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1）
。

はじめに
当院では経鼻上部消化管内視鏡検査（以下，経

2．鼻の麻酔が以前に比べて「とても楽だった」
「少し楽だった」と答えた被験者は 50％。

鼻内視鏡）を 2006 年から導入した。現在年間 330
件前後行っており，全上部消化管内視鏡件数の 1

3．検査が以前に比べて「とても楽だった」
「少し
楽だった」と答えた被験者は 62％（図 2）
。

割弱を占めている。
経鼻内視鏡は咽頭反射を誘発しにくいことが利

4．次回の検査の希望について，
「次回も鼻からし

点の 1 つと言われているが，前処置の段階で鼻

たい」
「どちらかといえば鼻からしたい」と答
えた被験者は 89％だった。

痛・鼻出血を誘発することがあり，被験者に苦痛
を与えるだけでなくその後の検査にも支障をきた

5．感想には「のどの麻酔があったほうがいい」
「前回より前処置が楽」などの意見が出た（図

すことになる。

3）
。

今回私たちは導入時からの方法を見直し，より
安全で苦痛のない経鼻内視鏡の前処置の方法につ
考

いて検討したので報告する。

察

1．鼻腔の疼痛を軽減させるには「十分な鼻腔の
研究方法

拡張」および「鼻腔内の確実な麻酔」が必要 1）

対象：当院で経鼻内視鏡を受けた被験者のうち過

である。血管収縮作用による鼻腔の拡張のた

去に経鼻内視鏡を受けたことがある 30 代

め使用していた硝酸ナファゾリンだが，今ま

～ 80 代の男女 54 人。

では点鼻後すぐにネラトンを挿入していた。

使用内視鏡：OLYMPUS GIF-N260・GIF-XP260N

しかし硝酸ナファゾリンの効果は 10 ～ 15 分

期間：2015 年 5 月 19 日～ 8 月 31 日

でピークに達し 1 ～ 2 時間は持続している。

方法：以前の麻酔と検査についてスケールを用い

そのため変更後は点鼻後 15 分経過してのち検

たアンケートで効果を判定。アンケートは

査用ベッドに移動し，ネラトンを挿入するこ

検査終了後に回答してもらい当日回収

ととした。

倫理的配慮：被験者にはあらかじめ目的・内容な

2．確実に鼻腔全体に麻酔するためにキシロカイ
ンビスカス を注入したのちネラトンを挿入

どを書面にて説明し同意を得た。

していたが，その際ネラトンを 10 cm 程度挿
結

果

入していた。これは挿入ルートの確認や疑似

1．被験者の男女比は 1：1。

体験などの目的でもあったが，施行医に聞い

年代別では 40 代から 50 代が半数を占めた（図
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図１

図２

図３

表１ 前処置の方法 従来法と改良後の比較

表1

前処置の方法従来法
従来法と改良後の比較
従来法
１．被験者を検査用ベッドに臥床させ両鼻腔

改良後の方法
改良後の方法
１．中待合で被験者の両鼻腔に 0.05％硝酸ナフ

1．被験者を検査用ベッドに臥床させ両鼻腔に
に 0. 05％硝酸ナファゾリンを２滴ずつ点 1．中待合で被験者の両鼻腔に
ァゾリンを２滴ずつ点鼻し、150.05％硝酸ナ
分経過してか
0.05％硝酸ナファゾリンを
2
滴ずつ点鼻し，
ファゾリンを
2
滴ずつ点鼻し，15
ら検査用ベッドへ誘導し臥床させる 分経過
鼻し、すぐ次の処置にかかる
すぐ次の処置にかかる
してから検査用ベッドへ誘導し臥床させる
＊２cm の 16Ｒｒネラトンをつけた５cc シリンジにビスカスⓇを充填。
* 2 cm
の 16 Fr ネラトンをつけた 5 cc シリンジにキシロカインビスカスを充填。
通りのいい方に注入する
通りのいい方に注入する
２．16Ｒｒネラトンを 15cm にカットし、10cm ２．16Ｒｒネラトンを 10cm にカットし、６cm
2．16
Fr ネラトンを 15 cm にカットし，10 cm 2．16
Fr ネ ラ ト ン を 10 cm に カ ッ ト し，6 cm
挿入する
挿入する
挿入する
挿入する
３．反射が強い場合は８％塩酸リドカインス ３．全例検査直前に８％塩酸リドカインスプレ
3．反射が強い場合は
8％塩酸リドカインスプ 3．全例検査直前に
8％塩酸リドカインスプ
プレーで咽頭麻酔を行う
ーで咽頭麻酔を行う
レーで咽頭麻酔を行う
レーで咽頭麻酔を行う

だったといえる。

ネラトン挿入ルートに挿入するとは限らない」
とのことであった。ならば鼻腔から約 5 cm の

3．経鼻内視鏡における苦痛は「挿入時における

位置で痛みが強くなる傾向がある 2）ので，変

鼻腔の疼痛」および「咽頭反射」3）である。経

更後は 5 cm と浅めに挿入することにした。

口内視鏡より咽頭痛の誘発は少ないと言われ

アンケートの結果で 50％の被験者が，点

ているが，2011 年の下河辺ら 1） の報告では

鼻後すぐに深く挿入していた従来法より比較

被験者の 30％が咽頭通過時の苦痛を訴えてい

的楽だったと回答していることからも効果的

る。鼻腔へ注入するキシロカインビスカス 
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処置と前投薬．臨床消化器内科 2012；27：

では効果が不十分なので咽頭に 8％塩酸リド

1305-1309．

カインスプレーを噴霧することを必須とした

5）米田裕美，小林孝匡，岩永智恵子：患者の立

（表 1）。

場で，経鼻内視鏡を見直す．技師会報 2015；

アンケートの結果から前処置が前回より楽

55：139-143．

と答えた 27 人全員が検査も楽だったと回答し
ている。また感想でも咽頭麻酔があった方が

6）前田晃史，ほか：胃内視鏡における前処置の
工夫－患者の苦痛軽減に向けた取り組み－．

良かったという意見があった。

技師会報 2013；51：73-75．
結

7）川田和昭，小林秀昭，ほか：経鼻内視鏡スク

語

リーニングの実態と問題点．胃と腸 2012；

経鼻内視鏡導入時からの前処置の方法を見直

47（6）：917-921．

し，変更したことは効果があったといえる。
経鼻内視鏡の前処置に関しては現在色々な方法

8）日本消化器内視鏡技師会，内視鏡看護委員

が報告されている。今後もより苦痛の少ない内視

会：消化器内視鏡看護，基礎と実践知．日総

鏡検査が行えるよう改良，検討していきたい。

研 2012．

《利益相反：無》

9）川田和昭：そうだったのか，経鼻内視鏡前処
置．http : // kb-hiroba. com/
10）川田和昭：静岡赤十字病院経鼻内視鏡セン
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O2

上部内視鏡検査における胃内粘液溶解除去剤の使用経験
医療法人社団

根本医院

はじめに

○鈴木

正江，矢嶋真理子，佐藤

明美

鈴木

尚美，木内

洋子，高谷

明子

椎名

好美，渡部たか子，菅井

直子

根本

雄治

れている。溶解する水の量は 50 ～ 80 ml と指定

上部消化管内視鏡検査（以下 GS）における胃内


量に幅があり，消泡剤と同時投与が望ましく，さ

粘液溶解除去剤（以下プロナーゼ ）は，胃内付

らに使用にあたり十分な効果を得るため，投与後

着粘液を減らし検査における視野確保に有効とさ

の体位変換が推奨されている。今回プロナーゼ 
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図１

50 ㎖群における結果

図２

図３

80 ㎖群における結果

160 ㎖群における結果
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をより効果的に，そして患者に負担なく使用して

粘液付着を溶解量で比較すると，どの水の量で

いただくために溶解する水の量による洗浄効果の

も消泡剤使用群の方が良好な結果であり，特に

違い，消泡剤の同時投与の必要性，体位変換の有

160 ml での消泡剤未使用群においては検査に支障
はないが胃粘液付着なしが 41％と少なく，他群

効性について調査した。

との差がでた。
対

体位変換による胃粘液付着は，全体的には大き

象
2015 年 5 月から 9 月までの GS を施行した患者

な差はなく検査に支障はなかったが，回転群の方

434 名。手術歴のある患者は除外した。

がより胃粘液付着が少なかった（図 1 ～ 3）。

倫理的配慮

考

察

各群は無作為に振り分け，データは個人が特定

1．プロナーゼ  の溶解量は多い方が胃内に充分

されないよう配慮することを充分に説明し同意を

いきわたり有効かと考えたが，結果に大きな

得た。

差はなく，溶解する水の量は指定量の 50 ～
80 ml での使用で十分な効果が得られる。溶解

方

法

量を増やすことが必ずしも有効ではなく，50

GS 検査 15 分前にプロナーゼ  １包 0.5 g を炭

～ 80 ml の中で患者の希望に添うように使用
することが望ましいと考える。

酸水素ナトリウム 1 g とともに経口投与し，以下

2．消泡剤の有無では，使用群において胃粘液付

の項目を検討した。
1．プロナーゼ を溶く水の量（50 ml 群，80 ml 群，

着が少なく観察時有効であった。
3．体位変換では，回転群，回転なし群において

160 ml 群）

も検査に支障なかったが回転なし群より回転

2．消泡剤使用群（ジメチコン内用液 4 ml 混入）
，

群の方がより胃粘液付着が少なかった。そし

消泡剤未使用群
3．体位変換（右回転群，左回転群，回転なし群）

て右回転と左回転での明確な差はなかったた

全ての組み合わせについて GS 検査時に内視鏡

め，体位変換はできる範囲で実施し消泡剤入

検査医が胃壁への粘液の付着について主観的評価

りプロナーゼ  を検査前に投与すれば著しく

（胃粘液付着なし，軽度，著しい）の 3 段階で行っ

胃粘液付着がある症例はなく視野確保ができ

た。検査に支障なかったものを胃粘液付着なし・

た。

軽度と評価し，検査に支障のあったものについて
胃粘液付着著しいと内視鏡医が判断した。

結

結

ゼ  ）は消泡剤使用群において胃粘液付着が少な

語
今回の調査では，胃粘液溶解除去剤（プロナー

果
検査医による胃粘液付着の全体評価は，胃粘

く観察時有効であった。体位変換は行った方がよ

液付着著しいが 1％で，99％は良好な検査ができ

り効果的だが，消泡剤入りプロナーゼ を投与し

た。溶解量のみで比較した各群の結果は，いずれ

ていれば高齢者や身体の不自由な方への積極的な

の群においても検査に支障はなかったが，160 ml

体位変換は必ずしも必要ではないと考える。

群では胃粘液付着なしが 73％と 50 ml，80 ml 群

《利益相反：無》

と比較するとやや低い結果となった。消泡剤の有
無による胃粘液付着結果はどちらも検査に支障は

連絡先：〒 287-0003

なかったが，使用群の方がより胃粘液付着がなく
良好な視野確保ができた。消泡剤の有無による胃
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O 3 大腸内視鏡検査を受ける患者に対する苦痛の少ない前処置薬の検討
－朝の水分摂取を実施して－

医療法人住友別子病院
内視鏡室

○三木

院長

鈴木

昭子，加地

紀章，越智

寛

誠祐

1 群：ニフレックを使用した患者（以下ニフ 1

はじめに

群）
，モビプレップ を使用した患者（以

質の高い大腸内視鏡検査を行うには腸管洗浄剤
を用いた前処置を行い，腸管内の残渣をなくすこ

下モビ 1 群）
。

とが必要である。一方，前処置は大量の腸管洗

2 群：朝の水分摂取を実施し，モビプレップ 

浄剤を内服するため，苦痛を訴える患者は多い。

を使用した患者（以下モビ 2 群）
。

我々は苦痛の少ない前処置薬の提供を目指して，
2014 年，ニフレック とモビプレップ  を使用し

1 群，2 群共に在宅服用患者は除く。
期間

た患者を対象に研究を行った。その結果，モビプ

1 群：2014 年 3 月 17 日から 6 月 5 日

レップ  はニフレック より服用量，排便回数が

2 群：2015 年 4 月 8 日から 7 月 8 日

減少し，同等の腸管洗浄効果があり，苦痛の少な

方法
1．前処置担当看護師にて服用量，排便回数，

い前処置薬として有用であった。しかし，前処置

前処置時間の記入。2 群の患者には朝の水

時間の減少には至らず，その原因として，前日の

分摂取量の聞き取り調査を行い記入。

下剤内服による頻回の排便で体が脱水状態に傾
き，モビプレップ の薬効が十分に発揮できてい

2．検査終了後，施行医が腸管洗浄度を 5 段階

ないと考察した。岩佐ら 1） の先行研究において

（良好～極度不良）で評価した。

「朝の水分摂取により脱水が補正されていた」ま

3．1 群，2 群を比較検討する。服用量，排便

た，
「朝の水分摂取は，モビプレップ の飲用量の

回数，前処置時間は t 検定，腸管洗浄度は

減量と，腸管洗浄完了までの時間の短縮に効果が

Mann-Whitney 検定を行い，有意水準は 5％

あった」と報告されている。そこで，更なる苦痛

未満とする。統計ソフトは SPSS を使用。

軽減に向けて，モビプレップ を使用する患者に
朝の水分摂取（コップ 2 杯以上）を追加するよう

結

果
モ ビ 1 群 111 名， ニ フ 1 群 112 名， モ ビ 2 群

にした。

107 名。服用量：モビ 1 群 2, 137 ml，モビ 2 群 2, 028
目

ml（p ＜ 0.05）。排便回数：モビ 1 群，モビ 2 群

的
苦痛の少ない前処置薬の提供を目的として，前




有意差なし。前処置時間：モビ 1 群，モビ 2 群有

回研究のニフレック およびモビプレップ を使

意差なし。ニフ 1 群 186 分，モビ 2 群 171 分（p

用した患者と，新たに水分摂取を実施しモビプ

＜ 0.01）
。腸管洗浄度：モビ 1 群（良好 14 人，普



レップ を使用した患者の服用量，排便回数，前

通 48 人，やや不良 39 人，不良 10 人，極度不良

処置時間，腸管洗浄度を比較検討し，朝の水分摂

0 人）
，モビ 2 群（良好 4 人，普通 84 人，やや不

取の有用性を明らかにする。

良 16 人，不良 3 人，極度不良 0 人）
（p ＜ 0.01）。

研究方法

考

察
モビプレップ において，朝の水分摂取を行う

対象
― 33 ―
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ことで，服用量は有意に減少したが，前処置時

は腸管洗浄度を高め，服用量の減少と前処置時間

間，排便回数に有意差は見られなかった。前回の

の短縮に効果があり，苦痛軽減に有用であった。

研究で有意差のなかった前処置時間において，ニ

《利益相反：無》



フレック と朝の水分摂取を実施したモビプレッ
プ  では，モビプレップ  に有意な減少が見られ

引用文献

た。さらに，朝の水分摂取を行うことにより腸管

1）岩佐千恵，ほか：大腸内視鏡検査の前処置の

洗浄度も高くなった。モビプレップ はニフレッ

検討－朝の水分摂取が腸管洗浄に及ぼす影響



ク に比べて，服用量，排便回数が減少すると共

－．四国消化器内視鏡技師会報 2014；11：

に，朝の水分摂取は，脱水を改善し，前処置本来

17．

の目的である腸管洗浄度を高め，更なる服用量の
減少と，前処置時間の短縮につながったと考える。

連絡先：〒 792-8543

愛媛県新居浜市王子町 3-1

TEL：0897-37-7111
結

語
モビプレップ を使用する患者の朝の水分摂取

O4

大腸内視鏡検査における経口腸管洗浄剤 2 剤の比較・検討
社会医療法人中山会
○山澤

背景・目的

宇都宮記念病院
敦子，秋元

看護部

文子，吉田

内視鏡
祐子

服用方法を以下 4 群にわけ，前処置所要時間

大腸内視鏡検査・治療において前処置は重要で

（腸管洗浄剤服用開始から排便がほぼ透明の水

あるが，腸管洗浄剤服用における患者負担も大き

様便になるまでの時間）と洗浄剤服用量，施

くこれまでにも様々な研究がみられている。

行医による腸管内の洗浄効果を調査した。洗



今回，当院でのモビプレップ 購入にあたり，

浄効果の判定には，当院独自の判定基準を設

すでに使用していたムーベン との 2 剤について

け，内視鏡挿入時に 0 ～ 3 段階で評価した（図

患者の受容性・腸管洗浄効果を比較検討し，大腸

1）
。

内視鏡前処置の負担緩和を目的としてより効果的

また，下剤の味・量・次回も同じ腸管洗浄剤

な服用方法を検討した。

を選択するかのアンケートを実施した。分析
方法にはｔ検定を用いた。

方

法
服用方法

1．対象
2015 年 1 月から 8 月まで，大腸検査・ポリー

A 群：ムーベン をはじめ 2 ～ 3 杯目までは 1 杯

プ切除術を受けた 396 名。男性：243 名，女性：

あたり 300 ml を 15 分かけて服用し，最大

153 名，平均年齢 55.2 歳。当日の追加処置群，

2 L まで 2 時間で服用。
B 群：モビプレップ  500 ml 服用後，水 250 ml を

大腸切除術の既往がある患者は除外した。


前日は検査食を摂取，眠前にセンノシド 3 錠
を服用した。

30 分で服用。
C 群：モビプレップ  250 ml 服用後，水 125 ml を

2．データ収集・分析方法

15 分で服用。
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Ｏ-4

3点

2点

無洗浄・
無吸引でOK

洗浄は不要
吸引は必要

1点

0点
洗浄しても
観察不可

洗浄・吸引
すれば
観察可

図１

洗浄効果判定基準

＊内視鏡挿入時に判定

Ｂ

Ｃ

モビプレップⓇ500 ㎖

モビプレップⓇ250 ㎖

Ｄ
水250ｍｌ

水250 ㎖

水125 ㎖

モビプレップⓇ500 ㎖

表１
Ａ
ムーベンⓇ群

時間（分）

165

145

131

138

服用量（ｍｌ）

1948

1617.5

1601.3

1554.4

洗浄効果（点）

9.80

9.76

10.85

10.15

ムーベンⓇ vs モビプレップⓇ各群

モビプレップⓇ各群間比較

A-B

A-C

A-D

B-C

B-D

C-D

時間

P=0.01

P=0.00006

P=0.0001

P=0.23

P=0.24

P=0.98

服用量

P=0.00000

P=0.00000

P=0.00000

P=0.94

P=0.28

P=0.22

洗浄効果

P=0.92

P=0.002

P=0.28

P=0.001

P=0.25

P=0.03

表２ 受容性アンケート
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D 群：水 250 ml 飲水後，モビプレップ  500 ml を

量が少なくても補水量を含めると約 2.4 L になり，
総飲用量を負担に感じているのではないかと考察

30 分で服用。
BCD 群は，これらを 1 クールとし 1 L まで繰り返

する。
また，モビプレップ  群間で服用量に有意差が

し服用。以降排便がほぼ透明の水様便になったら
服用中止し，最大 2 L まで服用する。

なかったにも関わらず，洗浄効果は C 群が優れ

結

であり，これが何らかの理由で洗浄効果に影響を

ていた。C 群と他群の相違点は 1 回量と服用回数
果
前処置所要時間は，A 群と B ～ D 群をそれぞ

与えた可能性が示唆されたが，そのエビデンスに

れ比較すると A 群－ B 群間（p=0.01）
，A 群－ C

ついては過去文献からも言及できなかった。大腸

群 間（p=0.00006）
，A 群 － D 群 間（p=0.0001）で

モデル等を使用し科学的に服用回数と洗浄効果の



あり，いずれも有意差を認め，ムーベン より

関連性について検証することが望ましい。

もモビプレップ  の方が前処置所要時間は短かっ
た。 一 方，B 群 － C 群 間（p=0.23）
，B 群 － D 群

結

論

間（p=0.24）
，C 群－ D 群間（p=0.98）
でモビプレッ

2 剤の比較では，前処置所要時間と洗浄剤服用

プ  の服用方法による有意差はみられなかった

量の軽減は患者の負担緩和につながらなかった。
前処置における患者の負担の原因を追究し，その

（表 1）。


洗浄剤服用量についても，ムーベン 群よりも

改善を図ることが必要である。

モビプレップ  群が優れており，モビプレップ 

また，効果的な洗浄パターンを見出せたため，

群間での有意差はみられなかった。一方，検査施

そのエビデンスを検証しより適切な服用量と回数

行医が判定する腸管洗浄効果は C 群のみ他群と

を明らかにしていきたい。

《利益相反：無》

比較し有意差がみられ，A 群－ C 群間（p=0.002），
B 群－ C 群間（p=0.001）
，C 群－ D 群間（p=0.03）

参考文献

であった。また，患者の受容性についてはアン

1）鈴木晴香，ほか：新規腸管洗浄液の効果の検

ケートで各群間での有意差が得られなかった（表

証．日本消化器内視鏡技師会会報 53：105-

2）。

107．
2）蘇原直人，ほか：大腸内視鏡前処置における

考

Moviprep の腸管洗浄効果に関する前向き無

察

作為比較試験．月刊臨牀と研究別冊 91（7）：

前処置所要時間と洗浄剤服用量の軽減が患者の
負担緩和につながると予想され，モビプレップ 

131-135．

群の方が服用量と前処置所要時間共に優れていた
が，アンケートで違いはみられなかった。中でも

連絡先：〒 320-0811

服用量については各群とも多い・やや多いとの回

栃木県宇都宮市大通り 1-3-16

答が 52％占めていた。これは腸管洗浄剤の服用

TEL：028-622-1991
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O5

新規経口腸管洗浄剤における内服量と洗浄効果の検討
昭和大学横浜市北部病院
看護部

内視鏡室

消化器センター

○加茂

初美，前川

友理，齊藤

さち

西谷

朋子，山田

安希，吉村

千絵

堀越

知子，奥村

朋子，千葉

雅浩

宮地

英行，山内

章裕，三澤

将史

中村

大樹，工藤

進英

モビプレップ  新法群，7.7 点，ニフレック  内

研究目的


新規経口腸管洗浄剤モビプレップ 発売を期

服 群 が 7.8 点 で あ り， 洗 浄 効 果 は ニ フ レ ッ ク 

に，2013 年 9 月より当内視鏡室でもモビプレッ

群，モビプレップ 新法群では同等であり，モビ

プ の新規導入を行った。新規導入にあたり，内

プレップ 旧法群より有意に洗浄効果が優れてい



服量は，モビプレップ 1 L と水またはお茶 0.5 L
（旧法）の飲用を基本とし運用を開始した。しか

た。モビプレップ 内服量を変更したことで，良
好な腸管洗浄効果が得られた。

し，当消化器センターでは，下部消化管内視鏡検
査において拡大内視鏡による診断・治療を行って

考

察

おり，モビプレップ で前処置を行った症例数が

新規経口腸管洗浄剤モビプレップ は，添付文

増えるにつれ，モビプレップ における洗浄効果

書上の内服量ではニフレック に比し，洗浄効果

不足が問題となった。検査医から内服量増量検討

が劣り，内服量を増量したことで，洗浄効果の改

の意見が多く聞かれた。そこで，2015 年 8 月よ

善を認めた。腸管洗浄剤による洗浄度を数値化し



り内服量をモビプレップ 1.25 L と水またはお茶

たことで，医師の求める洗浄度がわかり，排便確

0.75 L（新法）に増量した。今回，当院における経

認を行っている看護師の指標となった。ボストン

口腸管洗浄剤の洗浄効果について現状把握と比較

スケールの評価ツールを使用することで現状の問

検討を行い，下部消化管内視鏡検査時に求められ

題把握や検討事項がわかり，客観的データをもと

る経口腸管洗浄剤の洗浄効果の妥当性を検討す

に医師と共同で経口腸管洗浄剤や前処置に関する

る。

検討や見直しができた。

方

結

法

論

2014 年 8 月から 10 月までに当内視鏡室で下部

病変を見逃さず，質の高い内視鏡診断を行うた

消化管内視鏡検査を受けた外来患者を対象に，モ

めにも，モビプレップ  内服量はモビプレップ 

ビプレップ 内服旧法と新法，および同時期にお

1.25 L と水またはお茶 0.75 L が妥当と考えられた。



けるニフレック 内服の 3 群に分けて，内服量と

しかし，患者にとって経口腸管洗浄剤の内服は苦

腸管洗浄度を評価した。腸管洗浄度については，

痛を伴うため，内視鏡看護師として患者の気持ち

ボストンスケールを使用した。ボストンスケール

に寄り添いながら，今後も検討を行いたいと考え

は，大腸を左側，横行，右側の 3 つに分け，各部

る。

《利益相反：無》

位を 0 から 3 点で評価した（最高洗浄度は 9 点）
。
連絡先：〒 224-0032
結

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35-1

果
腸管洗浄度は，モビプレップ  旧法群 6.5 点，
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O6

便比重評価から見出せる排便スケールの再評価
第一東和会病院
外来内視鏡

○平野

哲也，綾目

上野

恵，北嶋

辻尾

麻美，小川

医師

時岡

宰成，丸田美奈子
栄造，中村

恵美

珠実，佐野美也子

聡

その中で，モビプレップ の作用機序である「溶

はじめに
当院における大腸内視鏡検査は，TCS，EMR，

解後の高張性により，受動的に体内成分が腸管内

ESD，ステント留置等，年間約 1, 800 件行われお

に移行し，腸管内水分量が増加し，腸管洗浄効果

り，近年市民健診の推進もあって，健診での便潜

を発現する」といった，浸透圧作用による腸内液

血陽性で大腸内視鏡検査を受ける患者が，全体の

の成分が観便把握に利用できるのではないかと仮

約 30％と増加傾向にある。

説を立て，腸液採取を行うこととした。

当院での大腸内視鏡の前処置として，日帰り
EMR や，穿孔等の偶発症や緊急手術対応に備え

研究方法

て，排便スケールを 5 段階に評価しており，排便

1．対象

スケール⑤で検査を実施する取り組みをしてい

大腸内視鏡検査を施行する外来患者のみを対

る。しかし実際，検査を開始すると腸内の状態と，

象とし，腸管洗浄剤はモビプレップ  服用者

検査前の目視とでは観便の『ずれ』がみられ，残

と限定する。その他に，ストーマ造設や消化

便による検査の妨げが被験者の身体的負担となり

管出血，排便不良な患者を除いた述べ 219 名。

かねない。

2．期間

そこで，観便方法として，目視での排便性状確
認や排便回数，腸管洗浄剤服用による評価以外

2015 年 9 月～ 2015 年 12 月
3．方法

に，科学的に排便評価ができるのではないかと考

大腸内視鏡検査でスコープが盲腸へ到達した

え，腸液採取を行い，数値評価ができる便比重値

際に腸液採取を実施。尿比重計を用いて腸液

に着目し，排便評価に有用であるか検討すること

の比重を測定し，データを分析した。

とした。

4．補足
比重とは「ある物質の密度と基準となる標準

目

的

物質の密度との比である。通常固体および液

目視による観便評価のばらつきを比重測定に

体については，水が基準である」
。

よって再評価し，被験者への身体的負担の軽減を
はかる。

結果・考察
腸液分析の結果は，排便スケール④～⑤の状

概

要

態で，ほぼ滞りなく検査の実施が可能な患者は，

当院での大腸内視鏡検査前の経口腸管洗浄剤と

177 人 /219 人（全体の 80％）を占めるが，当院

は，モビプレップ  配合内用剤である。また，医

で「大腸内視鏡検査の開始条件であるスケール

師の指示にて便秘や前回の検査で便残渣が多く見

⑤」を対象としてみると，87 人 /219 人（全体の

受けられた患者には，検査前日に緩下剤，低残渣

約 40％）程と半数にも満たないという結果であっ

の検査食で腸管洗浄を行っている。

た。
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モビプレップ 平均服用量と水等の平均飲水量

表１ 当院での下剤の実際計測での比重値
モビプレップ原液２ℓ 溶解＝１．０２９
実際の臨床現場での服容量

を総合計し，成分濃度の比重値を平均化すると，
下記データであった（表 1）
。しかし，便は固体で

モビプレップⓇ服用量＋水飲水量

希釈比重値

モビプレップⓇ１ℓ＋水１ℓ

１．０２５

は行えていないのではないかと疑問に思い，当院

モビプレップⓇ２ℓ＋水１ℓ

１．０３５

スタッフで排便スケール・比重の相関について実

Ⓡ

モビプレップ １ℓ＋水２ℓ

１．０２０

モビプレップⓇ２ℓ＋水２ℓ

１．０３０

あり，腸液や水分は液体のため，正確な比重評価

際にモビプレップ  服用を行い，経過を調べると
下記の結果を得られた（表 2）
。
排便スケール②～③（便）の固体が混入してい
ても腸管内比重値に大きな影響は与えず，値は推

表２ 当院スタッフでの実験症例
排便回数

排便スケール

移していくため，測定は可能であった。
腸液比重

研究開始当初は，単純に，排便スケール③のよ

２回目

２(便)

１．０２６

うな，目視からも色が濃く，残便がある状態の時

３回目

３(便)

１．０３０

は，腸管内も同様に混濁しており，比重は重い。

４回目

４(液体)

１．０３０

また，スケール⑤のように，目視でも色が薄く，
透過性が高いと ｢ 水 ｣ に近く，比重も軽い結果だ

５回目

４

１．０３０

と仮定していた。しかし研究を重ね，データを収

６回目

４

１．０３０

集するにつれて，わかったことがある。

７回目

４

１．０３０

８回目

５(液体)

９回目

５

それは「モビプレップ  ＝ 1.029」を基準値と
して見た場合，排便スケール③で比重値 1.010 ～

１．０３５

1.025 枠内の患者では，モビプレップ  の「高張

１．０４４

作用」によって，腸管内に便と共に腸液や飲水

便(固体)が混入していても比重測定可能

量，体内水分を引き寄せ，多量に水分貯留してい
る状態である。そのため，高濃度は充分に希釈さ

実際には高齢や ADL，検査開始時間，下剤服

れ，低比重となる。また，スケール④～⑤で比重

用苦手な患者等で，スムーズに排便が進まないこ

値 1.031 ～ 1.040 枠内の患者では，反対に，腸液

とがある。検査開始前の目視観便では，スケール

や便は十分に排出され腸管内の水分量は減少し，

⑤を基本として開始している中で，十分な腸管洗

濃度は濃縮され高比重へと異なった変化を示す。
つまり，排便スケール色調の混濁（スケール③）

浄ができている患者は半数以下の結果であったと
いうことは，実際の目視での観便評価と，腸管内

は低比重値で，透過（スケール⑤）は高比重値と

の腸液の色調には，
「ずれ」があるということが

いった，当初の予測とは全く正反対の比重結果と

判明した。また，同じ排便スケールの色調であっ

いう，興味深い結果を得られた。
今回の研究によって，比重値が腸管内の状態把

たとしても，便比重値の差も如実に表れた。
各種比重についての文献検索を行うと，水は

握（水分貯留）に活かせることが立証できた。

1.001 であり，腸液の便比重は小腸液で 1.007。ま

これまでは，観便評価を便性状や排便回数，腸管

た大腸液にはついては明確な数値はなかった。モ

洗浄剤や飲水量，既往歴から評価していた。観便



ビプレップ の添付文書では，1.029（25℃保管時）

において，毎日，内視鏡に従事しているスタッフ

と明記されていたが，当院で常温時の比重計側を

でも，個々の評価の違いはあるが，前述した通

行うと，2 l 原液溶解で 1.050 であった。

り，開始条件である排便スケール⑤と腸管内の性

当院でのモビプレップ の服用方法として，モ


状が一致しているのは実際には約 40％程度しか

ビプレップ 1 l 服用後，水 500 ml 飲水。排便状

該当していなかった。そのため，もし今後，大腸

態に応じて追加対応している。

内視鏡検査開始前に，腸液比重値を簡易に測定で
― 39 ―
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きる，試験紙や比重計など，何らかの方法が開発

2．排便スケール色調の混濁は低比重値。透過は
高比重値と関連し相関関係にある。

されれば，腸管内の性状把握の正確性を向上する

3．腸液比重測定による数値評価で腸管内の性状

ことができる。

を予測・推測することが立証できた。

結果，日々の観便を確実にするということは，
腸内の観察が十分にでき，ESD・EMR の処置が

最後に，今回の研究で得た結果を仮説ではな

スムーズにできる，すなわち検査時間の短縮・患

く，正確な立証へ向けて今後も継続した取り組み

者の負担軽減が図れる。また，スタッフ間の観便

を続けていきたい。

《利益相反：無》

の簡易化，統一した評価が可能となり，効果的な
大腸内視鏡の検査を行うことができ，今後の更な
る発展につながっていくのではないかと考える。

参考資料
1）味の素製薬株式会社．処方箋医薬品，モビプ
レップ  配合内用剤添付文書

まとめ
1．「観便評価」において，目視性状と腸管性状で

連絡先：〒 569-0081

は「ずれ」がある。

大阪府高槻市宮野町 2-17

TEL：072-671-1008

O 7 多施設共同調査からみるアスコルビン酸含有ポリエチレングリコール
電解質製剤を用いた前処置法の有用性
高野病院

○松平美貴子，西坂
山田

一隆

好昭，野﨑

服部胃腸科

志垣

文浩，櫻井

宏一

尾田胃腸内科・内科

石坂

繁和，尾田

恭

みはらライフケアクリニック

河田

倫子，三原

修一

良一

評価は，検査施行医が評価表に記入した。調査項

はじめに
2013 年にニフレック  に代わる腸管洗浄剤とし

目は，性別・年齢・基礎疾患の有無・腹部手術歴

てアスコルビン酸含有ポリエチレングリコール電

の有無，普段の排便状態，モビ服用前の排便状態

解質製剤のモビプレップ  が販売になった。モビ

と時期，モビ服用量など，問診や看護記録で得ら





プレップ （モビ）は，ニフレック 同等の腸管洗

れた情報を内視鏡スタッフが情報収集し，調査票

浄効果を保ち，服用量減量が可能になり，受容性

に記入した。解析は StatView を用いた。

の向上をもたらすといわれている。
今回，熊本市の主な内視鏡施設である 4 施設に

結果・考察
各施設の前処置は表 1 に示す。症例内訳は，A

よる共同調査を実施し，モビの有用性について検

施設 1, 270 例（男性 707 例，女性 563 例）
，平均

討した。

年 齢 60.4 歳。B 施 設 471 例（ 男 性 191 例， 女 性
280 例）
，平均年齢 62.5 歳。C 施設 194 例（男性

対象・方法
2015 年 9 月～ 10 月に 4 施設で施行された全大
腸内視鏡検査（TCS）のうち，無作為に選択した

81 例，女性 113 例）
，平均年齢 59 歳。D 施設 65
例（男性 29 例，女性 36 例）
，平均年齢 63 歳。

症例 2, 000 例を対象に調査した。腸管内洗浄度の
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表1. 各施設の前処置
施設

症例数

症例内訳

検査食

前日の下剤

A

1270

外来1000･病棟270

ｴﾆﾏｸﾘﾝｺﾛﾐﾙⓇ 2食ﾀｲﾌﾟ

ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝⓇ 15滴

当日
無

B

471

在宅369 ･外来102

無（食事指導）

2日前~ｾﾝﾉｼﾄﾞⓇ 2T

ﾓﾋﾞ服用30分前
ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝⓇ 10mL+ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝⓇ 2T

C

194

外来194

無（食事指導）

ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝⓇ 10mL or ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞⓇ 2T

無

D

65

外来65

ﾃﾞﾘｼｱ or ｴﾆﾏｸﾘﾝｺﾛﾐﾙ

ﾗｷｿﾃﾞｰﾄⓇ 5~10mL

無

表2. 腹部手術歴の有無の比較
腹部手術歴：無 1285例

腹部手術歴：有 715例

解析結果

前処置時間（分）

123.7±51.0

130.6±60.9

P<0.01

排便回数 （回）

5.9±2.0

6.1±2.3

P<0.01

モビ服用量（mL）

1227.5±322.9

1268.0±350.0

P<0.01

洗浄度評価

1.6±0.7

1.7±0.7

P<0.01

表3. 治療中の基礎疾患の有無の比較
治基礎疾患：無 1056例

基礎疾患：有 944例

解析結果

前処置時間（分）

123.0±54.1

129.7±55.3

排便回数 （回）

6.0±2.1

5.9±2.1

P<0.01
N.S.

モビ服用量（mL）

1222.7±323.8

1263.6±342.6

P<0.01

洗浄度評価

1.5±0.7

1.7±0.8

P<0.0001

表4. 排便状態の比較
普段の排便状態
下痢・軟便

前処置時間 （分）
342

118.1±55.2

普通便

1243

124.2±52.0

便秘気味・便秘

415

138.6±60.5

モビ服用前の排便状態
水様・泥状・軟便

1031

普通便

842

131.2±54.9

硬便

127

142.0±61.3

モビ服用前の排便の時期
当日

1332

5.8±2.3
★
★

★
※

121.3±53.2

前日

573

2日以上前

95

144.7±52.6

★

排便回 （回）
★
★

6.2±2.2

★
※

排便回 （回）

6.4±2.3

★

6.5±2.3

モビ服用量 （mL）
1207.5±318.3

★

1264.7±339.4

★

★

モビ服用量 （mL）
1209.0±318.7

★

1287.9±345.5

★

1427.9±367.8
※P<0.05 ★P<0.001

表5. 施設毎の洗浄度評価 (%)
施設

症例数

優良・良

やや不良

不良

A

1270

1102 (86.9)

144 (11.3)

23 (1.8)

B

471

454 (96.6)

14 (3.0)

2 (0.4)

C

194

158 (81.1)

33 (16.9)

4 (2.0)

D

65

63 (95.4)

3 (4.5)

0

合計

2000

1777 (88.9)

194 (9.7)

29 (1.4)
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★
★

1372.4±367.9

5.7±2.0 ★

★

1231.0±326.8
1299.8±357.3

6.2±2.3

前処置時間 （分）

134.4±57.1

5.9±2.0

5.7±2.0

★

モビ服用量 （mL）
1212.1±319.2

★

6.3±2.4

前処置時間 （分）
120.0±53.1

排便回 （回）

★
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（モビ飲み始めから前処置完了と判断するまでの

入院後の服用になるため 91.4％が 10 時以降と遅

所要時間）は 126 ± 54 分，平均排便回数（モビ飲

い時間だった。平均前処置時間は，在宅・外来服

み始めから前処置完了と判断するまでに出た排

用の 120 分と比較し，病棟服用は 154 分と有意に

便回数）は 6 ± 2 回，モビ平均服用量は 1, 242 ±

長かった（P ＜ 0.0001）。平均排便回数は，外来 5.9

333 mL だった。

回，病棟 5.4 回と比較し，在宅服用は 6.6 回と有

腹部手術歴が有る症例はない症例と比較し，有

意に多かった（P ＜ 0.001）。これは前処置完了の

意に前処置時間が長くなり，排便回数が増え，モ

判断を医療スタッフがする場合と，患者本人が自

ビ服用量が多くなり，洗浄度評価が劣った
（表 2）
。

己判断しなければならない場合の差が表れている

治療中の基礎疾患が有る症例はない症例と比較

と思われる。
施行医が記入した洗浄度評価の結果は，優良・

し，有意に前処置時間が長く，モビ服用量が多く，
洗浄度評価が劣った（表 3）
。特に糖尿病治療中の

良が 1, 777 例（88.9％）で，良好な結果が得られ

症例が，同様の結果（前処置時間が長く，モビ服

た。検査食や下剤の併用など各施設で違いはあっ

用量が多く，洗浄度評価が劣る）だった。心疾患
治療中の症例は，有意に洗浄度評価が劣った（P

ても，良好な洗浄効果が得られることがわかった
（表 5）
。

＜ 0.01）
。心疾患治療中の 44％の症例が憩室を有
しており，憩室が多いほど有意に洗浄度が劣るこ

まとめ
今回の 4 施設共同調査結果において，モビプ

とが原因と思われる（P ＜ 0.0001）
。
普段の排便状態が便秘の症例は，有意に前処置

レップ  は優れた腸管内洗浄効果が得られた。以

時間が長く，排便回数が多く，モビ服用量が多

上のことから，モビプレップ  は大腸内視鏡検査

かった（表 4）
。モビ服用前の排便が水様・泥状・

前処置の腸管洗浄剤として大変有用であるといえ

軟便になっている症例，当日モビ服用前に排便が

る。

《利益相反：無》

みられた症例は，有意に前処置時間が短く，排便
回数は少なく，モビ服用量は少なかった（表 4）
。

連絡先：〒 862-0924

服用場所（在宅・外来・病棟）別に比較すると，

熊本市中央区帯山 4 丁目 2-88

服用を開始した時間は，在宅症例の 97.5％が 5 ～

TEL：096-384-1011

7 時，外来症例の 79.2％は 7 ～ 9 時，病棟症例は

O8

当内視鏡室における鎮静剤使用患者の転倒防止策
－更衣室内での転倒転落ゼロを目指した取り組み－

昭和大学横浜市北部病院
内視鏡室 ○山田

安希，青木

裕子，加茂

奥村

朋子，千葉

雅浩

宮地

英行，工藤

進英

消化器センター

初美

化管内視鏡検査を合わせて年間約 15, 000 件（1 日

背景と目的
近年，消化管内視鏡検査時における鎮静剤の使

平均約 80 件）実施しており，10 歳代から 90 歳代

用は患者の苦痛軽減につながり，その使用を希望

までの幅広い年齢層の患者の中で約 90％が鎮静

する患者も増加している。当院では上部・下部消

剤を使用し検査を行っている。鎮静剤使用後は
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転倒のリスクが高く，転倒により生命の危機に直

査環境を提供するためには患者にも鎮静剤使用に

結することも考えられる。当院では鎮静剤使用後

ついての理解をしてもらうことが必要と考えた。

に，更衣室内で転倒転落を起す事例が年間 2 ～ 3

鎮静剤使用についての注意点をパンフレットで作

件発生していた。転倒転落防止について現状分析

成し，待ち時間を利用しパンフレットを閲覧でき

と対策の妥当性について検討した。

る環境配備を行った。また，1 人になるトイレや
更衣室などに転倒に対する注意喚起ポスターを表

方

示した。鎮静剤使用後の注意点について，十分な

法
2012 年 4 月から 2016 年 3 月までに当内視鏡室

理解を得られたことで転倒転落インシデントが 0

にて内視鏡検査を受けた 61, 228 人を対象に鎮静

件となり転倒転落対策防止に役立てられたと考察

剤使用後に更衣室内で起きた転倒転落インシデン

する。また，アンケート結果では鎮静剤につい

ト事例を調査した。2012 年度，当内視鏡室では

ての説明パンフレットは「理解できた」が 93％

年間 4 件転倒転落インシデントが発生した。2012

との回答が得られ，ポスターについては更衣室内

年度のインシデントの分析を行い，インシデント

81％，トイレは 67％の割合で「転ばないように

の大半は更衣時に前かがみの姿勢から前方に転倒

気をつけようと思った」との回答が得られた。し

していた。分析結果から覚醒状況の確認が看護師

かしポスターに気づかない患者が更衣室 7％，ト

によって差が存在していたため，転倒転落運用基

イレ 13％の結果となった。トイレのポスターに

準の覚醒状況を確認する際にお辞儀を追加するこ

気付かなかったという回答の中には，内視鏡室で

とにした。そして，新たに鎮静剤についての患者

トイレを使用しない患者もいるため多少の誤差は

指導を取り入れた。待ち時間の間に鎮静剤につい

あると考えられる。自由記述の中には「そんなに

ての説明パンフレットを読むことや，更衣室やト

転倒が多いのかと思って注意しようと思った」と

イレなどの看護師が目の届かない場所への注意喚

転倒の取り組みに関して効果的な意見が得られ

起をポスター表示で行った。患者指導後上部・下

た。アンケート結果を元にポスターの大きさや表

部内視鏡を受けた患者 100 名にアンケートを行っ

示場所の修正を行った。医療スタッフの運用基準

た。

遵守だけではなく患者教育を行ったことが転倒転
落防止対策に重要であったと考えられる。

結

果
2014 年・2015 年度転倒転落インシデントは 0

結

論
内視鏡検査時における鎮静剤の使用は今後も内

件となった。

視鏡検査の発展と共に増加すると考えられる。鎮
考

静剤使用後の統一した転倒転落運用基準の作成と

察
要因を分析したところ，2012 年度に作成した

患者の転倒転落リスク要因の減少は限界があるた

転倒転落運用基準は看護師によって覚醒状況のア

め，患者指導を強化することにより安全な検査環

セスメントや確認方法に差が生じ，リスク評価が

境を提供できることが示唆された。
《利益相反：無》

統一できていなかった。転倒転落運用基準を修正
し遵守することで，内視鏡室の経験が浅い看護師
もリスク評価が統一できた。また，患者が鎮静剤

連絡先：TEL：090-5327-9300

使用について知識がないため，看護師が安全な検
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O 9 鎮静剤使用外来患者の上部消化管内視鏡検査後の安全な帰宅を考える
「帰宅チェックスコア」を作成，試用の効果
岡山済生会総合病院
内視鏡センター

看護師

○楢村

内視鏡技師

林原

愛恵

吉岡

正雄，石原

消化器内科

医師

千夏，石見

知子
裕基

鎮静剤使用はセルシン  5 mg を基本とし，施行

はじめに
現在，当内視鏡センターの上部消化管内視鏡検

医が患者の年齢や体格，過去の検査歴を参考に判

査（以下 GS）は，入院患者を含め平日の午前中に

断している。検査内容によっては，
血管を確保し，

平均 30 ～ 40 件行っている。外来患者には検査予

ドルミカム  やソセゴン を使用する場合もある。

約時に問診票を渡し，検査当日に鎮静剤使用の希
望を確認している。
表

日本消化器内視鏡技師会看護委員会ガイドライ
ンに基づき，帰宅条件は，鎮静剤使用から 60 分
2015. 5. 作成

帰宅チェックスコア
観察項目

意識レベル

運動機能

呼吸状態

循環動態

酸素飽和度

スコア（点）

1．呼びかけに対して，明確な返答ができる。

2

2．呼びかけに応じて目覚めるが，覚醒が維持できない。

1

3．呼びかけに返答がない。

0

1．ふらつきなく歩ける。起き上がれる。

2

2．ふらつきがある。動きに制限がある。

1

3．自由に動くことができない。

0

1．呼吸が楽にできる。

2

2．深呼吸や咳が自由にできる。

1

3．呼吸困難や頻呼吸がある。

0

1．脈拍正常値（60 ～ 80）

2

2．やや正常値外の値だが，自覚症状なし。
（50 台，90 ～ 100）

1

3．高度な頻脈や徐脈がある。

0

1．常に SpO2 95％を満たしている。

2

2．酸素なしの状態で SpO2 92％以上を満たしている。

1

3．酸素投与しても SpO2 92％までしか回復しない。

0

① 明朗な応答が可能

計

60 分後

75 分後

可・不可

可・不可

② 意識・顔色・気分に異常がない
帰宅条件

帰宅

③ 脈拍・呼吸状態に異常がない
④ 薬剤投与後 60 ～ 120 分以上経過している

サイン

⑤ ふらつかず自立歩行が可能
参考文献

1）内視鏡看護記録実践ガイド

日本消化器内視鏡技師会看護委員会 2013. 10

個人情報厳守，患者さんの安全のために使用されます。
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350
300

人数

250
200
150
100
50
0
可
不可

４０代

６０代

７０代

８０代

129

281

287

106

3

4

4

1

図

年齢別帰宅可・不可分布

以上経過していることにしていたが，時間の経過

倫理的配慮
帰宅チェックスコアを測定する際，患者の安全

のみでは十分な安全な管理は難しいと感じてい

管理のために行っていることを口頭とスコアに記

た。

載し，同意を得た。
研究目的
1．帰宅チェックスコア（表）を作成し，鎮静剤使
用外来患者に用いることで客観的な統一性の

結

果

1．対象者 1, 102 人中帰宅可群 1, 090 人，帰宅不

ある判断基準を明確にする。

可群 12 人で，スコア 9 点以上の患者はほぼ帰

2．当院での帰宅可能基準を見出す。

宅可能だった。帰宅不可群 12 人中 9 人が 8 点
以下であり，8 点以下の患者は鎮静剤使用か
ら 60 分経過では帰宅不可であった。また，75

研究方法

分経過後は全ての患者が帰宅可能であった。

期間：2015 年 6 月～ 9 月（4 ヵ月間）
対象者：GS を受けた外来患者 2, 011 人中鎮静

2．男女差（0.08 ＞ p），年齢差（0.5 ＞ p）では有
意差はみられなかった。

剤を使用した 1, 102 人
測定方法：①ラムゼイスケールとリッチモンド

3．8 点の帰宅可能患者は基礎疾患に COPD があ

興奮・鎮静スケールを参考に意識レベル，運動機

り普段から酸素飽和度の低い患者と鎮痙剤セ

能，呼吸状態，循環動態，酸素飽和度の 5 項目を

スデン  の副作用にて高度頻脈の患者であっ

各 2 点とし，10 点満点の独自の「帰宅チェック

た。

スコア」を作成。②検査終了後，回復室ベッドで

4．9 点の帰宅不可患者の共通点は意識レベル，

休んでもらい，60 分・75 分経過後にスコア測定。
分析方法：帰宅可群，帰宅不可群の人数，点数

運動機能の項目が低かった。
5．帰宅不可群の年代別割合は，40 代 2.3％，60

の分布を分析。性別，年齢（75 歳以下，以上）の

代 1.4％，70 代 1.4％，80 代 1％であった（図）
。

比較にはフィッシャーの正確検定を用い p ＜ 0.05
を有意差ありとした。また，帰宅不可群の低数値

考

察
橋本ら 2） は「セデーションの覚醒を確認する

項目を分析。

のはなかなか難しい」述べている。GS における
― 45 ―

日本消化器内視鏡技師会会報 No.57

に帰宅可能であった。

鎮静レベルは conscioussedation が理想だが，既存
するガイドラインで数値化されたものはなく，明

2．患者の基礎疾患の把握，鎮痙剤の副作用，意
識レベル，運動機能についてはスコア測定時，

確な帰宅基準を決定するのは困難な状況であっ

重要な判断材料となる。

た。そこで，様々な鎮静スケールを組み合わせ，
独自のチェックスコアを作成し，使用してみた

3．施行医の判断により薬剤量や種類が異なるた
め，今後の分析課題として残った。

ことにより，9 点以上の患者はほぼ問題なく帰宅

《利益相反：無》

できていることが分かった。しかし，意識レベル
と運動機能の項目については十分な観察が必要で
参考・引用文献

あった。
男女差，年齢差（後期高齢者対象）は明らかな

1）日本内視鏡技師会，看護委員会：内視鏡看護
記録実践ガイド．

有意差は認められなかったが，年代別に分析する
と 40 代の外来患者が帰宅不可群の中でも多く，

2）橋本逸子：セデーションを行った検査・治療

施行医が体格や咽頭反射を考慮し薬剤量や薬剤種

のケア内視鏡看護基礎と実践知．日本消化器

類を検討した可能性が考えられる。

内視鏡看護．

今後は薬剤使用量や薬剤種類別の分析が必要だ

3）小原勝敏，ほか：内視鏡診療における鎮静剤
に関するガイドライン．

と感じた。
結

連絡先：〒 700-8511

論

岡山市北区国体町 2 番 25 号

1．「帰宅チェックスコア」を作成，用いたことに

TEL：086-252-2211（大代表）

より，スコア 9 点以上の外来患者はほぼ安全

O 10

胃瘻に関わる内視鏡技師の役割
友仁山崎病院

内視鏡センター
○松本

内視鏡的胃瘻造設術は経腸栄養アクセスの 1 つ
として，
1980 年に考案された。我が国においては，

紀子，大野

淳子

内田

知子，鬼頭

知子，吉村万理恵，秋山

祥代

山田

圭介，清水

初美

橋本

逸子

和則，早川

者を設け，コーディネーターとしての活動をして
きた。

1983 年に報告され，2005 年介護保険法が導入さ

当院の胃瘻の現状を分析し，コーディネーター

れて以降は特に介護度の高い高齢者の栄養路とし

としての活動を振り返ることで，今後の課題を明

て急速に広まってきた。対象がほとんど高齢者で

確にしたいと思う。倫理的配慮として個人を特定

あるため，造設においてはリスクも伴い，造設前

する表現はなし。
当院の胃瘻造設患者の基礎疾患としては，脳血

後，維持期に至るまで十分な患者管理をする必要

管障害による嚥下機能の低下が 68％と最も多く，

がある。
このようなことから，以前より造設や交換に関

次いで認知症による摂食障害が 16％と多く見ら

わる内視鏡センターでは，2010 年より胃瘻担当

れた。年齢の分布としては 80 歳代が最も多くみ
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（図）当院での造設にいたる基礎疾患

4%
12%

28%

脳梗塞
脳出血後遺症

16%

硬膜下血腫
脳血栓

8%

20%

12%

認知症
パーキンソン病
進行性核上性麻痺

図1

当院での造設にいたる基礎疾患

件，院外が 5 件。トラブルに関する相談が 13 件

られた（図 1）
。
コーディネーターの役割として造設前において

だった。

は病棟にラウンドし，全身状態や嚥下機能の評

当院は療養病棟を保有し，胃瘻造設後の安定期

価，また，現有疾患によるリスクを確認し胃瘻造

がほとんどで，チューブトラブルなどの相談をよ

設の適応についてチェックする。また，造設ルー

く受ける。そこで，事前に日常で困っていること

トを確認するための CT 所見や腹部手術の既往，

や疑問に思っていることはないかアンケート調査

開口状態，抗凝固剤などの内服薬，患者の背景と

を行った。このアンケート結果を基に勉強会を開

して造設後の療養場所やキーパーソンなどの情報

催した。勉強会は対応策がイメージしやすいよう

収集を行い，これらの情報を病棟スタッフ，家族，

図や写真を用いて説明した。
コーディネーターへの依頼内容は，交換依頼と

カルテ，時にはソーシャルワーカーから収集し，
それを基に 3 種類ある胃瘻キットを施行医と検討

トラブルの相談が 93％を占め，胃瘻造設後の安

した後，日程を調整している。これらで得た情報

定期に集中していることから，当院では術後の安

は内視鏡スタッフにも共有している。造設後間も

定期の役割が大きいと考えられる。また勉強会以

ない急性期については，造設時に担当したスタッ

後，トラブルの相談がなかったことから，事前ア

フが 3 日目に訪問し，創状態の観察とカルテや病

ンケートを行ったことで勉強会が現場のニーズに

棟スタッフからの聞き取りでトラブルが起こって

沿ったものであり，トラブル発生の予防につな

ないかを確認し，記録をしている。造設して一定

がったことが示唆される。
最も相談の多かった皮膚トラブルについては，

時間を経過してからの安定期には瘻孔周囲の皮膚
トラブルや製品トラブル，事故抜去，逆流などに

皮膚・排泄ケア認定看護師とも連携しながら対応

よる滴下不良の相談に対応している。胃瘻交換時

したことでより適切な指導ができるようになっ

は，院外からの依頼も多く，入れ替えに至った原

た。
今後は，スタッフの移動や新人などへの教育を

因から胃瘻管理について指導を行っている。
約 1 年間で対応した依頼は，2014 年度は 43 件。
造設が 3 件，交換が 27 件，その内訳は院内が 22

考慮し，手近なところでトラブルが継続的に解決
できるようフロー図を作成していく必要がある。
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日総研出版．

さらに，地域包括ケアシステムを推進している昨
今，施設や在宅での胃瘻管理を行うことがますま

2）曽和融生：PEG 実践マニュアル造設手技か
ら在宅まで．フジメディカル出版．

す多くなり，院外からの依頼も増加する中，認定
看護師や栄養サポートチーム，さらにはソーシャ

3）小山茂樹：胃ろう PEG ケアはじめの一歩．
秀和システム．

ルワーカーなどとも連携を再密にし，コーディ
ネーターを中心としたチーム医療として活動でき

4）小川滋彦：PEG 胃ろうトラブル解決ガイド．
照林社．

るよう検討していきたいと思う。
《利益相反：無》

連絡先：〒 522-0044
滋賀県彦根市竹ヶ鼻町 80 番地

引用・参考文献

TEL：0749-23-1800

1）馬場忠雄：経皮内視鏡的胃瘻造設術 PEG．

O 11

精神科専門病院における内視鏡検査室チーム医療の取り組み
東京都立松沢病院

看護科

手術室

○西井

順子

は充実された。検査時は医師 2 名が担当し看護師

はじめに
精神疾患患者は年々増加傾向にあり現在約 320

は手術室が兼務し，内視鏡技師を中心とした 2 ～

万人とされている。うつ病や認知症は年々増加傾

3 名が介助と看護を行っている。精神面での関与

向にある。精神疾患患者の中には身体治療を必要

が必要な場合は精神科医が直接投薬等の対応を

とする患者もいる。

し，長時間の治療に及ぶ場合は麻酔科医が麻酔管

当院は 1879 年に創立された，開設 137 年の歴

理に携わっている。医療機器の管理は臨床工学技

史を持つ精神科専門病院である。1977 年から身

士が行ない，医療作業員は洗浄作業や準備・片づ

体合併症医療を開設し，内視鏡検査も開始した。

けを行なっている。

精神疾患がある，向精神薬を服用している等の

多職種間の連絡調整は看護師が行ない，検査前

対応困難を理由に内視鏡検査や治療が受けられ

カンファレンスも実施することで必要な情報を共

ず，当院を受診する患者は多くみられる。

有し，スムーズな受け入れが行えている。
看護師は検査の介助や看護に専念できるように

その対応には検査のスキルに併せ，精神科の専
門知識・技術が必要となる。そこで当院において

なり，2015 年からは入院患者に対し治療前・治

行っている内視鏡検査・治療の取り組みを報告す

療後訪問を導入し患者から高い評価を受けてい

る。

る。

現

は 2 倍，下部内視鏡は 3 倍，外来患者の検査・治

検査実施件数は 5 年前と比較すると上部内視鏡
状
1977 年の身体合併症医療の開設時は診療室で
行い，看護師は検査の介助と準備，片づけ，機器

療も積極的に受け入れらえるようになり，受け入
れ率は 100％となっている。

管理の全てを行なっていた。前処置室や観察室は
なく，外来患者の受け入れはわずかで治療は入院

考

察
当院は身体合併症医療を行ない，精神疾患患者

患者が対象だった。
2012 年，新棟に移転し内視鏡室の設備や機器

の内視鏡検査ができる施設である。精神疾患患者
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の受け入れは一般病院では困難であり，当院が果

対して，早期に発見し，治療へ繋げられる取り組

たす役割は重要と考えられる。

みの強化が重要であり，内視鏡検査を含む，身体

新棟への移転とともに設備が充実されたこと

合併症医療の充実が課題である。

は，医療従事者と内視鏡検査・治療を受ける患者
にとっても重要なことだった。さらに専門的知識

結

語
多職種のスタッフでチームを形成し，効率的な

を持ったスタッフによりチームができたことで，
マンパワーの充実も行われ安心・安全な検査・治

業務分担を行ない，それぞれの専門分野の知識・

療の提供ができ，検査実施件数や外来患者の受け

技術が活かされた対応を行なうことで安心・安全

入れの増加に繋がったと考えられる。

な内視鏡検査・治療の提供が行えるようになっ

しかし，精神疾患患者の特性として，診断の段

た。今後は内視鏡検査を受ける患者へ更なる安

階で疾病の疑いがあっても，患者によっては自覚

心・安全の提供が行なえるよう，チームとしての

症状を過少評価してしまい，検査に繋がりにくく

質の向上を目指した取り組みを行なっていく。
《利益相反：無》

なる。また診察・検査に対して協力が得られにく
い患者も多く，合併症の把握が困難である。向精
神薬の投薬により錐体外路系や自律神経・循環器
系に影響を及ぼすため，モニタリング等で細心の

参考文献
1）厚生労働省 : 精神疾患のデータ平成 23 年患
者調査

注意・観察をすることが必要であり，合併症の把
握や向精神薬の影響による全身管理の困難さを理

連絡先：〒 156-0057

解した専門的な対応が重要となる。

東京都世田谷区上北沢 2-1-1

内視鏡の最大の利点は早期診断と低侵襲治療が

TEL：03-3303-7211

行えることから，精神疾患患者には価値的な検
査・治療の 1 つであると考えられる。身体疾患に

O 12

確実な洗浄・消毒を行うための条件

－ジェネリックオルトフタルアルデヒドを使用して－

セコメディック病院

内視鏡センター
○折笠亜矢子，諸岡あけみ，高森百合子

医師
はじめに

島田

直子，三井

木村

典夫

志田

厚
勝義

別にジョンソン・エンド・ジョンソン社のディス

当院では，内視鏡洗浄・消毒ガイドラインを厳

オーパ の濃度測定を測定し，他施設のデータも

守し洗浄・消毒を行っている。また，正常に洗浄

参考とし安全マージンを加味したうえで使用回転

消毒が行われたかを，洗浄履歴システムを導入し

を 40 回と決めたことを報告した 1）。2015 年 2 月

管理を行なっている。洗浄消毒は，用手洗浄後内

にジェネリックオルトフタルアルデヒド製剤が発

視鏡洗浄消毒装置エンドクレンズ を使用し，オ

売され，コストの面から当医療法人の方針にて関

ルトフタルアルデヒドで消毒を行っている。第

連病院も含めてジェネリック製剤に変更した。採

63 回日本消化器内視鏡技師学会で洗浄消毒回転

用されたジェネリックオルトフタルアルデヒド製

― 49 ―

日本消化器内視鏡技師会会報 No.57

Ｏ-12
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25

％

30

35
ジェネリック

38
ディスオーパ
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図１ から回し回転数の濃度
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25

％

30

35
38
洗浄機１
洗浄機２
図２ 実洗浄回転数の濃度

剤の使用回転をメーカーに問い合わせたところ

結

40

回転数

洗浄機３

果
空回しの測定濃度は，30 回 0.4369，35 回 0.4335，

30 ～ 40 回使用が可能であるが，濃度測定をして
確認はしていない。そのため，最低回転数の 30

38 回 0.4025，40 回 0.391（w/v％）で，ディスオー

回で洗浄消毒をおこなっている。

パ  の濃度とほぼ同様であり，有効濃度は 0.3 w/
v％以上であり問題なかった
（図 1）
。実際にスコー

目

プを洗浄後の 3 回の平均測定濃度は洗浄機 1 で

的
ジェネリックオルトフタルアルデヒドが先発品

と同等に使用できるか検証を行った。

30 回 0.426，35 回 0.3791，38 回 0.4048，40 回 0.3298
（w/v％）
，洗浄機 2 で 30 回 0.423，35 回 0.4108，
38 回 0.4131，40 回 0.3596（w/v％）
，洗浄機 3 で

方

30 回 0.4278，35 回 0.4025，38 回 0.4089，40 回 0.381

法


。
2015 年 2 月からエンドクレンズ 3 台それぞれ， （w/v％），で実際の運用上も問題なかった（図 2）
30 回から実際にはスコープの洗浄はせずに，空
回しの状態で回転を上げていき 35，38，40 回ま

考

察

での濃度を HPLC にて測定した。濃度低下が問題

スコープの洗浄はしなくても洗浄機を空回しの

ないことを確認したのち，実際にスコープを洗浄

状態で稼働させれば，フタラール製剤の濃度は希

後 3 台の洗浄機で各 3 回づつ同様に濃度測定した。

釈により低下してくる。スコープ洗浄をすればさ
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らに濃度が低下する可能性がある。今回の測定

ナンスが必要である。純正の先発消毒液とジェネ

は，空回しで 40 回の濃度低下がないことを確か

リックとでは保守メンテナンス費用に差が生じる

めた。以前当技師会で報告したように先発品の

可能性があり，トータルの運用コストで検討しな



ディスオーパ は 40 回の使用で平均 0.3666 w/v％

ければならない。今回の検討で同様に使用できる

で，ジェネリックオルトフタルアルデヒドは空回

ことが分かったが，トータルコストではあまり差

しのデータであるが，先発品の同等以上の濃度で

がなく，現在は純正の先発消毒液に戻し運用して

あった。当院ではジェネリックであるオルトフタ

いる。

《利益相反：無》

ルアルデヒド製剤を実際の運用でも問題が起こら
参考文献

ないか，今回の測定結果をもとに濃度測定をしな

1）折笠亜矢子，諸岡あけみ，高森百合子，ほか：

がら消毒が確実に行われているのを確認し，30
回以上段階的に回転を上げていきディスオーパ



当院でのフタラール製剤の濃度管理．日本消
化器内視鏡技師会会報 2010；44：80-81．

と同様に 40 回転まで測定したが問題はなかった。
一般的にジェネリック製剤は先発品より低価格で
あり，医薬品ではジェネリックの使用が国の方

連絡先：〒 274-0053

千葉県船橋市豊富町 696-1

TEL：047-457-9900（代表）

針で進んでいる。消毒液の場合は，洗浄機に入れ
て使用するものであり医療機器であり保守メンテ

O 13

当院の超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）における
臨床検査技師の関わり
社会医療法人近森会

近森病院

臨床検査部病理検査室

○今本

隼香，北野

橘

知佐

病理診断科

円山

英昭

消化器内科

近森

正康

唯，尾崎

綾乃

師の EUS-FNA，ROSE への関わりと実際の検査

はじめに
超音波内視鏡下穿刺吸引法（Endoscopic ultra-

法，工夫などを紹介する。

sound-guided fine needle aspiration，以下 EUS-FNA）
は，膵腫瘤性病変や消化管粘膜下腫瘍，縦隔腫瘤

当院における EUS-FNA，ROSE の実際

などの組織採取法として有用であり，高い診断能

当院には臨床検査技師が 60 名在籍，その内 22

と安全な検査として注目され急速に普及してい

名が内視鏡業務を兼任しており，スコープ準備，

る。しかし，EUS-FNA の検体は微小で血液と混

患者介助，検体処理の一連の業務に携わってい

在していることが多く，肉眼のみでは十分な検体

る。また，全例で細胞検査士が同席し，on-site で

量が採取できているか判断が難しいことが多い。

の評価を行っている。EUS-FNA で必要な器材は，

EUS-FNA に お け る ROSE（rapid on-site cytologic

コンベックス型超音波内視鏡と超音波観測装置お

evaluation）は，確実な検体採取に有用であること

よび穿刺針である。当院で使用するスコープは

は以前より報告されている。当院でも EUS-FNA

Olympus Medical Systems 社製 GF-UCT260，超音

導入当初から ROSE を行っており，臨床検査技

波観測装置は同社製 EU-ME 1，穿刺針は Boston
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低下や不適正標本の減少などにより，組織診断に

Scientific 社製 Expect Slimline か COOK 社製 Echo
Tip ProCore である。まず，目的とする病変を抽

十分量の検体を採取でき，診断精度の向上が期

出し，超音波画像で観察，血流を確認する。鉗子

待できる。ROSE 未導入の施設でも，その施設に

口から穿刺針を挿入し，針管から穿刺対象までの

合った様々な工夫をすることで十分量の検体が採

距離計測を行う。スタイレットを少し引き抜き，

取でき，必要な検査を実施することができると考

標的部位に向けて穿刺，針が病変内に刺入された

える。

《利益相反：無》

ら，スタイレットを一旦元の位置に押し戻した後，
参考引用文献

全て引き抜く。陰圧をかけた注射筒を取り付け，

1）糸井隆夫：胆膵内視鏡の診断・治療の基本手

組織を吸引採取（20 ～ 30 回ストローク）する。

技．羊土社 2008．

組織採取後，陰圧を解除し穿刺針を抜去。スタ

2）山雄健次，入澤篤志：EUS 下穿刺術－ Inter-

イレットを再挿入し，LED ライトの上に CYTO

ventional EUS の 基 礎 と 実 践 テ ク ニ ッ ク －．

RICH RED を入れたシャーレの中へ針先から検体

南江堂 2011．

を押し出す。穿刺針に残った検体は吹き付けを行

3） 古 谷 純 朗： 細 胞 診 ガ イ ド ラ イ ン 5 消 化 器

い，さらに生食で洗浄回収しセルブロックを作

2015 年版．金原出版 2015．

製する。シャーレに押し出した検体から白色有

4）奥野のぞみ，ほか：超音波内視鏡ガイド下

形成分をサンプリングし，圧挫法にて標本作製。
Ultrafast Papanicolaou 染 色 を 行 い， 直 ち に 鏡 検，

穿刺吸引細胞診（EUS-FNAC）．病理と臨床，

内視鏡医に検体の適否を報告する。検体適正の場

文光堂 2015；33（11）．

合は検査終了となるが，不適正の場合は再度穿刺
連絡先：〒 780-8522

を行う。

高知県高知市大川筋 1 丁目 1-16
TEL：088-822-5231（代表）

まとめ
EUS-FNA を on-site で評価すれば，再検査率の

O 14

当院の小腸カプセル内視鏡検査の現状とクリニカルパス導入について
社会医療法人近森会
臨床検査部

近森病院

臨床検査技師

放射線科

看護師

消化器内科

医師

○徳弘

将光，山本

亜矢，永井多恵子

竹内

沙耶，吉本

典子，濱口

富代

近森

正康，高松

正宏，栄枝

弘司

握できない状況にあった。2015 年 10 月，運用の

はじめに
当院では小腸カプセル内視鏡検査（以下 Capsule

統一化を目的として CE のクリニカルパス（以下，

Endoscopy：CE）を 2014 年 10 月より導入し，2016

パス）を作成して使用を開始し，改訂を行ってき

年 4 月までに 54 件実施している。当内視鏡セン

た（図 1，2）。また，当院では 2015 年 8 月に小腸

ターには医師，看護師，臨床検査技師が携わって

カプセル内視鏡読影支援技師（以下，読影支援技

いるが，看護師，臨床検査技師は他部門との兼任

師）資格を 2 名取得し，読影支援を行っている。

であるため，CE に精通したスタッフが担当でき

パスの現状および読影支援技師について併せて報

ないことも多く，運用についてスタッフ全員が把

告する。
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図1
患者名
適応基準 小腸疾患が既知又は疑われる患者、原因不明の消化管出血

除外基準

様

消化管の閉塞、瘻孔が疑われる患者、ペースメーカー植込み患者、嚥下障害患者
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身体的準備が整っている

）

（

カプセル内視鏡が十二指腸に到達している
カプセルの停留症状が無い

）

（

）

（

カプセル内視鏡が大腸に到達している

検査経過に問題がない

カプセル内視鏡が大腸に到達している

到達位置の確認

）

生活動作日常
動作リハビリ

知識 検査中は常時電極を装着し続け、
教育 使用上の注意を守れる
理解 検査説明が理解できる

ア
セ
ス
メ
ン
ト

下剤服用のチェック （

禁忌： ペース メーカーの有無

下剤の反応便の 有

嚥下障害の有無

電極装着の可否

カプセル内視鏡内服後の注意事項が
理解できている

）
無（

服装のチェック

腹痛・嘔気・嘔吐がない

嘔気・嘔吐・腹痛がない
） 体毛・体格の確認

カプセル内視鏡が十二指腸に到達している

電極が確実に取り付けられている

（＝幽門輪を通過している）

大腸

認知症・理解力の確認

前日21時以降の絶食、午前7:00までに内服を指示通り飲めている

ＡＤＬの確認

既往歴の確認

検査の為の病院での拘束時間について理解できている

大腸

内服薬の確認

妊娠の有無

検査の行程が理解できている

小腸

到達位置確認

到達位置確認

小腸

インシュリン・糖尿病薬の確認

インシュリン・糖尿病薬の確認

【バイタルサイン】

【バイタルサイン】
BP=

治

検査の必要性が理解できている

説明が理解できている

HR=

SPO2=
検査日（

％
）

BP=

HR=

SPO2=
下剤の服用

％
必要に応じて剃毛
（臍から上下15㎝の範囲）
（実施者
腹部に電極を装着
）
（
／担当技師

【十二指腸到達（－）】（

）Ｄｒ確認のもと 【十二指腸到達（＋）の場合】

右側臥位30分保持 (
⇒ 十二指腸到達確認(

）

十二指腸到達（＋）⇒下剤服用

）
）

（＋）

）

（＋）
十二指腸到達（－）
⇒プリンぺラン１Ａ（筋注）（
（
⇒30分後、十二指腸到達確認

前日にピコスルファートナトリウム1本を服用 内服 （
当日中止薬

内服
薬剤

有

無

インシュリン

有

無

糖尿病薬

有

無

安静度
食事

（

）

有

パテンシーカプセル実施（

有

／実施

）

) 技師（

通常通り全て再開

）

）

ニフレック500ｍLを30分かけて内服
モビプレップ250mL＋水125mLを30分かけて
内服

前処置なし

前処置なし

消化管検査の履歴（
内容：
上部／
下部／
その他（

確認者：Dr（
内服（

モビプレップ250ml＋水125mlを
30分かけて内服

※5日前より鉄剤は休薬

無）

／
無

）
）

フリー

フリー

次回来院時の食事指導

絶飲食

電極装着後は腰をかがめるなどは禁止
汗をかくような激しい運動は禁止
飲水可能（
以降）
（水・お茶・スポーツドリンク可）

前日21時以降の絶食、水分可（コップ1杯程度）

午前7:00までに内服
検査前日からの食事内容の確認
その他パス説明

【説明】
検査の行程

【説明】
【説明】
カプセル内視鏡内服後、副作用（腹痛・
検査中の注意点（患者用パスを再度説明）
外出の際には１６：００には帰院する旨説明
下剤服用後、外出可能
決してMRI検査を受けないこと
汗をかくような激しい運動は禁止
「行動記録表」への記入方法説明 →患者に渡す
有
無
有
無

外出中

軽食可（
以降
（お食事資料参照）

外出中

一旦持ち帰り

有

無

有

無

特記
事項
台紙リンク

図2
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大腸画像 (＋） の場合 →通常通り
大腸画像（－）の場合
→翌日（
）朝まで消化によい食事を摂る

【説明】
＜次回の再診日について＞ （
カプセル排出されたら
次回の再診日に持参する旨説明

検査の為の病院での拘束時間 嘔気・嘔吐など）があればただちに知らせること
「小腸カプセル内視鏡問診票」記入 カプセル排出が確認されるまでは

同意書の確認

バリアンス

／担当技師

）Ｄｒに指示確認

※十二指腸到達（＋）の場合

カプセル内視鏡を内服

ニフレック500ｍLを
30分かけて内服

当日服薬可能な薬

検査

）

（

Dr指示）

＜大腸到達（＋）の場合＞
（確認時間
）（担当Ｄｒ
技師
）
⇒電極を外す（
）
※時間外の場合は大腸画像の有無に
関わらず再来時に電極を外す
＜検査同日16:00に大腸到達（－）の場合＞
（担当Ｄｒ
技師
）
⇒電極は外さず、17:00まで待つ
＜検査同日17:00に大腸到達（－）の場合＞
（担当Ｄｒ
技師
）
20:00に一般外来再来する旨説明（再来時電極を外す）
翌朝（
）に内視鏡センターに
再来する旨説明（再来時電極を外す）
→ 関連部署への連絡

）

カプセルが排出されるケース、されないケースの説明
有

無

有

無

有

無
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看護師 n=6

検査技師 n=7
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図3

図4

・ 検査数も少なく検査にかかわるチャンスが少な

パス運用方法

く習熟に時間がかかる。

パ ス 適 応 期 間 は CE の オ ー ダ ー 入 力 時 か ら，
データレコーダーの取り外しまでとした。外来受

・ 前処置もパスにより統一された。

診時，CE のオーダー入力と同時にパスを立ち上

・ パス導入により検査の流れが把握しやすく，検

げ，CE の検査の流れを患者用オーバービューに

査に対する不安が改善したことにより，多職種

沿って説明し，自宅に持ち帰っていただく。当日，

による連携もス ムーズになったものと考える。

持参いただいたオーバービューに沿って再度説明
を行い，患者からの質問には随時担当者が対応す

読影支援技師
CE の読影は，読影支援技師による 1 次読影後

ることとした。

に医師が 2 次読影を行い，両者のディスカッショ
ン後に最終レポートを医師が作成する。更に，定

調査方法
看護師 18 名・臨床検査技師 20 名のうち，パス
導入前後ともに関わった人を対象に，業務変化に

期的に医師との症例検討を行うことで読影技術，
知識，診断能の向上を図っている（図 4）
。

ついてアンケート調査を行った。
結
結

語

・ クリニカルパス導入により，他職種が検査の過

果

程がわかりやすくなり円滑に検査を進めること

パス導入前後ともに関わった看護師 6 名・臨床

が可能になった。

検査技師 7 名の計 13 名は導入前より導入後の方
が，検査の流れが明確になり，検査状況を把握し

・ 今後，バリアンス分析などを行いパスの改善に
つなげていきたい。

やすくなったことから，CE に対する不安が減少

《利益相反：無》

した（図 3）
。
小

連絡先：〒 780-8522

括

・ CE は通常内視鏡と違い検査時間が長く注意点

高知県高知市大川筋 1 丁目 1-16
TEL：088-822-5231

も多岐にわたる。
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小腸カプセル内視鏡読影における内視鏡技師と読影医師の
所見不一致の検討
高松赤十字病院

内視鏡室
消化器内科

○綾木

雅佳，三野さとみ，大塚美和子

嶋田

洋子，中谷

柴峠

光成

浩子，藤井美智代

所見内容の内訳は，びらん・潰瘍性病変 105，粘

はじめに
当院では，2010 年 11 月に小腸カプセル内視鏡

膜下腫瘍を含めた腫瘍性病変 28，angioectasia な

（以下，CE）を導入し，2015 年 11 月までに延べ

どの血管性病変 50 であった。読影医師の所見結

78 件行ってきた。CE の増加や医師の負担軽減を

果では，技師所見と同様の 18 症例すべての症例

目的として，2013 年 10 月から日本カプセル内視

に異常所見を認めたが，延べ 167 所見であった。

鏡学会 e ラーニング受講後の内視鏡技師 1 名が読

両者の不一致は 22 所見あり，その内，内視鏡技

影支援に携わるようになった。以前は，RAPID 

師が多く拾い上げたのは 16 所見で，びらんと認

画像読影ソフトウェアで内視鏡技師の拾い上げ

識した所見が最も多かった。一方，内視鏡技師が

た所見画像が，読影医師の拾い上げた所見画像に

拾い上げできなかったのは 6 所見あり，小潰瘍，

よって上書きされ，技師所見と医師所見の不一

発赤，SMT 様隆起など様々であった。

致が確認できなかったため，個々の所見の照らし
合わせができなかった。そこで，これらの問題点

考

察
内視鏡技師がびらんを多く拾い上げた要因とし

を改善する目的で読影記録シートを作成し（図）
，
今回 CE の読影における内視鏡技師と読影医師の

ては，残渣との鑑別が困難だったことが考えられ

所見不一致について検討したので報告する。

た。残渣は，時に病変との鑑別を困難にさせる要
因となりうるため，残渣を減らすための前処置の

対

工夫は CE 読影精度の向上に役立つと思われる。

象
読影記録シートを導入開始した 2015 年 3 月か

一方，内視鏡技師が所見を拾い上げできなかった

ら 2015 年 11 月までに，当院で CE を施行した 18

要因としては，所見の多い症例では読影作業に時

症例を対象とした。

間がかかり，集中力が低下したために見落とした
ことが考えられた。読影所見の不一致が起こる要

方

因としては，残渣や気泡をびらん・潰瘍と捉える

法
内視鏡技師が読影後に所見内容と所見を認めた

場合，びらん・潰瘍を残渣として見誤る場合，同

検査・経過時間を読影記録シートに記載し，続い

一病変を複数病変と誤認してしまう場合があり，

て読影医師が読影後に記載されたシートの所見内

読影初心者にはこのような傾向があると言われて

容のチェックを行った。両者の記載内容が区別で

いる。

きるように，あらかじめ色分けをして記載した。
読影記録シートをもとに所見をカウントし，所見

結

語
読影記録シートを導入したことで，具体的な所

内容の不一致について検討を行った。

見の照らし合わせが可能となり，読影評価に有用
結

であった。今後も症例を積み重ね，CE の読影支

果
内視鏡技師の所見結果では，対象の 18 症例す

援と読影精度の向上に努めたい。

べてに異常所見を認め，延べ 183 所見であった。
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（図） 読影記録シート

2）能田貞治，ほか：医療新聞カプセル Vol. 2．

引用・参考文献
1）寺野

医療新聞社 2015．

彰，ほか：カプセル内視鏡スタンダー

ドテキスト－初心者，コメディカルにも役立
つ．南江堂 2010：30-32．

連絡先：〒 760-0017

香川県高松市番町 4-1-3

TEL：087-831-7101
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消化器内視鏡技師の工夫と課題

－日本放射線学会・技術学会員との MRI に対しての CLIP 共同研究－

Yotsuya Medical Cube
検査科

医療技術主任部

○天谷

祥隆

画像診断科

金親

純一

小腸カプセル内視鏡読影支援技師

分野

秀基

天谷

祥隆

東京慈恵会医科大学病院
目

はじめに

非常勤教職員

的
MRI に対する各 CLIP の影響を検討する。使用

医療は高磁場強度へと変遷していく中，より一
層 MRI 検査への安全性を具現化する必要がある。

機器：MRI 装置は GE 社製 1.5T。CLIP は材質形

そのためにも添付文書への記載を徹底することが

状の異なる物を 3 社種類である。コバルト基合金

重要であり，消化器内視鏡技師には最難関な課題

の物は 1 種類用意である。

であると考える。
Ｏ-16

図１

図２

図３
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方

れる。日本放射線学会・技術学会員の協力を得て

法

1．各 CLIP をそれぞれ自作吸引糸で吸引力に生

MRI 検査室での動画撮影も成功し提示した。日
本放射線学会・技術学会員の意見として，各種機

じる偏向角を測定した。
2．各 CLIP を動物臓器にクリッピングし CLIP の

関の報告や論文が異なっているという事実は，依
然と MRI の安全性に不確定な要素が存在するこ

MRI 実施時の熱影響を評価した。

とを示しており，MRI 検査における内視鏡デバ

3．磁気探知機を使い，各 CLIP を測定した。

イスの考え方は，絶えず更新される可能性がある
結

ことを頭に入れておかなければならないと提示し

果

1．EZ  CLIP，ゼオ CLIP，Resolution  CLIP，は
全ての方向 180 度の引力で偏向角があった。


QuickClip Pro は MRI に対し影響はなく，吸

て頂いた。現時点，QuickClip Pro は MRI にコン
デイショナルな製品として添付書記載（図 3）の
ように確認でき，具現化することができた。
また，MRI の検査時に対応策が得られた。工

引力・偏向角はなかった。アーチファクトは

夫として CLIP には様々な使用法があるが，臨

大きいものほど，吸引力は強かった。
2．EZ  CLIP，ゼオ CLIP，Resolution  CLIP，Quick

床試験段階からにおいて使用している当施設の

Clip Pro  CLIP は MRI によって熱影響はなかっ

QuickClip Pro  CLIP の臨床の工夫として手技の

た（図 1）
。RF による発熱性も見られなかった。

動画の報告し文献的考察に加え報告した。







3．EZ CLIP，ゼオ CLIP，Resolution CLIP，Quick
Clip Pro  CLIP は磁気探知機に反応なかった

https : //www. youtube. com/watch?v=9HcpQwEboA
Q & feature=youtu. be
≪利益相反：無≫

（図 2）。
課

引用文献

題
CLIP の MRI 検査への適合性は製品の製造元・

販売元・取扱店からすべての製品に関して完全に

1）オリンパス社 QuickClip Pro 説明書
2） 天 谷 祥 隆：https : // www. youtube. com/watch?

記載できた訳ではない。その主な原因として，
「病

v=9HcpQwEboAQ & feature=youtu. be

院にて判断してください」や「MRI 製造元に確認
をしてください」などといった回答が大半であっ

参考文献
1）オリンパス社 QuickClip Pro 説明書

たことが挙げられる。
まとめ

キーワード；QuickClip Pro

われわれが集約した製品は，存在するすべての
CLIP を網羅している訳ではなく，数日後には新

連絡先：facebook 天谷祥隆

製品の登場や製品名，材質の変更が予告なく行わ
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上部消化管内視鏡用ディスポーザブル生検鉗子の使用経験
－より性能の高い鉗子を求めて－

東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室
消化器内科

○大庭
荒瀬

消化器外科
病理診断科
東海大学医学部付属病院

内視鏡室

麻美，中村 玲子，増田
吉孝，出來田牧子，白石

出口

隆造

新田

美穂，田島

島田

英雄

小松

伸和

隆行，西

松子
光一
隆之

杉本美智子

みなとみらいケンズクリニック

柳川

健

扇町しらさぎ内科クリニック

渡邊

謙一

小笠原医院
沼田医院

小笠原

総

沼田

誠

2．SB 鉗子および RJ 鉗子を用いて採取した 37 症

背景・目的

例 42 病変の組織の大きさ，断端の挫滅度を病

近年，ディスポーザブルの生検鉗子が普及し，
多種の製品が発売されている。当院でも，ディス

理診断科と共に組織学的に判定し，検体とし

ポーザブルの生検鉗子を使用しているが，細径で

て適切であるか評価した。

柔軟，かつ安価な住友ベークライト社製の生検鉗
子を使用する機会を得たため，従来品と比較し検

結

果

討した。

1．生検部位：食道 15％，胃 85％（噴門部 10％，
前庭部 25％，胃体部 50％）

対

アンケート集計結果（表 2）

象
住友ベークライト社製 SB ディスポーザブル生


検鉗子 MD-FJBD 1617（以下，SB 鉗子）と，当
検査室で従来から使用しているボストン社製ディ
スポーザブル生検鉗子 Radial Jaw  4P（以下，RJ
鉗子）を比較し有用性を検討した。両鉗子のス

①採取組織の大きさ：小さい・やや小さい
20％，適度 80％
②カップの開き：適度 69％，狭い・やや狭い
31％
③切れ味：満足・普通 74％，非常に不満・不
満 26％

ペック表を表 1 に示した。

④検体の取り外し易さ：普通 37％，不満 63％
期

⑤従来品との比較：優れている 5％，変わら

間

ない 67％，非常に劣っている・劣っている

2015 年 5 月～ 8 月

28％
方

SB 鉗子は施行医から「掴んだ感じがやわらか

法

1．上部消化管内視鏡検査において，SB 鉗子を用

い」
「滑る感じがする」という意見，介助者か

いた組織生検時（19 症例 21 病変）の使用感に

ら「採取感があまりない」
「検体がカップから

ついて，施行医 12 名（内視鏡経験 6 年以上）

離れにくい」という意見があった。一方で，

と介助者 4 名（介助経験 3 年以上）を対象に質

「ワイヤにコシがないため，噴門部などアング
ルを強くかけた状態から病変を狙っても動き

問紙法を用いて調査した。
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表１ スペック表

SB 鉗子
RJ 鉗子

開き角度

開き幅

挿入部最大外径

適用チャンネル径

価格（／本）

90°
150°

5.0mm
5.4mm

1.7mm
1.87mm

≧2.0mm
≧2.0mm

1500
2000

表２ アンケート集計
組織の大きさ
■小さい

■やや小さい

■普通

■小さい

■やや小さい

■普通

カップの開き

切れ味
■非常に不満

■不満

■普通

■満足

取り外し易さ
■不満

■普通

優劣
■非常に劣っている

図１

図２

■劣っている

〈ＳＢ鉗子〉

■普通

■優れている

〈ＲＪ鉗子〉

〈ＳＢ鉗子〉

〈ＲＪ鉗子〉
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がスムーズ」
「カップの幅が小さいため，組織

た比較的低価格であるため，コストパフォーマン

を小さく取りたい時など使い分ければ有用」

ス向上に繋がるが，粘膜下層まで確実に生検した

という意見もあった。

い場合には不向きだと考える。

2．組織学的判定の結果，SB 鉗子では，粘膜のみ
が採取されているものが多かった（図 1）
。ま

結

語

た断面がはっきりせず，辺縁が荒れているも

新規生検鉗子導入前に実際に鉗子を使って比較

のが目立ち，ホルマリン固定後に採取組織の

検討することは，質の高い検査を維持するために

表面が崩れている状態のものが多く見られた

不可欠なことである。また価格や使用感だけでな

（図 2）。ただし，病理診断に影響はなかった。

く，病理診断科の判定も非常に重要である。そ

一方，RJ 鉗子で採取した検体は，標本作製時

して，これらの総合的なマネジメントをすること

のアーチファクトを差し引いたとしても，崩

が内視鏡技師に求められる役割ではないかと考え

れているものが少なく，構造が保たれている

る。

《利益相反：無》

ものが多かった。
連絡先：〒 259-0114
考

神奈川県中郡大磯町月京 21-1

察

TEL ：0463-72-3211（内）2470

SB 鉗子はアングルを強くかけた状態や，組織

FAX：0463-72-2256

を小さく採取したい場合の生検に有用である。ま

O 18

結石摘出用バルーンカテーテルによる造影方法の考案
－臨床工学技士による検討－

トヨタ記念病院

ME グループ

はじめに

○首藤

崇，今西

健蔵，安部

里乃

米川

智予，中根

千晶，加藤千恵美

鐘江

敬志，國友

貞彰，山本

恭介

森

紀成，竹内

真吾，細江

和人

杉若

直人

を用いる方法（以下，Y コネ法）は高価であるた

内視鏡的乳頭切開術（EST）を行う際には，ガ
イドワイヤー（以下，ワイヤー）
，スフィンクター

め，Y コネに比して安価である三方活栓を使用す
ることとした。
我々は，三方活栓と MH-544 を用いた方法（以

トームなどを使用する。当院では 2 種類のスフィ


ンクタートーム（オートトーム ，ストーントー

下，S 法）と Y コネ法をコスト，造影時の圧力の

ム ）を採用している。ストーントーム の特徴

両面で比較。加えて医師への口答アンケートを実

として，スフィンクタートームでありながらリト

施し，知見を得たため報告させていただく。

リーバルバルーンの機能も兼ね備えていること
が挙げられる。ストーントームでワイヤー操作

方

法

と造影を行う場合には，
「Y 字型コネクタをワイ

消化器科部長への口答アンケートを実施。S 法

ヤー用ポートに取り付ける」と添付文書に書かれ

と Y コネ法を 2014 年 3 月 5 日「官報」を用いて

ている。しかし Y 字型コネクタ（以下，Y コネ）

コスト比較実施。圧力比較ではシリンジポンプに
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表1

三方活栓

Y コネクタ

分類

使用物品

材料費

償還価格

使用物品

材料費

償還価格

ERCP カニューラ

RX ERCP カニューラ 

8, 000

－

RX ERCP カニューラ 

8, 000

－

ガイドワイヤ

ジャグワイヤ 

20, 000

－

ジャグワイヤ 

20, 000

－

スフィンクタートーム

ストーントーム 

70, 000

80, 300

ストーントーム 

30, 000

80, 300

接続コネクタ

三方活栓

170

－

Y 字型コネクタ

3 社平均
8, 600

－

表2
三方活栓

Y 字型コネクタ

ワイヤーなし

3.68 kPa

3.78 kPa

0.025 inch

12 kPa

13.2 kPa

0.035 inch

106.8 kPa

107.4 kPa

て水を 100 ml/h で注入し，ワイヤーなし，0.025
inch ワイヤー挿入時，0.035 inch ワイヤー挿入時
について各々の圧力を IDA-4PLUS にて測定し，
その圧力差について比較した。
結

図1

比較および医師へのアンケートを実施した。
「操

果
アンケートでは「S 法はセッティングで少し迷

作方法で迷うことがある」とのアンケート結果に

うことがある，安価にできるのはうれしい」との

対しては簡易取扱説明書を作成することで解決で

回答であった。コスト比較では，S 法：98, 170 円，

きた
（図 1）
。コスト比較では S 法が安価であった。

Y 字型コネクタ：106, 600 円であり，8, 430 円の

圧力比較では両者に差がないため S 法でも同等

差がでた（表 1）
。圧力比較ではワイヤーなしの

の造影が可能である。0.025 inch ワイヤーでの造

S 法：3.68 kPa，Y コネ法：3.78 kPa，0.025 inch の

影は 0.035 inch ワイヤーと比較して低圧であるた

S 法：12.0 kPa，Y コネ法：13.2 kPa，0.035 inch の

め，ワイヤー操作をしながらの造影には 0.025 inch

S 法：106.8 kPa，Y コネ法：107.4 kPa であった（表

ワイヤーが適している。

《利益相反：無》

2）。
連絡先：〒 471-0821
愛知県豊田市平和町 1-1

まとめ
今回，我々は，S 法と Y コネ法でコスト，圧力
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当院における内視鏡的異物除去の現状
恵寿総合病院

内視鏡部

内視鏡技師

○水口

賢，筆島

幸子，中川

弘美

松田栄美子
看護師

山下

恵美，徳本千津子

消化器内科

山田

和俊，松田

昌悟，渕﨑宇一郎

異物は比較的高頻度に遭遇する病態のひとつで，

はじめに
固形物が消化管に停滞すると，機械的あるいは

今後高齢化に伴い食物残渣塊による閉塞や義歯の

化学的刺激によって消化管穿孔などの外科的治療

誤飲症例は増加するものと推測される。今回当院

を要する病態が惹起される可能性がある。消化管
Ｏ-19

における消化管異物除去術を施行した症例につい

件数
70

68

図１
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※２例以下の異物除去症例は除く
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・ 食物残渣 27 例中 15 例で胃切等の上部消化管手

て検討を行った。

術，治療歴があり，15 例中 14 例が食道での摘
出であった。上部消化管手術，治療歴のない

対象および方法

12 例中，餅の除去が 4 例と最多であった。

当院において，2009 年 4 月から 2015 年 10 月
までに内視鏡的異物除去術を施行した 124 例を対
象に，患者背景，異物の種類，除去方法，合併症

当院での異物除去時の工夫

について検討した。

・ 魚骨や義歯の突起があるもの，義歯除去などの
飲食後や食物残渣塊の分割回収等の誤嚥予防に

結

オーバーチューブが必須である。

果

・ アニサキス 68 例（最高数 11 隻 / 回摘出）
，食

・ 突起があるものに関してはオーバーチューブに

物残渣 27 例，魚骨 16 例，義歯 6 例，PTP 2 例，

達するまでの粘膜（食道下部～ ECJ）を保護す

コイン 2 例，釘 1 例，薬 1 例，日本海裂頭条虫

るために先端フードが有効である。
・ 把持鉗子については摘出する異物の形状，大き

1 例であった（図 1）
。

さ等を考慮し，V 字鰐口鉗（大・中・小）や 5

・ 各異物除去の平均年齢は当院上部内視鏡検査平
均年齢と比較するとアニサキスは平均より若

脚型，回収用ネット（大・小）を選択する。

く，その他の異物に関しては平均より高齢で

・ 固くて大きい餅の除去にはスネアによる分割回
収が有効であった。

あった。中でも食物残渣は 79 歳と高齢であっ
た（図 2）
。
・ 魚骨 16 例の摘出部位は咽頭部が 8 例，食道が

結

論

8 例であった。4 例に軽度の粘膜裂創や出血が

消化管異物の種類は多岐にわたるが，内視鏡的

みられたが，摘出時の粘膜裂創は 1 例のみで

異物除去術は異物の部位，種類に応じて適切なス

あった。

コープと処置具を選択・工夫することにより安全

・ 義歯の摘出部位は胃が 4 例，十二指腸が 2 例で

に施行できた。

《利益相反：無》

1 例はセカンドポーションまで達していたため
連絡先：〒 926-8605

小腸スコープを使用した。

石川県七尾市富岡町 94

TEL：0767-52-3211（代表）
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Coreless Guide Wire の使用経験

社会医療法人

母恋

日鋼記念病院

消化器センター内視鏡科

○内藤

健，﨑野

消化器センター・消化器内科

横山

和典，代田

敬祐，小笠原慎弥
充，山内

章裕

様々なタイプから選別されている。

背景・目的
ERCP における Guide Wire（以下，GW）の役割

当院では all round な製品がない現状から 3 社 4

は大きく，治療の成否を担う生命線となってい

種類の GW を使用しているが，在庫の減少を目

る。

的に Coreless Guide Wire を使用したので報告す

現在各社より様々な趣向を凝らした製品が発売

る。

されており，症例や術者・介助者の好みにより
― 64 ―
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現

では Loop technic にて狭窄突破は可能であったが，

状
当科における ERCP は全例技師介助にて施行

選択的挿管に難渋し，別の GW へ変更した。

しており，基本的には挿管後 GW 挿入を行うが，
WGC（Wire Guided cannulation）を併用することも

考

察
今回，Coreless Guide Wire を使用し少ない症例

ある。
使用する GW は全例 Angle type で Loop technic

数ではあるが，製品の特徴を確認した。

や Angle action にて深部挿管や狭窄突破，選択的

Loop technic が容易に行えることから，狭窄突

挿管を行っており，Straight type の使用は極希で

破性に優れ，粘膜へのダメージは従来品より減少

ある。

していると推察され，介助初心者は穿通のリスク
が減少している点から安心して操作できる製品と
考えられた。しかし，繰り返しの使用により中芯

使用経験
今回使用した GW は先端部の中芯がなく，非

がないことによる“へたり”が認められ，選択

常に柔軟性に富むが，シャフトは硬めの製品であ

的挿管の妨げとなることがあり，この点において

り，手元のトルクが先端に充分伝えられるもので

どこまで許容するかが本製品を使用する上での

あった。

KEY と考えられる。

先 端 の 中 芯 が 2 mm 程 な い こ と に よ り Loop
technic は他社製よりも優れており非常に容易に

結

語
GW の在庫減少を目的に Coreless Guide Wire を

Loop が作成可能で，狭窄突破は安全に行える製

使用したが，1 本で手技全てを完遂できないこと

品であった。
Angle action は使用直後において問題なかった

があったことから，本品はまだ all round な製品

が，症例中に繰り返し使用していると先端部の

とは言えなかった。しかし，いくつかの改良によ

“へたり”により選択的挿管が困難となる場面が

り将来的に all round な製品となる可能性を感じ
た。

あった。

《利益相反：無》

使用症例は総胆管結石 3 例，乳頭部腫瘍 1 例，
肝門部胆管腫瘍 1 例の計 5 症例に使用したが，

連絡先：〒 051-8501 北海道室蘭市新富町 1-5-13

Coreless Guide Wire 1 本で完遂できたのは 3 例で

TEL ：0143-24-1331

あった。総胆管結石の 1 例では，使用中に Angle

FAX：0143-22-5296

action 不能となった。また，肝門部胆管腫瘍 1 例

E-mail：takeru. naitoh@nikko-kinen. or. jp
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大腸ポリープ切除術の患者負担軽減への取り組み
三豊総合病院

内視鏡センター
内視鏡技師

○高橋

看護師

楠木

真樹，篠原美代子
公子

切除術者の苦痛で最も多いのが前処置の苦痛や検

はじめに
当院で大腸ポリープ切除術を行う際は後出血や

査への不安など再度大腸内視鏡（以下 CS）を受け

穿孔などの偶発症を考慮し，別日程で処置後は 1

なければならないというストレスであった。また

泊の入院をしていた。当院の先行研究でポリープ

１泊入院による時間的制約，入院費用など患者の
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ば可能とした。処置後は入院し翌朝，主治医が血

（表）

＊

5 mm 以下

Cold Polypectomy

6 ～ 10 mm

外来 EMR

11 mm 以上

入院 EMR

液データを確認し退院となる。
結

果
① cold polypectomy は ポ リ ー プ 切 除 術 379 件

但し，基礎疾患や抗血栓薬の服用あれば
従来通り入院 EMR とする

中 179 件（47％）であった。従来経過観察してい

負担も大きかった。そこで 2015 年より偶発症が

なった。また偶発症は 1 例もなかった。しかし介

少ないといわれ通電をしない cold polypectomy お

助者は処置するかどうか予測がつかず，余裕を

よび入院を必要としない外来での EMR を導入し

もっての介助ができないなどストレスが増した。

た 5 mm 以下のポリープは発見時に切除できるよ
うになり，患者は繰り返し CS をしなくてもよく

②外来 EMR は 73 件（19％）であった。入院費

たので報告する。

用や 1 泊入院という時間の拘束がなくなったが後
目

出血など偶発症が 2 件（2.7％）みられた。また処

的
cold polypectomy，外来 EMR の導入で患者の負

置後 30 分の安静で帰宅することが不安だという

担が軽減されているか現状を把握する。

声もあった。

期

偶発症が 4 件（3.1％）にみられた。

③入院 EMR は 127 件（34％）で後出血などの
間
2015 年 10 月から 2016 年 3 月
考

察
今回ポリープの大きさで処置方法を 3 つに分類

ポリープ切除術の実際
ポリープの大きさによって① 5 mm 以下は cold

した。治療方法の選択肢が増え，これまで患者が

polypectomy， ② 6 mm 以 上 10 mm 以 下 は 外 来

抱えていたストレスが軽減されたと考える。cold

EMR，③ 11 mm 以上は入院 EMR と規定した
（表）
。

polypectomy は現時点で偶発症もないことから安

① cold polypectomy；ポリープ発見時の処置と

全性も確保されていると言える。EMR は偶発症

なるため，患者に 1 週間の禁酒や遠方への外出を

がみられたことから，問題点を洗い出し，不安の

控える等の行動制限を事前に説明，ポリープあれ

軽減のために切除術後の安静時間の妥当性の検討

ば切除するかその意志を確認する。抗血栓薬服用

が必要であると思われる。外来 EMR 適応であっ

の場合は不可。処置は専用のスネアにて絞扼，切

ても帰宅後の安全面に配慮し入院を勧める場合も

除する。身体的負担を考慮し同時切除は 8 個まで，

あり患者の QOL や処置内容によって柔軟に対応

処置時間は回盲部到達より 30 分以内と規定した。

することが重要である。我々は事前の情報収集の

処置後は 30 分間の安静後，症状なければ帰宅と

活用や人員配置の改善などし，より安全な治療介

し腹痛や血便等ある場合は 24 時間体制で対応す

助ができるよう技術の向上やスタッフ教育にも継

ることを説明した。

続して取り組んでいきたい。

②外来 EMR；切除術は別日程とし外来で既往
歴，内服の再確認をした。基礎疾患や抗血栓薬

結

cold polypectomy，外来 EMR の導入で患者の負

の服用状況によっては従来どおりの入院 EMR と
した。処置は生理食塩水で局注し，スネア等を

語

担軽減に繋がった。

《利益相反：無》

使用し高周波にて焼灼し切除する。出血のリス
クあればクリップ等を使用した。処置後は cold

参考文献
1）丹羽寛文，ほか：消化器内視鏡技師のための

polypectomy と同様。
③入院 EMR；抗血栓薬の服用は１剤のみなら
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連絡先：〒 769-1695

三豊総合病院内視鏡センター

香川県観音寺市豊浜町姫浜 708
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TEL：0875-52-3366

バイポーラスネアによる粘膜通電固定法 EMR 時の介助とコツ
大腸肛門病センター高野病院
内視鏡技師

○西坂

医師

野崎

好昭，松平美貴子
良一

ネアリングが容易になる。特に，スネア先端を通

はじめに
内視鏡治療手技の向上により大腸腫瘍に対する
内視鏡的粘膜切除術（EMR）は広く行われている。

電固定する部位は多めに局注することが重要であ
る。

しかし，安全な EMR を施行するためには，局注

通電固定時は，スネアの先端は 1 ～ 2 mm 突出

やスネアリングの介助は慎重に行わなければなら

させる。病変口側の正常粘膜に軽く押し当て，支

ない。当院では，平坦な腫瘍性病変に対して，一

点部を決める。通電と同時にさらに軽く押すとス

括切除の工夫として粘膜通電固定法による EMR

ネア先端が粘膜下に刺入する。
スネアリング時は，粘膜下に刺入したスネア先

を行っている。今回，粘膜通電固定法 EMR 時の

端がずれないように，そこを支点としてスネアを

介助の実際とコツについて紹介する。

展開し病変全体を絞扼する。スネアが滑らないよ
粘膜通電固定法 EMR とは

うに吸引しながら絞扼するとよい。切除する際は

通電しながら病変口側の粘膜下にスネア先端を
刺入し，先端を固定したままスネアリングし切除

異常な手応えや腹痛の出現などに注意し，偶発症
防止に努めなければならない（図）
。
切除断端のクリッピング時は吸引しながら粘膜

する EMR のことである。
1．粘膜下注入剤を局注し病変を十分に膨隆させ

を寄せて縫縮する。粘膜が滑りやすい場合は 90
度の EZ クリップ の使用を推奨する。

る。
2．わずかに突出させたスネアの先端を膨隆した
病変口側の正常粘膜にあてる。

結

3．FORCED 凝固で通電しながらスネア先端を粘
膜下に刺入させる。

果
粘膜通電固定法 EMR を行った結果，20 mm 以

上の大きな腫瘍性病変やスネアリング困難病変に

4．刺入した状態のままスネアを展開し，スネア
リング後切除する。

対しても一括切除が可能になり，良好な成績が得
られるようになった。また，この手技による穿孔
や出血などの偶発症はみられていない。

粘膜通電固定法 EMR 時の介助とコツ
粘膜下注入剤はグリセオール を使用し，局注

まとめ

針はシュアリフター （ボストン社製）
，スネアは


バイポーラスネアによる粘膜通電固定法 EMR

バイポーラスネア B-Wave （ゼオン社製），高周

は安全性，治療成績ともに優れ，有用な手技と思

波装置は VIO300D（ERBE 社製）を使用している。

われる。今後も最良の介助ができるように手技の

局注時は，口側～左右～肛門側へ注入する。口

スキルアップを図っていきたい。

側が高く，肛門側が低くなるように局注するとス
― 67 ―
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図 粘膜通電固定法ＥＭＲ時の介助とコツ
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連絡先：〒 862-0924

熊本市中央区帯山 4-2-88

TEL ：096-384-1011
FAX：096-385-2890
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腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）における内視鏡技師の役割
慶應義塾大学医学部

腫瘍センター
内視鏡技師

○佐々木

内視鏡医

一般・消化器外科
背

低侵襲療法研究開発部門
基

後藤

修，西澤

俊宏，藤本

愛

前畑

忠輝，落合

康利，相良

誠二

飽本

哲平，矢作

直久

竹内

裕也，北川

雄光

のスペースに腹腔鏡タワー・内視鏡タワー・外科

景
当部門では動物手術室での動物実験を経て，

用高周波装置・内視鏡用高周波装置（VIO300D）・

2013 年より胃粘膜下腫瘍および内視鏡治療困難な

超音波凝固切開装置・サブモニター 2 台（内視鏡

早期胃癌に対し，非開放性 LECS である非穿孔式

術者用）などを配置し（図 1）
，またその中で清潔

内視鏡的胃壁内反切除術（non-exposed endoscopic

野との区別や，内視鏡処置具を置くスペースの確

wall-inversion surgery : NEWS）を施行している。腹

保，麻酔器の配置位置等も考慮しなければならな

腔鏡・内視鏡同時の術式であることから生ずる問

い（図 2）
。

題点を経験例からどのようにして克服し，NEWS
の手技をいかに円滑にかつ効率的にできるかを内

結

語
LECS 施行における内視鏡技師としての役割は

視鏡技師の立場から検討・施行したのでここに報

多岐に渡り，術中の内視鏡機器の管理と処置介助

告する。

は必須であるが，腹腔鏡処置と同時の手技である
ことから，腹腔鏡や外科処置用の機器の取り扱い

臨床の実際
NEWS とは，腹腔鏡と内視鏡を用いて胃内腔

も状況により必要となる。また，機器管理のみな

を開放させずに病変を任意のサイズで全層切除す

らず，術式の各行程の技術的知識を得ることも重

る術式である。具体的には，①病変周囲に内腔側

要である。内視鏡切除時，最も難渋するのは切除

からマーキングし，内視鏡ナビゲーション下にて

層の見極めであり，技師の目による技術的補助が

漿膜側にマーキング。②内視鏡にて全周性にヒア

必要であると考える。その中で最も重要であると

ルロン酸ナトリウムの局注。③腹腔鏡下で漿膜・

考えるのは術前の環境整備であり，どの過程も効

筋層切開し，病変をスペーサーと共に内腔側へと

率的でスムーズに行うためには，携わるすべての

内反させ，漿膜筋層縫合する。④内視鏡にて内腔

医師や手術室看護師とのコミュニケーションを図

側からの切開・剥離・病変回収となる。これまで

り，どの処置を行うにも障害とならない適した環

に胃粘膜下腫瘍に対して 19 例，早期胃癌に対し

境整備が重要となってくる。

て 7 例の NEWS を施行してきた。これらの経験

内視鏡術者と協力して手技を進めることで，よ

を踏まえて LECS 施行の際に介助サイドとして最

り円滑で効率的に最先端の低侵襲治療が実施可能

も問題となるのが，多数の機器装置や治療器具を

となる。

配した中での術野の確保である。限られた手術室
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図１

図２

連絡先：〒 160-8582

東京都新宿区信濃町 35

TEL：03-3353-1211
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滅菌豚胃切片を用いた ESD 介助トレーニングを実施して
NTT 東日本関東病院

臨床工学技士

○志賀

日本鋼管病院

臨床工学技士

松元

稚奈，木下

田中

大夢

看護師
消化器内科
背

吉川

拓也
義和，小方

悠

薫，安斎かおり，田中しほり

藤田

美穂，内山

大塚

征爾

敬子，本夛

映子

4．滅菌豚胃切除片に対し ESD を施行し介助実技

景

を身につける。

A 病院では 2015 年 5 月の検査室改装に伴い人
員補強を行った。人員が増えることは有益である
が，相対的にスタッフ１人あたりの介助経験頻度

調

査
トレーニング参加者に対し以下の項目において

が減少してしまう。これは件数の少ない治療や検
査，病院の規模などにより著明に影響を受ける。

アンケート調査を行った。用紙は研究者が作成

またセミナー等，週末を利用し足を運ぶことがな

し，選択式と自由記入式を採用した。また，
トレー

かなかできないスタッフもいるため，知識・技術

ニング後の介助がどう変化したか医師に聞き取り

の個々のバラつきが見られていた。しかし，いか

調査を行った。

なる場合においても検査・治療の質を保つことは
内視鏡技師としての責務である。これらを是正す

アンケート項目

るため，内視鏡スタッフに対しハンズオントレー

・ 内視鏡業務経験年数

ニングを実施することにした。今回は滅菌豚胃を

・ トレーニング内容で良かった項目

用いた ESD 介助トレーニングを試みたので報告

・ 今後の介助に活用できると感じたか（5 段階評
価）

する。

・ 今後も必要と感じたか（5 段階評価）
目

・ 意見・要望等の自由記入

的

・ 内視鏡スタッフの技術向上と維持
結

・ スタッフ間の知識共有

果
アンケート回収率は 100％（n=10）で，内視鏡

方

業務経験年数は 8 ヵ月から 9 年と幅広い回答を得

法
滅菌豚胃切除片 7 cm × 7 cm を必要枚数購入し，

ることができ，参加者の 80％が経験年数 2 年以
下であった。トレーニング項目でポイントが高

以下の項目においてトレーニングを実施した。


1．滅菌豚胃切除片に局注液 3 種類
（ムコアップ ，

かったのが①局注の膨隆効果の確認，次いで②高

グリセオール，生理食塩水）を注入し，それ

周波エフェクトの効果の確認であった。介助に活

ぞれの膨隆効果と注入圧の違いを体感する。

用できる（最高評価）と回答したのが 80％，今後

2．高周波装置 ENDOCUT モードを用いて滅菌豚

も必要である（最高評価）と回答したのが 70％で

切除胃片に通電し，effect 1 から 4 まで変更し

あった。医師からは「知識がついたことで不安や

た場合にそれぞれ粘膜に及ぼす効果を確認す

迷いが解消され，介助が迅速になった」
「研究会

る。

等，なかなかいけないスタッフもいるため知識を

3．糸付きクリップの作成と使用。

共有できる場があるのは良い」と回答を得た。
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考

利点を活かし，スタッフの技術向上と維持・知識

察
今回のトレーニングは初心者向けの内容であっ

共有につながったと実感できた。今後も治療内視

たが，内視鏡画面からではなく自分の目で確認で

鏡介助を中心とした様々なハンズオントレーニン

きたという点で幅広い経験者層に有意義であっ

グを定期的に開催し，内視鏡介助技術の研鑽と

たと考える。とくに局注された粘膜に直接触れ

チームのベースアップを図っていきたい。
《利益相反：無》

たり，高周波装置のモードやエフェクトを自由
に変更することは臨床の現場ではできるもので
はない。自由記入欄では定期開催を望む意見や，

連絡先：〒 141-0022

ERCP 等スタッフが普段慣れていないこと・不安

東京都品川区東五反田 5-9-22

に感じていることの生の声を聞くことができ，今

NTT 東日本関東病院

後の方向性も見出すことができた。ハンズオンの

TEL：03-3448-6655

O 25

内視鏡部

消化器内視鏡での糖尿病治療においての業務改善と工夫
－多職種チームでの発展－

Yotsuya Medical Cube

臨床検査科

医療技術部主任検査技師

○天谷

祥隆

減量・糖尿病外科センター医師

笠間

和典

消化器内科医師

山本

信彦

小腸カプセル内視鏡読影支援技師

東京慈恵会医科大学病院

非常勤教職員

分野

秀樹

天谷

祥隆

内視鏡技師の関わり・管理

はじめに
厚生労働省のデータによると，日本の成人人口

術前スクリーニングとして内視鏡検査を施行す

の 4 ～ 5 人に 1 人が糖尿病もしくは予備群という

る 135 kg 以上の患者に対し，消化器内視鏡技師
は常に血圧・肥満無呼吸症候群症例の SpO2 等の

ことになる。

モリタリングや高周波（超音波）治療装置など医
目

的

師の介助をすることにより，患者の全身状態に専

内視鏡糖尿病治療において密度の高い治療効果
を導く。

念する。術中スリープバイパスなどの手技中には
内視鏡介助を行う。術後の内視鏡スコープは直ぐ
に OPE 室で予備洗浄後，直ぐに内視鏡センター

内視鏡技師と多職種工夫

において高水準消毒をする。術後は常に再出血・

①無料説明会，②ソーシャルワーカーの面接，

狭窄などのリスクが高く内視鏡技師の対応も必要

③管理栄養士・看護師・理学療法士と面談し内視

であり，内視鏡技師は 365 日 24 時間オンコール

鏡検査が可能であるか判定，④外来受診において

体制にした。

内視鏡検査実施，⑤治療が可能か判定，⑥入院，
⑦経過観察後，⑧術後 3 日間入院。一般的には術

科学的な根拠

後 7 日から 10 日で社会復帰可能にする。電子カ

国立機関との研究により，内視鏡スリーブバイ

ルテは他者の書き換えの防止を防ぐために，パス

パスにより，血糖値が大幅に下がる。根拠として，

ワード管理をする。

食べ物が小腸に通るとそれが刺激となってインク
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図１

図２

レチンが小腸から分泌される。このホルモンは膵
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1）天谷祥隆：教育講演第 32 回秋田県消化器内

くなると，十分消化されていない食べ物が小腸を

視鏡技師研究会．http : //www. akita-gets. com/
news/684. html

通過し，腸が刺激されてインクレチンの分泌が大
幅に増える。その結果インスリンが大幅に分泌さ

2）笠間和典：腹腔鏡下胃バイバス術②．臨床外
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された術式や順調に社会復帰をしている患者の術
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後の経過をふまえ報告した。
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病院システムと連携した内視鏡マネージメントシステム導入後の
円滑な業務運営
公立能登総合病院

内視鏡部

○山森

勝美，鋳山

静，坂口

美香

折田

緑，酒井

勉，安田

秀明

柿木嘉平太，中村

勇一，中泉

治雄

吉村
背景および目的

光弘

した。

従来，当院の内視鏡レポートシステム（オリン
パス社製 Solemio  ）は，電子カルテとは別の端

方

法

末から入力する独立型で，患者情報の収集に時間

2014 年 12 月 1 日から内視鏡レポートシステム

を要して入力が煩雑になるという問題があった。

を電子カルテと連動できる新システムに変更し，

またレポート入力時は，選択項目も多く複雑で

サーバーやセキュリティ管理を一元化した。内視

時間を要していた。くわえて他検査の進行状況や

鏡画像ファイルの変換は，DICOMizer を使用し，

検査歴，使用薬剤を把握するには，システムとは

放射線画像検査と共通のサーバー管理とした。

別に電子カルテを開く必要があり非効率的であっ
た。診療材料のセット化入力ができず，時間を要

結

果
新システム導入により医師によるレポート作成

して請求漏れが発生することもコスト面では問題

画面から放射線画像の確認ができ，レポート入力

となった。
そこで電子カルテの更新に合わせ，内視鏡関連

も文章を定型化することで容易となった。コメ

業務の簡素化を目的として内視鏡レポートシス

ディカルは，同一画面で過去歴の確認や他検査の

テムを PSP 社製（以下，新システム）に変更し，

進行状況が把握できるようになった。看護記録

同社の PACS に画像を保存するシステムを一元化

も，別に電子カルテを開く必要がなくなりスムー
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な業務運営が可能である。

ズに記載を行えるようになった。また医事入力は
診療材料を事前にマスタ登録することで，以前よ

2．新システムは地域連携に活用でき，医療の質
向上に寄与する。

りも正確に診療材料を入力できるようになった。

≪利益相反：無≫

管理面ではトラブル発生の際は院内でも対応可能
となった。費用面では導入費は内視鏡のレポート
入力支援＋カスタマイズで 1.100 万円となり，経
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外科 2005；18（臨増）：489-491．

ようになった。
また，病院と地域の医療機関が診療情報を共有

9）PSP 株式会社：PACS はどのように変貌して
いくのか．映像情報メディカル 2015. 8；47

することで，正確な診断・治療が早期に開始され
ると考える。三原は 1）
「診療情報の共有を可能と

（8）：792-795．

した医療連携ネットワークは，従来の紙カルテ

10）飯島正平：電子カルテ稼働自治体急性期病院

や，閉鎖された環境での単なる電子カルテではな

での IT 活用による診療情報の地域共有化の

し得なかったさまざまな局面において，医療の質

試み．癌と化学療法 2012. 12；39（SupplⅠ）
：
12-14．

的向上に十分寄与するものである。
」と述べてい
る。今後もいしかわ診療情報共有ネットワークの

11）松本武浩：地域医療連携の IT 化．日本臨床

利用により，これまで以上に病院と地域の医療機

内科医会会誌．2009. 6；24（1）：59-64．

関とで連携の取れた質の高い医療が提供できるよ
連絡先：〒 926-0816

うになることが期待できる。

石川県七尾市藤橋町ア-6-4
結

TEL：0767-52-6611（代表）

論

1．内視鏡業務支援において，新システムは円滑
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O 27

内視鏡センターにおける特定小電力トランシーバー（インカム）の有用性
－上下部内視鏡検査の所要時間から業務効率を検証－

香川県立中央病院

内視鏡センター

○松下実知子，瀧川

実穂，香川

良江

対応時間（検査所要時間－検査時間）の平均を算

はじめに
2013 年の病院移転に伴い，内視鏡センターの

出し比較した。

規模が拡大され，完全個室の検査室 9 部屋が造設

倫理的配慮：検査に対する説明書と同意書で同

された。個室での検査はプライバシーの保護や落

意を得た。データ処理は個人特定されないよう

ち着いた検査環境の提供という点では評価が高い

行った。

が，各検査室の状況把握が困難である。移転当
初よりコントロールルームに患者情報・検査室番

結

果

号・検査医が表示されるモニター，各検査室の内

検査件数は導入前合計 184 件（うち生検，ポリー

視鏡画像モニター，各検査室内の映像モニターが

プ切除等 63 件）
，導入後合計 222 件（うち生検，

配備された。モニターを活用していたが，コント

ポリープ切除等 92 件）であった。平均検査時間

ロールルームでの各検査室の詳細な状況把握や検

は導入前 28.9 分，導入後 33.6 分であった。平均

査室間相互での状況把握はできなかった。そのた

検査所要時間は導入前 46.3 分，導入後 41.4 分で

め，拡大されたフロアを何度も往復し，迅速な対

あった。平均対応時間は導入前 17.4 分，導入後 7.8

応ができず業務効率の低下が生じた。

分（表）であった。

2015 年 6 月から業務効率の改善のため，研修
医に用意されていた特定小電力トランシーバー

考

察

（インカム）の使用を開始した。今回は，インカ

導入後の平均検査時間が延長したのは生検，ポ

ムを導入したことにより業務効率が向上したこと

リープ切除等が増加したためと考える。それにも

を上下部消化管内視鏡検査の所要時間から検証し

関わらず，平均検査所要時間は短縮されている。

たので報告する。

平均対応時間に関しては 1/2 以下に短縮されてい
る。

目

以前は咽頭麻酔をするタイミングを計るために

的
内視鏡業務の効率向上におけるインカム導入の

コントロールルームに状況確認をしに行ったり，
必要になった物品を所定の場所に取りに行ったり

有用性の検証。

していた。また，検査後の片付けや鎮静剤使用患
方

者のリカバリーへの搬送を検査担当看護師自らが

法
期間：2015 年 5 月 14 日～ 20 日（インカム導入

行ったり，片付けや患者搬送担当者を探したりし

前）と 2015 年 10 月 20 日～ 26 日
（インカム導入後）
対象：上・下部消化管内視鏡検査の患者

表

方法：各患者の検査室への案内から退室までの

インカム導入前後の平均検査所要時間・
検査時間・対応時間

所要時間（検査所要時間）と内視鏡検査開始から
終了までの時間（検査時間）を調査した。それを
もとにインカム導入前（以下，導入前）とインカ
ム導入後（以下，導入後）の患者 1 人当たりの検
査所要時間，検査時間，検査時間前後の看護師の
― 76 ―

導入前

導入後

平均検査所要時間（分）

46.3

41.4

平均検査時間（分）

28.9

33.6

平均対応時間（分）

17.4

7.8
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ていた。しかし，インカムを利用することで検査

おわりに

室に居ながら各スタッフと連絡が取れ，検査の準

インカムの導入は業務効率の面のみならず安

備や片付け，患者搬送等もタイミングよく行える

全面からも有用である。今後，安全面のカテゴ

ようになった。必要になった物品を届けたり，人

リーについて検討したい。

≪利益相反：無≫

手を収集したり様々な要請に迅速に対応できるよ
参考文献

うになった。
人の移動による連携には時間が必要とされる。

1）安藤真紀：内視鏡センターの新病院移転に伴

しかし，インカムの使用により移動による時間の

うポータブルトランシーバーの導入－安全な

ロスが減少した。このことが平均検査所要時間と

検査の提供のために－．第 75 回日本消化器

平均対応時間の短縮に繋がり，業務効率が向上し

内視鏡技師会会報 2016；56：78-79．

たといえる。
連絡先：〒 760-8557
結

香川県高松市朝日町 1 丁目 2 番 1 号

語

TEL：087-811-3333

インカムの導入は業務効率を向上させ，有用で
ある。

O 28

当院における臨床工学技士介助による超音波内視鏡検査の活動報告
生長会

府中病院

臨床工学室

○山田

綾乃，櫻井

剛，斉藤

潤

北山

昌平，池本

尚平，中田

明久

千川

浩明

11 月導入から年々増加傾向にある。

はじめに
当院臨床工学室の臨床工学技士（以下 CE）は
20 名在籍し（2015 年 10 月末現在）
，内 7 名が内

活動報告

視鏡担当 CE として日替りローテーションにより

当院においての多職種構成で介助を行っている

内視鏡室で業務に従事している。内視鏡室におい

EUS および EUS-FNA の業務についての現状を

ての CE の主な役割として，上下部内視鏡検査や

報告する。EUS における標準の人員構成として

特殊検査の介助，並びに内視鏡機器等の管理を

は医師が 1 名，患者観察や与薬のため看護師が 1

行っている。

名，機器準備・操作のため CE が 1 名の計 3 名で
ある。CE は医師の指示のもと膵管や胆管系のサ

背

イズ測定やドプラ確認を行い，検査中スコープ操

景
当院内視鏡室において，超音波内視鏡検査（以

作のため手が離せない医師の代わりに CE がパネ

下 EUS）お よ び 超 音 波 内 視 鏡 下 吸 引 法（ 以 下

ル操作を担っている。EUS-FNA における標準の

EUS-FNA）導入時よりパネル操作は CE が担当

人員構成は，EUS にプラスして病理検体の確認・

し，穿刺針の管理や穿刺介助も担っている。2014

保管のため臨床検査技師が 1 名の計 4 名である。

年度における実施件数は，EUS：176 件，EUS-

CE による穿刺介助は，穿刺前の目的組織の測定，

FNA：19 件・2015 年 度 に お け る 実 施 件 数 は，

周辺介在血管有無のドプラ確認，および穿刺針か

EUS：228 件，EUS-FNA は 25 件であり，2011 年

ら目的組織までの距離測定を業務として実施して
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いる。その他処置具の受け渡し，検体の取り出し，

助につき年々増加する件数に対応できた。

また業務マニュアル作成・改訂等も CE が実施し
ている。

結

語

考

職種がそれぞれの特性を発揮・担当することで，

EUS，EUS-FNA において CE を始めとする多
察
EUS におけるパネル操作，並びに EUS-FNA の
穿刺介助を CE が担当することにより，
『介助の

患者・スタッフ共に安心安全な医療環境の提供に
つながると考える。

≪利益相反：無≫

ための医師』が不要となり，医師はその分並列で
実施している他の治療や検査にあたることがで

連絡先：〒 594-0076

き，結果として件数増加に貢献することができ

大阪府和泉市肥子町 1-10-17

た。また，同様に EUS-FNA に関しても CE が介

TEL：0725-43-1234

O 29

開発途上国で日本の看護の技術移転を困難にする要因
－文献検討と青年海外協力隊の経験から－

中部大学大学院

生命健康科学研究科看護学専攻
修士課程

背景・目的

○木村裕美子

た経験を持つ看護師らが執筆した文献の検討と，

近年，開発途上国においても高度な治療に対す

青年海外協力隊の看護師として開発途上国の医療

る需要が増加し，世界に誇る日本の消化器内視鏡

従事者と共に働いた筆者の経験から，海外，特に

検査・治療（以下，内視鏡検査）に対する各国か

開発途上国で日本の看護の技術移転を困難にする

らの要望に応じて，わが国の大学病院が技術移転

要因を明らかにしたいと考えた。

の支援を開始している。内視鏡検査は，医師と機
械があればできるものではない。検査にかかわる

方

補助者，意識下で検査を受ける患者のケア，薬品

文献検討

法

の管理，そして内視鏡を介した感染を防ぐための

データベース CiNii Articles を用いて全年検索

洗浄 ･ 消毒などのために，内視鏡検査の場には看

をした（2016 年 3 月実施）
。しかし，海外におけ

護師は不可欠である。日本ではトレーニングと試

る内視鏡看護とその技術移転についての文献は見

験を受けた看護師以外の医療資格を持つ消化器内

当たらなかった。そのため，キーワード「途上国」

視鏡技師が存在するが，開発途上国の内視鏡の現

「教育」
「異文化」で選出された論文と国際保健看

場では，看護師が医師の役割以外の内視鏡検査に

護に関する書籍・学会の抄録集などから開発途上

かかわる全てを担っているのが現状である。

国における看護の技術移転について検討を行っ

先の内視鏡技師学会では，名古屋大学によるベ

た。

トナムにおける内視鏡看護支援活動が報告されて
おり，手ごたえとともに，外国で日本の看護を伝

結

果

えることの困難も発表されていた 1，2）。海外で日

開発途上国で日本の看護の技術移転を困難にす

本の看護の技術移転を円滑にし，それがその国の

る要因は，
『個々の看護師の能力（看護基礎教育

人々に貢献できるものとなるために，海外で働い

の背景・国家試験がない・継続教育の整備不足・
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アセスメント能力の不足）
』
，
『国の経済状態』，
『文

ベトナムにおける内視鏡看護支援活動第 2 報

化の違い（看護観，衛生観念，協同観念）』
，
『言

－バクマイ病院における支援活動と今後の展

語の違い』が抽出された 3-11）。

望．日本消化器内視鏡技師会報 2016；56：
97．

考

3）小川正子：開発途上国における看護基礎教育

察
開発途上国の看護師は，EBN という概念にま

支援 JICA｢ 技術協力プロジェクト ｣ の実例

だ追いついていない。その国のさまざまな歴史背

を基に．インターナショナルナーシングレ
ビュー 2006；29（4）：28-31．

景や状況によって看護や看護技術には違いがあ
る。外国で初めて仕事を行う日本の看護師にとっ

4）高岡宣子：開発途上国の臨床看護師への指

ては，今までの経験から自分の国の物差しで，看

導．インターナショナルナーシングレビュー
2006；29（4）：32-35．

護の善し悪しを判断してしまう場合が多い。技術
移転を困難にする要因は，支援受け手国の看護師

5）守本とも子，ほか：国際看護への学際的アプ

の問題ばかりではなく，提供する側：ドナー国が

ローチ，日本放射線技師会出版会 2009：35，

気づき，努力すべき点もある。
「自文化中心主義

55．

（自分の国の文化がいちばん優れている）になら

6）日本看護協会：諸外国の看護基礎教育と規制

ない」
「病院の中だけでなく，その国の人々の生

について（2008 年 2 月 1 日現在）
，日本看護
協会ホームページ．

活を知り，適正技術を活用する」
「共通言語又は
現地の言葉でコミュニケーションをとる努力をす

7）上村有香：マレーシアの看護師の役割．国

る」
「現地と日本それぞれに精通している適切な

際看護研究会第 17 回学術集会抄録集 2014：

組織・個人をコーディネーター・通訳として活用

26．

する」などがある

12-19）

8）齋藤恵子，ほか：途上国で家族が行う看護ケ

。

また，百聞は一見に如かずとあるように，内視

アと看護師の役割－ラオス人民民主共和国の

鏡検査中の患者のケアや，厳密な感染管理を行う

看護師への自記式質問紙調査の分析－．国

日本の看護を理解してもらうためには，現地の

際看護研究会第 17 回学術集会抄録集 2014：

リーダー的看護師を日本に招待し，実際の看護の

27．

場面を見てもらうことが，言語や文化の違いを乗

9）新田和子，ほか：ベトナム・ダナン産婦人科

り越えて，こちらの意図が伝わる近道となる 20）。

小児科病院における看護職研修生の変化－
JICA 草の根技術協力事業での取り組みから

結

－．国際看護研究会第 18 回学術集会抄録集

語

2015：30．

技術移転の最終目標は，その技術が，支援受け
手国の人々によって継続していけるようになるこ

10）辻村弘美，ほか：日本と途上国の看護技術

とである。そのためには，お互いの文化の違いを

の差異（中国）－中国で活動した青年海外協

理解し，日本の方法や物を持ち込むだけでなく，

力隊への面接と報告の事例－．北関東医学

その国内で調達できる物や人材を活用することが

2009；59（1）：51-58．

重要である。

≪利益相反：無≫

11）山崎好美，ほか：看護における人材育成（教
育）の国際協力・協働に関する文献レビュー．
聖路加看護学会誌 2007；11（1）：38-44．

参考文献
1）杉浦真由美，ほか：名古屋大学を中心とした

12）丸井英二，ほか：国際看護・国際保健．弘文
堂 2012：74．

ベトナムにおける内視鏡看護支援活動と今後
の展望．日本消化器内視鏡技師会報 2015；

13）日本国際保健医療学会 編：国際保健医療学
第 3 版．杏林書院 2013：7．

54：142．
2）祖父江雅美，ほか：名古屋大学を中心とした

14）大植
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17）木村秀雄：JICA ボランティア平成 24 年度派

成のための日泰交流の意義．国際看護研究会

遣前訓練．異文化理解概論資料 2012. 4. 28

第 17 回学術集会抄録集 2014：19．

18）梶井文子，ほか：
「開発途上国における看護

15）杉浦絹子：外国人クライアントの看護におい
て大切と認識された事柄の内容分析－青年海

技術移転教育プログラム開発に関する研究」

外協力隊看護職帰国隊員と公立総合病院勤務

国際ワークショップ報告．聖路加看護大学紀
要 2005；31：17-25．

看護職の比較－．日本看護学会誌 2006；16

19）参考文献 3 再掲．

（1）
：40-49．

20）参考文献 10 再掲：83-84．

16）鶴岡章子，ほか：系列の国際協力機関と連携
して行う国際看護実習の実際とその成果．国
際看護研究会第 18 回学術集会抄録集 2015：

連絡先：〒 487-8501
愛知県春日井市松本町 1200

27．

E-mail：rk15001-7004@sti. chubu. ac. jp
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日本・アラブ首長国連邦両国の医療分野における交流
－日本式内視鏡 Live demonstration －

昭和大学横浜市北部病院
内視鏡室

○齋藤

さち，加茂

初美，山田

安希

西谷

朋子，奥村

朋子，千葉

雅浩

宮地

英行，片桐

敦，工藤

豊樹

三澤

将史，豊嶋

直也，一政

克朗

前田

康晴，工藤

進英

消化器センター

背

活動内容

景
UAE アラブ首長国連邦（以下 UAE）では，高

2014 年 5 月～ 2015 年 5 月まで計 7 回の訪問を

度な治療をすべて国内で対応できるような医療水

行った。当院より消化器センター医師 6 名，内視

準の引き上げを目標としており，疾病予防や疾病

鏡室看護師 4 名，他病院より看護師 3 名が派遣さ

の早期発見の体制作りに取り組んでいる。

れた。

しかし，UAE 自国での医師の研修制度は十分

現地医院での現状把握と，現地スタッフに対す

とはいえず，若手医師は海外で研修している。ま

る日本式の内視鏡技術，介助，看護，前処置・リ

た看護師を含めたコメディカルは中央アジア圏か

カバリー・洗浄などを含むトータル的なマネージ

らの労働者が多数在籍している。今回，日本経済

メントを伝達するために，内視鏡ライブデモンス

産業省による 2013 年度産油国石油精製技術等対

トレーションを行った。

策事業において，日本と UAE 両国の医療分野に
おける交流を行うことを目的に，アルアイン市王

結

現地の検査室環境は欧米諸国に倣い，内視鏡の

立 TAWAM 病 院，ALAIN 病 院，MAFRAQ 病 院
を訪問した。

果

専用ユニットが設置され，内視鏡機器・処置具等
の整備がされていた。また内視鏡機器の取り扱い
や感染対策は徹底されており，日本消化器内視鏡
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ガイドライン同様の管理がされていると感じた。

結

言語や文化の違いをこえて普段私達が実践して

さらにリカバリーや患者の羞恥心への配慮など，
日本より充実している点もあった。しかし，拡大

語

いる内視鏡看護師としての介助や看護が海外でも

内視鏡診断に対する理解や大腸内視鏡挿入法，内

通用することがわかり自信につながった。また，

視鏡治療の介助，偶発症や患者確認に対するリス

海外の施設で業務することで客観的に自施設を見

クマネージメントなど日本の方が先進的である点

直すことができ，私達が取り入れるべき課題も認

もあった。現地スタッフは日本の高度な内視鏡医

識することができた。今後も日本・UAE 両国の

療に関心を寄せており，処置具や薬剤の質問を多

医療分野における交流がさらに一層深まることが

数受けた。また，介助者の先読みした腹部圧迫法

望まれる。

≪利益相反：無≫

や処置具操作方法など日々行っている内視鏡看護
連絡先：齋藤

について高い評価を受けた。

さち

TEL：090-4051-8415

拡大内視鏡の診断から治療にわたるデモンスト

E-mail：bambi6263s@gmail. com

レーションやその他の意見交換を通じ，日本式内
視鏡マネージメントを披露することで交流するこ
とができた。

O 31

高知県消化器内視鏡技師レベルアップ研修会
－実践トレーニングの成果と今後の取り組み－

高知県消化器内視鏡技師会

背

○岡林さよみ，尾﨑

貴美，川田

陽子

安井

和香，川村

方人，石田

倫子

山崎

裕子，森本

清子，徳弘

将光

森本

淳子，濱口

富代，片田

幸美

て，タイムリーな内容を提供してきた。2012 年

景
高知県消化器内視鏡技師会は 1992 年発足以来，

月 1 回の定例会で日々の業務での不安や疑問，工

からはその内容をより専門的にしぼって年 2 回実
践トレーニングとしてハンズオンを取り入れた研

夫などを出し合いながら，情報交換を行ってき

修会を行ってきた。第 12 回四国消化器内視鏡技

た。また，時代に合わせた話題を取り上げて，高

師学会ではこの取り組みを報告した。その後のレ

知県消化器内視鏡従事者研修会として年 1 回の研

ベルアップ研修会の取り組みと評価を報告する。

修会を行い，情報の共有とともに知識，技術力
のアップと質の向上に努めてきた。2001 年より

目

的
高知県内視鏡従事者の更なるレベルの向上と技

高知県消化器内視鏡技師研究会と会の名称を変更
し，機器取扱い講習会と研究会を同日開催し，講

術・知識の習得を目的とする。

習会受講証明書と研究会出席証明書を発行してき
た。毎年 200 名あまりの参加者があり，高知県内

期

間
2012 年 7 月から 2015 年 11 月

視鏡従事者の質の向上と技師資格取得に貢献でき
たのではないかと思う。2006 年以降は証明書の
発行は支部研究会で行うこととなり，それ以降は

方

高知県消化器内視鏡技師レベルアップ研修会とし
― 81 ―

法
高知県消化器内視鏡技師レベルアップ研修会を

日本消化器内視鏡技師会会報 No.57

表1

レベルアップ研修会
日

時

参加人数 / 施設数

内

容

2012 年 7 月 1 日（日）
止血編

78 名 /33 施設

講義・実践トレーニング
局注法・APC・止血鉗子・クリップ

2013 年 1 月 20 日（日）
ポリペク・EMR 編

93 名 /35 施設

教育講演・実践トレーニング
局注・高周波・スネア操作・クリップ操作

2013 年 7 月 21 日（日）
EVL・EIS 編

49 名 /20 施設

講義・実践トレーニング
EVL・EIS・SB チューブ

2014 年 2 月 16 日（日）
ERCP 編

63 名 /24 施設

講義・実践トレーニング
EST・EPD・採石・採石・ENBD・ステント・高周波

2014 年 7 月 12 日（土）

59 名 /29 施設

講義「診療報酬のポイント」
「感染管理について」

2015 年 2 月 8 日（日）

52 名 /27 施設

講義「内視鏡の基礎知識」
ハンズオン「処置具の取扱い」

2015 年 11 月 29 日（日）

61 名 /30 施設

教育講演・トラブルシューティング
ハンズオン「システム・洗浄消毒・処置具」

アンケート結果
表2

内視鏡業務に従事している期間

表5

今回のトラブルシューティング・
ハンズオンは役に立ちましたか

6 ヵ月未満

6名

11.5％

1 年未満

6名

11.5％

はい

43 名

82.7％

3 年未満

8名

15.4％

いいえ

0名

0.0％

10 年未満

18 名

34.6％

未記入

9名

17.3％

10 年以上

14 名

26.9％

未記入

0名

0.0％

表3

表6

消化器内視鏡技師資格をお持ちですか

26 名

50.0％

やや満足

16 名

30.8％

0名

0.0％
0.0％

はい

16 名

30.8％

どちらともいえない

いいえ

36 名

69.2％

やや不満足

0名

未記入

0名

0.0％

不満足

0名

0.0％

未記入

10 名

19.2％

“いいえ”の方は技師資格をとりたいと思いますか

表4

満足度は
大変満足

はい

13 名

36.1％

いいえ

18 名

50.0％

未記入

5名

13.9％

表7

参加されたことがありますか

今回のレベルアップ研修会に
出席されたきっかけは
自主的に

39 名

75.0％

上司に勧められた

8名

15.4％

その他

2名

3.8％

未記入

3名

5.8％

以前のレベルアップ研修会に

表8
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はい

31 名

59.6％

いいえ

17 名

32.7％

未記入

4名

7.7％

今後もハンズオンを希望しますか
はい

27 名

87.1％

どちらでも

1名

3.1％

いいえ

0名

0.0％

未記入

3名

9.7％

日本消化器内視鏡技師会会報 No.57

企画，実施。アンケート調査を行い評価する。

やや満足 30.8％，未記入 19.2％で不満足は 0％で

倫理的配慮

もハンズオンを希望する 87.1％（表 8）であった。

あった（表 6）
。初回参加が 32.7％（表 7）
，次回
アンケート調査は技師会活動以外の目的には使

実践トレーニングは新人教育としてもわかりやす

用しないことを明記し，今学会で発表することの

かった，日頃の業務の確認や問題解決，業務改善

同意を得た。

ができた，他施設との情報交換ができて良かった
等の感想が多かった。

結

果
レベルアップ研修会（表 1）2013 年度までの実

まとめ

践トレーニングのアンケート結果はすべてを通

すべてを通して参加者からは満足度の高い評価

して満足度の高い評価を得られた。2015 年 11 月

が得られ，内視鏡従事者の教育に効果があった。

29 日第 13 回高知県消化器内視鏡技師レベルアッ

実践トレーニングでは実行委員長の指揮の元，役

プ研修会のアンケート調査の結果（参加者 61 名

員一同大きな達成感があった。内視鏡業務への参

アンケート回収率 85.2％）内視鏡業務に従事して

入も看護師のみでなく，臨床検査技師，臨床工学

いる期間は 6 ヵ月未満 11.5％，1 年未満 11.5％，

技士，診療放射線技師等様々な職種が関わり，多

1 ～ 3 年 15.4 ％，3 ～ 10 年 34.6 ％，10 年 以 上

職種間での内視鏡業務の役割分担や連携等を考え

26.9％と経験は様々であった（表 2）
。技師資格有

ていく必要性を感じた。今後も内視鏡従事者の更

30.7％，無 69.2％（表 3）その中で資格をとりたい

なる質の向上を目指して，それぞれの立場でレベ

36.1％，とりたいと思わない理由は，興味がない，

ルアップでき，すべての施設で安全，安心，安楽

職場に資格取得の理解がない，定年が近い，検査

で確実な内視鏡検査や治療が提供できるよう，高

件数が少ない，今後考えるなどであった。研修会

知県消化器内視鏡技師会としての活動を続けてい

に出席したきっかけは，自主的に 75％，上司に

きたい。

≪利益相反：無≫

勧められた 15.4％（表 4）
，トラブルシューティン
グ，ハンズオンが役に立ったとの回答が 82.7％，

連絡先：〒 780-0072

未記入 17.3％（表 5）
，満足度は大変満足 50％，
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シンポジウム：内視鏡関係での業務改善と工夫
S1

医師からの情報はチームの質を向上させる
－当院でのカンファレンスの実際と工夫－

社会医療法人きつこう会
内視鏡技師

多根総合病院

内視鏡センター

○加村

義昭，大本

美恵，多賀野由美子

吉田

和恵，石井

良子

看護師

川桐

矩子，畑真

寿美，平田由美子

臨床工学技士

辻野

健二，米原

充，須井友紀子

消化器内科医

淺井

哲，赤峰

瑛介，藤本

一ノ名

巧，中尾

栄祐，竹下宏太郎

消化器外科医

加納

由貴

小川

淳宏，清水

将来，金森

直己

浩平

員が参加するようになった。そのことから，全体

はじめに
当センターは，2014 年の検査実績が 7, 304 件

のレベルアップを図る目的でスタッフ間での情報

で内視鏡治療においても件数は少ないが，多種な

共有の強化も行う工夫をした。以前は管理者が情

る手技を積極的に行っている。しかし，実状とし

報を記録し朝礼でプレゼンテーションをしていた

ては統括する上級医を中心に，若い医師が多いこ

が，2015 年 4 月から担当者を振り分け情報を収

とから，医師間の情報共有や指導は必要不可欠と

集することとした。担当者は治療当日までに情報

なる。そのため，コメディカルの協力が更に重要

をまとめ，所見用紙に既往歴や看護的情報，治療

となり，治療においてのストラテジーを我々も理

内容と治療計画，それに伴う必要物品やセデー

解し介助することが要求される。検査・治療をよ

ションなどの使用薬剤，また治療変更した場合の

り安全に遂行するには，医師ばかりではなくコメ

対応策も記載し，治療当日の朝礼時に再度スタッ

ディカルもデバイス選定をも含む情報を把握し，

フへプレゼンテーションを行うことにした。治療

誰が担当になっても患者情報が共有できる環境が

計画や患者情報をスタッフ全体に伝達することで

必要である。よって，コメディカル全体があらゆ

情報共有が密にでき，当日誰が介助に就いても理

る情報を得る場を設けることが重要で，医師との

解できるようになった。また翌日の朝礼時で介助

ディスカッションは有用となる。

についた担当者からスタッフ全体に治療内容の
フィードバックも行うようにした。

現

状
毎週金曜日の早朝に医師達のカンファレンスが

考

察

行われており，上級医による勉強会も含め，院内

カンファレンスにコメディカルも参加すること

マニュアルや各種ガイドラインに沿った予定症例

で，患者情報や治療計画を事前に知ることがで

の治療方針・治療計画・症例の振り返り・反省

き，的確な備品調整を行うことで業務の効率化も

点・今後の改善策について検討している。また，

期待できる。また，治療で必要な指示についての

外科医も加わり内視鏡関連の手術報告なども行っ

重要な情報も把握できるため，病棟と連携を取る

ている。我々コメディカルも，個人のスキルアッ

ことができ，スムーズに患者を受け入れる環境作

プを目的に任意参加していたが，最近ではほぼ全

りが行える。スタッフ全体には，医師から得た情
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報をプレゼンテーションすることで尚且つ責任感

高い治療ができるのだと考える。

も生まれ，より確実な情報が共有でき，当日誰が
担当になっても検査・治療内容を十分理解したう

まとめ

えで介助に就くことができる。また，治療中の担

医師のミーティングに各職種が積極的に参加す

当者変更も対応可能となる。更には，予測される

ることであらゆる情報を吸収することができ，尚

治療時間が大幅に過ぎる場合でもあっても内視

且つ個人のスキルアップにも繋がる。また，それ

鏡スタッフや病棟との連携を取り合うことができ

を全体で共有する事で治療に集中できる環境作り

るため，患者家族への配慮も行なえる。治療後の

が可能となり，病棟との連携も含めたチームの信

振り返りでは，コメディカルの質疑応答も含め全

頼関係を築くことでより安全に治療が行える。
《利益相反：無》

体のディスカッションで，我々も治療内容を知る
ことができる。外科に移行した症例においても手
術内容が外科医より報告され，より深く知識を得

連絡先：〒 550-0025

る事もメリットになる。結果，スタッフのスキル

大阪府西区九条南 1 丁目 12 番 21 号

アップにも繋がり，治療後の反省点は今後の改善

TEL：06-6581-1071

策へと繋げられ，医師をサポートする安全で質の

S2

安全な内視鏡検査を提供するために
－一患者一申し送り用紙を作成して－

坂出市立病院

内視鏡室

内視鏡技師
内視鏡看護師
消化器内科医

○直井

真帆，金丸トモ子

入江美佐子，近藤

順也，上枝

高橋めぐみ，宮武

正恵

多田

尚矢，琢磨

慧，室田

栄子
將之

フ全員が検査中の患者および，次患者について情

背景・目的
当院は，2000 年から電子カルテが導入され，

報を共有し，安全に検査が遂行できる「一患者一

2005 年 4 月からワードパレットを利用し簡便に

申し送り用紙」を作成し導入後スタッフへアン

内視鏡看護記録を記載している。
（第 56 回当学会

ケート調査を行い情報が共有できるかを検討し

で「電子カルテによる内視鏡看護記録と洗浄・消

た。

毒記録～継続看護の充実と患者の安全管理～」を
対象・方法

発表）
当院でのルーチン検査は，鎮静下内視鏡検査が

期間：2015 年 6 月～ 2016 年 3 月

約 8 割を占めており，前回の検査記録が重要な情

対象：

報源である。

1．内視鏡検査を受けた 3, 289 件（上部：2, 467 件・
下部：822 件）

しかし 2014 年 12 月に新築移転し，内視鏡検査
室は 1 室から 2 室に増設，内視鏡専用の透視室も

2．内視鏡検査医 6 名，内視鏡看護師 6 名（内視

併設となり，問診票と電子カルテ記録参照の申し

鏡経験年数 1 ～ 10 年）
，医師事務作業補助 1

送りには数々の問題点が表出した。そこでスタッ

名
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図１

図２

図３
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方法：

すい，情報を共有できる。看護師からは，セデー

1．申し送り用紙を作成

ションの有無・指示量が一目で分かる，医師から

2．運用

の質問に即答できるようになったであった。
さらに追加してほしい項目として，内視鏡検査

検査前日：申し送り用紙に電子カルテと問診
表から必要な情報を記載

初か何度も検査を受けているか，上部内視鏡検査

検査当日：受付スタッフが問診し情報を追加

時はピロリ菌検査希望の有無，ピロリ菌除菌成功

3．内視鏡検査医師 6 名，内視鏡専従スタッフへ

か失敗か，下部内視鏡検査時は腹部の手術歴，婦
人科疾患既往歴などであった。それらの意見をふ

アンケート調査を実施

まえ，用紙を上部・下部・上下部内視鏡検査に分
結

けそれぞれ入院用と外来用との 6 項目に変更した

果
1．申し送り用紙の内容は，患者氏名，セデー

（図 3）
。申し送り用紙の見直しによって，検査別

ションの有無・指示量，抗血栓薬内服の有無・単

に整理されて見やすくなった，内視鏡経験年数を

剤か併用か，薬剤アレルギーの有無，PPI 内服の

問わず情報の収集量に差がなくなったとの意見で

有無，ピロリ菌検査・ピロリ菌除菌の有無，確認

あった。

事項や症状（図 1）とし，検査中記録用紙の 2 ペー
結

ジ目に作成追加した。

論

2．前日，カルテと問診表で情報収集。患者 1

「一患者一申し送り用紙」導入後，職種（医師・

人の情報収集に要した時間は平均 2 分 26 秒であっ

看護師・クラーク）および経験年数を問わず，差

た。

のない情報収集・情報共有ができるようになっ

当日，受付スタッフが患者より問診し情報を

た。

《利益相反：無》

追加，検査中および次患者の申し送り用紙をス
タッフ全員から見える場所に貼付した（図 2）
。

連絡先：〒 762-8550
香川県坂出市寿町三丁目 1 番 2 号

3．アンケート用紙の回収率は 100％（12 名）で
あった。医師・看護師共に申し送り用紙を使用し

TEL ：0877-46-5131

「良かった」と 100％の回答が得られた。その理

FAX：0877-46-2377

由として，必要な情報が一目で判断でき分かりや

S3

内視鏡センターにおける多職種の役割とチーム医療
社会医療法人近森会

近森病院

放射線科看護師

背

内視鏡センター
○東

誠也，高橋

美紀，濱口

臨床検査技師

徳弘

将光，橘

知佐

消化器内科医師

近森

正康，栄枝

弘司

富代

2007 年より臨床検査技師が内視鏡業務を兼任す

景
当院では，2005 年に内視鏡センターを設立し，

内視鏡件数の増加，検査の特殊性や専門性に加

ることとなった。2011 年には救命救急センター
に指定され，地域の中核病院として一次から三

え，量・質ともにスタッフの負担は増えた。そ

次救急を担っている。現在は 22 名の臨床検査技

こで，患者の安全確保と業務の効率化を目的に

師が内視鏡検査の介助を行い，20 名の看護師は，
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内視鏡検査以外にも放射線科全般の検査と，リー

ログラムの再構築。各職種が互いに理解を深め，

ダーとして検査全体のマネジメント業務がある。

情報共有・情報交換のためのミーティングを定期

クラーク・アテンダントは内視鏡センター専属

的に行い，連携をさらに強めていくことが必要と

で，クラークは受付業務を行い，アテンダントは

示唆された。臨床検査技師が参入したことにより

洗浄業務のほか，一部患者の対応も行っている。

看護師の業務も分担され，検査・治療が円滑にな

スタッフは，24 時間緊急検査に対応できるよう

り，職種の特性を生した専門的な検査，検体処理

夜間・休日も交代で勤務を行っている。内視鏡セ

もスムーズに対応ができるようになった。さら

ンター専属はいないが，医師・看護師・臨床検査

に，多職種の分業化により医師が治療に専念でき

技師は，それぞれ 1 日のリーダーを決めて業務を

患者を中心とした検査が安全・安楽に行えている

行うなど内視鏡センターとしての業務指針が確立

と思われる。消化器内視鏡看護業務基準に『チー

されている。しかし，個々のスキルの差や情報の

ム医療とは，医師・看護師・内視鏡技師・コメ

共有が上手くできていないなど，いくつかの問題

ディカル達が患者の利益を中心とする方針に基づ

点が浮き彫りになってきた。そこで今回，職種別

き問題に取り組み，質の高い安全な医療を提供す

の専門性を理解し，それぞれの役割について見直

ることである。チームを効果的に運営するために

しを行い，各職種の問題点を抽出し改善を行った

は各職種の役割や責務を明確にし，各職種の専門

のでここに報告する。

性を発揮できる自律性が求められる』1） とある。
多職種で業務を行うことで職種の役割を生かし質

目

的

の高い医療が提供できる。しかし，情報共有や連

各職種の問題点の抽出と役割の見直し

携が不十分で，またスタッフが固定されていない
ためスキルの差や低下があることが解った。専属

方

法

のスタッフを置きにくい体制の中でも改善できる

内視鏡センターに関わる職種を対象とした自由

ことを見出し実践することで多職種でのチーム医

記載によるアンケート調査

療の強化に繋がると考える。

結果・考察

結

論

多職種と業務を行うことでお互いの業務内容が

効率的な業務の分担を行うことや，それぞれの

理解できるようになり，
「やりがいがある」
「より

問題点を改善していくことにより多職種の強みが

向上したい」という意見が多くみられた。その反

最大限に発揮でき，安全で効率的に検査を行うこ

面，「内視鏡業務の回数が少なく，十分に生かし

とが可能となりチーム医療としてより良い医療が

きれていない」
「コミュニケーションが上手く図

提供できる。

《利益相反：無》

れず連携が不十分」などの意見も多くみられた。
これは多職種で人数も多く専属のスタッフがいな

参考引用文献

いことも原因の 1 つと考えられた。またクラー

1）日本消化器内視鏡技師会看護委員会：消化器

ク・アテンダントからは，
「患者の対応に困る時

内視鏡看護業務基準－内視鏡検査・治療にお

がある」という意見が聞かれた。教育プログラム

ける看護業務基準－．2008. 1

については，各職種でそれぞれが指導し評価し
ているため，他職種の理解度の確認が不十分であ

連絡先：〒 780-8522

る。このようなアンケート結果を踏まえ，今後の

高知県高知市大川筋 1 丁目 1-16

課題として，各職種の業務範囲の見直しと，スキ

TEL：088-822-5231（代表）

ルを上げるための定期的な勉強会の開催や教育プ
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S4

タブレット問診による患者情報と内視鏡データベースの構築
公益財団法人

丹後中央病院

○久保

消化器科

濵田

暁彦

消化器内科

水本

吉則

内科

遠藤

文司

消化器科

楠本

聖典

独立行政法人京都医療センター

成仁会病院
京都桂病院

文子，秦

実基子

中央値は 213 秒で，四分位範囲は 186 秒から 253

背景・目的
タブレット情報端末（Tablet information device：
以下 TID）は，その優れた携帯性と機能性により，

秒であり，階層型問診システムで解答した大半が
4 分程度で入力できていた。

医療現場でも活躍の場が増えている。内視鏡分

入力時間延長因子は，症例毎に設問数が最低

野においても TID を利用して情報連携と業務改

33 問から 40 問と変動が認めることから設問数と

善を図る工夫が必要と考え，本会－第 74 会にお

入力時間の相関関係がないかを検討し，相関係数

いて TID を用いた問診システムの有用性を報告

0.03 と相関がないことが示された。

した。今回，この TID における問診システムを

またどのような被験者がタブレット問診に 260

更に「階層型問診システム」に改善し，内視鏡所

秒以上かかるか，年齢，性別を含め，内視鏡検査

見も一括して管理可能な新たなシステム開発を行

動機，検査歴，PC 関連機器使用歴を含む 7 項目

い，臨床での活用と業務短縮に繋がるかを目的と

にて検討した。
単変量解析を施行したところ，年齢，検査動

し，その有用性について検証した。

機，スマートフォン使用歴，PC 使用歴にて有意
対

差を認めた。

象

さらに多変量解析にて検討した所，年齢，PC

2016 年 3 月より通常大腸内視鏡検査を施行し，
タブレット問診を施行した 106 例を対象とした。

使用歴に有意差を認め，65 歳以上で PC 使用歴の
ない症例はタブレット問診入力に時間を要する因

方

子であることがわかった。

法

そこで，年齢と入力時間を再検討した。65 歳

入力時間，入力時間延長症例因子，空欄数に関

以上であれば入力時間 260 秒にて有意差があって

して前向きに検討した。

も 7 分もあれば，ほとんどの症例がタブレット入
結

力を完了することができる。また，PC 使用歴の

果
106 症例中，男女比 54：52。年齢の中央値は

有無による入力時間においても，7 分もあればほ

53.5 歳で四分位範囲は 43 歳から 66 歳であった。

とんど全ての症例がタブレットの入力が終了する

検査動機として便潜血 47 症例 44.3%，初回検査

ことができる。よって，入力時間に関しては実臨

は 46 症例 43.4％であった。

床ではなんら問題ないことが判明し，検査前の数

設問数は男性で 33 問以上，女性で 35 問以上に

分の待ち時間にて患者周辺情報を得られることが
示された。

て答えることになる。
また，階層型問診の形式のため，各回答内容に

次に，空欄数を検討する。タブレット問診に関

より，設問数が，35 問から 41 問までそれぞれに

する空欄数は，延べ 3917 設問中で 20 ヵ所，106

より増加する。設問数の中央値は 37 問であった。

症例中 17 症例に認めた。全例，タッチミスによ

まず，入力時間について検討する。入力時間の

るものであった。
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空欄があったとしても，1 症例につき，1 個程度

問診は有用であると考える。

であることがわかる。これは，検査前に行う医療
者側での問診確認で補填できることから，実際に

まとめ
階層型タブレット問診入力では，患者情報収集

は患者周辺情報の欠損はなくなることになる。

が的確に取得でき，データベースとして残る。
今後は紙ベースの問診票は不要と判断し，問診情

考察・結語
階層型タブレット問診入力時間の中央値は 213

報の管理が容易になることから，業務短縮につな
がると考える。

秒であった。

《利益相反：無》

入力に 260 秒以上かかる症例は 65 歳以上，PC
関連器機未使用者の症例であり，空欄数 0.5％以

連絡先：E-mail：fumiko. kubo@gmail. com

下であることから，改善された階層型タブレット

S5

タブレット情報端末を用いた内視鏡処置関連情報の管理と看護への活用
独立行政法人

国立病院機構
看護部

京都医療センター
○坂井

洋子，松岡

田口いづみ，森
消化器内科

水本

律子，北野

由美

そのみ

吉則

報端末を用いて処置関連情報の管理と看護記録の

はじめに
近年内視鏡処置件数の増加もさることながら，

作成を試みた。

より高度な内視鏡治療が行われるようになった。
様々なデバイスを用いて長時間の鎮静の下，ESD

システムの特徴
タブレット情報端末の携帯性と利便性を最大限

や ERCP など多彩な処置・治療が行われている。
このため看護師が記録すべき情報が大量に発生す

活かすように工夫しシステムを構築した。問診情

るが，処置終了後にこれらの情報をまとめた上で

報は処置前に看護師が確認し，処置・治療に使用

看護記録としてカルテに入力する事は看護師に

したデバイスや処置内容，バイタルサインもその

とって大きな負担となる。更に複数の治療が連続

都度端末に入力可能となっている。処置終了時に

すればその情報を即座に記録することは難しい。

は薬剤の使用量や鎮静状態の程度，帰室後の要注

処置後病棟での看護にも反映されにくい。また処

意事項などを入力する。検査終了と共に入力は終

置前には患者の背景，既往歴を含めた以前の処置

わり，看護記録として印刷するか PDF ファイル

に関連する情報を素早く把握することも必要であ

として出力可能な状況にしている。なお，一連の

る。しかし，過去の処置の際の体位や鎮静薬に対

データ入力の後，データはサーバーに送信され

する反応などの処置関連情報は医師のカルテや内

データベースとして一括管理され，後の統計処理

視鏡報告書には記載されていないことが多い。し

にも利用可能となる。

かし本来，これらの情報は内視鏡治療中に看護を
行う上で重要であり，処置関連情報として一律か

目

的
内視鏡処置・治療後に生じる看護業務のうち，

つ系統的に記録されるべきである。
今回，業務の効率化を目的としてタブレット情

業務改善できる項目を再検討し，タブレット端末
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の有用性を検討する。

考

察

方

有用性は明らかであった。だが，それと同時に病

今回，タブレット情報端末を用いた看護記録の
法

・ 内視鏡処置・治療終了後にかかる看護記録入力

棟看護師の知りたい情報と内視鏡看護師が伝えた
い情報，記録として残して起きたい情報には若

時間を調査する。
・ 2 施設の病棟看護師へ同じアンケートを実施

干相違があることも判明した。関連病院とのアン

し，申し送り内容で期待する項目の違いについ

ケート結果では，病院間でも違いがあることが判

て評価する。

明した。タブレット情報端末ではその病院独自の

・ タブレット情報端末をもちいた情報管理ができ

設問も可能であり，記録用紙として印刷する場合
のレイアウトも変更可能である。どの医療機関を

るか評価する。

受診しても内視鏡処置・治療を受ける患者が安全
結

で安心できる質を担保した医療が受けられるよう

果
従来は，処置・治療情報を入力し終わるのにお

よそ 7 分を費やしていたが，タブレット群では内

な内視鏡処置・治療関連情報の管理は重要であ
る。
当院でも記録のみならず，発展した看護への活

視鏡処置・治療終了と共に入力が終わり，業務改
善に役立ったといえる。内視鏡治療情報をデータ

用ができるよう今後も検討していきたい。
《利益相反：無》

ベースとして残せるため以前の情報検索も容易に
なった。また，複数の治療が連続してある場合，
処置・治療終了後即座に記録できないこともしば

参考文献
1）UMIN000016093 消化器内視鏡に関連する疾

しばあった。

患・治療手技データベース構築．

タブレットで入力後，看護記録として印刷もで
きることから，電子カルテへの記載が遅くなって
も，帰室後の内視鏡処置・治療を受けた患者に対

連絡先：〒 612-8555
京都府京都市伏見区深草向畑町 1-1

して病棟で看護介入しやすい状況になった。

TEL：075-641-9161

S6

クリニックにおける円滑な内視鏡業務を目指して
石原消化器内科クリニック
看護師

消化器内科医師

○村上

景子，斎藤

加奈，松岡

里佳

塩崎

直美，小野

雅子，石原

重美

高岡

和子

石原

慎一

鏡検査の提供を心がけている。内視鏡検査と外来

背景・目的
当院は 2010 年地域密着型クリニックとして

診療を同時間帯に行っているため，件数増加に伴

オープンした。年間内視鏡検査件数は上部約 700

い業務量は増し煩雑化してきた。そこで安全に効

件，下部約 400 件施行し年々増加している。検査

率的な内視鏡検査が行えるよう業務改善に取組

手法は患者希望を第一優先とし苦痛の少ない内視

み，患者の満足度調査を実施した。結果，業務の
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71%

64%

上部

上部

下部

73%

下部

59%

35%

38%

25%

23%
3% 1%

分かりやすい
図１

ふつう

3% 4%

分かりにくい

短い

検査説明の内容(n=176)

よい

長い

図２ 説明時間の長さ(n=172)

70%

84%

上部

71%

下部

上部

29%
26%

16%

1%

3% 0%
よい

ふつう

短い

わるい

長い

図４ 来院から検査までの時間(n=83)
※対象：上部内視鏡検査受診者のみ

図３ 健康管理ファイル(n=165)

ふつう
4%

ふつう

わるい
1%

以前の
共有室
2%

現在の
個室
98%

よい
95%

図６ 前処置室について
以前の共有と現在の個室良い方(n=59)
※対象：以前の共有処置室と新前処置室
両方を使用したことがある方

図５ 個室前処置室の快適さ(n=97)

簡素化が図れ患者に好評であったので報告する。

倫理的配慮
アンケートは無記名とし投函をもって同意を得

対

たこととした。

象
2015 年 11 月末～ 2016 年 1 月，当院にて内視

鏡検査を受けた患者 176 名（上部 76 名，下部 100

方

法
①医療用内視鏡検査クリニカルパス（以下，医

名）
（有効回答率 100％）

療用パス）に検査前後の詳細な患者状態記載欄や
麻酔回復スコアを挿入した。また内視鏡検査説
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明用紙（以下，患者用説明用紙）を患者が分かり

②時間差来院の導入によりスタッフは「患者を

やすい言葉と内容に改訂した。開院当初から当院

待たせている」という申し訳ない気持ちや焦りが

で初回内視鏡検査予約患者に 1 人 1 冊ポケットク

軽減され，落ち着いて業務に臨めるようになった

リアファイル（以下，健康管理ファイル）を配布

（図 4）
。

している。この取組みは継続とした。②主に胃内

③検査プレート作成によりスタッフからは「外

視鏡検査は午前中に施行している。胃内視鏡検査

来診療患者と内視鏡受診患者との区別がはっきり

受診患者の来院時間を一律にせず 1 人ずつ時間差

しカルテが見つけやすくなった」と好評であっ

で来院してもらうよう設定した。③各種内視鏡検

た。また鎮静剤の有無や中止薬など重要点を付箋

査の色分けシールを貼った細長いプラスチック板

紙で貼付し有効活用している。

（以下，検査プレート）を作成し患者カルテに挿

④個室前処置室が 5 部屋完成し快適な患者ス

入するようにした。④ 2015 年 11 月大腸内視鏡検

ペースを確保した（図 5，6）。衛生面やプライバ

査の前処置室（以下，個室前処置室）を含めた内

シー保護，羞恥心の軽減にも繋がった。ただ個室

視鏡棟が増設された。

前処置室内は閉鎖空間であるため外からは見えな

4 つの取組みに対して患者には満足度調査，ス

い。そのためスタッフは今まで以上に定期的な訪
室で安全確認が重要だと再認識した。また訪室時

タッフには聞き取り調査を実施した。

のコミュニケーションは患者の不安の軽減にも繋
がると考える。

結果・考察
①医療用パスや患者用説明用紙の改訂後，ス
タッフからは「見やすくなり順を追って説明し

結

語

やくなった」
「検査前後の状態や鎮静効果の記録

効率的な内視鏡検査を目指し業務改善に取り組

は次回検査時の参考になる」
「麻酔回復スコアに

んだ結果，各取組みに対して患者から高評価を得

よって覚醒判断が明確になった」との意見があっ

ることができた。スタッフ間では業務が簡素化さ

た（図 1）。説明時間がよいと答えた患者は上部

れ情報共有と意思統一が図れた。今後もクリニッ

59％下部 73％であり，短いと答えた患者は上部

クだからこそできる患者の希望に沿った安心・安

38％下部 23％であった（図 2）
。短いと答えた患

全な内視鏡検査を提供していきたい。
《利益相反：無》

者の中には「説明が足りなかった」と感じたとも
推測できる。必要な説明を理解し納得してもらわ
なければ意味がない。医療者側は説明の速さでは

参考文献

なく患者や家族の反応を確認しながら確実に行う

1）日本内視鏡技師会，内視鏡看護委員会，内

必要がある。健康管理ファイルは文書の紛失や汚

視鏡看護に関するガイドライン集．2014. 9：

損予防，家族間や他院との情報共有，定期的な検

38．

査受診の推奨を目的としている（図 3）
。多くの患
者に長く有効活用してもらうためには使用法のア

連絡先：〒 765-0053
香川県善通寺市生野町 1852-1

ドバイスが継続的に必要だと感じた。

TEL：0877-63-6677
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S7

内視鏡洗浄室における管理体制の改良

－内視鏡洗浄消毒の完全外部委託化にむけて－

東海大学医学部付属八王子病院
内視鏡室 〇渡部

玲子

松永

鳴海さとみ，鈴木
消化器内科

白井

和也，松本

樹里

晴香

孝之

とが期待でき，担当者が交代しても状況確認

はじめに

が共有し易くなった。

当院では消化器領域のみならず，気管支鏡，喉
頭鏡，泌尿器領域の内視鏡も含め洗浄・消毒を一

③ 洗浄機のフィルター交換予定表を作成し，交

括して内視鏡室で行っている。担当するのは，1

換記録も同じ用紙に記録できるようにした。

名の内視鏡技師と 2 名の外部委託要員である。現

これにより，責任者以外の担当者が気付き易

在，内視鏡件数の増加に伴い，洗浄・消毒業務の

くなり，自主的にフィルター交換を行うこと
が可能となった。

完全外部委託化が求められている。そこで，内
視鏡技師の常駐なしでも，①確実かつ安全に洗

④ スコープの定期点検リストを作成し，スコー

浄・消毒が実施される，②スコープの機能・状態

プの損耗状態を把握できる資料も洗浄室に常

が正確に把握できる，の 2 点を企図して，新たな

備した。スコープの点検漏れを減らし，不具

チェックシートおよび記録用紙を作成したので報

合時の業者への修理依頼がより迅速に行える

告する。

ことが期待される。
⑤ 医師別選択スコープ表を作成し，準備するス

方

コープが分かり，効率よく洗浄・消毒が行わ

法

れるようになった。

従来は洗浄履歴と既成のカレンダーにフィル
ター交換日を記入し，責任者が管理していた。今
回，新たにチェックシートおよび下記の複数の記

考

察
洗浄履歴は一般的に定着しつつあるが，洗浄機

録紙を作成した。
① 洗浄機の日常点検用紙（表 1）

の始業点検等，洗浄機の点検記録も残すことによ

② 機器の不具合記録用紙

り，さらに確実な洗浄・消毒の実施が証明される

③ 洗浄機のフィルター交換予定表と実施記録表

と思われる。また，不具合記録用紙や，スコープ

④ スコープの定期点検リスト

の定期点検リストも洗浄室に配置することによ

⑤ 医師別選択スコープ表

り，治療内容を確認し，より適切なスコープを選
択して提供することも可能となった。継続性のあ

効

る記録とそれらの情報をスタッフ間で共有して利

果

① 洗浄機の日常点検表を作成し，始業点検，ア
セサイド濃度確認記録を残すことにより，洗

用することで，より効率的で抜けの少ない機材管
理が可能になるものと思われる。

浄・消毒の異常の早期発見などの管理がし易
結

くなった。

語
洗浄業務を外部委託する際には，業務内容を分

② 機器の不具合情報が収集しやすい洗浄室に不
具合記録用紙を常備し，記録することとした。

析し，委託範囲を決定する必要がある。委託する

これにより不具合情報の収集漏れを減らすこ

業務については，チェックシート等を作成し，管
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表１ 日常点検表
５ア
号セ
機サ
イ
消ド
毒濃
液度
排確
出認
前

長
ブ
ラ
シ
交
換
洗浄消毒装置１号機
ア回 ア ク 洗 洗ク
セ数 ルイ 浄 浄 タ
サ・ コ
履 チ
イ濃
ク 歴
接
ド 度 ル残 チ
続
日確 ・ 量
ブ部
数認 エ 確
の分
・
ン認 ク コ確
ド
ネ認

洗浄消毒装置２号機
ア回 ア ク 洗 洗ク
セ数 ルイ 浄 浄 タ
サ・ コ
履 チ
イ濃
ク 歴
接
ド 度 ル残 チ
続
日確 ・ 量
ブ部
数認 エ 確
の分
・
ン認 ク コ確
ド
ネ認

毎 日
始業点検
洗浄消毒装置３号機
ア回 ア ク 洗 洗ク
セ数 ルイ 浄 浄 タ
サ・ コ
履 チ
イ濃
ク 歴
接
ド 度 ル残 チ
続
日確 ・ 量
ブ部
数認 エ 確
の分
・
ン認 ク コ確
ド
ネ認
洗浄消毒装置４号機
ア回 ア ク 洗 洗ク
セ数 ルイ 浄 浄 タ
サ・ コ
履 チ
イ濃
ク 歴
接
ド 度 ル残 チ
続
日確 ・ 量
ブ部
数認 エ 確
の分
・
ン認 ク コ確
ド
ネ認

洗浄消毒装置５号機
ア回 ア ク 洗 洗ク
セ数 ルイ 浄 浄 タ
サ・ コ
履 チ
イ濃
ク 歴
接
ド 度 ル残 チ
続
日確 ・ 量
ブ部
数認 エ 確
の分
・
ン認 ク コ確
ド
ネ認

昼
食
前
洗
浄
履
歴
確
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帰
宅
時
洗
浄
履
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理体制を改良していく必要があると思われる。

連絡先：〒 192-0032 東京都八王子市石川町 1838

《利益相反：無》
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教育講演
NBI（Narrow Band Imaging：狭帯域光）について
－実臨床での NBI 活用法－

香川大学医学部

諸

消化器・神経内科

講師

小原

英幹

で，粘膜深部へは光が届かず，深部の情報がなく

言
近年，内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD：Endo-

なり表面構造が強調されるしくみである。波長の

scopic submucosal dissection）のような低侵襲的内

短い青色の狭帯域光（415 nm）は，粘膜表層の毛

視鏡治療手技の発展に伴い，癌の早期発見，範囲

細血管を，緑色の狭帯域光（540 nm）は深部の太

及び深達度の内視鏡診断学が，より一層，重要

いシアン調の血管を描出する（図 1）
。
この NBI を用いた拡大内視鏡（最大 85 倍率）

な役割を担っている。その担い手として 2006 年
に従来の白色光では検出しづらい小さな病変を

によって粘膜内の微細血管や構造の評価が可能と

より観察しやすくするため，NBI（Narrow Band

なり，腫瘍の識別および範囲診断に有用とされ

Imaging：狭帯域光）を用いた画期的な画像強調

る 4）。

観察技術がオリンパス社より開発・発売された。
そこで本稿では，実臨床において「NBI がどのよ

スクリーニングにおける NBI 活用法

うに有効活用されるのか」を中心に最新の NBI

食道

診断分類を含めて，概説する。

食道の NBI 観察により領域性の brownish area
（褐色域）を検出することが食道腫瘍の早期発見

拡大内視鏡の歴史

に有用なスクリーニング観察法として報告され

拡大内視鏡の歴史を探ると，1970 年代にその
開発が始まり，榊ら

1）

による胃粘膜の微細構造
2）

る 5）。食道の異型上皮から表在癌の形態は，平坦
な病変が多く，白色光での検出は難しい。NBI 像

により微細血

では，多くの血管が集まる腫瘍（褐色）は，背景

管の観察による胃癌診断が報告された。2006 年

（緑色）とのコントラストの違いから明瞭に検出

の拡大観察，2002 年には八尾ら

に NBI の特殊光が開発され，現在では NBI 併用

できる（図 2：小さな食道癌，図 3：全周性食道癌）
。

下の拡大内視鏡が主に臨床応用されている 3）。

NBI 観察法は，腫瘍の不染域を検出するルゴール
（ヨード）染色法と比較し，簡便かつ時間効率面

NBI のしくみ

で優位といえる。検出病変に対しては，色素内視

光の 3 原則としてすべての色は，赤，青，緑の

鏡や超音波内視鏡を加えた精密内視鏡を二期的に

三色で表現される。NBI は，赤色の光を抜いた青，

鎮静下で行う。十分な鎮静がない状況下での精密

緑の光で構成される。内視鏡観察光の赤の光をな

な食道観察は，大きな呼吸性変動による不十分な

くし，血液中のヘモグロビンが吸収しやすい狭帯

評価や誤嚥を招く恐れがあり，注意を要する。

域化した青と緑の光を照らし画面に表示するのが
NBI 観察である。粘膜表面の赤色の血管が黒くな

胃

り，周囲とのコントラストの違いで血管の評価が

通常，分化型胃癌は，ヘリコバクターピロリ感

可能になる。また，波長が長いほど光は遠くまで

染起因の萎縮粘膜を背景に発生する。萎縮胃で

届く特性から，波長が長い赤の光をなくすこと

は，10 mm 以下の小さな発赤陥凹はしばしば，多
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図１．NBI（狭帯域光）の原理
＊赤の光をなくし、狭帯域化した青と緑の光を投影する

波長短い青色の狭帯域光（415nm）
粘膜表層の毛細血管観察

波長やや長い緑色の狭帯域光（540nm）
やや深部の太い血管観察

図２. NBIによる小さな食道病変検出
白色光

病変の検出困難

NBI非拡大

明瞭な領域性のbrownish area（褐色域）

図３. NBIによる大きな食道病変検出
白色光

病変の検出困難

NBI非拡大

明瞭な全周性のbrownish area（褐色域）
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図４．早期胃癌のNBI拡大像

癌部
Irregular MV（微細血管）

非癌部

癌部

非癌部

Demarcation line (DL)
癌と非癌の微細血管像または構造の違いにより認識できる境界線

図５．４mmの小さな大腸ポリープ
白色光

NBI拡大

微細血管、構造が視認不可
粘膜下層深部浸潤癌

表１． NBI適用分野
詳 細

臓器
検出

範囲診断

良悪性診断

深達度診断

組織型診断

下咽頭

●

●

●

－

―

食道

●

●

●

●

―

胃

●

●

●

－

●

大腸

●

●

●

●

―
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発してみられる。これらを全て生検することは時

困難とされる。胃癌の組織型診断は，微細血管パ

間を要するだけでなく，生検後出血のリスクも存

ターンにより推測可能である。

在する。そこで，NBI 拡大内視鏡を用いた病変の
境界線の有無および微細血管・構造の異型を評価

食道
食道表在癌（癌の深達度が粘膜下層までにとど

することで癌と非癌病変の推測が可能になる（図
4）。この診断法は VS classification として後述す

まる病変）の内視鏡治療適応を決定する上で，粘

る。胃スクリーニングでは，まず，白色光で凹

膜下層浅層（SM 1）癌か SM 2 以深の癌かの術前

凸・色調のある病変を検出し，NBI 拡大にて胃炎

の深達度診断が重要となる。その鑑別ツールとし

と腫瘍を鑑別する手順が望ましい。

て NBI 拡大分類が有用とされる。

上部内視鏡の推奨スコープは，若年者 / ピロリ

井上ら 6，7）により食道粘膜表層のループ状の微

陰性胃においては拡大機能のない超細径内視鏡が

細血管の形状による癌の深達度分類や，有馬ら 8）

安楽度の観点から検診率の向上に繋がる。これら

により無血管域の大きさによる深達度分類が提唱

の非萎縮胃では，胃体部領域に多い褪色域（未分

されてきた。これらが統合されて，現在では，日

化癌）の有無を，十分にひだを伸展させ観察する。

本食道学会新分類として標準化されており，詳細

一方，萎縮性胃炎 / 食道癌発生の高危険因子例

は文献を参照頂きたい 9）。その一方で，NBI 拡大

（飲酒・喫煙）では拡大内視鏡の使用で癌発見率

による深達度診断のみでは，内視鏡治療適応か否

が向上しうる。以上のように，患者背景ごとにス

かの鑑別困難例もあり，通常光，NBI 拡大，超音

コープの選択も必要であろう。

波内視鏡，透視像を組み合わせた総合的な術前診
断が必要となる。しかしながら，食道癌外科治療

大腸

は，食道亜全摘，胃管再建といった術後の QOL

大腸スクリーニングでは，スコープ先端に装着

（Quality Of Life）を損ねる侵襲度の大きな手術に

したフードがひだ裏に隠れたポリープの見落とし

なることは否めない。それゆえ，明らかな SM 2

の少ない病変検出に有用である。また，NBI 拡大

以深（下層深部浸潤）癌以外は内視鏡治療先行が

機能により非腫瘍または腫瘍性病変を鑑別するこ

望ましいともされる。

とで不必要な内視鏡切除を減らせる。また，小さ
なポリープでも NBI 拡大機能で微細血管，構造

胃

が視認できない病変では下層深部浸潤癌と推測

近年，NBI 拡大観察下胃癌診断法として八尾

され，内視鏡治療の適応外病変と判断できる（図

ら 10，11）により VS classification system が提唱され

5）。

本邦では標準化に向けた取り組みがなされてい

従って，下部内視鏡の推奨スコープは NBI 拡

る 12）。

大機能付がより望ましい。高齢，手術後癒着のあ

これは，

る挿入困難予測例では，操作性の良好な細めのス

◆ Demarcation line（DL）
（癌と非癌の微細血管像

コープの選択を考慮してみる。

または構造の違いにより認識できる境界線）の
有無をまず，評価する。

NBI 拡大の適応および分類

◆微細血管構造（MV：microvascular pattern）と微

NBI が有用な適用臓器を表 1 に示す。

細表面構造（MS：microsurface pattern）を regular

NBI は食物の通過する下咽頭～大腸まで特殊な

/irregular/absent の 3 パターンに各々，評価する

組織形態を除いて検出，範囲診断，良悪性診断に

その病変が，Irregular MV pattern with a demarcation

おいて有用とされる。深達度診断は，食道，大腸

line または Irregular MS pattern with a demarcation

において定型化した分類が後述するように有用と

line であることを満たせば，癌と診断しうるシス

される。一方，胃癌の NBI 拡大による深達度診

テムである。

断は，胃炎の影響，多様な組織型が存在するため
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のための消化器内視鏡ガイド（田村君英編）
．

大腸

学研 2010．

大腸の拡大内視鏡診断には，色素撒布した表
面構造を評価する工藤，鶴田ら 13） が提唱した

5）Muto M, Minashi K, Yano T, et al：Early

Pit pattern 診断が一般的に用いられてきた。その

detection of superficial squamous cell carcinoma

表面構造の形態 pit の形状から，過形成性病変

in the head and neck region and esophagus by

や，腺腫病変の診断，また癌の深達度診断に有

narrow band imaging： a multicenter randomized

用な分類である。近年では，NBI 拡大による大

controlled trial. J Clin Oncol 2010；28：1566-

腸腫瘍分類として林，田中ら

14）

1572．

により国際普及

を目指して SM 高度浸潤癌か否かつまり，内視

6）井上晴洋，ほか：特殊光による内視鏡アトラ

鏡治療または外科手術の区別化に重点を置いた

ス－ NBI・AFI・IRI 最前線（田尻久雄編）
：
日本メディカルセンター 2006：36-49．

Global に 分 か り や す い NBI 基 本 分 類（NICE 分
類：NBI International Colorectal Endoscopic（NICE）

7）Inoue H, Kaga M, Ikeda H, et al：Magnification

Classification）が提唱され広がりをみせつつある。

endoscopy in esophageal squamous cell

今後，更なる議論がなされ，分類の標準化が待た

carcinoma : a review of the intrapapillary

れる。

capillary loop classification. Ann Gastroenterol

本講演では主な色素内視鏡 4） と次世代の新た

2015；28：41-48．

な内視鏡診断法として約 1000 倍率で病理組織

8）有馬美和子，ほか：表在食道癌の微細血管像

像に類似した内視鏡画像を取得できる顕微内視

による深達度診断．消化器内視鏡 2005；17：

鏡

15，16）

2076-2083．

についても紹介した。詳細は文献を参照

9）小山恒男，ほか：日本食道学会拡大内視鏡分

されたい。

類．胃と腸 2014；49（2）：148-152．
10）Yao K, Takaki Y, Matsui T, et al：Clinical

おわりに
「華やかな治療学の前に，診断学ありき」の概

application of magnification endoscopy and

念が，最高の医療をもたらすことに異論はない。

narrow-band imaging in the upper gastrointestinal

近年の内視鏡診断学において NBI という光学技

tract : new imaging techniques for detecting

術は，消化管癌において飛躍的な検出能，診断能

and characterizing gastrointestinal neoplasia.

をもたらしている。

Gastrointest Endosc Clin N Am 2008；18：415433．

文

11）八尾建史著：胃拡大内視鏡．日本メディカル

献

センター 2009．

1）Sakaki N, Iida Y, Okazaki Y, et al：Magnifying
endoscopic observation of the gastric mucosa,

12）Uchita K, Yao K, Uedo N, et al：Highest power

particularly in patients with atrophic gastritis.

magnification with narrow-band imaging is

Endoscopy 1978；10：269-274．

useful for improving diagnostic performance for
endoscopic delineation of early gastric cancers.

2）Yao K, Oishi T, Matsui T, et al：Novel

BMC Gastroenterol. 2015；15：155．

magnified endoscopic findings of microvascular
architecture in intramucosal gastric cancer.

13）工藤進英著：大腸 pit pattern 診断．医学書院
2005．

Gastrointest Endosc 2002；56：279-284．
3）田尻久雄監修：加藤元嗣，田中信治，斉藤

14）Hayashi N, Tanaka S, Hewett DG, et al：

学編：新しい画像強調内視鏡シス

Endoscopic prediction of deep submucosal

テム NBI/BLI アトラス．日本メディカルセ

invasive carcinoma : validation of the narrow-

豊，武藤

band imaging international colorectal endoscopic

ンター 2013．
4）小原英幹，岡本澄美子，ほか：技師＆ナース
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38：891-895．

2013；78：625-632．
15）Inoue H, Sasajima K, Kaga M, et al：Endoscopic

16）Sumiyama K, Kiesslich R, Tajiri H, et al：In

in vivo evaluation of tissue atypia in the

vivo imaging of enteric neuronal networks in

esophagus using a newly designed integrated

humans using confocal laser endomicroscopy.

endocytoscope : a pilot trial. Endoscopy. 2006；

Gastroenterology 2012；143：1152-1153．

― 101 ―

日本消化器内視鏡技師会会報 No.57

イブニングセミナー
内視鏡技師のための消化管病理学講座
高知大学医学部

病理学講座

倉林

睦

今日，拡大内視鏡や特殊光内視鏡など内視鏡

ラート）作成を行い，診断まで，生検材料でおお

の性能も飛躍的に向上し，早期発見に伴う poly-

むね 48 時間程度ですが，検体の大きさ種類によ

pectomy，内視鏡的粘膜切除術（Endoscopic Mucosal

りさらに時間がかかります。

Resection：EMR）
，内視鏡的粘膜下層剥離術

検体提出の際には組織の変形や検体瓶から取り

（Endoscopic Submucosal Dissection：ESD）な ど 内

出す際の崩壊を来さないよう，口の広い，充分な

視鏡的治療も日常的なものとなりました。今後，

大きさの容器に，検体がしっかりと浸かる充分な

ますます，内視鏡技術は向上，発展していくもの

量の固定液を入れて固定する必要があります。検

と思われ，さらに微小な病変の発見が可能となる

体の変形は，大腸腺腫に部分的に含まれる腺癌成

ことは想像に難くありません。微小な病変から採

分がきちんと切片上に現れないなど，部分により

取された微小な検体による診断が求められるよう

異なる病変を含む検体の正確な組織診断を妨げる

になると思われ，適切な検体の取り扱いが求め

可能性があり，避けるべきです。
固定は組織・臓器の自家融解，腐敗を停止さ

られるようになると思われます。我々病理には，
日々，これら内視鏡的に採取された組織が多数提

せ，光学的に観察可能にし，抗原性の保持する目

出されてきます。1 日に担当する組織診断の多く

的で行われます。固定操作は良い標本を作製する

が内視鏡的に採取された検体であるといっても過

第一歩であり，標本の善し悪しは固定によって決

言ではないと思います。内視鏡検査室と病理部門

まると言っても過言ではありません。固定液には

は，業務としてはこのように連続した非常に近し

染色性，抗原性の保持の観点より，10 ～ 20％中

い関係にあります。しかしながら，病理医の数は

性緩衝ホルマリン（PH 7.2 前後）が推奨されます。

少なく，多くの病院には病理検査部門がないこと

固定時には挫滅に注意し，EMR，ESD 材料に関

もあり，両者の連携はあまり密ではない現状があ

しては，断端の判定ができるようにゴム板などに

ると思います。

検体辺縁が丸まらないように軽く引っ張りながら

今回，「内視鏡技師のための消化管病理学講座」

適切に進展し，口側，肛門側のオリエンテーショ

ということで，内視鏡室で採取された検体に対し

ンがわかるように，マーキングすることが必要に

て，病理部門はどのような点を気にするのか。検

なってきます。検体辺縁の処理に関しては，肉眼

体採取の際の処理においてどのような修飾が加わ

的に折れ込んでいなければ，大きな問題にはなら

る可能性があり，診断にどのような影響を及ぼす

ないものと思われ，むしろ引っ張りすぎて断端部

かなどを紹介させていただきます。

分の組織が崩れないように注意します。できれ

まず病理に検体が届くと，我々は，提出された
検体に間違いがないか，取り違えの可能性がない

ば，病変部にピンを打たないようにする配慮も必
要です。

かなど，患者氏名，個数，臓器名などをチェック

適切な固定もさることながら，検体処理の段階

します。この際もっとも病理が恐れるのは一にも

で，組織を乾燥させないように注意する必要があ

二にも検体の取り違えです。問題がなければ，標

ります。乾燥は，組織の収縮など形態に変化を与

本作成にかかります。我々の教室では，受付か

えるのみならず，抗原性にも影響を及ぼし，免疫

らパラフィン包埋，薄切，染色など切片（プレパ

組織化学染色（免疫染色）の染色性の低下をもた
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らします。我々病理医が組織診断を行う際，病変

ます。病理診断は，検体採取に従事する方の適切

部が挫滅していたり，病変部分が少なかったり

な検体処理の上に成り立っているといっても言い

と，断定的な診断に至らない場合がありますが，

過ぎではないと思います。

場合により免疫染色はこれらを補い，また，低分

我々病理は外科的に摘出された組織や，内視鏡

化型腺癌と大細胞性リンパ腫との鑑別などを例

的に摘出された組織など様々な組織での診断を

に，我々にとって強力な武器となります。加えて，

行っています。外科的治療の重要性ももちろん変

分子標的治療が日常的に行われている現在の医療

わらないと思いますが，最初に述べましたとお

において，組織切片を用いて行われていることは

り，様々な内視鏡の性能の向上や癌細胞の検出技

組織診断のみではなく，胃癌のハーセプチン治療

術の開発などにより，微小病変の段階での早期発

における HER 2 をはじめとする，今後の治療方

見が今後益々増え，内視鏡的治療の占めるウェー

針の決定のための検索も，免疫染色や遺伝子検索

ト・重要性は今以上に増していくものと思われま

を用いて行われています。つまり，不適切な固定

す。双方の診断精度の向上のためにも，内視鏡部

（固定不良）や乾燥による抗原性の変化は，不正

門と病理部門はより緊密な連携のもと，お互いの

確な免疫染色をもたらすことで，診断の不確実性

情報を共有し，フィードバックしあっていく重要

をもたらすのみならず，患者さんの治療にまで影

性もまた，増していくものと思います。

響を与えてしまう可能性があります。最後に，挫
滅も，組織形態をわからなくさせることは当然の

この度は，私のような病理診断従事者に，この

ことながら，免疫染色においても，偽陰性や，逆

ような発表の機会を与えて下さった日本消化器内

に，抗体の非特異的な付着をもたらして偽陽性を

視鏡技師学会の会員の皆様に厚く御礼申し上げま

もたらす場合があり，染色結果の正確性を損ない

す。
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ランチョンセミナー
L1

内視鏡洗浄消毒のベストプラクティス
－明日を切り拓く感染制御－

社会医療法人生長会

L2

ATP ＋ AMP

府中病院

高橋

陽一

谷道

清隆

ふき取り検査で洗浄を評価する
医療法人財団

医療法人社団

誠馨会

河北総合病院

セコメディック病院

キッコーマンバイオケミファ株式会社

企画開発部部長

折笠亜矢子
佐藤

昇良

米原

充

L 3 （1）内視鏡の感染管理
－履歴プリントを用いた取り組み－

多根総合病院

内視鏡センター

ESR-200 がある。ESR-200 はスコープ 1 本のみ

はじめに
日本医療評価機構の医療事故情報収集等事業に

洗浄消毒する際のシングルモードを搭載してお

おいて「内視鏡の洗浄・消毒」に関した事例が報

り，付属の洗浄槽アダプタを装着することで，給

告されている。事例を分析すると，使用前後の内

排水量を最適化し，工程時間を短縮できる。消毒

視鏡スコープ管理規定が不十分である。その点か

液は過酢酸製剤「エスサイド消毒液 6％」を使用

らも履歴管理は重要な役割を果たすと言える。し

する。ESR には濃度チェックに必要な消毒液を

かし，必要性を理解してもコストの問題や作業効

回収できる専用コルクが付属しており，容易に過

率，業務負担などの問題がある。当院では F 社

酢酸が回収できる。また，本体内部に専用ソフト

製「内視鏡情報管理システム」
（NEXUS）と「内

が内蔵されており 12, 000 件の洗浄・消毒履歴が

視鏡洗浄消毒機」
（ESR）を導入し，
「洗浄・消毒

記録される。

履歴管理」および「履歴プリント」を用いた感染
管理への取り組みや業務効率を高める運用を行っ

ESR「洗浄・消毒履歴管理」工程
ESR は通常稼働すると自動で洗浄・消毒情報

ている。

が ESR 単体に保存され，情報をデータとして蓄
内視鏡洗浄消毒機 ESR

積することが可能となる。それらは履歴管理ソフ

ESR は 1 本洗浄の ESR-100 と 2 本洗浄可能な

トの「洗浄消毒履歴管理システム」
（図 1）にてパ
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L3-1 図表

図1

図4

洗浄消毒履歴管理システム

図 2 スコープ ID タグ

NEXUS「洗浄・消毒履歴管理」

図7

スコープ情報

図 10

洗浄・消毒履歴プリント

図8

図 5 スコープ情報

洗浄者情報

ID シール

図 6 患者情報

図 9 洗浄工程入力

図 11 スコープ保管庫

ソコン上一元化され，1 本毎の情報も閲覧できる。

図3

図 12 内視鏡記録用紙

自らの業務を再確認することが重要である。

工程としては ESR へのスコープセッティング時
にスコープ情報「スコープ ID タグ」
（図 2）
，洗

内視鏡情報管理システム（NEXUS）
NEXUS は電子カルテからの患者情報やオー

浄者情報「ID シール」
（図 3）をスキャンする。
自動的に行われるからこそ各自が責任をもって

ダー内容を統括し，使用するスコープメーカーの
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制限もなくバーコード運用ができる。多様なネッ

「洗浄・消毒履歴プリント」の活用

トワークで統合するオープンシステムは，受付か

ESR から自動出力される「洗浄・消毒履歴プ

らレセプト請求まで，内視鏡のあらゆる業務を総

リント」
（図 10）はパソコンと同じ情報が確認で

合運用する情報管理システムである。取り組みに

きる。
プリントを直接清潔スコープに貼ることで，

よっては施設に合わせた独自の運用も可能とな

スタッフ間での情報共有が迅速に行えることが利

る。また NEXUS の「洗浄・消毒履歴管理」
（図 4）

点となる（図 11）。また，重要度の高い簡潔な情

はスコープのバーコード入力により患者情報と紐

報が一目で把握できることは，効率の良いスコー

付き，洗浄工程をタッチパネルで入力する。

プ選択も可能となり業務の効率性も向上させた。
プリントが貼られていないスコープは不潔と判断

NEXUS「情報管理システム」

し，パソコン上の履歴検索を行うなど，清潔不潔

検査前に内視鏡システム側へスコープ情報（図

の院内規定も明確となった。さらに無駄にふれな

5）および患者情報（図 6）をバーコード入力し，

い運用は交叉感染防止も期待でき，長期未使用ス

検査開始となる。

コープの判定にも役立っている。

NEXUS「洗浄・消毒履歴管理」工程

「洗浄・消毒履歴プリント」の運用

検査終了後，使用したスコープを ESR で洗浄・

洗浄・消毒履歴プリントの運用として清潔ス

消毒する際に NEXUS「洗浄・消毒履歴管理シス

コープに貼布されたデータによりスコープを選

テム」への登録として，タッチパネルアームに搭

択。スコープ情報をデータ入力後，内視鏡記録用

載しているスキャナーを用い，スコープ情報（図

紙（図 12）に添付し，検査終了後電子カルテに記

7）および洗浄者情報（図 8）をスキャンする。同

録用紙ごとスキャナー入力している。

じバーコードの登録により患者情報とスコープ情

これにより施設の医療安全の質を向上させ，病

報は紐付けられる。ESR 稼働後，タッチパネル

院中の電子カルテからどの部門でも洗浄工程を確

を使用し，洗浄工程を入力する（図 9）
。この工程

認できる。

により NEXUS での「洗浄・消毒履歴管理」
（図 4）
その他工夫

では，より詳細な情報が集結する。

① タッチペン
電子機器であるタッチパネルを操作する際の

当院での現状

汚染・防水対策に「DS タッチペン」を使用。

業務負担を最小限にすることを目的に，極力パ

清潔・不潔操作に 2 本配置。

ソコンへの手入力を行わない運用を行っている。
導入して 5 年経過後の現状として，ESR の稼働

② 結束バンド

と NEXUS の「洗浄・消毒履歴管理」を同時に操

ESR 洗浄チューブには各メーカーイメージカ

作することは困難であり，まずは ESR での業務

ラーの結束バンドで色分け。

を優先する。その後，洗浄の工程を NEXUS に事
後報告している。

まとめ

情報の 2 分化管理

省き，必要な情報を効率よく検索することに役立

洗浄・消毒履歴の 2 分化管理は，無駄な作業を
洗浄情報は 5W1H が基本であり，ESR と NEXUS

つ。結果，情報の分担を図ることで業務負担が
軽減した。現実的に，パソコン上の洗浄・消毒履

には同情報が記録されている。
実際に稼働している ESR では開始・終了時間

歴を患者毎に確認することは，検査の稼働率から

を主体とし，事後報告での NEXUS では患者情報

も難易度が高い。しかし，医療安全は確実な運用

との紐付けを重視した，2 分化管理としている。

でなければならない。
「洗浄・消毒履歴プリント」
の活用は，清潔・不潔のスコープを明確にし，業
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務の効率性も向上させた。洗浄・履歴管理の更な

が連携し，タッチパネルでの操作が不要となるこ

る期待は ESR と NEXUS の「洗浄・消毒履歴管理」

とを望む。

L 3 （2）消化器軟性内視鏡の安全管理
－ディスポーザブル洗浄ブラシの活用による医療現場のリソース最適化－

川崎医科大学附属病院

内視鏡・超音波センター

河上真紀子

ディスポーザブル洗浄ブラシ導入の一番の理由

してあるコイルシースのリユーザブル洗浄ブラシ

は感染管理である。当院では感染管理認定看護師

を完全に洗浄する方法には，洗浄ブラシを使用し

を含む感染対策室が設置され，インフェクション

ていないときはタンパク除去剤に浸漬し，そのタ

コントロールチーム（ICT）を設置し，院内の感

ンパク除去剤は浸漬するたびに交換が必要という

染管理に積極的に取り組んでいる。また，私立学

内容から，当院の体制ではどの対応が困難と判断

校共済の相互ラウンドの際に内視鏡洗浄一本化に

し，ディスポーザブル洗浄ブラシを導入すること

ついて質問があり，当院でも実現に向けて動き出

になった。他社と使用感を比較し，より洗浄しや

した。内視鏡センターが注目されるようになり，

すいものを選び，感染対策室と内視鏡センターか

色々な指摘を受けリユーザブルブラシを浸漬して

ら病院に申請書をあげ，U 社製のディスポーザブ

いた蛋白除去剤について質問があった。

ル洗浄ブラシ（ダブル）
（図 1）の採用に至った。

米国の感染症対策の総合研究所 CDC（アメリ

プラスチックシースが把持しやすくコシがあっ

カ疾病予防管理センター）のガイドラインに記載

て入れやすいこと，ブラシの毛の密度が濃くて

L3-2 図表

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

図1

U 社製ディスポーザブル洗浄ブラシ（ダブル）
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汚れを除去しやすいこと，また両端にブラシの毛

ポーザブル洗浄ブラシ（ダブル）に変更してから，

が付いており，鉗子口から入れて，内視鏡の先端

その指摘はなくなった。

から引き抜いて使用できるため，除去した汚れを

使用した後の洗浄ブラシ自体の洗浄・消毒 の

管路内に戻さなくても良いことを評価した。ブラ

手間，ブラシの毛の磨耗やシースの屈曲による作

シの洗浄・消毒にかかる手間がなくなり内視鏡洗

業のばらつき，さらには，内視鏡の損傷の可能性

浄の効率化ができたこと。また吸引ボタンのバル

を考えると，洗浄ブラシのディスポーザブル化は

ブ部分の損傷がなくなったことである。当院では

安全で効果的な洗浄が期待できると思われる。

洗浄員が頻繁に変わるので，洗浄ブラシによる洗

また，その他の感染管理対策としては，オー

浄作業が徹底されていないと，削れ防止アダプタ

バーチューブ，先端アタッチメント，マウスピー

を付けていても，洗浄ブラシのコイルシースによ

ス，ERCP 関連物品などのディスポーザブル製品

るバルブ部分の削れが起こることが多々あった。

をすべてディスポーザブル化している。今後も，

バルブの削れは保守契約の点検の時に指摘される

より安心で安全な内視鏡治療が提供できるように

ことがあったが，洗浄ブラシを U 社製のディス

していきたいと考える。

L 4 （1）めっちゃ簡単，誰でもできるタブレット端末を用いた
内視鏡診療の効率化
外来内視鏡診療

－的確な情報収集とは－

公益財団法人

丹後中央病院

救急中央部内視鏡室
久保

文子

まず，私の病院を紹介する。

臨床工学技士が 1 人，メディカルクラークが 1 人，

京都府の最北端に位置する京丹後市にある。日

内視鏡洗浄員として看護補助が 1 人で構成されて

本海に面しており，いつも新鮮な魚貝類を食べる

おり，医師・看護師については，交代で外来診療，

ことができる。冬になると，
「間人がに」が解禁

救急対応，当直も実施している。
また当院では，実施した内視鏡データについて

となり，となりの宮津市には，有名なあまの橋立

は，A. Z 株式会社製の内視鏡画像ファイリングシ

があり，とても自然豊かな地域である。
われわれの京丹後市の総人口は現在，約 5 万 5

ステムを使用しており，カルテについては，まだ

千人です。京丹後市の人口ピラミッドの形は，つ

紙カルテを使用している。ただ，今後は電子カル

ぼ型の形で高齢者が多い地域になる。また，統計

テも導入されていくと思われる。その中で，電子

によると，3 人にひとりが 65 歳以上で，7 人にひ

カルテになった場合，現在紙ベースでおこなって

とりが 75 歳以上だといわれている。そして，丹

いる，問診表，検査時の看護記録，洗浄履歴など

後中央病院は，
京丹後市の中央部に位置しており，

の管理を電子化しなければならない。そこで，ま

約 300 床の病院である。

ず，レイシスソフトウエアーサービス株式会社に

内視鏡の件数は，昨年度は上部内視鏡が 2, 396
件，下部内視鏡が 1, 202 件，ほかにも ESD や ERCP

より開発された音声所見入力システムのタブレッ
ト情報端末にて問診を入力することにした。

などの治療内視鏡件数が 210 件実施されている。
内視鏡のスタッフの人数は，常勤医が 1 人，日常

音声所見入力システムとはなにか？

勤医が 5 人，看護師 3 人（うち 2 人が内視鏡技師）
，
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接問診に答えていただく。わかりやすい 1 問 1 答

るようなり，問診項目については，問診の回答内

形式で，質問内容により複数選択も可能である。

容により，さらに階層形式で問診が追加されてい

入力が終わればタブレットを返却してもらい，

く「対話型の問診システム」に改善しました。
このシステムは，回答により次の問診項目が表

引き続いて看護師により問診内容の確認や訂正，
使用薬剤や使用スコープの追加入力をすることが

示され，個々に応じた問診内容になり，的確な情

できる。

報収集ができるようになった。そこで，新バー

それから，
「検査開始」の発声と共に検査が開
始され，検査中にポリープなどがあれば音声にて

ジョンの階層型タブレットを用いた有用性の検討
を再度行った。

所見が入力されるので，検査後に所見を入力する
時間がはぶかれる。そのため，すぐに次の検査

検討その 2 である。
2016 年 3 月より通常大腸内視鏡検査を施行し，

をすることも可能である。また，検査終了と共
に，所見が完成し，また，患者にお渡しする検査

タブレット問診入力を実施した 106 例を対象とし

結果もプリントアウトでき非常に便利である。し

た。入力時間，入力時間延長症例因子，空欄数に

かも，問診で得た情報や音声入力された所見情報

関して前向きに検討した。対象は，男女比 54：

から病理結果まで，管理用のパソコンに転送され

52，年齢の中央値 53.5 歳で四分位（しぶんい）範

る。そして，自動的にそのデータは蓄積され，一

囲は 43 歳から 66 歳であった。
検査動機として，便潜血 47 症例 44.3％。初回

括管理できるシステムなのである。
とても便利な，システムであるが，果たして高

検査は 46 症例 43.4％であった。

齢者の多い私たちの地域でタブレット問診をして

設問数は男性で 33 問以上，女性で 35 問以上を

もらえるのかが不安であった。そこで，実際に下

答えることになるため，各回答内容により設問数

部内視鏡検査でタブレットを使用し，その有効性

が 35 問から 41 問まで，それぞれにより増加する

を 2 度にわたり検討してみました。

形になり，設問数の中央値は 37 問であった。
まず，入力時間についての検討である。入力時
間の中央値は 213 秒であり，四分位範囲は 186 秒

まず，検討その 1 である。
タブレット問診の有用性を，2015 年 4 月から

から 253 秒であった。大半が 4 分程度で解答でき

1 ヵ月の間，大腸内視鏡検査を実施した 173 症例

ていた。また，問診の数は，患者の個々によって

について検討した。

異なり，最低 33 問から最大 41 問と変動があった。

大腸内視鏡検査，173 症例のうち，同意がとれ

そこで，設問の少ない人は入力時間が短く，多い

ない 1 症例と日本語が理解できない 1 症例を除く，

人は時間がかかるのかどうかを設問数と入力時間

171 症例を，タブレット問診を使った 83 症例と

に相関関係がないかを調べた。
その結果，相関係数は 0.03 で，問診の数とそ

紙ベースの問診を使用した 88 症例に分け，検討
した。その結果，65 歳以上または，PC 関連機器

の入力時間に相関関係がないことがわかった。

を使っていない患者は，タブレット入力をするの
に時間がかかる傾向はあったが，それでも 7 分以

次にタブレット問診入力に 260 秒以上かかった関

内にほとんどの患者が入力でき，活用ができると

連因子について
年齢，性別を含め，内視鏡検査動機，検査歴，

判断した。しかし，問題点があった。
高齢者には文字の大きさの調整が必要で，固定

PC 関連機器使用歴を含む 7 項目にて検討してみ

された問診内容だったため，全員が同じ内容の問

た。単変量解析をしたところ，年齢，検査動機，

診に答えなければならず一方的な問診になってい

スマートフォン使用歴，PC 使用歴にて有意差を

た。そこで，問診項目を増やし，患者に応じた効

認めた。更に，多変量解析にて検討した所，年齢，

果的な問診内容にしたいとの意見があり，バー

PC 使用歴に有意差を認めた。

ジョンアップした。文字の大きさが切り替えられ
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ト問診に長時間を要する可能性があることがわ

患者周辺情報は全て入力できることになる。
そしてこの対話型タブレット問診は，

かった。
次に，年齢と入力時間を再検討してみた。65

① 65 歳以上，PC 関連機器を使ったことがない
患者にも患者主体で十分に問診に答えられた。

歳以上の場合，入力時間が 260 秒で有意差があっ
たとしても 7 分もあれば，ほとんどの症例がタブ

② 階層型の質問形式になったため，より詳しく
的確に情報収集できるようになった。

レット入力を完了することができた。
また，PC 使用歴の有無による入力時間におい

③ 得た情報は，転送された管理用パソコンにて
自動でデータ化された。

ても 7 分もあればほとんど全ての症例がタブレッ

このことから，対話型タブレット問診システム

ト入力が完了することがわかった。
結果，入力時間に関しては，実臨床ではなんら

は，紙ベースで行っていた問診票の管理や所見な

問題はないことが判明し，検査前の数分の待ち時

どを含めた過去のデータの振り返りが簡単にで

間にて，十分に患者周辺情報を得られることがわ

き，業務短縮につながると考える。
そして，私にとってこのタブレット問診は，患

かった。
タブレット問診に関する空欄数については，延
べ 3917 設問中で 20 ヵ所，106 症例中，17 症例に

者とわれわれ医療者とマンツーマンでできる「プ
レゼンテーションツール」だと感じている。
どれだけあなたのこと知りたいか，どれだけあ

認めました。全例，タッチミスによるものであっ

なたのからだのことを思い，最善の検査を受けて

た。
空欄があったとしても，1 症例につき，1 個程

もらえたいかを伝えるためのプレゼンテーション

度のものである。この空欄については，検査前に

ツールだと考え，これからも，1 つ 1 つの内視鏡

医療者側の問診一覧で確認，補填でき，実際は，

検査に携わって行きたいと思っている。

L 4 （2）タブレット端末を用いた内視鏡診療の効率化
〔効率よい病棟との連携〕－処置終了と共に看護記録完成－

国立病院機構

京都医療センター

外来治療部門内視鏡室

坂井

洋子

し，過去の処置の際の体位や鎮静薬に対する反応

はじめに
近年内視鏡処置件数の増加もさることながら，

などは医師のカルテや内視鏡報告書には記載され

より高度な内視鏡治療が行われるようになった。

ていないことが多い。しかし本来，これらの情報

様々なデバイスを用いて ESD や ERCP など多彩

は看護を行う上で重要であり，処置関連情報とし

な処置・治療が行われ長時間の鎮静がなされる。

て一律かつ系統的に記録されるべきである。内視

このため看護師サイドで記録すべき情報が大量に

鏡処置，治療後に起こりうる合併症や偶発症に対

発生するが，処置終了後にこれらの情報をまとめ

する，病棟看護師の看護介入にも，情報が必要不

た上で看護記録としてカルテに入力することは看

可欠である。

護師にとって大きな負担となる。更に複数の治療

今回，業務の効率化を目的としてタブレット情

が連続すればその情報を即座に記録することは難

報の端末を用いて処置情報関連の管理と看護記録

しい。処置後病棟での看護にも反映されにくい。

の作成を試みた。

処置前には患者の背景既往歴や以前の処置に関す
る情報を素早く把握することも必要である。しか
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レットで入力後，看護記録として印刷もできるこ

システムの特徴
タブレット情報端末の携帯性と利便性を最大限

とから，電子カルテへの記載が遅くなっても，病

活かすように工夫しシステムを構築した。問診情

棟看護師が帰室後の内視鏡処置・治療を受けた患

報は処置前に看護師が確認し，処置・治療に使用

者に対して看護介入しやすい状況になった。

したデバイスや処置内容，バイタルサインもそ

今回，タブレット情報端末を用いた看護記録の

の都度端末に入力可能となっている。処置終了時

有用性は明らかであった。だが，それと同時に病

には薬剤の使用量や鎮静状態の程度，帰室後の観

棟看護師の知りたい情報と内視鏡看護師が伝えた

察事項などを入力する。検査終了と共に入力は終

い情報，記録として残して起きたい情報には若

わり，看護記録として印刷するか PDF ファイル

干ズレがあることも判明した。関連病院とのアン

として出力可能な状況にしている。なお，一連の

ケート結果でも出ていたが，病院間でも違いは生

データ入力の後，データはサーバーに送信され

じていた。タブレット情報端末ではその病院独自

データベースとして一括管理され，後の統計処理

の設問も可能であり，記録用紙として印刷する場

にも利用可能となる。

合のレイアウトも変更可能である。どの医療機関
を受診しても内視鏡処置・治療を受ける患者が安
全で安心できる質を担保した医療が受けられるよ

効率良い病棟との連携
内視鏡処置・治療後に生じる看護記録がタブ

うな内視鏡処置・治療関連情報の管理は重要であ

レット端末を使用することで帰室後の看護介入に

る。看護記録のみならず，タブレット端末を用い

活かせるのか。従来は，処置・治療情報を入力し

た内視鏡診療の効率化，病棟との連携，発展した

終わるのにおよそ７分を費やしていたが，タブ

看護への活用ができるよう今後も検討していきた

レット群では内視鏡処置治療終了と共に入力が終

い。

わる。内視鏡治療情報をデータベースとして残せ
るため以前の情報検索も容易になった。また，複

連絡先：〒 612-8555

数の治療が連続してある場合，処置・治療終了後

京都市伏見区深草向畑町 1-1

即座に記録できないこともしばしばあった。タブ

TEL：075-641-9161

L 4 （3）内視鏡データベースの構築
－内視鏡技師の業務短縮に繋がるデータベース構築とは－

独立行政法人

国立病院機構

京都医療センター

消化器内科
水本

吉則

また，医療情報の電子化に伴い，ファイリング

はじめに
昨今の内視鏡検査・治療は右肩上がりで増加し

システムや電子カルテへの詳細な記入，看護記録

ている。当院でも 2015 年の内視鏡総数は 10, 224

や処置実施入力も必須となり業務短縮が難しい状

件となり，スクリーニングの検査だけでも 35 件

況となっている。どのようにすれば，診療の質

/ 日をこなさなければならない。その上，吐血・

を下げずに，効率よく検査・治療を終わらせるこ

下血や総胆管結石・胆管炎のような緊急処置も加

とができるかを考えねばならない時期になってい

わり，10 件 / 日以上の治療内視鏡も施行しなけ

る。
昨年よりタブレット端末を利用した音声認識内

ればならないのが現状である。
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視鏡所見入力システムをレイシスソフトウエアー

discussion や，実態調査が容易となり，最終的に，

株式会社と共同開発し，その臨床的有用性を第

内視鏡医の負担軽減にもつながる。また，全内視

74 回日本消化器内視鏡技師学会で報告した。タ

鏡検査の実施を把握することで，国の政策への提

ブレット端末で患者自身による問診入力を行い

言が可能になる。現在，全国 8 施設で導入されて

Medical staff が内容を確認する。そのタブレット

おり，今後はその参加施設も増加する予定となっ

を検査室に持ち込み，統一された言語で音声入力

ている。まさに，この JED Builder は有用と考え

し所見を入力する。検査終了と供に検査所見が完

られる。

成する。症例を積めば積むほど，単なる所見入力
ソフトではなく，ファイリングシステムと同等の

当院での活用

内視鏡データベースも構築できることが判明し

当院でも 2016 年 3 月より JED Builder を全大腸

た。しかも，データの欠損値が少なく，非常に優

内視鏡検査に取り入れた。447 症例に施行し，患

秀な内視鏡データベースが構築できることがわ

者周辺情報に空欄があった症例は 65 症例で，誤

かった。まさに，診療の質を下げずに，業務短縮

入力例は 8 例であった。データベース構築率とし

ができるツールである。

ては 83.7％であった。しかし，時期バージョンか
ら空欄に対するアラート機能をそなえることによ
り 97.9％まで入力率を上げることが可能である。

データベース構築の必要性
多数例のデータベースを構築することで，デー

業 務 時 間 の 延 長 に 関 し て も 検 討 し た が JED

タマイニングの手法を用いてリスク因子や背景因

Builder 導入前後での各々 38 日間の検討では業務

子などを見つけ出すことができる。また，Quality

時間に差は認めなかった。もし，JED Builder が

control にも役立つと言われる。レイシスソフト

電子カルテやファイリングシステムと連動してい

ウ エ ア ー 株 式 会 社 の 開 発 し た Voice Capture や

れば，有意に業務時間は短縮されるのは間違いな

JED Builder は内視鏡データベース構築をまさに

い。今後は各 Vender との協力があれば，検査終

容易に作成することに成功した。軌を一にして日

了と供に検査所見も内視鏡データベースも構築で

本消化器内視鏡学会は，日本全国の内視鏡関連手

き，電子カルテやファイリングシステムへの入力

技・治療情報を登録・集計・分析することで，医

業務にさいていた時間が短縮できる。そのために

療の質の向上に役立て，患者に最善の医療を提供

は更なる有用性を評価する必要がある。

することを目指すことを目的にとした JED プロ
ジェクトを立ち上げた。実現すれば，より精度の

連絡先：〒 612-8555

高い前向きデータ収集が可能となり，全国共通の

京都市伏見区深草向畑町 1-1

データベースに基づき，学会・研究会での共通の

TEL：075-641-9161
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