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論文要旨　本研究は，近年消化器における内視鏡検査の活用件数が増加する中で，患者にとってできるだけ苦痛

の少ない検査結果を保障するための方法として，健康人を対象としてキシロカインビスカスとキシロカインビス

カスのあめを用いて，咽頭麻酔の効果を検討した。咽頭麻酔の処置として，実際に咽頭にあめを含んで吐き出し

た直後から5分おきの咽頭反射の有無を確認した。咽頭反射による麻酔効果及び麻酔効果感を検討したところ，

あめとキシロカインビスカスで有為な差は認められなかったが，咽頭麻酔薬を含んでいる間の苦痛に関しては，

キシロカインビスカスより，キシロカインビスカス飴の方が安楽であるということがわかった。この研究は健康

な人を対象に行ったが，患者へのより安楽で効果的な検査を進める上で，キシロカインビスカス飴の麻酔効果に

関して示唆が得られた点で有意義である。
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■　はじめに

　近年，特に消化器における内視鏡の活用はめざ

ましく，診断や治療に欠かせない医療技術の一つ

となっている。現在の内視鏡は細径化され以前と

比べるとはるかに苦痛の少ない検査になってきて

いる。しかし侵襲的な検査であり，被検者の受け

る苦痛に対してはまだ問題が多いことには変わり

ない。検査を行っていくには，被検者の協力が必

要であり，最初に苦痛を感じると検査の印象が後々

まで残り，更に苦痛を伴う検査となってしまう。

　2000年当院では2，440名が上部内視鏡検査を受

けている。苦痛無く安全に行えるよう検査前に咽

頭麻酔を行っている。しかし高齢者を中心に若年

者でも咽頭反射が強い人は十分な麻酔効果が得ら

れないまま検査を行い，苦痛の強い検査となって

いる。その中で「キシロカインビスカスを喉に溜

めることがつらい」という声が多数聞かれた事を

うけ，これを改善し咽頭麻酔の苦痛を緩和させる

ことができれば，十分な麻酔効果を得ることが可

能となり，検査全体の苦痛感が軽減できるのでは

ないかと考えた。

　先行研究で，キシロカインビスカスをあめの形

状にした麻酔の処置の試みと，キシロカインビス

カスフレーバーを作成し，良い結果が得られたと

いう2つの報告を知り，当院でも行うことが可能

ではないかと考えた。そこで，麻酔の前処置とし

て使用できるようなキシロカインビスカスのあめ

の作成と，麻酔の効果や苦痛についての研究をす

ることで，安全安楽に検査の前処置が行えるので

はないかと考え，追加実験に取り組んだので報告

する。

■研究方法

1．期間
平成12年10月～平成13年2月　4ヶ月間

2．対象
本人から同意の得られた健康な男女計20名。

（上部内視鏡検査の経験の有無は問わず）

3．用語の操作上の定義

キシロカインビスカスあめ（以下あめと略す）

連絡・別刷請求先

なかやなぎ　みえこ

〒737－0004呉市阿賀南2－10－3呉大学看護学部
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の作成

　　　2％キシロカインビスカス5mlに水あめ

　2．5m1・砂糖2．5m1・フレーバー2．5mlを容器

　　に入れてよくかき混ぜ，電子レンジで約3分

　　間加熱する。その後丸めて紐をつけ冷蔵庫で

　冷やす。

　　あめのフレーバーは，イチゴ，コーヒー，

　　リンゴ，レモンとした。

4．方　法
　1）あめの使用方法

　　あめを口腔内へ入れ，あめのとけた唾液を

　咽頭部へ貯める。5分後咽頭部へ溜めていた

　唾液と残ったあめを吐きだす。

　2）キシロカインビスカスの使用方法

　　キシロカインビスカス5m1を口腔内へ入

　れ咽頭部へ貯め，5分後吐き出す

　3）実験方法
　（1〉各自希望の味のついたあめを選んでもら

　　　い，あめとキシロカインビスカスで日を

　　　変えて咽頭麻酔を行い，麻酔の効果と苦

　　　痛について比較する。

　（2）体位

　　ファーラー位で，顔面は天井と水平にする。

　4）判定方法

　現在麻酔開始から検査終了までを平均すると

約15分である為，判定方法の時間は吐き出した

直後と5分後・10分後・15分以降とした。方法

　は口蓋垂と口蓋弓を綿棒で刺激して咽頭反射

　（以下反射と略す）の有無を判定する。その後，

麻酔の効果時間の比較と含んでいる間の苦痛の

比較，あめの感想について聴取する。

■　結果

表1　反射が起こった時間の人数

直後 5分後10分後 15分以降 計

あめ 2名 2名 2名 14名 20名

キシロカインビスカス 3名 0名 2名 15名 20名

2．麻酔効果

　麻酔効果感については，あめでは効果があると

感じた人は14名（70％），効果が無いと感じた人

は6名（30％）であった。またキシロカインビス

カスを含んで行なった方が効果があると感じた人

が18名（90％），効果が無いと感じた人は2名
（10％）という結果が得られた。

表2　あめを含んだ場合
n＝20

麻酔効果がある 14名　　70％

麻酔効果がない 6名　　30％

表3　キシロカインビスカスを含んだ場合
　　　　　　　　　　　　　　　　n二20

麻酔効果がある 18名　　90％

麻酔効果がない 2名　　10％

　κ2検定を行ってみると，あめとキシロカイン

ビスカスの10分後までと！5分以降の差では，0．12

で自由度1で1％・5％有意差は認められない。

またあめとキシロカインビスカスの効果感では，

2．496で自由度1で1％・5％有意差は認められ
なかった。

表4　あめとキシロカインビスカスの10分後までと15分

　　以降の差
　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝20

あめ キシロカインビスカス

10分後 6名 5名

15分以降 14名 15名

1．咽頭反射

　あめとキシロカインビスカスを吐き出した直後

から5分おきに咽頭反射の有無を判定すると，直

後で反射の出現した被検者はあめでは2名，キシ

ロカインビスカスでは3名であった。5分後では

あめは2名，キシロカインビスカスは0名。10分

後ではあめは2名，キシロカインビスカス2名。

15分以降ではあめは14名，キシロカインビスカス

は15名という結果となった。（直後で反射が起こっ

た人で5分後に反射が起こらなかった人もいたが，

反射が起こった時間で判定をした。）

表5　あめとキシロカインビスカスの効果感の差

　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝20
あめ キシロカインビスカス

麻酔効果あり 14名 18名

麻酔効果なし 6名 2名

3．苦　痛
　また苦痛に関しては，あめを含んだ方が楽だと

いう人が16名（80％），キシロカインビスカスを

含んで楽だったという人が2名（10％），どちら

も変わらないという人が2名（10％）という結果

が得られた。
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表6　苦痛に関しての比較
n＝20

あめの方が楽 16名　　80％

キシロカインビスカスの方が楽 2名　　10％

どちらも変わらない 2名　　10％

4．使用感
　　あめについての意見を聞いてみると，

　・キシロカイン独特の苦味がするが甘い味がっ

　　いているので含みやすい。

　・5分間が楽に過ごせる。

　・飲み込むと奥までしびれてくる。

　・反射の強い人やキシロカインビスカスを上手

　　く含めない人には麻酔効果が得られやすい。

　・あめだけなら麻酔効果が少ないがキシロカイ

　　ンスプレーで更に麻酔をするなら十分効果が

　得られる。

　・含む位置で効果が変わる。

　・早く溶けないと効果が得られにくい

などの意見が聞かれた。

　またキシロカインビスカスの感想を聞いてみる
と，

　・含んでいると吐き気がして苦い。

　・ドロっとした感じが気持ち悪い。

　・後味が悪い。

　・あめより早くから口唇の辺りからしびれてき

　　た。

　・5分間が長く感じる。

　などの感想が聞かれた。

■　考察

　現在，上部内視鏡の前処置では2％キシロカイ

ンビスカスを5分間咽頭へ溜め，その後8％キシ

ロカインスプレーを咽頭へ噴射する方法で麻酔を

行っている。しかし高齢者や咽頭反射の強い方で

はキシロカインビスカスを咽頭に含むことが困難

な場合や，キシロカインスプレーも困難という人

がいる。キシロカインビスカスが困難な場合はキ

シロカインスプレーのみの麻酔で検査を行ってい

る。またキシロカインビスカスが含めてもキシロ

カインスプレーの先を口腔へ近づけただけで反射

が起こり，ごく浅い部分のみの麻酔でそのまま検

査を受けるというケースもある。

　口腔内は知覚神経の抹消が数多く分布し，外的

刺激に対してきわめて敏感な部分であり，一般に

心理的要素から反射が起こりやすいと考えられて

いる。上部内視鏡の経験者で以前苦痛を強く感じ

た人や初めて検査を受ける人では，口から棒のよ

うなものを入れられる恐怖や，初めての経験とい

う恐怖，また胃部の症状を感じている人には症状

に伴う嘔吐反射が誘引されて，強く咽頭反射が現

れる傾向にある。恐怖感を抱いていると，咽頭反

射が強く現れ，麻酔効果も十分得られない。また，

キシロカインビスカスの苦味を強く感じるとます

ます悪循環となり，苦痛が増大してしまうおそれ

がある。甘い味のついたあめを麻酔で使用するこ

とで，気分的にも苦痛が軽減できるのではないか

と考える。上部内視鏡検査に対する苦痛の軽減に

もつながり，麻酔効果も得られるというのは，よ

り安全に検査が行われていくのではないかと考え

る。

　今回作成したあめとキシロカインビスカスの麻

酔効果を比較すると有意な差がなく，また検査自

体の時間を平均すると約10分であり，その時間を

考えると麻酔効果は得られた結果となっている。

咽頭反射は年齢・性別・その日の体調・咽頭の敏

感な人などで感覚が異なるため，個人差がある。

また，含み終わった直後では反射が起こるが，5

分後では反射が起こらないという人もいた。吐き

出した後，口腔内に残っている唾液にキシロカイ

ンビスカスが含まれており，少しづつ嚥下するこ

とで麻酔効果が現れてきた結果であると考える。

　5分間は短いようで長い。キシロカインビスカ

スを含んでいると苦味と独特のドロドロした状態

のせいか時間がなかなか経たないように感じる。

苦味を感じる味蕾が舌根にある為苦痛が感じやす

いが，甘いフレーバーを使用することで苦味から

解放され，苦痛の軽減につながると考える。また，

体位もファーラー位で顔面を天井と水平位にして

含むが，キシロカインビスカスだとただ溜めてい

るだけの状態を維持しなくてはならないが，あめ

だと舐めるという行為が加わる為，その行為を行

うことで時間が早く感じるのではないかと考える。

　味に対する人間の感覚は十人十色であり，味付

けやあめの硬さについて何度も思考錯誤しながら

作成していった。味は加工されたものを使用した

が，中には薬の味が強く感じるものやキシロカイ

ンビスカスの苦味が強く出てしまうものもあった。

様々な種類のあめを作成・試食した結果，4種類

の味を使用した。

　あめの硬さについては，何度も作成・試食し，

スタッフにも試食してもらい，麻酔効果が得られ
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るか，溶けやすいかを判定してもらった。またあ

めだけでは嚥下してしまうおそれもあり，危険性

がないように紐をつけ安全性にも考慮した。あめ

の硬さは，キャンディー程度まで硬すぎるととけ

にくく，大半が口腔内に残り麻酔効果が得られに

くく，また舌や口腔内全体で舐めることで，麻酔

される範囲が拡大してしまった。反対に柔らかす

ぎると，5分間も経たないうちに溶けてしまい，

嚥下する量が増えたり，舐めるという行為がほと

んど無い状態で時間の経過を待つようになった。

また，あめ自体を嚥下してしまいそうな状態になっ

た。その結果，キャラメル程度の硬さが含みやす

く，咽頭麻酔の効果も得やすい結果となった。

　今回，上部消化管内視鏡検査時の咽頭麻酔の苦

痛の軽減ができ，また麻酔の効果も得られるよう

キシロカインビスカスあめの先行研究を検討して

本院外来部で試行を繰り返し改良して作成した。

しかし，麻酔や苦痛のことのみを考え，胃内に入っ

たあめがどの程度検査に影響を及ぼすかというこ

とについては検討しきれず，今後の課題となった。

フレーバーは4種類作成したが，コーヒーやイチ

ゴでは色がはっきりしており，胃内に入ると検査

に支障が出てしまう恐れがある為，リンゴやレモ

ンを使用していく方が良いのではないかと考える。

今後これらの点については更なる追試研究が必要

であると考えている。

■　結論

1　麻酔効果及び，麻酔効果感に関し，あめとキ

シロカインビスカスでは有意差は認められない。

2　咽頭に麻酔薬を含んでいる間の苦痛に関して

　は，キシロカインビスカスよりキシロカインビ

スカスあめの方が安楽である。

3　キシロカインビスカスあめの作成に関しては，

　キャラメル程度の硬さ・薄い色・咽頭内に保持

　しておくための紐をつけるという事が咽頭麻酔

に適している。

■　おわりに

　今回キシロカインビスカスあめを作成し研究し

ていく上で，倫理上の問題から健康な人を対象に

したが，麻酔を安楽に行うという点に対しての効

果は得られたと考える。しかし様々な疾患を持っ

た患者に使用する場合はどうかという点について

は，様々な危険性や個人の要因も考えていかなけ

ればならず，更なる検討の必要がある。今後はキ

シロカインビスカスによる麻酔と合わせて，検査

に支障の無いキシロカインビスカスあめの作成か

ら実際的な使用が可能となるよう開発工夫してい

きたいと考えている。上部消化管内視鏡の検査が

苦痛が少なく安全に行っていけるよう，今後更な

る検討を重ね努力していきたいと思う。

　今回の研究にあたり，指導して頂いた皆様と，

協力してくださった多数のスタッフに深謝いたし

ます。
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