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タイトルと縦並びの時は
上だけに飾りケイ

タイトルと横並びの時は
上下に飾りケイ

アキは配置状況で適宜決定

外間典子　医療法人財団　神戸海星病院　内視鏡センター　副看護師長
　　　　　　　　消化器内視鏡技師

●業務改善を繰り返すことは，看護の質のレベルアップにつながる。

●内視鏡検査を安全に行うための物品管理，人の動線を考えた環境をつくる。

●限られた人員で看護の質を保つためには，消化器内視鏡技師資格者が担う
業務を検討し，洗浄員を導入することも一案である。

●内視鏡記録用紙を継続看護に生かす。

●看護師が言葉を投げかけ，五感を駆使して受診者に寄り添うことが，
内視鏡看護のやりがいにつながる。

●内視鏡看護を「点の看護」から「丸の看護」に発展させよう。
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だからこそ実行したい業務改善
多種多様な内視鏡検査・治療
だからこそ実行したい業務改善

内視鏡室の働きやすい環境づくり
～協働・業務分担・業務改善をしよう特集2

当内視鏡センターの概要
　当内視鏡センターには，常勤医師が４

人，非常勤医師が６人配置されており，看

護師は看護師長１人，副看護師長１人，看

護師８人（うち非常勤２人）の合計10人

で，そのうち，７人が消化器内視鏡技師資

格を取得しています。その他，外部委託の

洗浄員が２人（交代で１人/日），受付事務

員が４人（交代で２人/日）います。

　検査室は３室あり，リカバリーベッド９

台，リカバリーチェア３台を設置していま

す。当院では，上部消化管内視鏡検査（EGD），

下部消化管内視鏡検査（CS）ともに約９

割が意識下鎮静で検査を行っており，検査

後の安静時間が必要であるため，リカバ

リーベッドを多く準備しています。

　2018年度の検査件数は6,714件で，上

部消化管内視鏡検査4,873件，下部消化管

内視鏡検査1,813件，ERCP（治療を含む）

28件 で し た。EMR506件，ESD40件， 内

視鏡的緊急止血術25件，異物摘出術４件，

PEG４件などの治療を行っています。

多種多様な内視鏡検査・治療を 
安全・効率的に実施するために
必要な業務改善
　当内視鏡センターは，３室の検査室に，

９台のリカバリーベッドという恵まれた設

備ですが，洗浄室が狭く，動線に清潔と不

潔なエリアが混じり合う状況です。また，

物品庫のような保管スペースが確保されて

いません。加えて，約９割の患者が意識下

鎮静で検査・治療を受けており，当内視鏡

センターでの滞在時間が約２時間となって

います。
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　これらに対して，次のことが求められます。

①処置具をはじめとする検査・治療に必要

な物品や衛生材料をどの部屋からも同様

にすぐに準備できること

②洗浄業務での清潔，不潔の動線を明確に

分けること

③意識下鎮静で検査・治療を受ける患者に

安全と個別性のある看護を提供すること

　当内視鏡センターでは，これらの業務改

善に意識して取り組んでおり，本稿ではそ

れらについて紹介します。

内視鏡業務の改善例

処置具などの物品や衛生材料の配置

●物品の定数管理

　当院では，２つの方法で物品を定数管理

行っています。

　まず，衛生材料や使用頻度の高い処置具

については，SPD（Supply Processing 

Distribution）として業者に管理を任せ，

不足が生じないようにしています。年に１

回は定数に過不足がないか見直し，必要な

場合は定数を変更しています。

　一方，使用頻度の少ないものや，医師に

よって使用頻度に偏りがある処置具・物品

については，担当看護師を決め，物品管理

表を用いて２週間に１回確認し，不足して

いるものは発注しています。１年間に１度

も使用しなかった処置具に関しては，医師

に今後の使用の有無を確認し，使わなく

なった処置具がいつまでも残っていること

がないように注意しています。処置具は毎

年新しいものが発売され，医師によって好

みが違うため在庫が多くなりがちですが，

医師同士で意見を取りまとめてもらい，在

庫管理への協力を得ることが大事です。

●物品保管場所の整備

　以前は，第３内視鏡検査室に衛生物品を

はじめ処置具などを保管していたため（写
真１），検査中に他の検査室から物品を取

りに入ることもありました。これでは検査

の妨げとなりますし，適正な管理ができる

状態ではありません。そこで，SPDで管理

している使用頻度の高い物品に関しては，

どの検査室からも同じ動線・距離にあるリ

カバリースペースの棚に保管場所を変更し

ました（図）。新たな物品保管場所では，

滅菌物も含まれているため，取り扱い方法

に従って管理し，かごを利用してカテゴリー

別に保管するようにしました（写真２）。

また，かごには物品の名前，価格などを記

載し，必要なものがすぐに取り出せるよう

に工夫しました。

　これにより，検査の妨げにならず，どの

検査室からも効率良く物品の準備・補充が

できるようになりました。そして，整理が

不十分で狭かった第３内視鏡検査室はすっ

第３内視鏡検査室に保管していた。

写真１  整備前の物品保管場所
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きりとしました（写真３）。

　また，物品の数を管理するだけでなく，

処置具の特性や用途，価格などを知ること

で，不要なストックをなくし，必要なもの

を必要な分だけ発注することができます。

そこで，処置具の用途を理解し，コスト意

識を持つための勉強会を全スタッフを対象

に開催しています。また，先述のとおり，

それぞれの価格を保管場所に表示して意識

付けを行っています。

洗浄業務での清潔・不潔の動線

●動線の問題点

　どの施設でも，検査室から洗浄室までの

清潔と不潔が混在する動線をどのようにす

るかは頭を悩ませるところではないかと思

整備前 整備後

かごを利用してカテゴリー別に保管
かごに物品の名前，値段などを記載

写真２  保管方法の改善

物品が減り，すっきりした。

写真３  整備後の第３内視鏡検査室
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います。清潔と不潔のスペースを分離して

確保でき，洗浄員が十分に配置されている

施設は，まだまだ少ないと思います。当内

視鏡センターも，狭いスペースに洗浄機３

台，流し，汚物用流し，感染性廃棄物，消

毒後スコープの拭き上げ用ワゴンがあり，

清潔・不潔の動線は室内で交差していま

す。また，使用後のスコープを洗浄室に運

ぶ際の動線も検査室の隅を横切っており，

検査室間の遮光カーテンやスタッフと交差

することが多々あります。

　当内視鏡センターでは，内視鏡洗浄・消

毒の品質管理・保証の目的で，年に１回，

内視鏡機器（スコープの管腔内，操作部，

先端）および周辺機器（光源のスコープを

つるすフック），周囲の環境（スコープ保

管庫）などから検体を採取し，一般細菌

培養検査に提出しています。以前，清潔な

スコープの先端部より菌が検出されたこ

とをきっかけとして，動線の整理を行いま

した。

●動線の見直し

　まず，狭い洗浄室の中で，清潔と不潔の

区域がなるべく交差しないよう，ゾーンを

分け（写真４），清潔なものと不潔なもの

を交差して洗浄室内に置かないよう，全員

が意識することを決めました。また，ス

コープを拭き上げるワゴンスペースにはプ

ラスチックの衝立を取り付け（写真５），

毎朝，アルコールで消毒しています。

　次に，使用直後のスコープの運搬方法を

見直しました。以前は，検査後ベッドサイ

ドで吸引を終えたスコープは，光源から外

したら両手で持ち，洗浄室へ運搬していま

した。そのため，検査室間の遮光カーテン

など周囲環境が汚染されていることが考え

られました。当内視鏡センターの構造上，

検査後のスコープと消毒後のスコープが同

じ動線を通ることが汚染の一因と考え，検

査後のスコープは，ベッドサイドで吸引を

終え，光源から外したら，そのままバケツ

に入れて運搬することにしました（写真６）。

この取り組みを行った結果，一般細菌培

養検査で菌が検出されることはなくなりま

した。

●洗浄員の外部委託

　当内視鏡センターは１つの診療科，看護

単位として独立していますが，看護師は看

護師長と副看護師長も含めて10人という

限られた人員で日々検査・治療，洗浄業務

清潔ゾーン 不潔ゾーン

写真４  洗浄室のゾーン分け

改善前 改善後

衝立を取り付けたことで，スコープを
拭き上げる際にカーテンに触れる恐れがなく安心

写真５  スコープを拭き上げるワゴンスペースの改善
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を行っています。洗浄業務では，検査後の

不潔スコープの１次洗浄から始まり，高水

準消毒終了後，次の検査のスコープコント

ロール，セッティングまでを行います。洗

浄業務はこれまで看護師が担っており，清

潔・不潔の業務を一手に引き受けていま

した。

　しかし，限られた人員の中で，消化器内

視鏡技師資格を持った看護師が何を担え

ば，看護の質を落とさず内視鏡検査が行え

るかを考え，2019年７月より洗浄業務の

一部を外部委託業者の洗浄員へ委譲するこ

とにしました。洗浄員は看護師の資格を有

していないため，委譲できる業務は限られ

ます。そこで，これまで煩雑で頭を悩ませ

ていた始業前の準備から検査後の片付けま

での業務を清潔・不潔という視点で切り分

け，委譲することにしました。

　具体的には，患者が検査を受けるための

スコープコントロール，セッティングとい

う清潔な部分を看護師が担い，検査が終

わってベッドサイド洗浄から次の患者に使

用するための高水準消毒までの不潔な部分

を洗浄員が担うことにしました。

　スコープ洗浄業務は内視鏡センターの縁

の下の力持ちとなる業務であり，ここが崩

れると成り立ちません。そこで，これまで

私たちが作成し活用してきたマニュアルを

洗浄員用に見直し，看護師と共有し，業務

の抜けがなく，安全な検査ができるよう努

めています。今はまだ導入したばかりで，

スコープの拭き上げの際などに両者が交差

することがありますが，洗浄員への感染に

対する意識付けを行いながら日々取り組ん

でいます。

　このような業務改善を行ったことで，１

人のスタッフが清潔な作業と不潔な作業を

交差させながら業務を進めることを大幅に

減らすことができています。当内視鏡セン

ターにとって感染管理は大きな課題であ

り，その一部分が改善されつつあることは

大変意味があることと考えます。

改善前 改善後

遮光カーテンが汚れる恐れあり

両手で運搬 バケツに入れて運搬

写真６  汚染されたスコープの運搬方法の改善
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内視鏡看護／指示・実施記録 EGD／CS／EGD・CS／緊急EGD／緊急CS／ERCP／PEG（造設・交換）
検査医（　　　　　　　　　）　検査室（　　　　室）　ベッド（　　　　　）

□健診　　□病診（モニター装着）
□外来　　□病棟（　　　　　　）

ID
フリガナ
氏名
生年月日

使用薬剤指示・実施記録
（麻）ペチジン塩酸塩（35）　　mL

ミダゾラム（10）　　　　　　　mL

セルシン（10）　　　　　　　　mL

ソセゴン（15）　　　　　　　　mL

□心疾患（　　　　　　）　□緑内障・眼圧高値　□甲状腺機能亢進症　□糖尿病　□高血圧　□前立腺肥大　□喘息・慢性呼吸器疾患（　　　　　　）
□パーキンソン病（FP・アジレクト　無・有）　　□腹部手術歴（　　　　　　　　　　　）　　□ヘリコバクター・ピロリ菌（未　陰性　陽性　除菌済）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□抗血栓・凝固剤の無・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□喫煙（無・有）　　□飲酒（無・有）
□眠剤・安定剤服用の無・有（　　）　　□薬剤アレルギーの無・有（　　　　　　　　　　　　）　　□ラテックス禁　　□アルコール綿禁
□帰宅方法（鎮静・鎮痛剤使用時）→（車，バイク，自転車〈本人・他者〉，タクシー，公共交通機関，徒歩）　　□注意事項（　　　　　　　　　　　　）

□私物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□中止薬再開（　　　　　　　　　　）
帰宅時間：　　　　　　　　　　サイン：　　　　　　　　　　

入室時間：SpO２：　　　　　　脈拍：　　　　
スコープ挿入時：SpO２：　　　脈拍：
SpO２変動：　無／有
SpO２最大低下時
　　  □自然上昇
　　  □酸素投与（　　　　　　Ｌ・　　　分間）

スコープ抜去時：SpO２：　　　脈拍：
　　　　　　　　  血圧：　　／
Ramsay Scale（　１　２　３　４　５　６　）

入室時SpO２：　　　　　　　　脈拍：
スコープ挿入時：SpO２：　　　脈拍：
SpO２変動：　無／有
SpO２最大低下時
　　  □自然上昇
　　  □酸素投与（　　　　　　Ｌ・　　　分間）
回盲部到着
スコープ抜去時：SpO２：　　　　脈拍：
　　　　　　　　  血圧：　　／
Ramsay Scale（　１　２　３　４　５　６　）

EGDファイバー名（　　　　　　　　　　　　）　　□食事指導（　　　　　　　　　　　　）
□咳き込み有（咽頭通過時のみ／検査中持続／頭部挙上）
□えずき有（咽頭通過時のみ／検査中持続）
□体動有（声掛けにて対応可／看護師１人で対応可／　人の看護師で対応）
□胃粘液（付着・残渣・胆汁逆流）　□生検有（個数　　個）
□マーキング（クリップ／点墨）　　□ヘリコバクター・ピロリ菌チェック（　＋　／　－　）
□その他処置

□ミンクリア　　□ペパーミントオイル　　□炭酸ガス
検査担当看護師（　　　　　　　　）　　スコープ洗浄担当者（　　　　　　　　）

CSファイバー名（　　　　　　　　　　　　　）　　□食事指導（　　　　　　　　　　　　）
□腹痛有　　□腹部膨満感有
□体動有（声掛けにて対応可／看護師１人で対応／　人の看護師で対応）
□便汁グレード（　０　１　２　３　）　　□生検（個数　　個）　　□HOT（個数　　個）
□EMR（個数　　個）　　　　　　　　　　□ポリペクトミー（個数　　個）
□コールドポリペクトミー（個数　　個）　□止血クリップ
□マーキング（クリップ・点墨）
□ペパーミントオイル
□対極板（腹部　腰部　太腿部）の皮膚トラブル　無／有　　□炭酸ガス

検査担当看護師（　　　　　　　　）　　スコープ洗浄担当者（　　　　　　　　）

検査歴：無・有（当院・他院）
《セデーション：無・有》

•検査中楽だった
•検査中つらかった
•検査後，気分不良あり
•その他

ナースコール・確認

ナースコール・確認

ナースコール・確認

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

無・有

／

／

／

EGD⇒⇒⇒⇒ □バロス水　　□咽頭麻痺　　□キシロカイン禁　　□義歯（無・除去）
CS⇒⇒⇒⇒ 前処置→□マグコロールＰ　or　□モビプレップ　　　□観便（　　　　　　）　　□貴金属類除去
 追加処置→□グリセリン浣腸120mL　　□マグコロールＰ　　□最終排便回数／状態（　　　　）
 □院内前処置開始時間　　：　　　□排便状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 □内視鏡にてルート確保　　□他部署よりルート確保あり（部位のみ下記に記入）
 　　　（右・左）（肘関節　外・中・内，手背，前腕　外・内，手関節，その他　　　　　　　　　　）

 血圧：　　　／　　　　　脈拍：　　　　　　　　　　　　　　担当看護師（　　　　　　　　）

セデーション施注時間　　　：　　　
受付時間：　　　　　　　前処置開始時間：　　　　　　　最終食事時間：

既往歴・確認事項

前処置

時間

時間 理由 頭痛 腹痛 BP Ｐ SpO２明瞭な応答 ふらつき サイン 備考

2006/６/25作成，2018/12/13改訂第35版

帰宅意思気分不良・嘔吐

検査後感想

経過記録（入院） スキャン入力

バイタルサイン・身体状況 検査状況・処置

前回の検査状況

前回のセデーションの効果について

Ａ　意識がなく，検査は楽だった

抜針：済　　刺入部異常：痛み（無・有）　しびれ（無・有）　可動障害（無・有）　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイン

Ｂ　意識はあったが，検査は楽だった Ｄ　検査途中から意識があり，つらかったＣ　検査中つらかった

代行オーダー
入力

医師サイン

ブチルスコポラミン（20）　　 　本

グルカゴンＧノボ　　　　　　　　Ｖ

生理食塩水シリンジ（５mL）　　本

生理食塩水（500mL）　 　　　　本

資料  内視鏡看護記録用紙
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意識下鎮静で検査・治療を受ける
患者の情報収集と共有
～次回の検査につなげる記録用紙

　当内視鏡センターでは，先述したとお

り，約９割の人が検査時に意識下鎮静を行

います。検査後は当院の帰宅基準に準じ

て，１時間前後安静にし，安全を確認して

から帰宅してもらっているため，患者の在

院時間は２時間前後に及びます。

　来院した患者は検査の進行に伴って，受付

から前処置スペース，検査室からリカバリー

スペースへと移動します。当内視鏡センター

の看護体制は，チームナーシング・機能別看

護です。前処置担当看護師，検査室直接介

助看護師，外回り看護師（安静解除時に全

身状態を観察する），リーダー看護師と，１

人の患者に複数の看護師がかかわることに

なります。いつでも誰もが患者の検査状況と

状態を確認でき，適切な対応がリアルタイム

でできるよう，電子カルテに記録するのでは

なく，患者と共に内視鏡看護記録用紙を移

動させています。記録用紙は，翌日画像デー

タにして電子カルテに取り込んでいます。

　検査時の記録は暗い検査室で介助に就き

ながら行うということと，技術，ケアが瞬

時に要求される内視鏡センターの特性か

ら，漏れや無駄がないようチェック方式に

しています。医師の意識下鎮静の指示，目

的，実践内容と結果，また患者情報やバイ

タルサイン，心身の状態，偶発症の有無，

看護ケアの内容，次回検査に向けての指導

内容などの記入欄があり，継続看護につな

がる記録用紙を意識しています。

　記録用紙は，2006年に作成して以降，現在

までに34回改訂しています。年に１回の定期

検査の受診者も含め内視鏡検査を受ける多

くの患者は意識下鎮静が行われるため，前回

の鎮静状態，患者の感想，今回の鎮静量，鎮

静レベル，覚醒状態，覚醒後の患者の記憶な

ど，次回の検査につながるよう記録用紙の改

訂を重ねてきました（資料）。また，検査結

果に支障を来すような胃の食物残渣や大腸

の不十分な前処置などが見られた場合は，次

回の検査に向けての注意事項や食事指導の

内容を記入し，患者指導に役立てています。

まとめ

　洗浄業務や内視鏡看護記録用紙など，そ

の時々の問題点を解決するために業務改善

を重ねることは，看護の質をレベルアップ

させ，より良い看護を提供することにつな

がります。今後も，患者が安全，安楽に検

査を受けられるよう，スタッフ一丸となっ

て取り組んでいきたいと思います。

PROFILE
そとま・のりこ●2003年消化器内
視鏡技師資格取得。2013年神戸海
星病院内視鏡センター入職。“ナビ

ゲーター”というスタッフ指導の役割を担い，2016年
より副看護師長として勤務。皆の協力を得ながら，
内視鏡センターの看護の質の向上を目指している。

9-10月号
特集

日総研 エンドオブライフケア購読特典，連載は 検索検索

がん患者ケア、早期の
緩和ケアを推進する！

会員制  隔月刊誌

臨死期症状の
家族教育と死の直前ケア，
家族対応の実際
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