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の結果を以下に示す。1．現状において，スコー

景
内視鏡領域の機器修理費は非常に高額であり，

プの正しい持ち方を示す掲示や，用手洗浄時に使

常に頭を悩ませる問題である。当院では，2015

用する流しの衝撃吸収マットを使用している。機

年度「人為的故障による修理費ゼロ」を内視鏡部

器取扱講習会や教育制度からも，介助スタッフ

の目標として取り組み，修理費削減に成功した。

のスコープ故障に対する意識は非常に高いものと
考え，今回スコープ先端保護のためのチューブや

目

ガーゼなど，費用や介助スタッフの手間となる工

的

夫は行わなかった。2．メーカーに依頼し，当院

修理費削減の取り組みについて紹介する。

での過去 2 年度分の修理履歴から見える故障の傾
方

向と対策について勉強会を開催した。人為的故障

法
2014 年度と 2015 年度の，修理費総額，内視鏡

として，特に先端部の故障が多いことが明らかと

件数，所有スコープ，修理内容の比較を行った。

なった。3．医師への啓蒙活動として，内視鏡部

また修理費削減のために取り組んだ項目として，
以下の 3 つの方法を行った。1．現状以上にスコー
プ保護のための物品は追加しない。2．メーカー

表

1．スコープを持つときは，まず先端部を手に包む

に依頼し，当院での修理履歴から見える故障の傾
向と対策の勉強会を開催する。3．特に意識させ

内視鏡スコープの故障予防法

ように持ち安全を確保してから，操作部を持つ。
2．スコープを離すときは，操作部を離して安全を

にくい医師への啓蒙活動を行う。

確認してから，先端部を離す。
3．検査時に小さなループを形成するとしわがで

結

果

き，破れにつながる。

2015 年度は 2014 年度と比較して，修理費総額

4．処置具の出し入れは処置具が収納できる形であ
ることを確認してから行う。

は前年度比 49.6％に減少した。内視鏡件数は前年
度比 105％に増加した。所有スコープ数・新規ス

5．処置具がチャンネル内で引っかかるようならば
無理に入れず，点検に出す。

コープ導入数は昨年度と同様であった。修理内
容の比較を行うと，2014 年度は人為的故障によ

6．レンズの傷，汚れをチェックする，光の反射を

る修理が 8 件中 4 件であったのに対し，2015 年

利用すると見やすい，内視鏡で見てみると確認

度は人為的故障による修理は 6 件中 0 件であっ
た。修理費削減のための工夫として，3 つの方法

できる。
7．先端部をぶつけない，曲げない。
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部長が医師向けの業務マニュアルを作成した。こ

果に繋がったと考えられる。医師向けのマニュア

の中には，
「内視鏡スコープの故障予防法」
（表）

ルは，その他にも個人防護具などの感染対策の項

という項目があり，この通達により医師もスコー

目や患者確認など医療安全の項目も含まれてい

プ故障に対する意識が高まり，先端がぶら下がる

る。一般的にマニュアル整備の乏しい医師に対し

ような持ち方や処置具の手荒な出し入れなどをし

ても医師向けのマニュアルを整備してもらうこと

なくなった。

で，チーム力が向上していくと考えられた。

考

まとめ

察
人為的故障がどのような項目であるのか，また

チーム全体として内視鏡を愛護的に取り扱う意

どのように対策すればいいのかを医師を含めた内

識が生まれるだけで，修理費は格段に抑えられ

視鏡チーム全員が意識することで，ここまでコス

る。

《利益相反：無》

トを抑えられたことは非常に大きな成果であっ
た。意識向上のために医師向けの業務マニュアル

連絡先：〒 140-8522 東京都品川区東大井 6-3-22

を作成できたこと，そこにスコープ取り扱いに関

東芝病院

内視鏡部

する注意も盛り込まれたことで，介助スタッフか

TEL：03-3764-0511（代表）

らも医師に注意しやすい環境が生まれ，今回の成

O2

臨床工学的観点より見る故障・修理の抑制
京都大学医学部附属病院

医療器材部
○横山

背

対

景

臨床工学技士

幸史，今西

加奈，樋口

浩和

策
不具合がおこる環境を考え，追求と対策を行っ

近年，内視鏡関連機器は日々進化を遂げ，癌の
発見や内視鏡治療など先進医療を支えている。し

た。

かし，人間が取り扱う上で機器の不具合といった

1．一次洗浄時における不具合発生原因を考え，
シンクへの衝撃対策行った。

トラブルは避けられないのが現状である。多種多
様な機械ある中で臨床工学技士が内視鏡業務に携

2．検査間・検査室内での不具合発生原因を考え，

わり機器の保守点検・管理を行うのは非常に重要

内視鏡検査時・検査後搬送・スコープ洗浄時・

となる。

拭き上げ時以外はすべての内視鏡に先端保護
チューブ（Tmedix 社製）を装着した。

目

的
当院では年間 1 万件超の内視鏡検査・処置を

結

果

行っている。また，がんセンターとして機能して

2012 年度に約 1, 300 万円の修理費用が発生し

いることもあり，拡大スコープなど使用率が非常

ていたが，2013 年度シンクへの衝撃対策を行う

に高く，スコープ修理における割合でも先端部に

ことにより多少の抑制には繋がった。しかし，

集中していた。そこで今回，当院におけるスコー

2014 年度は維持する傾向となった。それは洗浄

プ不具合の内容をまとめ，修理内容として多かっ

時における不具合発生の確率は低いと思われ，検

た先端部の不具合に注目し，検討した。

査間のスコープ取り扱い，または搬送時における
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不具合発生原因があると考えられた。まず，検査

勤め，不具合発生の抑制に努めたい。

間のスコープ取り扱いに対して 2015 年度より全
ての先端保護チューブを装着することにより修理

結

語
内視鏡関連機器を取り扱う上で，機器の不具合

発生費用は前年度比の 46％ Down となり修理抑

は避けられないが，臨床工学技士の観点により機

制に繋がった。

器のマネージメントを行うことで修理発生の抑制
へと繋がると思われる。

まとめ

《利益相反：無》

今回の結果より，検査間のおける不具合発生率
が高いことが分かった。このことより先端保護

連絡先：〒 606-8507

チューブの運用を常とし，さらにスコープを取り

京都市左京区聖護院川原町 54

扱い医師・スタッフに再教育を行った。今後は更

TEL：075-751-3415（内視鏡部）

なる臨床工学技士の観点により発生原因の追究に

E-mail：ynytkm@kuhp. kyoto-u. ac. jp

O3

当院における臨床工学技士の洗浄履歴管理システムと電子カルテを
活用したスコープの機器管理への取り組み
小樽掖済会病院

消化器病センター

○川西

啓太，北野

由紀

期間・対象

背景と目的

期間：2016 年 1 月～ 2016 年 4 月

当院の消化器病センターでは，2012 年より洗

対象：期間中に実施した内視鏡検査 2, 359 件

浄履歴管理を目的としたセーフリンクシステムを
導入し，臨床工学技士がスコープの洗浄履歴管理
を行ってきた。2015 年 12 月の新築移転および電

使用機器
Johnson & Johnson 社製セーフリンクシステム

子カルテ導入の際，電子カルテ単独では洗浄履歴
に特化した機能がなかったため，開発から話し合

（プロセスモニター・エンドクレンズ  ）

いに参加し，従来から使用しているセーフリンク
システムと電子カルテを link させることによっ

ソフトウェアサービス社製電子カルテシステム
（e-カルテシステム）

て，患者ごとの洗浄履歴を電子カルテ上で管理で
きるようにした。今回，そのシステムで得られる

システムの使用手順

情報によって，スコープの機器管理に必要な情報

①検査前に電子カルテの患者画面を開き，患者

を読み取り，活用方法を検討したので報告する。

カルテのスコープ登録画面にてバーコードスキャ

検討項目

後のスコープには登録完了の札を添えておく。②

① 迅速に洗浄履歴情報の検索できるか

受付であらかじめ発行してある患者 ID シールを

② 医師のスコープ使用傾向の把握できるか

担当看護師が患者案内時に使用するスコープに貼

③ 修理費抑制のための使用頻度分散させること

る。③検査後，洗浄室にあるプロセスモニターの

ナーでスコープ ID を読み込み登録を行う。登録

ができるか
④ スコープ購入策定の情報収集となるか

バーコードスキャナーにて「洗浄機 ID・スコー
プ ID・患者 ID・担当者 ID」を読み込み，洗浄履
歴管理 PC にデータを送信し，データの Link を
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実行する。④電子カルテのプログラムで統計デー

の情報は別のシステムでの管理となっているた

タを出力することで，データの参照が可能となる

め，今後はそれらの情報と電子カルテの情報を統
合しシステム全体の一元管理ができるように開発

（図）。

を進めたい。
結

果

1．セーフリンクシステム単独では洗浄履歴を洗
浄室でしか見ることができなかったが，洗浄

結

なった。

履歴の情報が電子カルテで一括管理されたた
め，患者名・検査日・使用したスコープ・洗

論

1．従来よりも迅速に洗浄履歴情報が検索可能と
2．医師の使用傾向が把握できるようになり，ス
コープ購入や更新時の情報となった。

浄者などの必要な情報が従来よりも迅速かつ

3．使用頻度を分散させることが可能になり使用

容易に取り出せるようになった。

期間の延長が期待できる（修理費の抑制）
。

2．上部・下部等の検査で使用頻度の高いスコー

《利益相反：無》

プの機種が医師毎に明確になったため，故障
の分析やスコープ購入の策定などの情報とし
連絡先：〒 047-0032

て活用できるようになった。

北海道小樽市稲穂 1 丁目 4 番 1 号
TEL：0134-24-0325

展望・課題
現在は，処置具，使用薬剤，故障・修理歴など
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O4

独自の内視鏡所見管理システムの構築

－フォローアップ検査お知らせシステムの有効性を検討－

済生会広島病院

内視鏡技師

○竹内

香，幸城

麻美

た，月 1 回，翌月にフォローアップ検査を予定さ

背景と目的
内視鏡検診後異常を指摘されていなかった患

れている症例を検索し，主治医には院内のメール

者で，3 年以内に胃がんが見つかる症例が 25.6％

で伝達し，患者へは自宅に「お知らせ」を郵送し

あったと報告されている。また 8.9％の症例でダ

てフォローアップ実施を勧めている。

ブルチェックにより初めて胃の悪性腫瘍が指摘さ
れたという報告もある。このように，近年では検

結

果
患者連絡症例は 2013 年 137 件，2014 年 171 件，

診を中心に内視鏡検査の見落としのリスクやダブ

2015 年 168 件であった。内視鏡フォローアップ実

ルチェックの必要性が指摘されている。
大腸ポリープについては，欧米ではクリーンコ

施率は 2013 年 46％，2014 年 77％，2015 年 69％

ロン後の経過観察は 3 ～ 5 年が妥当と考えられて

であった。未実施理由としては「お知らせ」を

いるが，日本では，5 mm 以下のポリープは担癌

郵送したが連絡のなかったものが 2013 年 86％，

率が極めて低いため経過観察でよいと考えられて

2014 年 67％，2015 年 66％であった。

おり，サーベイランス期間についてはまだ一定の
考

見解は得られていない。

察

こうした現状から，日本のガイドラインでは大

フォローアップ実施率の増加から，このシステ

腸ポリープ切除後の再検査は 3 年以内を推奨され

ムを運用することで主治医，患者へ情報提供が行

ている。さらに，ポリープ摘除時に切除したポ

え，検査の動機づけに繋がっていると考える。シ

リープを把持しながらの観察では見落としのリス

ステム導入時は突然送られてくるお知らせに対し

クが高くなると考えられるため，当院ではポリー

て連絡のないものが多かったが，診察時にお知ら

プ摘除 1 年後のフォローアップを勧めている。

せに関するアナウンスを徹底したことで徐々にレ

内視鏡検査および治療の全例を漏れなくダブル

スポンスが増加した。
しかし，今回の集計で現在のシステムでの問題

チェックし，再検やフォローアップが必要な例で
確実に担当医および患者に伝達し，ダブルチェッ

点が 2 点ほど浮かび上がってきた。

クや伝達の記録を残すことができるように，当院

フォローアップ未実施の理由の大半は，お知ら

では 2013 年より独自の内視鏡所見管理システム

せを送っても患者からのレスポンスがなかったも

を構築し運用している。運用開始後 3 年経過した

のであるが，現在のシステムではそういった患者

のでシステムの有効性を検証する。

に対しての再通知は行っていない。今後どのよう
にアプローチしていくか検討していく必要があ
る。2 つ目の問題点は，フォローアップで異常が

システムの概要
年間平均 2, 000 例の上部内視鏡，1, 200 例の下

見られなかった場合，その後は主治医の裁量と患

部内視鏡全症例を内視鏡医がダブルチェックし，

者の意思に任せるという状況となっている。治療

カンファレンスが必要と判断した症例を，毎週カ

経験患者が継続して定期的な検査を行っていける

ンファレンスで検討している。看護師は，カン

ようシステムの検討が必要である。

ファレンス翌日に「要再検」となった症例を検索
し担当医に院内のメールを活用し連絡する。ま
― 32 ―
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結

《利益相反：無》

語
医師と看護師の協働により内視鏡管理システム
連絡先：〒 731-4311

が定着し効果が得られている。今後も患者の健康
増進のための定期的なフォローアップの実施，異

広島県安芸郡坂町北新地 2-3-10

常の早期発見につながる内視鏡診療を提供できる

TEL ：082-884-2566

よう，継続してシステムを改善していきたい。

FAX：082-820-1746

O5

夜間・休日の検査における待機二人体制実施後の追跡調査
総合病院

伊達赤十字病院

看護部

外来

内視鏡技師

○白石

智美，田村美佳子，吉田ひとみ

内視鏡・放射線科処置室

太細めぐみ，市橋

裕美，山本

珠美

清野

美幸
裕美

看護師

麻林

陽香，池野ともみ，沢田

外来師長

木原

広栄

消化器科医師

久居

弘幸

たは休みとした。

研究目的

倫理的配慮：個人が特定されないよう無記名と

A 病院は，夜間・休日の内視鏡検査の他に，透
視下で施行する全科の検査・治療に待機で対応し

した。

ている。第 74 回本学会において，夜間・休日の
検査・治療を安全に行うため，待機二人体制とし

結

た結果，スタッフの精神的負担は軽減したが，拘

1．夜間・休日の検査総数は，A 74 件，B 91 件，
C 59 件であった。

束時間が増え休日の確保が困難となったことを報
告した。そこで，待機二人体制実施後に，二人で

果

2． 二 人 対 応 が 望 ま し い 検 査（ 上 下 部 の 止 血，

の介助が望ましい検査に適切に対応しているか，

ERCP，その他患者状態で急変予測の検査）の

スタッフの負担の変化について調査した。

件 数 は A 34 件，B 30 件，C 7 件 で， 二 人 で
対 応 し た 検 査 数 は A 7 件（20.6％），B 17 件

方

（56.7％），C 19 件（70.4％）であった。

法
期間は，A（待機一人体制）2014 年 4 月～ 8 月，

3．B，C において，二人対応が望ましいが，一
人で対応したのは 13 件，8 件であった。

B，C（待機二人体制）2014 年 9 月～ 2015 年 1 月
（B）
，2015 年 4 月 ～ 8 月（C）と し，A，B，C に

4． 平 日 夜 間 の 件 数 は，A 11 件，B 2 件，C 4 件
であった。

おける夜間・休日検査の実態と，スタッフアン
ケートを実施した（二人体制後の配属者と待機を

5．
「待機が二人体制になり負担増加になったか ?」

しないスタッフは除外）
。A，B では休日の拘束

に対し，B 終了後（n=7）
「はい」1 名，
「いい

時間を 24 時間としていたが，C は希望者に連続

え」5 名，
「変わらない」1 名であり，C 終了

した待機をつけた。なお，B から平日時間外の追

後（n=5）
「はい」1 名，
「いいえ」3 名，
「変わ
らない」1 名であった。

加検査は，日勤者が勤務中は日勤者で対応するこ
とにした。23 時を超えた場合，翌日は，遅参ま

6．待機回数が増加したことが負担と感じる人は，
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B 終了後（n=7）6 名，C 終了後（n=5）3 名であっ

結

論
二人体制になり待機数は増加したが，総合的に

た。
7．C 終了後（n=5）
，
「総合的にはどうか？」に対

評価し負担は減った。

し全員が「良かった」と回答した。
今後の課題
考

平日の勤務終了時間が遅くなった時の回復休の

察
二人介助が望ましい検査を一人で対応したの

確保と，拘束時間の増加による身体的・精神的負

は，待機者の判断に任せているためである。二人

担の軽減のための休日の確保や，管理者の関わり

対応が望ましい検査を適切に対応することが定着

方，他部署からの援助体制の構築が必要と考え

しつつあり，精神的負担の軽減と患者の安全確保

る。

《利益相反：無》

につながっている。また，平日夜間の呼び出し回
数は，日勤者で対応することで減少した。個人の

連絡先：〒 052-8511

希望に沿った待機で，ある程度の休日の確保がで

北海道伊達市末永町 81 番地

きたが，待機回数増加で負担に思う人もいる。

TEL：0142-23-2211

O6

診療報酬の実施手技項目とレセプト算定項目の乖離
東海大学医学部付属八王子病院
臨床検査技術科
消化器内科

背

内視鏡室
○松永

和也，渡部

玲子，鳴海さとみ

鈴木

晴香，猪ノ原綾野

白井

孝之

2．診療報酬が算定できなかった原因を調査する

景

ことで診療報酬の算定漏れを減少させるため

昨今の診療報酬は診療報酬算定項目の多さや算

の改善策を考案すること。

定要件の多様性，包括医療費支払い制度等も考慮
する必要があるため，実施した診療報酬項目がど
の程度算定できているのかを完全に把握すること

方

は難しい。また，当院では 2016 年度より診療報

1．内視鏡室の部門システムで確定された上部消

法

酬の算定要件を満たしていないという医事部門か

化管内視鏡治療および下部消化管内視鏡治療

らの問合せの増加もあり，診療報酬の内視鏡室に

の実施項目と医事部門の部門システムで確定

おいて実施した手技項目と医事部門におけるレセ

された算定項目が異なる事例を調査する。

プト算定項目に乖離が生じている可能性がある。

2．1．に該当する事例に関して実施項目と算定項
目が異なった原因を調査する。

目

的

1．内視鏡室において実施した手技項目（以下「算

期

間
2016 年 4 月 1 日から 2016 年 8 月 31 日

定項目」
）と医事部門におけるレセプト算定項
目（以下「算定項目」
）の乖離を確認し，どの
程度の診療報酬が算定できていないかを把握

結

果
期間中に行われた内視鏡治療計 409 例のうち，

すること。
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43 例において実施項目と算定項目に乖離が生じ

算定要件に関する知識不足に起因した事例が多い

ていた。原因は同一入院中に複数回行った内視鏡

傾向にあると考えられた。このことから，診療報

治療に起因する事例が 15 例，内視鏡関連スタッ

酬に関する知識を得る場を確立することで診療報

フ（医師・技師等）の診療報酬算定要件に関する

酬の算定漏れを減少させることが可能と考えられ

知識不足や内視鏡治療の結果として，診療報酬の

る。

算定要件を満たさないまたは除外される要因が生
じた事例が 11 例，明らかに適応外な処置であっ

結

論

た事例が 3 例，内視鏡治療を同時に 2 種類以上

診療報酬の実施手技項目とレセプト算定項目の

行った事例が 2 例，医師と医事部門の認識の相違

乖離には，患者の治療を行う上でやむを得ない事

等，その他の原因が 7 例であった。また，乖離原

例と，内視鏡関連スタッフの診療報酬算定要件に

因が不明であった事例が 5 例であった。

関する知識不足に起因する事例があり，現状は後
者が多い傾向にある。

考

《利益相反：無》

察
診療報酬の実施項目と算定項目に乖離が生じる

連絡先：〒 192-0032

原因には，患者の治療を行う上でやむを得なかっ

東京都八王子市石川町 1838

た事例を除くと，内視鏡関連スタッフの診療報酬

TEL：042-639-1111（代表）

O7

上部内視鏡検査の患者満足度を左右する要因を探る
－検査の苦痛度と外来滞在時間に焦点をあてて－

あざみ胃腸科クリニック

○小笠原裕子，春日
渡辺

背

目

景

千織，宮澤

文代，武居

千恵

三美，小笠原

仁

的

当院では年間約 1, 800 件の上部内視鏡検査（以

① GS の苦痛度について患者と看護師の評価は

下 GS）を実施している。正確な診断，安全安楽

一致するか検証する。② GS を“苦痛”と感じる

な検査を目標に，検査方法等の改善を重ねてき

人の特性を検証する。③外来滞在時間の満足度に

た。現在 GS の際，検査の苦痛度を看護師が 3 段

影響する要因を分析する。④患者が GS に求めて

階で評価し，次回 GS 時の参考にするという取り

いるものを明らかにする。

組みを行っているが，患者と看護師の苦痛度の評
価には差があるよう感じることが度々あった。そ

データ収集方法

のため，双方の評価に差があるのか検証し，GS

2016 年 2 ～ 4 月に当院で GS を施行した患者

を苦痛と感じる人の特性を明らかにしたいと考え

200 名（平均年齢 62.5 歳：男性 61 名女性 139 名）

た。また待ち時間についても短縮できるよう，改

に検査後アンケート調査を実施。調査の結果は個

善を重ねてきたが，現在の方法が良いのか検証し

人情報が漏れないよう処理すること，結果で不利

たことはなかった。当院の待ち時間の満足度とそ

益が乗じないことを説明し，アンケートの記入を

れを左右する要因を調査するとともに，患者が

もって同意を得たものと判断した。

GS に求めるものを明確にしたいと考えた。
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向にあった。④患者が GS に求めるものは多い順

分析方法
① GS 苦痛度について患者・看護師ともに 3 段

に“わかりやすい説明＞正確な診断＞安楽な検査

階で評価。両者の評価に有意差があるか検定し

＞予約の取りやすさ＞待ち時間の短さ＞職員の接

た。②患者の GS 苦痛度の結果と，苦痛度を左右

遇＞プライバシーへの配慮”だった。

する要因（性別・年齢・検査回数・検査方法：経
鼻または経口）を分析した。③外来滞在時間を測

考

察
GS の苦痛度について患者と看護師の評価とは

定。滞在時間をどのように感じたか患者に 5 段階
で評価してもらい，その結果と評価を左右する要

差があり，患者評価の方が厳しかった。40 歳以

因（外来滞在時間・待ち時間の快適性についての

下の若年者，GS 初回の人は苦痛度が高い傾向に

満足度調査の結果・検査回数・年齢・性別・検査

あるためより手厚い対応が必要と実感した。外来

の苦痛度）を分析した。④ GS に求めるものを患

滞在時間の短縮は当院の課題の 1 つと考えていた

者に 7 項目から複数回答可で選出してもらい，優

が，外来滞在時間が短いほど“待ち時間を短い”

先順位を付与した。統計学的手法はいずれの検定

と感じているわけではなかった。当院で何度も

もχ2 検定を用い有意水準 5％未満とした。

検査を受けている人の方が，また“待ち時間が快
適に過ごせた”と回答している人の方が“待ち時

結

間が短い”と感じる傾向にあることからも，時間

果
①患者と看護師の評価は有意差がみられ患者評

の長さそのものより，検査に対する慣れや待合室

価の方が厳しい傾向にあった。② GS の苦痛度に

で快適に過ごせるかの方が待ち時間満足度に影響

ついて性別・検査方法に有意差はみられず，年齢・

を与えることがわかった。患者は安楽な検査や待

検査回数で有意差がみられた。40 歳以下，GS 初

ち時間の長さ以上に，分かりやすい説明や正確な

体験の人に苦痛度が高い傾向にあった。③平均外

診断を求めている。患者のニーズに対応できるよ

来滞在時間 67.3 分（最短 39 分最長 109 分）。外来

う，よりレベルの高い内視鏡看護を目指していき

滞在時間・年齢・性別・検査の苦痛度と，滞在

たい。

《利益相反：無》

時間の評価に有意差はみられず，検査回数・待ち
時間の快適性で有意差が見られた。当院で複数回

連絡先：〒 393-0047

GS を受けている人の方，また“待ち時間が快適”

長野県諏訪郡下諏訪町 4342-6

と回答した人の方が滞在時間が短いと回答する傾

TEL：0266-28-0505

O8

上部消化管内視鏡検査の安楽についての実態調査
－ A 病院での被検者アンケートの分析から－

公立豊岡病院

放射線科

内視鏡技師
看護師

○中東真紀子
大野

陽子，村上

珠美

いる。内視鏡室看護師は内視鏡挿入時の苦痛を緩

はじめに
A 病院では年間 3, 000 症例に上部消化管内視鏡

和するケアの第一歩として咽頭麻酔の方法をキシ

検査（以下，内視鏡検査）を行っている。被検者は

ロカインビスカス 標準的 2 杯投与法 1）に変更し，

内視鏡検査を受けるにあたり不安や苦痛を抱いて

被検者から検査が楽になったとの反応が得られて
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0

男性
60%

女性
36%
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0

初め
て7%

回数
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20

5

不明
4%

性別

図１ 被検査の内訳

リラックスできるよ
うな言葉かけ

励ましの声かけ

笑顔

検査の進み具合の言葉
かけ

検査を楽に受けるた
めのアドバイス

検査を楽に受けるため
のアドバイス

検査のながれの説明

音楽

喉の麻酔をかける時
の対応

安全ベルト

麻酔の方法の説明

掛け物
0

50

0

100

0

効かなかった

0

あまり効かな
かった

0

4
1
3

効いた

3

良く効いた

4

無回答

2回目以上
初回

辛かった
少し辛かった

43

少し楽だった

42

0
20
40
図4-1 麻酔の効き具合はどう
でしたか？

100

図3 検査中の看護師の対応で良かったと
思われること

図2 検査前の看護師の対応で良かったと
思われること

無回答

50

楽だった

6

0

11

1

2回目以上
初回

25

1
3

0
10
20
図4-2 検査中の喉の辛さはどう
でした？

60

1
― 37 ―

28

2

23
30

Ｏ-８図表

日本消化器内視鏡技師会会報 No.58

無回答

4

辛かった

1

少し辛かった

2回目以上

14

初回

35

2

少し楽だった

4
0

無回答

1

いいえ

0

26

0

楽だった

図4-3

5

はい

19
20

7

4
82

6
0

40

図4-4

検査中のえづきの辛さは
どうでしたか？

2回目以上
初回

50

100

次回検査を受ける時、今回の麻酔
方法を希望しますか？

いる。しかし，まだまだ内視鏡検査の苦痛の訴え

される結果，参加の自由，不参加であっても不利

る被検者は多い状態である。内視鏡検査中実際に

益のないことを約束し，プライバシーの保護，ア

行っているケアについて被検者がどのように感じ

ンケート結果は当研究以外の目的に使用しないこ

ているのか実態調査を行った結果を報告する。

とを口頭および文章で説明し同意を得た。

目

結

的

果
アンケートに回答した被検者の内訳は，図 1 群

検査におけるケアで求められていることを知る
ことで，内視鏡看護の今後の課題を見出し改善に

を参照。

つなげてく。

1．検査前の看護師の対応で良かったことについ
ては図 2 を参照

方

2．検査中の看護師の対応で良かったことについ

法

ては図 3 を参照

鎮静剤を使用せずに経口内視鏡検査を受けた被
検者の 150 例。施行医師は A 病院所属の常勤医

3．咽頭麻酔の効果については図 4 を参照

5 名とし，使用する内視鏡は，挿入部径 10 mm ±

4．内視鏡検査に今後期待することについて（記

0.8 mm の物とした。初回，複数回施行に関係な

述式回答）は 100 例中 30 例の被検者から回答

く内視鏡検査を受けた被検者を対象とした。期間

が得られた。回答者の 60％が女性で，経験回

は 2016 年 2 月 1 日から 3 月 15 日で，検査終了後

数 3 回以上の被検者であった。現状について

に回答選択式および一部記述式のアンケートを実

は，
「声かけで心強さを得た」
「麻酔の方法が

施。回収したものの内 100 例を無作為抽出し，単

楽だった」という内容の回答があった。今後

純集計を行った。アンケート内容については患者

に期待することについては「スプレー麻酔も

の性，年齢などの属性の他，内視鏡検査経験，検

追加してほしい」
「モニター画面が見えるよう

査前，中，後の内視鏡室での Ns のケアの印象，

にしてほしい」などの意見があった。

咽頭麻酔の効果などについて回答を得た。選択式
回答については単純集計を行い，記述式回答につ

考

察

いては発現データから近似するものをまとめて現

今回のアンケートを通して，内視鏡検査の苦痛

状に対するもの，今後に対する希望として文章内

を緩和するためには咽頭麻酔を改善するだけでは

に記載した。

不十分であり，被検者の傍に寄り添い記憶に残る

2 ような看護が重要であることに気づくことができ
た。山口は「マッサージは気持ちよさの増進，不

倫理的配慮
アンケート依頼時に対象者に研究の目的，期待

安や痛みの緩和に次いで，患者との信頼感を深
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め，孤独感を癒す効果が高いことが分かる」2）と

い。被検者の声に耳を傾けたことで見えてきたこ

述べている。より良い内視鏡看護には被検者の不

とがある。今後もこういった機会をもって被検者

安をいかに取り除くかが重要であると考える。

の安楽の向上に努めたい。

結

引用，参考文献

論
被検者の不安を軽減するための対策は検査予約

1）小越和栄，ほか：消化器内視鏡リスクマネー
ジメント．医学書院 2008：p 62．

の時から始まっている。検査室に入室後も検査
前，中，後のその時々に応じた対応が求められて

《利益相反：無》

2）山口

創：手の治癒力．草思社 2012：p 150．

いる。
連絡先：〒 668-8501
結

兵庫県豊岡市戸牧 1094 番地

語

TEL：0796-22-6111

私たちは常に一方通行の看護をしてはならな

O9

胃内視鏡的粘膜下層剥離術を受ける患者の術前訪問への取り組み
近畿大学医学部堺病院

外来

内視鏡室

○西川絵里奈，鈴木真奈美，谷

育枝

いかと考え，実施したのでここに報告する。

はじめに
近年，早期胃がんは内視鏡下での手術が一般的
になっている。早期胃がんに対する内視鏡的粘膜

目

的

下層剥離術（以下，胃 ESD）は，患者にとって侵

術前訪問を行うことで，胃 ESD を受ける患者

襲が少なく，入院期間が短いなどメリットが非

に十分な情報提供ができ，不安の軽減に努められ

常に大きい治療法である。
「チーム医療のための

ることを目的とする。

1）

胃 ESD マニュアル」 では，胃 ESD における看
護師の役割は，患者が①不安なく安全，安楽に

研究方法

治療を受けることができるようにすること，②治

1．調査対象：A 病院にて胃 ESD を受ける認知症
のない患者 6 名

療の必要性と方法を十分理解し，治療に対する協
力が得られるようにすることを伝えている。A 病

2．調査期間：2015 年 7 月から 2016 年 1 月

院でも 2009 年より胃 ESD を導入して以降，年間

3．調査方法：手術前日，病室に訪問し作成した

20 件前後から 40 件近くへと件数は増加しており，

パンフレットを用いて 15 ～ 20 分施行。手術

件数が増加するとともに胃 ESD 看護も重要視さ

後 6 日目（退院前日）に再度病棟を訪問し，個

れている。現在，胃 ESD を受ける患者への説明

室等で 30 分間の半構造的インタビュー法を行
う。

は，疾患と手術の方法と合併症については医師よ
り，入退院の流れについては外来看護師より実施

4．分析方法：インタビューの内容分析

し，手術前後の流れや術後の合併症への対処など

5．倫理的配慮：調査対象には，A 病院の看護研

の説明がなされていないのが現状であった。そこ

究推進委員会の倫理審査を得た上で，データ

で，内視鏡看護師が術前訪問を行い，詳しい情報

は個人が特定できないように処理を行い，復

を提供することで不安の軽減につながるのではな

元できない状態にして破棄すること，体調を
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表

インタビュー分析内容

カテゴリー

サブカテゴリー
手術の不安は少なかった
がんが取りきれるか不安

がんが取りきれるか
不安

がんが取りきれるか不安だった
手術に心配はなかった。がんが取り切れたか心配
がんが取り切れたか心配
きれいに取れたか心配
術前訪問で手術の流れが理解できた
訪問のタイミングはよかった

術前訪問のタイミン
グやパンフレットは
よかった

パンフレットは詳しくて分かりやすかった
パンフレットは分かりやすかった
パンフレットは見やすかった
なんとも思わない
術前訪問で会った看護師がいてくれて安心
術前訪問の看護師が手術場にいてくれて安心できた

術前訪問で会う看護
師が手術にいてくれ
て安心

術前訪問で安心できた，説明の看護師がいてくれて安心
術前訪問で説明してくれて安心，検査で会った看護師が
いてくれて心強い
術前訪問で，細かい説明してくれて納得できた
専門の看護師がついてくれて安心

考慮し，調査への協力は自由意志である旨を

考

察
胃 ESD を受ける患者は胃がんが取りきれるか

記載した同意書を使用し，同意を得て録音し

という不安はあるが，内視鏡手術に対する不安の

た。

意見はなかった。患者は早期がんの診断と治療の
結

範囲を決定するため，複数回に内視鏡検査を受け

果
インタビューを行った患者 6 名，男性 5 名女性

ている。内視鏡手術の手順は以前に実施された

1 名。年齢は 66 ～ 80 歳である。胃 ESD 初回が 4

検査と同じであるので，イメージが付き，不安の

人，3 回目であるが再発症例でない 2 人。

意見が少なかったのではないかと考える。しかし

インタビュー結果により，
「がんが取りきれる

「パンフレットが分かりやすかった」
「手術の流れ

か不安」
「術前訪問のタイミングやパンフレット

が理解できた」等の意見があったことから，手術

はよかった」
「術前訪問で会う看護師が手術室に

の内容を熟知している内視鏡看護師が説明を行う

いてくれて安心」の 3 つのカテゴリー分類が示さ

ことで，通常の検査にはない手術特有の情報を提

れた。「術前訪問のタイミングやパンフレットは

供できたのではないかと考える。また「術前訪問

よかった」の内容は，手術の流れが理解できた，

を行った看護師が手術室にいてくれて安心」とい

パンフレットは詳しくて分かりやすかった等であ

う意見が全例あり，訪問した看護師が手術を担当

る。なお，胃 ESD 初回の患者と 3 回目の患者に，

することで安心感につながったのではないかと考

結果の差はなかった。

える。
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杉本美智子

2．検討内容を検査担当医師に報告し，休薬基準

背景と目的

の見直しと今後の方針を提案する。さらに，

当院では，抗血栓薬服用患者に対して，
「抗血
栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライ

全診療科全医師を対象に今後の方針について

ン（2012 年）
」に準拠した対応をとっている。と

の質問紙法調査を実施する。

ころが，人間ドック上部内視鏡検査コース（経口

3．内視鏡室での提案内容を人間ドック委員会で
協議する。

と経鼻の自由選択制）は，出血の危険性回避のた
めに抗血栓薬服用者は生検を施行しないという別

4．見直した内容を医療安全管理委員会で検討す
る。

基準であった。当院の人間ドックは，上部内視鏡
検査を希望する受診者を内視鏡室に案内して，通
常の患者と同じように検査を進めるという方法で

結

施行しており，患者と受診者を区別なく検査をし

1．当院休薬基準は，内視鏡診療ガイドラインに

ているため，生検時混乱を招く場面もあった。人

準拠しているものの，出血低危険度内視鏡で

間ドック受診者の不利益回避と安全な医療の提供

は，アスピリン以外は休薬することが原則と

のため，休薬基準の一本化を図る必要性があっ

なっておりやや厳しく休薬していることが判

た。また，今回の取り組みにより，2014 年度か

明した。

らの休薬基準を見直すこととなったため，合わせ

果

2．従来，抗血栓薬服用患者に対しての薬剤の中

て報告する。

断・継続の判断は処方医によることとなって

方

る必要があった。依頼医には煩雑であり，対

おり，中断・継続ともに，処方医の同意を得
法

1．東海大学医学部付属 3 病院の休薬基準を調査

応が一定ではなかった。また，検査説明をす
る看護師が対応確認に追われる状況もあった。

し，比較検討する。
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表 1 医師対象の質問紙と調査結果

質問紙法調査結果
対象
診療科：21 科
医師数：67 名
回収
診療科：11 科
医師数：23 名
回答率：35％
※依頼医と検査医
診療科： 2 科
医師数：19 名
回答率：100％
結果
全員全問賛成

表２ 消化器内視鏡検査・治療における抗血栓薬等対応
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そこで，治療を前提としない検査では，抗血

考

察

栓薬は敢えて休薬をしないことを内視鏡室提

質問紙調査の施行は，医師の共通理解に繋がっ

案とした。また，従来，基準を設けていなかっ

たと考える。今回の目的であった人間ドック受診

た栄養補助食品の摂取も問題となった。それ

者と患者の休薬基準を見直し一本化したことによ

らには，EPA・DHA，イチョウ葉等の成分記

り，受診者の不利益が回避されるとともに患者・

載のある食品もあるが，成分不詳の食品も散

受診者ともに原疾患に対するリスク回避が図れ

見される。健康食品は任意で摂取するもので

た。診療および検査前説明等の効率化も同時に図

あるため，内視鏡時には，全般を，１日中止

れている。また，栄養補助食品も 1 日中止するこ

とすることを内視鏡室提案とした。以上の提

とにより，抗血栓薬との相互作用による出血の危

案内容を踏まえた質問紙法調査を全医師対象

険性を回避できると考えられる。このように，安

で施行し，その結果，回答した医師からは，

全性の高い検査を提供できるようになり，医療安

同意を得られた（表 1）
。

全が推進されたと考える。

3．上記の提案内容を含めて，人間ドック委員会
で人間ドック受診者も外来患者と同様の休薬

結

語

基準とすることが決定された。また，経鼻内

関連病院との情報交換や基準作成等には大きな

視鏡コースでは，内視鏡診療ガイドラインに

労力を要するが，医師，コメディカルの中核を

は沿わないものの，休薬しない受診者は経口

担ってチーム医療を牽引し，更なる医療安全に励

内視鏡施行とし経鼻内視鏡は施行しないこと

むことは内視鏡技師の大きな役割である。
《利益相反：無》

を確認した。鼻出血等は耳鼻咽喉科が対応す
ることとなっていることに配慮している。
4．以上の内視鏡室提案内容を含めて作成した

連絡先：〒 259-0114
神奈川県中郡大磯町月京 21-1

「消化器内視鏡検査・治療における抗血栓薬等
対応」
（表 2）を，医療安全管理委員会に提出

TEL：0463-72-3211（内線 2470）

し，承認された。

FAX：0463-72-2256

O 11

鎮静下内視鏡検査を受けた外来患者の安全管理

日本海総合病院

内視鏡室

内視鏡技師

消化器内科

医師
目

はじめに

○鵜殿
早坂

美穂，齊藤美佐子，岡部佐知子
高志，菅原

俊樹，鈴木

義広

的

近年，鎮静下内視鏡検査のニーズが高まってお

鎮静下内視鏡検査を受けた患者の帰宅後の状況

り当院でも増加傾向にある。そこで，より安全な

を明確にすることで鎮静下内視鏡検査の安全性を

鎮静下内視鏡検査の提供のために，検査終了後か

評価する。

ら帰宅までの状況や，副作用症状の有無を患者ア
ンケート調査で実施し，現状把握と問題点を検証

期

間
2015 年 6 月 ～ 10 月「 対 象 」 胆 膵・ 上 部 超 音

したので報告する。

波内視鏡検査（以下 EUS）上部内視鏡検査（以下
EGD）の疎通性良好な外来患者，計 85 件。
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子として抽出された（図 6）
。

倫理的配慮
アンケートは研究以外に利用しないこと，個人
を特定しないことなどを文書で説明した。

考

察

研究方法

検査中の鎮静レベルと，検査中の苦痛や副作用と

鎮静剤は，
全例使用上限量を超えることはなく，
①鎮静薬の投与量。② Ramsay スケールによる

の関連性は見られなかった。帰宅時の麻酔回復ス

鎮静レベル評価。③麻酔回復スコアによる覚醒評

コアは全例で 10 点満点であり，帰宅後の重篤な

価。④帰宅時に検査中の苦痛の有無を聴取。⑤帰

副作用はみられなかった。多変量解析の結果，副

宅後の副作用症状の有無をアンケート調査。

作用発現に関する独立危険因子は「安定剤内服」
「女性」であった。

結

果
研究対象は，平均年齢 63.4 歳で検査別内訳は

まとめ

EUS が 36 件，EGD は 33 件，EUS ＋ EGD が 16

検査後 2 時間以内に帰宅した患者が多かった

件（図 1）。鎮静検査時間は平均 22.8 分。ミタゾ

が，帰宅後，重篤な偶発症はみられなかった。帰

ラム平均使用量は 1 人 4.78 mg で，ペンタゾシン

宅可能の指標として，個人の経験や主観にとらわ

平均使用量は 1 人 9.61 mg であり，使用限度量は

れない麻酔回復スコアは有用と考えられた。
約 24％の患者に何らかの副作用症状が出るこ

超えていなかった（図 2）
。
検査中の Ramsay スケールは，レベル 5 が 30

とを重視し，鎮静検査後は自宅で安静をとること

件と最も多く，苦痛ありの症例は，レベル 2，4，

や副作用症状の内容などを盛り込んだ鎮静検査を

5 にみられたが，Ramsay スケールとの関連は見

受けた患者へのパンフレットを新たに作成し使用

出せなかった（図 3）
。帰宅可能までに要した時

することになった（図 7）
。鎮静下内視鏡検査に

間は平均 83.22 分。従来は 60 分以上安静をとり

ついての勉強会（再鎮静について・至適鎮静レベ

外来看護師の判断で安静解除しているが，今回の

ル・副作用症状・副作用に関する危険因子など）

検証で麻酔回復スコアの点数評価は，84 人全員

の開催により，スタッフ間の共通理解を深めるこ

10 点満点だった（図 4）
。帰宅後に副作用症状は

とができた。原則，通常内視鏡検査でのペンタゾ

24％の患者がありと回答。眠気・吐き気・ふらつ

シンの使用は控えることとした。

き・倦怠感が多く，転倒・呼吸・循環障害はな
かった（図 5）
。また，鎮静レベルと副作用に関連

結

4 時間経過しても覚醒不良，吐き気が強く入院し

語
当院における外来鎮静下上部内視鏡検査は安全

性はみられなかった。アンケート期間中に検査後

に行われていた。

《利益相反：無》

た患者は 1 人だった。
副作用の発生因子を，年齢・性別・体重・検査

連絡先：〒 998-0053

内容など 10 項目で多変量解析した結果「安定剤

山形県酒田市あきほ町 30 番地

を内服している患者」と「女性患者」が有意な因

TEL：0234-26-2001
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内視鏡センターにおけるブリーフィングを活用した看護実践の実態調査
公益財団法人

大原記念倉敷中央医療機構
○宮岡

倉敷中央病院
由香，塩津

中本三和子，小野
目

内視鏡センター

雅子，浜田

明美

房枝

「安全・安楽の援助」
「日常生活の援助」
「精神面の

的
A 病院の内視鏡センターでは，安全に内視鏡検

援助」の 5 つのカテゴリーが明らかになった。
「異

査，治療を提供するために 2013 年よりブリーフィ

常の早期発見のための援助」では医師から情報を

ングを導入している。ブリーフィングで得られた

得ることにより，観察のポイントが明確になっ

情報をどのように看護実践に活かしているかを明

た。バイタルサインや患者の状態のモニタリング

らかにする。

を行ない，変化があったときに報告し，適切な指
示を得ることにより，リスク回避に向けた援助を

期

していたと考える。
「適切な薬剤の投与」では疑

間

義照会により，患者に安全な薬剤の投与や量の調

2015 年 10 月～ 2015 年 11 月。

整が行なわれた。薬剤の追加や減量は患者の苦痛
対

を和らげ，安全な内視鏡治療につながったと考え

象
A 病院内視鏡センター看護師 17 名のうち研究

る。
「安全・安楽の援助」では介助の方法を医師

者 4 名と内視鏡治療を担当しない看護師 3 名を除

や臨床工学技士（以下 CE）を含めた医療者間で情

く 10 名。

報共有したことによって，患者の移動や体位固定
が，安全・安楽にできていたと考える。例えば，
頚椎症患者の体位固定やストーマ患者の排泄ケア

調査方法
調査用紙を作成し，内視鏡治療を担当する看護

に関しては内視鏡センターで勉強会を行なってお

師に内視鏡治療終了後に記入してもらい，回収箱

り，知識を持っていたために適切な援助になっ

への投函をもって，研究の同意が得られたものと

た。経験値だけではなく，学習を行なっている
ことで確実な看護実践へとつながったと考える。

した。

「日常生活の援助」では患者とのコミュニケー
ションをとるために個々にあった方法で対応して

調査内容
ブリーフィングで情報共有を行い，得られた情

いた。また，医師が把握していない情報，例えば

報を基にした看護実践行動を具体的に調査用紙に

動揺歯があるなどを共有することでリスク回避に

記入してもらった。

つながったと考える。
「精神面の援助」では患者
に関わったスタッフから情報を得ることにより，
患者の思いに寄り添った援助をしていた。また，

分析方法
ブリーフィング用紙に記載された内容と調査用

未告知患者に対して情報共有することで，統一し

紙から得られた看護実践行動を KJ 法で分析し，

た行動ができていたと考える。私たちは患者との

カテゴリー化した。

短い関わりの中で各職種が持っている情報を最大
限に活用し，看護につなげるためにブリーフィン
グを行っている。医師や看護師，CE 相互の情報

結果・考察
分析した結果，看護実践行動の内容として「異

を共有し，情報を更新することで，観察項目がよ

常の早期発見のための援助」
「適切な薬剤の投与」

り明確となり，患者個々に適した具体的な看護実
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ングに対する意識調査．手術医学 2013；34

践行動をとることができていたと考える。

（3）：279-281．
結

2）川合万理，菅原美紀，上田久仁子，ほか：

語

ESD チーム医療におけるブリーフィング導

1．ブリーフィングで得られた情報を活かした看
護実践は「異常の早期発見のための援助」
「適

入の試み．日赤医学 2014；66（1）：116．

切な薬剤の投与」
「安全・安楽の援助」
「日常生

3）住吉蝶子：チームステップス．ナースマネー
ジャー 2012；12（7）：51．

活の援助」
「精神面の援助」であった。
2．内視鏡看護師はブリーフィングで得た情報を

4）落合和徳：チームステップス日本版医療安全

活用して，今まで学習で得た知識を踏まえた

チームで取り組むヒューマンエラー対策．メ

臨床判断を行ない，その場で患者の安全，安

ジカルビュー社 2012：132．

楽，安心を重視した個別的な看護実践を行
なっていた。

5）田中三千雄：消化器内視鏡看護，基礎から学
びたいあなたへ．日総研 2003：20．

《利益相反：無》

連絡先：〒 710-8602

参考文献

岡山県倉敷市美和 1-1-1

TEL：086-422-0210

1）舞原美穂，津之地紀代子，米澤理恵，ほか：
手術安全チェックリストを用いたブリーフィ

O 13

固定チームナーシングで取り組んだ内視鏡室の安全管理
－内視鏡室独自のタイムアウトの構築実践－

JA 長野厚生連小諸厚生総合病院
内視鏡技師・看護師
外科
方

はじめに
患者安全の取り組みの一環として，WHO は安

医師

○澁谷
橋本

浩美，滝澤

卓巳

晋一

法

期間：2015. 6 ～ 2016. 1

全な手術のためのガイドラインを 2009 年に発表

方法：

した。手術室では，WHO の手術安全チェックリ

1．内視鏡独自のタイムアウトを導入実践するた

ストに基づき，個々の施設状況に応じたタイムア

めに，タイムアウト学習会を 7 月にスタッフ

ウトを実践している。

全員で行った。

近年では，内視鏡室，透析室においてもタイム

2．WHO の安全な手術のためのガイドラインを

アウトの必要性が求められ始めた。今回，固定

参考に，内視鏡室の安全確認項目を検討。

チームナーシングの小集団活動の中で，内視鏡室

3．安全確認項目を使用してシミュレーションを
行い，内容を評価。

の安全管理対策を考えた。日々行っている安全確
認行動をタイムアウトという形に置き換え，内視

4．12 月から ERCP・PEG 造設のタイムアウトを
実践開始。

鏡室独自のタイムアウトを構築し実践に至ること
ができたので報告する。
結

果
タイムアウトのスタッフ学習会を企画実施した
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ことで，タイムアウトとは何か，定義の理解がで

にもつながった。

きた。タイムアウトをイメージするために動画を
鑑賞し，視覚的な面からも理解をすることができ

結

論
固定チームナーシングの小集団活動の取り組み

た。スタッフ全員がタイムアウトの必要性を感じ，

として，内視鏡室の安全管理対策を検討し，タイ

共通理解を得ることができた。
タイムアウトに必要な安全確認項目は，患者氏
名，承諾書の確認，抗血栓薬服用，感染症，薬物

ムアウトの構築実践に至ったことは，医療安全へ
の意識がさらに向上した。
医師と情報を共有することで，コミュニケー

アレルギー，義歯貴金属類除去の有無，その他特

ションも図れ，より安全に検査や治療が遂行で

記事項を安全確認項目とした。
内視鏡室独自のタイムアウトは，1．検査直前
に，2．チーム全員で，3．いったん手を止めて，

き，インシデントの発生を防ぎ，意義ある取り組
みを行うことができた。

《利益相反：無》

4．モニター氏名の確認，5．医師から検査目的お
よび患者情報の提供，6．看護師は，安全確認項
目に沿って患者情報の提供をするとした。この一

参考文献
1）
「医療安全情報」
．医療事故情報収集等事業
2011. 1；50．

連の流れを内視鏡室独自のタイムアウトとして構
築した。医師の協力のもとに，比較的身体侵襲の

2）内視鏡室での安全管理対策．消化器最新看護
18（1）．

高い，ERCP・PEG 造設から「タイムアウト」の
導入実践を始めることができた。タイムアウト導

3）効果的なタイムアウト実施への取り組み．看
護管理 19（10）．

入後インシデントは発生していない。

4）WHO 安全な手術のためのガイドライン 2009
考

第 4 章．

察
タイムアウトを実践できことは，検査治療に対

5）西野勝子，杉野元子：固定チームナーシング
第 3 版．

する安全性を高めることができた。患者情報，検
査治療目的を共有した上で，検査治療に携わるこ
とは，目的がより明確となり，検査治療がスムー

連絡先：〒 384-8588 長野県小諸市与良町 3-2-31
TEL：0267-22-1070（内視鏡室）

ズに進み，コミュニケーションエラーを防ぐこと

O 14

外来で鎮静下内視鏡検査を受ける患者の転倒防止に向けた取り組み
久留米大学医療センター

外来

○岡

美希，古賀美由紀，益永

中野みゆき，北川

利香，原﨑

愛
礼子

ント報告書からは，転倒のリスクが高い患者で

はじめに
近年，患者の要望や内視鏡医師の意識改革によ

あったと判断できたが，鎮静下検査前からの患者

り鎮静下内視鏡検査（以下，鎮静下検査）が増加し

情報が把握されず，危険予知ができていなかった

ている。A 病院でも，2013 年までは 5 件以下だっ

ことが考えられた。鎮静下検査後の転倒防止対策

たが 2015 年には年間 158 伴と急激に増加した。

として，診療部門・内視鏡室・中央処置室看護師

昨年，患者が覚醒後に診察室へ移動する際，転
倒し骨折したアクシデントが発生した。アクシデ

が患者情報を共有有でき連携を図るツールが必要
であると考えた。
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目

科医師からの連絡がなかった」であった。

的
各部門の看護師の役割を明確にし，患者情報を

2．回復スコア記入率 98.2％。未記入の理由とし

共有・アセスメントできるツールを活用すること

て，
「覚醒判断はしたが記録を忘れた」であっ
た。

で，外来で鎮静下検査を受ける患者の転倒防止に

3．中央処置室看護師のアセスメント内容から，

取り組む。

回復スコアで全覚醒していると評価していて
方

も，転倒スコアで危険度Ⅱ以上の患者 18 名全

法

員に対し，転倒リスクが高いとアセスメント

1．対象：鎮静下内視鏡検査を受けた外来患者
170 名。男性 64 名，女性 106 名。平均年齢 61

し，転倒防止対策をとっていた。その結果，

± 12.7 歳。

転倒はゼロ件であった。

2．期間：2015 年 4 月 1 目～ 2016 年 2 月 5 日
考

3．実践内容

察

1）患者情報を共有・アセスメントできるツール

山田ら 1） は「スコア使用により看護師の観察

として，転倒・転落アセスメントスコア（以

内容が統一し，患者の覚醒状態が客観的に判断で

下，転倒スコア）と麻酔回復スコア（以下，回

きた。スコアは患者覚醒状態を評価するツールと

復スコア）を用いる。

して有効であった」と述べているように，転倒ス

2）各部門の看護師の役割を明文化し運用手順を

コア，回復スコアでアセスメントしたことで，転

作成，転倒スコア危険度Ⅱ以上の場合，移動

倒がゼロ件につながったと考える。今後は，転倒

方法は車椅子と基準化する。

スコア，回復スコアの未記入の理由から，医師と

3）各部門の看護師の役割と転倒スコア・回復ス

の連携を密に測り，鎮静下検査に移行が予測され

コア・外来看護記録の運用方法について説明

る患者を抽出することや，処置室看護師間の申し

する。

送りを周知徹底することが必要だと考える。各部

① 診療部門看護師は検査予約時に，患者の転

門の看護師の役割を明文化し，連携しながら実践

倒スコアや認知機能をアセスメントし，内

したことで，転倒防止につながった。

規鏡看護師へ情報提供する。
② 内視鏡室看護師は検査前日に患者の情報を
把握し検査中の看護記録を処置室看護師へ

結

論

1．各部門看講師の役割を明文化し，手順を作成

情報提供する。

したことで，鎮静下検査を受ける患者情報を

③ 中央処置室看護師は転倒スコアの危険度
と，回復スコアの覚醒状況で転倒リスクを

共有し，連携を図ることができた。
2．患者の転倒リスクをアセスメントでき，ツー

アセスメントし，記録を行う。

ルを活用したことで，統一した判断基準がで

4．データ収集・分析方法

き，転倒防止につながった。

研究期間内の鎮静下検査を受けた外来患者

《利益相反：無》

170 名の電子カルテより，①転倒スコア記入
件数と危険度評価内容，②回復スコアの記入
件数と内容，③中央処置室看護師のアセスメ

結

引用文献
1）山田加代子，ほか：消化器内視鏡検査におけ

ント内容を看護記録より情報収集する。得ら

る鎮静剤使用患者に対する観察内容の変化．

れたデータを単純集計する。

日本消化器内視鏡技師会報 2010；44：85．

果

連絡先：〒 839-0863

1．転倒スコア記入率 97.6％。未記入の理由とし
て，「検査中に予定外の鎮静となった」
，「診療
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O 15

大腸内視鏡の前処置による患者の負担軽減を目指して
－ 20 時の下剤を変更した影響を比較検討－

独立行政法人国立病院機構

旭川医療センター

消化器内科

○三谷
青

里江，金間

紘明，小林

将人

志織

１本内服，当日 6 時ペラプリン  4 錠・ムー

研究目的

ベン  2 l 内服 20 名

当病棟では大腸内視鏡の前処置として，前日昼
より腸蠕動促進剤（モサプリドクエン酸塩錠 TM，

2．2 群：前日 20 時ピコスルファート 2 本内服。
他は 1 群同様 20 名

以下モサプリド）の内服を開始，就寝前に下剤
（ピコスルファートナトリウム内容液 TM，以下ピ

3．3 群：前日 20 時ピコスルファート 1 本，セン

コスルファート）を内服，検査当日 6 時に腸管洗

ノサイド 2 錠内服。他は１群同様 20 名

浄液（ムーベン  ）を内服している。薬剤で洗浄

クラスカルウォリス検定を実施し有意差を確

が不十分な場合は高圧浣腸を実施している。2 L

認する（有意水準 P ≦ 0.05）。

の腸管洗浄液の内服後に追加で高圧浣腸を行うこ
結

とは患者から辛いという声が多く聞かれ，身体へ

果

の負担が大きい。また前処置不良があると，病変

20 時 か ら 翌 6 時 ま で 腹 痛・ 嘔 気・ 嘔 吐・ 腹

の観察が不十分になることや検査時間の延長に繋

満感を 5 段階のリッカート尺度で評価した（図

ること，EMR 等を行う時には合併症のリスクが

1）
。腹痛は P=0.505，嘔気は P=0.368，腹満感は

高くなるなど患者に不利益なことが多い。追加処

P=0.056，嘔吐は 0 名であった。翌 6 時までの排

置がなくなることで患者の負担の軽減を図りた

便人数は，1 群 10 名，2 群 18 名，3 群 14 名であ

く，20 時の下剤を変更し比較検討した結果を報

り P=0.066 であった（図 2）
。
高圧浣腸施行人数は 1 群 2 名，2 群 4 名，3 群

告する。

3 名であり P=0.680 であった（表 1）
。前処置完了
時間は P=0.771 であった。5 段階で医師が評価し

研究方法

た腸管洗浄度は P=0.913 であった（表 2）
。

入院し大腸内視鏡の前日に検査食を摂取する患
者

考

1．1 群（従来法）
：前日昼～モサプリド 5 mg を
Ｏ-15
図表
3 T ／ 3 ×内服，20 時ピコスルファート 10 mg

察
下剤の副作用症状の比較では，苦痛症状に大き

（人）
１群

２群

３群

4

11

10

3

3

5
1

1

1
0 0

腹痛

嘔気

0 0 0
嘔吐

6

１群

２群

３群

8

2

2

4

5
2

2 2

0
腹満感

0回

図１

1～3 回

4～6 回
図２
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7～10回

0

1

0

11回以上
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表1

表2

排便回数
（回）

腸管洗浄液
の残量（ml）

浣腸施行量
（ml）

1群

2

1, 500 ～ 2, 000

900

1群

4

0

300

2群

0

700 ～ 1, 000

600

2群

1

0

600

2群

6

0

600

2群

1

0

300

3群

7

1, 500 ～ 2, 000

600

3群

2

700 ～ 1, 000

900

3群

8

0

300

腸管洗浄度 / 群

1群

2群

3群

5点

5名

4名

5名

4点

10 名

12 名

11 名

3点

3名

4名

4名

2点

1名

0名

0名

1点

1名

0名

0名

処置施行の判断基準がスタッフ間で異なっている
ことが明らかとなった。
腸管洗浄度に有意差が出なかった要因として，
今回は 5 段階スケールを使用し大腸一律全体で評
価した。部位別評価も併用することで有意差が出

な相違はない。しかし，2 群では腹満感を感じた

ることも考えられる。

患者は他群に比べて多い傾向にあった。ピコスル

今回の研究ではデータ収集の全てにおいて有意

ファートの副作用として腹満感があり，ピコスル

差がなかったことから当科では従来の前処置方法

ファートを増量したことで腹満感が増強したと考

を継続していくこととした。薬剤を追加するのみ

えられる。

ではなく，違った視点から前処置方法を検討して

腸管洗浄液内服開始までの排便回数では，2 群


の 9 割に排便が見られている。ムーベン は投与

前処置による患者の負担が少しでも軽減できるよ
うな取り組みが今後必要である。

前日あるいは投与前に通常程度の排便があったこ
とを確認することが必要であり，腸管内圧上昇に

結

よる腸管穿孔を起こすことがあるので排便，腹痛

1．20 時の下剤を変更しても効果的な方法は今回
の研究では示せなかった。

等の状況を確認しながら慎重に投与することが必
要である。2 群は他群に比べて腸管洗浄液内服前

論

2．ピコスルファート 2 本を内服することで腸管
洗浄液による腸管穿孔のリスクは低くなる。

までに排便がみられているため腸管洗浄液内服に

3．看護師間で追加処置施行の判断基準が統一化

よる腸管穿孔等のリスクは低いと考える。

されていない。

高圧浣腸施行の群間に有意差がみられなかった

《利益相反：無》

要因として，腸管洗浄液を全量内服する前に内服
困難と判断し複数回高圧浣腸をかけたため前処置

連絡先：〒 070-8644

完了時間が早まったケースや，追加処置を行って

北海道旭川市花咲町 7 丁目

いないが前処置完了時間が遅いケースがあった。

TEL：0166-51-3161

また高圧浣腸開始時間もばらつきもみられ，追加
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大腸内視鏡検査前処置における腸管洗浄液減量を試みて（第 2 報）
－クエン酸マグネシウム準高張液の有用性の検討－

医療法人三宝会
看護部

小笠原クリニック
○甲浦

医師

長子，山本智佳子，小原

美幸

小笠原宏行

た，腸管内洗浄度の評価は，検査終了後に医師が

背景・目的
大腸内視鏡検査前処置において，経口腸管洗
浄液の受容性（量と味）の向上が強く望まれてい

BBPS 1，2）
（ボストン前処置評価スケール）を用い
た評価と独自の総合評価を行った（図 1）
。

る。第 1 報では，クエン酸マグネシウム製剤（マ
グコロール  P：以下 MGP）の準高張液（100 g を

結果・考察
患者背景は準高張液群と等張液群で有意差はな

900 mL に溶解）の有用性を報告した。今回は従来
の等張液（100 g を 1, 800 mL に溶解）との有用性

かった。
準高張液群対等張液群で，洗浄液の受容性に

について比較検討した。

おいて，服用量については 40 例 80.0％対 27 例
対

54.0％が「まだもっと飲めた」または「楽に飲め

象
2015 年 7 月から 2016 年 5 月に大腸内視鏡検査

た」と回答し，
「飲めずに少し残した」や「辛く

を施行した患者 100 例〔準高張液群 50 例：男性

てほとんど飲めなかった」例はなかった（図 2）
。

25 例，女性 25 例，平均年齢 65.2 歳，等張液群

味については 41 例 82.0％対 42 例 84.0％が「とて

50 例：男性 31 例，女性 19 例，平均年齢 60.3 歳〕
。

もおいしかった」
，
「おいしかった」または「まあ
まあおいしかった」と回答し，
「非常に飲みにく
かった」例はなかった（図 3）
。準高張液群では，

倫理的配慮
対象者には研究参加は自由で，拒否や中断によ

前回の前処置との比較において検査経験のある

る不利益はないこと，個人が特定できないこと，

30 例中 26 例（86.7％）で今回の前処置が良いとの

データは目的以外に使用しないことを書面に表記

回答が得られた。よって受容性は，準高張液群が

して口頭で説明し，同意を得た。

濃縮された味であっても，味における評価が同等
に良好であることから，服用量の減量が評価に与

方

える影響が大きいと思われた。

法
準高張液群〔前日：低残渣検査食 3 食セット（エ

前処置時間では，平均 196.3 分（± 69.98 分）対

ニマクリン  ）
，就寝前にピコスルファートナト

258.7 分（± 88.74 分）であった（図 4）
。このこと

リウム溶液（ラキソデート 内用液 0.75％ 10 mL）

から，準高張液群では等張液群と比べ前処置に要

服用，当日：MGP 準高張液 900 mL ＋水またはお

する時間が大幅に短縮された。これは服用量の減

茶 500 mL 飲用〕
，等張液群〔前日：準高張液群と

量による服用時間の短縮だけでなく，洗浄液の高

同じ，当日：MGP 等張液 1, 800 mL 飲用〕により

張化による蠕動運動促進効果によるものと考えら

大腸内視鏡検査前処置を行った（表 1）
。問診に

れた。前処置時間の短縮により，患者および医療

より患者背景を調査し，アンケートを用いて，前

従事者の負担が軽減されると思われる。
自覚症状は，9 例 18.0％対 8 例 16.0％に認めら

処置完了時間，腸管洗浄液の受容性，自覚症状，
MGP 等張液 1, 800 mL での経験者に，前回検査時

れたが，その多くが腹部膨満感であり，重篤な症

の腸管洗浄液との受容性の比較等を調査した。ま

状はなかったことから，安全性についても問題な
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表１

図１

図２

図３

図４

図５

900 mL 投与法であっても，腸管内洗浄度に大き

いと考えられた。
腸管内洗浄度では，BBPS で平均が 5.8 対 5.9，

な支障をきたさなかったのは，水分 500 mL 以上

独自の総合評価で 32 例 64.0％対 23 例 46.0％が

の追加服用と準高張液に起因する浸透圧の差によ

良好であり，全例検査できた（図 5）
。準高張液

る腸管内水分の増加により，腸管内では等張液
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1, 800 mL 投与とほぼ同じ液量になっているため

PhD, et al.：The Boston Bowel Preparation

と考えられた。

Scale : A valid and reliable instrument for
colonoscopy-oriented research. Gastrointest

結

Endosc. 2009 Mar；69（3 Pt 2）：620-625．

語
MGP 準高張液による前処置法は，等張液と比

2）Vicente Lorenzo-Zũñiga, Vincente Moreno-de-

べ，腸管内洗浄度・患者受容性が共に良好で，前

Vega, Jaume Boix：Preparation for colonoscopy :

処置完了までに要する時間が約 1 時間短縮された

types of scales and cleaning products, Rev Esp

ことから，大腸内視鏡検査前処置として有用であ

Enferm Dig. 2012 Aug；104（8）：426-431．

る。

《利益相反：無》
連絡先：〒 600-8813
京都市下京区中堂寺南町 108

参考文献

TEL：075-326-2211

1）Lai EJ, MD，Calderwood AH, MD，Doros G,
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腸管洗浄剤の効果的な服用方法の検証
川崎市立多摩病院

○森田小百合，秋山

綾，伊藤

優子

岡田みちよ
目

③ 1.4 L 服用：モビプレップ  1 L →水 500 ml →

的

モビプレップ  400 ml →水 200 ml

2014 年 4 月から外来大腸内視鏡検査前処置薬と
してモビプレップ  を採用した。モビプレップ 

④ 1.4 L 分 割 服 用： モ ビ プ レ ッ プ  700 ml → 水

には多様な服用方法があるが，当院では効果的な

400 ml →モビプレップ  700 ml →水 400 ml

服用方法を選択できていなかった。本研究は，4

2．検査当日の排便状況・検査詳細・腸管洗浄度

種類の服用方法毎の腸管洗浄度と患者満足度を調

を 4 段階で評価した。

査・検証し，当院におけるモビプレップ の服用

洗浄度 1：有形便が多く観察が不可能

方法を確立することを目的とした。

洗浄度 2：有形便の存在が観察に支障をきたす
洗浄度 3：わずかに有形便が存在するものの，観

方

察に支障をきたさない

法

研究期間：2014 年 4 月 1 日～ 2015 年 11 月 30 日

洗浄度 4：腸管内に有形便がほとんど見られず観

対象者：モビプレップ  服用指示で大腸内視鏡検

察が可能
3．検査終了後，患者に腸管洗浄剤服用と検査に

査を実施した患者 400 名。

関するアンケートの調査を実施した。

方法：
1．4 つの服用方法をそれぞれ 100 件の患者に実

4．服用方法による腸管洗浄度，患者満足度を分
析した。

施しデータを収集した。


倫理的配慮として，当院の倫理審査委員会の承

① 1 L 服用：モビプレップ 1 L →水 500 ml
② 1 L 分 割 服 用： モ ビ プ レ ッ プ  500 ml → 水

認を得た。アンケートは無記名・自由記載とし，

250 ml →モビプレップ  500 ml →水 250 ml

調査結果は個人が特定されないように集計した。
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※Ｐ＜０．０５以下を有意差ありとした
100%

80%

60%

80%

71%

40%

20%

73%

79%
(t検定)

1Ⅼ服用群
n=196

図１

結果２-①

1.4Ⅼ服用群
n=189

0%

(t検定)

非分割服用群
n=183

1L服用群と1.4L服用群の比較

図２

ns

100%

27%

30%

24%

非分割服用群と分割服用群の比較

う少し飲めた，丁度良いが 58.5％，味では飲みや

**
*
***

洗浄度4

結果２-②

分割服用群
ｎ=202

患者アンケートは服用量ではもっと飲めた，も

※Ｐ＜０．０５以下を有意差ありとした

洗浄度1・2・3

すい，やや飲みやすいは 48％の満足度であった。

15%

腹部手術歴がある患者は全体の 40％，憩室を有
する患者は 35％であった。これらの患者では洗

60%
73%

70%

76%

85%

浄度がかなり低くなり，洗浄度 4 は 26％であっ

20%
0%

27%

20%

0%

40%

洗浄度4

21%

60%

40%

80%

洗浄度1・2・3

ns
100%

20%

29%

80%

※Ｐ＜０．０５以下を有意差ありとした

洗浄度1・2・3
洗浄度4

p＜0.05

た。腹部手術歴や憩室を有する患者の前処置につ
1Ｌ服用
n=89

1Ⅼ分割服用
n=107

*:p＜0.005

図３

結果２-③

**:p＜0.01

1.4Ⅼ服用
n=94

いては考慮していく必要がある。

1.4Ⅼ分割服用
n=95

***:p＜0.05

(t検定)

考

服用方法別の洗浄度比較

察
アンケート結果より患者は味よりも量が負担に

なっていることが推察された。服用量を増やすこ
結

とで，良好な洗浄度を得られるが，手術歴・憩室

果
4 つの服用方法の対象者の内訳は，① 1L 服用

を有する患者のではこの限りではない。分割服

95 名（23.7％）
， ② 1 L 分 割 服 用 112 名（28％），

用・非分割服用全体を比較した場合有意差は得

③ 1.4 L 服用 95 名（23.7％）
，④ 1.4 L 分割服用 97

られなかったが，4 つの服用方法の比較では 1.4 L

名（24.2％）
，⑤不明 1 名であった。全対象者の

分割服用が最も洗浄度が高かった。

73％が洗浄度 4 の評価だった。1 L 服用群
（n=196）
は洗浄度 4 が 71％，1.4 L 服用群（n=189）は 80％

結

論

で，1.4 L 服用群の洗浄度が有意に高かった（p ＜

当院では急性期医療病院であり，さまざまな基

0.03）
（図 1）
。非分割服用群（n=183）は洗浄度 4

礎疾患を有する患者に対応しなければならない特

が 73％，分割服用群（n=202）は 79％で有意差は

色がある。そのため洗浄度を優先的に考え，当院

なかった（図 2）
。服用方法別では洗浄度 4 が①

での服用方法は 1.4 L 分割服用を推奨する。
《利益相反：無》

70％，② 73％，③ 76％，④ 85％と④の洗浄度が
最も高い結果となった。①と②，①と③，②と③
の比較では有意差はなかった。①と④
（p ＜ 0.03），

連絡先：〒 214-8525

②と④（p ＜ 0.01）
，③と④（p ＜ 0.03）の比較で

川崎市多摩区宿河原 1-30-37

はそれぞれ有意差があった（図 3）
。

TEL：044-933-8111（代表）
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大腸鏡前処置の腹部マッサージの導入
－患者の苦痛緩和を目指して－

東芝林間病院

内視鏡センター

内視鏡技師

○伊藤

医師

林田

友美，矢鍋

美保，加藤美紀子

浩明，三浦有希子，篠木

啓

用いてマッサージに対する苦痛度を調査し集計し

研究目的


当院では前処置としてマグコロール P100 g

た。

（1, 800 ml）を服用しながら歩行を促している。し
かし，患者から歩行が苦痛だという声が聞かれ

結

果

た。また歩行している間は患者の状態が把握でき

A 群・B 群間で年齢，性別，腸管洗腸度，追加

ないため体調悪化の際，対応が遅れる危険性もあ

処置の有無に統計学的な有意差は認めなかった。

る。マッサージは一般的に便秘のケアとして広く

前処置に要した時間も A 群 155.1 分，B 群 158.8

用いられている。そこで，プレテストとして看護

分で有意差はなかった。アンケート結果では，

師にマッサージを取り入れた前処置を行い，前処

「マッサージは歩行と比べて疲れなかった」と回

置に要する時間に大差がないこと，座りながらリ

答した患者が 78％，「マッサージを座って行うこ

ラックスした状態で行うことができ苦痛が少ない

とで腰やお尻が痛いか」という問いには「痛いと

ことがわかった。前処置を歩行からマッサージに

ころはない」と回答した患者は 89％であった。
「今

変更することで，歩行と同等若しくはそれ以上の

後歩行とマッサージのどちらを行いたいか」とい

洗腸効果が得られ，患者の苦痛が少なくなること

う問いには 66％が「マッサージ」と回答した。

を明らかにする。
考

察
一般的にマッサージは副交感神経が優位にな

研究方法
1．対象：2015 年 1 月から 2016 年 1 月まで外

り，全身の血流量が増加し腸蠕動を促進すると言

来で大腸鏡検査を行った患者 200 名。A 群はマグ

われている。本研究では 3 種類のマッサージで腸

コロール P を服用後 10 分間のマッサージを繰り

蠕動を促進でき，歩行と同等の洗腸効果を得るこ

返す群，B 群はマグコロール P を服用後 10 分間

とができたと言える。また，誰でも簡単に座位で

の院内歩行を繰り返す群とし，同意のもと患者の

行えるマッサージを選択した結果，
「疲れる」や
「足腰が痛い」という患者の苦痛も軽減できたと

自由選択とした。
2．方法：誰でも簡単に座位で行えるマッサー

考える。

ジとして，
「の」の字マッサージと左下腹部を刺
激するマッサージ，指で腸を揺らすマッサージの

結

論

3 種類のみを行った。看護師 7 名にプレテストを

前処置をマッサージに変更することで，前処置

行い，前処置にかかる時間に大差がないこと，苦

の苦痛が少なくなり，また歩行と同等の洗腸効果

痛が少ないことを確認した上で患者に実施した。

が得られた。

《利益相反：無》

比較項目は年齢，性別，前処置に要した時間，腸
管洗腸度（堀井薬品工業のスケール表使用）
，追
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大腸内視鏡検査における前処置薬の検討と外来看護の役割
－患者の負担軽減を試みての一考察－

医療法人興生会

相模台病院
内視鏡室

○宇角

医師

串田

ルミ，牧野恵美子，有上紀代子
誉名，山上

達也

した。対象者の条件に該当する患者を選定し同意

背景・目的
当院では年間約 1, 200 件の大腸内視鏡検査を実

を得た。検査食（エニマクリン  PO）と検査準備

施している。昨年は 1, 036 件の外来大腸内視鏡検

表を用いてモビプレップ のみ服用とし，検査可

査を実施した。年齢は 10 代から 90 代，年代別割

能な状態にならなければ追加服用とした。排便

合は 40 代，50 代の現役世代は 30％，60 代，70

状態は判定表を基に目視判定（図 1）
。検査可能と

代 57％，他の世代は 17％であった。当院では在

なった時点でヒアリングにて意識調査を行った。

宅で前処置薬を服用する方法をとっており，当日

腸管洗浄度については 4 段階評価表（表）で判定

の経口腸洗浄剤の他に前々日と前日に計 3 剤の下

した。

剤を服用している。これに関しての身体的苦痛は
少なからずあった。また現役世代には，
「勤務中

倫理的配慮

に下剤服用していたら周囲に気づかれた」等，精

院内倫理審査委員会の承認を得た。本研究の趣

神的な苦痛もあった。これらの声を聞く度に，前

旨および意義，方法について，また個人が特定さ

処置薬の検討の必要性を考えていた。今回医師と

れないよう配慮すること，内容は本研究以外の目

共に取り組み，前処置薬の服用なしで検査がで

的で使用しないことを説明し同意を得た。

き，患者の負担軽減にもなったので報告する。
結

モビプレップ  服用前に排便があったのは 12

研究方法
期

間：2015. 12. 11 ～ 2016. 1. 28

名で排便の有無と洗浄度には，以外にも関連性が

対象者：便秘傾向のない患者 20 名
方

果

見られなかった。8 名が追加服用して，
「優」と

法：医師に調査の趣旨を説明し協力を要請

「良」が 13 名「可」を含めると 18 名が検査可能と
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（表）

図１

不可：残渣を認め観

優：ほぼ残渣なし

10%
2名

察にも制限あり

20%
2名

25%
5名
45%
9名

可：残渣があるが観
察に問題なし

良：少量の残渣がある
が吸引で観察可能

ｎ＝20
図２

結果 ＣＳ施行医による腸管洗浄度評価

なった。前処置薬がないことが身体的に楽であっ

う医師の見解を得た。現行の前処置薬は減らすこ

たかという質問には 17 名が「楽だった」と答え，

とが可能であり，よって患者の身体的，精神的負

15 名が次回の検査でもモビプレップ のみがいい

担は軽減できるという結果を得た。

と答えた（図 2）
。しかし追加服用した内の 4 名は

モビプレップ  服用前の排便の有無は，今回の

検査開始までに時間を要したので，
「前日に何か

研究では洗浄度に有意差はなかったが，腸管洗浄

服用した方が早く検査可能となったのではない

剤によるリスクを避けるためにも，便通状態につ

か」という感想が聞かれた。

いては十分把握しておく必要がある。しかし現状
では検査の準備説明だけに時間を費やし便通状態

考

までチェックできていない。さらに準備説明と検

察
前処置なしで 65％以上が検査可能となった。

全体を現行に近い洗浄度にするためには，前日に

査の実施が分担制となっているため，情報の共有
と連携は極めて重要であると考える。

前処置薬を 1 剤服用すればよいのではないかとい
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結

－治療内視鏡介助の克服をめざして．味の素

論

製薬（株）

現行の前処置薬は減らすことができる。時間に
限りがある外来看護の中で，患者の声に耳を傾け

2）第 89 回日本内視鏡学会報告「内視鏡が切り
拓く明日の医療」
．味の素製薬（株）

状態の把握に努めることが負担の軽減につながる
ことを改めて認識した。

《利益相反：無》
連絡先：〒 252-0001
神奈川県座間市相模が丘 6-24-28

参考引用文献

TEL：046-256-0011（代表）

1）第 74 回日本内視鏡技師学会－明日から実践

O 20

大腸内視鏡検査おける不適切な前処置になる予測因子の検討
独立行政法人国立病院機構

京都医療センター
○北野

消化器内科医師

由美，坂本

圭子，森

そのみ

田口いづみ，松岡

律子，坂井

水本

慎二

吉則，勝島

洋子

研究期間

はじめに
近年，大腸癌は男女ともに死亡率，罹患率が

2016 年 5 月 24 日～ 2016 年 9 月 30 日

上昇し，大腸内視鏡検査の需要は高まっている。
当院では右肩上がりに検査数は上昇し昨年度は

研究対象

3, 000 件に達した。欧米の内視鏡学会の指針では，

1．意思疎通可能な大腸内視鏡検査を受けた外
来・入院患者 905 名

大腸内視鏡検査の前処置のガイドライン（図 1）
が作成され腸管洗浄度の基準（図 2）も定められ

2．前処置未施行例と少数検討のモビプレップ症
例は対象外とした 854 症例

ている。腸管洗浄度は，85％以上が推奨されてお
り，良好な腸管洗浄が盲腸到達率，腺腫発見率を
向上させ，しいては大腸癌の罹患率を低下させる

方

法

といわれている。しかし，日本では腸管洗浄度や

1．当院の現状調査

大腸内視鏡検査に関するガイドラインは作成され

患者周辺情報をタブレット端末で内視鏡データ

ていない。欧米での腸管洗浄不良因子は，入院患

ベース蓄積している。これをもとに腸管洗浄度が

者，下剤内服，肥満，高齢，女性，糖尿病，脳梗塞，

不良となる因子の検討をおこなった。

認知症，パーキンソン病が提示されている。当院

2．腸管洗浄不良因子の検討

における大腸内視鏡検査の前処置の実態を把握し

どのような因子が腸管洗浄度不良に関係するの

不適切な因子について検討を行ったのでここに報

かをロジスティック回帰分析にて評価した。検討
因子として性別，年齢：＞ 65 歳，肥満度：BMI

告する。

＞ 25，腹囲：♂≧ 85 cm ♀≧ 90 cm，検査動機，
目

検査回数，基礎疾患（高血圧，糖尿病，腹部手術

的

1．当院における大腸内視鏡検査の現状を把握す
る
2．前処置（腸管洗浄）不良因子を検討する

歴）排便困困難：1 行 /3 日以下 or 下剤服用，嗜
好品（飲酒，喫煙，コーヒー）
，入院・外来別，
腸管洗浄剤の種類別とした。
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図１
64.7 歳（12-95）

Excellent

Good

Fair

Poor

図２

図４

図３

果

液を服用し，午後に検査を施行している。患者背

1．現状調査

景では，性差（♂：♀）535：370 と男性が多く，

結

前日は検査食を摂取，眠前にピコスルファート

年齢は中央値 64.7 歳で四分位範囲は 58 歳から 74

ナトリウムを服用し，検査当日は朝から腸管洗浄

歳であった（図 2）
。大腸検査動機は，便潜血陽
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性患者が 19％，有症状症例 24％やフォローアッ

では高血圧や糖尿病患者と排便困難を認める症例

プ症例 57％，検査回数は，初回患者が約 28％，

が有意に検出された。交絡因子を考慮して多変量

複数回の施行歴症例が 72％と多くを占めてい

解析（図 5）を施行したところ，糖尿病と排便困

た（図 4）。腸管洗浄剤の種類は，マグコロール

難が腸管洗浄度不良の有意な因子として検出され

P  45.3％，ニフレック 49.0％，モビプレップ 

た。

2.5％，なしが 3.2％であった。腸管洗浄度を 4 段

小括 2

階（図 3）で評価した。Excellent は透明な便汁の

腸管洗浄度不良に有意に独立して関与する因子

み，Good はわずかに浮遊物を認めるのみ，Fair

は糖尿病と排便困難であった。

は洗浄にて腸管粘膜を観察できるもの，Poor は
洗浄にても腸管粘膜を観察できないものと定義し

今後の方針
これらの結果を踏まえた上で，検査予約時には

た。
結 果 は，Excellent：72 ％，Good：19 ％，Fair：

患者の病歴や患者周辺情報の聴取に注意を払い，

6％，Poor：3％であった。一般的に Excellent と

腸管洗浄度不良因子として分かった糖尿病や排便

Good を腸管洗浄度良好と判断，当院での腸管洗

困難患者には個別性のあるオリエンテーションが

浄良好症例は 91％であり腸管洗浄剤での洗浄度

できるように工夫していく。

の比較をしても 90％以上を超えており両者に差
まとめ

はなかった。

当院における大腸内視鏡検査の前処置の実態が

小括 1
当院の大腸内視鏡検査の実態は，年齢中央値は

把握はできた。当院の腸管洗浄度不良因子は糖尿

64.7 歳

病と排便困難だった。

《利益相反：無》

便潜血陽性患者は約 2 割，初回検査は約 3 割
主にマグコロール P  とニフレック が腸管洗

連絡先：〒 612-8555
京都市伏見区深草向畑町 1-1

浄剤として使用，腸管洗浄度良好群は 91％。

京都医療センター内視鏡室

2．腸管洗浄不良因子結果

TEL：075-641-9161（代表）

ロジスティック回帰分析の単変量解析（図 4）

O 21

大腸内視鏡検査前処置における看護師のストレスと困った経験の調査
－フローチャート使用前後を比較して－

独立行政法人国立病院機構
内視鏡技師
看護師

呉医療センター・中国がんセンター

外来

○金井千佐美
塚本

優子，岡田

西林

愛，平光

優子，梅河内
恵，折本

恵
美幸

山本智恵美
護師の関わりは重要である。本研究では，病棟の

はじめに
大腸内視鏡検査における前処置（以下，前処置）

看護師が前処置を実施する時のストレスと困った

は患者にとって大きな負担となりやすい。前処置

経験，また何に困っているのかを調査した。その

を円滑に，苦痛を最小限にしていくためには，看

結果を基にフローチャートを作成し，看護の統一
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化を図り，ストレスと困った経験を軽減したいと

2．看護師の 88.8％が前処置を実施する時にスト
レスを感じていた（図 2）。A 群と B 群のスト

考えた。

レスには有意差がなかった（t =1.4，ns）
（図 3）
。
研究目的

また困った経験では，カルテの入力，排便処

1．大腸内視鏡検査前処置において看護師のスト

置，前処置の進め方，判断の項目で高い値を
示した（図 4）
。

レスと困った経験について調査する。
2．フローチャートを作成し，ストレスと困った

3．看護師のストレスはフローチャート使用前で
は，88.8％であったが，使用後は 52.6％に改

経験について調査し，効果を検証する。

善し，2 群間では有意な差が認められた（p ＜
研究方法

0.01）
（図 2）。C 群では，排便状況に合わせた

1．データ収集方法

内服の勧め方，様子を観察していいのか，追

1）研究対象：手術室・NICU・緩和ケア病棟を除

加処置が必要かの判断，検査が可能になった
かの判断をする時の項目で低くなった（図 6）
。

く A 病院病棟勤務看護師
2）前処置における独自で作成した看護師のスト
レスと困った経験（18 項目）について調査し

考

察
アンケート調査では，88.8％の看護師が前処置

た（表 1）回答選択肢は 5 段階で設定した（ア

を実施する時にストレスを感じており，困った経

ンケート①）
。
3）アンケート①の結果を基にフローチャートを

験をしている看護師も多かった。改善策として，

作成した（図 1）
。3 ヵ月後にアンケート①の

手順や判断を明確にできるフローチャートを作成

内容にフローチャートの評価に関する項目を

し，導入した。
看護師のストレスは，フローチャート使用前後

加え調査した（アンケート②）
。
2．分析方法

で有意差が得られた。これは，前処置の進め方や，

1）消化器病棟経験のある看護師（以下 A 群）と

判断に関わる項目での改善が可能となったことに

経験のない看護師（以下 B 群）のストレスの

より，ストレスが軽減したためと考える。C 群の

差について t 検定を用いて検証した（p ＜ 0.05

改善率は，全体の改善率に比べほぼ全ての項目で

を有意差ありとした）
。

高くなっていることからもフローチャートの導入

2）フローチャート使用前後でのストレスの比較
をマンホイットニーのＵ検定を用いて検証し

は，困った経験をしていた看護師への介入に効果
的だったと考える。
テンプレートの入力，忙しい時の訪室 ･ 排便処

た（p ＜ 0.05 を有意差ありとした）
。
3）困った経験をした看護師（以下 C 群）と困った

置，患者の ADL が低い時，の項目は C 群のみで

経験がない看護師（以下 D 群）のフローチャー

なく，全体の改善率も低かった。今後は，作成し

ト使用前後を比較した。

たフローチャートでの改善が困難だった課題につ
いて，具体的に介入が可能な解決方法を検討して
いく必要がある。

倫理的配慮
対象者に研究の趣旨および協力は自由意志であ
り，本人の不利益にはならないこと，また得られ

結

論

たデータは本研究以外の目的では使用せず統計処

1．前処置では看護師の 88.8％がストレスを感じ

理されるため個人が特定されないことを紙面で説

ており，困った経験はカルテの入力，排便処
置，前処置の進め方，判断等だった。

明し，アンケートの提出をもって同意とした。

2．フローチャート作成は，看護師のストレスと
結

困った経験を改善できた。

果

《利益相反：無》

1．対象者の背景は（表 2）に示す。
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表１ 前処置で困った経験についての調査項目      表２ 対象者の背景
大腸内視鏡検査の
説明について
経口腸管洗浄内服
中の対応

便がきれいになら
ない時の対応

愚者のＡＤＬが低
い場合


①内服速度 速切な内服速度 の説明について
②内服中に摂取してはいけないものについて説明す
る時
③排便状況に合わせた内服の勧め方
④排便を促す方法
⑤はじめから飲めない患者への対応
⑥全量飲めないと時の対応
⑦内服中に嘔気、嘔吐があった時の対応
⑧内服中に腹痛があった時の対応
⑨検査が可能になったかどうかの判断をする時
⑩他の業務で忙しい時訪室､観察をすること
⑪テンプレート カルテ を記入する時間がないこと
⑫様子を観察していいのか､なんらかの追加処置が必
要なのかの判断
⑬どのタイミングで医師に指示をもらうかの判断
⑭経口腸管洗浄剤の追加のタイミング
⑮経口腸管洗浄剤 ムーベンⓇ､モビプレップⓇの追加
の量
⑯グリセリン浣腸のタイミング
⑰内服の介助
⑱排泄の介助



対象者 人 

アンケート①

アンケート②

433

412

回収数

350

316

回収率  

80.1

76.7

男性

27

26

性別 人 女性

321

288

2

2

29.2±8.0

29.1±7.5

無回答
平均年齢 歳 

6.9±7.6

7.1±6.7

有

69

70

消化器病棟の経験   無

277

243

4

3

看護師経験年数の平均 年 

無回答

モビプレップ® 1Ｌと水(お茶)500ml を 1 時間 30 分程度で服用する （7：00 開始） 
                     
飲める                   飲めない

          飲めた（注入開始）
    排便

医師に報告し、指示を受ける

        なし  
         



(胃管の挿入等)

       

      あり               医師に報告し、指示を受ける
(グリセリン浣腸等)

排便が回数 5 回以上                  排便が回数 5 回未満

      
 

      残渣がある、又は色が濃く  

            ⑤の性状の便にならない      

歩行を勧める
腹部マッサージ

                       
    モビプレップ® 200ml と、水(お茶)100ml を 1 セットとして追加する 
⑤の性状になるまで繰り返し追加する
（きれいになれば追加の服用は終了：追加は最大 5 セットまで可能、）
         

1 時間程度間隔をあけて
排便状況、腹部症状に
注意しながら看護師の
判断で追加してください

                                                  
                

      



   ⑤の性状の便                      医師に報告し、指示を受ける
 (淡黄色～無色、残渣無)                     (グリセリン浣腸等)


図１ モビレップⓇ服用のフローチャート
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Ｏ－２１ 図表
0%

20%

40%

20%

ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ使用前
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図４ 前処置で困った経験についての回答
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図５ フローチャートの評価
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図３ 消化器病棟の経験別による前処置を実施する時の
病棟看護師のストレス
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図２ フローチャートの使用前後のストレスの差
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30%
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14.3%

58.8%

26.2%
25.0%

57.9%

48.1%

57.1%

58.6%

C群
D群

図６ 前処置項目別Ｃ群とＤ群の看護師の比較

凡例（困った経験の項目）
：
①内服速度（適切な内服時間）の説明について、②内服中に摂取してはいけないものについて説明する時、③排便状況に合わせた内
服の勧め方、④排便を促す方法、⑤はじめから飲めない患者への対応、⑥全量飲めない時の対応、⑦内服中に嘔気、嘔吐があった時
の対応、⑧内服中に腹痛があった時の対応、⑨検査が可能になったかどうかの判断をする時、⑩他の業務で忙しい時に訪室、観察を
すること、⑪テンプレート(カルテ)を記入する時間がないこと、⑫様子を観察していいのか、なんらかの追加処置が必要なのかの判断、
⑬どのタイミングで医師に指示をもらうかの判断、⑭経口腸管洗浄剤の追加のタイミング、⑮経口腸管洗浄剤(ムーベンⓇ、モビプレ
ップⓇ)の追加の量、⑯グリセリン浣腸のタイミング、⑰内服の介助、⑱排泄の介助
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内視鏡技師による十二指腸 ESD 介助の現状と教育
聖路加国際病院

消化器センター
内視鏡技師

目

内視鏡室
○秋山

仁，村上優賀里，松岡

坪内

志保，吉田

恵

碧美，柏木絵梨香

岡田

修一

臨床検査技師

吉野

愛梨，山口

佳織，若狭

桃代

消化器内科

石井

直樹，池谷

敬，中村

健二

る検査介助者の重要性について検討する。

的
ESD も処置技術・ディバイスの普及とともに

数多くの施設で施行されるようになった。当院で

方

法
EMR で切除困難な十二指腸病変は存在し，安

も，年間約 200 例程度の ESD を行っている。い
わゆる High-volume center のような施設と比べ，

全な十二指腸 ESD の戦略構築は必要である。当

市中病院である当院では，上部・下部消化管の

院にて 2011 年に十二指腸 IDA 付近の 0-Ⅱa 病変

スクリーニングや二次精査，
・緊急内視鏡など，

に対し ESD を施行したところ，剥離時に穿孔が

ESD 以外の様々な検査・処置を行いながら各種

起こり，緊急手術となった。その後，十二指腸腫

治療を行っている状況である。現在当院で ESD

瘍に対する ESD を安全に施行するために，専門

を施行する医師は 3 人と少なく，この他に ESD

施設への見学，使用ディバイスの変更，施行医・

を研修する医師が数名いる。このような環境の中

介助者の固定化を行い，腫瘍径と切除検体径，お

で，安全に ESD を施行するためには，内視鏡検

よび切除時間，合併症の有無について検討した。

査技師に求められることも多い。今回は当院での

また，当院の教育カリキュラムの評価を行う。

十二指腸 ESD 導入から，偶発症の遭遇を経て現
在に至るまでの経緯を踏まえ，内視鏡治療にあた
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結

ESD だけでなくすべての検査・処置・治療に関

果
腫瘍径と切除検体径の中央値（range）
（mm）お

よび切除時間中央値（range）
（分）は 10（5-35），21

して術者と同じ視点で介助を行えるようにする教
育は有効であった。

（15-40）
，92（24-255）だった。一括切除率，R 0
率 は 89 ％（17/19）
，84 ％（16/19）で 合 併 症 は な

結

論

かった。また教育は，人員構成や勤務内容により

内視鏡検査技師が治療の介助を行うには，もち

適宜見直しを行うが，救命救急センターであるた

ろん医師の協力が必要であるが，固定化された専

め，24 時間・365 日体制のオンコール勤務に対応

門のスタッフが介助に携わることで，治療成績の

できるスタッフ育成を第一優先課題としている。

向上に寄与できる。そのためには，技師自らの常

そのため，ESD の研修を開始するまでには，2.5

に高い向上心と，日々の勉強・経験，またしっか

～ 3 年の経験を有した状態となっている。入職以

りとした教育カリキュラムが必要不可欠である。

来どの治療・処置を行う際にも，術者と同じ視

同時に，手技的な問題で偶発症が起こってしまっ

点で介助が行えることを目標として教育されてい

た場合や，新たな手技を行う際には，施行医のみ

こともあり，ESD 施行経験の浅い医師との処置

が手技を把握しているだけではなく，介助者も施

時や，困難に陥った場面でも術者へ提案すること

行医と同じ程度の知識を有しておくことも重要で

や，先回りして術者が次に何を行うかを理解し，

あると考える。そのためには，最先端で処置を

対応することができていた。このような環境で教

行っている施設へ指導を仰げるような環境も非常

育した結果，個人差はあるが 30 例程度の処置経

に重要であり，内視鏡学会・内視鏡技師会などが

験を踏まえることで困難症例以外は 1 人で対応可

連携し，そのような環境構築が成されることが望

能であった。

まれる。

考

連絡先：〒 104-8560

察

《利益相反：無》
東京都中央区明石町 9-1

TEL：03-5550-7044

術者・介助者の固定により難易度の高い十二
指腸 ESD であっても，安全に施行できる。また，
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通電型ダイレーターを用いたメタリックステント焼灼に対する検討
大阪医科大学附属病院
消化器内視鏡センター

○阿部

真也，柴森

直也，比嘉

克成

章，増田

大介

航，恩田沙緒里，竹内

利寿

野見山典子
消化器内科

小倉
都木
樋口

背

景

健，井元
和秀

浸潤）や overgrowth（ステント上端および下端側

手術不能の悪性胆道狭窄に対する金属ステン

への腫瘍伸展）によるステントの再閉塞がしば

ト（SEMS：self-expandable metallic  stent）は 低 侵

しば問題となる。また近年では，十二指腸乳頭

襲で有用な治療法であるが，開存期間が長くな

部からのアプローチ困難な ERCP 症例に対して

るにつれて ingrowth（ステント内への腫瘍内部

も，EUS-FNA：EUS-guided Fine Needle Aspiration
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メタリックステントについて

Covered metal stent
(CMS)

カバー膜は絶縁体である
シリコンやポリウレタンが主流

Uncovered metal stent
(UCMS)

面があるため，逸脱，迷入しやすい。

UCMS

逸脱，迷入が少ない。

メッシュの隙間から
腫 浸潤(ingrowth)

EUS-BD 各種アプローチ方法

図3

図2

APC による焼灼

図4

瘍

欠点

メッシュカバーがあるため，
腫 がステント内に浸潤しにくい。

瘍

図1

利点
CMS

メタリックステントの種類

通電ダイレーターによる焼灼

の 穿 刺 技 術を応用した，EUS-BD：EUS-guided

を用いて，ステント焼灼に有用であるか検討し

biliary drainage の手技向上により，消化管側から

た。

胆道・胆管へ直接アプローチする方法も可能と
なった（図 1）
。しかし，隣接する臓器とステン

方

法

ト瘻孔によって直接吻合をするため，ときには留

ステントは uncoverd タイプと covered タイプ

置したステントが胃または十二指腸側へ逸脱する

（Niti-S 胆管用ステント：センチュリーメディカ

こともある。このような場合には，ステントを抜

ル製）を用いた（図 2）
。胃壁側または Vater 乳頭

去することが困難なケースもあるため，従来で

開口部から，ステントが逸脱している状況を想定

は，アルゴンプラズマ凝固法（APC：argon plasma

して生食寒天モデルに埋め込み，ステント断端

coagulation）を用いて，ステント断端を焼灼して

部から 1 cm 程度の部位を，高周波電流によって

いたが，ステントの種類やカバーの有無によっ

焼灼する実験を行った（図 3，4）。電気手術器は

て，通電時間超過やステント焼灼不良などのケー

VIO300D/APC2（ERBE 製）を用い，設定モード

スも生じていた。

の比較対象として，APC モード（フォースド，流
量 1.8 l/min），ドライカット，フォースドコアグ，

目

スイフトコアグ，スプレーコアグを設定し，45

的
先端電極部から放電可能な通電ダイレーター

（Cysto-Gastro-Set TM：Endo-Flex Gmbh 製，ドイツ）

～ 60 W の出力範囲で比較検討した。なお，1 回
毎の通電時間は 2 秒以内としている。
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表1
モード

結

各モードにおける，ステント焼灼の比較
45 W

60 W

周囲熱傷

CMS

UCMS

CMS

UCMS

CMS/UCMS

ドライカット

×

△

△

△

（－）

フォースドコアグ

×

×

○

○

（－）

スイフトコアグ

×

△

×

△

（－）

スプレーコアグ

◎

◎

◎

◎

（－）

APC

×

○

×

○

（－）

対応であることから，膵胆道領域における処置と

果

1．通電ダイレーターによるステント焼灼は，ス

して，有用かつ安全な方法であると考えられる。
《利益相反：無》

プレー凝固による放電が，APC を用いた場合
よりも，短時間で効率的であった。また，放
電による生食寒天モデル周囲への熱変性等の

参考文献
1）石井健太郎，糸井隆夫，ほか：胆管メタリッ
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結

論
通電ダイレーターを用いてのステント焼灼は，

連絡先：〒 569-8686

放電と洗浄・造影が可能であり，ガイドワイヤー
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当院内視鏡技師が行うクリップ操作のコツと工夫
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，山田

一隆

ン（図 1）に常備している。②常備しているク

はじめに
クリッピングは，内視鏡治療時の切除断端の縫

リップは，ノーマル・ツメ角度 90 度（イエロー）

縮，止血術，マーキング，微小穿孔の縫縮などの

（図 2）
，ノーマル・ツメ角度 135 度（ピンク）
（図

際に使用するデバイスである。使用時は，クリッ

3）
，ロング・ツメ角度 90 度（ブルー）
（図 4）の 3

プの過剰使用を避けるために，正確で確実なク

種類である。③速やかにクリップ装置にクリップ

リップ操作が求められる。当院では，クリップ操

を装填し医師に渡す。医師が内視鏡鉗子口より挿

作を含め処置具全般を内視鏡技師が両手で操作し

入する。④内視鏡モニター画面にクリップ装置先

ている。今回，当院内視鏡技師が通常行っている

端を確認後，医師は両手で内視鏡を操作し，内視

クリップ操作のコツと工夫を報告する。

鏡技師が両手でクリップを操作する。⑤内視鏡技
師は，右手でクリップ装置のリング・スライダー
を把持し，左手は内視鏡鉗子口でシースを把持す

クリップ操作の流れ
①クリップ装置とクリップ（EZ Clip ：オリン

る。⑥左手のシースを押し引きしながら微調整

パス社製）
Ｏ-24 は迅速に対応できるように専用のワゴ
西坂図表

し，医師の内視鏡操作や吸引にタイミングを合わ

図１ 専用のワゴン

図２ ノーマル・ツメ角度９０度

図３ ノーマル・ツメ角度１３５度

図４ ロング・ツメ角度９０度
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せてクリッピングを行う。⑦スライダーをわずか

切除断端が大きく数本のクリップが必要な場合

に押しながらクリップを離脱する。⑧シースを抜

は，可能な限り口側からクリッピングする。1 本

去する際，体液等の感染物が飛散しないように鉗

目のクリッピングで口側辺縁を縫縮し，2 本目は

子口にガーゼを当て引き抜く。⑨連結版を取り外

1 本目のクリップを支点に肛門側にずらしながら

す。

縫縮する。この際，医師は内視鏡のダウンアング
ルと吸引をかけ，それに合わせて内視鏡技師がク
リッピングする。この方法で，確実に粘膜を把

クリップ操作のコツと工夫
接線方向で滑りやすい場合や，大きな切除断端
の両辺縁を引き寄せて縫縮する際などは，積極的

持することができ，見た目にも綺麗な整列したク
リップ縫縮が可能になる。

にツメ角度 90 度（イエロー）を使用することを推

さらに，クリップの開大幅を創部の大きさに合

奨する。これはツメの角度が鋭角なため，粘膜に

わせて調整する，クリップを締める際に滑らない

食い込みやすいからである。また，易出血性や後

ようにゆっくり締めるなど，開大幅や締めるス

出血のリスクが高いと思われる場合もイエローを

ピードの調整も重要である。

優先的に使用する。クリップ間の補強およびマー
キング目的の場合は，ロング（ブルー）を使用す

まとめ

る。このように，イエロー・ピンク・ブルーのど

当院内視鏡技師が通常行っているクリップ操作

のクリップを使うかは，その時の状況に合わせて

は，過剰な使用を避け正確で確実なクリッピング

内視鏡技師が判断しながら使い分けている。

を行うためには大変効果的である。今回提示した

また創部の大きさ・部位・角度に合わせて，ク

操作のコツの習得や工夫をすることで，技術レベ

リップのツメの向きも微調整する。向きは回転グ

ルの向上が図れ，より安全な治療が提供できると

リップを回さなくても，右手で把持しているリン

いえる。

《利益相反：無》

グとスライダーを小刻みに押し引きするだけでク
リップが少しずつ左回転する。この操作だけでク

連絡先：〒 862-0924

熊本市中央区帯山 4-2-88

TEL ：096-384-1011

リップの向きは十分調整できる。

FAX：096-385-2890

O 25

日本初の Adjuster 内視鏡下調節胃内バルーン留置術の報告
－術中での TV 経験も含め－

浜田山病院

臨床検査科

Yotsuya Medical Cube
背

技師長

○天谷

祥隆

減量外科医

笠間

和典

を決めてしまうと，その後は容量を調節すること

景
胃内バルーン留置術の歴史は比較的古く，1980

年代から世界中で行われており，日本国内でも行

ができない（図 1）。6 ヵ月以上のバルーン留置は
難しく，長期体重減少の報告は少ない。

われている。しかし，これまでのバルーン治療に
は以下の問題点があった。バルーンの耐久性の点

目

日本初の Adjuster 内視鏡下調節胃内バルーン留

から，留置期間は最長 6 ヵ月であり，留置後 6 ヵ
月で抜去する必要がある。一度，バルーンの容量

的

置術の介助経験を報告する。
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調節ポイント

(図１)

（図２）

(図３)

(図４) 胃内バルーン留置後

（図５）

Spatz 3：現時点，調節性の胃内バルーン留置術ス

ます。

パッツスリー（図 2）を行うにあたっては，所定
のトレーニングコースを修了し，開発者である

対

Dr. Jeffrey Brooks による指導を受ける必要があり
― 71 ―

象
①年齢 20 歳以上 65 歳以下，②登録時で BMI
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が 27.0 kg/m2 以上，③肥満に関連する合併疾患を

上したことによりスパッツスリーは最大 12 ヵ月

有していること，④バルーン留置後 2 年間の観察

間の留置が可能となっている。治療期間を長く取

期間が終了するまでの間，通院や電話などによる

れることは，高い減量効果が期待できる点でメ

フォローアップに従うことができること，⑤本治

リットがある。メタボリックシンドロームが社会

療が臨床研究として行われることを理解し，文書

的問題となっている本邦は今後の内視鏡技師活躍

による同意が得られる適応基準の患者とする。

の発展の１つとして考えられる。
《利益相反：無》

方

手

法
①臨床試験という形で，治療の有効性と安全性

技

1）https : // www. youtube. com/watch?v=84nbMlfhWc

を注意深く検証し，四谷メディカルキューブ臨床
研究審査委員会にて審査され承認を得る。②経口
内視鏡にバルーンシステムを取り付け（図 3）
，折
りたたんだバルーンシステムを内視鏡にて医師が

参考文献
1）http : // www. mcube. jp/operative/explanation/
fatness_02. html

胃内に挿入，胃弓隆部へバルーンを位置させ，消
化器内視鏡技師が生理食塩水 400 ml とインジゴ

2）http : // www. niigatah. johas. go. jp/course/a19_
02. html

カルミンを滴下しバルーンシステムに注入・拡張

3）日医ニュース，第 1116 号（2008 年 3 月 5 日）

し留置する。
結

引用文献

果
術後 3 日間は吐き気，嘔吐を認めたが 1 週間後

1）http : // www. mcube. jp/operative/explanation/
fatness_02. html

には職場復帰した。また，バルーン留置後（図 4）
は減量体重，BMI の減少を認めている（2016 年 2

2）http : // www. niigatah. johas. go. jp/course/a19_
02. html

月留置～本発表時 2016 年 11 現在）
。

連絡先：天谷祥隆

まとめ

facebook

https : // www. facebook. com/yositakaamaya

現時点において，永久的に胃内に留置可能なバ
ルーンシステムは存在しない（図 5）
。耐久性が向

O 26

ポリープ治療におけるデバイスの特性調査
京都大学医学部附属病院
臨床工学技士

背

医療器材部
○横山

幸史，今西

加奈，樋口

浩和

施行医と内視鏡介助者とのコミュニケーションに

景
内視鏡治療は現代の先進医療を支えている

よってもその技量の差は生まれ，さらにデバイス

が，その中でも内視鏡的粘膜切除術（Endoscopic

の選択や操作，電気手術器の設定など介助を行う

mucosal resection：EMR）や内視鏡的粘膜下層剥

技師の役割というのは重要な要素となる。

離術（Endoscopic submucosal dissection：ESD）は
手技において熟練度が必要であり，さらに内視鏡
― 72 ―
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目

まとめ

的
現在，当院では内視鏡治療を行う際は必ず臨床

スネアの選択においては，モノポーラスネアを

工学技士が介助者として付いている。その上でポ

選択する際は，ポリープに対する切除能力は高い

リープ治療の介助を行うにあたって内視鏡施行医

がその反面，切除面が深くなる可能性があるの

が求めているものを検討した上で，使用するデバ

で，スネアを絞めるスピードと通電時間を短く

イスの特性や電気手術器の設定による有意差を調

する必要があると考えられる。バイポーラスネア

べた。

を選択する際は，ポリープに対する切除能力はあ
るものの，通電箇所がスネアループ部に限定され

方

るので，スネアを絞める時間と通電時間を長めに

法

する必要があると考えられる。また，コールドス

豚肉を用いて疑似ポリープを作成した。
1．モノポーラスネアとバイポーラスネアによる

ネアに関しては，切除能力はポリープ径に左右さ
れ，大きくなるにつれ切除ができずかえって出血

出力の違い
2．コールドスネアのポリープの大きさによる切

リスクを高める恐れがあると考えられる。

除可能範囲と切除能力の違い
結
結

語
デバイスを扱う介助者として，臨床工学の観点

果
モノポーラスネアではアクティブ電極から患者

に貼付した対極板へと電気が流れるので，ポリー

からその特性を知ることでより質の高いポリープ
治療を行うことができた。

《利益相反：無》

プ切除面は深く，バイポーラスネアではスネア
ループと接続部間のみで電気が流れるので，ポ

連絡先：〒 606-8507
京都市左京区聖護院川原町 54

リープ切除面は浅い結果となった。

TEL：075-751-3415（内視鏡部）

近頃，注目を浴びているコールドスネアに関し

E-mail：ynytkm@kuhp. kyoto-u. ac. jp

ては，ポリープの径が大きくなるにつれ切除能力
は劣る結果となった。

O 27

独自の防護パットを追加した X 線防護用カーテンの有用性の検討
JA 広島総合病院

内視鏡センター
内視鏡技師

○坂手

友子，米田

松下
放射線技師
消化器内科医師

下土居
藤本

直美，石崎

淳子

径，山口

裕之

理恵
一，横田
佳史，徳毛

宏則

カーテン（以下，旧カーテン）の裾を折り隙間が

背景・目的
当センターでは 2014 年に X 線防護用カーテン

できる点を挙げた。看護師は検査中，記録や点滴

の使用は医療従事者が受ける散乱線を医師 98％，

管理の他，患者への声掛け・表情から鎮静スケー

患者の頭元に立つ看護師 66％低減し有用である

ルや疼痛の有無を確認するため患者の顔のそばま

と第 50 回日本胆道学会で報告した。課題に，頭

で近づく。また，スタッフからは，カーテンが重

元の看護師は患者の様子を観察するため，前回の

く取り扱いが負担という意見もあった。このたび
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旧カーテン

新カーテン
図１ 旧カーテンと新カーテン

図２ 検査室とスタッフの立ち位置

図３

図４

図５
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前回の課題やスタッフの意見を取り入れたパッ

看護師の位置 b では，鉛当量が 0.13 mm から 0.25

ト付防護用カーテンを作成した。新たな防護用

mm となりカーテンなし 149μSv/h からパット無

カーテン（以下，新カーテン）は，後面を追加し

で 83％，パット有では 93％低減した（図 4）
。ま

4 面とも 0.25 mmPb となる。さらに患者の頭元側

た，看護師の位置 c では，カーテンなし 543μ

のカーテンには独自の防護パットを追加した（図

Sv/h からパット無で 89％，パット有で 97％低減

1）。

した（図 5）
。

新カーテンの使用により，使用時の負担の軽減

アンケートでは，
「軽く，カーテンを折ること

や看護師側の X 線散乱線の低減が期待され旧カー

がなくなった」
「隙間にパットを使用し散乱線を

テンとの比較検討を行う。

防ぐことで，安心感をもって検査中の看護が行え
る」という意見が多くあった。

方

法
透視撮影台：EXAVISTA（HITACHI）
，測定器：

考

察
医師の位置 a では，鉛当量は減ったが散乱線は

電離箱サーベイメーター（450P DE SI：Victreen
社），散乱体：治療用ランドファントムを使用。

約 95％低減し，0.25 mmPb でも十分に防護できて

＜データ収集・分析方法＞

いると言える。看護師の位置 b では，前回 66％

1．新カーテンの重さを計測。

の低減からパット無で 83％低減しており，鉛当

2．散乱線量は検査台の高さ 70 cm，電離箱サー

量が増え遮蔽効果が高まったためと考えられる。

ベイメーターの高さ 100 cm。管球の中心から

さらに隙間をパットで塞ぐことで 93.6％，看護師

40 cm 間隔で測定。医師の位置 a と看護師の

の位置 c でもパット有で 97％低減し，カーテン

位置 b（管球の中心から 80 cm）
，c（管球の中

の隙間から X 線が漏れていたことを明らかにす

心から 40 cm）
（図 2）で①カーテン無，②新

るともにパットは隙間から漏れる散乱線に対し有

カーテン・パット無，③新カーテン・パット

用であると考える。看護師のアンケートからも，

有，で測定し低減率を算出。透視条件は管電

新カーテンは取扱いの容易さと散乱線を低減し被

圧 75 Kv， 管 電 流 1.1 mA， パ ル ス 数 15 f/s と

ばくを抑える点で看護師の負担が軽減した分，安

した。

心して看護が提供できるツールとして有用と言え

3．内視鏡センター看護師 8 人に新カーテン使用

る。

についてアンケートを取り内容分析を行った。
結
結

語
医療従事者の安全面を考えた環境作りは，患者

果
新カーテンの総重量は 8.5 kg で，旧カーテンと

に安心・安全な内視鏡検査を提供することにつな

比べ 2.5 kg 軽量した。一番重かった前側のカーテ

がる。今回の研究での学びを今後も発展させ取り

ンにおいては，旧カーテン 6.2 kg から新カーテン

組んでいきたい。

《利益相反：無》

2.3 kg となり 3.9 kg 軽量した。
医師の位置 a では，鉛当量 0.35 mm から 0.25 mm

連絡先：〒 738-8503

となったが，カーテンなし 1827μSv/h から，パッ

広島県廿日市市地御前 1-3-3

ト無・有ともに約 95％散乱線が低減した（図 3）
。

TEL：0829-36-3111
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O 28

内視鏡・透視検査室におけるデジタルインターカムの有用性について
札幌徳洲会病院

目

内視鏡検査室

○齋藤

香織，山元

裕子，原

美希

研究方法

的
2

当院内視鏡検査室は，検査室の面積（262 m ）

1．対象：看護師 7 名（うち，内視鏡技師 3 名）
，
クラーク 1 名，看護助手 1 名

が広いことや，業務範囲である内視鏡検査室から
透視検査室まで約 25 m，CT 室まで 50 m と離れ

2．調査方法：インカム装着・非装着期間それぞ

ており，日々円滑に情報交換を図ることに困難が

れ 10 日間ずつ歩数および検査室内で実施され

生じていた。そこで，情報伝達ツールとしてデジ

た全ての検査数を調査した。インカムはイヤ

タルインターカム（以下，インカム）の使用に着

ホンタイプで発信時にボタン操作が必要なも

目し，インカムの使用によって活動量や情報伝達

のを使用した。歩数計は腰の定位置に装着し

に影響を与えるかを明らかにしたいと考えた。

計測した。インカム，歩数計共に，8：30 か

表1

アンケート自由記載内容

情報伝達のしやすさについて
患者のそばを離れず，助けを呼べる
患者のそばを離れず，検査の進行状況を伝達できる
全員に情報伝達され，人を探したり，複数の箇所に伝えに行く手間が省けた
大声をださずともスタッフ間で連携がとれた
情報伝達の正確性について
伝えたことに対して相手の返答がなく，不安
しっかり相手をみて，返答をもらう方が確実だと思った
聞き取りにくいと，何度も同じことを伝えた
聞き取りにくさ
誰に対して伝えているかわからないことがある
患者と話しているときに，集中できない
声の音量・マスク等で聞き取りづらい
周囲の音が聞きにくいことがある
情報伝達の速さについて
情報をタイムリーに伝えられた
インカムが欲しいと感じた場面
離れた検査室にいるとき
人の所在を確認するとき
緊急で患者の側を離れられず，人手や道具が必要なとき
インカムが不要だと感じた場面
電話中に音声が聞こえてきたとき
処置中に返答を求められたとき
返答のためにグローブを脱がなければいけなかったとき
イヤホンを装着することで Dr の指示や電話の音声が聞きづらい
イヤホンを常に装着することで耳が痛くなる
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ら 17：00 までの休憩時間を除く 7.5 時間装着

れる。

した。アンケートは自作の質問紙を用い，イン

アンケート結果から，インカムの使用により患

カム装着時・非装着時の情報伝達の速さ，し

者から離れず，タイムリーに情報発信することが

やすさ，正確性，聞き取りにくさのカテゴリー

容易になったことが明らかになった。しかし，情

について 3 件法および自由記載で調査した。

報を受け取る側は，正確性に不安があり，多くの

3．分析方法：歩数，検査件数は統計ソフト SPSS

情報が入ってくるため，混乱や迷いが生じやすい

Ver. 22.0 を用いてｔ検定を行い，p ＜ 0.05 を

面もあると考えられた。インカムで情報を発信す

有意水準とした。アンケート結果は単純集計

る際に，名前を呼ぶなどの取決めがされると，さ

を行った。本研究で使用したインカムは株式

らに受け手が安心して情報を受け取れるのではな

会社 JVC ケンウッドより使用許可を得た。

いかと考えられた。

結

結

果
対象者 9 名のインカム装着 10 日間の総歩数は

1．インカムの使用は，内視鏡検査介助時の活動
量に影響は及ぼさなかった。

522, 324 歩，非装着 10 日間の総歩数は 496, 508 歩
であったが，ｔ検定の結果，2 群に有意差はな

論

2．インカムの使用は，情報発信においては容易
になったが，より情報伝達の精度を高めるた

かった。

めには取決めが必要である。

アンケート調査の結果，インカム装着中に情報

《利益相反：無》

伝達が速くなったと感じたことがあるかの問いで
は，85％が速くなったと回答，しやすさについて
は，85％がしやすくなったと回答，正確性につ
いては 43％が正確に伝わりやすくなったと回答，

参考文献
1）萩原ちはる，ほか：ナースのためのやさしく
わかる内視鏡検査・治療・ケア 2013：p 4．

聞き取りにくさについては全員が聞き取りにくい
ことがあったと回答した。自由記載では，インカ

2）山田秀則，ほか：救護所および SCU での患

ム自体に不慣れであること等があげられた。その

者情報集約に対する取り組み－インカムを用

他，自由記載は表 1 に示した。

いた無線の有効利用－．日臨救医誌 2012：
p 203．

考

察
歩数測定においては，インカム装着・非装着期

連絡先：〒 004-0041

間で有意差がなかったことより，インカムの使用

札幌市厚別区大谷地東 1 丁目 1 番 1 号

が活動量に影響を与えることはなかったと考えら

TEL：011-890-1110
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O 29

スコープトラブルを回避するための拭き上げに使用するワイパーの比較
国家公務員共済組合連合会
看護部

三宿病院
○岩永智恵子，石島
鈴木由美子，斉藤

消化器科

吉田

準子，坂本

美樹

朋絵

行哉

4 種を検証した。検証には富士フイルム社製のス

はじめに
当院ではスコープ拭き上げのワイパーにハイ

コープ EG-580NW を使用した。

ゼタオル  M を使用している。以前はサルバタオ
ル D を使用していたが，経鼻内視鏡送気・送水

結

果

チャンネルの詰まりが多発し，サルバタオル D 

一番毛羽立ちが少ないのはハイゼタオル  M で

のほどけた繊維が詰まっていたことが原因であっ

あり，5 回使用しても繊維の毛羽立ちがほぼな

たため（写真 1）
，変更を行った。その経験から広

かった。他のワイパーは，表面の毛羽立ちの他，

く使用されている拭き上げ用ワイパーの比較が必

繊維が脱落しスコープへの付着が見られた（写真

要と思い，検証を行った。

2）
。サルバタオルは繊維の毛羽立ちが目立ち，リ
ネンタオルや綿ガーゼは細かい繊維のほつれが出

目

ているが，ハイゼタオルは毛羽立ちも繊維のほつ

的
スコープの拭き上げに使用するワイパー類が，

れもほとんど見られない。
スコープにはこのようにほどけて脱落した繊維

使用回数でどの程度繊維が出てくるか検討する。

が付着しており，それが送気・送水チャンネルに
入り込んでいったと考えられる（写真 3）
。

検証方法
スコープを水に浸漬後引き上げ，ワイパーで拭
きあげを行い，使用前と 1 回，5 回使用したワイ

考

察

パー類の表面を拡大し，繊維がどの程度ほどけて

当院では，ハイゼタオル  M を 5 回使用してか

いるのか毛羽立ちの状況を写真で比較した。拭き

ら廃棄する運用にしている。今回の結果から，毛

上げワイパーとして，①サルバタオル D ，②リ

羽立ちや繊維脱落の観点からは妥当な使用回数で



ネンタオル，③綿ガーゼ，④ハイゼタオル M の

あり，4 種のワイパーの中で送気・送水チャンネ

スコープを拭いていたサルバタオル D の繊維が送気・送水チャンネルに入り，詰まってしまった。

写真 1

送気チャンネルを詰まらせた繊維
― 78 ―
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1回使用後

使用前

5回使用後

サルバタオル

リネンタオル

綿ガーゼ

ハイゼタオルM

写真 2

写真 3

各ワイパーの比較

スコープへの脱落した繊維の付着

ルへの線維の混入を最も低減できるのは，ハイゼ


易に安価なワイパーが選択されているのが現実で

タオル であると推測された。しかし，感染管理

はないだろうか？ 送気・送水チャンネルの詰ま

の観点からは，できるだけ少ない回数で廃棄する

りによる故障の懸念，拭き上げワイパーのランニ

ことが望ましいと考えており，使用回数に検討が

ングコストのバランスを考慮し，各施設で適切な

必要と考える。

ワイパーを選択する必要があると考える。
《利益相反：無》

おわりに
経鼻スコープなどの細径スコープは，送気・送

連絡先：〒 153-0051

水チャンネルやノズルの交換を行うと 30 万円以

東京都目黒区上目黒 5-33-12

上の高額修理になるため，できるだけ避けたいト

TEL：03-3711-5771

ラブルである。しかし，コスト削減目的だけで安
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O 30

スコープスタンドの作製と改良について
医療法人住友別子病院

背

診療部臨床工学室

○高橋

祐樹

2．送気・送水ボタンを光源装置裏の深さのある

景

バケツに入れているため，送気・送水ボタン

当院では，検査終了後のベッドサイド洗浄の際

の破損へと繋がる。

に，独自で作製したスコープスタンドを使用し，
ガイドラインに沿った洗浄方法を行なっている。

3．スコープの外側を拭くガーゼがスコープスタ

しかし，ベッドサイド洗浄の際に様々な問題点が

ンドにないため，光源装置上の清潔野のガー

生じた。今回，スコープスタンドの作製方法とス

ゼを使用しており，感染上に問題がある。

コープスタンドの改良によって問題の改善を行
なったので報告する。

スコープスタンドの改良

作製方法

追加した。

錆に強いステンレス製の計量カップ・受け皿を
光源装置買い替え時に不要となったスコープ掛
け，手洗い台を主に使用し，付属品としてフック，

結

果
改良することによって 3 つの問題点が解消され

カゴ，バケツ，木箱等，必要と感じたものを使用

た。また，効率よくベッドサイド洗浄ができ，ス

した。

タッフにも好評であった。
スコープスタンドの利点
検査終了後，洗浄スタッフを待つことなくス

結

語

コープを掛けておける。立て掛け式のため，ス

スコープスタンドの改良によってベッドサイド

コープの損傷が少なくどの検査にも対応可能であ

洗浄がより有用で効率よくできるようになった。
《利益相反：無》
〔抄録再掲載〕

る。また，小型の足元がローラー式のため，場所
をとらず移動が容易である。

連絡先：〒 792-8543
愛媛県新居浜市王子町 3 番 1 号

問題点

TEL：0897-37-7111

使用するにあたって 3 つの問題点が生じた。
1．A/W アダプターを円状に掛けているため落下
の危険性がある。
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O 31

当院におけるポリエチレン製エアクッション材を用いた
保管庫内管理の実際
静岡県立静岡がんセンター
中央診療部

背

○二ノ宮

歩，山田久美子，秋本寿美子

佐藤

緑

細菌検査室

塚原

美香

看護部

工藤

友子

ME センター

近藤

俊一

る消毒と滅菌のためのガイドライン 2008」で内

景
第 75 回日本消化器内視鏡技師学会において，

感染予防を目的としたポリエチレン製エアクッ

視鏡はセミクリティカルに分類され洗浄＋高水準
消毒に分類される。

ション材（以下，クッション材）は保管庫内にお

当院では洗浄機を用いてその基準をクリアして

いて有効であると報告した。しかし，クッション

おり，セミクリティカルの状態を維持できる保管

材の消毒方法・交換頻度の再度検討が必要である

庫管理でなければならない。今回の検討ではアル

ことが示唆された。今回検討を行い，その結果を

コール製剤による清拭後 7 日間で規定内のコロ

もとに当院での運用を決定したため報告する。

ニー数の増殖であるため清拭方法は問題なく，庫
内環境が定期的にモニタリングされれば半永久的

目

に使用可能であると考えられた。

的
現状の消毒・管理方法を再検討し当院でのクッ

しかし，保管庫内は感染管理のみではなくス

ション材を用いた保管庫管理の運用方法を決定す

コープ保護の役割も担っている。クッション材が

る。

破損・劣化した場合保護の観点では無効であるた
め，対策の検討は必要である。クッション材は量
販店でも販売しており，安価で入手しやすい。そ

対象と方法
クッション材を使用している保管庫を対象と

のため，劣化・破損時には容易に交換できる。固

し，アルコール製剤による清拭後，7 日間スタン

定方法は試用の段階で両面テープを使用していた

プ培地による培養で細菌増殖の経過を観察した。

ことから，安価で簡便な粘着剤付き壁掛けフック

培養は 11 本のそれぞれ電子スコープ先端から

でクッション材に直接穴を開けてつり下げる方法

5 cm ライン間隔で 70 cm まで，計 66 回 / 培地で

で代用可能であると考えた。

実施した。ただし，実施は月～金の勤務時間内と
した。

まとめ

結

壁掛けフックに直接つり下げる。庫内はアルコー

全保管庫をクッション材に変更し，粘着剤付き
果
スタンプ培養による細菌増殖は認めず 7 日後で

ル製剤で 1 回 / 週清拭とし，交換頻度はクッショ
ン材が破損・劣化した時点とする。培養検査を 1

も規定内のコロニー数であった。

回 / 年実施し庫内環境をモニタリングする。
考

察
保管庫は，細菌増殖の温床となる要因を限りな

結

く排除することが必要である。
「医療施設におけ
― 81 ―

語
以上から，当院での感染予防を目的としたクッ
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ション材の運用方法は最善であると考え決定とし
た。

連絡先：〒 411-8777

《利益相反：無》
〔抄録再掲載〕

静岡県駿東郡長泉町下長窪 1007
TEL：055-989-5222

O 32

内視鏡洗浄履歴のシステム化

社会医療法人ペガサス

馬場記念病院

ME 部

内視鏡技師（臨床工学技士） ○堀田
臨床工学技士
消化器科

幸佑，大塚

裕之

平和

清明，塚本

賢治，坂本

好成

間嶋

智之，大和屋光司，大橋

聡人

原

順一

れにより自動的に NEXUS 上にオーダーフォーム

はじめに
2016 年 2 月より新たにオンラインによる洗浄

が反映。②検査直前に患者情報と内視鏡情報を入

履歴管理システム（以下システム）を導入したの

力するため，各バーコードを読み取る。バーコー

で紹介する。当院の内視鏡室では内視鏡装置と内

ドを読み取ることで内視鏡装置の画面上に反映。

視鏡はオリンパス社，検査画像や所見を統括管理

③検査終了後，洗浄装置の IC タグリーダーにそ



れぞれ内視鏡と洗浄者の IC タグをタップし洗浄

（以下 NEXUS）と洗浄装置を富士フイルム社，電

を開始。読み取った情報は洗浄装置のディスプレ

するソフトウェアの情報管理システム NEXUS


子カルテは CSI 社の MIRAIS/PX を使用。シス

イ上で確認できる。そして洗浄終了後，自動的に

テムを導入するには電子カルテと異なるネット

検査情報と紐付き総合的に履歴管理を行う。履歴

ワークの専用端末で内視鏡本体と洗浄装置をオ

管理の一覧（表 1，2）はいつどの患者にどんな検

ンラインで結ぶ必要がある。しかし当院では既

査で，どの内視鏡を使用し誰がどの洗浄装置で洗

に NEXUS が導入されており専用端末を利用して

浄したかが一目で分かる。これら以外にも検査洗

内視鏡本体と NEXUS がオンラインで結ばれてい

浄の開始終了時間や漏水テスト状況・消毒液濃度

た。また洗浄装置もオンライン化がし易くなるよ

チェック状況・洗浄の状態も履歴に残る。

う富士フイルム社の IC タグリーダー付きモデル
を導入していたため LAN ケーブルを接続するだ

結

果
システムを導入した結果，1 検査数秒で電子媒

けで容易にオンライン化することができた。そし
て NEXUS にシステムのソフトウェアを追加し，

体に履歴管理できるようになり，手順も簡単で

内視鏡に内視鏡情報が入った IC タグとバーコー

バーコードや IC タグを読み取るだけなので記載

ドを取り付け洗浄者用 IC タグにもスタッフ情報

ミスのないスムーズで確実な管理が得られる。何

を登録した。これらのことによりシステムの導入

かあった場合も，日時や患者 ID を入力するだけ
で即時検索できる。病棟や OP 室など，オフライ

環境が整った。

ン環境で検査した時は検査終了後オンラインに接
手

続することで情報は紐付けされる。

順
システム導入後の検査工程を実際の手順に沿っ

て紹介する（図）
。①事前に医師が電子カルテに

問題・対策

検査オーダー（検査情報・患者情報）を入力。こ
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新たに導入したシステムで，しばらくはバー
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Ｏ-32 図

電子カルテ

情報管理システム

①

患者バーコード

内視鏡バーコード

患者情報

内視鏡情報

②

内視鏡用ICタグ
洗浄者用ICタグ

図

③
内視鏡情報

洗浄者
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表１

表２

洗浄状態

濃度状況
漏水状況

洗浄内視鏡

洗浄者

洗浄装置

結

洗浄時間

検査時間

内視鏡情報

検査項目

患者情報

コードや IC タグの読み取り忘れが多発し修正す

語
今回の導入のきっかけは「病院のリスク管理」

る手間と時間が余分にかかっていた。対策として
使用中に画面やディスプレイで患者・内視鏡 ID

を実施するために洗浄履歴管理は非常に重要な

が入力されているかを再確認している。洗浄装置

ファクターで，いざという時に病院を守るため必

には，読み忘れ防止制限という機能が備わってい

要となることが想定されたからである。システム

るので両方を読み込まないと洗浄が開始できな

を導入することで簡単で確実なリスクマネジメン

いように設定することができる。内視鏡装置に

トの強化が得られた。今後は消化器部門以外の内

は，システム上そのようなものが備わっていない

視鏡にも展開し院内全ての内視鏡をシステム管理

ため，読み忘れたまま検査を終了することがあっ

するとともに，このソフトを使って修理履歴もシ

た。内視鏡装置に読み忘れ防止制限機能を付加

ステム管理したいと考えている。

できないか検討中である。内視鏡装置入力の際，
誤って重複入力するとキャンセルになるので注意

連絡先：〒 592-8555

が必要である。対策として入力前に患者・内視鏡

大阪府堺市西区浜寺船尾町東 4-244

ID が入っていないか画面確認している。

TEL：072-265-5558
E-mail：tfmc86573@gaia. eonet. ne. jp
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病棟看護師が行うベッドサイド洗浄手順の統一
－分かりやすい手順にする工夫－

高松赤十字病院

内視鏡室

○三野さとみ，綾木
嶋田

洋子，中谷

大西

順子

感染対策室

丸岡

一恵

消化器内科

柴峠

光成

呼吸器内科

山本

晃義

雅佳，大塚美和子
浩子，藤井美智代

の搬送では，光源装置を載せたトロリーに BS

はじめに

を吊るしたまま搬送していた（図 2）
。

入院患者の高齢化が進み，嚥下機能や気道浄化
能力の低下から，気管支内視鏡（以下 BS）による

2．認知度調査の回答率は 84％（76/91 人）で正答
率は 29％（22/76 人）と低く，約 70％（54/76

喀痰吸引の必要な患者が増加している。
内視鏡室ではマルチソサエティ実践ガイド（以

人）の病棟看護師は，正しい洗浄手順を知ら

下ガイドライン）に沿って BS の洗浄を行ってい

なかった。自由記載では，BS の借り方やベッ

る。しかし病棟ではベッドサイド洗浄時，酵素洗

ドサイド洗浄に不安を感じるコメントがあっ

剤を使用せず注射用水を使用するなど，統一され

た。
3．酵素洗剤の具体的な使用方法がわからない，

ていない現状があった。

取扱いは単純な方法にしてほしい，などの要

そこで今回，内視鏡技師が中心となり，当院の

望があった。

BS 洗浄における質向上のために，ベッドサイド
洗浄手順を作成し，それにより洗浄方法を統一す
ることができたので報告する。

考

察

目

から搬送方法までの内容とした。

ベッドサイド洗浄手順は，BS の貸し出し物品
的

多忙な業務中でも BS の使用に不慣れな病棟看

ガイドラインを遵守したベッドサイド洗浄手順

護師が，BS の準備や片付けをしやすいよう，取

の院内統一

扱い手順は簡潔・明快な内容で，手順書は視覚的
方

効果のある写真を掲載し，わかりやすい手順に工

法

1．感染管理認定看護師と共に BS を所有する病

夫した（図 3）
。そして物品は，院内で同じものを
貸し出せるように統一した。

棟へのラウンドによる実態調査
2．BS を借りて使用する病棟看護師にベッドサイ

① 吸引洗浄時の酵素洗剤の希釈倍率と量の統一
100 倍希釈 300 ml に統一した。

ド洗浄の認知度調査
3．内視鏡技師が作成した手順書案に対する感染

② 酵素洗剤の分注
酵素洗剤の 1 回使用量が 3 ml に対し，受注最

対策リンクナースと意見交換

小容量が 4 l と多いため，内視鏡室で 300 ml
結

の小ボトルに分注することで，使いやすくし

果

た。ボトルには有効期限を記載し，計量器を

1．病棟看護師は酵素洗剤に有効期限があること

付けて貸し出すことにした（図 4）
。

を知らなかった。また，スコープ外表面の清
拭は乾燥ガーゼで清拭をしていた（図 1）。BS

③ 酵素洗剤希釈容器の統一
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図表

1

評価基準 ： 〇 できている１００～８０％できている（指導不要）
△ もう少し８０～５０％（指導要）
× まだまだ５０％未満（指導要）
ベッドサイド洗浄チェックリスト

呼吸器病棟

集中治療室

Ｑ１ 酵素洗剤の定位置を知っているか

〇

〇

Ｑ２ 酵素洗剤の使用期限を知っているか

×

×

Ｑ３ スコープ外表面の清拭に使うガーゼが必要なことを知っているか

〇

〇

Ｑ４ 酵素洗剤を浸したガーゼでスコープ外表面の清 拭をしているか

〇

×

Ｑ５ 吸引洗浄量を知っているか

〇

〇

Ｑ６ 酵素洗剤を吸引しているか

〇

〇

図１ 気管支鏡を所有する病棟へのラウンドによる実態調査結果 １）
評価基準 ： 〇 できている１００～８０％できている（指導不要）
△ もう少し８０～５０％（指導要）
× まだまだ５０％未満（指導要）
病棟外での搬送方法のチェックリスト

呼吸器病棟

集中治療室

Ｑ１ 使用後は、ビニールで包み搬送用ケースに入れて いるか

〇

×

Ｑ２ スコープを搬送用ケースに入れる時の取り扱い方を知っているか

〇

×

＊貸し出し時、搬送用ケースに入れずに、光源装置を載せたトロリーに気管支鏡を吊るしたまま搬送していた。
図２ 気管支鏡を所有する病棟へのラウンドによる実態調査結果

～写真を多く掲載～

図３ 完成した手順書

酵素洗剤の分注
（酵素洗剤300ｍｌボトルを作製）

酵素洗剤希釈容器の統一

４Lから300mlの小さなボトルに小分けする

容量400ｍｌメモリ付き使い捨て
プラスチックコップを使用する

運びやすい
持ちやすい
使いやすい

片付け簡単

酵素洗剤
300ｍｌボトル

４Ｌ

有効期限を記載
計量器を付ける

図４
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以前

今回から

1種類のケースで搬送

清潔と使用後に分ける

蓋無しケース

蓋付きケース

2

清潔な
気管支鏡の搬送

汚染・乾燥
予防！

ビニールに入れ
蓋をする

使用後の
気管支鏡の搬送
図６ 搬送用ケースの整備

内視鏡洗浄履歴記入表
患者情報

使 用 日 時
病
棟
名
患 者 ＩＤ
フ

リ

ガ

（
（
（

ナ

〇月 〇日 〇時 〇分
）
）
）

患 者 氏 名
ベッドサイド
洗浄情報

１．スコープ外表面の拭き取り（エンドピュアー１００倍希釈に湿らせたもの） （ 済 / 未 ）
２．酵素洗剤で吸引洗浄（エンドピュアー１００倍希釈）３００ｍｌ吸引
（ 済 / 未 ）
ベッドサイド洗浄施行者氏名 （
）
図７ 内視鏡洗浄履歴用紙にベッドサイド洗浄方法のチェック項目を追加する

容器は容量 400 ml のメモリ付き使い捨てプラ

今後の課題
実態調査のその他の結果から，内視鏡室以外の

スチックコップに統一した（図 5）
。

病棟が所有する洗浄機の点検や，BS の細菌培養

④ 搬送用ケースの整備
今まで 1 種類のケースを使用していたが，今

検査の定期的な施行，また夜間休日に病棟看護師

回から蓋の付いた清潔と使用後の 2 種類の

が洗浄機を使用する際，手技に対する不安の軽減

ケースを使い分けた。特に使用後はビニール

に繋がる環境整備や教育が課題である。

に入れた後蓋をすることで，汚染の拡大と乾
燥予防を考慮した搬送方法に改善した（図 6）
。

まとめ
内視鏡技師が感染管理認定看護師と共にラウン

⑤ 内視鏡洗浄履歴用紙の工夫
病棟看護師が，手順書以外でも手順を毎回確

ドによる実態調査をすることで，現状分析ができ

認できるように，以前から使用していた内視

問題が明確になった。また病棟看護師との意見交

鏡洗浄履歴用紙に，
ベッドサイド洗浄のチェッ

換により簡潔でわかりやすい手順に工夫すること

ク項目の欄を設けた（図 7）
。

ができ，ベッドサイド洗浄手順の院内統一ができ

以上の工夫により正しい搬送方法ができ，酵素

た。

《利益相反：無》

洗剤を使用したベッドサイド洗浄ができるように
なった。

連絡先：〒 760-0017

香川県高松市番町 4-1-3

TEL：087-831-7101
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当院における内視鏡スコープ清浄度の標準化への取り組み
－ ATP 測定器を用いて－

新田塚医療福祉センター

福井総合病院

内視鏡技師

○宮本

看護師
消化器外科医

内視鏡室

智美，中次

清隆，竹田

直美

小倉

葉子，水嶋真砂代，定兼

梢

恩地

英年

説明書に忠実にプロトコールを作成し手順を統一

はじめに
総合病院内視鏡室では，入院患者および救急患

した。用手洗浄直後，洗浄・消毒後のスコープに

者を対象に検査，処置，手術を行っている。当院

ついては，以下の手順で行った。スコープの先端

内視鏡スコープの洗浄方法は，消化器内視鏡の感

から，専用綿棒（先端から 20 cm 部位にマーキン

染制御に関するマルチソサエティ実践ガイドに基

グ）をマーキング部位までチャンネル内に挿入，

づき，用手洗浄を行い，自動洗浄器にて高水準消

10 秒間この綿棒を出し入れし，スコープ管内を

毒を行っている。用手洗浄の際，スコープの外表

拭き取り，ATP 測定器にて ATP 量を測定。洗浄・

面や，ブラッシング時，ブラシに汚れがないこと

消毒後のスコープの ATP 量も同様の方法で翌日

を目視で確認し，自動洗浄消毒に移行している

測定，また保管庫内のスコープの培養検査も行っ

が，内視鏡スコープの清浄度に関して，評価判定

た。

基準はない。近年，目に見えない汚れを可視化で
き，清浄度が簡便に測定できる機器が発売され

結

果
用手洗浄直後スコープの ATP 量の平均値は，

た。今回 ATP 測定器を用い，スコープの清浄度
を測定，良好な結果が得られ，当院の清浄度の測

上 部 ス コ ー プ 87.9 RLU， 側 視 鏡 ス コ ー プ 93.1

定標準を定めたのでここに報告する。

RLU，下部スコープ① 27.4 RLU，下部スコープ

目

均値は，上部スコープ 65.2 RLU，側視鏡スコー

② 24.5 RLU。洗浄・消毒後スコープ ATP 量の平
的
ATP 測定器を用いた，スコープの清浄度を数

プ 61.1 RLU，下部スコープ① 21.8 RLU，下部ス

値化し現状の把握，および，当院における標準化

コープ，② 18.9 RLU。また，保管庫内のスコー

の検討。

プの培養結果はすべてにおいて，一般細菌検出は
なかった。

対

象
2016 年 3 月１日から 3 ヵ月間，使用したスコー

考

察
ATP 測定器を用い，スコープの清浄度を調査

プ（上部 1 本，下部 2 本，側視鏡 1 本）計 70 本，
さらに用手洗浄後のスコープと，洗浄・消毒後の

し，今まで見えなかったスコープの中の汚れが数

スコープに分類し，スタッフ（内視鏡技師，看護

値化され，可視化できた。メーカーは，消化器内

師）計 6 名で測定。

視鏡管理基準での ATP 値は 100 RLU 以下を推奨
している。対象としたスコープすべてにおいて，

方

ATP 量の平均値が 100 RLU 以下の結果を得られ

法
ATP 測定器はルミテスター PD-20. ルシパッ

た。測定方法のプロトコールを作成することで，

ク LS（キッコーマンバイオケミファ（株））を用

測定者によるばらつきを最小限に抑えることがで

い，ATP 量を測定した。測定方法は，取り扱い

きた。培養結果も陰性だったことを受け，信頼性
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学雑誌 2012；22（1）：35-41．

のある結果と考え，測定標準を 100 RLU 以下と
定めた。100 RLU 以上の数値が出た場合には，再

3）横山幸司：各社内視鏡洗浄用密着型ブラシの

度用手洗浄を行うこととした。各スコープの差に

性能評価と ATP ＋ AMP・ATP における清浄

ついては，明確な要因を検証するには至らなかっ

度比較．日本消化器内視鏡技師会会報 51：

た。今後症例数を集め検討していきたい。当院の

134-135．

定めた測定標準を守ることで，より良い消毒効果

4）円増和美：ディスポーザブル洗浄ブラシ導入

につながるよう内視鏡スコープの管理の質を維持

にむけた有用性比較．日本消化器内視鏡技師
会会報 51：138-139．

していきたいと考える。

5）和田陽子：安全な内視鏡検査を提供するため
の環境の確立を目指して－ ATP ふき取り検

まとめ

査を用いた環境管理への取り組み－．日本消

ATP 測定器を用い，当院内視鏡スコープの清

化器内視鏡技師会会報 54：115-117．

浄度が可視化され，現状の把握ができた。測定方
法のプロトコールの作成によって，安定した数値

6）東

順子：ATP 検査を用いた医療器材への

が得られ，培養結果も陰性であることを受け信頼

接触方法の違いによる汚染度の比較．環境

性のある結果と考え，当院内視鏡の清浄度測定標

感染誌 30（ISSN 0918-3337）学術刊行物：1-

準は ATP 値 100 RLU 以下とした。ATP 測定器は，

P 15-8．

内視鏡スコープの清浄度を測る上で有用であると
考える。

7）上野朋美：内視鏡におけるリスクマネジメン
ト・クライシスマネジメント－チームでの取

《利益相反：有》

り組み．日本消化器内視鏡技師会会報 54：
181-183．

引用，参考文献
1）渡部博一：ATP・AMP ふき取り検査を用い
た消化器内視鏡の再処理工程管理に関する検

連絡先：〒 910-3313
福井県福井市江上町 58-16-1

討．感染制御 JICP 2010；6（3）
：237-244．
2）坂田友美：内視鏡感染管理における内視鏡清
浄度調査の重要性について．日本臨床微生物
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消化器内視鏡洗浄後の清浄度調査
－ ATP 検査を用いて－

自衛隊富士病院
A 病院内視鏡室では，内視鏡の清浄度をみるた

○佐藤

加奈，森塚

大祐，正木

純子

データ分析方法

めに定期的に ATP 検査を行なっている。ATP 検

統計学的検討は上部及び下部内視鏡の検査箇所

査とは，全ての生物の細胞内に存在するアデノシ

と検査タイミングの測定値の比較を，マン・ホ

ン三リン酸（ATP）を酵素などと組み合わせ発光

イットニー検定を用い，p ＜ 0.05 をもって有意差

させ，その発光量（RLU）を測定する検査である。

ありとした。

A 病院におけるこれまでの ATP 検査において，
下部消化器（以下，下部）内視鏡は洗浄後の測定

倫理的配慮
A 病院倫理審査委員会の許可を得た。

値が 0 ～ 10 台であるのに対し，上部消化器（以
下，上部）内視鏡は洗浄後でも 1000 RLU 以上で
測定されることがあった。内視鏡はスポルディン

研究結果
上部内視鏡 50 件，下部内視鏡 50 件の ATP 拭

グ分類におけるセミクリティカルであるべきであ
1）

は「内視鏡の清浄度として 100 RLU

き取り検査を実施した。下部内視鏡は鉗子チャン

以下が推奨されている」と述べている。測定値が

ネル，吸引チャンネル，先端表面部の全てにお

100 RLU 以上では，洗浄が不十分なことによる内

いて用手洗浄後および装置洗浄後の測定値が 100

視鏡を介した感染のリスクが否定できない。これ

RLU 以下であった。上部内視鏡 50 件中，用手洗

までの ATP 検査は業務終了後に実施していたが，

浄後 100 RLU 以上を示したのは，鉗子チャンネ

り，池田ら

条件を統一しての検査ではなかった。そこで効果

ル 40 件（80 ％），吸 引 チ ャ ン ネ ル 43 件（86 ％），

的な洗浄方法を検討する資とするために測定条件

先端表面部 9 件（18％）であり，装置洗浄後でも

を整え ATP を検査し清浄度をみたので報告する。

鉗子チャンネル 22 件（44％），吸引チャンネル 28
件（56％），先端表面部 1 件（2％）が 100 RLU 以
上を示した。

研究目的

上部内視鏡と下部内視鏡の鉗子チャンネル，吸

上部および下部消化器内視鏡の洗浄後の清浄度

引チャンネル，先端表面部のベッドサイド洗浄

をみる。

後，用手洗浄後，装置洗浄後の測定値にはそれぞ
れ有意に差があった。

研究方法

上部内視鏡は下部内視鏡に比べ全ての検査箇

研究期間：2014 年 8 月～ 2015 年 12 月
測定方法：処置の有無に関係なく上部内視鏡 50

所，タイミングにおいて測定値が高かった。

件，下部内視鏡 50 件を対象とした。専属スタッ
フ 1 名による洗浄を行ったのち，ATP 拭き取り検

考

察

査により清浄度を評価した。洗浄方法は消化器内

ガイドライン通りの洗浄を実施しても上部内視

視鏡洗浄・消毒ガイドライン通り実施した。ATP

鏡は用手洗浄後，装置洗浄後 100 RLU 以上の測

検査のタイミングは，ベッドサイド洗浄後，用手

定値を示すものがあった。大久保ら 2）は「吸引・

洗浄後，自動洗浄装置（以下，装置）洗浄後の 3

鉗子チャンネル内のブラッシングが，感染防止の

回とし，検査箇所・拭き取り方法は（表）とした。

上でも重要である」と述べている。上部内視鏡の
清浄度を高めるためには，下部内視鏡以上の洗浄
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表
検査箇所

拭き取り方法

鉗子チャンネル

ATP 検査用綿棒を挿入可能な範囲（奥 1 cm 程度）まで挿入する

吸引チャンネル

ATP 検査用綿棒を 10 回回転させながら内壁をくまなくこすり，内部
全体を拭き取る

先端表面部

ATP 検査用綿棒を先端表面の鉗子出口に 1 ～ 2 mm 挿入し拭き取る

が必要であり，特に鉗子チャンネル，吸引チャン

ついて．Progress of Digestive Endoscopy 2007；

ネルは下部内視鏡のそれら以上の洗浄が必要では

71（2）：46-49．
2）大久保耕嗣，山川良一：ATP およびアミド

ないかと考える。

ブラック 10 B を指標とした上部消化管内視

上部内視鏡と下部内視鏡の検査箇所と検査タイ

鏡洗浄効果の比較．環境感染 2005；20（3）．

ミングにおける測定値にはそれぞれ有意差があ
り，上部内視鏡は全てにおいて測定値が高く，清

3）坂田友美，西

功，豊川真弘，砂田淳子，

浄度が低い。上部・下部内視鏡では，消化液，消

上田安希子，木村圭吾，井上依子，浅利誠志：

化液粘度，スコープ長，内径などの違いがある。

内視鏡感染管理における内視鏡清浄度調査

これらの違いにより上部内視鏡と下部内視鏡の洗

の重要性について．日本臨床微生物学会誌

浄効果に差があり，上部内視鏡では下部内視鏡と

2012；22（1）：35-41．

同じ方法では洗浄が不十分であるのではないかと

4）日本消化器内視鏡学会：消化器内視鏡ガイド

考える。坂田ら 3） は「有機物の固着を防止する
方法としては，消毒前の洗浄が効果的であり，用

ライン第 3 版，2006．
5）日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会：内

手洗浄で可能な限り汚れを除去することが重要」

視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン第 2

と述べている。上部内視鏡はより汚れを除去する

版，2004．

ような用手洗浄をし，清浄度を高める必要があ

6）消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサ

る。不十分な洗浄が原因での内視鏡を介した感染

イエティ実践ガイド作成委員会：消化器内視

を防ぐために，今後，上部消化管内視鏡の洗浄方

鏡の感染制御に関するマルチソサイエティ実

法について調査・検討し，上部内視鏡の清浄度を

践ガイド改訂版，2013．
7）日本医療機器学会：洗浄評価判定ガイドライ

高めていきたい。

ン，2012．
結

8）島崎

論

豊，高橋陽一，天野利江：中材室で

の滅菌業務を参考にして内視鏡の洗浄・消

上部内視鏡は下部内視鏡に比べ清浄度が低い。
下部内視鏡は現状の洗浄方法で高い清浄度を保て

毒に関する質保証を考える．NEWS SCOPE

るが，上部内視鏡は現状の洗浄方法では清浄度を

2010；18．

保てない。

《利益相反：無》
連絡先：〒 410-1431
静岡県駿東郡小山町須走 481-27

引用・参考文献
1）池田

廉，望月智行，藤野幸夫，増尾光樹，

紫藤和久，浅野

聡，安田

卓：ATP 拭き

取り検査による強酸性電解水洗浄効果判定に
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O 36

内視鏡洗浄後の ATP 測定器による差異の検討
セコメディック病院

内視鏡センター

内視鏡技師

○折笠亜矢子，諸岡あけみ，高森百合子

医師

島田

直子，三井

厚

木村

典夫，志田

勝義

手洗浄を行った後に 24 本の上部内視鏡の 1．先端

はじめに
これまで当院では洗浄消毒の確実性を検討し，

表面，2．先端よりチャンネル内，3．鉗子チャン

本技師会で報告を行ってきた。洗浄機で消毒を行

ネル入口，4．鉗子チャンネル内，5．鉗子栓内部

うためには，何回まで消毒剤の有効濃度を維持で

の 5 か所を採取し各測定器で測定しその結果を検

きているか，洗浄消毒が適切に行われたかを履歴

討した。

管理システムで確認し，消毒後に細菌が残存して
結

いないか培養で確認してきた。最近，洗浄後の評

果

価に洗浄度評価物質として ATP（アデノシン三リ

各測定値平均は K 社 1．36.48，2．49.16，3．61.2，

ン酸）を測定する報告がされている。ATP は生物

4．40.72，5．27.44，3 社では 1．72.76，2．72.64，3．

の組織に高濃度に含有する物質である。その分解

59.0，4．145.0，5．84.8 RLU と多くの採取か所で

産物は AMP（アデノシン一リン酸）がある。洗浄

3 社のほうが優位に高値であった（表）
。

度評価はその両者を測定するのが望ましいと思わ
考

れる。これらの物質を簡便に測定できる測定器が

察

販売されている，K 社は ATP と AMP を一緒に

消化器内視鏡技師会安全管理委員会から内視鏡

測定でき，3 社は ATP のみを測定できる。両者

洗浄後に ATP 測定や細菌培養検査が推奨されて

とも測定法は同じで測定表示はともに相対発光量

いる。生菌数が多い検体は ATP 量も多いことが

（RLU 値）で表示される。今回両測定器で同時に

報告されているが，洗浄前でも生菌が検出されな
いことがある。生菌数が検出されなくても ATP

用手洗浄後に測定する機会を得た。

量が多いことがあるため，ベッドサイド洗浄，用
目

手洗浄，自動洗浄後には ATP を測定することが

的

洗浄の指標となりうる。当院では培養検査を定期

測定器による ATP・AMP の差異があるかを検

的に行っているが，その業務は煩雑であり，培養

討した。

検査を外部検査センターに委託している一般病院
方

ではコストもかかることを報告した 1）。ATP 測定

法
内視鏡検査後に弱アルカリ洗浄剤でベッドサイ

は簡便であり低コストで測定することができ，培

ド洗浄を行い，その後でディスポブラシによる用

養検査の代わりとはならないものの日常業務への

表

各測定器による ATP・AMP の測定結果

先端

先端内部

鉗子チャンネル入口

鉗子チャンネル内

鉗子栓内部

K社

36.48

49.16

61.2

40.72

27.44

3社

72.76

72.64

59.0

145.0

84.8
RLU
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導入はしやすいと思われる。ATP 測定の相対発

結

測定器の違いによる表示にかなりの差異を認

光量 RLU は，ATP および AMP の濃度ではなく，
システム毎の独自の表示であり，直接の洗浄度

語

め，評価基準にはさらに検討が必要と思われる。
《利益相反：無》

の比較は困難である。K 社は ATP・AMP を測定
し，3 社は ATP のみを測定しているにも関わら
ず，3 社が高く表示された。K 社の以前のモデル

引用，参考文献

は ATP のみを測定していた。今回測定に用いた

1）折笠亜矢子，ほか：当院内視鏡センターにお

モデルは ATP と AMP を測定しており。ATP と

けるスコープ培養業務の導入．日本消化器内

AMP 両方を測定したほうが測定結果は高値にな

視鏡技師会会報 2016；56（3）：67-68．

2）

ることが報告されている 。K 社は洗浄度の目安

2）渡部博一，ほか：ATP・AMP ふき取り検査

は 100 RLU 以下としているが 3 社もほぼ洗浄後

を用いた消化器内視鏡の再処理工程管理に関

は 100 RLU 以下となった。しかし，両測定器に

する検討．感染制御 2010；6（3）：237-244．

よる管理基準を同じでいいかは検討を要する。ま
た測定値のばらつきも多く，安定した採取の標準

連絡先：〒 274-0053

千葉県船橋市豊富町 696-1

TEL：047-457-9900

化も必要である。ATP・AMP 測定による洗浄度
の評価は検討がされ始めたばかりであり，標準化
には多施設でのさらに検討が必要と思われる。

O 37

ATP 測定による十二指腸内視鏡の清浄度調査
独立行政法人国立病院機構
外来内視鏡部
対

はじめに

敬子

象
内視鏡的乳頭括約筋切開術に使用した十二指腸

2014 年，米国で十二指腸内視鏡を介した感染
が報告された。日本で流通している十二指腸内視

函館病院

○井川

内視鏡 1 本（型式 JF-260V，SN：2112994）

鏡は，洗浄に有利な構造となっているが，鉗子台
や鉗子起上ワイヤーチャンネルがあるため複雑で

方

法

細かな洗浄を要する。今回，感染管理室から，ア

1．用手洗浄後・自動洗浄消毒後・消毒後 6 日目

デノシン三リン酸（以下，ATP）の測定機と試薬

の測定を 1 セットとし，計 3 セット測定した。

の提供を得，現状の清浄度調査を行ったので報告

2．測定機材は，3 M TM ルミノメーター Ngi （SN：

する。

LB541）を 使 用 し た。 検 体 採 取 デ バ イ ス は，
綿棒拭き取りタイプの ATP 測定用試薬 UXC

目

的

（LOT：1029C）と 剥 離 液 回 収 タ イ プ の 水 中

ATP 測定により十二指腸内視鏡の清浄度を把
握する。

ATP 測定用試薬 H2O（LOT：183）を使用した。
3．拭き取りは，①オレドメから操作部，②軟性
部，③彎曲部，④吸引シリンダー，⑤送気送

調査期間

水シリンダー，⑥鉗子口の 6 ヵ所とし，①か

2015 年 8 月から同年 9 月

ら③は，細長い筒状のため，台に置いた状態
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表１ ＡＴＰ実測値（単位ＲＬＵ）
採取
方法

測定箇所
オレドメ部
～操作部

軟性部

綿
棒
拭
き
取
り

彎曲部

吸引
シリンダー
送気送水
シリンダー

鉗子口

鉗子栓

先端カバー

吸引ボタン

送気送水
ボタン

先端部

剥
離
液
回
収

鉗子起上ﾜｲ
ﾔｰﾁｬﾝﾈﾙ
吸引
チャンネル
鉗子
チャンネル
送気送水
チャンネル
用手洗浄
水道水

自動洗浄水

洗浄者

用手後
ATP

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ

自動後
ATP

33
57
1436
81
22
20
31
9
11
55
14
13
34
17
144
185
18
24
11
4
3
63
29
241
50
10
28
8
3
7
280
30
32
1038
66
314
6
3
9
14
8
10
2443
39
102
26
9
10

12
10
20
15
11
15
24
11
25
39
10
14
11
7
15
53
14
11
2
9
3
4
8
6
2
6
3
3
6
6
18
13
18
26
11
111
6
5
5
4
5
4
6
8
17

6日目
ATP

表３ ｔ-検定：用手洗浄後と自動洗浄消毒後

19
27
12
14
12
11
17
12
13
10
13
8
11
14
8
15
27
11
5
9
5
6
14
8
7
7
5
5
10
9
18
26
416
32
6
457
15
4
6
11
6
33
61
16
4

用手洗浄後 自動洗浄消毒後
平均
156.778
14.044
分散
189490.768
313.770
観測数
45.000
45.000
ピアソン相関
0.108
0.000
仮説平均との差異
自由度
44.000
t
2.207
P(T<=t) 片側
0.016
t 境界値 片側
1.680
P(T<=t) 両側
0.033
t 境界値 両側
2.015

表４ 測定時期に限定したｔ-検定後の平均値と分散
用手洗浄後 自動洗浄消毒後 洗浄６日目 分散の平均
156.778

14.044

32.333

185279.862

306.798

7717.289

平均値
分散

―
64434.650

表５ 多重比較
t-検定後の有意確率

ボンフェローニ調整

用手洗浄後と自動洗浄消毒後

0.033 ＊

0.098 ns

自動洗浄消毒後と洗浄６日目

0.063 ns

0.189 ns

洗浄６日目と用手洗浄後

0.125 ns

0.375 ns

注）

＊

p ＜0.05 で有意差あり

6
6
5

表２ 分散分析表
変動要因
行（測定箇所・洗浄者）

変動

自由度

分散

観測された分散比

P-値

F 境界値

3054339.304

44

69416.802

1.082

0.370

1.515

542905.615

2

271452.808

4.232

0.018

3.100

誤差

5644338.385

88

64140.209

合計

9241583.304

134

列（測定時機）
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A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

オレドメ
部～操作
部

軟性部

彎曲部

吸引シリ 送気送
ンダー 水シリン
ダー

  図１ ＡＴＰ実測値 ｓｙ

鉗子口

鉗子栓

先端カ
バー



吸引ボタ 送気送
ン
水ボタン



先端部

鉗子起 吸引チャ 鉗子チャ 送気送
上ワイ
ンネル
ンネル 水チャンネ
ヤーチャン
ル
ネル

6
日
目

測定箇所別 ・ 洗浄者別

図１ ＡＴＰ実測値

所 12 検体だった（表 1）
。

で上半分を拭き取りした。

2．分散分析では，F（2,88）=4.23，p ＜ 0.05 で測

4．剥離液回収は 11 ヵ所とし，①吸引ボタン，②
送気送水ボタン，③鉗子栓，④先端カバーは，

定時機に有意差が見られ，F（44,88）=1.08，p

滅菌蒸留水に浸漬振盪後，剥離液を回収。⑤

＞ 0.05 で測定箇所・洗浄者に有意差は見られ

先端部は，先端カバーを外し，ホワイトリン

なかった（表 2）
。

グから鉗子台周囲を浸漬振盪後，剥離液を回

3．分散分析で有意差が見られた測定時機に限定

収。⑥鉗子起上ワイヤーチャンネルは，滅菌

し t 検定を行った。
「用手洗浄後と自動洗浄消

蒸留水を送水し，先端から出た剥離液を回収。

毒 後 」 に，P（T ＜= t ）両 側 ＜ 0.05，p ＜ 0.05

⑦吸引チャンネル，⑧鉗子チャンネルは，挿

で有意差が見られたが，相関係数は 0.11 と低

入した洗浄スポンジを浸漬振盪後，剥離液を

かった（表 3，4）。
4．t 検定で有意差が見られた「用手洗浄後と自動

回収。⑨送気送水チャンネルは，送水タンク
から送水し，10 秒送気後の剥離液を回収した。

洗浄消毒後」の有意確率から，ボンフェロー

⑩用手洗浄用水道水，⑪自動洗浄用浄化水は，

ニ 調 整 に よ る 多 重 比 較 を 行 っ た が，0.09 ＜

洗浄後回収した。

0.05 で有意差は見られなかった（表 5）
。

5．分析は，測定箇所・測定時機・洗浄者を説明
考

変数，ATP 値を目的変数にした分散分析・t

察
有意差が見られなかったのは，実測値に外れ値

検定・多重比較を行なった。有意水準は 5％，
ATP 基準値はメーカー推奨の 100 RLU を参考

と思われる高低差が存在し，分散が大き過ぎたた

とした。

めと考える（図 1）
。基準値以上のうち 4 検体が鉗
子起上ワイヤーチャンネル，2 検体が先端部で，

結

洗浄者に関係なく集中していた。ATP と細菌数

果

の相関関係はないと言われているが，ATP が多

1．基準値以上は，用手洗浄後のオレドメから操
作部・送気送水シリンダー・鉗子口・先端カ

いということは，洗い残しが多いということで，

バー・先端部・鉗子起上ワイヤーチャンネル・

菌が繁殖する原因となる。自動洗浄消毒後にも基

送気送水チャンネル，自動洗浄消毒後の鉗子

準値以上があったことから，自動洗浄消毒機への

起上ワイヤーチャンネル，消毒後 6 日目の先

過信は禁物であり，用手洗浄の見直しが重要と考

端部・鉗子起上ワイヤーチャンネル，計 7 ヵ

える。
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結

92EC62F

論

1．ATP 測定で十二指腸内視鏡の清浄度を把握し

2）3 M：クリーントレース ATM 測定．http : //
www. mmm. co. jp/microbiology/products/swab

たことで，清浄しにくい箇所を特定できた。

/ch30. html

2．清浄不良の原因を追究する機会となり，洗浄
方法の改善と衛生管理意識向上の一助として
有効である。

3）キッコーマン株式会社：ふき取り検査にお
ける ATP ＋ AMP 測定の優位性．http : // bio

《利益相反：無》

chemifa. kikkoman. co. jp/products/kit/atpamp/
pdf/atpamp. pdf

参考文献
1）OLYMPUS： 十 二 指 腸 ビ デ オ ス コ ー プ， 取
扱 い 説 明 書 洗 浄 / 消 毒 / 滅 菌 編．https : //

連絡先：〒 041-8512

北海道函館市川原町 18-16

TEL：0138-51-6281

www. medikaltown. net-search-medicaltown.
phpid=A37E5989-4182-4064-8E1E-105FC

O 38

メーカー推奨の測定方法で再考してみる

－施設清浄化基準で維持してきた品質はどこまで通用するかの検討－

神戸大学病院

光学医療診療部

はじめに

○吉村

兼，野田

有希，多山

幸

川波

由葵，壷内

晃介，坂本

麻美

て吸引回収にて採取した水の検体（前と後）は，

当診療部は，スコープの清浄化に拘り，独自の

蛍光染色法（bioploere）も実施した。

根拠によって清浄化管理を確立してきた。近年，
清浄度の測定器と検査キットに新製品が登場して

考

察

おり，メーカーが推奨する試薬が液体仕様の検査

PD-20 の測定値より PD-30 の測定値の方が傾

キット Pen-AQUA （以下 LP-A）にスコープの吸

向的に高く測定される。長軸綿棒を挿入した 1 か

引 ･ 鉗子チャンネル内部のふき取りを意識した長

ら 4 に関しては，PD-20 で測定した 1（平均 21.2

軸綿棒で有機物を採取，反応させて清浄度の測定

RLU：標準偏差 50.89）に対し，PD-30 で測定し

を実施し，清浄化を考察したため報告する。

た 1（ 平 均 21.8 RLU： 標 準 偏 差 50.84）で あ り，
n=14/30 の測定値において平均 22.7％の上昇を

STUDY

認めた。PD-20 で測定した 2（平均 49.0 RLU：標

上部用スコープの洗浄消毒（回収，用手洗浄，

準偏差 54.34）に対し，PD-30 で測定した 2（平均

洗浄毒装置による高水準消毒）の実施後，スコー

51.7 RLU：標準偏差 56.55）であり，n=21/30 の測

プを洗浄消毒装置から取り出すタイミングでサン

定値において平均 10.1％の上昇を認めた。PD-20

プリングを行う（n=30）
。長軸綿棒を 1 から 4 の

で 測 定 し た 3（ 平 均 30.3 RLU： 標 準 偏 差 30.29）

順番で挿入し，サンプリングを実施。1．挿入部

に対し，PD-30 で測定した 3（平均 32.3 RLU：標

先端。2．吸引ボタン口金から挿入部側。3．吸引

準偏差 36.15）であり，n=20/30 の測定値において

ボタン口金からユニバーサルコード側。4．吸引

平均 12.7％の上昇を認めた。PD-20 で測定した 4

口金。生物学的発光法は，常温の LP-A を用いて

（平均 24.5 RLU：標準偏差 26.19）に対し，PD-30

1 つの検体を PD-20，PD-30 の順で測定し，加え

で 測 定 し た 4（ 平 均 25.4 RLU： 標 準 偏 差 27.16）
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であり，n=18/30 の測定値において平均 12.5％の

実施してきたため，その頻度も多くなってきて

上昇を認めた。これまで，清浄化基準は 100 RLU

いる。現状では bioploere の清浄化基準としてき

以下の品質を理想としてきており，検査キットは

た生菌 300 個 /mL，死菌 500 個 /mL を超えるこ

10℃で管理してきたため，測定時の温度による

とは希であり，培養結果もすべて陰性であったた

影響も考えられるが，PD-20 から PD-30 に変更

め，清浄化基準を再考することは考えてはいな

することで，傾向的に 10 RLU 程度高く測定（温

い。

《利益相反：無》

度補正）されることから，100 RLU 以上で培養を

O 39

口腔咽頭観察法における経鼻内視鏡の有用性と内視鏡技師の関わり
聖路加国際病院
消化器センター内視鏡室

○松岡
石井

恵，岡田

修一，池谷

敬

直樹

東京医科歯科大学医学部附属病院
食道外科
背

川田

研郎

内視鏡技師が介入するために必要な知識を共有

景
食道癌の既往のある患者は口腔内癌・咽頭癌の

するため 1）経鼻内視鏡の必要性，2）検査時の患

合併の頻度が高い。今までは食道癌のフォロー

者の姿勢，3）患者が協力する動作，4）観察手順

アップは鎮静剤を使用して拡大機能付き内視鏡で

について勉強会を開催して介助者の理解を深めら

NBI 観察が主流であった。経口内視鏡は咽頭反射

れる環境を整える。口腔咽頭観察法の簡易手順を

による患者の苦痛，舌根・咽頭～食道入口部の解

表裏 A 4 サイズ 1 枚にまとめ作成する。

剖学的死角により口腔内～咽頭の連続的な観察が
困難である。詳細に口腔・咽頭の観察を行うには

結

果

患者の検査の姿勢や舌の動作，息こらえを組み合

期間中施行した経鼻内視鏡検査は 47 件であっ

わせる必要があり，通常の経鼻内視鏡検査と比較

た。うち咽頭生検が 2 件（生検率 4.3％），いずれ

すると観察手順が煩雑である。

も病理結果は扁平上皮癌であった。この 2 件は過
去に上部消化管内視鏡検査を 12 回，13 回施行さ

目

れていた患者であったが，一度も咽頭癌を指摘さ

的
食道癌既往歴のある患者において経鼻内視鏡検

れたことはなかった。
勉強会の開催にあたり介助者が経鼻内視鏡の必

査の有用性を検討し，検査に効果的に介入できる

要性は口腔・咽頭という消化管とはまた違った解

ポイントを明らかにする。

剖学の理解が背景にあること，検査時の患者の姿
方

勢，医師の観察手順を理解した患者協力を得るた

法
経鼻内視鏡の有用性について導入後に食道癌の

めの声かけが検査のキモである下咽頭の十分な観

内視鏡治療歴がある患者の経鼻内視鏡検査件数お

察に貢献することが分かった。また，簡易手順書

よび咽頭生検件数，病理結果を後ろ向きに検討す

により介助者が一部の検査の時間短縮に貢献する

る（期間：2015 年 8 月 1 日～ 2016 年 5 月 18 日）
。

ことができた。
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考

観察の手順を伝えることができ，検査を滞りなく

察
経鼻内視鏡は解剖学的死角である咽頭を視野が

進行させる手助けができた。

確保された状態で観察することができ，生検時も
咽頭反射による患者の苦痛もなく安定した処置具

結

語

操作ができる。今回の検討によって経鼻内視鏡

食道癌既往歴のある患者における経鼻内視鏡を

が咽頭癌発見率に寄与している可能性が示唆され

用いた口腔咽頭観察は有用であり，内視鏡技師が

た。

効果的に介入することで検査の質の向上に貢献で

介助者の内視鏡技師も検査の流れを理解するこ

きる可能性がある。

《利益相反：無》

とで，下咽頭の輪状後部が挙上しなかったときの
対処法を医師に提案することができるようになっ

連絡先：〒 104-8560

東京都中央区明石町 9-1

TEL：03-5550-7044

た。また，口腔咽頭観察に不慣れな研修医に対し
ても内視鏡技師が患者への声かけで誘導しながら

O 40

l-メントール撒布による迅速ウレアーゼ試験結果への影響について
医療法人菊郷会

札幌センチュリー病院

内視鏡センター

内視鏡技師

○松嶋

看護師

由紀，樋口

川野谷澄子，石坂

臨床工学技士

天野

里菜

消化器内科

葛西

健二，河上

小川
対

はじめに

尚美，関谷

法子

京子
純彦，町田

卓郎

亮

象
上部消化管内視鏡検査を施行し，
内視鏡所見で，

l-メントール製剤は上部消化管内視鏡検査の際
に胃蠕動運動抑制剤として使用され，2013 年に

ヘリコバクター・ピロリ（HP）胃炎を疑い，迅速

保険収載されてからは広く，日常検査でも使用さ

ウレアーゼ試験を行った 20 代から 70 代の，男性

れるようになった。一方，l-メントール製剤の主

41 名，女性 27 名，計 68 名を対象とした。

成分である l-メントールは，芳香剤，ガム，たば
こ等に使用され，抗菌効果，清涼作用，血管拡張

方

法

作用，虫等の忌避作用等の効果があるといわれて

内視鏡スコープを胃内に挿入してすぐに前庭部

いる。今回私たちは，それらの効果が，迅速ウレ

大弯の腸上皮化生性変化がみられない部位から胃

アーゼ試験検査結果に影響を与えないのかどうか

粘膜片を 2 片採取し基質試薬液内に接種した。次

を検討した。

に前庭部を中心に l-メントール製剤を撒布。十二
指腸・胃を観察後，同様に胃前庭部大弯から再度

目

2 ヵ所採取し，別の基質試薬液内に接種した。l-

的
l-メントール製剤撒布による迅速ウレアーゼ試

験結果への影響を検討する。

メントール製剤撒布前後での基質試薬液の色調変
化を，対照サンプルを参考に目視判定した。なお，
HP 陽性の診断は，l-メントール製剤散布前の迅
速ウレアーゼ試験の結果を基準とした。
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結

・ ただ，O-157 大腸菌に対する抗菌効果を示す報

果

告はあり，l-メントールの抗菌作用が，HP 菌

迅速ウレアーゼ試験で陽性判定となった例が

の活性低下をもたらした可能性はある。

40 例，陰性判定となった例が 28 例だった。陽性

・ また，l-メントール製剤が pH 5 の弱酸性であ

判定例のうち，l-メントール撒布後も陽性のまま

ることから，l-メントールが基質試薬液を酸性

だった例が 34 例，陰転化した例が 6 例だった。
陽性のままだった 34 例のなかで，色調程度が減

化したことも原因の 1 つとして考えられた。

弱した例が 3 例だった。陰性判定例のうち，色調

・ ほか，l-メントール製剤の散布が物理的に HP

程度が減弱した例が 4 例だった。陰転化した例は

菌体量を減らした可能性も考えたが，推測の域

なかった。

を出ず不明である。

HP 感染例の中で，l-メントール製剤散布後に
偽陰性になった例は 6/40，15.0％，陰性とはな

結

論
l-メントール製剤撒布後に迅速ウレアーゼ試験

らなかったが色素が減弱した例も含めると 9/40，
22.5％だった。逆に HP 非感染例で l-メントール

を行う時には偽陰性になることがあり，注意が必

製剤散布後に陽転化した例はなかった 0％。

要である。

考

参考文献

察

《利益相反：無》

･ l-メントール製剤撒布により，偽陰性になる例

1）大澤謙二，ほか：ペパーミントオイルと緑茶

が 6 例（15％）あったことから，l-メントール

ポリフェノールおよびその併用時における腸

製剤撒布後は，迅速ウレアーゼ試験の判定結果

管出血性大腸菌に対する抗菌性．Biocontrol

に注意が必要で，他の HP 検査を併用すること

Science 1999；4（1）：1-7．

が望ましい。
・ 文献検索で私たちが渉猟しえた限りでは，l-メ

連絡先：〒 003-0825

ントールが HP 菌に与える影響を検討した報告

北海道札幌市白石区菊水元町 5 条 3 丁目

はなかった。

TEL：011-871-1121

O 41

上部消化管内視鏡検査当日の内服が胃内観察に及ぼす影響と飲水効果
栗山赤十字病院

内科外来

○滝本みさき，中村加奈子
成田

千葉

香苗

則子

あった。そのため 120 例に前調査を行った結果，

はじめに
A 病院は地域の中核病院であり高齢者の受診

28 名が検査に支障になると思い内服しないで検

が多く，内服中の患者が上部消化管内視鏡検査

査を受けていた。また，飲水量が少ない患者に胃

（GS）を受けることも多い。GS の前処置は「日本

内の残留物，粘液が多くみられた。そこで今回，

消化器内視鏡学会のガイドライン第 3 版」で「降

内服が胃内観察の支障となるのか，また一定量の

圧剤や冠動脈拡張剤のみ内服するのが望ましく当

飲水をすることで胃内の残留物，粘液の除去に効

日の適度な飲水は脱水予防のためにも制限しない

果があるのか調査した。

方が良い」となっている。A 病院でも同様に検査
説明をしていたが，内服や飲水をしないケースが
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目

考

的

察
飲水群では内服なしに①評価が 8％多かった。

検査前の内服が胃内観察に及ぼす影響と飲水効

内服なしに③評価が 7％（4 名）いたため，既往歴

果の有無

を調べたところ，ピロリ菌除菌後が 3 名と食道癌
が 1 名であった。ピロリ菌感染により胃の粘液は

研究方法

多くなるが，除菌後であってもその影響があった

期間：2015 年 10 月～ 2015 年 12 月

と考えられる。
対

前調査群に比べ飲水群は①評価が 21％増加し

象

1．降圧剤，冠動脈拡張剤のみ 6 時に内服し，水

た。前調査群では飲水可能と説明していたが，

やお茶は飲水可能と説明した患者 120 名（前

60.8％が 100 cc 以下の飲水患者であり，200 cc 以

調査群）

上飲水することで③④評価が 12％減少したこと

2． 降 圧 剤， 冠 動 脈 拡 張 剤 の み 6 時 に 内 服 し，
200 cc 以上飲水をした 39 名と，内服なしで

からも，全体に飲水の効果があったと考えられ
る。
内服患者では前調査群と飲水群の①評価が

200 cc 以上飲水をした 61 名（飲水群）

54％と同様であった。前調査群の一定時間の内服
方

と内服のための飲水で胃内観察に支障しなかった

法

1．検査来院時に内服の有無，当日の飲水状況に

と考えられ，飲水群に③④評価が 7％減少したこ
とから飲水の効果はあったと言える。

ついて聞き取り調査を実施
2．胃内の残留物，粘液付着の状態について医師
が 4 段階（①残留物・粘液なし，②残留物・

結

論

粘液は多少あるが観察に支障なし，③残留物・

検査当日に 200 cc 以上飲水することで内服の有

粘液あり吸引，洗浄し観察，④残留物・粘液

無で胃内観察の評価に差はなく，胃内の粘液，残

あり観察困難）で評価

留物の除去に効果があった。
おわりに

データー分析方法

今回の結果から，高齢者の受診率や内服患者も

1．飲水群の内服患者と否内服患者の胃内評価の

多くなるため，検査説明の内容を検討し，確実な

比較

内視鏡検査を行える前処置に繋げていきたい。

2．前調査群と飲水群の胃内評価の比較

《利益相反：無》

3．内服患者の前調査群と飲水群の胃内評価の比
較
参考引用文献
結

1）日本消化器内視鏡学会監修：消化器内視鏡ガ

果

イドライン第 3 版，医学書院．

1．飲水群内服の有無での胃内評価
内服あり① 54％ ② 46％ ③ 0％ ④ 0％

2）藤城光弘，小田一郎：上部消化器内視鏡スキ
ルアップノート，中外医学社．

内服なし① 62％ ② 31％ ③ 7％ ④ 0％
2．前調査群と飲水群の胃内評価

3）東

弘志，大野竜一，中村俊一，山田泰史，

前調査群① 38％ ② 46％ ③ 15％ ④ 1％

藤永

飲水群

水法の有用性．日本消化器集団検診学会日本

① 59％ ② 37％ ③ 4％ ④ 0％

明：胃 X 線検査の前処置における飲

集検誌 2011：487-491．

3．内服患者の前調査群と飲水群の胃内評価
前調査群① 54％ ② 39％ ③ 7％ ④ 0％
飲水群

① 54％ ② 46％ ③ 0％ ④ 0％

連絡先：〒 069-1513

北海道栗山町朝日 3 丁目

TEL：0123-72-1015
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上部消化管内視鏡検査における残胃患者の食物残渣調査
社会福祉法人

三井記念病院

内視鏡部

内視鏡技師・看護師
内視鏡技師
消化器内科
目

医師

○久野

洋子

金林栄次朗，稲垣
戸田

景司

信夫

存胃切除 12/14 名（86％），噴門側胃切除 6/6 名

的
上部消化管内視鏡検査（以下 GS）における残胃

（100％），P 値＜ 0.0001 だった（表 1）
。また手術

患者の食物残渣状況の実態を調査し，現状の問題

年でみると，2010 年以降が 34 名おり，77％を占

点を把握，検討した。

めていた（図 3）
。さらに，食物残渣があった患者
の 2014 年の GS 所見を見ると，23/44 名（52％）

対

に食物残渣があり（2 年連続）
，その 23 名の 2013

象

2015 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日までの，消化器外

年の GS 所見を見ると，15/23 名（65％）に食物

科で施行した GS 474 件（平均年齢 68.7 ± 11.3 歳）

残渣があり，3 年連続して食物残渣があった患者

のうちの残胃患者 140 名（平均年齢 71.1 ± 8.8 歳）

は 34％，さらに 2012 年の GS 所見では，2/15 名
（15％）に食物残渣があり，4 年連続して食物残渣

方

があった患者は 4.5％だった（図 4）
。

法
474 件の GS 所見から残胃患者を選び，さらに

食物残渣があった患者を抽出，電子カルテより対

考

察
食物残渣があった残胃患者の特性として，ま

象患者の特性（性別・年齢・既往歴・術式・手術日）

ず，男女比や平均年齢においては，残胃患者全

を調査，傾向を分析した。

体と大きな差はなかった。次に既往歴との関連
結

性は今回の調査では，明確化できなかった。術式

果
残胃患者 140 名のうちわけは，男性 91 名（平

については，今回の調査では，噴門側胃切除は

均年齢 70.9 ± 8.7 歳）
，女性 49 名（平均年齢 71.4

100％，幽門保存胃切除が 86％と高いことがわか

± 8.9 歳）だった。そのうち食物残渣があった患

り，これらの患者が GS をする際には注意が必要

者は 44 名（平均年齢 71.0 ± 8.2 歳）で，男性 29

だと考える。さらに，食物残渣がある患者は，経

名（平均年齢 70.3 ± 8.3 歳）
，女性 15 名（72.3 ± 8.2

年にわたり食物残渣がある特性が判明した。平均

歳）で男女ともに 70 代が多く，残胃患者全体の

年齢も 70 代ということも考えると現状の検査前

31％であった（図 1）
。既往歴では，まず，残胃患

オリエンテーションや検査後の説明だけでは不十

者 44 名全員が胃がんで胃切除を行っており，胃

分なのではないかと考える。前日の食事の時間や

がん以外の既往歴は何もない患者が 19 名
（43％），

内容について，残胃患者用に説明用紙を作るなど

既往歴ありが 25 名（57％）だった。疾患別のうち

の対策を検討する必要があると考える。また，今

わけは，高血圧が 12 名，心疾患が 7 名，糖尿病

回の調査では対象となる食物残渣があった残胃患

が 4 名で，胃がん以外のがん疾患は 3 名であった

者の人数が少なかったので，今後も継続して調査

（重複疾患）あり。なお，腎不全による透析患者

をする必要があると考える。

は 1 名だった（図 2）
。術式についてだが，残胃
患者と食物残渣があった残胃患者をそれぞれ比較

結

した。幽門側胃切除 26/116 名（22％）で，幽門保
― 101 ―

語
消化器外科で施行した GS において，食物残
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術前

手術当年

渣があった残胃患者は 44 名（31％）であり，過

渋間

久，池田栄一：定期的幽門側胃切除

去 3 年に渡り食物残渣があった残胃患者の比率は

術と比較した幽門保存胃切除後の予後およ

65％であった。今後も食物残渣のある残胃患者に

び QOL の評価．日消外会誌 2005；38（12）：

対しての対応をすることで，安心・安全で質の高

1785-1794．

い検査の提供をしていきたい。 《利益相反：無》
連絡先：〒 101-8643
東京都千代田区神田和泉町 1 番地

参考文献
1）野村

尚，福島紀雅，高須直樹，飯澤

O 43

TEL：03-3862-9111

肇，

アンケートからみた大腸内視鏡検査への意識調査結果
医療法人社団

根本医院

○矢嶋真理子，佐藤

明美，高谷

明子

椎名

好美，菅井

直子，木内

洋子

鈴木

尚美，鈴木

正江，根本

雄治

CS が敬遠傾向にあるのかを改めて，アンケート

はじめに
わが国における 2011 年大腸癌の罹患数は，男

にて患者の意識を調べてみることにした。

性 7 万人・女性 5 万人と増加傾向にあり，大腸癌
の死亡率も男女共に上昇傾向にある。大腸癌は，

目

的
CS をより多くの患者に受けていただくために，

早期の段階で発見されれば，ほぼ 100％近い治癒
率がある。しかし大腸がんが見つかる患者のう

CS への認識を知る。

ち，7 割程度は進行癌であるといわれている。大
腸癌を早く見つけて治すためには，大腸癌の早期

方

法
外来患者を対象に，検査の履歴を問わず無作

発見が大変重要であると強く感じているが大腸内
視鏡検査（以下 CS）は，胃内視鏡検査に比べ敬遠

為に 2015 年 12 月から 2016 年 1 月までの 2 ヵ月

されがちであるように思われる。そこで今回なぜ

間，検査を受けたことがあるかないか，検査を受
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Ｏ-43 図表

図１

検査を受けない理由

図１

検査を受けない理由

図２
図２

検査を実際に受けて辛かったこと
検査を実際に受けて辛かったこと

辛くなかったが 9 割であり，検査を受けていただ
ければ検査に対する負のイメージが払拭されるで
あろうと考える。検査を実際に受けて辛かったこ
とは，下剤の量や食事制限，トイレに何回も通
うと，前処置について答えた人が約 9 割で，検査
自体辛いと回答した人はごくわずかであった（図
2）
。また，検査受けたことがない人の，自覚症状
がないから検査を受けないと答えた人が約半数
図３

次回また検査を受けたいと思いますか

だったのに対して，検査を一度でも受けたことが

図３

次回また検査を受けたいと思いますか

ある人は，自覚症状がなくても検査を受けたい，
受けてもいいと答えた人が約 9 割であった（図
3）
。

けたことがある方の検査動機，検査に対する苦手
意識の内容，検査後の感想などアンケート用紙に

考

察
検査を受けたことがない人の受けない理由が，

て単純集計し，分析を行った。アンケート回答に
際し，ご本人ご家族に口頭にてアンケートの目的

自覚症状がないからとの意見が多いのは，大腸癌

を説明し本研究以外では使用しないこと，それに

の早期発見・治療に対する患者の意識が低いこと

より不利益を被ることがないことを説明し回答を

が考えられる。症状が出てからの検査では早期

持って同意を得たこととした。

発見は困難である。大腸癌増加の現況，早期大腸
癌に自覚症状がないことを知って戴くことが重要

結

であると考える。また辛そうなイメージの払拭に

果

男性 65 人，女性 81 人，計 146 人，平均年齢 67.2

は，細径の内視鏡の存在など新しい技術・器具の

歳。検査を受けたことがある人は 108 人（74％）
，

アピールも必要であると痛感した。検査後の回答

検査を受けたことがない人は 38 人（26％）であっ

では，前処置が一番辛く，中でも下剤の量や頻回

た。検査を受けたがことない人の，検査を受けな

の排便であった。私たちの考える羞恥心等の意見

い主な理由は自覚症状がないからが約半数を占

は，ごく少数であり認識のズレを実感した。下剤

め，次に怖い，人から聞いて辛そうなど，負のイ

の量については，従来よりも少量にできる製剤

メージが 4 割を占めていた（図 1）
。検査を受けた

も出てきており，最新の情報提供も必要と思われ

ことがある方の検査に対する印象は，思ったより

た。
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結

き，大腸癌の早期発見に貢献していきたい。

語

《利益相反：無》

当院は年間 1, 000 件近い CS を行っているが，
CS を受ける方だけに検査の概要の説明をしてお
り，自覚症状がない人に興味を持ってもらう機会

引用文献

がないのが現状であった。より多くの人に CS を

1）国立がん研究センターがん対策情報センター

受けて戴くためには，疾患・検査方法，検査機器，

ホームページ，（2015 年 4 月 28 日開示）
．

当院の取り組みなどを広く提供し，正しい知識を
持って戴き CS の負のイメージを正のイメージへ

連絡先：〒 287-0003

千葉県香取市佐原イ 1693

TEL：0478-54-2823

改善できるように，当院独自のアピール方法を活
発に行い，今後も CS をより多くの人に受けて戴

O 44

当院におけるカプセル内視鏡への取り組み
財団法人厚生会

仙台厚生病院

○塩沼のぞみ，伊藤恵美子，泉山
岩渕

見和，菊池

美樹

麻衣，佐々木喜子

準備は前日に行うようにした。②チェックリスト

背景・目的
当院では，医師がカプセル内視鏡（以下 CE）

の作成（図 2）。1 つ 1 つのフォーカスを記入する

の準備から検査まで全て行っていた。しかし，救

経過記録からチェック方式のチェックリストの記

急対応や診察・内視鏡検査と並行して行う医師の

録に変更し，記録の簡素化を行った。

業務状況により，準備ができないことや検査がす
ぐに行えないことがあり，患者に待ち時間が生じ

結

果

ていた。そのため，内視鏡技師（カプセル内視鏡

患者は内視鏡受付後からアンテナ貼付まで約

読影支援技師取得者）が CE に取り組み，患者が

10 分で検査が可能となった。医師は CE に要して

待ち時間なく検査が行えることを目的とした。

いた時間がなくなり，約 60 分の時間の余裕がで
きた。内視鏡技師は，記録の簡素化により検査し

対

ながら記録の記入をすることが可能となった。

象
内視鏡技師 3 名（カプセル内視鏡読影支援技師

考

取得者）

察
医師の診察・検査・救急対応などの業務状況に

左右されることなく CE が可能となったことによ

倫理的配慮
仙台厚生病院看護研究委員会，倫理指針に準じ

り，患者の待ち時間による精神的負担の軽減がで

た倫理的配慮を行った。

きたと考える。医師は CE に費やしていた時間を，

方

多忙な業務負担の軽減ができたと考える。内視鏡

患者の診察・検査に有効利用できるようになり，
法
①内視鏡技師による CE の実施（図 1）
。まず初

技師は，通常内視鏡検査に加え，CE についての

めに認定医より基本的技術・知識の指導を受け

専門的知識も増えスキルアップすることができた

る。検査当日は，患者が内視鏡受付後すぐに CE

と考える。またそのスキルを，実際に患者説明に

が実施できるように，患者情報入力と受信装具の

活かせたことで目に見えた評価となり，モチベー
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図１ 方法① 内視鏡技師によるＣＥの実施

図２ 方法② チェックリストの作成

ションアップにもつながったと考える。また，こ

プと質の高い看護の提供につながったと言える。

の関わりをすることで患者に質の高い看護の提供

《利益相反：無》

ができたと考えた。
連絡先：〒 980-0873
結

宮城県仙台市青葉区広瀬町 4-15

論
内視鏡技師が CE に関わることは，スキルアッ
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小腸カプセル内視鏡による小腸未到達時の試み

－塩酸メトクロプラミド使用による身体的侵襲減少に向けて－

財団法人厚生会

仙台厚生病院

○伊藤恵美子，岩渕
泉山

目

美樹

菊地

見和，塩沼のぞみ
麻衣

佐々木喜子

プローチ後は全症例の 15％へ減少した。

的
小腸カプセル内視鏡（以下 CE）の小腸未到達時

における，塩酸メトクロプラミド使用による身体

考

察
体位変換の実施で小腸未到達患者の半数以上

的侵襲を減少させる。

が CE を小腸へ流入させることができ，塩酸メト
方

クロプラミド使用患者を減らすことができた。こ

法
CE 内服 90 分後に CE が小腸未到達の患者に①

のことから，右側臥位と体位変換は CE の小腸へ

右側臥位で休んでもらう。②リアルタイムビュー

の流入を助ける一定の効果があったと考える。ま

ワーで画像を確認しながら，CE を幽門へ移動さ

た，塩酸メトクロプラミドの使用患者を減らせた

せるよう体位変換を行う。①②を 30 分目安とし

ことは，静脈注射による患者の身体的侵襲を減少

て行う。

させることができた。

結

結

果

論

2015 年 9 月～ 2016 年 9 月に CE を行った症例

小腸未到達時における右側臥位および体位変換

が 108 例。そのうち CE 内服後の画像確認で，CE

は，塩酸メトクロプラミドによる身体的侵襲を減

が小腸に到達していた症例が 68 例，体位変換を

少させる方法として有用であった。
《利益相反：無》

施行し小腸へ到達した症例が 27 例，体位変換を
施行後も CE が胃の中に停滞しており塩酸メトク
ロプラミドを静脈注射した症例が 13 例だった。

連絡先：〒 980-0873

体位変換施行前は全症例の 47％が塩酸メトク
ロプラミドを使用していましたが，体位変換のア
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当院における大腸カプセル内視鏡導入への取り組み
脳神経疾患研究所附属
臨床工学技士

総合南東北病院
○鈴木

幸子，宗方奈里枝，馬場

亮太

佐藤

咲，矢田部浩明，渡邉

知樹

吉田美由貴，藤原
背

方

景

章光

法
CCE 運用開始へ向け，部署内勉強会を開催し，

大腸カプセル内視鏡（以下 CCE）は，2013 年 7

電子カルテのオーダー準備，その後医師と相談

月に薬事承認され，2014 年 1 月より保険収載さ
れた。当院では大腸内視鏡検査にて全大腸観察で

して当院のレジメンを決定した（表）。2016 年 1

きなかった患者等に対し，追加検査を行うために

月に電磁波障害調査を行い（図），CCE を施行す

CCE 導入が決定し，2016 年 1 月に CCE 周辺装置

る場所の電波状況について確認し，内視鏡室へ

が導入された。しかし，それまで小腸カプセル

CCE 周辺装置を設置した。内視鏡室でも少なか

内視鏡の経験しかなく，CCE の経験はなかった。

らずノイズの影響を受けるため，電磁波防護服を

当院での CCE 運用までの準備と導入の取り組み

着用して検査を実施することとなった。2 月試験
運用。3 月運用開始予定となった。運用開始に合

について報告する。

わせ，説明用紙，検査前・後アンケートの作成，
目

患者説明用のタブレット動画の準備などを行っ

的
CCE 運用開始に向けた準備を行い，患者に安

た。検査前・検査後アンケートを行い CCE 検査

心・安全な検査を提供するため。また，問題点を

前後に検査に対しどの程度理解しどのような不安

挙げ，今後の改善策を検討する。

があるのか，実際に検査をしてみてどうだったか
表

検査前日

時

間

昼より

内

容

低残渣食

時

間

5：30

内

腸管洗浄

薬剤等
・モビプレップ



総経口摂取量

10 mL

10 mL

経口摂取量

総経口摂取量

1.0 L

・水
・モサプリド

500 mL


1.5 L

4錠

11：00

Booster 1

12：45

Booster 2

備

考

備

考

カプセル嚥下
3 時間前
腸内洗浄度確認後

カプセル嚥下

30 分後
・マグコロール P



・ガストログラフィン 
・マグコロール P 
・ガスロトグラフィン 
・マグコロール P 

未排出時

経口摂取量

・ダルムスペース 

容

9：30
10：00

薬剤等

・ピコスルファート 

就寝前
検査当日

当院のレジメン

・ガストログラフィン 
・ベサコジル 
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0.9 L
50 mL
0.9 L
50 mL

950 mL

1 時間後

950 mL

1 時間 45 分後

0.6 L
100 mL
座薬

0.7 L

順に追加

Ｏ-４６

図表
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・内視鏡室へ CCE 周辺装置を設置
・CCE 検査は内視鏡室で施行
・電磁波防護服を着用いて CCE 検査を実施

図

電磁波障害状況

査してみると大変だったという回答が多く，下剤

を評価する。
アンケートは，患者へ同意を得て施行し，アン

の量が多く全部飲めなかった。ガストログラフィ

ケートへの回答を拒否した場合も検査への不利益

ン は飲みにくかった。下剤を飲んで歩くのは大

を受けることのないよう配慮した。

変だった。なかなかカプセルが出てこなくて辛
かった。などでした。

アンケート内容
検査前アンケート：1．今回 CCE 検査をするこ

考

とになった理由。2．低残渣食の食べ方について。

察
検査前アンケートからは動画を用いることで，

3．検査中の過ごし方について。4．説明用紙，タ

検査の流れは把握できていた。不安点・疑問点に

ブレット動画はわかりやすかったか。5．ニフレッ

ついてはアンケート実施後に傾聴し回答すること

ク・モビプレップ は自分で作って飲めそうか。

で解決できている。CCE の流れや内容について

6．検査に関することで不安点・疑問点はあるか。

は，実際に検査を介助する技師が説明用紙を用

について質問した。

い，詳しく説明することで理解を深めることがで

検査後アンケート：1．実際に自宅で下剤を作っ

きた。と考えられる。検査後アンケートからは，

てみて簡単でしたか。2．カプセル回収は簡単で

決して楽な検査ではないことを伝え検査にのぞん

したか。3．不安なく検査にのぞめましたか。4．

でもらう必要がある。患者負担軽減のためにもレ

検査中に一番辛かったのはどの点ですか。の質問

ジメンの変更等が必要。説明用紙の改善が必要で

にした。

ある。と考えられる。

結

参考引用文献

果

《利益相反：有》

現在までに 4 名からアンケートをとることがで

1）カプセル内視鏡検査をされる方へ・カプセル

きた。検査前アンケートでは，動画を見ること

内視鏡用電磁波防護服「MG ベスト CES」の

で 1 日の検査の流れが把握できた。説明用紙を一

ご案内：メディカルエイド株式会社．

緒に目を通すにことより１人で読むよりも理解し
やすかった。結構大変そうな検査だと思った，と

連絡先：〒 963-8563

いう結果だった。検査後アンケートでは，実際検
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演題取下げ

O 48

緊急内視鏡に対する臨床工学技士の取り組み
北海道がんセンター
統括診療部

臨床工学室

○正木

内視鏡センター
背

弦，小島

黒川

健太

高森

晴美，藤川

啓司，小田嶋洋兵
幸司

などの詳細内容を記載することで，情報の伝

景
昨今，消化器内視鏡業務に関わる臨床工学技士

達がスムーズになった（図 2）
。また，CE が日

（以下 CE）が増加している。当院では 2011 年よ

常業務で対応していない部分があり，前処置

り消化器内視鏡業務に携わるようになった。そ

やセデーションなどにも対応する必要があっ

れまでの緊急内視鏡では医師（以下 Dr）と当直看

たため，内視鏡専従 Ns も協力して行うこと
となった。

護師長や病棟看護師（以下 Ns）が全て行っていた
が，患者対応後に内視鏡の準備をするため，入室

3．これらを基にフローチャートを作成し，効率
的な運用が可能となった。

時間や処置が遅れてしまうことが問題であった。
そこで緊急内視鏡に CE が積極的に参加すること
とした。

考

察

目

関して Dr，Ns の負担を減らすことができた。フ

CE が緊急内視鏡に携わることで，医療機器に
的
緊急内視鏡に携わることで業務の効率化を図

ローチャートとチェックリストによって，業務分
担の明確化と内視鏡専従 Ns との情報共有，より

り，患者への安全で迅速な対応を提供する。

効率的で安全な対応が可能になったと考える。
方

法
結

1．業務分担を明確化する。

語
緊急内視鏡において医療機器の専門家である

2．緊急内視鏡時の問題点を抽出する。
3．消化器内視鏡の緊急時対応のフローチャート

CE が携わることで検査や処置の安全性の向上を
図ることができた。今後も消化器内視鏡に積極的

を作成する。

に関わることでチーム医療に貢献していきたい。
結

《利益相反：無》

果

1．CE は機器のセッティング，洗浄，処置介助な
ど機器関連を中心に担当し，Ns は看護記録，

連絡先：独立行政法人
国立病院機構 北海道がんセンター

薬剤準備等を担当することにした（図 1）
。
2．緊急内視鏡において，内視鏡専従 Ns との情
報共有に問題があったため，チェックリスト
を作成し，患者情報，処置内容，使用処置具

― 110 ―

臨床工学室

臨床工学技士

正木

TEL：011-811-9111（内線 7059）

弦

Ｏ-48 図表
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図１

図２
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経鼻内視鏡の口頭による検査説明マニュアルを作成し統一した説明と
不安の軽減への取り組み
国家公務員共済組合連合会
内視鏡技師

方

はじめに
当院健康医学センターでは，2010 年より経鼻

横浜共済病院

外来・健康医学センター

○千葉

史恵，小山

信江，高橋

藤田

加代，田中

千鶴

典子

法

1．対象：内視鏡技師（看護師）4 名

内視鏡を 5,300 件実施している。日本消化器がん

2．期間：2015 年 10 月

検診学会の調査で（2010・2011・2012 年）検査総

3．調査項目

数の経口 74％，経鼻 13％，区分不明 13％と報告

属性（看護師経験年数および内視鏡技師資格

されている。この結果からも経口に比べ経鼻内視

取得後年数）
，独自のアンケート（選択式＋自

鏡検査の件数は少なく認知度も低く，経鼻挿入の

由記載）

ため不安に感じると考えられる。当院検診セン

4．実践方法：経鼻内視鏡の口頭による検査説明

ターへの経鼻内視鏡に関する問い合わせの電話も

用紙を作成し（図 1）
，運用後に対象者にアン
ケートを実施した。

多くみられる。対応としては，来院後，検査時に
担当看護師が検査説明用ポスターで視覚化し説明

5．分析方法：属性と独自アンケート結果をそれ

を実施している。2016 年 6 月検診センターが新

ぞれ単純集計し，各項目毎の自由記載内容を

棟に移転し，検査可能件数が増加となり，セン

考察した。

ター専従看護師は 1 名と，他外来の内視鏡技師
3 名が交代で経鼻内視鏡検査担当している。受検

倫理的配慮

者の不安の軽減に向けては，看護師が経鼻内視鏡

今回の調査内容については個人が特定されない

検査説明と介助の根拠を理解し，丁寧に説明する

こと，業務上の不利益が生じないことを配慮し

ことで検査への不安の軽減を図れると考えた。方

た。また，知り得た情報は学会発表以外に使用し

法として，統一した説明と処置が実施できるよう

ないこととした。

に，経鼻内視鏡の検査説明を標準化するために，
画像，意味づけを加えた口頭による具体的な手順

結

果
回答数 4 名（有効回答率 100％），属性，看護師

書を作成し実施したので報告する。

経験年数：平均 23 年，内視鏡技師免許取得後年
目

数：平均 5.5 年，手順書作成手順プロセス：①手

的

1．看護師が経鼻内視鏡の説明と介助の根拠を理

順の明文化，②実際の実施作業工程を分類，③工

解し，丁寧に説明することで，侵襲的な経鼻

程毎の口頭による明記，④工程毎の根拠の明記，

内視鏡検査への不安の軽減を図る。

⑤工程毎の説明画像の添付，⑥内視鏡技師 4 名に

2．具体的なマニュアルを導入し看護師が統一し

対し，手順書の内容確認。
アンケートの結果（表 1-5）画像・口頭説明・

た説明と処置が実施できる。

根拠の手順書はわかりやすい 100％，説明内容は
対

象
経鼻内視鏡検査に関わる看護師 4 名

判りやすい 100％，説明後の受検者の反応は質問
されなった 100％のうち概ね判っているようだ
50％，口頭説明の統一性はかなり良い 100％，丁
― 112 ―
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Ｏ-49 図表

経鼻内視鏡の口頭による検査説明（健康医学センター）
CONCEPT：丁寧な説明をする

2015 年 10 月作成

口頭による説明方法

根拠となる事項

１

給水機があります。
胃の検査のために、コップ２杯のお水
または、ぬるま湯を飲んで下さい。
飲んだお水で胃の中が洗われてきれ
いになり観察しやすくなる為です。

飲水することで胃内の粘液や分泌
物が洗われまた、粘液の粘度が薄
められることで、低下し吸引しや
すくなる。

２

これから経鼻内視鏡検査をさせてい 経鼻内視鏡は経験者も少なく、鼻
ただきます。
からの挿入のため不安に感じる人
経鼻内視鏡は口からの胃カメラとは が多い。
違って、鼻から専用の細い胃カメラを
入れて検査を行います。
口からの経口内視鏡に比べカメラが
細く楽な検査です。

３

まず、胃の中をきれいにする薬を飲ん
でください。
胃の壁ついた粘液や唾液を溶かし観
察をしやすくなります。
飲みにくいので、味を付けてありま
す。

ガスコン、重曹、プロムナーゼの
混合液で、作用として、プロナー
ゼにより、胃粘液、分泌物の蛋白
分解され、粘度を低下させる。
重曹は胃内の pH をプロナーゼ至
適の pH 7.0～10.0 に保つ。
ガスコンにより分泌物の泡が消泡
される。
胃吸引除去しやすくし観察しやす
くするため

４

鼻から挿入する胃カメラは細いカメ
ラですが、それでもカメラを入れやす
くする為に、鼻の中のスペースを広げ
る薬を鼻の中にいれます。
左右両方にいれます。よく広がった方
を選択します。
この薬はすぐに口の中に流れてきま
すが、飲み込んでも大丈夫です。

０．０５％鼻用
プリビナ（ナファゾリン）：血管
収縮剤
血管収縮作用により、鼻の粘膜の
腫れが軽減し鼻腔内が拡張され
る。
また、刺激による鼻出血のリスク
を減らせる。

図１

Ⅲ 結果（アンケート結果:N=4）
表１ 画像・口頭説明・根拠の
手順書はわかりやすいですか

表２ 説明内容はわかりやす
いですか

わかりやすい

わかりにくい

わかりやすい

わかりにくい

4名
（100％）

0名
（0％）

4名
（100％）

0名
（0％）

自由記載
・ 画像があり口頭説明もきちん
とあると、人によって変わって
くるのを防げる
・ 根拠も内視鏡に慣れていない
人にもわかりやすい
・ イメージしやすくなる
・ 検査の流れがわかりやすい

自由記載
・ 受検者へ伝える為の手順書に
なっていてわかりやすい
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Ⅲ 結果（アンケート結果:N=4）
表３ 説明後の受検者の反応はどうでしたか
質問された

質問されなかった

0名
（0％）

4名
（100％）

自由記載
・ 質問されなかったが、概ねわかっ
ているようである

わかっているようだ

概ねわかっているようだ

回答なし

0名
（0％）

2名
（50％）

2名
（50％）

Ⅲ 結果（アンケート結果:N=4）
表５ 丁寧な説明に関して

表４ 口頭説明の統一性
かなり良い

良い

良くない

わかりやすい

わかりにくい

4名
（100％）

0名
（0％）

0名
（0％）

4名
（100％）

0名
（0％）

自由記載
・ 次の受診の時にも参考になっていると思う
・ 待っている方にも終了した人が伝えてくれ
たりしていた人によって違った説明をする
場合ある
・ ドックは毎年受診する人が多いため統一し
た説明の方が受検者の不信感がない
・ 例年の受検者に、昨年とは違ったと言われ
ない

自由記載
・ 思いやりを感じる
・ ドックなので良い
・ 不安の軽減に良い

した説明と処置の実施に向けて，継続運用が可能

寧な説明は判りやすい 100％であった。

と考える。
考

察
1）説明マニュアル作成の作成にあたり，手順

結

語

を 15 工程中 13 の画像を取り入れたことで内視鏡

1．画像・口頭説明・根拠の 15 工程の検査説明マ

技師の“わかりやすい”との回答が得られ理解に

ニュアルは内視鏡技師の統一した処置につな
がる。

繋がっていると考える。2）説明用のマニュアル
を用いた説明に対して，受検者からの質問はな

2．検査マニュアルを活用し統一した説明は受検

かったが内視鏡技師は“概ねわかっていると”と

者の理解につながるが，不安の軽減を図るた

捉えていた。そのことは統一した丁寧な説明を

めには経鼻内視鏡の認知度を広めることも必
要である。

行ったが，受検者の十分な理解に至らず経鼻内視

今後より安全安楽な経鼻内視鏡の検査を研鑽し

鏡に対して馴染みがないことが影響していると考
える。3）内視鏡技師が行った 5 項目の結果より，

ていきたい。

説明マニュアルに対し肯定的な意見が聴かれ統一
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4）宮脇哲丸監修，川田和昭編：コメディカルの

引用・参考文献

ための経鼻内視鏡ハンドブック，日経メディ

1）経鼻内視鏡による胃がん検診マニュアル．編

カル開発．

集，胃細径内視鏡検診研究会，医学書院．
2） 対 策 型 検 診 の た め の 胃 内 視 鏡 マ ニ ュ ア ル
2015 年度版，一般社団法人日本消化器がん

連絡先：〒 247-858
神奈川県横浜市栄区桂町 132

検診学会．

TEL：045-891-2171（代表）内線 501

3）経鼻内視鏡によるスクリーニング．胃と腸，
医学書院 2012. 5；47（6）
．
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内視鏡室勤務看護師の教育についての試み
諏訪赤十字病院

第 2 外来内視鏡室
内視鏡看護師（技師） ○武居真由美，清水

諸

操

ける）

言
当内視鏡室は，専従看護師７名が配置されてお

② 内視鏡看護師教育段階…内視鏡教育ガイドラ

り，24 時間緊急対応も含め，年間 15, 000 件以上

イン（内視鏡看護師としての自分の課題を見
つける）

の検査・治療を行っている。また「安全安心優し
い質の高い看護」を提供できるチームを目指して

③ 目標管理シート…自分の課題の年間取り組み

いる。そのためには 1 人ひとりのレベルアップが

④ 上司との面接…ナラティブ面接，課題を明確
にする，取り組みへの助言

必要で，段階に合わせた教育の充実が必須であ

⑤ 内視鏡技術チェックリスト…期間を決めて技

る。

術を身に付けるためのリスト（内視鏡新人看

継続教育として日本赤十字キャリア開発ラダー

護師の教育）

を取り入れているが，専門性を求められる内視鏡
看護の教育システムとしては不十分であったた

※ 内視鏡教育ガイドライン内の実践能力評価表
を評価指標として活用する。

め，日本消化器内視鏡技師会看護委員会が作成し
た内視鏡教育ガイドラインを取り入れた，段階的

※ 以上①～④を年間で 1 サイクルとする。

教育の充実と質の向上をめざした教育システムの
結

構築を試みたので報告する。

果
ラダーのレベルアップと段階的役割性の導入と

対

いう成果が得られた。但し，導入直後であるた

象
内視鏡専従看護師 7 名（内，内視鏡技師 4 名）

め，実践能力評価表を基に半年後に 2 回目の上司
面接を行い，クリニカルラダーを指標とした能

期

力評価を行った。その結果，7 名中 6 名がレベル

間

アップし，従来の赤十字キャリア開発ラダーにお

2015 年 9 月～ 2016 年 9 月

いても，新たに 1 名がラダーⅢを取得した。更に
方

段階別役割性の導入については，主な業務は検査

法

① 一般看護師教育段階…日本赤十字キャリア開

治療の介助，健診スクリーニングの介助，業務の

発ラダー（看護師としての自分の課題を見つ

連絡調整を行うリーダーに分かれている。これら
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をローテーション業務としていたが，クリニカル

に対する評価は年単位での再評価が必要であるた

ラダーを指標とした能力の段階別役割制とした。

め，今後も引き続き評価を重ねていく必要があ

ラダーⅠは健診スクリーニング業務を中心に基礎

る。

の習得，ラダーⅡは検査治療の介助を行い自己の
課題への取り組み，ラダーⅢはリーダー業務も行

結

語
日本消化器内視鏡技師会看護委員会が作成した

い，管理能力の育成をそれぞれ目的とした。

内視鏡教育ガイドラインを取り入れた，段階的教
考

育の充実と質の向上をめざした教育システムの構

察
1 年間でラダー取得については，7 名中 6 名が

築は，内視鏡看護の目指す「安全安心で優しい質

レベルアップしている。
「自分の苦手な部分に取

の高い看護」の提供に向けたチーム教育として有

組んでいるか」という質問には全員が具体的な行

効である。

《利益相反：無》

動を挙げていた。クリニカルラダーによって自分
参考文献

の課題を見つけ，それを目標として取り組んだた

1）日本消化器技師会：看護委員会，内視鏡看護

めである。またレベルアップすることで達成感が

に関するガイドライン集，2014 年 9 月．

持て，次回につながる意欲ともなった。そして
これらが医師や師長からも「雰囲気が以前より

2）新居富士美，阿部恭子，大島

操：消化器内

良い」という評価につながっている。更に「業務

視鏡検査における専門性として看護師に求め

分担について今までの方法と今回の方法のそれぞ

られる能力－内視鏡部門に勤務する看護師を

れ良いと思うことは何か」の質問に，
「段階別役

対象とした反構成的面接調査－．日本看護研

割性にしたことは能力の段階に合わせた仕事をし

究学会雑誌 2006；29（5）：103-108．

ているので，全体として楽しそう」という意見が

3）大橋達子：看護のピットフォール－内視鏡看

もらえた。それはリーダー業務が過重業務であり

護の現場から－．富山医科薬科大学看護学会

大変だったことがわかる。段階的に力をつけリー

誌 2003；5（1）：13-18．

ダーをやるということで，業務全体もスムーズに
まわるようになった。これらのことから，自分の

連絡先：〒 392-8510

目指すところを具体的な行動として主体的に実践

長野県諏訪市湖岸通り 5-11-50

できることは内視鏡のめざすチーム作りに近づく

TEL：0266-52-6111

ことができたと言える。しかしながら教育の構築

E-mail：srckangobu@suwa. jrc. or. jp
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外来看護師への緊急内視鏡教育の効果と今後の課題
独立行政法人国立病院機構
外来

内視鏡室

別府医療センター
○渡邉
森

美穂，木下

靖枝，宮﨑

良尚

めぐみ

は救急外来の看護師が担当し，そのほとんどが内

はじめに
A 病院内視鏡室では年間約 3, 640 例の内視鏡検

視鏡室での勤務経験がなく緊急内視鏡に携わるこ

査・治療を行っており，そのうち緊急内視鏡が約

とが多い。今回，看護師の現状や問題点を明確に

200 例行われている。時間外での緊急内視鏡介助

し，今後の課題を明確にしたのでここに報告する。
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う必要がある。

研究目的
外来看護師の緊急内視鏡対応に関する現状や問

結

題点を明確にし今後の課題を明らかにする。

論

1．緊急内視鏡に携わる外来看護師の問題点とし
て「知識不足」に関する意見が多かった。

研究方法
対象：緊急内視鏡に対応する外来の常勤看護師

2．緊急内視鏡の実際を流れに沿って体験し，根
拠や重要性を学んだことは緊急内視鏡に携わ

18 名（看護師長および研究者を除く）

る看護師にとって不安軽減の一助になった。
方

3．看護師の多くが緊急内視鏡時の急変対応の経

法

1．緊急内視鏡に携わる看護師の問題点を明確に

験がないため，今後，院内 ICLS チームや救

する実態調査を行い，取り組み前後で比較・

急看護認定看護師などの協力を得て急変時対

検討する。

応の学びを深める必要がある。
《利益相反：無》

2．実態調査でスタッフが緊急内視鏡対応で困っ
ている内容の項目について学習会を実施。
3．緊急内視鏡時の急変に対するフローチャート

引用文献
1）藤浦友子，根岸一樹，ほか：開かれた内視鏡

を作成。

室をめざして－内視鏡見学会・勉強会の開催
により病棟および関連部署との連携を強化す

結果・考察

る－．第 84 回日本消化器内視鏡学会 2012；

今回，緊急内視鏡に携わる外来看護師の現状と

54：30-32．

して，緊急内視鏡時に起こり得る急変に対し不安
を感じているという仮説を立て実態調査を行い現

2）橋本貴司，森田美穂：消化器肝胆膵ケア，消

状を把握した。実態調査の結果，
「緊急内視鏡急

化管出血に対する内視鏡的止血術とケア．日

変時について不安に感じることがありますか」の

総研 2008；6・7 月号：29-34．

問いに対し，緊急内視鏡時急変を経験した看護師

3）田村君英：技師＆ナースのための消化器内視
鏡ガイド．学研 2011：253-254．

が少なく，自由記載より急変時の不安よりも室内
の配置や準備などの検査前の初歩的なことがわか
らないという現状がわかった。そこで，緊急内視

参考文献

鏡の実際を流れに沿って体験してもらい，根拠や

1）春田純一：病棟ナースも介助するかも！緊急

重要性をふまえた学習会を計画し実施した。調査

内視鏡での動き方．Expert Nurse 2010；11：
42-52．

結果自由記載より「学習会に参加して曖昧だった
点が少しずつ解消された」などの意見より，学習

2）桝田由紀子，筑波幸江：内視鏡検査，治療に

会を行ったことは知識が増えスタッフの不安の軽

おける介助技術への取り組み－苦手意識調査

減につながったと考える。
「緊急内視鏡対応につ

を中心に－．日本内視鏡技師学会会報 2013；

いて困ったことがありますか」の問いに対し，取

50：171-173．

り組み前は「ある」が 6 名，
「ない」12 名であっ

3）光島

名と「ある」と答えた人が増加したことは今まで

徹，田辺

聡：消化器内視鏡スタッフ

マニュアル．医学書院 2008．

たが，取り組み後は「ある」が 8 名，
「ない」10

4）小越和栄：消化器内視鏡リスクマネージメン
ト．医学書院 2008．

分からなかったことが理解でき，問題点がみえる
ようになったためと考える。自由記載より「実際
急変に遭遇したことがないため不安がある」など

連絡先：〒 874-0011

の意見より，今後の課題として急変時の対応につ

大分県別府市大字内竈 1473 番地

いてフローチャートを活用し継続して学習会を行

TEL：0977-67-1111（内線 117）
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緊急内視鏡検査時の急変対応シミュレーションを実施して
医療法人真生会
内視鏡室

真生会富山病院
○浅野

真巳，川瀬

幸恵，金谷小百合

小森

智恵，石丸ひとみ，倉田

南

英樹，梅田加洋子

直美

合い）」
「急変対応」の項目について 9 名中 7 名

はじめに

が『できていなかった』と回答した。

S 病院では全職員を対象に，救急対応能力の向
上を目的とした講習・実践シミュレーションを

2．ビデオ視聴後アンケートの結果，
「優先順位が

行っている。現在，内視鏡室では，休日・夜間の

分かっていない」
「一連の流れがスムーズでは

緊急内視鏡検査を年間 40 件前後実施しており，

ない」
「急変時の応援要請に戸惑っている」な
ど回答があった。

医師 1 名，看護師 1 名で対応している。今回院内
の救命救急委員会と連携し休日・夜間帯の緊急内

3．1，2．の結果から緊急時応援要請先をモニター

視鏡検査時における急変時シミュレーションを実

上部に掲示し，応援要請手順や急変時対応マ

施した。実施直後のアンケート調査やシミュレー

ニュアルを作成した。

ション時に撮影したビデオ視聴，検討会などから

4．シミュレーションの経験とマニュアルの作成

課題が明らかとなり，急変時対応シミュレーショ

により，
「緊急対応に対する不安の軽減と自信

ンの実施やマニュアルを作成することでスタッフ

につながった」という意見があった。一方で

の意識の変容につながった。その取り組みを報告

「他部署との連携に対し，すぐ応援対応しても
らえるのか不安」
，
「応援システムがしっかり

する。

されているのか疑問」などの意見もあがった。
方

5．救命救急委員会と検討し，
これまであった「院

法

1．医師 1 名，看護師 1 名で対応する休日・夜間

内急変対応システム」に加え，
「時間外急変対

の緊急内視鏡検査を想定し，上部消化管止血

応システム」が新たに整備され，院内で統一

術後の心肺停止に至るシナリオを作成，シ

された。それに伴い，内視鏡スタッフの連携

ミュレーションを実施した。

に関する不安の軽減につながった。

2．シミュレーションの状況をビデオ撮影し，シ
ミュレーション実施直後にはアンケート調査

考

察
内視鏡室では患者の安全確保を第一に日々の検

を行った（自記式意識調査）
。
3．アンケート調査やビデオの視聴を行い，ス

査を行っているが，シミュレーションを実施した

タッフの急変時に対する意識を確認し，その

ことで，患者の急変リスクに対し不安感を覚え

結果をもとに緊急内視鏡検査時の急変時対応

た。これは急変対応に対する明確な基準がなく，

マニュアルを作成した。

個々の判断・経験値で対応していたことにある。

4．マニュアル作成後検討会を実施し，不安や疑

急変対応では看護師によって対応に差が出るよう
なことは避けなければならない。青山 1）は，
「い

問点の意見を交換した。

つでも同じ能力を発揮できる状態をつくっていく
結

果

ために，日頃からの知識や技術の向上と共に，こ

1．アンケート調査の結果「応援要請」
「チームと

のようなシミュレーションを教育内容に取り入

しての連携（指示命令・指示受け・声の掛け

れ，繰り返し行い，急変が起こりうるという意識
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をもっておくことも必要である。
」と言っている。

の取り組みにより，スタッフの急変時に対する不

緊急内視鏡検査時では，処置等に意識が向いてし

安の軽減や自信，対応技術や知識の習得，意識付

まうことが多い。急変はいつどのような場面でも

けに繋がった。

《利益相反：無》

起こりうるものであり，急変したことで気が動転
してしまうことがないよう，迅速かつ的確に対応
するためには，シミュレーションによる訓練やマ

引用参考文献
1）青山延布子：急変対応シミュレーションの成
果．手術医学 2007；第 28 回総会特集（4）：

ニュアルを含めた備えが重要と考える。

一般演題．
結

2）消化器最新看護：日総研出版 20（5）．

論
シミュレーションを実施することで課題が明ら

かとなった。その課題を基に院内で統一されたマ

連絡先：〒 939-0243

O 53

富山県射水市下若 89-10

TEL：0766-52-2156

ニュアルを作成し，共有することができた。今回

画像診断治療センター内での内視鏡技師として期待される役割を見出す
熊本赤十字病院

画像診断治療センター

看護師（内視鏡技師） ○高橋由可利，上野
村本

睦美，澤田

珠美，吉田いづみ
愛，高橋ほなみ

される役割を明確にすることにより，内視鏡技師

研究目的
内視鏡技師は日本消化器内視鏡学会の資格試験
により認定されている。業務内容は消化器内視鏡

として自覚を持って活動できるのではないかと考
え，今回の研究に取り組んだ。

検査・治療の前処置や介助，洗浄，消毒，機器管
方

理となっている。

研究対象：内視鏡技師 6 名を除く画像センター

A 病院では画像診断治療センター（以下，画像
センター）として内視鏡室，血管造影室，放射線

法

看護師 16 名

治療室，RI 検査室，X 線透視室，CT 室，MRI 室，

研究デザイン：質的記述研究

エコー室をセンター化し運営している。全科の医

データ収集の方法：質問紙（アンケート）調査

師，放射線技師，看護師，コメディカル，看護助

期間：2015 年 8 月～ 2016 年 5 月 16 日

手が連携し，すべての検査・治療にチームで対応

データ分析方法：内視鏡技師会が提唱する役割

している。画像センターには看護師 22 名が配属

（教育・安全・感染・技術・マネジメント）に沿っ

され，そのうち 6 名が内視鏡技師を取得してい

て分析

る。内視鏡技師は内視鏡室専従ではなく，画像セ
ンター内の検査全般に関わり，日々の検査予約状

結

果
アンケート結果は，教育・技術，安全・感染，

況で調整され配置されている。このような状況で
あるため資格は取得したものの，内視鏡技師とし

マネジメントでカテゴリー化した。教育・技術

ての役割が果たせていないのではないかとジレン

では，
「他部署から依頼されたスコープの洗浄方

マを感じていた。

法がわからない」
「スコープの特性がわからない」

そこで，煩雑な業務の中，画像センターで期待

などのスコープ洗浄や選択の不安，処置具操作が
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経験不足で自信がない，適切な看護介入ができて

場を提供し，意識や技術の向上へつなげていく役

いるか不安という思いがあった。安全・感染で

割を担う必要がある。

は，「鎮静剤使用後の覚醒判断基準がないことが
不安」
「内視鏡室の環境整備の不十分さを感じて

結

論

いる」などの安全な検査や感染を考慮した環境を

画像センターでの内視鏡技師に期待される役割

提供できているか，という思いがあった。マネジ

は，基準の作成，経験・知識を共有する場の提供，

メントでは，
「スコープ・デバイス，機器などの

マニュアルの充実，手技・指導の統一に向けた教

管理が難しい」など医師・使用物品・時間の調整

育である。教育を充実させることで，安全で質の

が難しく負担感を感じていることがわかった。

高い検査・治療の提供，その水準を保つことにつ
ながる。

考

《利益相反：無》

察
アンケートの結果から，スタッフは多くの不安

参考文献

を抱えていることがわかった。検査に必要な情報
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慮した環境については，先輩からの伝承で基準

千冬，神戸市看護大学教授）
：検査を補

が明文化されていないため振り返りができず不安

助しつつ検査を受ける人をケアするというこ

が募ったものと考える。マネジメントにおいても

と．

人・物・時間の管理や調整は，個々のスタッフの

4）
「教える」と「学ぶ」の新たな教育的関係－

能力に任され判断基準となるものが明確でなかっ

「わざ」の伝承事例を通して－．日本看護研
究学会雑誌 2007；30（2）．

た。スタッフ自身も内視鏡業務に専従できる環境
でないことが不安要素になっていたと思われる。
検査室は個室であり，他者の看護を見る機会が少

連絡先：〒 861-8520

ない状況から経験知に差が生じ，専門性も深める

熊本県熊本市東区長嶺南 2 丁目 1-1

ことができず自信につながらなかったものと考え

熊本赤十字病院

る。

TEL ：096-384-2111

画像診断治療センター

FAX：096-384-3939

内視鏡技師は，スタッフが安心して内視鏡業務
につけるよう基準の作成や経験・知識を共有する

O 54

異職種間の協働が及ぼす心理的反応

－内視鏡検査に従事する看護師と MT を対象としたインタビューの分析－

飯山赤十字病院
目

○浦野

和美，椚原多恵子，丸山やよい

職種相互の「チームワーク」が重要となる。A 病

的
今日の内視鏡検査の現場では，看護師とコメ

ディカルによる異職種間の協働が不可欠であり異

院では臨床検査技師（MT：Medical technologist）
が検査介助に参入している。当初は互いに技術や
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ら高めあえる期待
がおこる

互いを尊重しなが

拡がり

異職種との交流か
ら得られる喜びや

の中で克服する

自分なりのペースでいいと言われて気持ちが楽になった・がむしゃらに気負っていたが，サポートしてくれる仲間がいて乗り越えられた
医師からもう大丈夫だと認められた喜びと，一緒にここでやっているという満足感で頑張れた・信頼されたと感じてうれしくて頑張れた
内視鏡看護の深みにつながった・患者さんの異常に早く気付き，安全が守られるような関わりがみんなで持てて達成感を感じた
患者さんにとって一番良い方法を探しながら対応している姿はいい刺激になる・患者さんに寄り添う姿を見て私も頑張ろうと思った

サポートしてくれる同僚やスタッフがいたから乗り越えられた

異職種に認められたことによる喜び

共感しあえる喜びや探求し合える喜び

共通の目的を持つことで励みや相乗効果が得られた

聞きづらい雰囲気ではないが看護師は忙しそうで相談しにくい・看護師は患者さんとの関わりの学びがあり，声をかけづらい（MT のみ）
異動があるため，さらに積極的に交わって欲しい・これからも経験を活かして自信を持って共に患者に向き合って欲しい（看護師のみ）
情報を共有するためにワークシートに記載しあう・機器の説明，各検査や介助の説明など繰り返し行いながら安全を高めたい

情報を共有する

皆で情報を共有し合いたい・ここでは意見交換や一番いいと思える方法を，選択しながら検査をすすめることができるのだという発見

同じ思いや目標で学ぶ気持ちの高まり

遠慮せずに交わって欲しい

患者さん 1 人ひとりが「ここで受けてよかった」と思えるようにみんなで関わりたい・互いの立場が上手く活かせるように関わりを持ちたい

互いの役割を活かせる関わり

看護師の忙しさに相談がしづらい

内視鏡の看護は，処置を円滑にこなすだけではない・看護経験を活かして関われてうれしい・検体を扱うことが中心だったけれど，この検体
の向こうには患者さんがいるという基本を思い出せた・検査室では気がつかなかったけれど，寄り添う，手を添えるとか，こういうことが自
分にもできる看護なのかなと思った

患者に向き合う姿勢の変化

自分もそうありたい・場面にあった言葉掛けが大切なことを学んだ

内視鏡技師資格も積極的に取得し常に自己啓蒙を怠らない姿に刺激を受ける・患者さんが少しでも楽なようにと配慮する看護師の姿に感心し，

看護師のまねをして手を添えて声をかけることを始めてみた・必死で処置に目がいっていたけれど自分の看護の役わりを思い出した

スタッフの姿を見て学ぶことが多かった

コミュニケーションを取るためにどんどん聞いた・検査介助をするにあたり医師に直接聞いてコミュニュケーションを取った

やってみたことをみんなで振り返りながら関わった・実際にやると上手くいかなかくてもどかしく何度も練習した

経験談をみんなで振り返り介助方法を何度も練習した

みんなのまねをして声を掛け，手を添えた

自分の技術を磨くため努力をして，皆さんの体験談を聞いた・実際の動きを見て対応した・体験談を聞いてイメージした

体験談を参考にした

医師とは自分からコミュニケーションを図った

頑張ろうという気持ちとできないという葛藤でつらかった・やってみるけれどできない，頑張りたいけど私には向いていないと感じた

頑張ろうという気持ちと，できないという葛藤

異職種との関わり

医師のペースに流されてしまい患者さんに十分に関われない・不安な顔で来ているときにもう少し時間をかけたいがそれができない

十分に患者に向き合えないもどかしさ

医師との関係はやっぱり難しい・うまくいかなければ，態度や言葉になって返ってくる・医師との関係がギクシャクしたことがあり難しい

医師と関わることの難しさ

感じる

患者さんとの接し方がわからないけれど，対応しなければならない・処置に目がいってしまいこのままではいけないと感じた

患者支援に自信が持てない

自分のペースではなくてスタッフみんなで一緒に検査や治療を進めていくことが難しい・状況に合わせて協力しながらやることの大変さ

技術，処置に対応しなければいけないストレス・器械や，処置具も次々と新しくなり，それに対応していかなければいけない

技術，処置に対する負担や不安

チームで検査や治療を進める難しさ

みんなとどのように関わって業務をしたらいいのか分からない・私には何ができるだろうという不安

医師とどう接していいのかが分からない・医師との関わりが今まであまりなくて，どちらかというと苦手（MT のみ）

異なる部署での関わりが分からない

全然イメージが付かない・検査の介助がどういうものか全然分からない・自分にどんな看護援助ができるのか考えると不安

例 （データ）

医師との関わり

コード

業務のイメージができない

サブカテゴリー

異職種との関わり
の難しさと葛藤を

未知の業務に対す
る不安

カテゴリー

表 内視鏡検査介助を行うスタッフの心理面についてのインタビュー結果

日本消化器内視鏡技師会会報 No.58

日本消化器内視鏡技師会会報 No.58

処置に対する不安や，患者支援に自信が持てない

考

察

状況が継続していた。しかし，共に模索する中で

1．心理的な反応の変化と異職種の関わり
看護師と MT は様々な不安を抱き，異なる職種

異職種や患者へ意識的に関わる視点の変化が見ら
れた。それら異職種間の協働への心理的反応が明

が関わることへの難しさを感じていた。そして，

らかとなることで，今後の協働や看護支援の示唆

協働や患者支援に自信が持てず「頑張りたいけれ

を得られ，チームの結びつきを深めることが期待

ど自分にはできない」などの揺れ動く葛藤が起こ

されるのではないかと考えた。

るが，次第に自己の対処能力や異職種の支援によ
り困難を乗り越えていくことが示された。さら

方

に，看護師は MT の言葉や患者に真摯に向き合う

法
内視鏡検査に従事する看護師と MT に，半構造

姿に感動し，自己を振り返っていた。MT もまた，

化面接を実施した。語りから逐語録を作成し，抽

患者に手を添えて寄り添う看護師の姿から看護を

象度を上げながらコード化，サブカテゴリー化，

感じ，自らの患者支援に繋げるなど共に成長し合

カテゴリー化した。更に，その関係性について考

えていた。このことは，異職種の存在を意識しな

察した。なお，インタビューガイドは以下の通り

がら経験を重ねることで自信が芽生え，互いを高

とした。

めあう関係性が構築されてチームワークの自信へ

1．勤務異動や応援体制を告げられたときの気持

と変化したと推測された。
2．さらなる協働の深まりを目指して

ち

大橋は 1），協働関係を育てていく場として，互

2．内視鏡検査介助について困難であると感じて
いること

いの専門性を活かした意見交換を挙げている。そ

3．そのことについてどのように考えているか

のことからも，今後はソーシャルサポートの積極

4．そのことを乗り越えるために実際にどのよう

的介入のほか，カンファレンスやスタッフの語り

な行動をとっているか

の場を設ける必要があるといえる。

5．その行動は上手くいっていると思うか
6．満足や気がかりとなった場面はどのようなこ
とか

結

論

1．異職種間の協働が及ぼす心理的な反応には
［未
知の業務に対する不安］
［異職種との関わりの

倫理的配慮

難しさと葛藤を感じる］
［異職種との関わりの

対象者に研究の趣旨・目的，個人を特定できな

中で克服する］
［異職種との交流から得られる

いよう配慮すること，参加の自由の保障を書面に

喜びや拡がり］
［互いを尊重しながら高めあえ

て説明し，同意を得た。研究者の所属施設の倫理

る期待が起こる］がある。そして，異職種の

委員会の承諾を得て実施した。

協働により不安や葛藤に克服が加わることで，
相互の視点の拡がりや看護観の深まりが得ら

結

果

れ，チームワークの自信が形成されていく。

1．看護師 4 名・MT 4 名の参加が得られた。

2．心理過程に合わせたソーシャルサポートによ

2．インタビュー結果（表）

り，早期からチームの結びつきを深められる。

ラベル 320 個に分類し，コード 115 個，サブカ

《利益相反：無》

テゴリー 24 個を抽出した。最終的に［未知の業
務に対する不安］
［異職種との関わりの難しさと
葛藤を感じる］
［異職種との関わりの中で克服す

引用参考文献
1）大橋達子：看護のピットフォール－内視鏡看

る］
［異職種との交流から得られる喜びや拡がり］
［互いを尊重しながら高めあえる期待がおこる］
の 5 個のカテゴリーが抽出された。
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飯山赤十字病院
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O 55

アジアにおける内視鏡看護支援活動

第3報

－タイ国立がんセンターにおける支援活動と今後の展望－

JA 岐阜厚生連
医療法人豊田会

JA 愛知厚生連

背

東濃厚生病院

刈谷豊田総合病院

○堀
住吉

淳子
理香

江南厚生病院

祖父江雅美

津島市民病院

太田

真美

名古屋大学医学部医学系研究科消化器内科学

後藤

秀実

景

数，年間約 5, 000 件，1 日 20 ～ 30 件を行う病床

名古屋大学では 2013 年より東南アジア 5 ヵ国

数 200 床の病院である。

において「日本式内視鏡診断トレーニングシステ
ム普及プロジェクト」に取り組んでいる。2013

主な支援内容

年度，2014 年度にはベトナムの病院へ名古屋大

1．現状調査（内視鏡の洗浄消毒，処置具等物品

学関連病院より医師，看護師が派遣され，支援活
動を行ってきた 1，2）。

管理，薬品管理，感染・安全，看護記録）
。
2．内視鏡看護の実地指導（上下部消化管内視鏡

2015 年 8 月にタイのバンコクに位置するタイ国

検査，超音波内視鏡検査，内視鏡的逆行性胆

立がんセンター（以下 NCI）に“EARLY CANCER

管膵管造影，ダブルバルーン内視鏡検査，内
視鏡的粘膜下層剥離術など）
。

DETECTION TRAINING CENTER” が 開 設 さ れ，
内視鏡支援活動を行った（表 1）
。NCI は内視鏡件
表1

3．ナースミーティングでの情報交換。

派遣スタッフの内訳（2015 年度）
11 月

12 月

1月

内視鏡指導医

7名

8名

12 名

看護師

4名

3名

3名

大同

半田

大同

津島市民

八千代

済衆館

刈谷豊田

東濃厚生

上飯田第一

山下

一宮市民

刈谷豊田

愛知県がんセンター

関連施設

江南厚生

写真 1
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ナースカンファレンスの様子

Ｏ-55 図表
Ｏ-55 図表
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資料 1

結

タイ語，英語，日本語で表記した内視鏡看護についての資料

関するガイドラインを紹介した。さらに鎮静剤使

果
NCI での内視鏡の洗浄消毒は，使用後専用の

用や大腸内視鏡検査前処置に対してもガイドライ

ケースに入れられた後，患者と交差しない動線で

ンの質問が多くみられ，日本ではガイドラインに

洗浄室まで運び 1 症例ごとに洗浄消毒し，工程に

沿って各施設に合わせた手順を作成しスタッフ間

大きな問題はなかった。内視鏡処置具の整理整頓

で共有していると説明した。前 2 回の訪問をふま

や管理については機能的に整備されており，個人

え何故ガイドラインへの関心が高いのかを検討し

防護具の使用や手指洗浄の啓蒙も十分行われてい

た。NCI には経験年数が半年から 16 年の看護師

たが，コスト重視と感染に対する認識によって，

が在籍しており検査介助，洗浄消毒，文書管理等

ディスポ処置具の再利用は避けられないのが現状

をローテーションして担当しているが，各種マ

であった。安全面において使用薬品の確認方法，

ニュアルがないのが現状であった。経験値の違う

検査処置ワゴン内のベッドサイド洗浄用の酵素洗

看護師が業務分担する中でスタッフ教育，ケアの

浄剤が他の清潔物品と混在した配置，ストレッ

統一について模索しており，マニュアルや手順書

チャーのロック使用，検査前の患者確認方法など

がないことがガイドラインへの質問が多いことに

に課題がみられ指導を行った。患者管理では，受

繋がっているのではないかと考えた。そこで継続

付，検査中や鎮静後の患者看護，覚醒状態の確認

したスタッフ教育と統一したケアの提供を行うた

及び帰宅時の患者指導は日本とほぼ同様に行えて

めにはマニュアルや手順書が必須であることを説

いて NCI 看護師の意識や看護のスキルの高さが

明し，その作成する際のきっかけやヒントになる

理解できた。

ように内視鏡看護をカテゴリー別に分類し，タイ

ナースミーティングにおいて，11 月訪問時に

語，英語，日本語に表記した資料を提示した（資

は NCI の現状を把握し，彼らが洗浄履歴や洗浄

料 1）
。今回の内視鏡看護支援活動はナースミー

消毒に関するガイドラインの改善に向けた意欲を

ティングを中心として NCI 看護師と関わること

持っていることが理解できた（写真 1）
。12 月に

ができた。各派遣時の内容を日本看護師間で連携

は 11 月に要望があった日本における洗浄消毒に

をとり，継続して支援することによって NCI が
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必要としている支援内容を導き出すことができ

名古屋大学を中心としたベトナムにおける内

た。

視鏡看護支援活動と今後の展望．日本消化器
内視鏡技師会会報 2014；54．
2）祖父江雅美，杉浦真由美，太田真美，後藤

今後の展望
NCI での内視鏡看護支援ではナースミーティン

秀実：名古屋大学を中心としたベトナムにお

グの継続によってスタッフ教育に向けた提案がで

ける内視鏡看護支援活動：第 2 報－バクマイ

きた。NCI 看護師は業務改善や看護の質の向上心

病院における支援活動と今後の展望－．日本

が高く，今後も NCI と協同しそのニーズに合わ

消化器内視鏡技師会会報 2015；56．

せた支援を行い，日本とタイの内視鏡看護の質の
向上を目指したい。

《利益相反：無》

連絡先：〒 509-6102

岐阜県瑞浪市土岐町 76-1

JA 岐阜厚生連
堀

参考文献
1）杉浦真由美，太田真美，後藤秀実，ほか：
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パネルディスカッション：ERCP の介助はどこまで進んだか
P1

ERCP 検査中パスを作成して
留萌市立病院

検査チーム

内視鏡技師（看護師） ○祐川
看護師

榊

尚子，高畑

理絵

幸子

の予測をしていたが，パスになってからは，モニ

背景・目的
当院の ERCP 検査・治療は，医師 1 名，看護師

ター画面を見る時間ができた」と答えている。ま

は直接介助 1 名，間接介助 1 名で行っている。間

た，記録の時間短縮は変わらない，時間がかかる

接介助は薬剤投与，観察，ケアを行いながら記録

と答えた理由として「まだ慣れていない，慣れて

を行っている。以前は経時記録で，患者状態，薬

きたら記録時間が短縮できるので大変良い」とい

剤，処置内容が混在し見づらさがあり，記録にも

う前向きな意見が聞かれた。看護に反映できたは

時間を要していた。そこで記録が簡潔になること

71％，
「観察項目があることで，以前より観察や

で看護に反映できると考え，ERCP 検査中クリニ

看護に反映されていると感じる」との意見があっ

カルパス（以下パス：図 1，2）を作成し，使用し

た。
「情報共有のしやすさ」では 57％がしやすい

た結果を報告する。

と答え「口頭での申し送り部分がチェック項目と
なり共有できた」という意見が聞かれた（図 3）
。

研究方法
2015 年 2 ～ 7 月 ERCP 検査中パス使用症例 102

考

察

件に対して，検査チーム看護師 7 名を対象にアン

検査・治療内容，薬剤の表記方法をアルファ

ケート調査を行い，数値・記述を抽出しデータと

ベット・番号選択へ変更したことで，記録が簡潔

した。

となり記録時間の短縮が図られた。そして処置内

アンケート内容は書きやすさ，見やすさ，時間

容の把握も容易になった。
以前よりも，記録に費やす時間が短縮されたこ

短縮されたと感じるか，看護に反映されたか，情

とで余力ができ，先を予測した行動へ繋がった。

報共有できたかとした。

個別性があるデバイス準備や，検査中の偶発症に
も対応できると考える。検査室入室後は，慌ただ

倫理的配慮
研究説明を行いアンケート内容について本研究

しく始まる状況のなか，観察，確認事項をチェッ
ク方式にしたことで，漏れがなくなり標準化され

以外使用しないことを説明し同意を得た。

た。また病棟との継続看護に必要な情報共有にも
結

繋がったと考える。ERCP 検査中パスを使用した

果
書きやすさは 86％，見やすさは 100％であっ

ことで，以前よりも患者観察，処置，異常の早期

た。記録の時間短縮は 57％，
「患者の表情を観た

発見ができるようになり患者の安全，看護の質の

り，サクションへの対応など早めに取りかかれる」

向上に繋がったと考える。

「点滴や処置内容を細かく書くことがなくなり，
記載が楽になった。短縮された分，患者観察がで

結

ERCP 検査中パスは記録の時間短縮が得られ，

きると思う」
「以前は記録に時間をとられ，画面を
見ることができず医師の会話を聞いて，次の処置

語

患者の状態観察に繋がり，看護に反映できたこと
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書きやすさ

見やすさ

記録時間の短縮
時間が掛かるよ
うに感じる

どちらでもない

14%

14%

書きやすい

見やすい

29%

100％

86％

57%

変わらない

看護に反映できたか

短縮されたよう
短縮されたように
に感じる
感じる

情報共有のしやすさ
図３ アンケート結果

変わらない

ｎ＝7

29％

43%

71％

しやすい

57％

変わらない

看護に反映できた

により有効である。

《利益相反：無》

連絡先：〒 077-8511
北海道留萌市東雲町 2 丁目 16 番地 1
留萌市立病院

参考文献

検査チーム

TEL：0164-49-1011（代表）

1）日本消化器内視鏡技師会：内視鏡看護委員
会，内視鏡看護に関するガイドライン集，
2014. 9

P2

当院における ERCP 介助の現状
－次世代を担う技師の育成－

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

敬佑，小笠原慎弥
充，山内

章裕

背景・目的

はじめに

当院は年間約 130 症例，1 症例の施行時間は 30

侵襲性の低い CT，MRI などの画像検査の優位
性から診断目的の ERCP は減少しているが，治療

分の制限を設け ERCP を施行している。

目的の ERCP は一定数存在し，介助は他の内視鏡

現在，内視鏡技師 2 名（診療放射線技師，臨床

治療よりも技術介入度が高く，デバイスも多様な

検査技師）
，取得予定者 1 名（臨床工学技士）で介

ことから手技介助のハードルが高い。

助を担当しているが，上部・下部内視鏡的治療介
助が問題なく可能となった段階で，ERCP 介助を
経験させているため，2 名は教育段階であり，実
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介助を経験させる。

質 1 名が総合的な治療介助と教育を担当してい

方

る。1 人で EBS 留置ができることを目標に ERCP
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スムーズな GW 操作
EBS 留置の適切なタイミング
必要情報の伝達
適切なデバイスの選択
スムーズな GW，デバイス操作
必要情報の伝達

症例中の GW 操作に慣れる
EBS 留置に慣れる
Dr，Nrs，放射線技師とのコミュニュケーション
砕石具，採石，排石デバイス操作法の習得
症例中の GW 操作に慣れる

総胆管結石治療処置②

狭窄症例に対しての処置①

狭窄症例に対しての処置②

ERCP 初回症例の治療介助

狭窄症例に対しての処置③

7

8

9

10

総胆管結石治療処置①

5

6

挿管済みの EBS 留置
GW 留置後の挿管から EBS 留置

4

スムーズな GW 操作
Knife の適切な操作
スムーズな EPS 準備，操作

ERCP 初回症例に対しての WGC，膵管留置法習得
EST 経験（EST，Pre-cut 法）
EPS 留置

症例経験 3 例

治療完遂 10 例

既切乳頭症例に対し，準備から治療終了までを 1 人
で行える

EMS 留置

適切なデバイスの選択
スムーズな GW 操作，EBS 操作
採取検体の適切な処理

GW 操作，デバイス操作，採取検体の処理

治療完遂 20 例

GW のスムーズな操作

GW の扱いに慣れる

既切乳頭症例に対し，準備から治療終了までを 1 人
で行える

治療戦略を立案できる
適切なデバイスの選択

治療戦略立案
目的に適したデバイスの準備

第二介助

カテーテル，GW などの準備とセットアップ

検査・治療目的を理解
デバイスの用途，形状の理解
操作方法の習得

検査・治療目的を理解する
デバイスの用途，形状の理解
操作方法の習得

治療前カンファレンスへの参加
使用後デバイスを使った操作法習得

2

3

内容への理解
胆膵の解剖，疾患への理解

評価項目

内容を理解する
基礎知識を学習する

目標

症例の見学
ERCP に関する文献学習

内容

1

STEP

表 消化器センター内視鏡科 ERCP 介助技師育成プログラム
評価・コメント

印
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法

り，10 段階の育成プログラム（表）を作成して指

当院では技術習得に時間をかける方針としてお
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考

導に当たっている。

察
見て覚えられること，言葉で説明して理解でき

最初に症例の見学と他の画像検査，臨床検査値
など診断についての学習から始め，胆膵の解剖，

ることは問題なかったが，感覚でしか表現できな

疾患への理解が深まった段階で，治療前カンファ

い操作への理解を得るには繰り返しの指導と，本

レンスへの参加，使用後デバイスを使った操作法

人の経験が必要と考えられた。
時間制限の中で手技を覚えてもらうには事前の

を習得する。次に，第二介助としてカテーテル，
ガイドワイヤー（以下 GW）などのデバイスの準

学習，デバイスへの理解，医師のストラテジーへ

備とセットアップを行い，デバイスの構造，扱い

の理解が必須と考えられた。

に慣れる。
準備などを 1 人で行えるようになった後，挿管

結

語
現状は EBS 留置のみではあるが，手技を完遂

済みの EBS リリースを経験後，GW 留置後の挿

する喜びを覚えてもらい，今後のステップアップ

管から EBS 留置までを経験。
最終的に既切乳頭に対しての処置を準備から治

へ繋げ，胆膵介助を極めた技師を育成していきた

療終了までを 1 人で行えるよう適宜指導した。

い。

結

連絡先：〒 051-8501 北海道室蘭市新富町 1-5-13

果

《利益相反：無》

1 名は ERC 経験 2 年経過し，待機時に EBS 留

TEL ：0143-24-1331

置が施行できるレベルとなっており，次のステッ

FAX：0143-22-5296

プへ進んでいる。もう 1 名は ERC 経験１年 3 ヵ

E-mail：takeru. naitoh@nikko-kinen. or. jp

月経過し，GW 留置後の EBS 留置の段階である。

P3

ERCP における検査介助の現状と課題

－医師の求める第一助手を目指して Part 2 －

医療法人山下病院
臨床検査部内視鏡科

臨床検査技師

○馬場
佐古

看護部検査センター

看護師

朱美，今枝

佳三，角田

伸江

フミ，野村

秀子

夏生

桒原ともみ，藤下

平井英津子，井上美矢子，今枝千恵子
常見

麻芙，青山

飛鳥，春日井とよみ

高木

京子，村田

有希

状と課題を報告する。

はじめに
当院の ERCP および関連手技は内視鏡スタッフ
が第一助手を行っており，第 74 回日本消化器内

主な検査治療の介助
①カニュレーション。②ガイドワイヤー留置。

視鏡技師学会にて現状と課題を報告した。医師か
らの申し送り，物品管理，勉強会開催等一連を担

③ EST・EPBD。④結石除去。⑤ステント留置

当する内視鏡技師を中心に情報の共有を図った。
今回，その後の取り組みと聴取で浮かび上がる現
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対

前回の現状と課題

策

Off-JT と OJT を基本とし，第二助手から第一

医師とスタッフ，スタッフ間での情報共有を図

助手へと進めるが，緊張や予想外の展開に実際に

り，スタッフから申し出がある場合は担当を考

はうまくいかないとの声あり。メーカー主催の勉

慮。また医師からの申し出がある場合や難渋症例

強会を積極的に取り入れた。物品管理，情報共

では経験豊富なスタッフが第一助手を行うことと

有，勉強会開催等の一連を担当する内視鏡技師を

した。これにより検査が円滑に進行，検査時間の

選出。医師とスタッフ，スタッフ間など情報共有

短縮，膵炎リスク軽減，第二助手への的確な指示

できる体制を整えた。受動的介助では技術向上は

等が可能となる。

図れない胆膵介助であるが，医師とのカンファレ
考

ンスができる体制の構築が課題として残った。

察
年間 200 件に満たない ERCP を第一助手が可能

な 8 名のスタッフでローテーションしている。内

その後の取り組み
内視鏡経験年数と習得度が異なる場合は大いに

訳は臨床検査技師 3 名，看護師 5 名で経験値も大

あり，習得度把握のため新項目別チェックリスト

きく異なる。看護師は検査センターでオールラウ

を採用。当院は臨床検査技師と看護師が協働して

ンダーとして業務をこなし，臨床検査技師の方が

介助につくため，異なるチェックリストの活用か

介助につく割合が高くなる傾向がある。これは国

ら，項目を統一し簡易的なものへ変更。また第一，

家認定推進委員会のアンケート報告からも，EST

第二助手の頻度が分かるようチェックリストを作

ナイフ，EPBD バルーン操作，ステント操作など，

成し，積極的かつ効率的なローテーションを行っ

非看護師群が有意に増加しており，技術的に難度

た。

の高い内視鏡業務の一部で看護師以外の職種の参
入が進んでいるとされると同じである。しかしな
がら当院では，看護師も積極的にこれらの検査に

スタッフと医師の聴衆から
スタッフ：スタッフ全員の習得状況が可視化さ

従事しており，介助者が増えると介助の機会が減

れて良い，積極的ローテーションにより休日等待

り技術低下が懸念されるが，それを回避できるシ

機対応の不安軽減，特に経験が浅いスタッフから

ステムを構築すればよいと考える。体で覚える手

一定の評価を得た。

技の教育は時間を要するが，検査後に医師から介

医師：症例によっては経験を積んだ介助者がよ

助についてのフィードバックも得られるようにな

い，積極的ローテーションには第一助手として医

り，ローテーションも円滑に行われている。今後

師の応援体制も必要との意見もあり。

はイレギュラーな状況での介助など，一定レベル
を保ちさらに向上できる体制を継続することが重
要である。

医師が望む介助者とは
最も多いのは当然ではあるが処置具の種類，特
性，適合性等の把握，次にストラテジーの共有で

結

症例に応じた介助者の選択と技術を維持向上で

あった。検査前・検査中に関わらず検査の流れの
予測を立て，医師が頭の中で思い描いていること

語

きる教育体制の構築が重要である。
《利益相反：無》

を少しでも多く把握できることが必要とされた。
また，検査介助の完遂が目的ではないため，無理
をせず自身の限界を見極め無理しないことも望ま

連絡先：〒 491-8531

愛知県一宮市中町 1-3-5

医療法人山下病院

れた。

検査センター

TEL：0586-45-4511
E-mail：naishikyou@yamashita. or. jp
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P4

ERCP において腹臥位が困難の症例を経験して
友仁山崎病院

内視鏡センター

○山田

圭介，内田

知子，鬼頭

紀子

大野

淳子，秋山

祥子，吉村万狸恵

松本

知子，清水

和則，早川

橋本

逸子

初美

研究期間

はじめに

① 2016 年 2 月～ 4 月

いまや日本は世界でもトップを占めるほどの長

② 2016 年 4 月～ 10 月

寿国である。それに伴い，長生きのため，疾患を
複合的に抱えている患者も少なくなく，胃瘻やス
トーマ造設患者などが膵胆系の治療を行う症例が

方

法

増えてきている。そのような現状の中で，今回

まず研究期間①において A 氏の事例から，ウ

BMI が 40.9 のストーマを造設した A 氏が鎮静下

レタンマットとタオルを用いて直接圧がかからな

で ERCP を行うという症例があった。A 氏の体型

い空間を作成して B 氏と C 氏の ERCP に使用し

から検査中の体位変換も，ストーマの状況を確認

た（図 1）
。

することもできないまま検査を終えることとなっ

その後，検査毎に同じように作ることは繁雑で

た。この事例から，体表面のデバイス等の装着な

不衛生なことから，研究期間②において簡易に設

どで腹臥位が困難な患者に対し，腹部に空間を持

置でき管理しやすいものをと考え，ゴムとウレタ

たせられるような除圧具を作成し，長時間腹臥位

ンで，形状や衛生面から再検討した除圧具を作成

になることで起こるトラブルなく検査を終えるこ

した。また，この除圧具をスタッフにて試用し，

とができたので報告する。

ケープ社製の体圧測定器  を用いて実際にかかる
腹部への体圧を測定した（図 2）
。

目

的
腹臥位が困難な患者の ERCP 症例に除圧具を作

成し，患部にダメージを与えず支障なく検査が終

結

果

研究期間 ①

えられることとした。

タオルとウレタンマットで作成した除圧具を内
視鏡スタッフに使用してもらい，苦痛がなかった

対

象

ことを確認したのち，B 氏に 40 分間，C 氏に 80

B 氏 65 歳男性。原発性直腸癌にてストーマを
左上腹部に造設。

分間使用した結果，デバイスに異常はなく圧迫に
よる皮膚の発赤などもなかった。

C 氏 80 歳男性。肝膿瘍ドレナージチューブが
左上腹部に留置中。

しかし，2 例ともデバイスの種類や位置が違う
ため，除圧具の形状を整えるために時間がかか
り，検査後においても，胆汁汚染したウレタン

倫理的配慮

マットやタオルの洗濯等で時間を要した。

個人情報の保護に努め，個人の不利益にかかる

研究期間 ②

と判断された場合は拒否できることを口頭で説明
し同意を得た。

これらの問題を解決するため，追加検討した。
全体をコの字状にしたマットを作り，コの抜けた
部分を下腿方向に向けセットすることで，検査中
は外瘻チューブも伸ばしたまま行えるようになっ
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図２

図３

図４

た。また体型に添うよう下腿に向け傾斜をつけ，

とウレタンの上腹部圧，右腹部圧，左腹部圧は表

前胸部には長方形のマットを追加することで体幹

のような結果となり素材による体圧の差はほとん

を支え，体位の固定がしっかりできるものとなっ

ど見られなかった（図 4）
。

た（図 3）。
次に素材をマット用のゴムとウレタンで作成

考

察

し，実際の体圧を測定した。その結果，BMI 18.2

今回作成したコの字型の除圧マットは，検査中

のスタッフ A と BMI 31.1 のスタッフ B でのゴム

のストーマ等の排便や廃液による汚染を気にする
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ことなく検査に集中することができると考える。

結

語

また，簡易にセッティングができ，マットには

残念ながら，今回追加検討した除圧具を使用で

コーティングがされており，汚染時も容易にアル

きる機会はなかったが，今後の ERCP の症例に使

コール清拭できるため，初回のタオルに比べると

用し除圧マットの有用性を検証していきたい。
《利益相反：無》

検査の前後に掛かる時間の短縮にもつながる。さ
らに，素材の違いによる体圧の差はなかったた
め，より安価なマットレス用のゴムで今後も作成

連絡先：〒 522-0044
滋賀県彦根市竹ケ鼻町 80 番地

を続けていく予定である。

TEL ：0749-23-1800
FAX：0749-23-1928

P5

大結石除去治療時のトラブル
－砕石バスケットを使用して－

渓和会

江別病院

臨床工学技士
消化器内科

内視鏡センター
○工藤

睦，寺町

真哉

井谷

智子，加藤
菜穂

品田

恵佐，高本秀二郎，小橋

重親

チューブを留置して検査終了となった。

はじめに
当院での ERCP 症例は悪性胆管狭窄に対する
ドレナージ，総胆管結石・膵石の除去またはドレ

考

ナージを主に行っており，その中でも大結石症例
は少ない。今回クラッシャーカテーテル （以下，

察
3 線で砕石しようとしたら砕石できずにワイ

ヤーが伸びたこととハンドルが不調であったと報

3 線）を使用して治療を行っている最中に不具合

告があり，3 線とハンドルを確認してみると，ワ

が発生し，トラブルを対処できなかった症例が

イヤーに負荷がかかった様子がないこと，ハンド

あった。そこで介助に付いた技師の行動を振り返

ルの動きは問題なかったがルアーロックの部品自

り，症例経験が少なくてもトラブルを 1 人で対処

体が緩んでいた。また，医師より手元から軽い音

できるように対策を検討したので報告する。

が聞こえ，きつそうな感じはなかったと報告を受
け，3 線の使用状況に問題があったのではないか

症

と考えられた。

例
60 歳，男性。過去に EST・EPLBD 含め 3 回砕

石の既往あり。X 年 2 月，腹痛のため救急外来受

対策（図）

診し，大結石による総胆管結石の診断で ERCP を

1．基本的な準備・使用方法の再確認（ワイヤー

行った。EST・EPLBD 後より 4 年経過しており，

ガイド下使用時の注意点）

狭窄が考えられたためバルーン（15-18 mm）拡張

…準備方法に間違いがないか。ワイヤーガイ

後，3 線使用して砕石試みたところ，バスケット

ド下で胆管内に外筒留置し，その後ワイヤー

が閉まらず割ることができなかった。何度かや

抜去してからバスケットをマークまで挿入し

り直したが 3 線不調と判断し砕石を断念，ENBD

ハンドルを取り付けられるか。
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（図）

2．砕石時の手元の感覚・抵抗感を確かめる（ハ

3．その他，使用頻度の少ない処置具を一覧にし，

ンドル固定が緩い場合・砕石時の抵抗が強い

手技を再確認する。

場合）

…2015 年度の件数をもとに，一覧表を作成。

…紙粘土で，いくつかの硬さや大きさの模擬
石を作り，実際に近い感覚を確かめてもらう。

結

また，不具合をわざとおこし，対処法を考えて

語
対策を行うことで技師の技術・知識不足を養う

もらい，実際に対処できるかを試してもらう。

ことができ，治療を円滑に進められることで患者

考えられる不具合を想定し，実際に近い感覚

の負担の軽減にもつながる。

《利益相反：無》

を視覚も含め，確かめてもらうことでトラブ
ルへの見極めと確実な手技を身に付ける。ま

連絡先：〒 069-0817

た定期的なトレーニングを行い，技術向上に

北海道江別市野幌代々木町 81-6

努める。

TEL：011-382-1111
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シンポジウム：安全安楽なポリープ治療における技師の関わり
S1

内視鏡的粘膜下層剥離術におけるデクスメデトミジンを用いた意識下鎮静
医療法人

山下病院

検査センター

看護師

○平井英津子，藤下
桒原ともみ，野村

フミ，坂口

紀代

秀子，井上美矢子

今枝千恵子，佐々木かおり，常見
臨床検査技師

今枝

佳三，馬場

朱美，角田

消化器内科

松崎

一平，服部

昌志

麻芙
伸江

検討項目は，①意識下鎮静の達成率・体動，②

背景・目的
デクスメデトミジン（DEX）は，内視鏡的粘膜

悪心・疼痛の程度，麻酔への満足度（VAS スコア

下層剥離術（ESD）時の意識下鎮静が行える有用

0-10 にて測定）
，術中記憶の有無，③有害事象と

な薬剤として期待されているものの，適切な投与

した。患者へのアンケートは，DEX 投与終了か

方法や鎮静目標は明らかではない。併用する薬剤

ら 120 分後に行った。データ収集方法は構成的観

の投与量や投与タイミングも各施設において検討

察法・質問紙調査法を用い，データ分析方法は記

段階である。また，麻酔医が独立して ESD に関

述統計学とした。尚，本研究は当院倫理委員会の

与する施設は少なく，看護師が患者管理と治療介

承認を得て，患者への書面による同意を得て実施

助の両者において安全性を保ちつつ術中患者満足

した。

度にも配慮して鎮静管理を行っているのが現状で
結

ある。

果

今回，意識下鎮静の達成率・体動・患者アン

DEX 投与時間中央値は 90 分（15-250 分）
，総

ケート・有害事象について当院の DEX 投与法が

DEX 投与量は 14.7 ml（7.8-36.9 ml）であった。意

適切な鎮静深度を保ち，有効かつ安全か前向きに

識 下 鎮 静（RASS －1 ～ －3）の 達 成 率 中 央 値 は
85％（29-100％）であった（表 1）
。体動に抑制介

検討した。

助者を要した症例での時間中央値は 0 分（0-15
方

分）で，体動による治療中断回数中央値は 0 回

法
対象は 2016 年 1 ～ 9 月に DEX を用いて ESD

（0-3 回）であった。術後の悪心 0（0-4）
，疼痛 0

を施行した食道，胃，十二指腸腫瘍 35 例である。 （0-2）で，麻酔への満足度は 8（0-10）であった。
DEX 投与除外基準は，心疾患，前立腺肥大，緑

術中記憶は 54％で認めたが間欠的であり，不快

内障，80 歳以上とした。DEX の投与方法は初期

な記憶は認めなかった。有害事象は徐脈 23 例で，

負荷投与量として 3μg/kg/ 時を 10 分間投与，維

DEX 減量のみ 13 例，硫酸アトロピン投与 10 例

持量は 0.4μg/kg/ 時から開始し，切除終了時点

で，有害事象による治療中断例は認めなかった。

で投与終了とした。鎮静目標は意識下鎮静
（RASS
－1 ～－3）とし，RASS 0 以上でミダゾラム，疼

考

察

痛時にはペチジン塩酸塩投与とした。5 分毎に

当院の DEX 投与法は意識下鎮静が 85％と高率

バイタルサインを計測し，HR 50 bpm 以下，SBP

であり，体動も少ないため ESD など長時間の手

80 mmHg 以 下，RASS －4 以 下 で DEX を 減 量・

技に適した方法と考える（表 2）
。術後の悪心・疼

中止とした（図）
。

痛は少なく，一部術中記憶は残るものの不快な記
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図表

図

表１

表２

当院の DEX 投与法フローチャート

各症例における 5 分ごとの RASS の割合

意識下鎮静達成率による各項目の比較
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憶は認めず，麻酔に対する満足度は高かった。過

の看護観察ポイントである。

去当院で行った ESD 術前患者アンケートで，麻

併用薬のミダゾラム投与後に過鎮静・脱抑制と

酔に対する漠然とした不安を挙げる患者は少なか

なった症例を認めており，併用薬剤・投与方法は

らずみられ，患者の期待する麻酔と意識下鎮静は

今後の検討課題である。
ESD における安全な DEX 投与法の確立には，

多少のずれを生じる可能性がある。特に，全身麻

さらなる多数例での検討が必要である。

酔手術・ESD を従来の鎮静法で施行経験のある
患者では麻酔満足度は明らかに低値であり，麻酔

結

に対する期待を術前にくみ取る必要がある。DEX

語
当院の ESD における DEX を用いた意識下鎮静

法は従来の鎮静法と比較して記憶が残る可能性が

は有効かつ安全であった。

あり，患者への不安介入の観点からも術前説明し

《利益相反：無》

ておくことは重要である。
連絡先：〒 491-8531

有害事象では徐脈を多く認めたが，5 分毎の患

愛知県一宮市中町 1-3-5

者管理と当院のフローチャートに従った迅速な対

医療法人山下病院

応により治療には影響が及ばなかった。低血圧は

TEL：0586-45-4511

検査センター

認めず，低酸素血症は 5 症例のみであり，DEX

E-mail：naishikyou@yamashita. or. jp

法は徐脈への注意が特に必要であり，術中・術後

S2

上部消化管内視鏡的粘膜下層剥離術を受ける患者の苦痛軽減に
向けた取り組み

－デクスメデトミジン塩酸塩の特性を生かした鎮静中の患者の苦痛評価－

JA 北海道厚生連

札幌厚生病院

看護部

中央部門

○木原
矢北

第 1 消化器内科医師
はじめに

前田

明子，森

麻衣子，柿崎麻奈美

裕子，政氏

薫，金沢

結美

聡

研究方法

デクスメデトミジン塩酸塩（以下 DEX）は適切

A 病 院 で 2015 年 12 月 21 日 ～ 2016 年 1 月 31

な鎮静下であっても意思疎通が可能な鎮静剤であ

日までに上部 ESD を受けた患者を対象とした。

る。DEX を使用した内視鏡的粘膜下層剥離術（以

治療中の苦痛を点数化するために疼痛評価スケー

下 ESD）では患者の苦痛を軽減し安全な治療を提

ル（BPS）を内視鏡用に応用したスケール（以下

供することができた

1）

と報告されているが，患

者が治療中に感じた苦痛の部位や程度に関する報

EBPS：表）で客観的に患者を観察した。患者に
は治療中に苦痛の部位を口頭で確認し，翌日，

告や治療中の記憶への影響に関する先行研究はな

苦痛の部位と程度を数値的評価スケール（以下

い。

NRS）で評価してもらった。苦痛への介入を必要
とする NRS 4 点以上の患者について分析した。
本研究は A 病院の倫理委員会の承認を経て実施

研究目的
DEX による鎮静法で上部 ESD を受けた患者の

した。

治療中に感じた苦痛の部位や程度を明確にする。
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表
項

目

ESD 用修正 BPS（以下，EBPS）
スコア

状

で切除に伴う腹痛，体位に伴う苦痛であることが
明確となった。吹田 2）は，
「コミュニケーション

態

がとれる場合は NRS ＞ 3，とれない場合は BPS

（咽頭）
反射
表
情
体
動

1

出現しない

2

一時的で持続しない

3

持続的に出現している

EBPS 6 点以上となっていたことから，EBPS 6 点

4

力が入り挿入困難

以上になると患者に何らかの強い苦痛が生じてい

1

リラックスしている

ると考えられ，EBPS を用いて患者の苦痛を判断

2

部分的に引きつっている

3

完全に引きつっている

4

顔をゆがめている

あり，苦痛への介入は EBPS での評価・判断に加

1

動かない

え，患者に苦痛を確認し援助を提供することが重

2

無意識の動き

要である。

3

治療継続は可能だが動く

4

治療中断に至る動き

＞ 5 で痛みに対する何らかの介入が必要である」
と述べている。今回の調査でも，NRS 4 点以上で

し援助を提供することは有用であると言える。ま
た，DEX による鎮静法で上部 ESD を受けている
患者は呼びかけや刺激を介した意思疎通が可能で

結

論

1．上部 ESD を受ける患者の苦痛はスコープ・
オーバーチューブ挿入時の苦痛とオーバー

結

チューブ留置に伴う咽頭不快が最も多い。

果
対象者 7 名（男 4 名，女 3 名）
，平均年齢 65.1

2．EBPS は上部 ESD を受けている患者の苦痛の
把握や早期発見に有用である。

歳（± 9.4 歳）
。NRS 4 点以上の評価は 4 名であっ

3．DEX による鎮静法は上部 ESD 中の患者の苦

た。

痛を確認することが可能である。

A 氏はスコープ・オーバーチューブ挿入時，喉

《利益相反：無》

の痛みで NRS 8 点，EBPS はスコープ挿入時 6 点，
オーバーチューブ挿入時 9 点であった。B 氏は治
療中の腹部の痛みで NRS 6 点，EBPS 6 点，C 氏

キーワード
上部消化管内視鏡的粘膜下層剥離術，デクスメ

は治療中の NRS 8 点であったが，苦痛の部位は
不明で，EBPS は 5 点であった。D 氏は治療中，

デトミジン塩酸塩，苦痛評価

体位に伴う左肩の痛みで NRS 6 点，EBPS 4 点で
引用・参考文献

あった。
E 氏，F 氏，G 氏の 3 名は治療中の NRS 0 ～ 2

1）石崎淳子：内視鏡治療におけるデクスメデト
ミジン鎮静法の安全性と有用性の検討．日本

点で EBPS 3 ～ 6 点であった。
治療中に見られた患者の動きとして，D 氏は治

消化器内視鏡技師会会報 2015；55：74-76．

療中に喉と左肩を指差し苦痛を訴える仕草が見受

2）吹田奈津子：痛みの管理－「鎮痛管理」と「痛

けられ，F 氏はオーバーチューブ挿入時に手が喉

みの管理」とは．重症集中ケア 2015；13（6）
：

元を触る行動があった。

7-9．

考

連絡先：〒 060-0033

察
DEX による鎮静法で上部 ESD を受ける患者の

苦痛はスコープ・オーバーチューブ挿入やオー
バーチューブ留置による咽頭部が主であり，次い
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S3

病変に応じて展開される消化管ポリープ治療でのスネア選択と高周波設定
大阪医科大学附属病院

消化器内視鏡センター

臨床工学技士（消化器内視鏡技師） ○柴森
臨床工学技士

直也，阿部

真也，比嘉

克成

研

野見山典子

消化器内視鏡技師

山口

朱美

医師

小嶋

融一，岡田

俊彦，川上

竹内

利寿，樋口

和秀

選択とし，大きさ・形態等を考慮し，他のスネ

はじめに
内視鏡を用いた消化管のポリープ治療は様々な

アを選択し，20 mm を超える出血リスクの高い

医療機関で幅広く行われており，腫瘍切除の観点

平坦型のポリープなどではボスミン加生食（生食

で今後もますます需要と重要性が増している。

20 ml ＋ボスミン 0.2 ml）を用いて切除を行ってい
る。CSP では ProfileTM 11 mm を第一選択とし，施

目

行医の意向等で CaptivatorTM Ⅱ 10 mm も使用して

的
当院での高周波スネア（以下スネア）を用いた

いる。SP 時のスネア選択は施行医からの具体的

ポリープ治療（以下 SP）時のスネア選択ストラテ

な指示がなければ技師側で病変の形態や位置等を

ジーとその特性について比較・検討した。

考慮し，提案して準備している。
3．スネアの特性とワイヤ強度による選択
スネアはワイヤの練り方・編み方・硬さにより

高周波スネアを用いたポリープ治療の内訳
2015 年度では 734 件で，そのうち HSP（EMR）

特性が変わり，強度・剛性が低いスネアは，LST

468 件・CSP（コールドスネアポリペクトミー）

やⅡc といった大きめの表面型病変では先端が跳

266 件であった。

ね上がるが，開閉操作がスムーズに行える。また，

HSP では胃（茎の細い有茎性のみ）が 28 例・

接線方向やヒダ裏などでは強度・剛性が高いスネ

十二指腸 21 例・小腸 13 例・大腸が 406 例であり，

アが有用となるが，スネアの開閉操作に微細な操

CSP は全例で大腸であった。

作が必要されため，病変の形態や場所をよく考慮
してスネア選択を行わなければならない。
4．2 チャンネル法でのスネア選択

スネアの特徴からみるスネア選択方法

十二指腸ポリープや大腸カルチノイドは 2

1．対象スネア
SP でのスネアは，ディスポーザブル製品を使

channel 法も用いて SP しており，把持鉗子とスネ

用しており，その内，BostonScientific 社製のスネ

ア操作を 1 人介助でも行えるように，微細な操

ア 全 20 製 品 中，Captivator TM Ⅱ 10 mm・ProfileTM

作が行いやすい SensationTM Medium Stiff 13 mm や

TM

11 mm・Sensation

Medium Stiff 13 mm の 3 製品を

SnareMaster（221L-25）TM 25 mm を選択している。

使用し，Olympus 社製のスネア全 9 製品中，Snare
TM
Master（210U-15）
15 mm・SnareMaster（230U-20・

高周波設定とスネアとの関係

ス パ イ ラ ル ）TM 20 mm・SnareMaster（210U-25）TM
TM

高周波設定とスネアの関係として，まずワイヤ

25 mm・SnareMaster（221L-25・半月） 25 mm の

径がある。ワイヤ径が細いほど電流密度が高くな

4 製品を採用し，使用している（図 1，2）
。

り，切れ味もよく，ワイヤ径が太くなればワイヤ

2．スネア選択

の接触面積が大きくなり，より高い出力の高周波

HSP では SensationTM Medium Stiff 13 mm を第一

設定が必要である。また，スネアの絞扼スピー
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Boston Scientific 社

製品名

スネア形状

サイズ （mm）

CaptivatorTMⅡ

Rounded

10

ProfileTM

Extra Small Oval

11

Medium Stiff

Small Oval

13

製品名

スネア形状

サイズ （mm）

Small Oval

15

Medium Oval

20

Medium Oval

25

Crescent

25

SensationTM
図１

Olympus 社

SnareMasterTM
(210U-15)
Spiral SnareTM
(230U-20)
SnareMasterTM
(210U-25)
SnareMasterTM
図２

(221L-25)

ド・切除断面積の違い・局注液の種類など個々の
局面において適切な高周波設定が必要となる場合

参考文献
1）田中信治：大腸 EMR・ESD 改訂版．羊土社

がある。

2014：69-72．
2）五十嵐正弘：基本からわかる大腸の EMR．
中山書店 2003：11-18．

まとめ
ポリープ治療は施設の規模を問わず実施され，

3）チーム医療のための ESD マニュアル．金原
出版 2013：44-61，107-150．

施行医・介助者の経験・技量によって治療方法
や，スネアの選択・高周波設定等を考慮し，施設
に応じた標準的手技の手順確立が重要である。

連絡先：〒 569-0802

《利益相反：無》
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S4

通電に同調させたスネアの絞扼操作で似て非なる EMR の品格
神戸大学病院

背

光学医療診療部

○吉村

兼，多山

幸，川波

由葵

野田

有希，壷内

晃介，坂本

麻美

ヤーの太さ，オーバルの大きさ…etc）から想定さ

景
内視鏡治療の中でも polypectomy ＆ EMR には，

高度な技術が要求される印象はやや薄い。しか

れる絞扼操作に最適な基本設定にはセンスが問わ
れるわけである。根拠を持って設定した出力モー

し，質の高い一括切除であるためには，内視鏡医

ド（波形），Effect（ 電圧）
，W（仕事量）であるか

の技術は勿論，デバイスを操作する介助者の技術

らには，想定される熱量を遺憾なく発揮させる過

も問われていることは間違いない。通電に同調さ

不足のない通電時間が必要となる。

せたスネアの絞扼操作であるための着眼点を検証
考

したため報告する。

察
スネアによる病変の切除が力技にならないため

に，a：スネアワイヤーとシース内径の摩擦抵抗

検証 1
局注針の操作において，局注液の粘稠度の違い

が最小限に抑えられていること。b：スネアの形

を考慮したシリンジ（サイズ）の選択 1 つにおい

状は病変の捕獲に過不足のないオーバル（楕円）

てもセンスが必要である。生理食塩液とヒアルロ

を選択。c：病変のサイズに対してスネアの大は



ン酸ナトリウム（MucoUp 原液）の局注では，生

小を兼ねない。d：絞扼操作に伴う切開速度の変



化が体感しやすい業物スネアの厳選など，微差は

では 2.5 ml のシリンジを選択することで，生食で

大差となって結果に表れる。病変の位置取り，重

の注入圧レベルに近づけることが可能である。

力も考慮し，安定した視野が得られたことを前提

食が 10 ml なのに対し，粘稠性の高い MucoUp

に局注を行う。この時，1 回の局注量は 3 mL を
限度とし，ピンポイントで高い膨隆を意識するだ

検証 2
高周波スネア（以下，スネア）のワイヤーの太

けで，病変を捕捉するまでも，通電を開始してか

さといった仕様を知らずして狙えるほど EMR は

らもスネアの絞扼操作の精度は似て非なるものと

甘くはない。スネアの選定において特に重要視し

なる。

ているのは，グリップの操作においてストローク
が長く，力みやすい製品の採用はしないことであ

結

論
満を持して通電した瞬間，間隙の形成と同時に

り，それはシリンジ操作にも精通している。

放電が得られたならば，最も火力が必要な通電初
期でありながらも，スネアの絞扼操作を同調させ

検証 3
郷には入れば郷に従え…そうあるように，基本
は ESU（= Electro Surgical Unit）の出力モード（波

られるため，切れのよい EMR を手技として狙う
ことが可能である。

形）に従えである。つまり，スネアの仕様（ワイ
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S5

安全・安楽なポリープ治療における技師の役割
大分三愛メディカルセンター
内視鏡技師

○山﨑

賢一，田内美由紀，坂田

間藤

未佳，大波多歳男

看護師

田﨑

美香

臨床検査技師

工藤

千佳

消化器内科医師

佐上

亮太，杉

医療事務補助者

野口

由香，亀井沙也香

さおり，錦織

信子

英史

ンジをコントロールすることが重要。確実に粘膜

はじめに
ポリープ治療は治療内視鏡の中でも，比較的早

下層内へ注入するために瞬時の判断とコントロー

くから行われている治療であり，安全な治療法と

ル技術が求められる。スネアリングは，スコープ

して確立されている。しかし，少ないながらも術

の動きに合わせスネアを必要な範囲開き，術者が

後穿孔，後出血などの偶発症もあることから，よ

スネアを粘膜に押さえつけながら吸引をかけるタ

り安全，安楽に治療を遂行するために技師の役割

イミングで病変を絞扼していく病変の必要最小限

は重要である。今回，ポリープ治療に対し，内視

マージンをとり，絞扼できたら筋層を外すため一

鏡技師としてどのように関わっているのかを振り

度スネアを緩め，再度絞扼をし，術者の放電にあ

返りを行い，関わり，役割について深めていきた

わせ絞扼していく。
高周波装置はオリンパスの ESG100 を使用して

い。

いる。当院では EMR 時，カット 2，20 W の設定
方

で切開波のみでポリープ切除している。

法
当院のポリープ治療における技師の関わりを振

切開波はブレンド波に比べ，スネア絞扼時の放

り返り，安全・安楽に治療を遂行するためにどの

電の時間的ロスが少ない。よって生切れを起こす

ような関わりができているかを検討する。なお今

リスクが少ないと考えられる。また，切開断面の

回は大腸 EMR とコールドポリペクトミーについ

血管も，素早い切除により，血管障害が少なく出

て検討する。

血のリスクが軽減できる。検体の焼け焦げもな
く，病理組織診に影響を与えることもない。
当院はコールドスネアポリペクトミーを採用し

関わり・役割の実際
術前に情報をとる，特に腹部手術歴の既往は重
要。内視鏡作動チェックを行い，スコープに異常

ている。ポリープの全体像を把握し，適応病変で
あるか判断する。
ポリペクトミースネアを展開する際に，どのよ

がないか確認する。
局注針は 23 G 3 mm 鈍針を採用している。穿刺

うに絞扼していくかイメージを構築し，大腸ポ

性能が高く，穿刺範囲も小さく出血のリスクが抑

リープ周囲の正常粘膜をしっかりと含むように押

えられる。また，粘膜下層に達するまでに，血管

し当てて，ゆっくりとスネアリングできたら，素

を貫きにくく，粘膜下層を大きく越えるリスクが

早く絞扼切除する。止血確認し終了する。検体が

軽減できると考えられる。局注と同時にゆっくり

非常に小さい場合が多く，ポリープサクショント

と局注液を注入しながら刺入深度をコントロール

ラップを工夫し，治療時間の短縮を図った。術後，

する，病変は，大きすぎると切除しにくく，小

生活指導についてもコンプライアンスを得ること

さすぎると穿孔のリスクが上がるため的確にシリ

が重要。内視鏡技師の役割は多岐に渡るが，どの
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役割も検査・治療を最善に導くために担っていく

必要があると考える。

《利益相反：無》

ことだと考えている。
参考文献
結

1）矢作直久：消化器内視鏡治療における高周波

語

発生装置の使い方と注意点．消化器内視鏡

安全・安楽にポリープ治療を遂行するために

2011；23（9）．

は，内視鏡技師の正しい知識，豊富な経験，処置
具操作の技術は大変重要だと考える。今後も最小
限の侵襲で最大限の効果を上げるために，日頃よ

連絡先：〒 870-1151
大分県大分市大字市 1213 番地

り技師としての役割を振り返り，自己研鑽に励む

TEL：097-541-1311

S6

ポリペクトミー介助（EMR を含む）業務を短期間で修得するための
教育法の検討
北海道大学病院

背

ME 機器管理センター

○岩崎

毅

受講後 2），豚の腸を用いたハンズオントレーニン

景
ポリペクトミー（EMR を含む）の介助業務は，

グを実施した 3）。また，使用する処置具や高周波

処置具の選択やスネアの操作，
術者との連携など，

装置の設定を，病変に関わらず統一した。処置具

知識と技術，コミュニケーション能力が必要とさ

と高周波設定の詳細は，腸管穿通を防ぐため突出

れる。一方で，使用される処置具が多種多様なた

長 2.5 mm の局注針を採用。スネアは，病変が捉

め機器の選択や操作に対する不安感や内視鏡業務

えやすい開き幅 20 mm のローテタブル型を採用

以外の職務を兼務しているため集中的な実践によ

して，粘膜面に接触する程度で絞扼を留め，高

る教育が困難であるなどの弊害も存在する。その

周波装置に合わせてゆっくり絞扼するよう説明

ため，このような環境下でも安定した技術を短期

をした。高周波装置の設定は ICC 200，Endocut，

間で身につける教育法が求められている。

effect 3，120 W，Forced 40 W とした。

目

検討方法

的
短期間で少ない症例でも安定した技術が修得で

きる介助業務の教育方法について検討した。

内視鏡技師立ち合いのもと介助を実践し，単独
で介助可能と判断されるまでの症例数と期間を算
出した。安定性の評価は，病変 2 分割切除，準備

対

象

不良などの術中，術後トラブルを不具合とし，同

大腸ポリペクトミー（EMR を含む）介助未経験

期間で行った内視鏡技師と比較した。さらに，偶

で生検鉗子操作が単独で行える看護スタッフ 6 名

発症は，日本消化器内視鏡学会偶発症に関する全

を対象とした。

国アンケート調査の大腸 EMR の偶発症発生率と
同等性について検討した。

教育方法
方法として，画像を多用したマニュアルに改

結

編 1） し，病変の所見や適応・切除方法の講習を
― 144 ―

果
単独介助が可能となるまでの症例数は中央値

日本消化器内視鏡技師会会報 No.58

5.5 例（4-8）
，日数は中央値 61 日（20-62）であっ

とは，少ない症例と短期間による安定的な介助業

た。不具合は 8.5％であり内視鏡技師の 5.4％と

務の修得に寄与する教育法だと示唆された。
《利益相反：無》

有意差は認めず，偶発症は 0.7％で内視鏡技師の
0.6％および全国調査の 0.51％との間に有意差を
認めなかった。全国調査との同等性については全

参考文献

国調査と看護スタッフ間での偶発症率の差を検討

1）森美代子，ほか：内視鏡検査の介助を行う看

した結果，－0.91％で期待度上限が 2.97％。下限

護師に視覚化した手順書を活用して．日本消

が－3.36％となり信頼区間を ESD の偶発症 3.1％

化器内視鏡技師会会報 2012. 03；48：86-89．

をもとに± 3％とした場合，区間外となり同等と

2）成田京子，ほか：内視鏡検査介助を短期間で
習得するための効果的な教育方法．日本消化

まで立証できなかった。

器内視鏡技師会会報 2010. 09；45：98-99．
考

3）原田幸江，ほか：豚の胃を用いた ESD 介助

察

のトレーニングの経験．日本消化器内視鏡技

介助業務の修得は，実施経験の少なさから処置
具の準備や使用方法の理解に不安が存在し 4，5），

師会会報 2006. 09；37：26-27．

多種多様な機器や設定を症例に合わせて選択する

4）武井博美：緊急内視鏡検査・治療に対応する

ことの重要性から，豊富な経験と長期的研修を要

ために，新任教育への取り組み，外来看護最
前線．生活習慣病＆外来がん看護 2009；14

するとされている。一方で，短期修得に効果のあ

（5）：95-99．

るとされる画像を多用したマニュアルの整備と講
習会やハンズオントレーニングに加え，処置具と

5）清水順子，ほか：消化器内視鏡検査における
看護師の不安を明らかにする．徳島市民病院

高周波装置の設定をあえて統一することにより，
準備や使用方法，機器操作の不安が解消され，約

医学雑誌 2013. 09；（0913-607X）27：55-57．

2 ヵ月による研修での介助業務の修得に繋がった

6）福島久美，ほか：内視鏡業務における臨床工

と考えられる。約 2 ヵ月での修得は，2 ヵ月，4 ヵ

学技士の教育プログラムの作成．日本消化器

月での達成を短期間であると結論づけている他文

内視鏡技師会会報 2011. 03；46：43-45．

献 6-8）からも短期的な修得期間であったと言える。

7）楠見朗子，ほか：内視鏡治療における内視鏡

また，安全面でも不具合や偶発症の発生率が内視

技師の役割－偶発症の分析から－．日本消化

鏡技師や全国調査と現時点では，遜色なく安全に

器内視鏡技師会会報 2010. 09；45：48-49．

行われていることから安定した介助が行われてい

8）奥田智子，ほか：新人内視鏡技師の教育・指

ると言える。しかし，同等性が立証されていない

導の取り組み．日本消化器内視鏡技師会会報

以上，今後の症例数により差が出る可能性も考え

2016. 03；56：88-89．

られるため考慮し対応しなければならない。
連絡先：〒 060-8648
結

北海道札幌市北区北 14 条西 5 丁目

語
講習とハンズオントレーニングを実施すること

に加え，処置具と高周波装置の設定を統一するこ
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ワークショップ：カプセル内視鏡および小腸内視鏡の現状と展望
W1

カプセル内視鏡導入と消化器内視鏡技師の役割
－導入前検討を踏まえ－

医療法人社団

和楽仁

芳珠記念病院

消化器内視鏡技師・MT

内視鏡室
○藤原

消化器科医師

健，大村

泰輝

渡辺美智夫

また，院内においても安全に検査が行えるよ

はじめに
石川県には医療圏として南加賀，石川中央，能

う，内視鏡技師が医師と協力し手順書，患者説明

登中部，能登北部の 4 圏域があり，当院は南加賀

書，同意書，問診票を作成した。そして導入当

医療圏の総合病院として存在している。南加賀医

初，手探り状態であったカプセル内視鏡検査は，

療圏には小腸を内視鏡的に検査治療を行う施設が

現在，ルーチン化されている。

少ないため，小腸が原因と思われる疾患は石川中
央圏に集まる専門施設に紹介という形がとられ，

検査の実際

南加賀医療圏の患者にとっては不便であった。南

1．医師：検査の必要性・適応・安全性を判断し，
検査依頼を行う。

加賀医療圏の弱みを補うべく，導入検討を行った
こと，そして当院の強みとなったカプセル内視鏡

2．内視鏡技師：患者に検査の注意事項・予約日・
検査の実際を説明する。

を生かすために行った当時の活動の紹介とカプセ

3．内視鏡技師：検査当日に腸管洗浄液の飲み方

ル内視鏡検査の実際を報告する。

を説明・機器の取り付け・カプセル内視鏡の
飲み込み，内服後の注意事項の説明を行う。

導入検討
大腸カプセル内視鏡検査が 2014 年 1 月から保

4．内視鏡技師：翌日に機器の回収と読影を行い，
読影結果を電子カルテに落とし込む。

険適用となり，当院でも新しい内視鏡検査として

5．医師：後日，患者に結果を説明する。

導入できるか検討を行った。

読影はカプセル内視鏡学会認定の 2 人の読影支

当院は民間病院ということもあり，採算性を度
外視して導入することはできず，導入前に①カプ

援技師（CE 読影支援技師）で 1 次・2 次読影を行

セル内視鏡検査の採算性について，②地域での当

い，レポート作成に至っており，医師は電子カル

院の役割について，③カプセル内視鏡検査の担当

テにアップされたレポートで患者に結果報告を

について，④導入後の方向性の 4 点に絞り検討を

行っている。

行い，カプセル内視鏡検査の戦略的活用術を決め
最後に

て導入に至った。

新しい検査の導入では当院の強みとできるか事
前に市場調査を十分に行う必要がある。導入時は

導入後の取り組み
南加賀医療圏で小腸の内視鏡検査ができる施設

年 20 件程度だったが，翌年には他院からの紹介

として広く知ってもらうため，当院の広報誌と地

も増え年 40 件になり，当院の強みになった感が

元メディアに導入記事を掲載し，地域住民交流会

ある。
運用面では読影が最も手間となるが，医師が多

で新しい検査技術としてカプセル内視鏡検査の紹
介を行った。

く，読影に時間を割くことが問題ない施設では技
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師による読影支援の必要性は少ないと思われる。

所にあり，この体制を整えれば，全国でカプセル

当院では医師の業務支援で CE 読影支援技師が読

内視鏡検査がさらに有効活用されると思われる。
《利益相反：無》

影を行うことで，結果をいち早く報告できる体制
となっている。
我々が目指す所は超音波検査と同じように，依

連絡先：〒 923-1226

石川県能美市緑が丘 11-71

TEL：0761-51-5551（代表）

頼は医師が，検査・読影は消化器内視鏡技師（CE
読影支援技師）が，そして最終診断は医師が行う

W2

小腸カプセル内視鏡読影支援体制の確立に向けて
独立行政法人国立病院機構

北海道がんセンター

内視鏡センター

○伊藤有希子，髙森

消化器内科
看護部
背

佐川

保，濱口

櫻田

晃，林

晴美，藤川

幸司

京子，田村

文人

毅，高橋

康雄

浅黄谷美里

した。さらに読影時間と報告日数は医師と技

景
当院では，2011 年 4 月より小腸カプセル内視

師で差があるかを比較検討した。分析方法は

鏡（以下，CE）を導入し，読影は医師のみが行っ

ウィルコクソン検定を用い有意水準は 5％未

た。2014 年 8 月より内視鏡センター看護師 3 名

満とした。

が小腸カプセル内視鏡読影技師（以下，技師）認

2．当院で CE に携わる医師 6 名を対象に質問紙

定を取得し，読影支援の運用を取り決めダブル

を用い，一次読影は医師の負担軽減となって

チェック体制での読影を行ってきた。技師は一次

いるかと，今後の読影支援体制についての意

読影し Pre-Reader 評価表（以下，評価表）とレポー

見を調査した。

トを記入，検査オーダー医師は独立して二次読影
を行い診断・レポート作成，カプセル内視鏡指導

結

医は評価票とレポートを参照し，
「一致」
「見落と

・ 83 例中，有意所見は 66 例にあり，一致は 95％，
見落としは 5％であった。

し」
「存在しない病変が記載」の 3 段階で独自に
読影精度の評価および技師へのフィードバックを

果

・ 見落としは腫瘍性病変が 2 例，潰瘍性病変が 1
例であった。

行い読影精度の向上に努めてきた。

・ 読影結果報告日数の中央値は，技師が 1 日，医
目

師は 4 日であった。

的
読影精度および読影支援体制を評価し，当セン

・ 読影時間の中央値は，技師が 60 分，医師が 35
分であった。

ターの読影体制について検討する。

・ 技師と医師の比較は読影結果報告日数，読影時
方

間ともにＰ＜ 0.001 となり有意差があった。

法

質問紙調査結果は，一次読影は医師の負担を軽

1．2014 年 8 月から 2016 年 3 月までに当院で CE
を施行した 83 例を対象に，一次読影の評価，

減しているかの問いに 6 名すべてが負担を軽減し

読影時間，レポート報告までの日数を調査

ていると回答した。
「今後の読影支援体制をどの
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ようにしていくべきか」の問いには，
「現在の読

以上のように当院の読影体制は確立されたが，

影支援体制を継続する」と 4 名，
「どちらともい

内視鏡室看護師には病院内での異動があるため，

えない」と 2 名が回答した。

現状の読影支援体制を維持していくためにはカプ
セル内視鏡読影支援技師の認知と，次の担い手と

考

なる人材を確保し教育を継続していくことが今後

察
技師の読影所見一致率は高いが，重要所見の見

の課題である。

落としがあり課題が残る結果となった。腫瘍性病
変の見落としがやや多いため，この点を意識して

結

読影に臨むこととトレーニング方法の検討が必要

1．読影精度向上と読影時間短縮のためのトレー
ニングが必要である。

である。さらに技師は読影時間が長いため，業務
時間内で読影支援を行っていくうえで時間短縮し

語

2．読影支援は医師の負担を軽減し，患者への迅速
な対応と検査の質を保証することにつながる。

ていく訓練も必要であると思われた。
読影支援体制の中で一次読影結果報告はほぼ翌

3．当内視鏡センターでは，医師と技師によるダ
ブルチェック体制の読影を継続する。

日に行われており，医師にとって迅速な対応が必
要な患者を早急に把握できる意義を持つと思われ

4．カプセル内視鏡読影支援技師の認知と人材確
保が今後の課題である。

た。また，読影支援によりダブルチェック体制

《利益相反：無》

をとることは見落としのリスクを軽減し検査の
質を保証するとともに，医師の精神的な負担軽
減になったと考えられました。さらに医師からは

参考文献

「現在の読影支援体制を継続する」との意見が多

1）寺野

彰，日本カプセル内視鏡研究会，ほか：

かったことから，読影は医師と技師によるダブル

カプセル内視鏡スタンダードテキスト．南江

チェック体制を継続するが，現状では医師の読影

堂 2010. 10

時間の短縮には寄与していない。そこで，医師が
二次読影する際には一次読影レポートを参照する

連絡先：〒 003-0804

体制に変更することで時間短縮を図ることとなっ

札幌市白石区菊水 4 条 2 丁目 3 番 54 号

た。

TEL：011-811-9111（代表）

W3

多施設共同による大腸カプセル内視鏡前処置の工夫
川崎医科大学附属病院

○河上真紀子，松本
川野

誠司，井川

檜垣

真吾，岡

塩谷

昭子

啓志，應田

義男

敦，小林

三善

志郎，三輪

洋人

が望まれる。

背景と目的
2014 年 1 月から第 2 世代大腸カプセル内視鏡
検査（CCE）による保険診療が始まった。しかし，

方

本邦で 8 施設（川崎医科大学，兵庫医科大学，

従来の前処置・ブースター量は 4.5 ～ 6 L と多い
ため，患者受容性を向上させるために有効な減量

法

岡山大学，セントヒル病院，広島大学，香川県立
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中央病院，博愛病院，KKR 高松病院）において

考

察

検討された前処置勉強会で検討された前処置案

大腸カプセル内視鏡の前処置のレジメの目標と

の成績を報告する。対象は臨床研究・保険適応

して，1．90％以上の排出率，2．嚥下から 4 ～ 6

で施行した 22 例（男性 14 例，女性 8 例，平均年

時間の排出率，3．下剤等の総経口摂取量が少な

齢 55.6 ± 13.7 歳，32-79 歳）とした。前処置は前

い，4．高い洗浄度（Excellent-good）が挙げられて

日検査食ならびに高張液およびビコスルファート

いる。

を眠前に内服。検査当日，朝起床時にモサプリド

今回のレジメでは 4 は達成しているものの，そ

を内服，カプセル内服 2 時間前よりモビプレッ

の他の項目で満足いく結果は得られなかった。特

プ（1.8 L）その後メトクロプラミドを静注，小腸

に一番重要である排出率が 90％以上を得られな

到達後マグコロール等張液（900 ml）を内服する。

かったこと，さらに最終的に浣腸施行例が半数認

その後経過を見ながらモビプレップによる追加

めたことが目立った。
また，全大腸を観察不可能例は，大腸通過時間

ブースター，グリセリン浣腸，微温湯注腸を行っ

が特に長く，今後どのように大腸通過時間を短縮

た。洗浄度，通過時間等を検討した。

させることができるかが重要になると思われる。
結

果
検査目的として器質的異常により大腸内視鏡検

結

語
本レジメは標準法よりも下剤内服量は少なく，

査が実施困難 11 例，大腸内視鏡検査で全大腸観
察が不完全 9 例，自費 1 例であった。全大腸が観

かつ排泄率も 8 割であった。前処置内服量と患者

察できた症例は 18 例（81％）できなかった症例

受容性および洗浄度はトレードオフの関係にあ

は 4 例（19％）
。洗浄度は優 10 例（45％）
，良 7 例

り，今後さらに良好な前処置レジメンの工夫が必

（32％）
，可 4 例（18％）
，不可 1 例（5％）であっ

要と考えられる。

《利益相反：無》

た。平均総下剤内服量は 3720 ± 338 ml（2900 ～
4100 ml）であった。大腸通過時間は平均 306 ±

連絡先：〒 700-8505

TEL：086-225-2111

260 分（46 ～ 900 分）であった。

W4

岡山市北区中山下 2-1-80

カプセル内視鏡使用における電波干渉の実態と電磁波防護服
－カプセル内視鏡用電磁波防護服の使用経験－

市立釧路総合病院

消化器内視鏡室
消化器内科

背景・目的

医師

○小島まり子，戸島みゆき，石田

吾抄

山岸

祥代，佐藤紀美子，菅原佐依里

鈴木

一也

し，画像の記録が途切れてしまう事例があり，こ

当院では，2009 年 4 月からオリンパス社のカ

れが病変の見落としにつながることが考えられ

プセル内視鏡システムを導入した。2014 年 4 月

た。そこで，電波干渉の対策として，カプセル内



からは GIVEN 社の PillCam SB3 での検査を開始

視鏡用電磁波防護服：MG ベスト CES（以下 MG

した。

ベスト）の使用を行っているため，その使用経験

外来，入院での両方の検査を実施しているが，

について報告をする。

検査中に部分的に画像が記録されない障害が発生
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表

電波障害が発生した症例

MG ベスト着用前（4 例）
年齢

性別

電波障害の回数

電波障害の時間

症例 1

83 歳

男性

1回

24 分 18 秒

症例 2

54 歳

男性

1回

10 分 13 秒

症例 3

73 歳

男性

3回

15 分 49 秒

症例 4

81 歳

男性

8回

113 分 48 秒

1回

3 分 47 秒

備

考

患者自身が医療用テレメーター
を装着していた

MG ベスト着用後（1 例）
症例 5

76 歳

女性

ICU から一般病棟に移動

ベスト導入前の電波障害の時間：41 分 2 秒（平均値）
ベスト導入後の電波障害の時間：3 分 47 秒

カプセル内視鏡検査が病院内の電波の影響を受

方法・結果
2014 年 4 月から 2016 年 3 月までに実施したカ

けたと考え，以下の点にも取り組んだ。①入院病

プセル内視鏡検査 60 件（外来検査 18 件，入院検

棟の看護師に対してカプセル内視鏡検査時の注意

査 42 件）について検討した。MG ベスト導入前

点を再度説明した。②患者自身で，PillCam  レ

42 例のうち外来検査が 11 例，入院検査が 31 例

コーダーの LED 表示を確認することにより，電

でありこの内，電波障害があったのは 4 例だっ

波障害に気づき，電波干渉の起きやすい環境を避

た。また MG ベスト導入後 18 例のうち外来検査

けるように指導した。

7 例，入院検査 11 例で電波障害があったのは，
入院検査 1 例だった（表）
。

MG ベスト着用後に 1 件電波干渉がみられた症
例では，14 時間 42 分の検査中に 4 分間の干渉が
みられたが，その他 17 件に電波干渉は発生して

考

おらず，MG ベストを着用することで電波干渉を

察
60 例中 5 例に電波干渉がみとめられ，MG ベ

ストの着用にかかわらず全例入院中に認められた

予防できる可能性が高く，電波干渉に対する有効
性が示唆された可能性が考えられる。

ことから，病院環境が大きな影響を与えていると
考えられる。原因としては PillCam  SB3 の送信

結

語

周波数が 434.1 MHz であり，当院で採用されてい

MG ベストの着用は電波干渉に対して有効であ

る医療用テレメーターの周波数も 430 MHz であ

る可能性が考えられる。カプセル内視鏡検査にお

ることから周波数範囲が重複したためと考えられ

いて電波干渉の少ない環境を整えることは重要で

る。MG ベスト導入後の，電波障害は 18 例中 1

ある。

《利益相反：無》

例のみであり，電波障害の時間も短いことから，
MG ベストは医療用テレメーターの影響を減少さ

連絡先：〒 085-0822
北海道釧路市春湖台 1 番 12 号

せたと考えられる。

TEL：0154-41-6121
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イブニングセミナー
今から使える！内視鏡検査で知っておきたい検査データの見方・読み方
東京大学医学部附属病院

検査部

常名

政弘

和鉄結合能，血清鉄，MCHC の検査値を読み取

はじめに
現在の医療現場において臨床検査データの解釈

ることで可能となる（表 2）
。小球性貧血の共通の

は，臨床医はもとより看護師や臨床検査技師を始

原因はヘモグロビン合成障害である。特徴的な検

めとするコメディカルスタッフも行うことが，よ

査デ－タは，鉄欠乏性貧血では血清フェリチン，

り良い医療をするうえで重要である。内視鏡検査

血清鉄がともに低値の示し，二次性貧血では，血

に携わるスタッフも同様で，
出血に関連する疾患，

清鉄が低値で血清フェリチンが高値を示す。サラ

内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）に関する合

セミアは，グロビンの異常で，血清フェリチン，

併症，ヘリコバクター・ピロリ菌（H. pylori ）を

血清鉄は正常または高値を示し MCHC は正常（正

原因とした疾患などの検査データの見方や読み方

色素性）である。鉄芽球性貧血は，ヘムの合成障

を理解することが大切である。本稿では，内視鏡

害が原因で血清フェリチン，血清鉄は正常または

検査で知っておきたい検査データの見方，読み方

高値を示し MCHC は低くなる（低色素性）
。

を解説する。
内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）に関する
合併症

出血に関する検査データの見方・読み方
内視鏡検査に関連し最もよく遭遇する疾患とし

ERCP は造影により胆管や膵管の形態の変化を

ては，消化管出血を原因とした貧血があげられ

観察する検査である。胆石，胆管癌，胆管の拡張

る。消化管出血は大きく分類すると吐血と下血が

や狭窄の有無や，慢性膵炎，膵癌，膵管の拡張や

ある。吐血の原因には食道癌，食道・胃静脈瘤，

狭窄の有無，その他，十二指腸乳頭部位の病変の

Mallory-Weiss 症 候 群， 胃 潰 瘍， 十 二 指 腸 潰 瘍，

観察や，胆石の除去，乳頭切開などを行うことを

急性胃粘膜病変，胃癌などがある。一方，下血の

目的とした検査である。内視鏡下で行うため，患

原因には上部消化管出血，Meckel 憩室，腸重積症，

者の負担が大きく，検査後に急性膵炎や胆管炎な

大腸憩室出血，Crohn 病，大腸ポリ－プ，虚血性

どの合併症を生じる可能性があり，注意深い経過

大腸炎，潰瘍性大腸炎，偽膜性大腸炎，感染性大

観察が必要である。合併症を発見するために確認

腸炎，大腸癌などある。これらの疾患の中には，

する具体的な検査項目は，膵炎としては，血算は

少ない症状で持続的な微出血により，貧血が進行

白血球数（特に好中球数）の増加，生化学検査は，

してから発見される例もある。それらを早期発見

LD，アミラーゼ（特に P-Amy），リパーゼ，CRP

するためには，我々医療スタッフが貧血時の検査

の上昇に注意が必要である。胆管炎としては，血

データの解釈をしっかり行うことが重要である。

算は白血球数（特に好中球数）の増加，生化学検

貧血の解釈には赤血球指数による貧血分類が一

査は，LD，AST，γ-GT，ASLT，ALP，総・直接

般的であり，理解しやすい。貧血分類の原因と種

ビリルビン，CRP の上昇に注意が必要である 1）。

類を表 1 に示す。消化管出血において最もよくみ
られる貧血は小球性貧血で，鉄欠乏性貧血，慢性

ヘリコバクター・ピロリ菌（H. pylori ）を原因と

炎症に伴う二次性貧血，サラセミア，鉄芽球性貧

した疾患

血がある。これらの鑑別は血清フェリチン，不飽
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表１ 赤血球指数による貧血の分類
大球性正色素性貧血
MCV＞100fL
MCHC30～35g/dL

小球性低色素性貧血 正球性正色素性貧血
MCV80～100fL
MCV＜80fL
MCHC30～35g/dL
MCHC<30g/dL
原因

ヘモグロビンが
上手く造れない

種類

1.鉄欠乏性貧血
2.慢性炎症に伴う
二次性貧血(ACD)
3.サラセミア
4.鉄芽球性貧血

DNA合成が上手く
できない

1.造ってない
2.造れと指示がない
3.造っているけど
壊される

1.悪性貧血
2.骨髄異形成症候群

1.再生不良性貧血
2.溶血性貧血
3.赤芽球癆
4.腎性貧血

表２ 小球性貧血の鑑別点

鉄欠乏性貧血
二次性貧血
サラセミア
鉄芽球性貧血

血清
Ferritin

不飽和鉄結
合能(UIBC)

血清鉄

MCHC

↓
↑/→
↑/→
↑/→

↑
→/↓
→/↓
→/↓

↓
↓
↑/→
↑/→

↓

基準範囲
M:13～277ng/mL 126～358 μg/dL
（東大病院基準範囲） F:5～152 ng/mL

40～188 μg/dL

↓
→
↓
31.7～35.3g/dL

表３ H.pylori に関連した疾患の特徴的な検査データ
疾患

検査データ、その他の特徴

特発性血小板
減少性紫斑病

・急激な血小板減少
（白血球、ヘモグロビンに殆ど変動なし）
・点状出血を認める

・大球性貧血(MCV高値)、白血球数減少、血小板数減少
・LD高値、間接ビリルビン高値、 ハプトグロビン低値、
VB12低値
MALTリンパ腫 ・可溶性インターロイキン2受容体高値
悪性貧血

することが知られている。代表的な疾患として

・ 定着後の胃への影響
H. pylori は特異的な外毒素である細胞空胞化毒

は，慢性胃炎から発症する，萎縮性胃炎，胃がん，
悪性貧血，胃・十二指腸潰瘍や感染による炎症性

素 A を持ち胃粘膜に障害をもたらす。また，ア

反応から発症する MALT リンパ腫，特発性血小

ンモニアの発生により活性酸素と反応し直接胃粘

板減少性紫斑病がある。これらの発症機序を理解

膜に障害をもたらす。さらに定着した菌を攻撃す

するためには，H. pylori が過酷な胃の中で何故生

る免疫反応により白血球が胃粘膜に集まり炎症を

2，3）

引き起こす。これらの炎症により，組織傷害，萎

・ 過酷な胃の中で何故生息できるか

縮性胃炎，腸上皮化生，場合によっては胃がんに

息できるかを知ると判りやすい

。

H. pylori が胃に侵入し，菌がウレアーゼを産生

も至る。その他，自己免疫性反応による抗体産生

して胃液中の尿素を分解し二酸化炭素とアンモニ

が原因で血小板破壊が起こり特発性血小板減少性

アを産生する。アンモニアは強アルカリであるた

紫斑病を発症する。また萎縮性胃炎による内因子

め局所に胃酸を中和し胃へ定着（感染）すること

の欠乏で VB12 の吸収不良が起こり悪性貧血を発

2）

ができる 。

症する。原因は不明であるが MALT リンパ腫を
発症する例もある 2，3）。
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・ H. pylori に関連した疾患の特徴的な検査データ
H. pylori に関連した代表的な疾患の特徴的な検

データの見方や読み方を理解することが大切であ
る。

査データを表 3 に示す。それぞれの疾患でみられ
る検査データの特徴を理解することで早期発見も

参考文献
1）玉田喜一，ほか：胆道・膵臓総論，病気がみ

可能と考える。

える，消化器，第 4 版．メディックメディア
2014：246-267．

おわりに
現在，多様化した医療の現場では分業化が進む

2）小山恒男，ほか：胃・十二指腸総論，病気が

一方で，チーム医療のひとつとして臨床医の他

みえる，消化器，第 4 版．メディックメディ

に，看護師や臨床検査技師を始めとするコメディ

ア 2014：56-93．

カルスタッフが検査データを解釈し，疾患の早期

3）阿南建一，ほか：ヘリコバクター・ピロリ感

発見をすることはより良い医療を行う上で重要と

染とその関連血液疾患，エビデンス血液形態

考える。そのためには，様々な疾患に対する検査

学．近代出版 2014：329-331．
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教育講演
1．上部消化管の温故知新
石川県立中央病院

消化器内科

土山

寿志

2．拡大内視鏡

はじめに
21 世紀に入り消化管領域の診断と治療は大き

拡大内視鏡の開発の歴史は古く，1960 年代か

く飛躍した。診断面においては，様々な画像強調

ら盛んに行われてきた。しかしながら，技術的問

内視鏡が開発され実際の臨床に応用できるように

題や内視鏡画像所見の理解の困難さもあり，製

なった。治療面においては内視鏡的粘膜下層剥

品化への道のりは遠かった。1993 年に大腸用の

離術（ESD）が開発され普及が著しい。さらには，

CF200Z，2000 年 上 部 消 化 管 用 の GIF240Z が オ

暗黒の臓器と言われた小腸におけるバルーン内視

リンパス（株）からようやく市販化された。上部

鏡およびカプセル内視鏡の開発と普及も特記すべ

消化管においては NBI と併用することで，癌特
有の微小血管構築像が鮮明に描出可能となり（図

きである。
新しい診断と治療は華やかに見え，当然のごと
く気を引かれがちとなるが，患者さんはもちろん

1）
，診断に大きく寄与するため，現在では NBI
と併せて広く普及し始めている。

内視鏡従事者にとっても本当にメリットのあるも
のなのかを見極めることが肝要である。すなわ

3．食道における NBI 併用拡大内視鏡（図 2）

ち，新しいものと既存のものとを比較し，メリッ

食道における癌の発見・診断のゴールドスタン

ト・デメリットを明確にすべきである。この考え

ダードはルゴール染色である。しかしながら，ル

は臨床における疑問を日々整理し，克服する姿勢

ゴール染色にはアレルギー反応の存在，粘膜刺激

にも通ずる。弛まぬ努力によって医療が進歩し続

が強い，頸部食道には（咽頭にも）散布できない，
という弱点を持つ。武藤らは白色光と NBI との

けることを改めて理解すべきである。
これらを踏まえ，ここでは特に上部消化管領域

ランダム化比較試験を行い，NBI での食道癌の発

における NBI（narrow band imaging）と ESD につ

見・診断率は 97％であったのに対して白色光で

いて解説する。

は 55％に過ぎなかったと報告した 1）。また，NBI
とルゴール染色との比較では癌の発見・診断率は

NBI と拡大内視鏡

ほぼ同等であるという報告が多い。食道癌の有無

1．NBI

に関しては，NBI での観察方法が標準となりつつ

NBI は，オリンパス（株）で開発され，2006 年

ある。

に市販化された。ヘモグロビンに吸収されやすい
415 nm と 540 nm に波長を狭帯域化することにて，

4．咽頭における NBI 併用拡大内視鏡

粘膜表層の毛細血管や微細構造が白色光よりはる

咽頭は厳密には消化管ではないが，咽頭と食道

かに強調表示される光学的画像強調技術である。

の粘膜は同じ扁平上皮であり，結果として飲酒

消化管のみならず，頭頸部，気管支，泌尿器，子

（フラッシング）
，喫煙，男性などの発癌リスク因

宮頸部にも応用されつつある革新的技術である。

子は同じである。進行した咽頭癌は手術を行え

現在販売されているオリンパス（株）の光源装置

ば，嚥下・呼吸・発声という大きな機能を損なう

には NBI が標準装備されている。

可能性が高く，より早期での発見が望まれる。現
在では早期発見されれば消化管癌と同様に消化器
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図1

図3

胃癌の NBI 併用拡大像

図2

WGA の NBI 併用拡大像。白丸が WGA である

図4

図5
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食道癌の NBI 併用非拡大像

プレ・ルーピング テクニック

プレ・ルーピング テクニックを用いた
クリップ・スネア法
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内視鏡医による EMR/ESD が可能である。武藤ら

ているが，その 1 つに私が発見した WGA（White

は白色光と NBI とのランダム化比較試験を行い，

globe appearance，白色球状外観）がある（図 3）
。

NBI での咽頭癌の発見・診断率は 100％であった

癌の約 20％にしか存在しないが，WGA が存在す

のに対して白色光ではほんの 8％に過ぎなかった

ればほぼ癌と言い切って良い特異的な所見であ

と報告した 1）。咽頭癌の有無に関しては NBI での

る 5）。

観察方法しか有り得ない結果である。我々の検討
では，咽頭の観察時間は約 70 秒であり 2），さら

ESD

に患者さんのほとんどが咽頭の観察も希望すると

1996 年に IT ナイフが開発されて以降，多くの

いう結果であった。咽頭というよりは食道の入り

切開ナイフが登場し，同時に様々な処置具や高周

口と考え，早期発見に務める時代となっている。

波電源装置も開発された。さらには癌の存在部
位別の治療戦略も確立され，どのような早期癌
も ESD で切除可能となった。従来の EMR と異

5．胃における NBI 併用拡大内視鏡
NBI には光を制限する特性があるため白色光に

なり ESD では遺残再発がほとんどなく，爆発的

比べ光量が少ない。そのため，咽頭や食道より

に ESD が普及したのは当然のことであるが，片

管腔の広い胃の癌の発見に関しては第一世代の

手でりんごを剥くような違和感は拭えなかった。

NBI は向いていない。ただし，2014 年に発売さ

そのため，近年は，ESD に外科の左手となるト

れた第二世代の NBI は光量が非常にアップして

ラクション法の試みと有用性の報告が多い。当

おり，胃癌の発見向上を期待し，臨床研究を遂行

院では，プレ・ルーピング テクニック（図 4）を

中である。現時点では，胃 NBI は拡大を併用し

用いたクリップ・スネア法（CSM-PLT）
（図 5）を

て，癌か非癌かを見極める質的診断において真価

2013 年から用いている。CSM-PLT は，すべての

を発揮することが証明されている。我々は 2 つの

臓器のすべての部位で使用可能であり，特殊な装

臨床研究を行い，次のエビデンスを構築した：1）

置を用いず内視鏡室に常備しているもので行える

NBI 併用拡大の正診率は 97％で白色光は 65％で

特徴を有している。クリップ・スネア法そのもの

3）

あり，圧倒的に NBI 併用拡大が優位である ，2）

は既に報告されていたが，その弱点であるスネア

NBI 併用拡大は白色光と比べ不必要な生検個数を

のデリバリー方法を我々は改良し，プレ・ルー

4）

約 40％減らす費用対効果も持ち合わせている 。

ピング テクニックと名付けた。プレ・ルーピン

一方で，胃 NBI 併用拡大の診断技術の習得の難

グ テクニックにおいては，1993 年に鳥居らが報

しさが指摘されている。この問題点を解決するた

告した EMR テクニックの 1 つである EAM（内視

めに，我々はインターネット回線を用いた胃 NBI

鏡的吸引粘膜切除）を大いに参考にした。CSM-

併用拡大の学習コンテンツを作成し，このコンテ

PLT を用いることにて，胃 ESD においては手技

ンツが胃病変の質的診断能を向上させるか検討し

時間が 67 分から 47 分に短縮し 6），大腸 ESD に

た。結果として，コンテンツを用いて学習したグ

おいては 70 分から 46 分に短縮した 7）。

ループは胃病変の質的診断テストの成績は向上し
たが，学習しなかったグループでは全く向上しな

さいごに

かった。すなわち，我々の学習コンテンツは NBI

NBI と ESD は既存の上部消化管の内視鏡を大

併用拡大を用いた胃病変の質的診断能を向上させ

きく変えた。これらを十分に理解すること，正し

ることが明らかとなった［論文投稿中］
。しかし

く使用すること，さらにはもっとより良いものへ

ながら NBI 併用拡大の診断の難しさをすべて解

アップデートしていくことは患者さんの福祉・健

決できるわけでなく，これがあったら癌，あるい

康に広く役に立つことである。

はこれがあったら非癌，と簡単に診断できる NBI
併用拡大内視鏡所見も望まれる。近年，いくつか
新しい NBI 併用拡大内視鏡所見が報告されてき
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2．緊急内視鏡の最前線
和歌山県立医科大学
はじめに

第 2 内科

井口

幹崇

確な発症からの時間の定義はないが「内視鏡検査

近年，内視鏡技術の進歩および関連機器の開発

あるいは治療が症状の改善に寄与すると予想され

に伴い，内視鏡の治療適応は拡大傾向にある。緊

る時，可及的速やかに発症後数時間以内に施行さ

急内視鏡も同様で，今までは内視鏡では困難だっ

れるべきもの」と記載されている。

た疾患，病態もアプローチ可能となる事例が増え

具体的には，①吐血・タール便，②下血，③異

てきている。今回は，日常診療で遭遇する緊急内

物誤飲，④胃アニサキス症，⑤急性化膿性胆管炎，

視鏡についてマネージメントも含めて解説した

⑥胆管結石嵌頓膵炎，⑦胃十二指腸潰瘍穿孔，⑧

い。

S 状結腸軸捻転，⑨急性発症の腹痛などが対象と
なり，原因を診断し，出血源の同定および止血，

緊急内視鏡とは？

異物摘出，閉塞原因の除去または排膿・減圧が主

緊急内視鏡とはどのようなものか？消化器内視

な目的である。

鏡ガイドライン第 3 版 1）には，
「放置すると全身
状態が悪化し，重篤になると予想される上部・下

緊急内視鏡の前に

部消化管，胆道・膵の急性症状に対して，原因の

その名のごとく緊急に行う内視鏡であり，予定

診断，治療，予後判定を目的として，最優先にな

外の検査，治療となるため事前の準備が重要とな

される内視鏡検査ならびに治療」と定義され，明

る。
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

処置用スコープ
－ 鉗子孔の大きなもの
－ 送水機能がついたもの
－ よくメンテナンスされたもの
外付け送水装置
CO2 送気システム
オーバーチューブ
先端透明フード
高周波装置
－ 止血用鉗子
－ APC
局注針
クリップ
把持鉗子（わに口，三脚）
EVL キット，SB チューブ
薬剤
－ エタノール，エピネフリン，トロンビン，アルギン酸ナトリウム，シアノアクリレート
救急セット一式
図１ 緊急内視鏡（止血）時の必要物品

図２

•

ゴーグル

•

マスク

•

手袋

•

アイソレーションガウン

•

シューカバー

スタンダードプリコーションに準じた
感染予防

歴，服薬内容の確認も重要である。

1．患者の状態を評価

・ 血液検査

・ バイタルサインのチェック
全身の診察と共にバイタルを確認し，緊急

貧血の程度，肝胆膵および腎機能，凝固機

性および内視鏡検査そのものが可能かどう

能のチェックを行う。出血症例の場合は，

かを判断する。

血液型の確認と緊急性はなくともクロス用
血液も確保しておく。

・ 病歴の聴取
緊急時のためあまり時間はかけられないか

・ 画像診断

もしれないが，可能な限りの問診を行い，

可能であれば X 線検査，超音波検査，CT 撮

情報収集に努める。他の医療機関への通院

影などを行い，さらなる情報収集に努める。
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・ 血 便（hematochezia）：Treitz 靱 帯 よ り 肛 門

2．インフォームドコンセント

側からの出血が，肛門から排泄

状態によっては本人から同意が得られない場合

下血と血便を合わせて広義の下血と表現する。

もあるため，本人以外の家族や代理人にもわかり

特に暗赤色の下血を認めた場合，上下部どちらの

やすく説明し，その内容をカルテに記載する。
具体的には，①内視鏡検査の必要性と目的，②

内視鏡を行うか迷う場合もあるが，既往歴・出血

得られる効果と偶発症による危険性，③内視鏡治

状況・理学所見などから総合的に判断する必要が

療の限界と代替治療法，④呼吸循環動態に急激な

ある。

変化が起こる可能性があることを説明し，必ず同
消化管出血に対する緊急内視鏡

意を得て署名をもらう。

内視鏡を挿入し，下記の項目に関して的確な判

3．スタッフ，場所の確保
検査に必要な医師，看護師，放射線技師，臨床
検査技師などを確保する。夜間など集まりにくい

断を下す。
1．出血源の同定
・ 送水機能を装備しておくと同定しやすくな

時間帯に備え，オンコール体制を整えておくこと

る。

が重要である。スタッフがそろわない場合，無理
をせず応急処置のみにとどめるという状況判断も

・ 鉗子孔の大きいスコープや 2 チャンネルス

必要である。場所に関しても，使い慣れている内

コープは血液や残渣の吸引時に有効であ
る。

視鏡室もよいが，夜間に限っては急変時に人を集

・ フードを装着することで吸引効果が高まる。

めやすい救急外来で行うなど，普段からルール作

2．出血状況の把握

りをしておくことが重要である。

噴出性出血，湧出性出血，露出血管のみ（現

4．物品の準備

在出血がない）を評価

常に内視鏡技師が介助についてくれるとは限ら
ないため，普段から保管場所の確認，機器の接続

3．止血法の選択

方法（洗浄方法も）を確認しておくことが重要で

内視鏡的に止血可能か，経血管カテーテル止

ある。緊急時に備え必要物品一式をまとめておく

血（IVR：interventional radiology）ま た は 外 科

とよい（図 1）
。

的処置に移行すべきかを判断。
4．内視鏡的に止血可能と判断した場合，止血法

5．感染対策

を決定する 2）。

スタンダードプリコーションに準じてゴーグ
ル，マスク，手袋，アイソレーションガウン，

① 局注法

シューカバーを装着するとともに，床，壁，内視

・ 純エタノール局注法

鏡機器を防護カバーで覆うなど予防策をとる（図

・ 高張食塩水エピネフリン局注法

2）。

・ シアノアクリレート局注法
② 機械的止血法

消化管出血

・ クリップ法

大きくは下記のように分類される。

・ 結紮法

1．上部消化管出血：Treitz 靱帯より口側からの
出血

・ Sengstaken-Blakemore tube
③ 熱凝固法

・ 吐血（hematemesis）
：血液を逆行性に口か

・ 高周波止血鉗子

ら嘔吐

・ アルゴンプラズマ凝固法

・ 下血（melena）
：黒色便（時には暗赤色）ま

④ 薬剤散布法

たはタール便として肛門から排泄

・ トロンビン液

2．下部消化管出血：Treitz 靱帯より肛門側から
の出血
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鏡下穿刺吸引（EUS-FNA： endoscopic ultrasound-

消化管異物
様々な異物が消化管に入る可能性がある。小児

guided fine needle aspiration）技術の進歩がめざま

に多い傾向にあるが，成人では高齢者や精神疾患

しく，経胃または，経十二指腸（球部）ルートか

患者に多い傾向にあり，高齢者では義歯や press

らの胆管穿刺が可能になってきている。これに

through pack（PTP）誤飲が多い。異物に関しても

よって PTCD のような外瘻ではなく胆管と腸管

詳細な問診が重要で，同じものがあれば持参して

との内瘻化が可能となり，QOL 向上に貢献でき

もらい，大きさや形を確認することが回収法決定

るものと期待される。
膵管においても同様で，例えば膵管との交通が

の助けとなる。レントゲンや CT で位置，大きさ，
free air の有無などを確認。年齢，部位，摘出の

乏しい感染性膵仮性嚢胞や経乳頭的にアプローチ

困難性を評価して，場合によっては他科（耳鼻科，

困難な膵石に阻まれた尾側膵管拡張に対して，経

小児科，消化器外科）に相談する。

胃的に穿刺してドレナージや内瘻化することが可
能になってきている。
2．腸管の閉塞

閉塞の解除

いわゆる腸閉塞に対する処置であるが，手術

胆管・膵管，消化管の閉塞に対して原因の解
除，ドレナージを行う。

歴，腹部所見，画像（X 線，CT）所見から閉塞の

1．胆管・膵管の閉塞

部位を同定することが重要である。ヘルニア嵌頓

・ 急性閉塞性化膿性胆管炎

などが原因の場合は，用手環納や外科的治療が必

・ 胆管結石嵌頓膵炎

要となるため下腹部を含めた診察と画像評価を

・ 急性胆嚢炎

怠ってはいけない。
通常，減圧には経鼻イレウス管を留置するが，

・ 腫瘍による胆管閉塞
・ 感染性膵仮性嚢胞

遠位大腸の腫瘍など閉塞部位が肛門に近い場合

・ 膵石に伴う膵管拡張，繰り返す慢性膵炎急

は，内視鏡下に経肛門イレウス管を留置すること
もある。その場合，残便によるイレウス管閉塞や

性増悪
通常，胆管・膵管に対しては側視鏡を用いた

逸脱に注意が必要である。

経乳頭的アプローチを行い，結石の除去や排膿

また，特徴的なレントゲン像を示す S 状結腸

ドレナージを行う。内視鏡的逆行性胆管膵管造

軸捻転の場合は，大腸内視鏡による捻転解除が必

影（ERCP：endoscopic retrograde cholangiopan-

要となる。

creatography）を行い，閉塞部を超えた深部までガ
イドワイヤーを進め，内視鏡的十二指腸乳頭切開

おわりに

術（EST：endoscopic sphinctectomy）や，内視鏡的

緊急内視鏡についてマネージメントを含めて概

十二指腸乳頭バルーン拡張術（EPBD：endoscopic

説した。何より重要なのは，患者の全身状態が不

papillary balloon dilatation）で乳頭を拡張させた後

安定な状況下で，正確な診断を下し，適切な治療

に処置を行うが，急性期には炎症の改善を最優先

法を選択し，確実な（応急）処置を行わないとい

とし，チューブステント挿入による排膿ドレナー

けないということ。医師 1 人ではなにもできず，

ジにとどめ，状態が落ち着いた時点で結石嵌頓が

緊急内視鏡症例に遭遇する度にチーム医療の大切

原因であれば結石の除去を，切除不能な腫瘍によ

さを痛感させられる。環境を整えることが冷静な

る閉塞の場合はメタリックステントへの入れ替え

判断を可能にし，適切な治療・救命に繋がると確

などを検討する。

信する。普段から緊急時に備え，物品の準備，オ

経乳頭的なアプローチが困難な場合，従来は

ンコール体制の整備，コメディカル（看護師，放

経皮経肝的胆道ドレナージ（PTCD： percutaneous

射線技師）との連携を構築しておくことが大切で

transhepatic biliary drainage）や外科的ドレナージ

ある。

へ移行せざるを得なかったが，最近は超音波内視
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文

2）藤城光弘，井口幹崇，角嶋直美，ほか：非静

献

1）日本消化器内視鏡学会，緊急内視鏡ガイドラ

脈瘤性上部消化管出血における内視鏡診療

イン，消化器内視鏡ガイドライン第 3 版．医

ガイドライン．Gastroenterological Endoscopy

学書院 2006：134-141．

2015；57（8）：1648-1666．

3．小児の内視鏡検査・治療の最前線
信州大学医学部

小児医学教室

中山

佳子

生児から検査が可能となり，様々な消化器症状の

はじめに
近年，小児における好酸球性消化管疾患や炎症

原因精査や治療を目的に行われている。悪性腫瘍

性腸疾患などの増加に伴い，消化器内視鏡検査を

のスクリーニングと治療，憩室出血に対する止血

必要とする小児患者が増加している。信州大学小

術が小児においてはほとんどない点が成人と大き

児科では，消化器内視鏡検査のトレーニングを積

く異なる。

んだ小児科医が年間 200 件前後の小児消化器内視

小腸カプセル内視鏡検査は，2015 年２月に小

鏡検査を行っている。これまでの経験に基づいた

児への適応が拡大された。国内では生後 10 ヵ月

小児の内視鏡検査の特徴，
「小児消化器内視鏡ガ

で体重 7.7 kg が最年少例として報告されている。

イドライン（2016）
」の概要を含め，小児内視鏡

一般的に 6 歳以下ではカプセルの嚥下が困難で

に関する教育講演の内容を概説する。

あり，内視鏡を用いた留置が前提となる。また，
万一滞留した場合の対応についても十分に検討の
うえ適応を決定する必要がある。小腸バルーン

成人と小児の正常内視鏡像の異同
乳児の胃体部は胃底腺の発達が未熟であるため

内視鏡検査は，経口的挿入が 3 歳で体重 13.5 kg，

にあたかも萎縮様に観察される。また，ヘリコバ

経肛門的挿入が 2 歳で体重 12 kg が，国内からの

クター・ピロリ（以下，ピロリ菌）に感染してい

報告の最年少である。

ない正常胃粘膜では，幽門腺と胃底腺の境界が萎

小児における代表的な疾患を表１に示す。偶発

縮境界のように観察されることがある。小児期の

症として最も多いのは鎮静に伴う一過性の低酸素

終末回腸は生理的なリンパ濾胞が発達しており，

血症（後遺症を残さない軽度なもの）
，稀ではあ

この所見は乳児でも観察される。一方，胃食道接

るが重篤なものとして出血，穿孔，鎮静に伴う呼

合部の食道粘膜に観察される柵状血管，炎症のな

吸循環系の重篤な合併症が起こりえる。検査のメ

い正常大腸の血管透見像は，乳児期から成人とほ

リットとデメリットを考慮のうえ，適応を慎重に

ぼ同様に観察できる。

決定する必要がある（図 1）
。
2．小児の消化管異物
小児の異物誤飲はコイン，玩具の頻度が高い。

小児内視鏡検査の適応と疾患の特徴

緊急内視鏡の適応となるのは食道の完全閉塞を伴

1．適応
小児に行われる内視鏡検査には，上部消化管内

う異物，食道のボタン型電池，鋭利な異物が代表

視鏡検査（EGD）
，大腸内視鏡検査（CS）
，小腸内

である。注意が必要な異物として，コイン型リチ

視鏡検査，内視鏡的逆行性膵胆管造影法（ERCP）

ウム電池（誤飲後 30 分で粘膜損傷がはじまる）
，
複数個のマグネット（消化管を挟みこんで接着す

がある。代表的疾患などの診断に有用である。
EGD と CS は細径スコープの登場によって，新

ると摘出困難）
，高吸水性ポリマー（水分を吸収
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表1

内視鏡検査で診断・治療される代表的な小児の
消化管疾患

食道

食道異物
逆流性食道炎
好酸球性食道炎

胃・十二指腸

ピロリ感染胃炎
十二指腸潰瘍

大腸

潰瘍性大腸炎
若年性ポリープ

小腸含む全消化管

クローン病
好酸球性胃腸炎
遺伝性ポリポーシス
新生児・乳児消化管アレルギー

表2

小児消化器内視鏡ガイドライン（2016）の概要

第1章

上部消化管内視鏡検査
Esophagogastroduodenoscopy（EGD）
第 2 章 大腸内視鏡検査 Colonoscopy（CS）
第 3 章 小腸内視鏡検査
（1）小腸カプセル内視鏡（SBCE）
（2）バルーン小腸内視鏡（BAE）
第 4 章 内視鏡的逆行性膵胆管造影法（ERCP）
第 5 章 鎮静・麻酔
第 6 章 洗浄・機器
第 7 章 インフォームド・コンセントとプレパレーション
第 8 章 内視鏡検査の際の抗菌薬投与
第 9 章 資料
インフォームド・コンセントのための書式，鎮静のための書式，
外来内視鏡検査のたけのパス・帰宅のための書式
日本小児栄養消化器肝臓学会ホームページ上で公開予定

メリット

デメリット

早期診断

偶発症

特異的治療

検査に伴う
苦痛・不安
学校・職場を
休む

成長・予後
の改善

図1

内視鏡検査の偶発症
EGD:2%
低酸素血症1.5%
出血 0.3%, 穿孔<0.1%
CS: 1.1%
出血
出血0.5%, 穿孔≤0.2%
鎮静の偶発症
重症：<1%
軽症:〜46%
低酸素血症, 無呼吸, 喉頭け
いれん, 徐脈, 血圧低下, 嘔
吐, 不穏・興奮, ふらつき, 複
視, 分泌物増加, 誤嚥性肺炎

小児の内視鏡検査の適応の決定
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表3

鎮静による小児内視鏡検査の安全対策

予期しない呼吸・循環不全に対応できる医療体制
・ 検査前の全身状態の評価（特に気道閉塞のリスク）
・ 小児用の気道確保用具と蘇生薬の常備
・ 患者監視に専従し，蘇生処置のできる医療従事者を配置
・ 緊急時の応援体制を院内で整備
・ 鎮静薬の投与から覚醒までの適切なモニタリングと経時的記録
HR，RR，BP，SpO2，EtCO2
・ 覚醒の確認と帰宅後の注意点と緊急時連絡先の説明

表4

乳幼児で挿入可能なスコープ径

・ 新生児の消化管内径
食道 5 mm，小腸 10-15 mm，大腸 10 mm
BW

EGD

2.5-5 kg
5-10 kg
> 10 kg

6 mm 以下上部細径
上部細径
成人用上部汎用

表5

CS

ERCP

≥ 6-mm 上部細径
上部細径
≥ 10-11 mm 大腸

7.5 細径
成人用

内視鏡検査を受けたこどもとその保護者にアンケート

・ 内視鏡検査前に何が不安でしたか？
1位
2位
3位

こども
痛い検査ではないか
寝ている間に終わるか
いつから食べれるのか

1位
2位
3位

保護者
内視鏡検査の偶発症
鎮静・麻酔の偶発症
痛い検査ではないか
病気が見つかるかもしれない

・ 内視鏡検査後に何が辛いと感じましたか？
1位
2位

こども
お腹がすいた
のどの違和感
下剤の内服

1位
2位

保護者
お腹がすいた
のどの違和感がありあそう
のどが渇いた

Hagiwara S, Nakayama Y, 他．Scientifica（Cairo）2015 から引用

して膨張し消化管の閉塞・穿孔）が挙られる。

明する症例もある。

3．小児の疾患の特徴

2）好酸球性食道炎，好酸球性胃腸炎
嘔吐，嚥下困難，食道の食物嵌頓では好酸球性

1）ピロリ菌感染症
長野県内の感染率は中学生約 3％，高校生約 5％

食道炎を鑑別に挙げ，縦走溝・輪状襞・白班など

と低下を認めるものの，小児期の重要な消化管疾

の特徴的内視鏡所見の有無を確認し，複数の食道

患の 1 つである。特に十二指腸潰瘍，思春期の鉄

生検を採取する。好酸球性胃腸炎は上部，小腸，

欠乏性貧血は除菌治療の効果が高い。内視鏡で特

大腸のすべての消化管に好酸球が浸潤する可能性

異的所見が乏しく，病理組織でピロリ菌感染が判

があり，十二指腸潰瘍を伴うことがある。症状は
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腹痛・嘔吐・下痢・血便と多彩である。病理組織

いる疾患によって異なる。小児における生検の

診断が確定診断に必要である。

目的は炎症の診断を目的とすることが大多数であ

3）新生児・乳児消化管アレルギー

る。当院では細径スコープ用の鉗子を用いて生検

近年増加が指摘されている疾患で，主にミルク

採取しており，これまでに生検後の出血や穿孔と

アレルギーが原因となるが，本症と診断された症

いった重篤な合併症は幸い経験していない。

例の約 1 割は母乳栄養である。下痢と血便を主訴

3．鎮静・麻酔の適応について
検査中の体動を抑制し安全に検査を行うため

に内視鏡検査をした本症では，大腸の発赤，リン
パ濾胞過形成などを認める。

に，また二度と内視鏡検査を受けたくなくという

4）クローン病

精神的トラウマを残さないように，鎮静・麻酔を

小児のクローン病では成長障害を合併すること

推奨している。鎮静か麻酔かの判断は，患者の全

が多く，また近年は小腸カプセル内視鏡で診断さ

身状態，予定されている内視鏡の手技，術者の技

れる小腸型クローン病も経験する。早期の治療介

量，各病院のスタッフや機器の整備などを踏まえ

入は，疾患による合併症の予防や成長期にあるこ

総合的に判断をする。鎮静下で行う場合は表 3 に

どもの発育の観点からも有用である。

示す安全対策を万全に行う。鎮静に用いる薬につ
いて，小児への一般的な用法，容量などを明記し

小児内視鏡検査の実際（小児消化器内視鏡ガイド

た。

ライン 2016）

4．機器の選択

日本小児栄養消化器肝臓学会は，小児の内視鏡

スコープの選択は，予定されている内視鏡検査

検査が安全性に十分な配慮をされたうえで標準的

の目的を達成するために必要な鉗子口径と患者の

な検査法を示すことを目的として，
「小児消化器

体格からみた挿入可能なサイズを考慮したうえ

内視鏡ガイドライン（2016）
」を作成，まもなく

で，安全性と患者の快適性を考慮して選択する。

公表の予定である。本ガイドラインは，日本小児

乳幼児における挿入可能なスコープ径の目安を表

外科学会，日本消化器内視鏡学会，日本小児麻酔

4 示す。現在，体重 10 kg 未満の小児用大腸スコー

学会，日本小児内視鏡研究会に作成協力を依頼

プがなく，体重 5 kg 未満の治療内視鏡に用いる

し，作成委員として消化器内視鏡技師も参加し

ことのできる処置具が限られるといった課題が

た。ガイドラインは表 2 に示した内容を網羅し，

残っている。
小児内視鏡の専門医施設へのアンケートでは，

小児の検査における適応，偶発症，消化管前処置
などに言及している。

小中学生であっても細径スコープが選択される比

1．前処置について

率が高く，検査中の痛みや嘔吐反射の軽減，これ

EGD の前処置は，原則として検査前日の夕食

に伴う鎮静薬の投与量を最低限にできることが要

後から絶食とし，少なくとも清澄水摂取後は 2 時

因と考えられた。

間，母乳摂取後は 4 時間，人工乳や食事摂取後は

5．インフォームド・コンセント
こどもと保護者の内視鏡検査前の不安と検査後

6 時間以上の絶食時間を取るが，基礎疾患や全身
状態を考慮して症例ごとの判断を推奨している。

に自覚した苦痛に配慮し（表 5）
，発達段階や理解

CS については，検査前日の夕食後から絶食とし，

に合わせた事前のインフォームド・コンセントを

各種下剤や浣腸，あるいは両者を組み合わせるこ

得るための説明書をガイドラインの資料として作

とを推奨している。下剤の使用量の目安，注意点

成した。

を明記した。
小児内視鏡検査の展望

2．生検の適応について

海外では小児内視鏡検査は小児消化器病の専門

臨床的に粘膜病変を疑う場合には肉眼的所見に
関わらず，生検採取することを強く推奨してい

医が行っており，各小児病院では年間 2 ～ 3, 000

る。実際の生検部位や個数については，疑われて

件の検査が行われている。一方，本邦では小児内
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視鏡を行う小児科医のいる地域は，およそ 20 都

の軽減，消化管前処置に伴う苦痛の軽減，適切な

道府県に留まり，地域的にも都市圏に偏在の傾向

機器の選択，鎮静下検査の安全性の確保などにお

がある。このような状況を改善すべく，日本小児

いて，小児内視鏡に精通した内視鏡技師の今後の

栄養消化器肝臓学会は小児内視鏡ハンズオンセミ

活躍を期待する。また，多くの小児病院には内視

ナーによる小児内視鏡医の育成，小児内視鏡ガイ

鏡技師が在院しておらず，本学会の活動が小児病

ドラインの整備などに取り組んできた。地域格差

院のコメディカルに広まることを強く希望する。

なく小児消化器内視鏡検査が安全に行われる環境
連絡先：〒 390-8621

の整備は，これからの大きな課題である。

長野県松本市旭 3-1-1

TEL ：0263-83-6119
FAX：0263-37-3089

おわりに
小児の内視鏡検査の普及において，内視鏡技師
の役割は非常に大きい。特に患者や保護者の不安

― 165 ―

E-mail：ynaka@shinshu-u. ac. jp

日本消化器内視鏡技師会会報 No.58

ランチョンセミナー
L1

① 明日から使える！故障を減らす実践テクニック
－当院における故障予防の取り組み－

医療法人山下病院

臨床検査部

内視鏡科

馬場
スコープにおける修理内容は，鉗子チャンネ

朱美

7 項目である。

ル，先端部やレンズ，コネクター水被りや腐食な
ど様々なものがある。故障が起こると当然ながら

1．午前洗浄担当者の再検討

患者に直に影響し，検査は滞り，これが施設に

数年前まで，午前の忙しい時間帯の洗浄室は新

とって唯一無二の機種であった場合は最悪で，さ

人や看護学生の担当が多く，その後は看護助手も

らに修理費も上がる。施設によっては臨床工学技

配置された。教育・知識・経験のすべてが未熟で

士など専門知識のあるスタッフが機器管理を行う

あるスタッフ同士が担当する中で，水被り等のト

場合もあるが，多くの施設では機器管理や修理費

ラブルが発生。経験豊富な常勤内視鏡スタッフと

削減に向けた取り組みを，日々の業務の中で継続

看護助手の 2 人で担当する体制へ変更し，看護助

的に行うことが難しいであろう。今回，故障を減

手へもスライドや実践を用いた再教育を行った。

らす実践テクニックとして，当院における故障予

2．シンクの衝撃軽減対策
一次洗浄シンクには全面にバスマットを敷き衝

防の取り組みを紹介する機会が与えられたためこ

撃を軽減した。

こに報告する。
当院の 2015 年の年間検査数は 14, 130 件であり，

3．一次洗浄用ブラシの変更

年々増加傾向にある（図 1）
。しかしながら年間の

金属製のリユース製品から，やわらかいディス

スコープ修理費の推移は，多少の山はあるものの

ポーザブル製品のブラシに変更した。ブラッシン

年々減少している（図 2）
。では，どのような取り

グ時の金属による摩擦の防止をした。

組みでスコープの故障を減らし修理費抑制が可能

4．防水キャップの声だし確認をした。

となったのか。実際の取り組みは，大きく下記の

5．先端保護チューブの導入をした。

検査数の推移（単位：件）

スコープ修理費の推移（単位：円）

予想値

図1

図2
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図表

写真 1

写真 2

るとシールがピンク色に変色するようになってい
る（写真 3）
。
7．2 本掛け洗浄機のルールの徹底
細径スコープ使用の機会も増え，取り扱いはよ
り愛護的に行うべきである。スコープ同士による
負荷をより軽減するため，細径スコープは上段へ
設置し洗浄した。
以上が，当院の具体的な取り組みであるが，特
別なことは何もしておらず，これらを実践するこ
とは，時間がない・面倒といった言い訳をしなけ
れば簡単である。これらの必要性を理解し，定着

写真 3

そして継続させることが残念ながら難しい。人の
心を動かすこと，すなわち意識させることが最も

検査前後・検査間は保護チューブを使用するこ

骨の折れることである。
この「意識する」
「意識させる」ことは，日々

とで，先端部やレンズ欠けの故障が減少した。

の多忙な業務の中，またスタッフのローテーショ

6．コネクター部浸水防止の拭き取り
当 院 洗 浄 機 は OLYMPUS 社 製 OER-3（2 本 掛

ンがある施設では尚更であるが，自分たちだけ

け）を 4 台使用。1 本洗浄や他メーカースコープ

で行うには限界もある。そこで必要となるのが

も洗浄するため，漏水検知チューブを頻繁に取り

OLYMPUS 社の協力である。当院では特に下記の

外すことから，
（写真 1）を洗浄機に貼るなどして

3 項目において OLYMPUS 社の協力を得ている。

注意喚起。また，防水キャップ側も水滴をよく拭

まさに「縦の糸はあなた（メーカー）
，横の糸

く（写真 2）
。また当然ではあるが，
検査間は毎回，

は私」である。

しっかりとアングルをかけて漏水検知を行う。ス

①新入職者は院内で機器取扱いを受講

コープのピンホール等が拾い上げられ，水被りに

数年前より新入職や育休明け等のスタッフは，

よる内部腐食からの故障予防となり，当院もこの

院内でスライドや資料を用いた OLYMPUS 社

2 ～ 3 年は，内部腐食による故障は起きていない。

による機器取扱いを受講した。スタッフ間で

EVIS LUCERA ELITE シリーズでは防水キャッ

の伝達では過不足が生じる恐れもあるため，

プ不要の構造になっているが，コネクター内部に

OLYMPUS 社よりスコープの特性から洗浄機

浸水の可視化のためのシールが内蔵され，浸水す

の取り扱いまでの一連を学び，これを受講しな
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ければ内視鏡に触れることができない体制とし

ての責務（責任と義務）を担うことを意識でき

た。

る環境が整った。

②故障修理発生時の発生要因の検討と改善
故障や修理が発生した場合は，OLYMPUS 社と

まとめ

共に迅速に発生要因を検討し改善，啓発の体制

・ あきらめないで！専門のスタッフが不在であっ
ても故障は減らせる！

とした。

・ 自分たちの取り扱いを今一度振り返ろう！

③修理発生件数や修理金額の報告会
OLYMPUS 社よりスコープの修理発生件数や修

・ 洗浄前後のスコープの取り扱いは要注意！

理金額の報告会を実施した。スタッフ全員で報

・ メーカーを最大限に利用して意識改革を！

告会に参加することで，取り扱い者の一員とし

・ 故障や修理費削減で自分たちにもメリットを！

L1

② 当院における故障予防の取り組み
旭川赤十字病院

検査専門室

中田

千佳

故障予防の取り組みへのきっかけ

はじめに
2013 年に内視鏡システムを更新したが，スコー

2014 年度の症例数の増加に伴い修理費が 900

プの経年劣化が目立ち，内視鏡の検査数増加に伴

万円を超えた。院内では経費削減に向けてすべて

い修理件数も増加した。その中でもレンズの修理

の部署が取り組んでおり，当部署も病院方針の 1

は高額である。

つである健全経営に協力することを検討した（表

今回，スコープ先端保護チューブ（以下，保護

1）
。

チューブ）を用い修理件数を減少させることがで
保護チューブ導入の経緯

きたので報告する。

内容別修理件数では，2014 年度から先端レン
ズ系と挿入部の修理割合が多くなっている。ここ

検査専門室の概要
病床実働数 514 床の急性期病院の検査専門室

に着目し，保護チューブの導入を検討した。保護

は，消化器内科医師 8 名，看護師 15 名（消化器

チューブが内視鏡修理件数の削減に有用であった

内視鏡技師 8 名，師長 1 名含む）
，看護助手 2 名，

ことが第 74 回消化器内視鏡技師学会で発表され

事務職員 1 名で，看護師は内視鏡検査，放射線科

ている。挿入部の故障は医師の取り扱いが原因の

検査，肝生検などの介助を行っている。勤務体制

場合があり，すぐに修理金額を減少させることは

は常日勤で，休日・夜間は 1 名の待機制である。

困難だが，レンズの故障は保護チューブにより修

内視鏡システム台数は 5 台あり，午前中は EGD

理費を減らせる可能性が高く，人数の多い看護師

を 3 部屋，午後は CS を 2 ～ 3 部屋，BF は陰圧

の努力で削減可能と考えた。院内の各部署目標発

換気ができる気管支鏡室，ERCP などは別棟の透

表会で経費削減の目標値を，2015 年度の修理件

視室で行っている。

数 10 件から 2016 年度は 8 件と提示した。金額と

検査数は年々増加し，2015 年度は EGD 7, 421

してレンズ 2 本分の修理費 100 万円が削減可能で

件，CS 1, 972 件，ERCP 353 件，総検査数 10, 290

ある。これらの根拠を提示し看護部の協力を得て

件である。

病院に要望し，保護チューブ 100 本（30 万円）の
購入が実現した（表 2）
。
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保護チューブの使用方法

前か後のものかは不明である。湾曲部不具合は

1．保護チューブの運用

2015 年度 4 件だったが，2016 年度 9 月時点では

運用に向けて，取扱いマニュアルを作成した。
マニュアルは，写真を多用し一目でわかる工夫

0 件で先端レンズと湾曲部の不具合が減少し効果
がみられた（表 4）
。

や，院内感染管理室の意見を取り入れ感染防止に
配慮し，中央材料室と洗浄に関する運用を取り決

その他の故障予防活動

めた。取り扱いについてのスタッフへの勉強会は

内視鏡未経験のスタッフへの教育はプリセプ

洗浄専任スタッフの看護助手も含めて全員にデモ

ター制度の導入と技術チェックリストを使用して

ンストレーションを実施した。医師には検査直前

いる。医師への協力依頼では異動してきた医師や

にチューブを外してもらうように依頼したが，医

研修医へ故障予防のための手技伝達を行ってい

師の異動が多く手技の徹底が困難だったため看護

る。洗浄専任スタッフへの教育は内視鏡技師が専

師がチューブを外す方法に変更した。保護チュー

門的な指導を行い，スタッフへの継続的な教育は

ブの運用開始は 4 月から下部検査のみ，7 月から

オリンパスに機器取り扱い講習を年 1 回，修理内

全症例で開始した（表 3）
。保護チューブはレンズ

容についての勉強会を適宜依頼している（表 5）
。

の保護のため常に装着しているのが基本である

このような取り組みの結果，内容別の年度別修

が，検査中や洗浄機での洗浄時，保管庫に収納時

理件数で示す通り，他の修理に比べ，鉗子チャン

は使用禁止である。保護チューブのサイズは経鼻

ネルの故障が少なかった（表 6）
。
また，防水キャップの付け忘れについては，防

スコープで M を使用すると抜けやすいため S サ

水キャップとスコープをつなぐチェーンを装着

イズを使用し，必要本数を購入した。

し，2014 年度に修理件数が 1 件あったが，今は 0
件である。

2．保護チューブの洗浄，消毒方法
中央材料室と取り決めた内容は，使用後は保護

その他，報告システムの明確化を図り故障の早

チューブを専用の容器に入れて中央材料室へ運搬

期発見に努めている。1 つ目は臨床工学技師（以

し，ウオッシャーディスインフェクターで洗浄す

下 CE）に，機器故障時の対応や業者への連絡の

る。洗浄後は清潔なビニール袋に入れて運搬す

協力を依頼している。2 つ目はリーダー制度の導

る。

入で，2013 年度よりリーダー中心の看護体制に
変更し，情報の集約に努めている。3 つ目は部署
の係活動で，業務，物品，教育，感染・事故防

3．保護チューブ取り扱い時の注意事項
始業前点検では装着されている保護チューブを
ずらしてアングル・送気送水点検を行う。ベッド

止係が相互作用し故障予防に取り組んでいる（表
7）
。

サイド洗浄では保護チューブからスコープが脱落

さらに様々な点検表を作成し，毎日点検してい

するのを防止するために両方保持する。用手洗浄

る。
「内視鏡機器日常点検表」では，それに基づ

時では保護チューブの内腔洗浄時以外は常に保護

き毎朝，検査開始前に使用するシステムやスコー

チューブを装着しておく。洗浄機での洗浄終了後

プを点検し，
「内視鏡日常点検不具合記録表」で

では，スコープ先端の水分除去後，すぐに保護

は，スコープ別に不具合があった場合，経過観察

チューブを装着する。

か業者に修理依頼など対応した内容も記載し，点
検するスタッフが変わってもスコープの状態をす
ぐに共有できるようにしている。

保護チューブの効果
2015 年度は先端レンズの不具合が 12 件だった

「内視鏡システム，スコープ修理依頼連絡票」

が，2016 年度 9 月時点で 2 件である。この 2 件

では，スコープやシステムの種類，不具合の内容

については A ゴム劣化など他の不具合で修理依

を細かく記載し，CE に報告している。CE は内容

頼した際に発見されたもので，保護チューブ導入

確認後業者に連絡し，業者からの問い合わせがあ
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れば，この用紙で共有でき，連絡がスムーズにな

おわりに
故障予防に取り組むことは，安心・安全・安楽

り修理までの時間も短縮できたと考える（表 8）
。

な検査をするために必要不可欠である。今後も課
題解決に取り組み，質の高い検査介助を目指すこ

今後の課題

とが重要である。

今後の課題は以下の点が挙げられた。
1）保護チューブの装着手技の統一。2）CE と
の保守管理業務の協働継続。3）内視鏡未経験ス
タッフへの教育継続。4）異動の医師へのスコー

参考文献
1）日本消化器内視鏡技師会会報 2015. 3；54．

プ取り扱いの協力依頼。5）スコープ挿入部の故
障予防についてオリンパスからの定期的な勉強会

連絡先：〒 070-8530
北海道旭川市曙 1 条 1 丁目

の継続。

TEL：0166-22-8111

L2

① 下部消化管内視鏡治療の実態と介助の工夫
－ cold polypectomy，EMR，ESD について－

京都府立医科大学
背

消化器内科

吉田

直久

imaging（BLI）などを用いた拡大内視鏡観察を全

景
大腸がんは年々増加し 2015 年の統計（国立が

例に行っている 1）。用いるデバイスはスネア径

ん研究センター発表）では罹患数は 13 万 5800 人

16 mm までのものを用いている。電気コードを

に上り全癌腫で最も罹患数の多く日本人が最も罹

有さない CSP 専用のスネアもあり（Exacto，US

患しやすい癌となったことが報告されている。国

endoscopy），他のスネアに比べポリープを切れや

策として早期発見のため便潜血検査による大腸が

すい設計となっている。我々の施設では 1006 病

ん検診が 40 歳以上の方に毎年勧められており，

変 357 例に施行しており一括切除率 98.8％であ

陽性者には精査として大腸内視鏡検査が一般に

り，15.2％（152 例）になんらかの抗血栓療法が行

行われている。しかし本邦の検診受診率 30％強，

われていたがそれらを休薬せず治療を行い後出

陽性者の精査受診率 70％弱であることが大きな

血は 0.2％（1 例）に認めたのみである。CSP の適

問題である。内視鏡機器の進歩により早期で大腸

応は長径 10 mm 未満としている施設が多いと思

癌を発見し，体に負担の少ない内視鏡治療で切除

われるが長径 10-14 mm であっても一括切除率は

することが可能となってきている。また前癌病変

92.0％とやや低いが分割切除で対応もでき後出血

である大腸ポリープ（腺腫）の切除が大腸癌予防

も 0.8％に認めるのみであり比較的安全な治療が

につながることが明らかになっており内視鏡的に

可能ではないかと考えている。長径 15-25 mm の

ポリープを切除することが行われている。

良性病変においては内視鏡的粘膜切除（EMR）を
行っているが，より効率よく一括切除ができる

各種内視鏡治療

よう 0.13％ヒアルロン酸ナトリウム（3 倍希釈ム

各種治療法は腫瘍サイズおよび癌か否かでその

コアップ  ）および堅めのスネア（Dualoop M，メ

適応が決まっている。当施設では良性であれば長

ディコスヒラタ）を用いて行っている。我々の報

径 14 mm 程度までは cold snare polypectomy（CSP）

告では同液を用いることで生理食塩水に比べて

を行っている。また良悪性の診断には Blue laser

10％程度の完全切除率の向上が得られている 2）。
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また膨隆が高く，そして長く維持するため急がず

レーニングにも有用でありぜひ今後ますますの普

慎重にスネアリングをすることが可能である。癌

及がなされればと考える 3）。

病変においても長径 20 mm までは基本的に EMR

介助者の工夫としては，検査においても治療に

で治療を行っている。確実な断端を確保するため

おいても何が行われているかを理解することから

に腫瘍周囲をスネアの先端で切開する precutting

重要であると考える。何をしているか全くわから

EMR も併用している。そして長径 20 mm 以上の

なくてはいつ手技が終わるか予測できないし次に

癌や 3 cm の良性腫瘍に対しては内視鏡的粘膜下

やるべきことも思いつかない。そこがしっかりし

層剥離術（ESD）を行っている。これまでに 970

ていれば各種デバイスの扱いにもより興味をもつ

病変に対して行ってきたが一括切除率 93.2％，平

ことができ術者とともによりよい検査や治療を患

均施行時間 84.7 分，穿孔率 4.2％，後出血 1.9％

者に提供していくことができると考える。

である。ESD ナイフは種々のものが使用可能だ
が我々の施設では先端系であるフラッシュナイ

文

献

フ BT-S 2 mm（富士フイルム）で先発し，困難局

1）Yoshida N，Hisabe T，Hirose R，et al.：

面ではハサミ型ナイフであるクラッチカッター

Improvement in the Visibility of Colorectal

3）

5 mm を併用している 。特にスコープ操作困難，

Polyps using Blue Laser Imaging. Gastrointest

強い呼吸性変動，および粘膜下層に太い血管が乱

Endosc 2015；82：542-549．

立する例などではクラッチカッターが効果的で

2）Yoshida N，Naito Y，Inada Y，et al.：Endo-

ある。局注液には 0.4％ヒアルロン酸ナトリウム

scopic mucosal resection with 0.13％ hyaluronic



（ムコアップ 原液）にインジゴカルミンを加えて

acid solution for colorectal polyps less than

使用している。我々の報告では内視鏡操作困難や

20 mm : A randomized controlled trial. J Gastroenterol Hepatol 2012；27：1377-1383．

高度線維化は一括切除不能の risk factor であるた
め，事前に内視鏡検査を必ず行い，事前に適切

3）Yoshida N，Fernandopulle N，Inada Y，et al.：

なストラテジーやデバイスを決定するようにし

Training methods and models for colonoscopic

ている。ESD をマスターしていくにあたっては

insertion，endoscopic mucosal resection, and

animal model を用いた修練法が効果的であり定期

endoscopic submucosal dissection. Dis Dig Sci

的に企業のサポートを得ながら行っているが，こ

2014；59：2081-2090．

れは術者だけでなく介助者のデバイスの操作のト

L2

② 安楽な上部消化管内視鏡検査・安全確実な ESD を目指して
独立行政法人地域医療機能推進機構（ JCHO） 大阪病院
消化器内科

背

山本

克己

や大きく，鎮静剤を使用するケースが増えてきて

景
近年，内視鏡機器は急速な発展を遂げ，Blue

いる。また，近年開発された内視鏡的粘膜下層剥

laser imaging（BLI）や Linked color imaging（LCI）

離術（ESD）は，腫瘍径の大きな早期胃癌や表在

などの画像強調や拡大内視鏡により，癌の診断精

食道癌に対する根治的治療として，革新的治療で

度が大きく向上した。一方，高解像度のスコー

あるが，高度な技術を有し，出血や穿孔などの重

プは経口で，非鎮静下では，患者さんの苦痛がや

篤な合併症の頻度が高いなどの問題点がある。本
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講演では，画像強調拡大内視鏡診断と，患者さん

で有効性が高いと報告してきた。胃でも，病変へ

に上部消化管内視鏡検査を安楽に受けていただく

の近接困難例，粘膜下層の線維化症例などでは有

ための工夫，自身が開発したクリップフラップ

効性が高く，具体的な手順について今回報告した

法

1-3）

をはじめ，安全確実な ESD を行うための

い。
また，術野の視認性を高めるため，レンズの曇

治療手技や介助の工夫について，呈示したい。

り止めの効果をクリアッシュと従来品と比較した
画像強調拡大内視鏡検査と安楽な上部消化管内視

ところ，クリアッシュは従来品に比べレンズの洗

鏡検査

浄効果が高く，ESD 時においても術野の視認性

画像強調拡大内視鏡を用いることにより癌部の

向上に非常に有効であった。クリアッシュは，ポ

血管構造や表面構造が明らかとなり，八尾らが

リオキシエチレンが主成分で，従来品に比較し，

考案した VS Classification により，生検を行わず

人体への安全性が高く，レンズの洗浄および曇り

とも，癌の診断を行うことも可能になった。今

止めとして第一選択になるべき薬剤と考えられ

回，富士フイルム社が新しく開発した BLI や LCI

た。
ESD を安全に行うためには，穿孔時に備え，

などの画像強調内視鏡を施行したが，BLI 拡大で
は，癌部の血管構造や表面構造が極めて明瞭と

CO2 送気を用いることが非常に重要であり，治療

なり，胃や食道の微小癌の発見や癌の範囲診断が

前に確実に確認する必要がある。当院では，患者

容易であった。一方，これらの検査を安楽に行

誤認と CO2 送気の確認を主な目的とし，タイム

うため，鎮静剤の投与にニーズが高まっており，

アウトを行うことにした。具体的に，治療開始

当院では，内視鏡総件数は 2013 年度が 8492 件，

前に，術者と介助者すべてが他の作業を一旦中

2014 年度が 8775 件，2015 年度が 9402 件と著明

止し，患者名と処置内容，ネームバンドの確認，

に増加してきているが，鎮静割合も 14％，22％，

送気 Off，CO2 送気 On の確認を行うことにした。

37％と年々増加してきている。当院では，鎮静剤

開始後，スタッフにアンケートを取ったところ，

としてドルミカムを主に使用しているが，安楽に

90％がタイムアウトは絶対必要と答えており，ア

検査が受けられる一方，リカバリーが必要などの

クシデントの防止に役立ち，一体感を強めるとの

デメリットがある。リカバリーの時間を短縮する

声が多かった。

ため検討を行ったところ，最終薬剤投与から検査
終了までに 21 分以上要した患者が 35％おり，う

まとめ

ち 30％は検査後，早期に覚醒し，早期退出が可

これらの工夫を踏まえ，患者さんにとって，安

能であった。以上から，当院では，検査終了時間

楽な内視鏡検査，安全確実な内視鏡治療が行える

でなく，薬剤最終投与時間を目安に，退室時間を

よう今後も努力してきたい。

決めることとした。
文
安全確実な内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）

献

1）Yamamoto K et al.：Endoscopic submucosal

ESD では，出血や穿孔などの合併症が問題と

dissection using endoclips to assist in mucosal

なるが，粘膜フラップを形成させ，綺麗で見や

flap formation（Novel technique :“Clip flap

すい術野を作ることが最重要点であり，最近は

method”）
. Endoscopy UCTN 2012；44 Suppl 2

Near-side approach と呼ばれる，手前半分から切

UCTN：E 334-335．

開剥離を行っていく方法が注目されている。しか

2）Yamamoto K et al.：Endoscopic submucosal

しながら，この手技を用いても，粘膜フラップの

dissection for large superficial colorectal tumors

形成に苦慮することが見受けられ，その際に我々

using the“clip-flap method”
. Endoscopy 2015；

はクリップを粘膜フラップの代わりとして使用す
るクリップフラップ法を開発し，特に大腸 ESD

47：262-265．
3）Yamamoto K, et al.：Effective use of the“clip-
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flap”method for the endoscopic submucosal

gastric tumor. Endoscopy 2015；47 Suppl 1

dissection of a difficult-to-approach superficial

UCTN：E 318-319．

L3

① 当院内視鏡室における JCI への取り組みそして熊本地震
済生会熊本病院

消化器病センター

江口

洋之

熊本地震の際には，全国各地の皆様方より多大

mission の国際部門として設立された医療機能評

なるご支援を賜りました。心より感謝申し上げま

価機構で，｢ 医療の質と患者安全の継続的な改

す。

善 ｣ を目的としています。当院は 2013 年 11 月に

当院では前震・本震とも 30 分後には大規模災

JCI 認証を取得致しましたが，内視鏡室は厳しい

害受け入れ態勢が作られ，本震当日は 300 名を超

監査が入る部署であり，複数回の監査がありまし

す救急患者に対応致しました。本震後，電気は数

た。JCI では内視鏡検査・治療とも手術行為に相

時間後に復旧しましたが，水道が 10 日間復旧せ

当するため，タイムアウトや鎮静評価，転倒リス

ず，井戸水だけでやりくりせざるをえませんでし

ク評価等が必要です。認証時，患者動線とスタッ

た。貴重な水は主に透析に使う必要があるため，

フ動線の交差，および清潔スコープと不潔スコー

その間の内視鏡室は通常検査を中止し，緊急内視

プの動線の交差を指摘されましたので，当院では

鏡のみの対応となりました。しかし，地震直後は

内視鏡室の改修を行ってそれらの交差を解消し，

消化性潰瘍患者が通常より多く発生し，緊急内視

次回 2017 年の更新に備えております。

鏡も少なくありませんでした。大規模災害はいつ
どこでも遭遇する可能性があるため，普段から発

連絡先：〒 861-4193

災時対応の確認や災害訓練等に真剣に取り組み必

熊本県熊本市南区近見 5-3-1

要があると思われます。

済生会熊本病院

消化器病センター

TEL：096-351-8000（代表）

JCI（ Joint Commission International）は米国の医
療機関を対象とした第三者評価機構 Joint Com-

L3

② あなたの知らない内視鏡洗浄消毒装置の世界
済生会熊本病院

臨床工学部門

髙宗

伸次

（以下 JCI）の認証を取得し，2016 年 4 月には熊

はじめに
今回，ジョンソン・エンド・ジョンソン社より


新型内視鏡洗浄消毒装置 ENDOCLENS Neo が発

本地震を経験したため，これらと内視鏡洗浄消毒
装置の関りについて紹介する。

売される。今回のセミナーではこの機能の紹介と
感想に加え，当院は 2013 年 11 月に国際的な医療

1．熊本地震と内視鏡洗浄消毒装置

機能評価機構である Joint Commission International
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リスクマネジメント機能
•ディスオーパ®トレーサビリティ
•流量計・圧力計

・カプラカラーリング
・ガスフィルター

操作簡便性
•各種フィルターの交換の簡便化
•消毒剤のタンクへの直接投入
•洗浄槽すすぎメニュー

・セルフチェック
・タッチパネル

効率性の向上と清潔環境
•洗浄工程 約16分
•供給圧に影響されない送水圧
•防水カバーの消毒剤吹きかけ

図

・スリム化
・接続カプラの浸漬
・毎サイクル循環路消毒

ENDOCLENS  Neo の特徴

は全職員への周知徹底と実践であり，現場のリー

地方にて最大震度 7 の地震が 2 度発生した。
当院全体としては，構造は保たれていたもの

ダーだけでなく若手スタッフにも質問されるとい

の，至る所に被害を受けており，内視鏡室でもス

うことであると考える。内視鏡洗浄消毒装置は医

プリンクラー配管の破損により天井から水が漏れ

療機器の項目にて評価されるが，
「訓練されたス

ている状態だった。内視鏡機器の故障はなかった

タッフ」が「メーカー推奨のメンテナンス」を行

が定位置から大きく移動しており，特に内視鏡洗

い，
「メーカー推奨の使用」をし，それらを「記

浄消毒装置ではその重さのためか壁のコンセント

録」しているかということが重要となり，
「消化

ごと外れており，床には消毒剤が漏れていた。ラ

器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実

イフラインに関しては，停電は 1 日ほどで復旧し

践ガイド」や「消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチ

たが約 10 日間断水しており，その間は井水にて

ソサエティガイドライン」などの順守こそが一番

対応した。

の近道といえる。

このように地震に限らず災害時には様々な事態
が発生し，その中で内視鏡洗浄消毒装置を使用す

3．新型内視鏡洗浄消毒装置 ENDOCLENS  Neo

るために①災害前の備えとしてストッパーの徹底

の性能評価

と消耗品の確保，停電や断水時の非常電源や井水

ENDOCLENS  Neo の機能の詳細については機

の備え。②災害直後の機器点検。③災害後，水道

器カタログなどを参照していただきたいが，特徴

水の水質低下による 1 ヵ月未満での水フィルター

として①リスクマネジメント機能，②操作簡便

目詰まり時の交換。といった対応が必要となる。

性，③効率性の向上と清潔環境がある（図）
。

もちろん各施設により状況は異なるため，内視

このように ENDOCLENS  S および D にはな

鏡洗浄消毒装置が使用できない場合の用手消毒な

かった様々な機能が搭載されており，特にセルフ

ども踏まえて災害時のシミュレーションをするこ

チェック機能により簡便に装置の状態が確認でき

とが重要となる。

ることで感染のリスク回避ができ，前述した地震
後のような機器の信頼性が低下している状況でも

2．JCI と内視鏡洗浄消毒装置

役立つ。また，安定性の高いフタラール製剤で

JCI の第 5 版では 14 の領域，1156 の評価項目

あるディスオーパ  の使用や，タッチパネルでの

があり，病院機能評価との違いは評価項目や更新

メッセージを確認しながらの操作できる安心感は

期間，評価期間など様々であるが，最も違うこと

そのままに，各フィルター，洗浄液などの交換が
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簡便になり，ストレスなく適切なメンテナンスが

結

可能となった。

語
安全な内視鏡洗浄消毒をするために進化する内

視鏡洗浄消毒装置の機能を活用しつつ，適切に管
理し，取り組むことが重要である。

L4

大腸内視鏡前処置におけるリスクマネジメント

－経口腸管洗浄剤による腸閉塞・腸管穿孔の対策してますか？－

医療法人社団

宮地医院

昭和大学横浜市北部病院

副院長
消化器センター

加古川中央市民病院 消化器内科

兼任講師

医長（嘱託医）
宮地

本講演では，経口腸管洗浄剤内服に伴う副作

英行

厚生労働省より「経口腸管洗浄剤（ニフレック ）

用・偶発症の中で，とくに腸閉塞・腸管穿孔につ

による腸管穿孔および腸閉塞について」緊急安全

いて，昭和大学横浜市北部病院消化器センターで

性情報が発表された。昭和大学横浜市北部病院

経験した事例を検証し，内視鏡室・外来看護師と

消化器センターでは，2001 年 4 月から 2014 年 12

もに構築したリスクマネジメントの体制を紹介す

月までに腸閉塞 10 例，腸管穿孔 2 例を経験し，

る。

その間に 66, 260 件の大腸内視鏡件数があり，頻
度は約 0.02％であった。経験した症例のほとんど

1．経口腸管洗浄剤による腸閉塞・腸管穿孔の概

は大腸癌，とくに左側の大腸癌であった。大半が
緊急・予定外手術となり，半数以上に人工肛門が

要と発生のメカニズム
大腸内視鏡検査の前処置として多くの施設で

造設された。

polyethylene glycol 電 解 質 液（PEG 液 ＝ ニ フ レ ッ


PEG 液による腸閉塞・腸管穿孔の発症メカニ



ズムについて概説する。大腸に癌などの狭窄部位

配合内用剤）が経口腸管洗浄剤として汎用されて

がある場合，PEG 液とともに便塊が狭窄部位に

ク 配合内用剤，高張性 PEG 液＝モビプレップ

いる。昭和大学横浜市北部病院消化器センター

到達し，堆積して詰まって，腸閉塞の状態になる

の前処置法は，前日夜にセンノジド 2 錠を内服

（図 1）
。この状態で PEG 液がさらに口側より流

し， 当 日 は 排 便 状 況 を 確 認 の う え， ジ メ チ コ

れ込み，口側腸管の内圧が上昇し，ついには腸管

ン 200 mg を内服後，内服チェックシート・排便

の脆弱な部分より腸管穿孔をきたす（図 2）
。

チ ェ ッ ク シ ートを用いて，PEG 液 2 L を 120 分
で，もしくは高張性 PEG 液 1.25 L ＋水分 0.75 L

2．事例検討とリスクマネジメントの実際

を 105 分で内服している 1）。

本講演では，まず開院当初の症例を紹介する。

PEG 液は，腸管狭窄例では腸閉塞・腸管穿孔

増悪傾向の便秘があり腹部腫瘤も触知したが，内

をきたす可能性がある 2）。重篤例では死亡例も

視鏡検査前に CT は施行されず，検査当日も排便

ある。販売元の EA ファーマ株式会社によると，

のない状態だったが，PEG 液を 2 L 服用させた。

1992 年の発売から 2012 年 1 月までに腸閉塞 60

腹部 X 線でニボーを認め，腸閉塞と診断された。

例（うち死亡例 10 例）
，腸管穿孔 34 例（うち死亡

この症例は，外来で増悪傾向の便秘と腹部腫瘤か

例 13 例）が報告されている。2003 年 9 月には，

ら腸管狭窄の存在を念頭におき，腹部 CT を行う

― 176 ―

日本消化器内視鏡技師会会報 No.58

便塊

腸閉塞
腸管穿孔

狭窄（癌）

図１-2 腸閉塞・腸管穿孔の
発症メカニズム

図１-1 腸閉塞・腸管穿孔の
発症メカニズム

PEG 液とともに便塊が狭窄部位に到達し，堆積して詰まって腸閉塞となる。
腸閉塞の状態で PEG 液がさらに口側より流れ込み腸管内圧が上昇する。脆弱
な部分で腸管穿孔する。

排便あり

ニフレック内服
（1000ml）

ニフレック内服
（1000ml）
あり

排便あり
排便なし

グリセリン浣腸
排便なし

前日or当日
朝の排便
なし

排便あり
グリセリン浣腸

「投与注意例」
排便なし

→個別に対応

図２ 経口腸管洗浄剤内服フローチャート（ニフレック ®用）

前日・当日朝の排便の確認から始まる PEG 液内服フローチャートを作成した。
排便がない患者には浣腸するなどの追加処置をして排便を促し，排便があれば
PEG 液を内服する。追加処置をしても反応便がない場合は PEG 液を内服させず，
「投与注意例」として看護師は医師に報告し個別に対応する。
PEG 液を半分量内服した時点でも排便を確認し，排便がないときは追加処置をし
て，反応がない場合は同様に「投与注意例」として個別に対応する。
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排便あり

水250ml
モビプレップ250ml
水250ml

モビプレップ500ml
水250ml
モビプレップ500ml

排便あり

あり
前日or当日
朝の排便

排便なし

なし

排便あり

グリセリン浣腸
排便なし

グリセリン浣腸

「投与注意例」
→個別に対応

排便なし

図３ 経口腸管洗浄剤内服フローチャート（モビプレップ ®用）

当センターではモビプレップ  による脱水予防の観点から，モビプレップ  500 ml  水分
250 ml  モビプレップ  500 ml  水分 250 ml  モビプレップ  250 ml  水分 250 ml を 105
分で内服する。半分量内服時の排便チェックについては，モビプレップ  の場合，ちょう
ど半分量では排便がないことがしばしばあったため，モビプレップ  500 ml  水分 250 ml
 モビプレップ  500 ml を内服した時点で排便チェックすることに変更された。

べきであった。また，前日の下剤で翌朝の反応便

どを行い，PEG 液内服による前処置の適応を慎

がなかったため，PEG 液内服前に「注意例」と

重に判断すべきである。

して認識すべきであった。さらに，PEG 液内服

②検査当日は PEG 液内服前から排便チェック

中にも排便がまったくない状態を「注意例」と

を行い，排便がない場合は適宜浣腸などの追加

して認識して内服を中止すべきであった。しか

処置を行う。それでも反応便がないときは，PEG

し，本例は腸閉塞の状態で PEG 液を 2 L 服用し

液内服を開始せず「投与注意例」として看護師は

てしまっていた。本例に対する反省を契機に，安

医師と相談する。また，PEG 液を半分量内服し

全な前処置を行うために注意すべき項目を抽出す

た時点で全く排便がない場合も，それ以上 PEG

べく，事例が検討された。偶発症をきたすのは

内服を続けず適宜浣腸などの追加処置を行う。そ

高齢者とは限らず，便秘などの排便状況がもっと

れでも反応便がないときも，
「投与注意例」とし

3）

も重要な要素と考えられ ，排便チェックを厳重

て看護師は医師と相談する。
（経口腸管洗浄剤内

に行うべきとの結論に至り，前処置における排便

服フローチャート※）

チェックシステムが構築された 4，5）。
※＜経口腸管洗浄剤内服フローチャート＞
経口腸管洗浄剤による腸閉塞・腸管穿孔に関連し

図 2，3
本フローチャートは，患者の排便状況を常に確

たリスクマネジメント（前半）
①増悪する便秘や腫瘤触知など，腸管狭窄を疑

認し，排便が確認されない患者に盲目的に腸管洗

う症状がある場合は，あらかじめ腹部 CT 検査な

浄剤を飲ませないという原則が貫かれている。ま
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視野に入れた患者観察を行う。

た，腸閉塞・腸管穿孔が発生する可能性のある

・ 当番医を決めて，前処置担当看護師がスムーズ

「投与注意例」を効率的に抽出できる。

に相談できる体制をつくる。

しかし，その後の事例から，以下に挙げるよう

・ 新入看護師でも統一した看護の提供ができるた

な問題点が浮き彫りになった。

めの教育体制と運用マニュアルを整備する。

・ 増悪する便秘，便柱狭小などの症状は，腸管狭

・ 定期的に話し合い，運用やパンフレット，内服

窄の存在を示唆する。

チェックシートを適宜改訂する。

→しかし，半数は便秘症状がなかった。
・ 腸管狭窄が疑われる場合は，事前に腹部 CT を

まとめ

施行するべきである。
→しかし，半数は事前に CT などの画像検査を

経口腸管洗浄剤は，時として腸閉塞・腸管穿孔

受けていた。
（CT で腫瘤を指摘できない小さ

が発生する。これらは死亡例もある重篤な偶発症

な stricture type の大腸癌が存在する）

である。その使用にあたっては適応を慎重に判断

・ 排便がないときや，追加処置でも反応がない場

し，内服前から排便チェックを行い，内服中に排

合は，「投与注意例」として個別に対応する。

便がないときや腹部膨満・嘔気などが出現した場

→しかし，フローチャートに従って排便・反応

合は，内服をやめて，腸閉塞・腸管穿孔の発症を

便があっても，突然，便塊が狭窄部に詰まっ

念頭に腹部 CT を迅速に施行するべきである。し

て腸閉塞が完成する場合もある。腹部症状な

かし，これらは，事前に予測困難なこともあり，

どの患者観察が何もより重要である。

また途中まで順調に排便があっても，突然発症す

以上のことを踏まえて，リスクマネジメントが

る例もある。すなわち，腸閉塞・腸管穿孔は，
「い
つでも起こりうる偶発症」と「認識」して，内服

追加された。

中の患者観察を行うべきである。さらに，このリ
経口腸管洗浄剤による腸閉塞・腸管穿孔に関連し

スクマネジメントを確実に実行するための体制づ

たリスクマネジメント（後半）

くりと，新入スタッフの教育も重要である。

③問診や症状，腹部所見，腹部 CT でも予測困
難な腸管狭窄症例が存在し，フローチャートに
従って排便や反応便があっても，腸閉塞・腸管穿
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ベンダープログラム
ERCP 関連手技における処置具の選択
手稲渓仁会病院

消化器病センター

金

俊文

胆膵疾患に対する内視鏡処置は ERCP 関連処置

操作性に優れており，胆管分枝への選択的挿入や

を中心に多岐に及び，その処置件数は年々増加傾

胆嚢管への挿入に適している。ただし，非常に柔

向にある。従って各処置を最小限の時間で終わら

らかいためガイドワイヤ誘導を要する処置（ステ

せることが重要な内視鏡業務の 1 つとなる。その

ント留置など）は不向きである。また，胆嚢管な

ためには，医師・コメディカルに関わらず胆膵内

どへのガイドワイヤの選択的挿入は押し引きでは

視鏡検査に関わるスタッフ全員が，ERCP 関連処

なく指先で回転させることにより操作することが

置を理解し目的に応じて処置具を予め準備できる

コツとなる。

ことが必要である。
ERCP 関連処置は，対象臓器（胆管・膵管・胆

乳頭処置は，乳頭切開（EST/ プレカット）
，バ

嚢），処置目的（ドレナージ・異物除去・狭窄解

ルーン拡張（EPBD/EPLBD）の 2 種類であり，そ

除・画像 / 病理検査）
，乳頭処置に応じて分類す

れぞれ専用の処置具を用いる。頻度としては EST

ることが可能である。対象や処置目的は各疾患や

の施行機会が多いものの，早い段階でプレカット

病状に応じて異なり，例えば感染（胆管炎・胆嚢

を行う施設やバルーン拡張のみで胆管結石の治療

炎）や閉塞性黄疸であればドレナージ，胆管結石

を行う施設もあり，乳頭処置の選択は施設間での

/ 膵石あるいはステント閉塞であれば異物除去，

差が大きい。こちらに関しても，各施設での治療

となる。従って，処置に当たる際には疾患や病状

方針ならびに汎用処置具を予め把握する必要があ

から処置目的を把握しておくことが重要である。

る。

全ての ERCP 関連処置で必要となるのは ERCP

ドレナージは，内瘻と外瘻の 2 つに大別され

カテーテルとガイドワイヤであり，これらは検査

る。内瘻は，胆汁・膵液・膿などの体液をステン

前に準備しておくことが望ましい。ERCP カテー

トを通して消化管内に排出する方法であり，外瘻

テルには，標準的な ERCP カテーテルと EST の

はこれらを経鼻ドレナージチューブを通して体

際に使用するスフィンクテロトームの 2 種類があ

外に排出する方法である。内瘻は，体外に出る

る。ERCP カテーテルは先端が柔らかく造影法を

チューブがなく外来管理可能なことが長所である

用いた挿管に適しており，スフィンクテロトーム

が，ドレナージの有効性を直接知ることができな

はナイフの方向を変えることが可能なことからガ

いことや逆行性感染の可能性を伴うことが短所で

イドワイヤ法による挿管に適している。ただし，

ある。外瘻では，排液の量や性状をからドレナー

いずれのカテーテルも多くの種類があり，その選

ジの状況を把握することが可能であるが，経鼻留

択は術者の経験や好みによるところも少なくな

置によるストレスが問題となる。ドレナージ法

い。従って，各施設で汎用されているカテーテル

は上記の長所短所を踏まえた上で病状により選択

を把握しておく必要がある。

する必要がある。胆管結石を例とすると，感染を

ガイドワイヤは，標準的なガイドワイヤと親水

伴わないが処置が困難な場合（抗血栓剤内服中な

コーティング加工のある親水性ガイドワイヤの 2

ど）にはステント留置で一旦経過観察とすること

種類に大別される。親水性ガイドワイヤは先端の

に問題はないが，重篤な感染を合併している場合
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には，まずは外瘻にて胆汁量や性状を確認しなが

する対処法としては，バスケットカテーテルやバ

ら感染を制御することが重要である。また，肝切

ルーンカテーテルなどを用いることが多いが，処

除を前提とする悪性胆道狭窄（特に胆管癌）の場

置が容易でないことが多く様々な方法でアプロー

合にも，逆行性感染の予防や腫瘍の水平方向診断

チすることが望ましい。

のためにも残肝側に経鼻ドレナージチューブを留
狭窄解除は，ソーヘンドラ胆道拡張用カテーテ

置することが望ましい。

ルや EPBD の際に使用する胆管拡張用バルーン
内瘻の方法として，プラスチックステント（PS）

カテーテルを使用することが多い。ただし，これ

と金属ステント（MS）の 2 種類があり，留置のし

らの処置具を通すためには ERCP カテーテルが狭

やすさや開存期間に違いがある。ステントの選択

窄部を通過することが前提となり，ERCP カテー

についても状況に応じた対応が必要であり，例え

テルでさえも通過しない高度の狭窄の際にはソー

ば外科切除が困難な中下部悪性胆道狭窄の場合に

ヘンドラステントリトリーバーや，場合によって

は長期開存を狙った MS 留置を考慮するが，十二

は通電大レーターを用いることもある。

指腸狭窄などで処置が容易でない場合には PS
留置も念頭におくことがある。また，近年では

管腔内観察の方法としては，IDUS，経口胆道

PS の長期開存を期待して胆管内に留置する方法

/ 膵 管 鏡（POCS/POPS），Spyglass の 3 種 類 が あ

（Inside stenting，IS）も報告されており，特に肝門

る。特に，鏡視下での観察が可能な POCS/POPS

部胆管狭窄に対するドレナージ法の 1 つとして注

と Spyglass では，腫瘍の水平方向進展の診断や

目されている。

狭窄部の狭窄部の良悪性診断に加え，同部位か

外瘻法である経鼻ドレナージチューブに関して

らの狙撃生検が可能であるため非常に有用であ

は，先端形状が 6 種類（ショートα型，α型，逆

る。但し，POCS/POPS はスコープの胆管・膵管

α型，ピッグテール型，J 型，ストレート型）に

内挿入の操作が容易でなく適応が限定される点，

大別され，胆管や膵管形状によりチューブを選

Spyglass は現時点では高額である点が問題であ

択している。例えば総胆管に留置する場合には

る。
検体採取法としては細胞診（胆汁 / 膵液細胞診，

ショートα型やピッグテール型を用いるが，左右
胆管への留置の際には逆α型，α型を選択する。

ブラシ細胞診）と生検の 2 種類があり，生検の方
が検体採取量は多いが処置の難易度は細胞診の方

異物除去としては結石排石とステント抜去が主

が容易である。特に，昨今注目されている膵癌の

であるが，結石排石時にはバスケットカテーテル

上皮内癌の診断では，侵襲の高い生検やブラシ細

とバルーンカテーテルに加えて大結石の場合には

胞診による検体採取よりドレナージチューブを用

砕石具を用いている。バスケットカテーテルと

いた膵液細胞診の反復提出により診断されること

バルーンカテーテルの使い分けに関しては，いず

が多い。

れを用いたとしても大部分の結石は排出可能であ

生検に関しては透視下生検鉗子には両開きと片

る。ただし，胆管末端にポケットがあるような場

開きの 2 種類があり，両開き生検鉗子は検体採取

合にはバルーンカテーテルでの排石に難渋するこ

量が多いこと，片開き生検鉗子はシースが柔らか

とがあり，バスケットカテーテルの使用を考慮す

く目的部位へ鉗子を誘導しやすいことが特徴とな

る必要がある。

る。生検鉗子の選択では上記の点を考慮する必要

ステント抜去に関しては，PS の場合は把持鉗

があり，例えば中下部胆管狭窄からの生検であれ

子，MS の場合にはスネア鉗子を使用する。把持

ば両開き生検鉗子を用い，肝門部胆管狭窄であれ

鉗子を用いた MS 抜去も可能ではあるが，ステン

ば片開き生検鉗子を目的部位へ誘導して生検を行

ト先端によるスコープ損傷の危険性からスネア鉗

うことが妥当であると考える。

子の使用が望ましいと考える。ステント迷入に対
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胆膵内視鏡検査では，上記の知識に加えて処置

介助者から指示することも必要である。状況に応

中の医師とのコミュニケーションも重要となる。

じた処置具の選択と術者との良好な連携により，

特に，介助者は術者と息を合わせる状況も少なか

日常の内視鏡処置がより円滑に進むことを期待し

らずあり，時にはスコープやカテーテルの動きを

ている。
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【ライブデモ】
「大腸内視鏡用手圧迫法」配布資料

下部消化管内視鏡時の用手圧迫法
富山市民病院

蓑内慶次

大腸の構造

正面

左側面
BioDigital Human

1
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色々な形態
いわゆる教科書的な形態は実は少ない
さらに術後変化も加わる…

（Mylan EPDより提供）

大腸内視鏡は難しいの？
• 大腸では、横行結腸やS状結腸が自由に動く
• 腹部手術などでの癒着
• たわみの原因

– 挿入法

• Hocking the fold法
• Right turn shortening法
• 軸保持短縮法など
• 内視鏡自体の進化,受動湾曲などで挿入しやすく改良も
• 将来的には自動で深部まで挿入可能に…

2
― 185 ―

ライブ資料
日本消化器内視鏡技師会会報 No.58

なぜ用手圧迫法？
• スコープ操作が下手でも、助手が用手腹部
圧迫法でカバーすれば上手く挿入できる
• 癒着などの影響を少なくすることができる
裏返すと…
• すんなり入らなから、ちょっと助けて…

用手圧迫法Tips
• 拍動が触れる時は無理しない（動脈瘤かも）
• 圧迫場所は施行医と確認しながら
（お互いでイメージを共有）
• 大きなお腹の人に対しては、複数でするのも可
• 上手く行かない時には、モニターで腸の動きを確認
• 指先で押すのではなく、手のひらで
• 斜めからよりは上から垂直に
逆の視点で

• 施行医側で重要なのは、本当に最適な圧迫点を探す努力
を自分でしているか？ということ

3
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第 76 回日本消化器内視鏡技師学会【ランチョンセミナー 1】
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
司会

医療法人社団卓秀会

府中病院

高橋

陽一

平塚胃腸病院

田村

君英

共催

オリンパス株式会社

こうした感染を防ぐため，内視鏡の洗浄・消毒

内視鏡を介した感染の現況
内視鏡を介した感染事故で報告される病原体に

に関して複数のガイドラインが策定されていま

は，Staphylococcus，Streptococcus，Bacillus など

す。欧米では欧州消化管内視鏡学会（ESGE），米

の細菌に加えて，B 型・C 型肝炎ウイルス，真菌

国内視鏡看護協会（SGNA）
，米国消化器内視鏡学

や寄生虫などがありますが 1），近年はカルバペネ

会（ASGE）などからそれぞれ刊行されています

ム耐性腸内細菌（CRE）の報告が目立っています。

し，国内では日本消化器内視鏡技師会による『内

カルバペネムは非常に広域の細菌に効果がある抗

視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン 第 2 版』
，

生物質ですが，耐性菌の報告が増えており，各国

日本環境感染学会や日本消化器内視鏡学会などの

で注目を集めています。国内では 2014 年の感染

合同による『消化器内視鏡の感染制御に関するマ

症法施行規則の改正によって，カルバペネム耐

ルチソサエティ実践ガイド』があります（図 1）
。

性腸内細菌科細菌感染症が 5 類全数報告疾患に指
定されました。2015 年の米国の内視鏡を介した

内視鏡の洗浄・消毒に関する実態調査の結果

感染事故例として，ニューデリーメタロ-β- ラ

日本消化器内視鏡技師会の広報委員会が 2015

クタマーゼ産生の CRE に 7 人が感染し，2 人が

年に行った，国内施設で実施されている内視鏡洗

死亡しました。アメリカ疾病予防管理センター

浄・消毒についての実態調査の結果を紹介しま

（CDC）の報告では，感染の原因となったのは先

す 2-5）。国内約 5, 400 施設を対象にアンケート調

端フードが着脱できないタイプの十二指腸スコー

査を行い，2, 474 施設から回答を得ました。その

プで，起上ワイヤー部分の洗浄が不十分であった

結果，2, 135 施設で内視鏡の洗浄・消毒に関する

可能性が指摘されています。
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国内施設における自動内視鏡洗浄消毒装置
（AER）の普及率
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表1
比較対象 採取部位

挿入部
未洗浄群
（n ＝ 15）

操作部

吸引管路

挿入部
洗浄群
（n ＝ 15）

操作部

吸引管路

内視鏡の部位別の平均残留タンパク質量

スコープ種類

採取部位
タンパク質量
μg / ｻﾝﾌﾟﾙ ＊ 1）

単位面積あたり
タンパク質量
μg /cm2 ＊ 2）

最大値
μg /cm2

最小値
μg /cm2

上部（n ＝ 8）

732.50

13.95

39.06

2.81

下部（n ＝ 7）

892.29

13.31

73.17

1.44

上部（n ＝ 8）

4.10

0.33

0.92

0.19

下部（n ＝ 7）

3.50

0.28

0.46

0.13

上部（n ＝ 8）

9952.50

34.01

122.91

3.90

下部（n ＝ 7）

18377.14

52.37

99.78

4.82

上部（n ＝ 11）

5.75

0.11

0.31

0.06

下部（n ＝ 4）

3.95

0.05

0.07

0.04

上部（n ＝ 11）

2.87

0.23

0.35

0.16

下部（n ＝ 4）

2.60

0.21

0.25

0.13

上部（n ＝ 11）

77.10

0.26

0.38

0.16

下部（n ＝ 4）

74.25

0.21

0.24

0.14

測定値の換算方法
＊ 1）サンプルに含まれるタンパク総量を算出
＊ 2）サンプルを採取したスコープ各部位の表面積でタンパク総量を割る
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図3
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吸引管路

洗浄群

内視鏡の部位別の平均残留タンパク質量

いる消毒薬

AER による洗浄・消毒効果の検証
ガイドラインを 1 つ以上認知しており，多くの施

AER による洗浄・消毒効果を検証した結果を

設で 2 つの国内ガイドラインを参照して施設内マ

報告します。内視鏡検査・治療終了後に消化管か

ニュアルが作成されています。自動内視鏡洗浄

ら抜去された上部用および下部用スコープを用

消毒装置（AER）の普及率は，2007 年の調査では

い，未洗浄群（上部用 n=8，下部用 n=7）と洗浄

78.5％でしたが，2015 年には 96.5％となり，ほぼ

群（上部用 n=11，下部用 n=4）の 2 群に分けて残

すべての施設で導入されています（図 2）
。消毒薬

留タンパク質量を比較しました。洗浄群では，用

は，過酢酸，フタラール，グルタラールなどの高

手洗浄後に AER による洗浄を行いました。タン

水準消毒薬が 80％以上の施設で使用されていま

パク質量の測定にはμBCA 法を用い，測定部位

した。このうちで最も使用率が高かったものは過

は 3 部位（挿入部，操作部，吸引管路内部）とし

酢酸で，全体の 52.4％でした（図 3）
。

ました。
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消毒薬の使用期間
消毒薬の濃度確認
と期間

添付文書に定められた使用期限内か確認する
濃度確認
有効成分の濃度が最小有効濃度を下回っていないか確認
する（消毒ごとに濃度を測定・記録することが望ましい）

作業手順の順守と

予備洗浄から AER での洗浄・消毒について、規定された

履歴管理

作業手順に従って適切に実施されたか確認・記録する
医療現場における滅菌保証のガイドライン 2015 より作成

図5

自動内視鏡洗浄消毒装置の日常のモニタリングと管理

消毒液は使用する毎にすすぎ水や汚れの持込みなどにより、過酢酸濃
度は低下する。また、使用しなくても経時劣化により過酢酸濃度低下する。

取扱説明書に従って適切な頻度で実施する
AER の

[ 例 ]

日常点検

最小有効濃度を下回らないことをモニタリング

水、エア、ガスフィルターおよび消毒薬などの交換

過酢酸 濃度

AER 管路内部の消毒
AER の

添付文書および取扱説明書に従って、定期的な保守

保全

を計画・実施し記録する

（％）

医療現場における滅菌保証のガイドライン 2015 より作成
保存期間（日）

図7

自動内視鏡洗浄消毒装置の工程の有効性維持

室温（21～24℃）、湿度30～40%RHで2週間静置保存
（株式会社オリンパス社内資料）

図6

自動内視鏡洗浄消毒装置の消毒薬濃度確認

況・部位をみると，最も残留量が多かったのは組

の重要性

織生検を行い検体を 2 個採取した上部消化管用ス
コープの吸引管路内部（122μg/cm2 ）で，次いで

抜去直後のスコープの残留タンパク質量は吸

消化管出血・血液残渣を吸引した上部消化管用ス

引 管 路 内 部 が 最 も 多 く， 平 均 残 留 量 は 上 部 用

コープの吸引管路内部（99.78μg/cm2 ）
，スクリー

で 34.01μg/cm2， 下 部 用 で 52.37μg/cm2 で し た

ニングを実施した下部消化管用スコープの吸引管

（表 1）。次いで多かったのは挿入部で，上部用
2

路内部（99.78μg/cm2 ）でした。

2

が 13.95μg/cm ，下部用で 13.31μg/cm でした。
AER 洗浄後，挿入部と吸引管路内部では未洗浄

内視鏡の洗浄・消毒に関連した医療事故の紹介

群に比べて 99％以上のタンパク質が除去されて

さまざまな原因により内視鏡リプロセスが適切

おり，残留タンパク質量は最も少ない下部用ス

に行われず，感染事故発生につながった事例が報

コープの挿入部で 0.05μg/cm2，最も多かった上

告されています。日本医療機能評価機構による

2

部用の吸引管路内部でも 0.26μg/cm でした（図

『医療事故情報収集等事業 第 39 回報告書』によ

4）。日本医療機器学会による『洗浄評価判定ガイ

れば，2004 年 10 月から 2014 年 9 月の間に報告

ドライン』では，洗浄後の残留タンパク質量の目

された内視鏡の洗浄・消毒に関連した事故は，気

6）

管支鏡（5 件）
，消化器内視鏡（4 件）
，喉頭・鼻腔

標値を 100μg/ 器械としています 。
これは長さ 15 cm の止血鉗子の表面積から換算
2

すると 3.7μg/cm です。また，米国医科器械学
2

会（AAMI）の基準では 6.4μg/cm 以下を基準値
7）

内視鏡（3 件）
，詳細不明（2 件）の計 14 件が報告
されています 8）。事故を分類すると，洗浄・消毒
したものと使用済みのものの取り違え（5 件）
，洗

にしています 。本試験の AER 洗浄後の残留タ

浄・消毒方法の誤り（5 件）
，洗浄・消毒に使用す

ンパク質量は，これらの目安と比べて非常に低い

る洗浄器の不具合（4 件）でした。具体的な発生

値でした。

原因としては，院内のルールで使用後の内視鏡は

残留タンパク質量が多かったスコープの使用状

洗浄して所定の位置に戻すことが定められている
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にもかかわらず，片付けずに別の医師が次の患者

ができた事故の報告が実際にありますので，確実

に使用してしまった例，誤ったマニュアルをもと

な点検が継続して行われるような管理体制をつく

に予備洗浄のみしか行っていなかった例などが報

ることが必要です。

告されています。これらはルールからの逸脱が原
因ですが，機器の設定の誤りや，新しい導入機種

終わりに
内視鏡リプロセス工程の標準化を可能にする

の洗浄方法について院内の取り決めがなかった，
などのルールの不備が原因になったケースの報告

AER は，ヒューマンエラーによる洗浄・消毒不
良の回避に大変有用です。ただし，AER の有用

もあります。

性を最大限発揮するためには，バリデーションに
基づいた管理体制の構築が必要です。ぜひ一度ガ

日常のモニタリングと管理
施設の担当者は洗浄・消毒処理が適切に実施

イドラインを確認して，バリデーションに基づい

されているかモニタリングする必要があります。

た AER の日常のモニタリングや有効性維持のた

AER では消毒薬の濃度と使用期間の確認，作業

めの管理方法などについて検討してみてくださ

手順の順守と履歴管理のモニタリングが求められ

い。

ています（図 5）
。消毒薬は AER を用いた消毒操
作の際，水による希釈や経時的な分解・重合など
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