポリエチレングリコール電解質液

一方で「辛い，とても辛い」は IBD 群でやや多

（ニフレック ）が広く使用されてきた。近年患者

かった。
「便がきれいになる様子」では，両群で

受容性向上を期待されて新規腸管洗浄剤（モビプ

6 割以上がニフレック よりも早くなったと回答



レップ ）が開発されたが，高張液となることか

し，服用量もニフレック  では通常 2 l を要した

ら IBD 患者の症状の変化に懸念もある。そこで

のに対し両群で平均約 1.3 l まで減量された。ま

当院において IBD 患者を対象とし，モビプレッ

た両群で「服用量」について好ましく感じ，
「味」

プ  の受容性，有効性，安全性を検討した。

について改善を望んでいるという声が多く聞かれ
た。②次に腸管洗浄度の比較を行った結果，
「良」

方

以上が両群で 7 割を超え，検査が困難であるほど

法
2014 年 3 月から 2015 年 3 月に当院で前回ニフ

レック の前処置を受け，今回初めてモビプレッ


の前処置不良者「不可」の評価を受けた例はなく，
両群で洗浄効果は十分であった。③ CS 後の腹部

プ を用いて CS を施行した IBD 患者 55 名（内

症状悪化は 1 例見られ，モビプレップ  の関与は

訳：UC 44 名，CD 11 名）ならびに非 IBD 患者 55

否定できなかった。

名（便潜血や大腸ポリープ経過観察等）を対象と
し，①受容性の評価：CS 施行時にニフレック 

考察・結語

との比較も含めて受容性に関するアンケート調査

IBD 患者においても非 IBD 患者と同様に受容

を行うとともに，② CS 施行医師による腸管洗浄

性，有効性は従来法に比べ優れていた。懸念さ

度評価（優，良，可，不可）を行った。③さらに

れた安全性も概ね良好であり，モビプレップ  は

後日，IBD 患者に対し症状憎悪の有無を聞き取り

IBD 患者の CS 受容性向上に有用な選択肢と考え

調査した。

られる。

結

連絡先：〒 108-8642

果
平均年齢は IBD 群 46.1 歳，非 IBD 群 49.5 歳，

性別において両群に差はみられなかった。①「モ
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O 19

ベッドサイド洗浄に代わる送気送水チャンネル洗浄方法の実用化に
向けて（第 2 報）
聖路加国際病院

消化器センター
○吉野
岡田

背

内視鏡室

恵，今村

倫敦，大谷

久恵

修一

測し，スタッフごとにユニット法の延長時間を計

景
第 73 回日本消化器内視鏡技師学会で報告した

算した。

ベッドサイド洗浄に代わる送気送水チャンネル
の洗浄方法（以下，ユニット法）は細菌学的検査

結

においても有効であることが証明された。当院は

① 洗浄室設備については新規購入物品としてオ

果

分院含め 3 施設で内視鏡室を稼働しているが，ユ

リンパス社製メンテナンスユニット
（MU-1  ）
，

ニット法を導入するには設備面，管理面，効率面

MU-1 接続チューブ（MB-593  ）
，送水ボトル
（MAJ-901  ）が必要であり，1 セットあたり

で課題があった。

64, 500 円で実現することができた。設置ス
目

的

ペースは流しの横に 30 cm × 21 cm の A 4 サイ

ベッドサイドにおける送気送水チャンネル洗浄

ズの広さがあれば十分であった（図 5）
。また，

を撤廃させるため，設備面・管理面・効率面の課

メンテナンスユニットの電源の確保が必要で

題をクリアし，ユニット法を実用化する。

あった。
② アクセサリーの衛生管理についてはマルチソ

ユニット法紹介

サエティ実践ガイドに基づき，業務終了後

1）メンテナンスユニットのスコープソケットの

に送水ボトルを乾燥，週 1 回送水ボトルと

下側の穴に接続チューブを差し込む（図 1，2）。
2）接続チューブの一端をビデオスコープのコネ

MU-1 接続チューブを消毒することとした。
③ ユニット法の洗浄時間は平均 3 分 54 秒，最短

クターの送気管に接続する（図 3）
。

で 3 分 30 秒，最長で 4 分 19 秒であった。ユニッ

3）水を入れた送水ボトルの取り付け口金をビデ

ト法延長時間については全員延長する結果と

オスコープのコネクターに接続する（図 4）
。

なり，平均＋27 秒，最短＋13 秒，最長＋44 秒

4）メンテナンスユニットの電源を入れ，送気送
水チャンネルアダプターを用いて送気送水を

であった（表 1）
。
④ 移行トレーニングは特別な指導が必要なく

行う。

MU-1 接続チューブと送水ボトルの接続につ
いて説明したのみで，全員ユニット法を習得

方

することができた。また，指導がなくても各

法

自で送気送水チャンネル洗浄と同時に吸引管

想定される下記の課題について検討を行った。
① 洗浄室設備（初期費用，設置必要スペース）

路をブラッシングするなどして時間短縮の工

② アクセサリーの衛生管理

夫をしていた。

③ 洗浄工程追加による用手洗浄時間
④ ユニット法への移行トレーニングの必要性

考

察

③においては当院内視鏡技師スタッフ 8 名を対

結果①②より光源装置のような高額な機器を購

象としてユニット法と従来法で用手洗浄時間を計

入する必要もなく比較的安価に省スペースでユ
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（図１）

（図２）

（図３）

Ａ４サイズ
＝30cm×21cm

（図４）

（図５）

（表１）
スタッフ

ユニット法

従来法

延長時間

A

3：48

3：17

＋ 0：31

B

3：42

2：58

＋ 0：44

C

4：19

3：55

＋ 0：24

D

4：03

3：38

＋ 0：25

E

4：14

3：37

＋ 0：37

F

3：33

3：20

＋ 0：13

G

3：30

3：03

＋ 0：27

H

4：08

3：47

＋ 0：21

平均

3：54

3：26

＋ 0：27

ニット法を実現させることができた。またアクセ

くなり，往診先などの場所に関係なくベッドサイ

サリーの管理もマルチソサエティ実践ガイドに

ドでの送気送水チャンネル洗浄を撤廃することが

基づく管理ルールとして統一することができた。

できた。

よって，ユニット法を実用化することができ，検

結果③④より各自の用手洗浄の工夫により洗浄

査室から送気送水チャンネル洗浄アダプターがな

時間は全員 5 分以内に終わらせることができ，延
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長時間は約 45 秒以内に抑えることができた。最

結

論

大延長時間はベッドサイド洗浄の時間と変わらな

ベッドサイドでの送気送水チャンネル洗浄を撤

い結果となった。これは，ユニット法に切り替え

廃し，他施設でもユニット法を導入できる可能性

ても洗浄作業の効率は変わらないということであ

を示すことができた。

《利益相反：無》

り，検査の回転が速く件数が多い施設，またマン
パワーがない施設でもユニット法は導入可能であ

連絡先：〒 104-8560

東京都中央区明石町 9-1

TEL：03-5550-7044

ることが分かった。

O 20

当院における一次洗浄後の清浄度評価
－ ATP 測定を行って－

三豊総合病院

内視鏡センター

○篠原美代子，楠木
高橋

はじめに

公子，斎藤美香子

真樹，加地麻衣子

採取方法：1 人は，一次洗浄が終了したスコー

当院の洗浄は，技師会の「洗浄・消毒ガイドラ

プの全管路の水分を 3 回以上注射器でフラッシュ

イン第 2 版」に基づき行っている。一昨年，洗浄

し，50 ml の蒸留水を吸引口金から注入し，もう

したスコープの培養検査から細菌が検出され，洗

1 人が吸引ボタンを押しスコープ先端から出る蒸

浄方法の改善に取り組み，それと並行して培養検

留水をコップに受け測定する。

査回数を増やした。細菌検査は数日間培養するの

測定頻度：1 日 1 ～ 2 本

で迅速性に欠けるため，結果が出ていなくてもス

測定器：3 M ルミノメーター NGi 

コープは使用せざるを得ない現状がある。そこで
洗浄工程でポイントと考えられる一次洗浄後の清

結

浄度がわかれば細菌の検出防止へ導けるのでは

1．6 月～ 11 月はまずデータ収集期の前期として

果

ないかと考え，一次洗浄後に ATP 測定を実施し，

102 件測定し，得られたデータを元に基準値

清浄度評価を行ったので報告する。

を決める予定であったが，
測定値に開きがあっ
たので決めることができなかった。そこで 12

目

的

月から 3 月までの後期では，大阪医科大学付

一次洗浄後にスコープの ATP を測定すること

属病院のデータを参考に，120 RLU 以上で再

で，当院の洗浄が正しく実施され，清浄度が確保

度一次洗浄（再洗浄と略す）を行うことに決め

されているか，否かについて検証する。

81 件測定した。
2．JF260  の値は，前期 3 ～ 448 RLU，平均 46.1

方

法

± 75.3 RLU， 後 期 3 ～ 386 RLU， 平 均 40 ±

期間：2014 年 6 月から 2015 年 3 月

68.4 RLU，行った処置は EST・排石，ステン

対象：当院の先行研究結果から，ベットサイド

ト挿入などであった。UM-2000  の値は，前

洗浄後に ATP を測定したところ JF-260  2 本と

期 2 ～ 1044 RLU，平均 100.1 ± 186.2 RLU，後

超音波内視鏡 UM-2000  1 本，UCT-260  1 本の

期 3 ～ 225 RLU， 平 均 48.7 ± 58.8 RLU， 処

数値が高いことがわかり，汚染の著しいスコープ

置はなくすべて観察であった。UCT-260  の

として測定対象とした。

値は，前期 4 ～ 1193 RLU，平均 178 ± 278.3
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RLU，後期 4 ～ 732 RLU，平均 123.8 ± 191.9

はないかと考える。
今回一次洗浄後にスコープの ATP 測定を実施

RLU，行った処置は穿刺と観察で使用するこ

し清浄度を把握することができた。また基準値を

ともあった。
3．後期で一次洗浄後 ATP が基準値以上となっ

元に再洗浄することで，有機物を極力減らした状

たのは，JF260  4 件，UM-2000  2 件，UCT-

態で洗浄機の洗浄ができ，結果，細菌検出防止の



260 5 件であった。それを再洗浄し，ATP を

一助に導けているのではないかと考える。
しかし，

測定したところ基準値以下にならなかったの

ATP 測定により洗浄者の負担は増し，再洗浄が







必要となればスコープを効率よく，提供できなく

3 件で，再々洗浄の代わりに洗浄機のすすぎ

なるなどの問題がある。今後は，ATP 測定のタ

工程を利用し水洗を行うことで基準値以下と

イミングや回数の検討，安定した測定結果が導け

なった。

るような採取方法への取り組みなどの課題に取り

は，JF260 1 件，UM-2000 0 件，UCT-260

組んでいで行きたいと考える。
考

察
UM-2000  と UCT-260  は， 前 期 の 測 定 値 で

結

ATP を測定することで，当院の洗浄レベルを

開きが大きくなったのは，2014 年 6 月に購入さ
れ，洗浄に不慣れな状況が原因の 1 つと考える

語

検証することができた。

《利益相反：無》



が，UCT-260 は後期でも開きがある。これはス
コープの構造が UM-2000  と比べ複雑な上，穿
刺などの処置では有機物が残り易いのではないか

参考文献
1）阿部真也，ほか：ハイリスク汚染内視鏡に対

と考える。採取時，管路内に蒸留水を流す際，外

する ATP を用いた予備洗浄後の清浄度評価．

に漏れることで測定値に影響する可能性や流す回

日本消化器内視鏡技師学会会報 2014；53：

数が 1 回では，汚れが採取しきれていないことが

70-71．

考えられる。一次洗浄を行い，再洗浄を行っても
ATP が基準値以下にならなかった時に，洗浄時

連絡先：〒 769-1695

間のロスも考え，洗浄機で水洗を行い ATP が低

香川県観音寺市豊浜町姫浜 708

下した。このことからすすぎ工程では，人の手で

TEL：0875-52-3366

行うより，洗浄機の水流ですすぐほうが効果的で

― 62 ―

日本消化器内視鏡技師会会報 No.56

O 21

内視鏡の安全で効率的な洗浄・消毒への取り組み
－チームで行う洗浄・消毒－

独立行政法人国立病院機構
看護師

臨床工学技士

北海道がんセンター
○高森

晴美，伊藤有希子，田中

仁美

大塚

保子，梶谷

智美，伊勢

修江

奥平

敦子

黒川

健太，正木

弦，小島

啓司

小田嶋洋兵
消化器内科医師

藤川

幸司

の清潔保持が厳守できるようになった。また，医

背景・目的
内視鏡の洗浄・消毒が確実に行われることは安
全な医療を提供する上で重要である。しかし内視

師の協力を得られ共同で確認する意識が高まっ
た。

鏡は高額な機器であり，医療機関で保有できる台

②業務手順を見直し，検査の中での看護師・

数には限界があるため，洗浄消毒は短時間でかつ

CE・助手の業務分担を明確にした。CE の内視鏡

効果的に実施する必要がある。当院は全ての内視

業務の内容の取り決めを行った。看護師は患者確

鏡業務を看護師が運用していたが，2011 年に臨

認・患者介助・終了時の患者指導まで専念できる

床工学技士（以下 CE）が内視鏡業務に介入し，さ

ようになった。CE は検査当日使用予定の内視鏡

らに 2013 年には洗浄担当の看護助手を導入した。

の始業前点検および次に使用予定の内視鏡の光源

看護師・CE・助手のそれぞれの職種の専門性を

へのセッティング・点検することでトラブルを未

発揮しながら安全で効率的な内視鏡洗浄消毒の実

然に防ぐ場面が多くなった。さらに CE の内視鏡

現を目的とし，ハード面・業務内容の検討を重ね

業務の内容の取り決めを行った中で，洗浄機のメ

現状に至るまでを報告する。

ンテナンスおよびトラブル対応を直接担うことに
より，それまでメーカー対応で時間を要していた

方

が，検査への影響が少なくなった。

法

③検査終了時の内視鏡の予備洗浄・洗浄機への

①洗浄・消毒したものと使用済みのものが区別
できる環境作りの徹底，②業務内容・マニュアル

セッティングは洗浄要員 1 名が実施していたが，

の見直し・導線の変更，③洗浄消毒の確認の徹

CE と協力体制をとるここで，複雑な洗浄履歴の

底，④体制の見直し，⑤洗浄・消毒に関する定

誤記入の発見や洗浄終了時の洗浄アダプターはず

期的・臨時教育の実施，以上のことを，3 職種が

れや接続し忘れの再確認が可能となった。洗浄要

ミーティグンに参加し発案・実践・評価し，業務

員の負担軽減と洗浄に専念できる環境が整備され

改革を実施する。

より確実な内視鏡洗浄が確立できた。
④洗浄に関することや内視鏡検査運用に関して
定期的（毎朝と 1 回 / 月）にミーティングを行う

結果・考察
①スコープ先端保護キャップ・スコープ架台の

ことで情報の共有ができスタッフの認識統一がは

導入をし，先端保護キャップの再装着禁止や不潔

かれた。またミーティング後実践し評価すること

域・清潔域を区別ルール決めすることにより清潔

で職種間の理解が深まり協力体制が強化された。

な内視鏡の区別が明確になった。特に先端キャッ

⑤洗浄・消毒に関する教育は，新任のスタッフ

プの採用は内視鏡の先端部の保護と使用直前まで

の配属がされる毎に，メーカーの協力のもと実施
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していた。しかし 2015 年 3 月アメリカの十二指

善を継続していく必要がある。 《利益相反：無》

腸内視鏡使用後の感染事故の報告を受け，臨時的
に内視鏡洗浄全般の勉強会を実施した。その結果
メーカー推奨方法にそぐわない点も確認でき，ス

参考文献
1）消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティ
ガイドライン．

タッフの手技と知識の統一化のためには定期的・
継続的な教育の必要性が示唆された（その結果感

2）大内和歌子，ほか：内視鏡洗浄業務に関する
教育－より安全な内視鏡を目指して－．日

染管理の意識を高める結果となると考える）
。

本消化器内視鏡技師会会報 2014；52：148結

149．

語
今回の検討は看護師・CE・洗浄要員間の専門

性を生かし円滑性を高め，安全で効率的な内視鏡

連絡先：〒 003-0804

洗浄に効果があった。今後も質の高い内視鏡医療

札幌市白石区菊水 4 条 2 丁目 3 番 54 号

提供のために，センター内の業務・管理体制の改

TEL：011-811-9111（内線 285）
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内視鏡定期培養検査における過去 3 年間の取り組み
独立行政法人国立病院機構

大阪南医療センター
○山田加代子，藤原
井上

はじめに

富夫

文彦，山本よしこ

倫理的配慮

当センターでは 2012 年度から内視鏡定期培養
プロトコール

祐子，中西

佐美，江口

1）

個人や対象集団の特定につながる情報は記載し

に基づいて年 1 回の監視培養を

ないこととし，研究において収集されたデータの

実施している。内視鏡室・感染対策室・臨床検査

管理はコンピュータファイルに保存し，パスワー

科・診療部・事務部と検査の意義・業務の効率化・

ドプロテクションなどのセキュリティー対策を講

コストについて再考し，安全な内視鏡検査ができ

じた。

るよう，検査方法・検査体制を構築したのでここ
に報告する。

結果および考察

目

マニュアルを作成し，一般細菌をターゲットとし

2012 年度は文献に基づき当院での検査手順・
的
安全な内視鏡検査を提供できるよう内視鏡定期

た検査培養を実施した。業務として実施可能な範
囲であること，コストも考慮し，スコープは上部，

培養検査体制を構築する。

下部，十二指腸・気管支鏡の 4 種類から 1 本ずつ
方

無作為抽出し，洗浄液の一般細菌培養検査を行っ

法

1）内視鏡定期培養検査マニュアルを改正する。

た。気管支鏡のみ抗酸菌塗抹検査を追加した。さ

2）検査実施後の評価を内視鏡部門運営委員会で

らに ST チューブ TM（大腸菌・サルモネラ・黄色

検討する。
3）改善策の立案，実施する。

ブドウ球菌）による拭き取り検体も追加した。検
査結果はすべて陰性であった。

4）評価する。

2013 年度は同じ方法で実施した結果，気管支
― 64 ―
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鏡から MRSA が検出された。洗浄・消毒方法を

あったと考える。今後も病院の取り組みとして定

確認し，機器の管理徹底を行うとともに，直ちに

着・継続させていきたい

洗浄消毒方法の見直しを行い，スコープの点検等
を行った。原因を分析した結果，洗浄消毒後から

結

語

使用するまでの期間の管理が不十分であると判断

他職種が協働し，内視鏡定期培養検査体制を構

し，使用前の洗浄消毒や取扱い時の手指衛生を徹

築した。目に見えない菌を培養し，数値化可視化

底することなどをマニュアルに追加した。

することは，スタッフの洗浄に対する意識が高ま

2014 年度は，陽性とする検出対象菌種は大腸

り，患者が安心して検査を受けることにつなが

菌等 8 菌種に取り決め，耐性菌の対応や雑菌の対

る。より安全な内視鏡検査を提供するため，今後

応なども検討しマニュアルを改訂した。またコス

も各部門が連携し内視鏡定期培養検査を継続・検

トの面から，ST チューブ

TM

の使用は中止とした。

討していくことが重要である。 《利益相反：無》

採取する者による検査結果の偏りを出さないため
に，検体採取は細菌検査室検査技師立ち合いのも
と同じ方法で行った。検査結果はすべて陰性で

参考文献
1）内視鏡定期培養検査プロトコール．日本消化

あった。抗酸菌については塗抹検査の結果で陰性

器内視鏡技師会会報 2012. 3. 25；No 48 別刷．

と判断するのか，培養検査結果で判断すべきかが

2）WGO/OMED Practice Guideline Endoscope

内視鏡部門運営委員会で審議となった。これに関

Disinfection（日本語版）
（日本消化器内視鏡学

しては，菌種を同定することが目的ではなく汚染

会消毒委員会訳）2005. 12. 14

度の調査であることから，培養検査は行わず抗酸

3）ESGE/ESGENA Guideline（2003）last accessed
June 27, 2005．

菌塗抹結果をもって判定することとした。
3 年間の培養検査では，菌検出は 1 例であった。

4）坂本史衣：基礎から学ぶ医療感染対策改訂第
2 版．南江堂 2012．

患者により安全な内視鏡検査を提供するためは，
精度の高い検査であるかどうか検証し続けなけれ
ばならない。そのためにも多職種（内視鏡室・感

連絡先：〒 586-8521

染対策室・臨床検査科・診療部・事務部）が集ま

大阪府河内長野市木戸東町 2-1

る委員会で検討し，対策を協議することは意義が

TEL：0721-53-5761

O 23

内視鏡定期培養検査導入に向けた体制の確立への取り組み
JCHO 群馬中央病院
外来（内視鏡室） ○井田

敦子，齋藤久仁子，青木由美子

山口みつえ，岡崎

友香

感染管理室

安野

朝子，井川沙希子

細菌検査室

武谷

洋子

のプロトコール（以下，プロトコール）
」を発表

研究目的
消化器内視鏡は高水準消毒が必要である。日本

した。この定期培養検査は全国的にも普及率が低

消化器内視鏡学会では年 1 回以上の定期培養検査

く，当院も未実施であった。そのため，当院の内

を推奨しており，
「内視鏡洗浄消毒質保証のため

視鏡洗浄消毒質保証を行うために培養検査導入が
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必要であると考えた。そこで，定期培養検査導入

考

察

に向けて院内の関連部署と連携を図り，培養検査

メンバー選出について，細菌検査室は，検査方

の基準・手順作成を行い，導入に向けて生じる問

法決定にあたり判断の根拠を提示してくれた。感

題とその対処法を明らかにし新しい体制を確立す

染管理室は感染対策の経験や知識があり，コンサ

るための取り組みを行った。

ルテーション業務を行っているため他部署との連
携にも有益であった。感染防止のためには管理が

法

必要である。感染対策として感染症が発生してい

1．研究期間

るかどうかを継続的に監視し，調査していくサー

方

ベイランスは現状の把握や感染の減少とそれによ

2014 年 5 月 10 日～ 2014 年 11 月 22 日

る医療の質改善に繋がる。定期培養検査は内視鏡

2．研究方法
1）定期培養検査導入に向けて関連部署を選出

のサーベイランスであると考える。検査を実施し

し，プロジェクトメンバーを決定する。

たことにより定期培養検査の重要性が再認識され

2）プロトコールで各施設に判断を委ねられた

た。今回はプレテストであり，全ての内視鏡の質

項目に沿って，プロジェクトメンバーで検

保証ができたとはいえない。そのため，培養検査

討会議を行い基準および手順を作成する。

を行う内視鏡の種類や本数などをどのように選択

3）作成した手順に沿って検査を実施し，実施

するのか具体的内容は検討課題である。

時に生じる問題を抽出する。
4）プロジェクトメンバーでディスカッション

結

論
他部署と連携を図ることで培養検査を実施する

を行い，課題を抽出する。

ことができた。感染対策は組織全体にかかわって
結

くることであり，当院における基準，手順作成は

果
関連部署の中からプロジェクトメンバーには内

定期培養検査導入に向けての一歩である。今後，

視鏡室，細菌検査室，感染管理室を選出し，基準

内視鏡サーベイランスとして定期内視鏡培養検査

や手順はプロトコールを参考に作成した。今回は

を実施し，今回作成した基準や手順を更に改定し

プレテストとして実施頻度を年 1 回で，上部，下

検討課題も討議を重ねて体制の確立を図っていき

部内視鏡各 2 本の計 4 本の培養検査を行った。検

たい。

《利益相反：無》

査対象菌は一般細菌とし，
合格基準を陰性とした。
使用培地は陽性球菌用の羊血液寒天培地と陰性桿

引用，参考文献

菌用のドリガルスキー寒天培地を採用した。検体

1）消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサ

採取は外表面をスワブ法，吸引管路は押し出し法

エティ実践ガイド作成委員会：消化器内視鏡

にて 3 名で実施した。初回検査では菌の検出が 2

の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガ
イド改訂版，2013. 7. 10

件（上部・下部内視鏡各 1 コロニー）あったが再
検査で陰性となった。検査基準を陰性にしたた

2）日本消化器内視鏡技師会内視鏡安全管理委員

め，再検査が必要となりそのための人員確保や日

会編：内視鏡定期培養検査プロトコール．日

程調整が必要となった。検出された菌は，ブドウ

本消化器内視鏡技師会会報 2012.3；48：266-

糖非発酵グラム陰性桿菌と緑膿菌であったが，人

275．

体由来か環境由来かの評価ができなかった。その

3）柿崎靖子：質を向上する ! 内視鏡細菌検査培

ためディスカッションを行った際，検出された菌

養手順とその工夫．消化器最新看護 2014，2・
3 月号；18（6）：49-55．

に対する評価も行っていく必要があるという意見
が出された。

4）坂田友美：内視鏡感染管理における内視鏡清
浄度調査の重要性について．日本臨床微生物
学会，日本臨床微生物学雑誌 2012. 3. 25；22
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連絡先：〒 371-0025

（1）
：36-41．

群馬県前橋市紅雲町 1 丁目 7 番 13 号

5）野口里織：内視鏡スコープ定期培養検査方法
の改善マニュアル作成を行って．人間ドック

JCHO

2013. 7；28（2）
：203-333．

TEL：027-221-8165

O 24

群馬中央病院

内視鏡室

当院内視鏡センターにおけるスコープ培養業務の導入
セコメディック病院

内視鏡センター
内視鏡技師

○折笠亜矢子，諸岡あけみ，高森百合子

医師
結

はじめに

厚

典夫，志田

勝義

果

培養にかかる時間・コスト
培養作業にかかるスコープ 1 本当たり時間は，

本消化器内視鏡技師会で安全管理委員会が行った
スコープの培養実施率は 26％であった。日本消

直子，三井

木村

いずれも細菌は検出されなかった（表 1）
。

日本消化器内視鏡学会では，年 1 回の内視鏡の
定期培養検査が推奨されているが，2012 年の日

島田

準備に 2 分± 25 秒，5 ヵ所一般細菌と抗酸菌培

化器内視鏡技師会でも，洗浄消毒後の培養ガイド

養の 2 検体ずつのサンプリングに平均 6 分 59 秒

ラインが提示されており，近年十二指腸スコープ

± 30 秒を要し，一機に 9 本施行すると約 1 時間

での洗浄後の感染カルバペネム耐性腸内細菌科細

21 分要した（表 2）
。培養にかかる外注コストは，

菌（CRE）が確認され注意喚起されたこともあり，

1 本あたり 12, 816 円で培養に関連する物品はマ

当院でも洗浄後の内視鏡スコープの培養の導入を

スクやガウンなどで約 2, 500 円かかった（表 3）
。

試みた。

検査会社の対応
当院では，細菌検査は外注となっている。

目

検査センターの機器培養の対応，機器の培養の

的
内視鏡洗浄機による洗浄効果，培養業務に関わ

依頼は，ほぼなく，数社に聞いてみた。抗酸菌・
環境細菌は検査センターによっては，対応不可と

る問題点を検討。

いう回答だった。細菌検査室のある施設では，容
方

易に培養検査を行なえるが，当院のように院内に

法
当院で通常業務で毎日稼働しているスコープ

細菌検査室がない施設は，検査センターと新たな

を，オルトフタルアルデヒドを使用し 10 分の消

契約も必要となることがある。依頼先の契約に至

毒時間で内視鏡洗浄機を用いて上部内視鏡 9 本，

るまで時間を要した。

下部内視鏡 7 本を日本内視鏡技師会における内視
鏡定期培養検査プロトコールに示すように内視鏡

問題点・考察

表面，吸引チャンネル，送気チャンネル，送水

規模の大きな病院では細菌検査室を有している

チャンネル，送気・送気ボタン，鉗子栓の 5 ヵ所

ことが多く環境培養の対応も可能と思われるが，

よりサンプリングを行ない一般細菌および抗酸菌

当院では，検査室はあるが，細菌検査は外注と

の培養を行なった。

なっている。検査センターにより環境培養の対応
に違いがあり，現状の細菌培養を依頼している検
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表1

培養結果

表2

培養作業時間
1 本あたり時間

9 本時間

準備時間

2 分± 25 秒

18 分± 25 秒

サンプリング時間

6 分 59 秒± 30 秒

63 分± 30 秒

一般細菌

抗酸菌

GF 1

－

－

GF 2

－

－

GF 3

－

－

GF 4

－

－

GF 5

－

－

GF 6

－

－

GF 7

－

－

GF 8

－

－

GF 9

－

－

CF 1

－

－

CF 2

－

－

CF 3

－

－

CF 4

－

－

る。午前の検査終了後に行えば，昼休憩時にかか

CF 5

－

－

ることもあり，午後検査終了後に行えば時間外業

CF 6

－

－

務となり時間外業務コストが発生する。培養のサ

CF 7

－

－

表3

培養費用
16 本合計

培養費用

１本あたり

￥92,844

物品

￥2,500

￥22,500

計

￥12,816

￥115,344

要で 1 本あたり 10 分ぐらいかかる。施設によっ
ては，前日洗浄消毒されたスコープを検査開始前
に時間をとって培養サンプリングを行なってい

ンプリング機関や時間調整しながらの作業が必要
である。

査センターで対応が困難であれば新たな依頼先と

結

語

の契約が必要になってくる。当院ではあまり問題

今回の検討では培養の結果はいずれも問題な

視されていないが，培養に関わるコストは検査セ

く，培養検査業務のルーチン化や費用の検討が必

ンターに外注すると 1 本あたり 1 万 3 千円近くか

要であった。

《利益相反：無》

かっていた。内視鏡洗浄消毒時に使用するオルト
フタルアルデヒドは 1 本あたり 450 円程度であり
培養費用は高額であった。内視鏡感染対策に必要

参考文献
1）内視鏡定期培養検査プロトコール：日本消化
器内視鏡技師会会報 2012；48（3）：266-275．

なコストとして病院が認めるかはその施設による
と思われる。作業時間に関する問題点では，検査

2）野口里織，ほか：内視鏡スコープ定期培養

の行なわれている時間は，培養サンプリングはで

検査方法の改善．人間ドック 2013；28（2）：

きないため検査終了後に培養のサンプリングが必

203．
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O 25

保管庫内の「感染予防」を目的にポリエチレン製エアクッション材の
有効性を検討する
静岡県立静岡がんセンター

背

中央診療

○二ノ宮

歩，高階

細菌検査室

塚原

美香

看護部

工藤

友子

ME センター

近藤

俊一

考

景

真里，秋本寿美子

察

日本消化器内視鏡技師学会（以下 JGETS）より

胆膵内視鏡ビデオスコープの洗浄直後ではコロ

内視鏡定期培養検査プロトコールが上梓されてお

ニー検出がなかったため，洗浄方法ではなく，庫

り，当院ではそれに準拠し実施している。保管庫

内に問題があると考えた。スポンジ製衝撃緩衝材

に関しての記載はないが，当院では保管庫の培養

は表面に細かな凹凸を認め，アルコール清拭のみ

検査も行い感染予防を意識している。

では十分な除菌は困難であり，庫内環境によって
は細菌の温床となる。一方，ポリエチレン製エア

目

クッション材は一般的に衝撃緩衝材として多用さ

的
内視鏡保管庫内で衝撃緩衝材：ポリエチレン製

れており，安価である。また 1 面は平坦であり，

エアクッション材の「感染予防」における有効性

アルコール清拭で十分な除菌が可能になり，細菌

を検討する。

の温床になりにくいと考える。アルコール清拭の
間隔を 7 日にしても，細菌増殖は認めたが規定数
以下のコロニー数であった。また清拭直後でコロ

対象と方法
JGETS のプロトコールを準拠し実施。同時に

ニー数が激減していることから，衝撃緩衝材を変

内視鏡保管庫をランダムに選択し，アングル操作

更しても庫内清拭方法は現行のままで問題はない

部接触部・保管庫取り出し口・内視鏡先端接触部

とした。

をスタンプ培地した。
結
結

語
庫内の衝撃緩衝材に「感染予防」においてポリ

果
2013 年では庫内に保管されていた胆膵内視鏡

エチレン製エアクッション材は有効である。

ビデオスコープの吸引管路より規定数以上のコロ
ニーが検出されたが，洗浄直後に培養検査を行い

課

題

規定数以上のコロニー検出がないことを確認し

すべての衝撃緩衝材を変更し再度検証，交換頻

た。保管庫表面を毎日，庫内を 1 回 / 週アルコー

度の検討も必要である。また修理履歴などで「保

ル清拭を継続し，2014 年に同様の方法で培養検

護」の有効性を検討していくことも必要である。
《利益相反：無》
〈抄録再掲載〉

査を実施した。培養検査直前にアルコール清拭し
た庫内のスポンジ製衝撃緩衝材で規定数以上のコ
ロニー数が検出されたため，衝撃緩衝材をポリエ

連絡先：〒 411-8777

チレン製エアクッション材に変更し，7 日間放置

静岡県駿東郡長泉町下長窪 1007 番地

後，アルコール清拭直後の培養検査を行った。結

TEL：055-989-5222（代表）

果コロニー検出は規定数以下となった。
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鎮静下での外来上部内視鏡を受ける患者の安全な帰宅への取り組み
－覚醒評価基準への導入－

独立行政法人国立病院機構

京都医療センター
○北野

英輝，上田

純一

そのみ，田口いづみ，笹原

道子

森

由美，浅川

松岡

律子，坂井

洋子

後における患者アウトカムを比較する前後

はじめに

比較試験

近年，鎮静下での内視鏡検査は需要が高まって

2）内視鏡看護師 8 名に対する調査研究である。

いる。当院では 1 日の上部内視鏡検査件数が 30
～ 40 件前後あり決められた午前中の時間内に上

1．研究 1

部内視鏡検査を効率良く運営しなければならない

・ 患者対象

現状がある。鎮静下の患者においてはバイタルサ

プロポフォールを使用した外来上部内視鏡鎮静

インや覚醒状況などの観察を担当看護師独自の判

患者 200 名（導入前 100 名，導入後 100 名）
。

断で行い退室を促している。検査終了後の覚醒評

除外基準は，入院患者，検査後の説明を内視鏡

価が統一されていない現状があり患者の安全が守

センターで受けない患者，プロポフォール以外

られているのか疑問に感じている。欧米の日帰り

で鎮静をする患者である。

手術や内視鏡検査などでは帰宅に際してアルデ

・ 調査項目

レートスコアリングシステム（5 項目，9 点以上

測定項目は，年齢，性別，体重，検査時間，プ

で帰宅準備）が覚醒評価基準として使用され効率

ロポフォール使用量，飲酒歴，喫煙歴，付き添

的に運用されている。そこで当院においてもアル

いの有無，帰宅時間とする（表 1）
。

デレートスコアリングシステムを導入しその有用

初回または 2 回目以上，付き添いの有無，帰宅

性について検討することとなった。

までの手段，気分不良の有無，ふらつきの有無，
転倒の有無，次回鎮静の希望の有無をアンケー

目

トより収集した（表 2）
。

的

導入後はアルデレートスコアリングシステム

研究 1
患者対象：安全な帰宅を目指してアルデレート

（意識状態・動作能力・呼吸・循環・皮膚色調
の 5 項目）を用いて点数化した。

スコアリングシステムを導入しその有用性につ

・ 調査期間（各々 100 名到達期間）

いて検討する。

導 入 前 は 2014 年 10 月 27 日 か ら 2015 年 3 月

研究 2

12 日

看護師対象：アルデレートスコアリングシステ

導入後は 2015 年 3 月 25 日から 2015 年 8 月 4 日

ム導入前後の看護師の不安や心理的葛藤の変化

・ 介入

を調査する。

アルデレートスコアリングシステムトレーニン

今回は研究デザイン，導入前後のデーターと看

グ期間，勉強会の実施，練習期間を得て導入開

護師に対する意識調査について報告する。

始した。
2．研究 2

対象および方法

・ 看護師対象

研究デザインは，
1）アルデレートスコアリングシステム導入前
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図表

表１

患者属性
項

日本消化器内視鏡技師会会報 No.56

目

表２
導入前

導入後

検査終了後の偶発症

P値
項

有効回答人数

73

84

0.058

上部内視鏡初めて、％

38%

24%

0.048

導入前

導入後

73 名

84 名

P値

5.5%

6.0%

0.899

目

偶発症

.

症状
付添い、％

86%

97%

0.017

飲酒歴、％

19%

26%

0.263

喫煙歴、％

13%

16%

0.492

男性、％

55%

46%

0.183

年齢、歳

63.6（14.6）

65.4（12.3）

0.353

体重、㎏

59.5（12.3)

57.5（10.9）

0.210

図１

不安と心理的葛藤の変化

めまい

0.0%

0.0%

N.A

ふらつき

1.4%

4.8%

0.452

頭痛

0.0%

2.4%

0.540

吐き気

1.4%

0.0%

0.944

転倒

0.0%

0.0%

N.A

眠気

2.7%

1.2%

0.902

気分不良

2.7%

0.0%

0.416

冷や汗

0.0%

0.0%

N.A

図２

施し不安と心理的葛藤，覚醒評価基準の利便

結

性・有用性・必要性について VAS 法を用いて

研究 1

不安と心理的葛藤の変化（個別）

果

アルデレートスコアリングシステム導入前後と

アンケート実施した（図 1，2）
。

も，気分不良などの副作用は 5％前後と少なく，

※データー分析

有意差を認めなかった。

解析は統計解析パッケージ IBM SPSS Statistics
20（IBM 社）を使用し，有意水準は 5％（両側

研究 2
アルデレートスコアリングシステムを導入する

検定）とする。

ことで看護師の不安や心理的葛藤は軽減した。
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考

5 回，2006：46-48．

察

2）内視鏡診療における鎮静に関するガイドライ

研究 1

ン．日本消化器内視鏡学会雑誌 2013. 12；55

今回の結果より，統一した覚醒評価基準はな

（12）．

かったが当院においてのアセスメント能力が有

3）橋本逸子：セデーションを行った検査・治療

効であり安全性が評価できていたと考える。

のケア．消化器・がん・内視鏡ケア 12（5）：

研究 2

73-79．

新人看護師は導入後も心理的葛藤が軽減してい
なかった。このことから評価基準を作成し運用

4）安全なセデーションのすすめ，消化器内視鏡

しても経験の浅い看護師は心理的葛藤が全て取

診療におけるプロポフォールセデーションの

り除かれないと思われる。

実際と使用上の留置点．
5）Ead H.：From Aldrete to PADSS：Reviewing
discharge criteria after ambulatory surgery. J

今後の展望

Perianesth Nurs. 2006；21（4）：259-267．

1．消化器内科医師と連携し当院独自の評価基準

6）Pershad J1, Wan J, Anghelescu DL.：Comparison

の作成に取り組み活用していきたい。
2．看護の技術の向上を目指した能力評価だけで

of propofol wish pentobarbital/midazolam/

はなくコミュニケーションを密にした新人教

fentanyl sedation for magnetic resonance imaging
of the brain in children. Pediatrics. 2007；120

育プログラムの作成も取り入れ更に看護の質

（3）：e 629-636．

の向上につなげていきたい。《利益相反：無》

7）Aldrete JA.：The post-anesthesia recovery score
revisited. J Clin Anesth 1995；7：89-91．

引用参考文献
1）田村真由美，谷口真弓，宮部裕美子：上部消
化管検査における意識下鎮静の覚醒時期判断

連絡先：〒 612-8555

の検討，帰宅基準書の有用性を検証する．山

京都市伏見区深草向畑町 1-1

口県看護研究学会学術集会プログラム・集録

TEL：075-641-9161
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大腸内視鏡検査時の患者背景における鎮痛効果の検討
－安全安楽な検査のために－

順天堂大学医学部附属静岡病院
外来業務課

内視鏡技師

○樋口とも子，安齋
神谷

看護師

珠枝，松本

知子，四條

絹代

長谷川裕美，野中明日香，小関ゆかり
杉下

麻澄，相川めぐみ，山本

小野田基代乃，渡辺
消化器内科

永原

章仁

一般外科

折田

創

結

背景・目的

里枝

優子

清美，矢田みどり

果
男 性 191 人， 女 性 109 人 で 平 均 年 齢 65.0 歳。

大腸内視鏡検査において，当院では鎮痛・鎮静
剤を用いて検査を施行しているが，その効果は患

80 歳以上の超高齢者も 18 人認めた。患者の飲酒

者によって異なり，患者背景からその効果が予測

習慣は常習飲酒者，機会飲酒者合わせて 185 人，

できればより安全安楽に検査を受けることが可能

飲酒しない者 110 人であった。また睡眠導入剤を

になる。今回患者アンケートを用いて検査時の痛

使用しているものは 69 人であった。開腹手術歴

みに関与する患者背景因子と患者背景による鎮

では経験ありが 152 人，開腹手術歴なしが 119 人

痛・鎮静効果の違いを検証した。

であった。また，大腸内視鏡検査経験者は 187 人，
初回が 86 人であった。検査時の鎮痛・鎮静剤の

期

使用状況では一般外科ではペチジンとフルニトラ

間

ゼパムの併用，またはペチジンのみ，消化器内科

2014 年 10 月 1 日～ 2015 年 5 月 31 日

では鎮痙剤としてブチルスコポラミン臭化物製剤
対

またはグルカゴンのみ，もしくは鎮痙剤とミダゾ

象
当院の一般外科・消化器内科にて大腸内視鏡検

ラムの併用にて検査を施行していた。患者背景と

査を施行された外来患者 300 人を対象とした。倫

検査中の痛みについて検査中痛みを訴える例の割

理的配慮に関して当院の倫理委員会を通し，対象

合は，男性：女性＝ 51％：77％（p ＜ 0.01），20

者は本研究への協力を拒否しても不利益を被るこ

～ 60 歳代：70 歳以上＝ 67％：51％（p ＜ 0.01），

とは一切ないこと，協力への参加は自由意志に

飲酒歴では飲酒する：飲酒しない＝ 58％：66％

よって決定してよいことを事前に伝え，個人情報

（n. s.）であった。安定剤の服用では服用する：

については本研究以外の目的で使用しないという

服 用 し な い ＝ 69 ％：58 ％（p ＜ 0.1）， 開 腹 歴 で

ことを説明した。

は開腹歴あり：開腹歴なし＝ 55％：66％（p ＜
0.1），大腸内視鏡検査経験別では初回：経験あり

方

＝ 73％：53％（p ＜ 0.01），検査時間ではスコー

法
患者の実態を把握するため検査前後にアンケー

プ挿入時間 30 分未満：30 分以上＝ 47％：66％（p

トを用い患者背景と検査中の痛み，鎮痛・鎮静剤

＜ 0.01），検査中の覚醒状態では起きていた：寝

の効果の確認と検査中の患者の経時的な全身状態

ていた＝ 71％：53％（p ＜ 0.01）であった。鎮静

の記録を行った。

剤のみの例：鎮静剤と鎮痛剤の併用例で検査中痛
みを訴える割合は，男性 58％：44％（p ＜ 0.1），
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20 ～ 60 歳代 73％：59％（p ＜ 0.1）
，安定剤服用

例や鎮痛剤と鎮静剤の併用が有用な例に対しては

者 76％：60％（p ＜ 0.05）
，安定剤服用しない者

sedation を積極的に行い，一方，検査中痛みの訴

64％：51％（p ＜ 0.1）
，飲酒者 61％：48％（p ＜

えが少ない例に対しては sedation を行わない，あ

0.1）
，開腹歴あり 68％：46％（p ＜ 0.05）
，大腸内

るいは最小限にするなど，tailor-made 医療の実践

視鏡検査経験者 63％：45％（p ＜ 0.05）であった。

が可能であることが示唆された。
《利益相反：無》

女性・70 歳以上・非飲酒者・開腹歴なし・初回
検査では鎮痛剤の併用の有無で有意差を認めな

連絡先：〒 410-2295 静岡県伊豆の国市長岡 1129

かった。

順天堂大学医学部附属静岡病院
結

外来業務課

論

TEL：055-948-3111

安全安楽な検査のために，検査中痛みを訴える

O 28

内視鏡検査・治療におけるブリーフィングの現状
近畿大学医学部附属病院
光学治療センター

○小倉

直美，松田

綾子，山西知登美

谷内麻寿美
看護部管理室

高橋

直美

ケートを実施。

はじめに
近年，内視鏡検査・治療件数は増加している。

2．インシデント：2013 年 4 月から 2015 年 7 月
に報告されたインシデント報告内容の調査。

特に高度な手技を要する内視鏡治療は，穿孔・出
血・呼吸状態の変動などのリスクを伴う。安全か
つ確実に検査・治療を実施するために，2013 年 6

倫理的配慮
個人の秘密は厳守し，個人の特定ができない形

月より全症例でブリーフィングを実施している。
ブリーフィング導入後 1 年が経過しているが，各

で提示，研究以外では使用しないことを口頭で説

検査室でのブリーフィングの現状と導入前後での

明。アンケートの提出をもって同意を得た。

インシデント内容の比較ができていない。今後も
安全な内視鏡検査・治療を実施するため，医師・

結

果
アンケート配布数 73 部，アンケート回収数 46

看護師が行っているブリーフィングの現状とイン
シデント内容を調査したので報告する。

名（回収率 63.0％），有効回答率 100％。

目

看護師 100％。良かった理由，インシデント・ア

ブリーフィングを実施して良かった医師 85.3％，
的
医師・看護師が実際に行なっているブリーフィ

クシデントが防げる，検査・治療内容の共通認識

ングの現状を知り，インシデントの内容調査。

ができる，患者情報を再確認できる（図 1 ～ 6）
。

方

2014 年度 28 件，2015 年度 90 件。レベル 0 報告数，

年 間 イ ン シ デ ン ト 報 告 数，2013 年 度 39 件，
法

1．対象：当センターに所属する看護師 13 名，検
査・治療を担当する医師 58 名を対象にアン

2013 年度 2 件，2014 年度 3 件，2015 年度 59 件（表
1）
。
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医師 18 名(52.9％) 看護師 4 名(33.3％)
図１ インシデント・アクシデントが防げる

医師 19 名(55.9％)
看護師 12 名(100％)
図２ 共通認識ができる

医師 20 名(58.8％) 看護師 12 名(100％)
図３ 患者情報を再確認できる

医師 29 名(50％) 看護師 12 名(100％)
図４情報不足を補える

図５ ブリーフィング導入前後での安全に対する
意識の変化

図６ コミュニケーションに役立っているか

表１ 年間インシデント報告

インシデント 39 件
28 件
90 件
レベル０
2件
3件
59 件
レベル０：エラーや医療品、医療用具の不具合が見られたが、
患者には実施されなかった。
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考

ツールとなり，話しやすい，聴きやすい風土がで

察
調査結果からブリーフィングを行なうことを医

きると考える。

師，看護師共に必要であると感じている。良かっ

アンケート実施後でレベル 0 のインシデント報

た点は，検査・治療内容の共通認識ができる，患

告が増加している。検査・治療を行ううえで安全

者情報を再認識できる，情報不足を補えるという

に対する意識が変化したとあるように，ブリー

項目に医師 50.0％，看護師 100％答えており，双

フィングを行うことで，安全管理に対する意識が

方が検査・治療を行なうにあたってのブリーフィ

高まり，インシデント報告が増加したと考える。

ングの重要性を感じていることが分かる。ブリー
フィングを実施することでお互いが持つ情報の相

結

互確認をし，不足した情報が補えている。同じ治

1．安全に内視鏡検査・治療を行うために，ブリー
フィング実施は必要である。

療でも，病態によって使用物品の選択・変更の確
認・ロスを防ぐことができ，検査・治療時に予測

論

2．ブリーフィングは医師・看護師間のコミュニ
ケーションに役立っている。

される処置方法の変更，必要な観察と対応が迅速

3．ブリーフィングを行うことでレベル 0 のイン

にできる。

シデント報告が増加した。

医師（97.0％）
，看護師（100％）が検査・治療時

《利益相反：無》

の安全管理に役立っている，また医師（76.5％），
看護師（91.7％）がブリーフィング導入前後で安
全に対する意識が強くなったと答えている。ブ
リーフィングを行なうことで，患者情報の共有，

引用文献
1）倉藤晶子，ほか：執刀前のチームミーティン

リスクの確認ができることで，危険を予測し，安

グ「ブリーフィング」の効果－第 1 報，患

全管理に対する意識に変化があったと考える。

者・医師の評価－．日手看会誌 2009；5（1）
：

医師（94.1％）
，看護師（100％）が，コミュニ
ケーションに役立っていると答えている。倉藤

59-63．

1）

らは，「簡単なミーティングを実施することで，

連絡先：〒 589-8511

意思疎通がとりやすくなり，何でも話しやすい組

大阪府大阪狭山市大野東 377-2

織風土の土壌ができることに繋がる」と述べてい

TEL：072-366-0221

る。ブリーフィングが，コミュニケーションの

O 29

内視鏡検査 ･ 治療におけるタイムアウト導入
－導入後の意識調査を行って－

香川大学医学部附属病院

内視鏡診療部
○古市

奈弥，廣瀬

恵子，松繁

恵美

横山るみ子
目

タイムアウトを 2011 年 1 月より導入しているが，

的
当院は高度技術を要する ESD（内視鏡的粘膜

その他の内視鏡検査・治療ではタイムアウトを実

下層剥離術）時に患者誤認防止・リスク共有のた

施していなかった。その中で，内視鏡検査時に内

め安全対策マニュアルに基づいて作成した独自の

視鏡光源モニターに表示された患者名と，検査を
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受ける患者名の間違い事例が発生した。この事例

有ができる」という意見より，タイムアウトを行

を振り返り要因を検索したところ，
「医療者間で

うことで，医療者間で内視鏡検査・治療時の患者

内視鏡検査 ･ 治療時の患者確認が不十分」である

確認が行え，タイムアウトが医療安全に必要であ

ことがわかった。そのため患者誤認防止の安全対

るとスタッフが認識していることが分かった。一

策として内視鏡検査全例にタイムアウトを導入し

方で「個々でタイムアウトの内容が違う」
「皆が

た。今回，タイムアウト導入後の現状を把握す

手を止めて行えていない」という意見より，医

ることで問題点を明確にし，より安全に行えるよ

師・看護師がタイムアウトについて共に検討し，

うアンケート調査を行いタイムアウトに関する評

質向上に向けて充実を図っていく必要があると考

価，検討を行った。

える。そして，確認することで患者誤認を防止し，
より安全・安楽な内視鏡検査・治療が提供できる
ように努めていきたいと考える。

対象と方法
研究対象：内視鏡検査に携わる医師 20 名・看

結

護師 9 名。
調査方法：アンケート方式，得られたデータを

論

1．タイムアウトは患者の情報共有，医療安全に
重要である。

記述統計した。
倫理的配慮：香川大学医学部附属病院看護部の

2．効果的なタイムアウトを行うためには，内容
の統一・検討が必要である。

看護研究倫理審査委員会の承認を受けた後に実施

《利益相反：無》

した。
結

引用文献

果
アンケートより「タイムアウトを行って良かっ

1）手術医療の実践ガイドライン（改訂版）
，第 2
章．2013：14．

たこと」は医師 8 名，看護師 1 名が「患者確認が
確実に行える」と答えた。医師 6 名，看護師 8 名
は「患者情報の共有ができる」と答えた。「タイ
ムアウトを行って悪かったこと」は医師より「時

参考文献
1）西脇公俊：WHO 手術安全のガイドライン，

間がかかる」
「面倒」とあった。看護師は「個々

チェックリストの概要と日本麻酔科学会認

でタイムアウト内容が違う」
「皆が手を止めて行

定病院での導入状況．日臨麻会 2012；32：
154．

えていない」とあった。
「タイムアウトで情報共
有ができるか」は医師 19 名，看護師 9 名が「情

2）中野まさも：安全な内視鏡検査実施の取り組
み．総合健診 2013；40（1）：201．

報共有できる」と答えた。
「今後もタイムアウト
の継続が必要か」は医師 17 名，看護師 9 名が「必

3）山梨めぐみ：内視鏡検査・治療におけるタイ

要」と答えた。その他の意見は「なるべく簡単な

ムアウト導入の試み．日本消化器内視鏡技師

方法で」
「タイムアウトを行うタイミングを検討

会会報 2013；51：115．

する必要がある」とあった。
連絡先：〒 761-0793
考

香川県木田郡三木町大字池戸 1750-1

察
タイムアウトは，誤認手術防止（患者間違い，

手術部位間違いなど）のための安全対策の 1 つで
ある。「患者確認が確実に行える」
「患者情報の共
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O 30

内視鏡センターの新病院移転に伴うポータブルトランシーバーの導入
－安全な検査の提供ために－

北見赤十字病院

内視鏡センター

○安藤

真紀

結果・考察

はじめに
当院内視鏡センターでは年間 7, 500 件を超える

調査用紙の配布は 9 名で，回収は 9 部（回収率

検査が行われ，緊急検査に備え休日・時間外も

100％）で有効回答は 9 部（有効回答率 100％）で

24 時間体制で待機業務を行っている。

あった。新施設は「良くなった」
，インカムの使

当院は 2014 年 12 月に新病院に移転し，内視鏡

用は業務への「メリット」が，あると全員が回答

センターも移設された。検査室は従来の 3 室から

した。これは，看護師が内視鏡センター外に出な

5 室に増設され完全個室化となり，X 線 TV 室も

くても，全ての処置・治療ができること，洗浄室

内視鏡センター内に併設された。また，鎮静剤使

や検査室の配置の変化により導線が良くなったこ

用後のリカバリー業務が，消化器内科外来や健康

と，インカムを使用することで容易に情報共有が

管理センターから完全移譲となり，ベッド数も 3

できるためと考える。また，移転後の検査件数は

ベッドから 10 ベッドに増加した。移設後の内視

200 件程増加しており（図 1）
，それに伴い上部内

鏡センターが担う業務は増加し，同人数のスタッ

視鏡後のリカバリー件数も増加していた（図 2）
。

フで安全に業務を行うには，スタッフ全員が検査

しかし，インシデント件数は 2 件で移転前と比較

の進行や現状の把握ができ，緊急時など応援要請

して増加しておらず，スタッフ平日平均時間外数

を容易にできる体制が必要であると考えた。その

は半数以下に減少していた。これは，インカムを

ため今回，移転に伴いスタッフの連絡ツールとし

使用することで，患者から離れることなく応援要

てポータブルトランシーバ（以下，インカム）を

請できると共に，必要な場所に的確に応援に行く

導入した。業務が増加しても検査数を維持しなが

ことが可能となり，検査の効率性の向上と安全な

ら安全に業務を行うために，新施設やインカム

検査の提供に繋がっているからと考える。内視鏡

が，どのように有効であったかを明らかにした。

検査は，予防医療と治療の両面から一層必要性が
高まる分野であり，当院でも検査件数の増加が

目

予測される。しかし，マンパワーが不足した場合

的
新病院の施設・設備や連絡ツールであるインカ

には，検査数を安易に増加させることで業務が煩

ムが，安全な検査を行う上で有効であったかを明

雑となり，インシデントの発生率が上昇する可能

らかにする。

性があると考える。須原ら 1）
（2013）は，
「インシ
デントの原因として確認不足のものが多かった」
（p. 115）と述べ，山梨ら 2）
（2013）は，
「タイムア

対象および方法
当内視鏡センターに勤務するスタッフ 9 名。調

ウト導入は，対象インシデントを防ぐために有効

査項目は 11 項目の調査用紙を研究者が独自に作

である」
（p. 116）と述べている。当院でも，検査

成した。回答は無記名自記式で，2 ～ 8 項選択法

前にタイムアウトを導入しており，インシデント

および自由記述とした。調査用紙は個人が特定さ

発生時には，カンファレンスを実施している。し

れないように無記名とし，調査用紙の提出をもっ

かし今後も安全な検査を提供するためには，より

て同意を得た。

一層確認行動の徹底が必要であり，インシデント
内容の共有と対応策を検討し，統一した処置や介
助を行うことが重要である。
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図 11
図

移転前・移転後の内視鏡月別件数
移転前・移転後の内視鏡月別件数
図 1 移転前・移転後の内視鏡月別件数

図 2

移転前・移転後の月別鎮静上部内視鏡リカバリー数

図
図 22 移転前・移転後の月別鎮静上部内視鏡リカバリー数
移転前・移転後の月別鎮静上部内視鏡リカバリー数

結

討－インシデント削減に向けての取り組み

論

－．日本内視鏡技師会会報 2013；50：115-

新施設は内視鏡検査に関する全ての処置・治療

116.

を行うことができる利便性があり，インカムを使
用することで広い施設を有効に利用できると共

2）山梨めぐみ，泉

真弓，小泉聡美，鈴木嘉奈，

に，検査の効率性の向上に繋がる。また，スタッ

松田明美，二宮

歩，角田弥生，中川美奈子，

フ間の情報共有が容易となり，検査数が増加して

志田佳代子，沼野美登利，佐藤

も患者に影響を及ぼすインシデントが増加してい

検査・治療におけるタイムアウトの導入の試

ないことから，安全な検査を提供するために一定

み－インシデント“ゼロ”をめざして－．日

の有効性があると推察できる。 《利益相反：無》

本内視鏡技師会会報 2013；51：115-117．
連絡先：〒 090-8666

引用文献
1）須原真由美，泉

緑：内視鏡

真弓，山梨めぐみ，小泉聡

美，小野裕之：病理組織検体取扱い方法の検
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O 31

広島県消化器内視鏡技師会としての新たな取り組み
広島県消化器内視鏡技師会

目

○畠山

陽子，池田

有里，棚田

中宮

清実，松下

理恵，楠見

新川

友美，角谷

知美，柚

山田

由里，鶴田多重子，上林

中川

裕美，石崎

妙子
朗子
江恵子
智子

淳子

することで，自施設の改善点を明確にする。

的
広島県消化器内視鏡技師会（以下，技師会）で

開催する研究会は，今年で 10 回目を迎えたが，

対象および意見交換会の内容
対象：広島県で内視鏡に従事するスタッフ

参加人数 250 名を超え，小規模な意見交換が困難
となったのが現状である。そこで研究会参加者に

内容：同一テーマで年 3 回開催（第 1 回大腸内

よるアンケート結果から，内視鏡業務に関する小

視鏡検査前処置について）し，テーマに応じて薬

規模な意見交換会（以下，意見交換会）を平成 26

剤メーカーの説明会を行い，小グループに分かれ

年より技師会にて企画，運営した。意見交換会後

てグループワーク（①各施設の前処置方法，②患

の参加者アンケートから目的の達成評価，今後の

者指導内容，③その他問題点などについて）を行

意見交換会における方向性を導くことができたの

い，その内容を参加者全員で共有した。グループ
は 4 ～ 5 名とし，グループメンバーには役員が 1

でここに報告する。

～ 2 名参加し，グループワークの進行を担当した。
研究方法
目的：参加者のアンケート結果から意見交換会

結

果

1．参加動機（複数回答）は，他施設の現状を知り

開催目的達成の可否について評価する。

たかった（29 名）
，テーマに興味があった（24

対象：意見交換会参加者 35 名，アンケート回

名）
，他施設と意見交換を図りたかった（23

収率：97％（参加者 35 名 /34 名）
。

名）
（表 1）
。
2．前処置説明会の内容について（複数回答）は，

アンケート内容
1．意見交換会への参加動機について。

現在使用中の前処置変更を考えた（11％），と

2．説明会の内容について。

ても解りやすかった（59％），再度習得ができ
た（30％）
（図 1）
。

3．グループに分かれての意見交換会について。

3．グループに分かれての意見交換について（複

4．意見交換会参加の目的達成について。
5．今後への活用について。

数回答）は，他施設との情報共有ができた（30

6．次年度以降の参加について。

名）
，業務改善の参考になった（16 名）
，その
他，意見交換をする時間がもう少しあったほ

倫理的配慮：文章により調査の趣旨を説明し，

うがよかった（4 名）
，他グループの意見も聞

回答をもって同意とみなした。

きたかった（2 名）
（表 2）
。
4．意見交換会参加による目標達成度は，達成で

意見交換会の目的
1．専門的説明により，内視鏡業務に関する知識

きた（68％），どちらかといえば達成できた
（26％）
，達成できなかった（3％）
，無記名（3％）

やスキルの向上を図る。
2．各施設との意見交換を通じ，業務内容を共有
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表 1 意見交換会の参加動機（複数回答あり）

再度習得
ができた
３０％

表 2 グループに分かれての意見交換
（企画内容の評価）複数回答あり

現在使用中の前処置変更を
考える
１１％

達成できなった
３％

どちらかといえ
ば達成できた
２６％

とてもわかり
やすかった
５９％

達成できた
６８％

図 2 意見交換会による目的達成度

図 1 説明会の内容について（企画内容の評価）

達成できなっどちら
かといえば活かせる
１１％

無記名 ３％

その他 ３％

テーマによっ
て参加したい
７６％

活かせる
８６％

参加したい
７６％

図 3 今後への活用について

図 4 次年度以降の参加について

5．今後への活用については，活かせる（86％），

れ，前処置説明会は有意義であったと考えられ

どちらかといえば活かせる（11％）
（図 3）
。

た。小規模なグループワークにより意見交換を積

6．次年度以降の意見交換会への参加については，

極的に行うことが可能で，得られた情報も今後へ

参加したい（74％）
，テーマによっては参加し

活用できる内容となった。意見交換会における施

たい（26％）
（図 4）
。

設間交流は効果的で，9 割以上の参加者が参加目
的を達成したと推察された。今後の課題として意

考

見交換会目的のより良い達成には，日常の内視鏡

察
前処置説明会の内容については高評価を得ら

業務において関心のある企画内容の抽出，各内容
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の時間配分，運営方法の改善が必要であると考え

内容であり，高評価を得られた。
《利益相反：無》

られた。
連絡先：〒 730-0013

まとめ

広島県広島市中区八丁堀 14-7

技師会にて開催した意見交換会は，参加者にお

八丁堀宮田ビル 4 F

ける内視鏡業務の知識やスキルの向上に役立った

TEL：082-511-5911

O 32

内視鏡室における臨床工学技士の業務について
医療法人住友別子病院

背

診療部臨床工学室

○髙橋

祐樹

内視鏡 CE の取り組み

景
近年，医療機器の高度化により医療機器に関す

知識・技術の向上と内視鏡室に今後，CE が増

る専門性が要求されるようになってきた。当院

員されることを考えて勉強会などに参加して，内

の消化器内視鏡室（以下，内視鏡室）においても

視鏡認定技師の資格の取得，育成のためのマニュ

様々な内視鏡治療が行なわれるようになり，取り

アルを成文化した。また，知識・技術の向上に伴

扱う医療機器も増えてきた。そこで，2011 年 10

い，勤務時間外の平日，休日の緊急内視鏡検査の

月に病院からの要請により，医療機器のスペシャ

呼び出し体制にも介入した。その他にも，専門性

リストである臨床工学技士（以下，CE）に白羽の

を活かすべく，コスト削減，医療機器の安全性を

矢が立ち，内視鏡業務に介入することになった。

高めるに対極板の変更・電気メスの出力変更・物

今回，介入から 3 年経過した当院の内視鏡室での

品管理データーベースの導入を行なった。

CE の現状を報告する。
今後の展望
内視鏡スタッフ全体の技術・知識の向上をはか

業務内容
①前日物品の滅菌出し準備，②検査前準備，③

るために 2 ヵ月に 1 回，医療機器・処置具に関す

検査介助，④洗浄業務，⑤内視鏡機器の保守・管

る勉強会を開催していく。また，院内の看護師不

理，⑥書類処置，⑦処置具の物品管理，⑧細菌培

足の軽減のためにも内視鏡室に内視鏡 CE を増員

養，⑤と⑦は CE が確立して業務を行なっており，

していきたい。

施注・患者観察記録などの看護業務は看護師のみ
が行なっている。

結

語

介入後の変化

安全性の向上に貢献できる。

CE が内視鏡業務に介入することで医療機器の
《利益相反：無》
〈抄録再掲載〉

内視鏡看護師の医療機器に対する不安感が軽減
され，検査時のトラブルにも迅速に対応できるよ
うになった。内視鏡 CE が介入することによって

連絡先：〒 792-8543

内視鏡室の看護師が看護師不足である他科に異動

愛媛県新居浜市王子町 3 番 1 号

することができた。

TEL：0897-37-7111
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診療報酬改定後の胃瘻造設術における当院の取り組み
－診療報酬と医療現場現状の間（はざま）で－

東海大学医学部付属大磯病院

内視鏡室

○杉本美智子，中村

消化器内科
東海大学医学部付属八王子病院

内視鏡室

扇町しらさぎ内科クリニック

院長
結

背景および目的

増田

松子

出口

隆造，白石

渡部

玲子

渡邉

謙一

玲子，大庭

麻美

光一

果

2014 年度診療報酬改定に伴い，胃瘻造設術は

1．質問紙法を実施することで，各診療科医師の

10, 070 点から 6, 070 点に引き下げられた。また胃

認識度を把握することができ，また質問紙を

瘻造設術に係る要件として以下の①，②の施設基

通じて，診療報酬改定後の情報を伝達するこ

準が新設された。

とができた（図 1，2）。

①胃瘻造設術実施件数が年間 50 件未満である。

2．診療報酬改定後の胃瘻造設術算定要件に関す

②胃瘻造設術実施件数が年間 50 件以上の場合

る解説・詳細表（図 3）および保険点数表（図

は，術前患者全例に嚥下機能評価検査を実施し，

4）を作成し，勉強会を実施することで，医師

1 年以内に経口摂取のみ回復率 35％以上にする。

および内視鏡室スタッフ全員の現状認識の一
致が得られた。

要件①または②を満たしていない医療機関は

3．常に内視鏡室スタッフ全員が，胃瘻造設術件

80/100 で算定され，4, 856 点と減点になる。

数を把握できるようなパネルを作成し，医師

当院の 2013 年度胃瘻造設術件数は 70 件であり，
要件①を満たしていない。また，要件②を満たす

に進捗状況を伝達することで，限られた件数

ことは非常に困難であると判断した当院医事課よ

の有効活用につながった（図 5）
。

り「現実性のある要件①を満たすことを目標とし

4．当施設における取引各社の胃瘻造設キット価
格一覧表を作成し，減点となる場合でも医材

て欲しい。」と要望された。

料を含めた手技料の支出が収入を越えない提

そこで，それに向けた当院内視鏡室の取り組み

案をできるようにした（図 6）
。

について報告する。
方

考

法

察
今回は，院内での情報共有・認識の一致により，

1．2015 年 5 月 1 日～ 2015 年 6 月 30 日の期間で，
当院各診療科医師 32 名を対象に胃瘻造設術診

要件①の施設基準を満たすことができた。しかし

療報酬について認識度を調査するために質問

今後，胃瘻造設待機状況に応じて施設基準要件に
とらわれない選択も必要であると考える。また，

紙法を実施した。
2．診療報酬改定後の胃瘻造設術に関する要項・

それによる減算となる場合でも，病院収益を圧迫

留意点について，医師を含めた内視鏡室ス

することなく需要と供給のバランスをとる方策を

タッフを対象に勉強会を実施し周知した。

模索し，提案していくことも我々の重要な役割で

3．内視鏡技師として，要件①を満たすための方

あると考える。

策を模索した。
結

語
内視鏡技師として，社会情勢や病院の経営方針
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Ｏ-33

図１

図２

図３

図４

図５

図６

に沿いつつも，患者に不利益にならないための情

連絡先：〒 259-0198

報や視野を兼ね備えることは重要である。

神奈川県中郡大磯町月京 21-1

《利益相反：無》

TEL ：0463-72-3211（内線 2470）
FAX：0463-72-2256
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逆流性食道炎と食道裂孔ヘルニア発症における危険因子の検討
公益財団法人

福島県保健衛生協会総合健診センター
○佐藤

里美，佐藤

寿子，渡邊

祐子

玉坂

洋子，福島

京子，後藤

光弘

坂本

弘明

福島県立医科大学

消化器内視鏡先端医療支援講座
小原

勝敏

が相対危険率 1.565，脂肪肝が 2.731，LDL-C が

はじめに
逆流性食道炎や食道裂孔ヘルニアは従来，日本

2.844，中性脂肪が 1.631，HbA1c が 1.232，夜食

人に少ない病気であったが，食生活の欧米化など

習慣が 1.603，寝る前の食事摂取が 1.535，飲酒習

に伴い，近年では若年者から高齢者まで増加傾向

慣が 1.675，飲酒量（多量）が 2.360 であった。食

にある。今回，これらの疾患との関連性を検討す

道裂孔ヘルニア発症の危険因子の検討では，肥

るために当総合健診センター受診者を対象として

満が相対危険率 0.974，脂肪肝が 2.10，LDL-C が

食生活・食習慣について検討したので報告する。

1.345，中性脂肪が 1.843，HbA1c が 1.005，夜食
習慣が 1.663，寝る前の食事摂取が 1.243，飲酒習
慣が 0.807，飲酒量（多量）が 2.360 であった。

対象と方法
2014 年 4 月から 12 月まで上部消化管内視鏡検
査を実施した 1, 060 名を対象とした。得られた検

まとめ

査データをもとに，肥満，脂肪肝，LDL-C，中

逆流性食道炎と食道裂孔ヘルニアは男性に多

性脂肪，HbA1c を，問診事項からは，夜食習慣，

く，年齢的にみると逆流性食道炎は 39 歳以下，

寝る前の摂食，飲酒習慣，飲酒量を，それぞれ比

50 歳 代，70 歳 代 に 多 か っ た。 食 道 裂 孔 ヘ ル ニ

例ハザード法により相対危険率を算出し，P 値は

アでは年齢による有意差はみられなかった。逆

0.05 以下をもって有意差ありと判定した。

流性食道炎発症の危険因子は，肥満，脂肪肝，

結

飲酒習慣，飲酒量（多量）であり，食道裂孔ヘル

LDL-C，中性脂肪，夜食習慣，寝る前の食事摂取，
果
受 診 者 1, 060 名 中 168（15.8％）に 逆 流 性 食 道
炎の所見があった。年齢別頻度は 39 歳以下では

ニアの危険因子は，脂肪肝，中性脂肪，夜食習慣
であった。

22/97（22.7％）
，40 歳代は 31/241（12.9％），50 歳
代 70/386（18.1％）
，60 歳代 30/273（11.0％），70

考

察

歳以上 15/63（23.8％）であった。食道裂孔ヘルニ

今回の解析により，逆流性食道炎と食道裂孔ヘ

アは 1, 060 名中 177 名（16.6％）であり，年齢別

ルニアは，食生活・食習慣と密接に関連している

頻度は 39 歳以下 12/97（12.4％）
，40 歳代 37/241

ことが示唆された。今後は，生活習慣病を防ぐた

（15.4％）
，50 歳 代 66/386（17.1％）
，60 歳 代 49/

めだけではなく，これらの食道疾患に罹患しない

273（17.9％）
，70 歳以上 13/63（20.6％）であった。

ような生活習慣の指導が必要であると考える。

逆流性食道炎発症の危険因子の検討では，肥満
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非侵襲的迅速ウレアーゼ試験（RUT）を目指して
－胃粘液による RUT －

医療法人新生会

高田中央病院

消化器疾患内視鏡センター
○江畑
嶋

和幸，犬丸

大分大学医学部附属病院
背

消化器内科
結

景

千恵美，垣迫

兒玉

雅明，水上

吉人，藤岡

利生

洋子，前田由香理
一弘

果

最近になってピロリ菌感染と胃癌との関連が

胃生検組織（以下 A 群）
，粘液（以下 B 群）に

注目されるようになり，当センターでは迅速ウ

おける RUT 判定は，A 群で陽性 88 症例・陰性

レアーゼ試験（以下 RUT）施行症例が増加してき

31 症例に対し，B 群では陽性 90 症例 ・陰性 29

た。高齢者では抗凝固薬を内服していることも

症例であり，的中率は 98.3％であった。A 群で

多く，胃生検後の出血により処置を要する症例

陰性にも関わらず B 群が陽性となった 2 症例は，

や RUT が施行できない症例を経験した。今回非

尿素呼気試験（UBT）にて陽性と判定された。判

侵襲的な RUT を目的として，多くのピロリ菌感

定時間は，B 群は陽性コントロールと同等の時間

染患者の胃粘膜表層に存在する白濁の粘液にて

で判定可能となり，A 群と比較し短時間で判定で

RUT を試みたので報告する。

きた。また，白濁の粘液でスメアを作成し，鏡検
にてピロリ菌の存在を確認した（写真 2）
。

方

法
対象は 2014 年 11 月から 2015 年 9 月に萎縮性

考

察



非侵襲的 RUT では，従来の RUT とほぼ同等の

テストキット（製造販売元，サクラファインテッ

結果を得ることができた。今回我々は白濁の粘液

胃炎と診断された 119 例。方法はピロリテック

クジャパン株式会社）を用いて，従来の胃生検組

でスメアを作成し，鏡検にてピロリ菌の存在を確

織を採取する前に粘膜表層に存在する白濁の粘液

認した。菌体から放出されたウレアーゼ活性が粘

を採取し，同一キットに塗布した（写真 1）
。最終

液中に含有されれば，RUT は陽転することが予

判定は 60 分後とし，胃生検組織に対する粘液の

測される。また A 群で陰性であったにも関わら

検査精度を検証した。

ず B 群が陽性となった症例や A 群より短時間で

写真 1
― 86 ―

日本消化器内視鏡技師会会報 No.56

写真 2

陽性になることから，白濁粘液のほうが適切な検

中の高齢者でも施行することが可能でこれからの

体であることも示唆されるが，今後症例を重ね検

ピロリ菌検査法における有用な検査法の 1 つであ

討する必要がある。

ると考える。

結

連絡先：〒 879-0627

語
非侵襲的 RUT で，従来の RUT 法と同等の検査

結果が得られた。出血リスクもなく，抗凝固療法
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大分県豊後高田市新地 1176 番地 1
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新人内視鏡技師の教育・指導の取り組み

渓和会

江別病院

内視鏡センター
臨床工学技士

○奥田
寺町

看護師

智子，河合

中川

消化器内科

千夏，加藤

睦

真哉
薫，加賀谷亜希子，三澤

富永

悦子，山崎

品田

恵佐，高本秀二郎，小橋

澄子

真実
重親

護師にも教育・指導へ介入してもらい，手技の習

背景・目的
当院では内視鏡技師業務を臨床工学技士が行っ
ている。臨床工学技士は内視鏡だけではなく，透

得を高めることで，指導期間の短縮にも繋がった
ので報告する。

析・高気圧酸素・心臓カテーテル検査・手術室で
の業務も行っている。また技士の経験年数が比較

方

的低い中，教育・指導を行っている。2014 年 8 月，

1．チェックリストの内容を検査毎・処置具毎リ

内視鏡センター新設による体制変更を見据えて，

ストにし，進行状況をわかるようにした（図

チェックリストの見直しを行った。また医師・看

1，2）。

Ｏ-36

法

日付記入

正

Ｔ

図１ 変更後のチェックリスト

Ｈ27年10月10日～

✔
✔

10/13

10/27

1～2年目でも
指導できる内容

図２ 変更後（追加内容）
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図２ 変更後（追加内容）

技士のみで
指導・教育

図３ 介入前

内視鏡スタッフ全員で
指導・教育

図４ 介入後

2．手技の進行状況および，習得を高めるため医

まとめ

師・看護師にも介入してもらった（図 3，4）。

新人を含め，技師全員でチェックリストを見直
したことで各自の手技を再確認する良い機会と

結

なった。手技を習得するのに以前より，1 ～ 2 ヵ

果
以前のチェックリストでは検査項目が大まかな

月の短縮ができ，2 年目の技師からも具体的で指

内容であったが，変更後は検査・処置具ごとに分

導しやすいとの意見があった。医師・看護師の介

けたことで，指導者が変わっても処置具の使用状

入により，専門知識・技術を学べる機会が増え，

況がわかるようになった。指導者側同士のミー

新人だけでなく指導側の技師のスキルの確認とス

ティングにも活用し易くなり，新人の評価もし易

キルアップにも繋がった。手技の確立のため，一

くなった。

定期間ごとに評価した方がいいのではとの意見も

医師・看護師が介入する前はスタッフ間の連携

あり，今後の検討課題とした。

も悪く，指導にも時間がかかっていたが，介入し
てもらうことで全体のコミュニケーションも良く

おわりに

なった。また，教育・指導の幅が広がったことで

チェックリストを見直すことで実用的になり，

今までは一般検査で 4 ヵ月，治療介助で 5 ヵ月ほ

医師・看護師の介入で，技師全体のスキルアップ

どかかっていたが，見直し後に指導を行った技師

に有用であった。

《利益相反：無》

では一般検査で 2 ヵ月，治療介助できるまでに
4 ヵ月程でできるようになった。

連絡先：〒 069-0817
北海道江別市野幌代々木町 81 番地 6
TEL：011-382-1111 FAX：011-382-1118
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下部内視鏡検査介助時の手袋着脱の適切なタイミングと
手指衛生の遵守向上に向けた勉強会の効果
旭川赤十字病院

検査専門室

○斉藤みゆき，伊奈川いずみ，澤田
石田

結

はじめに

雅美

悦子

果
アンケートでは，
『行為別手袋着脱の状況』は

マルチソサエティ実践ガイドでは体液の飛散と
1）

「時々している」が 7 項目で
汚染の拡大を最小限にするよう推奨している 。 「いつもしている」
2014 年に部署の感染の直接観察調査を行ったと

80％以上であった（図 2）
。
『遵守できない理由』

ころ，「汚染した手袋で環境に触れない」
「検査介

は「忙しい」
「忘れる」が多かった。

助後の手洗い」の遵守率が低かった。そこで，蛍
光塗料を用い汚染を可視化した勉強会を行い遵守

『勉強会後の意識の変化』は，
「とても思う」
「少
し思う」が全項目で 100％であった（図 3）
。
『勉強会への意見』では，
「蛍光塗料で汚染環境

向上に向けた取り組みを行った。

が理解でき，手袋交換のタイミングが分かった」
目

とあった。

的

直接観察は，
『行為別手袋着脱の状況』は 8 項

蛍光塗料を用いた勉強会の取り組みの効果と今

目が 80％以上できており（図 4）
，そのうち 3 項

後の課題を明確にする ｡

目に「手袋着脱困難時，環境に触れないよう他の
研究方法

看護師に協力を依頼する行動」が約 50％みられ

期間：2014 年 4 月～ 20157 年 4 月

た（図 5）
。
『手指衛生』では検査後は全項目 80％

対象：部署看護師 11 名

以上できていたが，検査中は「体液暴露の時」以

方法：蛍光塗料を用いた勉強会を実施し，実施後

外は全て 60％以下だった（図 6）
。

アンケートと直接観察で調査を行った。ア
ンケートは『行為別手袋着脱の状況』
『勉

考

察
結果から，
『勉強会後の意識の変化』が 100％

強会後の意識の変化』
『遵守できない理由』
『勉強会への意見』の 4 項目。直接観察は

であり，手袋着脱困難時に協力を依頼する行動変

『行為別手袋着脱の状況』
『手指衛生』を調

容が見られるようになってきた。これは汚染を可
視化した勉強会により感染伝播の認識と感染防止

査し，得られた結果を単純集計した。

の意識が向上したためと考える。また，
『行為別
手袋着脱の状況』が向上したことから，行為別に

倫理的配慮
アンケートは無記名，任意参加とし，情報は研

汚染を可視化したことが手袋着脱の適切なタイミ
ングの理解と実践に効果があったと考える。

究にのみ使用することを紙面で説明した。

WHO 手指衛生ガイドラインでは 5 つのタイミ
ングで手指衛生を正しく実施することによって医

勉強会
手袋に蛍光塗料を塗布し模擬的に検査介助を行

療関連感染を低減できる 2） と述べているが，検

い，行為別に汚染を可視化した資料を作成した

査中の手指衛生は 60％以下であり課題となった。

（図 1）。その資料を用い，検査介助時の汚染の伝

遵守できない理由では，忙しさがあがったこと

播と手袋汚染の認識の重要性，行為別の手袋着脱

から，1 名しか配置していなかった介助者の人数

と手指衛生のタイミングを指導した。

配置を検討し，協力して感染対策が行える環境作
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りが必要と考える。また，松沢ら 3） は「介入を

える。

中断すると遵守率は低下し，介入を再開，継続す
ると遵守率は再度向上，維持できる」と述べてい

結

語

ることから，蛍光塗料を用いた指導や直接観察と

1．蛍光塗料を用いた勉強会は，感染防止への意

フィードバックの継続が重要と考える。これらが

識向上と手袋着脱の適切なタイミングの理解
と実践に効果があった。

適切な手袋着脱と手指衛生のタイミングの修得に
繋がり，さらに安全な検査を提供していけると考

2．検査中の手指衛生の遵守向上が課題であり，
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協力体制をとれる業務の検討と取り組みの継
続が重要と考える。

3）松沢麻里，ほか：手指衛生の遵守向上に向け
た取り組み－手指衛生 5 つのタイミングに焦

《利益相反：無》

点をあてた介入効果－．第 44 回日本看護学
会論文集，看護総論 2014；69：p 266．

引用・参考文献
1）消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサ
エティ実践ガイド「改訂版」
：第 3 章，Ⅲ，

連絡先：〒 070-8530
北海道旭川市曙１条１丁目

2013．

TEL：0166-22-8111

2）「医療における手指衛生についてのガイドラ
イン」：世界保健機構（WHO）
，2009．

O 38

内視鏡検査への臨床検査技師・診療放射線技師参入による結果報告
医療法人顕正会蓮田病院
臨床検査技師

診療技術部第Ⅰ課
○野村

秀行，長島

恭一，小林

佳介

佐々木美乃里，吉永美代子，田嶋
診療放射線技師

背

千代田久枝，田端

美里

竹内

雅史，菊地

将人，大野

丸山

翔太，及川

眞信

慶彦
力樹

検査の技術的介助や機器・洗浄に関する検査管理

景
当院は病床数 353 床の急性期病院で，年間で上

業務とした。これにより，看護師の負担を軽減し

部 3, 000 件，下部 1, 300 件の内視鏡検査を行って

バイタルの管理・患者介助に集中して行うことが

いる。当院の特徴として患者様の苦痛を抑えるた

でき，より安全な検査と以前より質の高い看護が

め，全例に対して意識下鎮静法を採用し検査を

提供できるようになった。

行っている。検査体制は，2008 年まで医師・看

コ・メディカルの取り組みとして，MT 主導で

護師で検査を行ってきたが，処置の高度化や看

ファイバーの洗浄手順の見直しがなされ，洗浄・

護師不足から，2009 年より臨床検査技師（以下

履歴管理を行うようになった。また，感染の観

MT）
・診療放射線技師（以下 RT）が 1 名ずつロー

点から処置具のディスポーザブル化を推進した。

テションで参加し，現在では医師 1 名・看護師 3

RT 主導で，機器管理項目について詳細な検討を

名・MT 1 名・RT 1 名で運用されている。

行い，新たな項目が追加された。取り組みによっ
て，内視鏡故障率（年度別検査件数に対する修理

目

件数の割合）は，参入以前と比べ有意に低下した。

的

X 線透視を併用する内視鏡検査を，内視鏡チー

多職種が参加し内視鏡検査業務の見直しがされ

ムとして単独で可能となり検査効率が上がった。

たことにより，効果が現れたので報告する。

また，RT が内視鏡側の流れを経験したことで，
結

X 線透視を適切なタイミングで行えるようにな

果

り，透視時間が短縮し不要な被曝を抑えることが

・ 内視鏡検査への効果
看護師業務を患者介助や薬剤管理を行う患者管

できている。

理業務とし，MT・RT（コ・メディカル）業務を
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考察・結論

・ 他の検査業務への効果
MT は，通常業務として超音波検査を行ってい

MT・RT の参入は，看護師業務の負担を軽減

る。内視鏡検査で消化器病変の内腔からの情報を

し，より安全で効率的な内視鏡検査を提供できて

得ることで，病変を意識した検査が可能となりス

いる。チーム医療として各職種間の連携が強化さ

クリーニング検査の幅が広がった。

れたことで，内視鏡検査だけでなく他の検査業務

RT は，内視鏡検査で病変の形態を医師と共に

を円滑に行えている。また，コ・メディカルは内

観察することで，深く理解して胃透視検査を進め

視鏡検査で得た知識を還元し活かすことで，他の

ることができ検査の精度が向上した。

検査業務の質の向上に繋がっている。
《利益相反：無》

内視鏡検査で医師とコ・メディカルのコミュニ
ケーションの機会が増え連携が強化され，超音波
検査下での処置や，透視検査を効率よく進めるこ

連絡先：〒 349-0131

O 39

埼玉県蓮田市根金 1662-1

TEL：048-766-8111

とができている。

安全を考慮した大腸内視鏡前処置マニュアル導入後の看護師の意識変化
久留米大学医療センター外来

○古賀美由紀，岡
中野みゆき，北川

久留米大学病院東 9 階

近藤

美希，益永

愛

利香

幸代

3．実践内容

はじめに
A 病院は大腸内視鏡前処置（以下，前処置）を

1）アンケート用紙作成：前処置経験の有無，前

病棟毎の様々な手順で実施していたため，洗浄不

処置の知識に関する内容の 7 項目を独自に作

良例があった。実態を把握するため，病棟看護師

成。点が高くなるほど正答率が高くなる。

へ前処置の知識に関するアンケート調査を行った

2）マニュアル作成。A 病院統一の検査・処置マ
ニュアルとする。

結果，安全に前処置を行う意識が低く統一した教
育の必要性が明確となった。そこで，経口腸管洗

3）学習会・説明会で，前処置の危険性・経口腸

浄剤添付文書・厚生労働省緊急安全情報を基に前

管洗浄剤の特性と内服時の注意・アセスメン

処置マニュアル（以下，マニュアル）を作成した。

トの必要性を説明した。マニュアルの運用に
ついても周知した。

安全な前処置の理解を深めるために病棟でマニュ
アルの説明会（以下，説明会）と院内で学習交流

4）アンケート調査：マニュアル導入前後に実施。
導入後は，マニュアル使用経験回数の項目を

会（以下，学習会）を開催した。

追加。
4．分析方法

研究目的
マニュアル導入後の看護師の意識の変化を明ら

1）前処置の知識に関する全 7 項目の平均点をマ
ニュアル導入前後で比較（Wilcoxont 検定，有

かにする

意水準 P ＜ 0.05）。
方

法

2）項目別に得点を単純集計しマニュアル導入前
後で比較。

1．対象：A 病院病棟看護師 110 名
2．期間：2013 年 4 月～ 2014 年 11 月
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5．倫理的配慮：久留米大学医療に関する倫理委

内容が具体化していることは，安全な前処置を意

員会の看護師によるヒトを対象とした研究の

識した行動の変化が表れていると考える。湊ら 4）

取り扱いに基づき，看護部の承認を得た。ア

は「内視鏡技師の教育的関わりは，病棟看護師の

ンケートは個人が特定されないよう無記名と

意識変化をもたらし，看護の質の向上につながっ

し，暗号化した。対象者には，調査目的以外

た」と述べている。今回の研究結果からマニュア

で使用しないことを文書で説明し回答をもっ

ル作成と教育的関わりは効果的であり，安全な前

て同意を得た。

処置に対する看護師の意識向上に繋がった。マ
ニュアルを院内検査・処置マニュアルに位置づ

結

け，院内共通で常時使用できるよう運用方法を決

果
アンケート回収：94 名（86％）
，有効回答：51

定した。今後は作成したマニュアルがさらに各病
棟スタッフへ周知徹底でき，継続教育できるよう

名（46％）
。
属性：看護師平均経験年数 10 年 4 ヵ月± SD

啓発活動を続ける必要がある。

3.46。
前処置経験の有無・前処置の知識に関する 全 7

結

論

項目。①日頃の排便状況の確認，②腸管洗浄液服

院内統一のマニュアルを作成し，運用方法を決

用開始時間，③服用開始前の排便確認，④便性状

めたことでマニュアル導入後で有意に安全な前処

の観察時間のタイミング，⑤前処置に伴う症状，

置への理解が深まった。消化器内視鏡技師による

⑥前処置完了の判断，⑦前処置完了していない時

教育的関わりで行動変容がみられ安全への意識が

の対応についてのマニュアル導入前後では有意差

高まった。今後は，安全な前処置の周知のため，

を認めた（p ＜ 0.007）
。項目別の正解者数の比較

継続した教育が重要と考える。

では 7 項目中 6 項目で上昇した。病棟から前処置

《利益相反：無》

に迷った時に，具体的な報告や相談の連絡が入る
ようになった。

引用文献
1）湊

考

直子，ほか：
「内視鏡技師の教育的関わ

りによる病棟看護師の意識的変化」
．第 69 回

察
マニュアル作成や説明・学習会により，前処置

日本消化器内視鏡学会会報 2013；50：169-

件数に関わらず，どの部署においても統一された

171．

安全な前処置の提供に繋がると考える。安全な前
処置の理解を深めるため病棟での説明会を行っ

連絡先：〒 839-0863

た。それにより，内視鏡室への前処置に関する報

福岡県久留米市国分町 155-1

告内容が具体化した。前処置時の報告・相談の

TEL：0942-22-6111
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O 40

内視鏡下大腸ステント留置術手技トレーニングを実施して
医療法人豊和会

新札幌豊和会病院
臨床工学科
消化器外科

○遠藤

昭洋，諸澤

英之，宮

宮入

健太，高橋

祐樹，古田

良彦

八十島孝博，柳内

良之，江副

英理

北川
背

与志樹

真吾

＜質問①＞

景
2014 年 1 月，内視鏡分野において WallFlex TM

Colonic Stent（Boston Scientific 社）が保険収載さ

「今回の手技トレーニング勉強会の内容はどう
でしたか？」

れ，大腸癌イレウスに対しての Bridge to surgery

非常に良かった 88％，良かった 12％であった

が可能となった。臨床工学科では，1999 年から

（図 1）
。具体的にどこが良かったか？という聞き

医師・看護師の業務負担軽減と業務拡大を目的と

取り調査では 1）実際の手技を確認しながら行う

して臨床工学技士（以下 CE）による内視鏡業務参

事で理解し易かった。2）ステントリリース時の

入が開始され，現在までに 4 症例の S 状結腸癌

注意ポイントが確認できた。3）モデル大腸で腸

と 1 症例の横行結腸癌イレウスに対し，内視鏡下

管内の様子を確認しながら行えたことでイメージ

大腸ステント留置術を施行してきた。しかし，内

し易かった。4）透視下での着目ポイントを理解

視鏡下大腸ステント留置術は症例数が少ないこと

することで適切な透視タイミングが計れ，透視時

から経験不足を招いていることが課題となってい

間短縮や被曝低減に繋がるという意見が挙げられ

た。

た。

目

＜質問②＞

的
オーバーザワイヤー法（以下 OTW 法）を用い

た内視鏡下大腸ステント留置術手技トレーニング

「次回違う手技トレーニング勉強会を開催した
場合，参加してみたいと思いましたか？」
100％が次回開催を希望していた（図 2）
。具体

を実施し，有用性を検討したので報告する。

的に今後どのような勉強会を望みますか？という
対

聞き取り調査では 1）食道関連処置，2）胆膵関連

象
内視鏡業務に携わっている CE 6 名，医師 4 名，

看護師 5 名，診療放射線技師 2 名，計 17 名（う

処置，3）胃大腸 ESD，4）内視鏡下イレウス管挿
入術を望む意見が挙げられた。

ち消化器内視鏡技師 2 名）
。
＜質問③＞
方

内視鏡業務において今後 CE に対して望む事は

法
Boston Scientific 社協力の下，大腸ステント概

何かありますか？という聞き取り調査では 1）ト

要説明とモデル大腸を使用した手技トレーニング

ロリー配線を簡略化するなど内視鏡機器全体の整

を実施し，終了後アンケート調査・聞き取り調査

備，2）内視鏡機器，デバイスに関しての情報提

を行った。

供，3）法的に可能な限り積極的な業務移管を行
い，負担軽減に繋げて欲しいという業務拡大を示

結

果

唆する意見などが挙げられた。

全アンケート回収率：83％。
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図１

考

図２

員として内視鏡技術の研鑽に努めていきたい。

察

《利益相反：無》

OTW 法による手技トレーニングは他職種との
情報共有を行える良い機会であり，個々の技術向
上においても有用であると考えられる。しかし，

参考文献

1 回での完全な技術習得は難しいことも懸念され

1）堀田幸佑，ほか：臨床工学技士参入による

た。そのため，今後も継続的に開催することによ

利点．日本消化器内視鏡技師会会報 No. 52：
140-141．

りフィードバックする機会を設ける必要がある。
また，介助技術格差をなくしていくためにも手技

2）橘木輝美，ほか：大腸癌イレウスに対する自

マニュアルの整備も同時に進めていくことが必要

己拡張型金属ステントの使用経験．日本消化

である。

器内視鏡技師会会報 No. 51：104-105．

結

連絡先：〒 004-0041

語

札幌市厚別区大谷地東 2 丁目 5 番 12 号

安全で円滑に治療が行われるよう今後も定期的

TEL：011-893-7000

に同様のトレーニングを開催し，チーム医療の一

O 41

カプセル内視鏡読影支援技師による一次読影の検討

市立釧路総合病院

消化器内科内視鏡室
消化器内科

医師

○石田

吾抄，小島まり子，小西多恵子

山岸

祥代，佐藤紀美子，菅原佐依里

鈴木

一也

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター
腫瘍内科

医師

佐川

保

変更した。当初は医師が読影に当たっていたが，

背景・目的
当院では，2009 年 4 月からオリンパス社のカ

2014 年度からカプセル内視鏡読影支援技師認定

プセル内視鏡システムを導入した。2014 年 4 月

制度が開始となり，カプセル内視鏡読影支援技師

からは RAPID ワークステーションにシステムを

（CE 読影支援技師）が行うようになった。現在 4
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名が資格を有しており，当院でのカプセル内視鏡

の他，寄生虫が発見されたものが 1 例あり，駆虫

の一次読影の現状について報告する。

を行った。また CE 読影支援技師と医師との間に
読影の差は認めなかった。

方

法
考

2014 年 4 月から 2015 年 3 月までの期間にカプ

察

セル内視鏡を行った 34 例について検討した。対

CE 読影支援技師の一次読影後に，医師との読

象患者は消化管出血，腹痛，難治性下痢，クロー

影をすることで技師の読影技術・知識の向上につ

ン病の精査などであり，カプセル内視鏡施行前に

ながり，医師との読影の差がないことを確認する

全例，上下部内視鏡検査を施行していた。読影に

ことができた。小腸出血が疑われる患者では CE

際して①ランドマークのキャプチャ，②サムネイ

読影支援技師が一次読影を行うことで迅速に出血

ルの作成，③サムネイルコメントの入力を CE 読

の有無を確認でき，緊急ダブルバルーン内視鏡を

影支援技師が行った。その後，医師とともに再度

施行し，早急な対応が可能となった。また，通常
１～ 2 時間ほどの時間を要する一次読影を CE 読

読影を行い，医師が診断を行った。

影支援技師が行うことは，医師の仕事量の軽減に
結

つながった。

果
34 例中，原因不明消化管出血（obscure gastro-

結

intestinal bleeding：OGIB）は 13 例で所見が認めら

語
CE 読影支援技師と医師の読影に差はなく，小

れたのは 9 例であった。その内訳は小腸潰瘍・び
らんなどが 8 例，腫瘍からの出血が 1 例であった。

腸出血など迅速な対応が必要な患者を早急に把握

カプセル内視鏡後，小腸バルーン内視鏡を施行し

し，治療を行うことに貢献できた。医師との意見

たのが 5 例であった。そのうち小腸出血を来して

交換により読影の技術・知識が向上し，医師の仕

いた症例は 2 例であり，内視鏡的止血術を行っ

事量の軽減にもつながった。
《利益相反：無》
〈抄録再掲載〉

た。腫瘍性病変は 1 例あり，生検にてリンパ腫の
診断となり，その後手術・化学療法を行った。1
例はびらんを認めていたが活動性の出血はなく観

連絡先：〒 085-0822

TEL：0154-41-6121

察のみ，病変を認めないものは 1 例であった。そ

O 42

北海道釧路市春湖台 1-12

名古屋大学を中心としたベトナムにおける内視鏡看護支援活動：第 2 報
－バクマイ病院における支援活動と今後の展望－

JA 愛知厚生連
医療法人豊田会

背

江南厚生病院

刈谷豊田総合病院

○祖父江雅美
杉浦真由美

津島市民病院

太田

真美

名古屋大学消化器内科

後藤

秀実

内視鏡センターを開設した。そして，フエには

景
A 大学は，
「日本式内視鏡診療トレーニング

A 大学関連病院の医師・看護師が派遣され，支

システム」の普及促進を図るプロジェクトを立

援活動を行った 1）。引き続き，2014 年 7 月，ベ

ち上げ，2013 年ベトナム・フエ医科薬科大学に

ト ナ ム・ バ ク マ イ 病 院 に VIETNAM-JAPAN GI
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表１ 派遣スタッフの内訳（２０１４年度）
7月
9月
内視鏡指導医師
6名
6名
看護師
2名
4名
内視鏡技師

関連施設

10 月
7名

11 月
7名

1月
7名

2月
6名

3名

3名

4名

5名

津島市民

刈谷豊田

刈谷豊田

刈谷豊田

刈谷豊田

山下

刈谷豊田

山下

津島市民

一宮市民

豊橋市民

上飯田第一

東濃厚生

大同

東海記念

名鉄

豊田厚生

豊田記念

江南厚生

江南厚生

写真 1 現地ナースとのカンファレンス
⇐写真２
洗浄スペース：支援前

写真３⇒
洗浄スペース：支援後

⇐写真４
処置具の管理：支援前

写真５⇒
処置具の管理：支援後
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ENDOSCOPY CENTER を 開 設 さ れ，6 回 に 渡 り

を遵守することが最善の方法と考えた。そこで，

支援活動を行った。バクマイ病院は 1911 年ベト

処置具の定数を増やすとともに，3 回目の支援時

ナム北部に設立されたベッド数 1, 400 床の大規模

には洗浄スペースにタイマーを設置した。その結

病院であり，技術支援や非政府組織団体の活動も

果，消毒液への浸漬時間が遵守され，処置具の洗

積極的に受け入れている。

浄工程も確立された。

主な支援内容

されていた。そのため，2 回目の支援時には種類

また，処置具は種類やサイズなど無秩序に保管
①現状調査（内視鏡スコープ（以下，スコープ）

や規格などに基づき分類し，不要なものは廃棄し

の洗浄消毒，処置具の管理など）
，②内視鏡看護

た。さらに，管理方法を検討するために，日本の

の実践（上下部消化管内視鏡検査，内視鏡的逆行

内視鏡検査室や備品棚の写真を提示しながら説明

性胆管膵管造影，超音波内視鏡検査，ダブルバ

を行った。その結果，検査室に処置具保管用の棚

ルーン小腸内視鏡検査，食道，胃内視鏡的粘膜下

が設置され，用途や種類別に整備された（写真 4，

層剥離術，ラジオ波焼灼療法など）
，③業務改善

5）
。
その他，鎮静下内視鏡における患者管理，スト

（スタッフの配置・動線，安全管理）
。

レッチャーのストッパーや柵の確実な使用など基
結

本的な安全指導も行った。

果
バクマイ病院では，検査手順やスタッフの教育

今回，支援期間中にバクマイ病院のナースが来

プログラムがある中，スコープの洗浄・消毒，処

日し，内視鏡センターの施設見学を行った。業務

置具の管理方法，鎮静下内視鏡検査を受ける患者

の流れやスコープ・処置具の洗浄，消毒，管理な

管理などに問題が見受けられた。このような中，

ど，実際に見ることでイメージ化でき，問題点の

“継続した支援活動”ならびに“バクマイ病院の

抽出や業務改善につながった。

ナース主体の支援”を実現するために，派遣チー
ムごとに現地ナースとミーティングを行い，ニー

今後の展望
ベトナムでの継続支援は，フエでの支援活動の

ズを把握しながら支援活動を行った（写真 1）
。
スコープは，検査件数に対して本数が少ないた

経験を踏まえ，バクマイではナースのニーズに合

め，すべてのスコープを機械洗浄することができ

わせた支援をすることができた。現地のナース

ない，用手洗浄の手順が省かれるなどの問題が見

は，さらなる整備を求めており，今後もバクマイ

受けられた。そのため，フエにおける支援活動の

ナースと協同し，ベトナムにおける内視鏡看護ガ

経験を活かして，洗浄工程表に基づく指導，業務

イドラインの作成を進めていくことに貢献してい

の見直し，洗浄スペースの整備などを行った。そ

きたい。

《利益相反：無》

して，6 回に渡り支援を行った結果，洗浄スペー
スの動線が改善されるとともに，洗浄専門のス

参考文献

タッフが配置され，すべてのスコープを機械洗浄

1）杉浦真由美，太田真美，後藤秀実，ほか：名

できるようになった（写真 2，3）
。さらに，洗浄

古屋大学を中心としたベトナムにおける内視

スペースにはエアーコンプレッサーが導入され，

鏡看護支援活動と今後の展望．日本消化器内

高温多湿な環境の中で，管路内の乾燥を図ること

視鏡技師会会報 2014；No. 54

ができた。
処置具も，検査件数に対して本数が不足してい

連絡先：〒 483-8086

るうえ，ディスポーザブル製品を再利用している，

愛知県江南市高屋町大松原 137 番地

消毒液への浸漬時間が守られていないなどの問題

JA 愛知厚生連

が見受けられた。このような中，ハード面から鉗

祖父江雅美

子類の滅菌をすることは難しく，消毒液への浸漬
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O 43

介護用スライディングシートを応用した大腸内視鏡検査時の体位変換
医療法人誠心会

ゆのもと記念病院
内視鏡技師

○松下くるみ，平石

紀朗，橘木

輝美

看護部

今村南々美，徳重

和枝，新屋

千鶴

福山

雅代，小濱

博敏

晶，今村

道岡

尚子

外科

吉田

淳仁

麻酔科

末廣

房子

内科

前原くるみ

スライディングシートに乗るように配置し，スラ

はじめに
大腸内視鏡検査（以下 CS）では，挿入困難例や

イディングシート上でバスタオルを引くことで体

処置の際に体位変換を行うことが多い。しかし鎮

位変換を行う方法を開始した。Rolling はバスタ

静下症例，高齢者症例など自力での体位変換が

オルの端を上方に引き上げ体を倒すように動か

困難な場合は患者・介助者の負担も大きかった。

し，バスタオルで斜面を作ることで体を回転させ

CS 施行時に，介護用に用いられているスライ

る。タオルの端を持つことで，てこの原理により

ディングシートを応用し，体位変換をより簡便か

少ない力での回転が可能である。この際，体幹軸

つ，患者・介助者への負担を減少させる方法（以

の変位が発生するが，この修正にバスタオルを左

下 SS 法）を検討した。

または右へ引く sliding 操作が必要となる。スラ
イディングシート内の摩擦が小さいため，少な

方

い力でスムーズな移動が可能である。Rolling と

法
従来法では，左側臥位から仰臥位・右側臥位へ

sliding を合成する力で外側上方に引くことにより

の回転移動（以下 rolling）は介助者が患者の身体

2 種の動作を同時に行うことも可能である。右側

を直接回転させるため大きな力が必要であり，ま

臥位→仰臥位→左側臥位への体位変換は，以上の

た，体幹軸の位置も検査開始時からずれるため，

操作を逆方向に行う。

修正が必要である。変位の修正には左右方向への
滑り移動（以下 sliding）が必要となる。sliding は，

まとめ

身体を直接滑らせる場合は検査台との摩擦が多

介助者が Rolling，sliding に要する力および患

く，また身体を少し持ち上げながら動かす場合も

者が受ける外力は SS 法の方が小さいと思われる。

大きな力が必要で，介助者へは大きな負担がかか

体位変換の所要時間も SS 方が短いが，費用が発

る。今回使用したスライディングシートは，材質

生するという問題もある（表 1）
。

はナイロン製，筒型で左右両方向にキャタピラ状
に動く構造となっている
（図 1）
。外表面は滑らず，

考

察

内腔面は擦れ合っても摩擦が少なくなるよう表面

介護用スライディングシートは小さな摩擦抵抗

加工され，反対方向に滑るように移動する。2014

で身体を滑らせやすくするという特徴を有してお

年 4 月より，SS 法として検査台上に防水不織布・

り，小さな力でもスムーズに体位変換・移動介助

介護用スライディングシート（70 × 73 cm，市価

が可能なため，介護現場で使用されている。CS

2, 250 円）・バスタオル・汚染防止不織布（120 ×

では患者の体型・状態も様々であり，従来は患者

60 cm）の順で重ね（図 2）
，患者の肩から腰部が

の身体を直接持ち上げるように体位変換していた
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図表

ナイロン製，筒型構造．
左右両方向にキャタピラ状に
回転しながら動く．

スライド方向

滑らない
外表面は細かな凹凸があり滑らない．
内腔面は擦れ合っても摩擦が少なく
なるように表面加工されており，
反対方向に滑るように動く．

滑る

図１ スライディングシート構造

滑らない

２．スライディングシート(70x73cm）

１．防水不織布

４．汚染防止不織布(120x60cm)

３．バスタオル

図２ ＳＳ法
表１

従来法

SS 法

Rolling に要する力

大きい

小さい

Sliding に要する力

大きい

小さい

患者が受ける 外力

大きい場合がある

小さい

所要時間

長い場合がある

短い

費用

なし

2250 円/枚
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ため，患者・介助者の負担はいずれも大きかった。

結

語

今回，スライディングシートの使用で患者・介助

CS 施行時の介護用スライディングシートを用

者への負担も減少し，介護用スライディングシー

いた体位変換は，介助者・患者の負担を減少さ

トとバスタオルを用いることで，てこの原理と少

せ，小さな力で安全にスムーズかつ短時間で体位

ない摩擦による小さな力かつ，スムーズな体位変

変換が行え，汚染がなければ多数例での連続使用

換が行われたのではないかと思われる。緊急例・

も可能であり有用と思われた。今後さらに，安全

前処置不良例ではシートが汚染される可能性があ

に考慮しながら検討を重ねていきたい。
《利益相反：無》

り，その際は，より大きな不織布を用いているが，
汚染の程度によってはシートを廃棄しなければな
連絡先：〒 899-2201

らず，費用面での問題もある。

鹿児島県日置市東市来町湯田 3614
TEL：099-274-2521

O 44

全身麻酔下における内視鏡治療への取り組み

岸和田徳洲会病院

内視鏡センター

神戸大学医学部付属病院

光学医療診部

○加藤

茜，望月

和美，古賀

祐也

中谷

彩，吉原

友篤，井上

太郎

尾野

亘

豊永

高史

視鏡的核出術（以下 SET），経口内視鏡的筋切

背景・目的

開術（以下 POEM）4 症例を担当した医師，看

A 病院では，年間約 400 例の内視鏡的粘膜下層
剥離術（以下 ESD）治療を行っているが，全身麻

護師，臨床工学技士。

酔を必要とする ESD は手術室で行い，日程など

手術室：内視鏡器材を手術室まで運搬した。

の調整も必要であった。手術室は，内視鏡に必

内視鏡センター：麻酔器等の準備は臨床工学技

要な処置具・物品が常備されていないため，術中

士が行い，体位固定のために手術室より手術用

物品の運搬頻度が多く，待ち時間も生じることも

ベッドおよび固定具も準備した。術者以外のメン

あった。また，不慣れな環境での治療は術者・介

バーは固定し，通常の内視鏡治療に関わる看護

助者ともにストレスもあった。

師・臨床工学技士で間接介助を行い，口頭でアン

今回，全身麻酔が可能な設備を整え，内視鏡セ

ケート調査を実施した。

ンター内で ESD など内視鏡治療を，全身麻酔下
で医師，看護師，臨床工学技士が協力し，取り組

結

果
手術室で内視鏡治療を行った場合は，治療中に

んだことを報告する。

突如，必要とした物品の運搬が 4 ～ 5 回あり，待
方

ち時間も生じた。また，麻酔科医，内視鏡術者・

法

介助者以外に，手術室看護師も必要とした。

期間：2014 年 X 月から 2015 年 Y 月まで

内視鏡室で行った場合は，独自で治療の日程調

対象：手術室で行った ESD を担当した医師，
看護師，臨床工学技士。

整が可能であった。当初は，術前の麻酔器や物品

全身麻酔下で行った咽頭 ESD，食道 ESD，内

の配置・レイアウト等の準備に時間を要したが，
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治療例を重ねる毎にスムーズに行えるようになっ

チームメンバーを固定したことで，治療症例数

た。内視鏡治療に必要とする処置具が常備されて

を重ねる毎に，時間短縮されスムーズに行えたと

いるため，運搬の必要性もなく，それに要する待

言える。各職種がそれぞれの役割を果たし，協力

ち時間もなかった。全身麻酔導入時の介助，体位

することで安全で安楽な治療を提供することに繋

固定など，意識下鎮静法とは違う介助や流れに戸

がり，内視鏡室でも全身麻酔下での内視鏡治療は

惑う場面がみられたため，医師による全身麻酔の

可能と言える。

勉強会を行った。チームミーティングを行い，医

今後の課題は，全身麻酔下内視鏡治療マニュア

師，看護師，臨床工学技士が各担当の役割を明確

ルの作成を行いスタッフ全員が共有し，さらに周

にし，円滑に治療が進められるような動きや配置

術期管理の知識や経験を深める必要がある。

を振り返り話し合った。術者・介助者から，通常
の環境で治療を行うことで，精神的ストレスがな

結

語
内視鏡室おける全身麻酔下での治療は，患者，

いと評価された。そして，全身麻酔下での偶発症

術者・介助者において利点が多く，環境の設備が

もなく安全に 4 症例を終えることができた。

整い，全身麻酔と周術期管理の知識と経験がある
考

チームであれば，安全で安楽に行うことができ有

察
手技の確立により内視鏡治療も多種多様化と

用であった。

《利益相反：無》

なった。それに伴い意識下鎮静法では，呼吸変動
やリスクを伴い治療困難例も増え，全身麻酔下の

参考・引用文献

内視鏡治療が導入されつつある。手術室で行う全

1）チーム医療のための ESD マニュアル．近畿

身麻酔下内視鏡治療は，術者や介助者は，物品搬

内視鏡治療研究会編集．金原出版株式会社
2013. 10：1-8．

入に対する待ち時間のストレスや，慣れない環境
に対するストレスを伴ったと言える。ストレス

2）消化器内視鏡看護業務基準：内視鏡検査・治

を伴う環境下は，術者・介助者の仕事の効率とパ

療における看護業務基準．日本消化器内視鏡

フォーマンス力を下げることとなる。術者・介助

技師会看護委員会編 2008. 7：1-3．

者のアンケート結果から，内視鏡室では，環境に
対するストレスがなく，術者・介助者ともに集中

連絡先：〒 596-0042
大阪府岸和田市加守町 4 丁目 27-1

し治療に専念できたと考える。

TEL：072-445-9915

O 45

コールドポリペクトミー導入後の治療の実際と介助のコツについて
大腸肛門病センター

高野病院

内視鏡技師

○西坂

医師

野﨑

好昭，松平美貴子
良一，山田

一隆

も徐々に普及してきている。

はじめに

当院では，2014 年 6 月より導入している。今回，

近年，欧米では小型大腸ポリープの治療法とし
て，高周波装置を使用せず切除するコールドポリ

コールドポリペクトミーの治療の実際と介助のコ

ペクトミーが主流になっており，我が国において

ツについて報告する。
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形 成 性 ポ リ ー プ 205 個（12.7 ％）， そ の 他 22 個

コールドポリペクトミーとは
高周波装置を使用せずに，スネアまたは専用

（1.4％）だった。大きさの平均は 4.0 ± 1.2 mm で

の鉗子で 10 mm 未満の小型大腸ポリープを摘除

5 mm 未満が 1, 230 個（88.6％）だった。形態は Is

する方法のこと。スネアで摘除する場合を cold

783 個（56.4％），IIa 475 個（34.2％），部位は横行

sunare polypectomy，専用の鉗子でつまんで摘除

結腸 479 個（34.5％）が多かった。
腺腫 1, 338 個の断端評価は，断端陰性 1, 149 個

する方法を cold forceps polypectomy という。
コールドポリペクトミーのメリットは，入院の

（82.8％），断端不明瞭 239 個（7.2％）だった。断

必要がなく日帰りが可能，生活制限が少なく，ポ

端不明瞭病変は，部位では盲腸（25.5％）・上行結

リープ切除術として保険請求ができることであ

腸（25.6％）・直腸（21.6％）において有意に多く

る。さらに，手技の簡便さ，後出血のリスクが低

みられ（P ＜ 0.0001），形態別では Isp が有意に多

い，標本の熱変性がないことがあげられる。一方，

かった（35.8％）
（P ＜ 0.0001）。

欠点としては，標本が分かりづらく回収が困難に

断端不明瞭病変 239 個を内視鏡治療時の写真か

なることである。その理由として，熱変性がない

ら切除ラインを見直すと，周囲粘膜を含めて切除

ため標本と認識しづらい，残渣との区別が困難，

できている病変（切除ライン OK）は 141 個，病

標本の構築が困難であることなどがあげられる。

変ギリギリになってしまった病変（切除ラインギ
リギリ）が 98 個みられた。切除ラインは OK だ
が断端不明瞭になった原因として，標本構築が不

治療の実際と介助のコツ
病変よりも大きめに切除することが重要であ

十分だったことが考えられた。切除ラインギリギ

る。スネアリング時は，スネアを粘膜面に押し付

リの原因は，スネアリング手技が不十分であった

けてスリップさせるような感じで掴み，切除時は

ことが考えられた。対策として，標本は十分伸展

ためらわず一気にハンドルを引き込む。

させて濾紙につけることと，スネアリング時は病

切除時の出血は一時的なもので数分すれば止ま
るが，予防的にクリップ 1 ～ 2 本使用する場合も

変よりも大きめにつかみ，ためらわず一気に締め
ることなどを教育・指導した。

ある。また，切除面に注水を行い意図的に膨隆さ
せると止血効果が得られる（自作式送水装置によ

まとめ
コールドポリペクトミーは低侵襲で安全性が高

る注水が効果的である）
。

いため，外来症例にも積極的に推奨できる治療法
であり，今後はさらに普及するものと思われる。

調査方法・結果・考察
2014 年 10 月～ 2015 年 3 月までに全大腸内視

確実なコールドポリペクトミーを行うためには，

鏡検査（TCS）を施行した 4, 113 件のうち，コー

摘除時のコツや標本取扱いなどの現場指導が重要

ルドポリペクトミーを行い標本が回収できた 897

である。

《利益相反：無》

例，1, 615 個の病理組織結果から治療成績を調査
連絡先：〒 862-0924

した。
1, 615 個の内訳は，腺腫 1, 388 個（85.9％），過
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O 46

内視鏡下マーキング方法の検討（点墨法，クリップ法）
聖路加国際病院

消化器センター
○坪内

目

内視鏡検査室

志保，岡田

修一

間）でマーキング状態を再確認できた処置に

的

対して，そのマーキング能について検討する。

当検査室におけるマーキング方法は主に 2 種類
（点墨法，クリップ法）である。内視鏡治療だけ
でなく外科的治療とも連携している関係上，マー

結

果

キングの目的も多様であり，その 2 種類の使い分

1．症例による傾向：術前マーキング（点墨＋ク

けとマーキングが機能しているかどうかは患者治

リップ 15 件，点墨のみ 22 件，クリップのみ

療の上で重要な意味合いをもつ。今回，点墨法と

9 件）46 件，病変マーキング（点墨＋クリップ

クリップ法について比較検証を行う。

5 件，点墨のみ 27 件，クリップのみ 5 件）37
件，憩室出血治療（クリップのみ）36 件，メ
タリックステント留置（クリップのみ）6 件，

マーキング方法紹介

その他 10 件（小腸観察到達点，内視鏡治療後

当検査室では，クリップ法では OLYMPUS 社
製 EZ クリップ  で実施，点墨法では点墨剤とし

追加など）であった（表 1）
。

て液体滅菌墨汁を使用してサンドイッチ法により

また，変則的な点墨法の一種として局注止血
の際にも点墨剤を使用した処置が 1 件あった。

実施している。

2．外科的切除術の対象になった症例に対して，
方

手術摘出検体と術中の視野を確認したところ，

法
2014 年 4 月 1 日～ 2015 年 4 月 1 日の間にマー

概ね良好の成績であった。点墨法に関しては，

キング処置を行った検査 135 件に対して下記内容

点墨剤の量の不適・マーキング場所の不適に

の後追い調査を行う。

よる不良症例があるとの指摘があった。

1．処置内容を確認し，現在の傾向を確認する。

点墨法はクリップに比べて施術に技術が必要

2．術前マーキングなどといった一定期間内
（1 週
Ｏ-46

とされる。当検査室の治療実績より，点墨の

表１ マーキング方法の傾向
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図１ マーキング方法選択基準

ポイントとして，仰臥位で腹側に・確かな粘

いれば術前検査の負担も軽減される可能性があ

膜下局注のためにサンドイッチ法を用いて・

る。マーキングの施術位置は重要であり，点墨法

点墨剤（墨汁）の注入量 0.2 ml で施術すること

における点墨剤の注入量も注意が必要である。
病変に対するマーキングは適切な点墨法が有効

をスタンダードとして紹介する。
マーキング方法は，効果が期待される期間と

であり，点墨剤としての墨汁はマーキング能とし

外科的術前かどうかと併せて，2 種の方法の

て優れていると思われる。

特徴を活かすような選択基準で決定されてい
結

る（図 1）
。

論
マーキングの目的を理解した上で適切なマーキ

考

ング方法を選ぶことが重要である。

察

《利益相反：無》

当施設は憩室出血治療の一環でマーキングク
リップを使用するので処置数は多くなっている。
外科治療とも円滑に連結しているので，病変発見

連絡先：〒 104-8560

時には適時点墨を行っている。最近は腹腔鏡治療
の適応が大きくなっているので，点墨が行われて
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消化管内視鏡検査時における潤滑剤自動吐出装置の開発
国家公務員共済組合連合会

吉島病院
ME 科

○河原

消化器内科

松村

聖志，金廣
俊二

株式会社西井製作所

宮原

一歩，望月

広島県商工労働局

鈴藤

正史

公益財団法人ひろしま産業振興機構

松浦

洋治，小田

伸夫
良二，西井

裕昭

一幸

学的汚染状況を把握するために，ルミテスター

背景および目的
消化管内視鏡検査時には，内視鏡と人体の摩擦

PD-20 およびルシパック Pen （キッコーマンバ

を減らすために，用手的に医療用潤滑剤を内視鏡

イオケミファ（株）
）を用いて，上部消化管検査ご

に塗布する。この際，検査中の内視鏡や患者に触

とに潤滑剤チューブ容器を拭き取り，ATP（アデ

れた手で潤滑剤チューブを持つと，チューブ容器

ノシン三リン酸）と AMP（アデノシン一リン酸）

を患者の体液等で汚染してしまい，交差感染を引

の発光量（RLU）を測定した。

き起こす可能性がある。

2．装置の開発

消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエ

開発した潤滑剤自動吐出装置は，ステンレス製

ティ実践ガイドでは，内視鏡システムのキーボー

の筐体下部に赤外線センサーを設置し，手をかざ

ドや設定ボタン，潤滑剤チューブなどは，検査中

すことでローラーポンプが作動し，潤滑剤チュー

に汚染された手で触れることが多く，検査ごとに

ブに接続した専用回路をしごくことでチューブ内

消毒用エタノール等を用いて清拭することが望ま

に陰圧をかけ，潤滑剤を吐出させる機構とした

しい

1）

と記されている。しかしながら，施設の

（図 1）。1 回の赤外線センサー感知で，ローラー

諸事情によりこれを完全に遵守することは容易で

ポンプを 0.7 sec 正回転させ，約 0.7 ml の潤滑剤

はない。

を吐出させた。また，吐出直後にローラーポンプ

そこで，原田 2）は，足踏み式手指消毒装置 HC-

を 0.2 sec 逆回転させ，重力と粘度により発生す

400（
（株）Medical SARAYA）を利用し，足踏み式

る潤滑剤の垂れ下がりを防止した（図 2）
。なお，

潤滑剤供給装置を考案・試作している。手指消毒

吐出部の汚染防止対策として，筐体下面より上方

液の容器に潤滑剤を移し替え，足踏みペダルを踏

に吐出部を設け，容易に手が吐出部に触れないよ

むことにより潤滑剤が清潔に供給される装置であ

うにした（図 3）
。さらに，吐出部を汚染した場合

り，当院でも文献 2 を参考にし，装置を作製・使

も想定し，吐出部先端には交換可能なチップを取

用しているが，潤滑剤の移し替えと足踏みペダル

り付けた（図 4）
。また，潤滑剤を手で受け損ねた

の駆動が煩雑である。

場合を想定し，取り外し可能な受け皿を設置した

以上の背景より，内視鏡室における感染症予防

（図 5）
。

対策の一環として，潤滑剤を市販のチューブのま
ま，清潔かつ自動的に吐出できる，潤滑剤自動吐

結

出装置 3）の開発に取り組んだ。

果
上部消化管検査におけるチューブ容器の平均

ATP ＋ AMP 値は，319 ± 210（RLU）
（mean ± SD，
方

n=8）であった（表 1）
。

法

また，我々が開発した潤滑剤自動吐出装置を使

1．装置開発前段階の調査
上部消化管検査によるチューブ容器表面の生物

用することにより，潤滑剤を市販のチューブのま
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図１ 潤滑剤自動吐出装置
筐体下部にかざした手を赤外線センサーが感知し、
ローラーポンプの作動により潤滑剤が吐出される。

図２ 動作フローチャート
動作制御部には，吐出用の正回転用タイマーと垂れ
下がり、防止用の逆回転用タイマーを設けている。

チューブ容器

先端チップ

吐出部
筐体下面
専用回路

赤外線センサー
図３ 吐出部下方図
吐出部は筐体下面より上方にある。
これにより手が吐出部に触れにくい。

図４ 吐出部正面図
吐出部先端チップは交換可能である。

図５ 装置斜方図
受け皿は、潤滑剤が落ちても
取り外して水洗可能である。
受け皿

表１ 上部消化管検査毎に測定した潤滑剤チューブ容器の ATP＋AMP 値
検査回数

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

平均

ATP+AMP 値
(RLM)

８３

３１５

２２８

８２４

２４２

３２１

３７８

１６２

３１９±２１０
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ま，清潔かつ自動的に手に取ることが可能であっ

エティ実践ガイド作成委員会．消化器内視鏡

た。

の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガ
イド改訂版．2013. 7：p 10．

考

2）原田直彦：足踏み式潤滑剤供給装置の考案・

察

試作．日本消化器内視鏡学会雑誌 2009. 6；

ATP ＋ AMP 値 100（RLU）以下の数値は，食品

51（6）：1460-1461．

業界においてはほとんど有機物等が混入していな
い清浄度と認識されているが，医療分野において

3）河原聖志，宮原一歩，西井裕昭：潤滑剤定量
吐出装置．特願 2014-243，590 号．

も同様で，患者に挿入される内視鏡も 100（RLU）
以下に保つ必要がある 4）。潤滑剤チューブ容器を

4）財団法人機能水研究振興財団，機能水による

用手的に使用した際の汚染リスクに関する調査に

消化器内視鏡洗浄消毒のあり方に関する調査

より，検査中にチューブ容器に触れることは，感

研究委員会．機能水による消化器内視鏡洗浄

染症予防対策上好ましくないといえる。

消毒器の使用手引き－追補－．2012. 7：p 2．

我々の開発した装置は，潤滑剤使用において介
助不要となるばかりでなく，内視鏡感染対策に有

連絡先：〒 730-0822

用であり，今後，早期の製品化と普及を期待した

広島県広島市中区吉島東三丁目 2-33

い。

TEL ：082-241-2167（内線 766）

《利益相反：無》

FAX：082-249-4635
E-mail：skawahara@yoshijima-hosp. jp

参考文献
1）消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサ
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バイポーラ回転式止血鉗子の使用経験

JA 広島総合病院

臨床工学科

○藤田

雄樹，村上

直己，瀬尾

内視鏡センター

石崎

淳子，松下

理恵

消化器内科
背

景

古土井

明，小松

弘尚，徳毛

憲由
宏則

年 4 月から 2015 年 3 月までの 1 年間で 160 本使

当院では，安全性を考慮しバイポーラ式止血

用しており，使用症例は上下部止血術，内視鏡

鉗子を使用している。従来，PENTAX 社製 Hemo

的粘膜下層剥離術（以下 ESD）である。高周波

Stat-Y （以下，ヘモスタット）を使用していた

手術装置の初期設定は VIO 300D では，モード：

が回転式ではなかったため止血点に対しアプロー

BIPOLOR SOFT COAG，エフェクト：4，出力：

チしにくい場面があったので，それを改善するた

50 W。ICC 200 では，モード：BIPOLOR，出力：

めにバイポーラ回転式止血鉗子を取り入れた。今

35 W であり，状況に応じて変更する場面もある。

回，使用開始して 1 年経過したので使用経験を報
告する。

特

使用現状

内側のチューブ内に駆動ワイヤーが通り，ワイ

性
タイタンのシース内部は 2 層構造になっており

バイポーラ回転式止血鉗子は，ゼオンメディ

ヤーが動きやすいように空洞状になっている。そ

カル社製の Tighturn （以下，タイタン）を，2014

のワイヤーでハンドルと先端カップを連動させハ
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ンドルを回転させると先端カップも回転する構造

結

語

になっているため，手元操作で先端カップを目的

タイタンは回転調整できアプローチしやすくな

部位に対して角度を調節できアプローチしやすく

り，焦げ付きが少なく組織から剥がれやすいため

なった。特に ESD では露出血管を止血する場面

術者のストレスが軽減し，メンテナンスの手間も

で血管に対して垂直方向に回転させ確実に把持で

省けており止血時に有効活用できている。
しかし，

き効率良い止血が可能となっている。その他の特

スコープのアングル角度や挿入状況で回転しづら

性としては，止血後に組織付着しにくいカップ形

く微調整できないことがあるので，介助者は操作

状になっており，以前のヘモスタットではカップ

に慣れる必要があることやカップが小型なため把

が焦げ付きやすく組織から剥がれにくかったが，

持困難な場面も少なからずある。今後も構造や特

タイタンは組織から剥がれやすくなり，無理やり

性の理解を深め，さらに効率の良い回転操作を可

剥がして再度出血する場面が減少したこととカッ

能にしていき，把持困難な止血点の改善をしてい

プが焦げにくいためメンテナンス回数も減少し

かなければならない。

《利益相反：無》

た。また，タイタンは目的部位をピンポイント止
血する目的でヘモスタットよりもカップの長さと

連絡先：〒 738-8503
広島県廿日市市地御前 1-3-3

開き幅が短く設計されている。

TEL：0829-36-3111
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内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）時における糸付きクリップ作成の工夫
千葉県がんセンター

研究背景

診断部門

○金子

内視鏡科

鈴木

弥生
拓人，原

太郎

回，糸付きクリップ作製時に独自の工夫を行い導

ESD の中には剥離面が展開しにくい部位など

入したので報告する。

の治療困難例も多数存在する。それらにおいて，
糸付きクリップを使用することで治療効率と安全

目

性を高めることが報告されている。

的
従来の方法を見直し，糸付きクリップの作製の

従来，糸付きクリップは既製品がないためク

簡便化を図り，今回の方法と比較検討する。

リップの根元に糸を結びつけ作製していた。以前
使用していた EZ クリップ  は，ショートクリッ

対象と方法
対象は，2012 年 7 月から 2015 年 3 月までで，

プをカートリッジから取り出し，クリップの根元
にナイロン糸を結び付け，それをロングクリップ

早期食道癌・胃癌に対して ESD を行った際に糸

のカートリッジに再収納していた。しかし ESD

付きクリップを使用した 154 例（EZ クリップ  26

手技中に結び目で糸が外れる，または糸が切れる

例，ZEO クリップ  128 例）を対象とした。2012

などクリップから糸が脱落するケースが少なくな

年 7 月 か ら 2013 年 10 月 ま で は EZ ク リ ッ プ 

かった。また，それにより作製し直しを余儀なく

を使用し，2013 年 11 月から 2015 年 3 月までは

されスコープの出し入れ回数の増加，それに伴う

ZEO クリップ を使用した。

治療時間の延長など患者への負担を増加させてし

今回用いた ZEO クリップ  は本体に孔を有し

まうという問題があった。それを改善すべく今

ていることから，その部分にナイロン糸を通し
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クリップの爪の片側に糸を通す
図 1図 クリップの爪の片側に糸を通す

（図 1），糸を二重にし手元で把持する手法をとっ
た。クリップは標準タイプを使用し，糸は 3-0 の

メリットが得られ，治療時間の短縮にもつながる
と考えられた。
EZ クリップ  を使用していた頃は，糸付きク

ナイロン糸（手術用縫合糸）を使用し，長さはク
リップに通して二重にするため 200 cm とした。

リップが有効であっても作製の手間が煩雑なう

また，剥離面を展開させるために，糸の手元側に

え，患者，術者，介助者への負担が大きいため使

プラスチックの鉗子を重りとしてぶら下げてい

用をためらうこともあったが，ZEO クリップ を

る。

使用し脱落するリスクが低下したことで，糸付き

両者における手技中のクリップが脱落した割合

クリップを使用する機会が増えた。

（脱落率）を算出し，その有効性を比較した。

また，作製が容易になったことで，介助者の負



EZ クリップ では，クリップから糸が脱落し

担が軽減された。

た割合を，ZEO クリップ では，使用していくう
ちにクリップが標本から外れてしまうことがあっ

結

算出し，両者を比較した。

語
ZEO クリップ  を用いた糸付きクリップ法は，

たため，標本からクリップが脱落した割合を各々

ESD 治療の安全性と治療効果をさらに高め，患
者への苦痛や負担の軽減につながることが期待さ

結

れる。

果

《利益相反：無》

EZ クリップ  使用時の脱落率は 50.9％であっ
た の に 対 し ZEO ク リ ッ プ  使 用 時 の 脱 落 率 は

参考文献

17.4％であった。さらに，クリップ 1 本で完遂し

1）上里昌也：食道内視鏡的粘膜下層離術に

た割合が，EZ クリップ  では 46.2％であったの

おけるクリップ牽引法の有効性．千葉医学
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に対し，ZEO クリップ では 82.0％と明らかな改
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考
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特別講演 1
大腸腫瘍内視鏡診療の最前線
広島大学大学院
広島大学病院

医歯薬保健学研究科
内視鏡診療科

内視鏡医学
田中

信治

JNET 分類

はじめに

NICE 分類は非常にシンプルでよい分類である

本邦の癌死亡統計において，大腸癌死亡数は，
男性で第 3 位，女性では第 1 位 1），罹患率は年々

が，本邦では早期癌と腺腫を鑑別する必要性があ

上昇し今年ついに癌罹患率の第 1 位になった 2）。

り，その部分は NICE 分類では鑑別できない。最

進行癌の前病変である大腸腺腫 / 早期癌に対する

近，本邦の拡大内視鏡専門医による NBI 拡大統

診断と治療について内視鏡診療を中心に最近の話

一分類 JNET 分類（表 2）が提唱された 8）。NICE

題を概説する。

分類の Type 2 を再分類した形であるが，図 2 に
示すように Type 2B と診断した病変や診断に自信

NBI（Narrow band imaging）

がない場合は，色素を用いた pit pattern 診断を行

Narrow Band Imaging（NBI）system に 関 し て，
2010 年 4 月の保険診療報酬改定において，NBI

う。JNET 分類に関しては，現在 validation study
の準備が進行中である。

を用いた拡大内視鏡観察に 200 点の診療報酬加算
が認可された。現在，IEE として，FICE（Flexible

LST（laterally spreading tumor）

spectral imaging color enhancement），BLI（Blue

LST（laterally spreading tumor： 側 方 発 育 型 腫

laser imaging），AFI（Auto-fluorescent image）など

瘍）9）とは，食道や胃の表層拡大型腫瘍に対応し

いくつかの技術も使用可能になっている 3）。昨

たニックネーミングであり，決して肉眼型を意

年秋にオリンパス社から新しいシステムである

味する用語ではない。本邦では大腸癌研究会が

EVIS LUCERA ELITE が発売され，NBI 観察の明

最近 LST という用語を認知し，2013 年 7 月に発

るさや画質が向上し，その臨床使用の advantage

刊された大腸癌取扱い規約第 8 版 10） に沢山の内

に新たな展開を迎えている。参考までに内視鏡観

視鏡画像も含めて詳細に掲載されたことによって

4）

察法の分類を図１に示す 。

名実共に公用語になった。LST 細分類診断と pit
pattern 診断を総合評価することは，分割 EMR や

NICE 分類

ESD の適応を決定する上で不可欠である。

大腸腫瘍の NBI 拡大観察に関しては，本邦で
多くの分類や評価方法が存在しやや混乱していた

大腸 ESD

5）

が ，我々は，国際普及を目指して NBI 基本分

デバイスの開発や技術の進歩によって大腸でも

類（NICE 分 類：NBI International Colorectal Endo-

ESD が一般化し，2013 年 4 月には「K721-4 早期

scopic（NICE）Classification）を構築し，欧米の内

悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術」として保険適用に

視鏡医一緒に世界へ提唱している（表 1）6，7）。本

なった 11）。ただし，あくまで早期悪性腫瘍（早

分類は，過形成病変，SSA/P と SM 高度浸潤癌

期癌）が対象である。
「最大径が 2 cm から 5 cm の

を的確に診断できるとともに世界的に普及しつつ

早期癌または腺腫」と記載されている留意事項の

あり，ESGE や ASGE でも本分類を使用した研究

文言は，術前診断が早期癌で ESD を施行した結

発表が多数なされている。

果が腺腫であった場合も保険請求ができるという
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通常観察（白色光）
画像強調観察
光学法

コントラスト法

デジタル法

輪郭強調法
蛍光法
狭帯域光法
赤外光法
染色法

光デジタル法
色素法

内視鏡観察

コントラスト法

拡大内視鏡観察
光学法
デジタル法
顕微内視鏡観察
光学法
共焦点法
断層イメージング

例：紫外線観察/赤外線観察
例：FICE/RIM
例：構造強調
例：AFI/SAFE
例：NBI

例：IRI
例：ルゴール
例：インジゴカルミン
例：拡大電子内視鏡
例：電子ズーム
例：EndoCytoscopy
例：Endomicroscopy

OCT（Optical Coherence Tomography）
超音波内視鏡

図１ 内視鏡観察法の目的別分類（亜分類） (丹羽寛文・田尻久雄）
表1 NBI International Colorectal Endoscopic (NICE) Classification
Type 1

Type 2

Type 3

*

Color

Same or lighter than
background

Browner relative to
background (verify color
arises from vessels)

Brown to dark brown
relative to background;
sometimes patchy whiter
areas

Vessels

None, or isolated lacy
vessels may be present
coursing across the lesion

Brown vessels surrounding
white structures**

Has area(s) with disrupted
or missing vessels

Surface
Pattern

Dark or white spots of
uniform size, or
homogenous absence of
pattern

Oval, tubular or branched
white structures**
surrounded by brown vessels

Amorphous or absence
of pattern

Most likely
pathology

Hyperplastic & sessile
serrated polyp (SSP) ***

Adenoma****

Deep submucosal invasive
cancer

* Can be applied using colonoscopes both with or without optical (zoom) magnification
** These structures (regular or irregular) may represent the pits and the epithelium of the crypt opening
*** In the WHO cllassification (REF), sessile serrated polyp and sessile serrated adenoma are synonymous.
**** Type 2 consists of Vienna classification types 3, 4, and superficial 5 (all adenomas with either low or high grade dysplasia, or with superficial submucosal
carcinoma). The presence of high grade dysplasia or superficial submucosal carcinoma may be suggested by an irregular vessel or surface pattern, and is
often associated with atypical morphology (e.g., depressed area).

表２ JNET分類（大腸NBI拡大所見分類）
NBI
Vessel
pattern
Surface
pattern
予想組織型

Type 1

Type 2A

• 認識不可*1

• 口径整
• 均一な分布 （網目・
らせん状）*2

• 規則的な黒色

または白色点
• 周囲の正常な
粘膜と類似
過形成性
ポリープ

• 整（管状・樹枝状
・乳頭状）
腺腫～低異型度癌
（Tis）

*1. 認識可能な場合, 周囲正常粘膜と同一径
*2. 陥凹型については, 微細血管が点状に分布されることが多く,
整った網目・らせん状血管が観察されないこともある.
*3. T1bが含まれることもある.
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Type 2B

Type 3

• 口径不同
• 不均一な分布

• 疎血管野領域
• 太い血管の途絶

• 不整または
不明瞭

• 無構造領域

高異型度癌
（Tis/T1a）*3

高異型度癌
（T1b‐）

色素拡大内視鏡診断
（pit pattern診断）へ
Low‐confidenceな
Type 3も色素拡大で確認
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JNET分類
病変発見

経過観察
（色素内視鏡不要)

１

注）SSA/Pは必要に応じて内視鏡治療

NBI拡大
（IEE）

内視鏡治療
（色素内視鏡不要)

２A

ワンタッチ
ボタン操作

色素内視鏡拡大による
pit pattern
診断

２B

外科手術
（色素内視鏡不要)

３

注） 詳細な肉眼型診断には
インジゴカルミン散布像
が必須である。

※ 通常内視鏡所見，EUS，注腸所見も必要に応じて参照する

図２

大腸腫瘍の内視鏡診断ストラテジー

表３ 大腸ESDの適応病変（大腸ESD標準化検討部会・案）
内視鏡的一括切除が必要な病変
1）スネアによる一括切除が困難な，
・LST-NG, 特にpseudo-depressed type
・VI 型pit patternを呈する病変
・SM軽度浸潤癌
・大きな陥凹型腫瘍
・癌が疑われる大きな隆起性病変※１
2）粘膜下層に線維化を伴う粘膜内腫瘍※2
3）潰瘍性大腸炎などの慢性炎症を背景としたsporadicな局在腫瘍
4）内視鏡的切除後の局所遺残早期癌
注）

※1：全体が丈高の結節集簇病変（LST-G：結節混在型）も含む。
※2：biopsyや病変の蠕動によるprolapseに起因するもの。

JSGE 大腸ポリープ診療ガイドライン 2014，JGES 大腸ESD/EMRガイドライン 2014
JGES卒後教育委員会編･消化器内視鏡ハンドブック 2012

図３ 内視鏡的摘除後のT1(SM)癌の治療方針
癌垂直断端陰性

乳頭腺癌
管状腺癌

浸潤度＜1000μm

脈管侵襲陰性

癌垂直断端陽性

低分化腺癌
印環細胞癌
粘液癌

浸潤度≧1000μm

脈管侵襲陽性

蔟出 G1

経過観察

蔟出 G2/3

郭清を伴う腸切除を考慮する

郭清を伴う腸切除

大腸癌治療ガイドライン-医師用. 2014年度版
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salvage 的な意味である。なお，大腸 ESD が病変

（大腸癌研究会プロジェクト研究 , data not shown）

の大きさにかかわらず安全かつ有効に施行可能で

によるとによると，i）脈管侵襲陽性，ii）低分化

あるというエビデンスが得られたため，2013 年 8

腺癌，印環細胞癌，粘液癌，iii）浸潤先進部の

月に日本消化器内視鏡学会薬事社会保険委員会か

簇出（budding）grade 2/3 の条件を認めなければ，

ら 5 cm という適応サイズ制限の撤廃を厚生労働

SM 浸潤度にかかわらず大腸 pT1 癌のリンパ節転

省に申請しおり，近々大きさの適応制限が撤廃さ

移率は 1.2 ～ 1.4％程度である。同様の報告が予

れることが期待される。

後の解析からもなされている 14）。また，日本消

一方で，病態学にも基づいた大腸 ESD の医学

化器外科学会のアンケート報告によると大腸手術

的な適応（表 3）は，内視鏡治療の適応病変のう

による術死リスクも 1％未満ではあるがゼロでは

ち一括切除が必要であるがスネア EMR では分割

ない。そして，大腸 T1 癌に対して最初からリン

となってしまうような病変である。
「大腸 ESD 標

パ節廓清を伴う外科手術を施行したとしてもその

準化検討部会」から「大腸 ESD の適応基準」が

再発率は 2.3％と報告されている 15）。このように，

提唱されている

11）

が，具体的には，内視鏡的一括

大腸 T1 癌は外科手術でも 100％根治できるので

切除が必要な病変のうち，スネア EMR による一

はないという事実，術死や合併症を含めた外科手

括切除が困難な LST-NG，特に pseudo-depressed

術のリスク，患者個人の意思や QOL を充分に考

type，Vi 型 pit pattern を呈する病変，SM 軽度浸

慮したうえで外科手術を追加するかどうかを決定

潤癌，大きな陥凹型腫瘍，癌が疑われる大きな隆

すべきである 10）。

起性病変（全体が丈高の結節集簇病変 LST-G も
含む）である。他に，biopsy や病変の蠕動によっ

おわりに

て粘膜下層に線維化を伴う粘膜内病変，潰瘍性大

大腸癌の組織発生，発育進展，転移機序などの

腸炎などの慢性炎症を背景とした sporadic な局在

病態解明，新しい機器，診断 ･ 治療手技や新規薬

腫瘍，内視鏡的切除後の局所遺残早期癌も適応と

剤などのさらなる開発など重要な課題は山積して

なる。

いるが，それ以前に，本邦の大腸癌検診受診率が
対象者の約 27％であるという大きな課題がある。

大腸 pT1（SM）癌の取り扱い
大腸癌治療ガイドライン 2014 年版

検診受診率の向上は急務であるが，一方で，それ
12）

によると，

内視鏡摘除後の pT1（SM）癌の治療方針を下記の

により押し寄せてくる大腸内視鏡精検希望者の処
理能力の確保が必要である。大腸内視鏡専門医を
育成することは当然であるが，CT colonography

ように推奨している（図 3）
。

（CTC）や大腸カプセル内視鏡検査などを効率よ
（1）垂直断端陽性の場合は外科的切除が望まし

く組み合わせていくことも検討されている。

い。
（2）摘除標本の組織学的検索で，以下の一因子で
も認めれば，追加治療としてリンパ節郭清を
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特別講演 2
内視鏡技師のための医療リスクマネジメント
広島大学保健管理センター・准教授

日山

亨

Take-home message
① 内視鏡室は，アナフィラキシーショックなど，患者の急変が起こりやすい場所です。いざと
いう時に，いつでも適切な対応ができるような体勢作りが大切です。
② 診療のみならず，訴訟の場面においても，診療ガイドラインや院内マニュアル，カンファレ
ンスでの決定事項は，重要です。きちんとカンファレンスでの決定事項を記録しておくとと
もに，それらに沿って業務を行いましょう。もちろん，院内マニュアルは，適宜，アップデー
トしましょう。

事例③

はじめに

誤挿入が関係した事例

安全な内視鏡診療は重要なテーマの 1 つです。
医療事故訴訟は，患者側との争いの最たるものと

（東京地裁，平成 14 年 2 月 20 日判決）

言えるでしょう。今回の講演では，内視鏡診療が
関係した訴訟事例をケーススタディーの材料とし

事例①は，4 回目の胃内視鏡検査でアナフィラ

て取り上げ，内視鏡室スタッフはどのように対応

キシーショックを生じ，患者が死亡した事例で

すべきであったかを一緒に考えてみたいと思いま

す。ショックが予見可能であったかどうか，また，

す。訴訟事例は実際に起こったという点で，とて

患者急変時の対応が適切であったかどうかが争わ

も大きな意味があります。医療に限らず，リスク

れました。この事例では，予見は不可能であり，

マネジメントにおいて，過去起こったうまくいか

急変時の対応も適切になされていると判断された

なかったことを繰り返さないということが，基本

ことから，病院側の責任は否定されています（病

の 1 つでしょう。今日の講演が，同じ事故を繰り

院側勝訴）
。
ご存じのように，患者に悪い結果が生じたらす

返さないためのヒントとなれば幸いです。

べて病院側の責任とされるわけではありません。
病院側に責任が負わされるのは，次の 3 つをすべ

1．実際に訴訟に至った事例
講演では，実際に訴訟に至った 3 事例の経過の

て満たした場合です。
ⅰ）損害：患者の状態の悪化や後遺症などの望ま

概略，裁判所の判断を示します。

ない結果が生じている。
ⅱ）過失：病院側，つまり，医師や看護師の処置

事例①

などにおいて注意して行うべきところ，その

内視鏡の前投薬薬剤が関係した事例その 1

注意を怠っている。

（静岡地裁沼津支部，平成 13 年 10 月 3 日判決）

ⅲ）因果関係：その過失が原因で損害が生じたと

事例②

いえる。

内視鏡の前投薬薬剤が関係した事例その 2
（福岡地裁小倉支部，平成 15 年 1 月 9 日判決）
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事例②も，前投薬薬剤によりアナフィラキシー
ショックを生じ，患者が死亡した事例です。問診

□ 内視鏡前に血圧測定を行っていますか？
□ 鎮静薬使用の際のモニタリングは十分です
か？

が十分であったかどうか，鎮静薬使用に関するイ
ンフォームド・コンセントがあったかどうかが争

□ 内視鏡室に救急物品があり，すぐに使える状
況にありますか？

点となりました。病院側は，問診や説明を行った
と主張しましたが，カルテに記載がなかったこと

□ 患者急変時のシミュレーションをしています
か？

から，裁判所は，問診や説明を行ったとは認定せ
ず，病院側に過失があったとして，損害賠償する

□ 大腸内視鏡のための腸管洗浄液内服前に，排
便状況を確認していますか？

よう命じています。同意書を取得していれば，結

□ 浣腸は必ず左側臥位で行っていますか？

果は異なっていたことが考えられます。

□ 内視鏡治療後の食事や生活の注意点を適切に
指導していますか？

事例③は，注腸検査の際，バルーンカテーテル
を肛門ではなく，誤って膣に挿入・固定，結果的

□ 個人情報の管理を徹底していますか？

にバリウムを膣内に 2 度にわたり注入したという
事例です。裁判所は，患者が大きな精神的な苦痛

3．万一，当事者になったらどうなる？
いつ，医療事故の当事者になるかもしれない，

を被ったとして，病院側に損害賠償するよう命じ
ています（慰謝料 100 万円＋弁護士費用 10 万円）
。

という不安をお持ちの方も多いことでしょう。例

注腸検査のみならず，大腸内視鏡でも誤挿入は

えば，以下のような不安があるのではないでしょ

報告されています。大腸内視鏡スコープを誤挿入

うか。

すると，患者に不快感を与え，検査を受ける気持
ちなどを一気に萎えさせるため，絶対に起こして
はならないことです。肛門をきちんと目視しなが
ら，スコープを挿入するようにしなければなりま
せん。助手の方には，臀部の皮膚・皮下組織を天
井方向にしっかり持ち上げるようにするなど，ぜ

「裁判にお金がかかると思うんですけど，私，そ
んなに貯金，ありません…」
「逮捕されて，怖そうな人に囲まれて，無理やり，
自白させられるんでしょうか？」
「私のエキスパートナースとしての輝かしい未来
はどうなる？」

ひとも補助をお願いしたいと思います。

「がんばって取った看護師免許は，資格は，どう
なるんですか？」

2．訴訟事例からみた内視鏡のチェック項目
以下の項目は，過去の訴訟事例から抽出した内
視鏡のチェック項目です。すべてにチェックがつ

今回の講演では，このような疑問に回答しなが

くかどうか確認してみてください。もしつかない

ら，みなさんの不安を少しでも払拭できればよい

項目があれば，至急，対応が必要と思います。

と考えています。

□ 説明文書に偶発症について記載しています

終わりに
患者さんに「ありがとうございました」と言っ

か？
□ 既往歴，アレルギー歴を確認していますか？

てもらえた時が，
私たちにとって，
この仕事をやっ

□ 同意書を取得していますか？

てきてよかったと大きな喜びを感じる瞬間でしょ

□ 鎮静薬使用の際には，そのメリット，デメリッ

う。嫌な思いをして苦しむ人が減り，多くの人に
笑顔が広がるよう，お互いがんばっていきましょ

トについて説明していますか？
□ 鎮静薬使用の際は，その日，車の運転をしな
いように説明していますか？

う。今日の私の講演がその一助になれば，これ以
上の喜びはありません。
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新興医学出版社，2012．

【著書】6 冊出版＋出版準備中 1 冊
1．日山

亨監修：訴訟にならない内視鏡診療－

5．日山

ティカルポイント？入院・医療従事者の健康

中）．
2．日山

管理編？．新興医学出版社，東京，2011．

亨，倉本富美編著：プリセプターナー

スのリスクマネジメント・BOOK，新興医学

6．日山

ティカルポイント？外来・刑事責任編？．新

亨，楠見朗子，倉本富美編著：訴訟事

興医学出版社，東京，2010．

例から学ぶ看護業務のリスクマネジメント・

7．日山

パート 2．新興医学出版社，東京，2013．
4．日山

亨，日山恵美，吉原正治編著：内科医

のための訴訟事例から学ぶ日常診療のクリ

出版社，東京，2014．
3．日山

亨，日山恵美，吉原正治編著：内科医

のための訴訟事例から学ぶ日常診療のクリ

虎の巻－（仮）
，東京医学社，東京（出版準備

亨，楠見朗子，倉本富美編著：訴訟事

例から学ぶ看護業務のリスクマネジメント．
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ト．日本メディカルセンター，東京，2005．
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ランチョンセミナー
L1

みんなの願い！修理抑制活動の実践とコツ
九州大学病院医療技術部臨床工学部門

当院光学医療診療部（以下，内視鏡室）は，現

峰

慎太郎

にした。操作部破損は，特に内視鏡室外へ運搬時

在，検査室 8 室，年間検査数 13, 941 件（2014 年

に落下やぶつけが多かったため，運用を見直し，

度）で，看護師は毎日 12 名，臨床工学技士は毎

スコープ専用のトレイを配置することで安全に運

日 1 ～ 2 名，外部委託スタッフ（洗浄スタッフ）

搬できるよう工夫した。鉗子チャンネルの穴開き

は毎日 4 名体制で業務を行っている。また，内視

の原因は，傷んだ処置具の使用や注射針の取り扱

鏡検査に関わる医師は，診療科それぞれが内視鏡

い，生検鉗子の取り扱いによるものが多く，特に

検査に関わってきた伝統から非常に多くの医師が

生検鉗子については，把持を行う介助者の力加減

内視鏡室を利用する。年間検査が年々増加してい

によって鉗子の硬さに大きな違いが生じ，硬い状

く中，2008 年度，1 千万円を超える修理費用が発

態での挿入には鉗子チャンネルに与えるストレス

生，そこで 2008 年度から 2010 年度の 3 年間で発

が非常に大きくチャンネルピンホールの原因とな

生した故障の分析を行った（図 1）
。故障の大半は

る点を理解して取り扱っているかがポイントとな

スコープであることからスコープについて分析を

る。取り扱いによる故障の最も多い故障内容であ

進め，取り扱いに起因した故障か取り扱い以外に

る先端部ぶつけは，不注意や丈夫であると過信し

起因した故障かの大きく 2 つに分けた。その結果，

てしまうと簡単に発生してしまう故障で，当院で

取り扱いに起因した故障が 67％，取り扱い以外

は対策として先端保護チューブ（Tmedix）を採用

に起因した故障 33％であった。取り扱いに起因

し，すべてのスコープに装着，特に故障が発生し

した故障の故障内容と割合は，軟性部つぶれ 4％，

やすいスコープ先端部分を保護することとした。

防水キャップ忘れ 7％，操作部破損 7％，鉗子チャ

その際に当院では，先端保護チューブを内視鏡検

ンネルの穴開き 39％，先端部ぶつけ 43％であっ

査，スコープ洗浄，スコープ拭き上げ時以外は常

た。一方の取り扱い以外に起因した故障の故障内

に装着する運用とした。そのため，検査終了後直

容と割合は，アングル不良 28％，ワイヤー切れ

ちに先端保護チューブを装着し，スコープ同様一

17％，電子部分端子の劣化 29％，防水キャップ

次洗浄，二次洗浄を行い，拭き上げの際はチュー

の劣化 26％であった。この分析結果より，取り

ブ内にガーゼを入れ水分を除去することでスコー

扱いに起因した故障が故障の 7 割近くを占め，さ
らにその故障内容はどれも取り扱いに気をつけれ

プと常にセットで移動することが可能となった
（図 2）
。
取り扱いに以外に起因した故障は，長期使用し

ば防ぐことが可能ないわば『もったいない故障』
であった。それぞれの故障内容について原因を考

たことで発生する経年劣化に伴う故障と位置づ

え，対策を講じた。軟性部つぶれに対しては，マ

け，いわば『しかたがない故障』と言える。そこ

ウスピースのズレがその原因となると考え，マウ

で，スコープの耐用年数 6 年で全保有スコープを

スピースをバンド固定型に変更し，特に不穏に陥

線引きしてみたところ，実に 36％のスコープが

りやすい鎮静剤を使用する患者には運用を徹底し

耐用年数を超過していた。さらに分析を進める

た。防水キャップ忘れに対しては，キャップをな

と，それら耐用年数を超過したスコープは，非常

くすことが多かったためすべてのスコープと防水

に多くの故障が発生していた。このことから，長

キャップにチェーンを取り付けなくさせないよう

期使用したことで発生する経年劣化に伴う故障と
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図１

図２

図３
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いうのは，言い換えれば，長期使用したスコープ

対策，先端保護チューブを全スコープに装着し

を多く保有するため多発するのではないかと考え

たことが大きな影響を及ぼしたと考えられる（図

た。そこで当院では，耐用年数を基準とした計画

3）
。
以上により修理費用の減額には成功した。しか

的なスコープの更新として『年次更新計画』を発
案。長期使用したスコープを多く保有するため，

し，故障はどうしても発生しまうため，当院では

経年劣化に伴う故障が増えている結果をまとめ，

その他の修理抑制活動として，①内視鏡検査に関

計画案を事務へ提出したところ，理解を得ること

わる多くの医師に対し，年に 1 度の取り扱い講習

ができた。また，その取り組みと並行して『オリ

会の開催，②内視鏡室中央に大きなホワイトボー

ンパス保守契約』を検討。当時，保守契約によっ

ドを設置し，故障情報を見える化，③外部委託ス

て得られるメリットは，①契約額が過去 2 年間の

タッフを増員することにより，医師の役割を軽減

修理費用の平均であるため，実際に実質の修理費

し，不慣れな取り扱いによる故障を抑制，④病院

用と比較して，契約金額の方が安価に抑えること

全職員を対象にした研修会を開催し，スコープが

が容易であった。
（※注意：当時の契約体系）②

非常に故障しやすい機器であることを病院全体の

故障原因を詳細に追求し，オリンパスによる講習

認識とした。また院外活動として，2015 年 3 月

会の開催。③年 2 回，定期点検の実施。の 3 点で

には，日本初となる九州消化器内視鏡に関わる臨

あった。これらメリットをまとめ病院側に上申

床工学技士セミナーをオリンパスのご協力のもと

し，無事に締結した。その結果，計約初年度約

開催し，情報交換の場としてより深い知識を共有

660 万円，次年度約 330 万円の大幅な修理費用の

している。
最後に，これら一連の修理抑制活動を通して，

削減に成功。さらに，故障原因についてオリンパ
ス修理工場から詳細な報告書を発行してもらい，

故障管理に関わり始めた頃は機械が故障すること

その内容を会議において医師，看護師と共有する

は当たり前だと思っていたが，修理費用抑制の結

ことによって故障についてより深く知ってもらえ

果が出たことによって，内視鏡は故障しやすい機

るきっかけとなった。また，定期点検の実施によ

器であり，取り扱いに注意することで修理抑制に

りスコープの潜在的な故障の早期発見につなが

効果があるという意識へと変化していった。さら

り，特に長期使用した経年劣化に伴う故障の修理

に，変化した意識を医師，看護師に発信すること

費抑制に大きく影響した。

によって，内視鏡に関わるスタッフ全体に共通の

2008 年度に年間修理費用が急増して以降，故

意識を持ってもらうことができ，修理抑制活動が

障分析から取り扱いに起因した故障と取り扱い

非常に楽しい取り組みであると感じることができ

以外に起因した故障の両面について対策を立て，

るようになった。

修理抑制活動を行った。その結果，2012 年度の
修理費用をピークに修理費用は下降し，昨年の

連絡先：〒 812-0054

2014 年度には，約 600 万円の修理費削減を実現

福岡県福岡市東区馬出 3-1-1

した。これは，取り扱いに起因した故障で最も多

TEL：092-642-5515

く発生していた故障内容の先端部ぶつけに対する

L2

品質保証のしくみ～ SO で考える PDCA
コンサルタントユーアイシステム

QMS・EMS 実践アドバイザー
菊池
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L3

あなたの知らない経鼻内視鏡スクリーニングの世界
池田病院

今回のセミナーでは，楽で安全な経鼻内視鏡を

外科・消化器内視鏡科

池田

聡

にはドック受診者の 80％が経鼻を選択，施行さ

使ったスクリーニング検査の実際をお話いたしま

れた。経鼻の希望者は年々増加し，2014 年は当

す。また動画では最新経鼻内視鏡システム，レー

院での上部内視鏡 6, 500 症例のうち 90％が経鼻

ザー光源「RASEREO（レザリオ）
」を使った実際

で行われている。また導入後 3 年間のスクリーニ

について解説いたします。

ング 7, 664 例の検討で，胃がん発見率は 0.18％で

1．楽で安全な経鼻内視鏡が広がった訳

あった。また 2007 年はドック 2, 200 例の経鼻受

2．2014 年胃がん検診ガイドライン・
「胃カメラ

診者のうち 4 例の早期胃癌を発見している。その
全てが内視鏡的粘膜剥離術（ESD）にて治療可能

推奨」
3．楽で安全，精度の高い経鼻内視鏡検査のコツ

だった。まさに“スクリーニングは経鼻，治療は

4．“ピロリ”なしでは語れない経鼻対話術の実際

経口“である。鎮静剤・鎮痙剤を使用せずに行え

5．胃炎の京都分類とは？…難しく考えないで！

る経鼻は検査後の行動に制約なく，リスクマネジ

6．世界初の経鼻内視鏡出張検診車にのってみま

メントにも優れているため検診・ドックなどの検
査として最適である。
“楽で安全な経鼻を 1 人で

す？
7．経鼻内視鏡の進歩…レーザー光源を搭載した

も多くの方に受けて頂きたい”と考え，平成 20
年世界初・市販第一号の経鼻内視鏡検診車（富士

富士フイルム最新機種動画
8．ABC 胃がんリスク検診と検診車のコラボレー

フイルム社製）を導入。事業所側のニーズに応え

ション…“リスク健診やりっぱなし”を防ぐ

る形で始まった経鼻検診は好評で受診者は年々
増加しており，2007 年の導入から 7 年間で延べ

ために

6, 600 名の方に事故なく安全に実施した。受診者

9．理想の消化器内視鏡技師さんとは？

の中には無症状の ESD 可能な早期がん発見症例
楽で安全，楽で安全な経鼻内視鏡検査（以下，

もあった。また急性期胃潰瘍，胃腺腫，胃アニサ

経鼻）は上部消化管スクリーニングに大変有用で

キス（そのまま鉗子で虫体摘出）など様々な病変・

あり，クリニックを中心に医療施設や検診・人

疾患が早期発見されている。また内視鏡検診車を

間ドック施設にも広く普及している。当院では

用いた ABC 胃がんリスク検診の出張二次内視鏡

2005 年に導入，2015 年 9 月までに 45, 000 症例以

検査では“リスク健診やりっぱなし”を防ぐため

上を経験し安全性と有効性を確認している。当初

に，実際に二次検査としての内視鏡検査を事業所

より経口・経鼻・バリウムから費用は同額，検査

にて行っている。

枠上限を設けず自己選択制としている。2010 年
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ベンダープログラム
大腸ポリペクトミーの最新トピック
－ Cold polypectomy を中心に－

京都第二赤十字病院

消化器内科

河村

卓二

大腸ポリペクトミーは大腸内視鏡の基本手技と

摘除は，今現在あるポリープをとるという近視眼

して広く行われています。しかしながらあまりに

的なものではなく，将来的な大腸がんを予防して

広く行われている手技が故に，なぜポリペクト

いると言えるでしょう。

ミーが必要なのかという議論は本邦において話題

さて，近年では内視鏡技術の発展に伴い，多

になることは少ないのではないでしょうか。大腸

くの大腸ポリープが見つかるようになってきて

腺腫性ポリープは基本的に良性病変であすが，そ

います。大腸ポリープ摘除により将来的な大腸

れを摘除することにどの程度の意味合いがあるの

がんが予防できるとはいえ，大腸ポリープを摘

でしょうか。

除する手技に危険性が高ければ，施行する意味

欧米ではこのような議論が以前より比較的盛ん

合いも薄れてしまうでしょう。最近話題の「cold

になされているようです。1990 年代に発表され

polypectomy」は治療後の後出血が少ない安全な

た論文では大腸ポリペクトミーを行うことによっ

手技といわれています。小さめのポリープについ

て大腸浸潤がんの発生頻度が 76-90％も抑えられ

てはこのような安全な方法で摘除することによっ

た，と報告されました。また，最近では大腸がん

て，患者さんの将来的な大腸がん予防につながる

による死亡率もポリペクトミーによって 53％も

ことを期待したいと思っています。

減少した，と報告されています。大腸ポリープの
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お詫びと訂正
会報第 55 号掲載の第 74 回日本消化器内視鏡技師学会講演要旨において掲載原稿に誤りがありま
した。
下記に訂正するとともに演者並びに関係者に深くお詫び申し上げます。

O3

下部消化管内視鏡検査前処置における排便促しへの試み
－排便促し体操の有用性について－

一般財団法人恵愛会

聖隷富士病院

手術室（内視鏡センター）

看護師（内視鏡技師） ○船田

宣子，矢崎

高田

和恵

看護助手

川崎

晶子

医師

吉村

誠，砂山

久保田彦，小里

愛美，齋藤

幸

健一，瀬戸口智彦
俊幸

した。

はじめに

1）呼吸法と上半身の伸縮で腸蠕動を促す体

当院では，外来で下部消化管内視鏡検査（以下

操。

CS）を受ける患者に対し，腸管洗浄剤の内服と

2）膝を交互に浮かせることでいきむ力に作用

並行して歩行を勧め，腸蠕動を刺激し排便を促し

する体操。

ていた。しかし，歩行ができない患者や歩行だけ

3）上肢を左右に動かすことで腸全体を動かす

では便が出にくい患者に対し，効果的な指導がで

体操。

きず課題となっていた。そこで，腸管洗浄剤内服
下でも可能な座位で行う排便促し体操を実施し，

3．体操の実施は，腸管洗浄剤を半量内服した 1
時間後，排便が期待できる 2 時間 30 分後の 2

その効果を検証したので報告する。

回とした。体操の指導については，スタッフ
対

間で指導方法や内容にばらつきが生じないよ

象

う，予め DVD を作成し使用した。

1．実施期間：2014 年 7 月 30 日～ 2014 年 8 月 21

4．2 群間の比較は t 検定を用い，追加処置として

日
2．対象者：2013 年 7 月 30 日～ 2013 年 8 月 26 日

浣腸を要した患者数，腸管洗浄剤内服から検

に CS を受けた患者 50 名（歩行のみ実施）A 群

査可能な便性状となった時間を検証した。ま

2014 年 7 月 30 日～ 2014 年 8 月 21 日に CS を

た，排便促し体操のみで検査可能な便性状と

受けた患者 50 名（体操のみ実施）B 群

なったかの検証は，CS 時腸管洗浄度を以下
の 5 段階に分類し（1．透明で残渣なし。2．や

方

や混濁カス吸引可能。3．混濁ありカス吸引手

法
2

1．A 群，B 群の患者背景をχ 検定で比較した。

間有。4．泥状，固形残渣有。5．検査不可能）
，

2．排便促し体操は，腸管内に腸管洗浄剤が貯留

CS 施行医師が評価した。

していることを考慮し，過剰な腹圧がかかる

なお，浣腸で便性状が検査可能な状態となっ

ことを避けるため，以下 3 種類の内容で構成

た患者 4 名は比較対象から除外した。
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結

く行える体操として有用であるものと考える。

果

1．年齢（p=0.477）
，男女比（p=0.527）
，腹部手術
歴の有無（p=0.680）
，排便日数（p=0.569）は，

結

語
CS を受ける患者にとって排便があるか否かは，

A 群，B 群で違いは認めなかった（表 1-4）
。
2．検査可能な便性状とならず，浣腸の追加処置

検査が受けられるか，必要な観察ができるかどう

を要した患者は A 群 3 名，B 群 1 名であった

かに関わるため，私達が想像する以上に不安とス
トレスを伴うことが多い。歩行が不安定な患者や

（表 5）。
3．便性状が検査可能となった平均時間±標準誤

身体機能に問題を抱える患者など，これまで看護

差は，A 群（n=47）194 ± 5.20 分，B 群（n=49）

的アプローチが困難だった症例に対しても排便を

185 ± 4.13 分（p=0.211）で有意差は認めなかっ

促すことが可能となった。今後も身体機能に関係

た。しかし，研究期間 2013 年，2014 年共に

なく行える排便促しへの試みとして，排便促し体

CS を受けた患者 14 名で比較したところ，A

操を継続していきたい。

《利益相反：無》

群（n=14）190 ± 5.72 分，B 群（n=14）169 ±
6.42 分（p=0.0025）と体操を行った B 群で有意

参考文献
1）西村かおる：排便アセスメント & ケアガイ

的に短縮していた（表 7，8）
。

ド．学習研究社 2009：14-20．

4．CS 時腸管洗浄度（n=49）は，1．透明で残渣な
し（39％）
，2．やや混濁カス吸引可能（47％），

2）UNICHARM（2014）
「 排 泄 ケ ア ナ ビ ｣．http :

3．混濁ありカス吸引手間有（14％）であり，

//www. carenavi. jp/jissen/ben_care/taisou/

腸粘膜観察に支障となる分類 4 ～ 5 の患者は

validity. html（閲覧日：2014 年 6 月 7 日）

0％であった（表 6）
。
5．対象患者全員，安全に体操を行うことが可能

連絡先：〒 417-0026
静岡県富士市南町 3 番 1 号

で，体調不良を訴える患者はいなかった。

TEL：0545-52-0780
結

一般財団法人恵愛会

論
座位で施行可能な排便促し体操は，歩行と同等

の排便促し作用があり，身体機能や年齢に関係な
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聖隷富士病院

看護師（内視鏡技師）船田

宣子

