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要

旨

近年，内視鏡診療における鎮静の需要が増加傾向にあるが，内視鏡時の鎮静に対する保険適用の承認
を取得している薬剤はなく，主にベンゾジアゼピン系の薬剤が適応外で使用されている現状であり，安
全な鎮静を支援する体制作りが求められているところである．この度，日本消化器内視鏡学会は日本麻
酔科学会の協力の下

内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン

を作成した．本ガイドラインは

鎮静が必要な状況下で適切な使用法を推奨したものであり，クリニカルクエスチョン 11 項目に対してス
テートメントは 14 項目あり，そのうちエビデンスレベルⅠが 5 項目で，エビデンスレベルⅡが 3 項目あ
ったが，ほとんどが国外のデータに準拠したものであり，推奨度は定まっていない．また，本ガイドラ
インは，内視鏡診療時の鎮静を強く勧めるものではなく，消化器内視鏡診療上，鎮静が必要と考えられ
る局面においてはどのような鎮静の方法が良いかの指針を示したものである．実際の診療において鎮静
を実施するかの最終決定は，必要性に関する十分なインフォームド・コンセントの下，患者の意思を尊
重して行うことが前提であり，医師側の誘導に基づくものであってはならない．
Key words 内視鏡診療／鎮静薬／麻酔薬／拮抗薬

1 ．日本消化器内視鏡学会ガイドラインの刊行にあたって
この “内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン” は，本学会から発信する EBM やコンセンサス
に基づいた正統的な「ガイドライン」の第 2 弾です．消化器内視鏡診療の中心が診断から，比較的長い
時間を要し，また，侵襲的な要素も加わる治療に移りつつある現在，sedation すなわち鎮静，鎮痛に対
する必要性の認識が高まって来ています．さらに，高齢者の患者が増加し，しかも様々な併存疾患を有
している場合が多く，その一方で低侵襲かつ効果的である内視鏡的治療がより強く求められていること
もあり，内視鏡診療における鎮静，鎮痛の重要性が増してきています．
そこで今回，日本麻酔科学会と協力し，この問題についての新たなガイドラインを刊行することにな
りました．作成に携わった委員長の小原勝敏先生をはじめとして委員の皆様，評価委員長の春間賢先生
と評価委員の皆様の大変なご努力に対して，心より感謝と御礼を申し上げます．とくに，東京女子医科
大学麻酔科学講座教授の尾崎眞先生には，ご専門のお立場から貴重なご意見をいただき重ねて御礼を申
し上げます．
本学会の調査によれば，sedation に伴う偶発症の頻度は減少しつつありますが，これは内視鏡技術の
向上と共に，sedation についての知識や理解の広がりに伴うものと思われます．しかしながら，まだ重
篤な偶発症を引き起こしてしまう場合もあり，より安全で確実な鎮静，鎮痛が必要となります．従って，
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まず，この問題に対する基礎的なことについて「消化器内視鏡ハンドブック」の 7）前処置・前投薬・
sedation の項で勉強し，さらに，このガイドラインの内容を理解し，その上で適切な sedation を行い，
安全で質の高い消化器内視鏡診療を遂行していただきたいと思います．
このガイドラインが有効に利用され，さらにエビデンスを積み重ねることにより進化，改訂されてい
くことを願っております．
最後に，ガイドラインの作成に当たって指導的な力を発揮していただいている一瀬雅夫担当理事，松
井敏幸検討委員長に改めて感謝を申し上げます．
日本消化器内視鏡学会
理事長

上西紀夫

2 ．日本消化器内視鏡学会ガイドライン作成の基本理念
内視鏡診療も普及し複雑化するため，多くの診療内容の標準化が求められる．その目的が達成される
と内視鏡診療が向上し，より多くの患者が専門家レベルの質の高い医療を享受できるはずである．この
目的で，内視鏡学会は 1992 年よりガイドラインを 3 版にわたり出版してきた．しかし，これまでの作成
方法は，技術論を中心に数名の専門家の討議により導かれた指針であったが，厳密な evidence based
medicine（EBM）に基づくものではなかった．そこで，内視鏡学会では，2010 年 1 月ガイドライン委員
会を結成して，比較的緊急性の高いテーマ（胃 ESD/EMR，食道 ESD/EMR，抗血栓薬服用者に対する
内視鏡診療，内視鏡診療における麻酔薬/鎮静薬）を取り上げ学会が主体となってガイドラインを EBM
に沿って作成することを決定した．
今回作成するガイドラインの基本理念は以下のごとくである．①科学的根拠に基づいたガイドライン
である．②内視鏡の手技的なことなど充分なエビデンスがなければコンセンサスで補塡する．③推奨が
具体的で，治療選択肢が明確で，重要な推奨を容易に見分けられる．さらに基本的にエビデンスレベル
と推奨グレードを記載する．④文献検索の範囲はテーマにより異なることを考慮し，各ワーキング委員
会で決め，文献検索の方法論と範囲，採用基準を明記する．⑤日本人のためのガイドラインなので英文
と同時に和文の論文を参照することを原則とする．⑥原則として総説形式の論文にする．このなかでコ
ンセンサスとは，科学的手法による合意形成であり，文献エビデンスレベルが低い場合に推奨度の決定
に用いた．作成手法としては，多分野の専門家よりなる作成委員と評価委員がおかれ，さらに外部委員
より意見を求めた．さらに，学会員よりパブリックコメントとして意見を聴取し万全を期した．
本ガイドライン作成の基本的な過程は，本邦の医療情報サービス（Minds）のガイドライン作成手法
に則り，さらにガイドラインの研究・評価手法である AGREE により評価し，社会的要請をも満たすべ
く努力した．現時点での最高の文献エビデンスと専門家のコンセンサスを統合して各項目の推奨度を決
めた．もちろん，関連する多方面のガイドラインとの整合性も考慮された．作成に際し時間を要するた
め，エビデンスの採用範囲に制約がある．そのため作成過程を明示した．大きく変化する時代背景を考
慮すれば，診療の内容が大きく変化することもありうるので本論文の内容も数年で改訂しなければなら
ない．本ガイドラインの内容は，一般論として診療現場の意思決定を支援する目的で作成され，委員会
が責任を負う．したがって日常臨床で活用されてこそ本ガイドラインの意義が高まる．ちなみに本ガイ
ドラインの内容は，医療訴訟の根拠となるものではない．したがって，実際の診療行為の結果について
は各診療担当者が責任を負うものである．
日本消化器内視鏡学会

ガイドライン委員会
委員長
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内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン作成委員会構成メンバー．

日本消化器内視鏡学会 ガイドライン委員会
担当理事
一瀬雅夫（和歌山県立医科大学第二内科）
委員長
松井敏幸（福岡大学筑紫病院消化器内科）
ワーキング委員会
委員長
作成委員長
作成委員

評価委員長
評価委員
外部評価委員

小原勝敏（福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部）
小原勝敏
入澤篤志（福島県立医科大学会津医療センター消化器内科）
貝瀬 満（虎の門病院消化器内科）
後藤田卓志（東京医科大学消化器内科）
田辺 聡（北里大学東病院消化器内科）
堀内 朗（昭和伊南総合病院消化器科）
春間 賢（川崎医科大学内科学消化管内科）
杉山政則（杏林大学医学部外科）
藤田直孝（仙台市医療センター消化器内科）
尾崎 眞（東京女子医科大学医学部麻酔科学講座）
吉田雅博（国際医療福祉大学化学療法研究所附属病院透析・外科）

3 ．ガイドライン作成の経過と意義
内視鏡診療，とくに内視鏡治療においては鎮静が不可欠である．最近では，内視鏡検査においても「苦
痛のない内視鏡」に対する患者側の要望も強くなっている．消化器内視鏡診療における鎮静の利点とし
て，①内視鏡実施前の患者の不安やストレス，ならびに内視鏡実施に伴う苦痛や不快感を軽減できる，
②消化器内視鏡に対する被検者の受容性を高め，消化器癌等の早期発見に繫がるなどの点が挙げられる
が，現在，内視鏡時の鎮静に対する適用承認を取得している薬剤はなく，主にベンゾジアゼピン系の薬
剤が適応外で使用されているのが現状であり，安全な鎮静を支援する体制作りが求められているところ
である．
少なくとも日本国内には，鎮静のためのガイドラインとして明確に標準化されているものはなく，各
施設の担当医の裁量により，様々な薬剤が用いられ，鎮静深度の判定なども施設ごとに工夫して行われ
ているのが現状である．そのため，①必ずしも適切でない薬剤が用いられている，②鎮静レベルの調節
が不十分であるため患者の安全性に問題がでることがある，③標準化された方法がとられていないため
施設間の比較が難しい，④多施設で共同臨床研究を行うことが難しい，⑤いずれの鎮静薬も内視鏡診療
時の保険適用がない，などの潜在する問題，課題を抱えている．
欧米では，通常内視鏡検査は鎮静下に施行されている．1995 年，米国消化器内視鏡学会（ASGE）が
内視鏡検査時の鎮静と患者モニタリングに関するガイドラインを作成しているが，鎮静施行率の低い日
本の実情は，そのガイドラインに沿わないことも多い．しかし，最近では，本邦でも患者の苦痛軽減を
目的に鎮静薬の使用頻度が増加傾向を示している．一方，鎮静に伴う偶発症の問題もあり，本邦独自の
安全な鎮静法の確立と体制作りが望まれるところである．
本邦における内視鏡診療時の鎮静に関するガイドラインは，1999 年 5 月に発刊された日本消化器内視
鏡学会監修の消化器内視鏡ガイドラインの中に「Sedation ガイドライン」として初めて収載されている
が，EBM に基づいたガイドラインではない．内視鏡診療時の鎮静が日常的に施行されている現状を鑑
み，2010 年 7 月に開催された日本消化器内視鏡学会理事会で，EBM を重視した「内視鏡診療における
鎮静に関するガイドライン」作成を目的に，
ガイドライン作成委員，
評価委員が選任された（Table 1 ）．
なお，評価委員には麻酔科医にも参加を求め作成にあたることとした．その後，委員会を開催，ガイド
ライン作成を開始した．参考文献は 1983 年から 2011 年までの文献を PubMed と医中誌で検索し，検索
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された論文を中心に抽出した．ガイドライン作成委員により，ステートメントが作られ，評価委員によ
る評価を経て，ステートメントの草案を第 82 回日本消化器内視鏡学会総会で発表，アンサーパッドを用
いて参加された先生方のパブリックコメントを得た．これらのコメントを反映させて各ステートメント
の最終案が完成，各ステートメントに対するエビデンスレベルと推奨度を Minds の推奨グレードを用い
て決定した．各ステートメント対する評価を記載したが，エビデンスレベルは高く，推奨度は A，B が
多い．しかし，いずれの鎮静薬も保険適用外であり，今後日本消化器内視鏡学会の薬事・社会保険委員
会が主体となってこの点を調整していく必要がある．そこで，
日本消化器内視鏡学会の対応策として「新
たな鎮静システム導入に関する検討委員会」を設置し，2011 年 10 月 22 日に第 1 回検討委員会を，2012
年 3 月 30 日の第 2 回検討委員会を開催し，様々な問題を取り上げ検討しているところである．
なお，今回のガイドラインでは各種薬剤の薬理作用や作用機序についても言及してあるが，主に麻酔
薬および麻酔関連薬使用ガイドライン第 3 版1) や消化器内視鏡ガイドライン第 3 版2) を参考とした．
今後，今回作成した「内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン」を本学会ホームページに掲載
し，会員の先生方を中心にご意見，ご批判，さらに改善案などをパブリックコメントの形で頂く事とし
た．
4 ．ガイドラインの評価
今回，提唱したステートメントに対しては，Table 1 に示す作成委員，評価委員，日本消化器内視鏡
学会の担当理事による Delphi 法3)〜5) による投票を行った．その結果をガイドラインに記載した．
エビデンスレベルと推奨度の評価は評価委員が行った．Table 2 に示すような Minds の推奨グレード6)
を採用して評価した．その結果をガイドラインに記載した．
なお，本ガイドラインは 3 年程度を目途に本委員会で見直しを行い，改訂する．
Table 2

エビデンスレベルと推奨度：Minds の推奨グレード．

エビデンスレベル
Ⅰ ：システマティックレビュー/メタアナリシス
Ⅱ ：１つ以上のランダム化比較試験による
Ⅲ ：非ランダム化比較試験による
Ⅳ a：分析疫学的研究：コホート研究
Ⅳ b：分析疫学的研究：症例対照研究，横断研究
Ⅴ ：記述研究（症例報告やケースシリーズ）
Ⅵ ：患者データに基づかない，専門委員会や専門家個人の意見
推奨度
Ａ ：強い科学的根拠があり，行うよう強く勧められる
Ｂ ：科学的根拠があり，行うよう勧められる
Ｃ 1：科学的根拠はないが，行うよう勧められる
Ｃ 2：科学的根拠がなく，行わないよう勧められる
Ｄ ：無効性あるいは害を示す科学的根拠があり，行わないよう勧められる

5 ．対象患者とガイドライン利用者
本ガイドラインの対象者は，消化器内視鏡検査・治療を受ける患者である．重篤な合併症がある場合
は個々の状態に応じて慎重に対応する必要がある．
本ガイドラインの利用者は，消化器内視鏡を施行する臨床医およびその指導者である．
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6 ．鎮静および鎮静レベルの定義
1）鎮静の定義
鎮静（sedation）とは，投薬により意識レベルの低下を惹起することである．一方，鎮痛（analgesia）
は意識レベルの低下をきたさずに痛みを軽減することであり，鎮痛と鎮静は明確に区別されている．な
お，オピオイド系鎮痛薬は鎮痛とともに軽い鎮静効果を発揮するので，今回のガイドラインでの鎮静に
はオピオイド系鎮痛薬も含めて検討する．
2）鎮静レベルの定義
本邦で独自に制定した鎮静レベルの定義がないため，米国麻酔学会の鎮静・麻酔レベルとその定義を
採用する（Table 3 ）7)．
Table 3

米国麻酔学会

鎮静・麻酔の分類．

軽度鎮静＝不安除去
minimal sedation

中等度鎮静/鎮痛
＝意識下鎮静
moderate sedation/analgesia ;
conscious sedation

深い鎮静/鎮痛
deep sedation/analgesia

全身麻酔
general anesthesia

反応

問いかけに正常に反応

問いかけまたは触覚刺激に対
して意図して反応できる

繰り返しまたは痛みを伴
う刺激に反応できる

仏痛刺激にも反応し
ない

気道

影響なく正常

処置を必要としない

気道確保の処置が必要
なことがある

気道確保が必要

自発呼吸

影響なく正常

適切に維持

障害される

消失する

心血管機能

影響なく正常

通常維持されている

通常維持されている

障害されうる

＊内視鏡検査および治療の目的で行われる鎮静は主に中等度鎮静/鎮痛（意識下鎮静）moderate sedation（conscious sedation）である．

3）鎮静レベルの簡便な判定法
8)
鎮静麻酔の深度を判断する方法として Ramsay 鎮静スコアが汎用されている（Table 4 ）
．Ramsay

スコア 3 ないし 4 が中等度鎮静（意識下鎮静）moderate sedation（conscious sedation）に相当する．
Table 4

Ramsay スコア．

Ramsay スコア

反応

1

不安そう

いらいらしている

2

協力的

3

命令にのみ反応する

4

傾眠

眉間への軽い叩打または強い聴覚刺激にすぐ反応

5

傾眠

眉間への軽い叩打または強い聴覚刺激に緩慢に反応

6

刺激に反応せず

静穏

落ち着かない

見当識がある
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7 ．クリニカルクエスチョン（CQ）とステートメント
■ CQ 1 ：鎮静薬使用に関する考え方とガイドラインの立場は？

ステートメント 1
・内視鏡診療における鎮静は，医師がその必要性を勘案し，十分なインフォームド・コンセントのも
とに，患者の意思と同意に基づいて行うものである．
・本ガイドラインは，内視鏡診療時の鎮静を勧奨するものではなく，鎮静を実施する場合の適正な方
法に関する指針である．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 8 ，最高値： 9

解説：
内視鏡診療における鎮静は，内視鏡診療内容と

はない．もし鎮静を行う場合はどのような鎮静レ

患者状況をもとに医師がその必要性を勘案し，十

ベルを目標に，どのような方法で，どうしたら安

分なインフォームド・コンセントのもとに，患者

全に達成できるのか，といった疑問に応える適切

の意思と同意に基づいて行うものである．本ガイ

な鎮静方法に関する指針である．

ドラインは，内視鏡診療時の鎮静を勧めるもので
■ CQ 2 ：内視鏡への不安や不快感の強い患者に対し，鎮静は有用か？

ステートメント 2
内視鏡診療において鎮静は，患者の不安や不快感を取り除き，内視鏡診療に対する受容性や満足度を
改善する効果がある．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 8 ，最高値： 9
Evidence level Ⅰ，推奨度 B
・検索方法：1983 年〜2011 年
・言語：日本語，英語
・キーワード：
‑内視鏡（検査・診断・治療）
，endoscopy
‑鎮静，麻酔，sedation，anesthesia
‑ガイドライン，推奨，受容性，満足度，guideline，efficacy，recommendation，acceptance，satisfaction
・検索件数：20 件（和文 3

英文 17）

解説：
国や地域，社会により鎮静に関する考え方や医

患者側における鎮静の有用性に関しては，検査

療状況は異なるが，通常の内視鏡検査においても

中の嘔気も少なく許容内であり13)，内視鏡検査に

鎮静を併用する傾向が世界的に広がってきてお

対する満足度，再検査の希望率も高い事が示され

り

9)〜12)

，今後本邦でも鎮静を併用した苦痛のない

ている．

内視鏡検査を期待する患者側からの要望が増加す
ることが予想される．

鎮静を併用するか否かの判断は，国や地域によ
る社会的，
文化的背景の違いや，
患者側の期待度，
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費用対効果など様々な要素に影響されるため，一

査を受ける患者に対して，患者の権利を十分に尊

概に結論付けられるものではない．しかし内視鏡

重し，内視鏡検査前に鎮静の有用性と偶発症につ

診療における医療安全を確認した上で，患者の利

いて十分に説明し，患者側が鎮静の併用について

益向上に貢献すべく，最大限の努力をすることが

選択する機会が与えられなければならないと考え

内視鏡医の責務であるとすれば，今後は内視鏡検

る9)，14)．

■ CQ 3 ：鎮静は検査の完遂率や検査の質および治療成績の向上に寄与するか？

ステートメント 3
鎮静は内視鏡医の観点からも，
検査の完遂率や検査内容および治療成績の向上においても有用である．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 7 ，最高値： 9
Evidence level Ⅰ，推奨度 B
・検索方法：1983 年〜2011 年
・言語：日本語，英語
・キーワード：
‑内視鏡（検査・診断・治療）
，endoscopy
‑鎮静，麻酔，sedation，anesthesia
‑ガイドライン，推奨，質，guideline，recommendation，quality
・検索件数：20 件（和文 7

英文 13）

解説：
内視鏡医側における鎮静の有用性に関しては，

されている15)．さらに細径スコープ（ 6 mm 以下）

欧米の各ガイドラインでも長時間化する診断的内

の使用16)，経鼻内視鏡の選択により，鎮静併用な

視鏡検査や多くの内視鏡治療において診断の質の

しに患者側及び内視鏡医側いずれにとっても許容

向上，治療の目的の達成のためには，一般的に鎮

内の内視鏡検査が実施可能であることが示されて

静が有用であると言及している

10)，
14)

．

いる．

さらに，鎮静の併用による内視鏡医側の満足度

実際に鎮静を行うにあたって，内視鏡診療にお

は高く，内視鏡医にとっても鎮静が有用であるこ

ける鎮静の有用性を理解することが必要である

とが示されている13)．

が，その適応についても十分に検討されなければ

一方，高齢者で咽頭の感受性が低下している患

ならない．

者では鎮静を併用せずに検査が行えることも報告
■ CQ 4 ：鎮静による偶発症とその防止対策は？

ステートメント 4 a
鎮静を併用することによる偶発症としては，呼吸抑制，循環抑制，徐脈，不整脈，前向性健忘，脱抑
制，吃逆などが挙げられる．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 8 ，最高値： 9
Evidence level Ⅳ b
・検索方法：1983 年〜2011 年
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・言語：日本語，英語
・キーワード：
‑内視鏡（検査・診断・治療）
，endoscopy
‑鎮静，麻酔，sedation，anesthesia
‑偶発症，安全性，ガイドライン，complication，adverse event，safety，guideline
・検索件数：16 件（和文 5

英文 11）

解説：
鎮静を併用することによる偶発症としては，呼
吸抑制，循環抑制，徐脈，不整脈，前向性健忘（＊

する医師は十分な訓練を受ける必要があると言及
している10)，11)．

1 ），脱抑制（＊ 2 ），吃逆などが挙げられる．特

* 1 ：前向性健忘：ある時点から以降の記憶が障

に麻酔薬/鎮静薬による呼吸循環系への影響は低

害される状態をいう．ベンゾジアゼピン系の薬剤

酸素血症や低血圧症の原因となり，きわめてまれ

は服用前の記憶は障害されないが，服用後ある一

ではあるが致死的となりうるため，米国のガイド

定期間の記憶をしていないという前向性健忘がみ

ラインでは事前の患者評価，
内視鏡医の麻酔薬/鎮

られることがある．

静薬や救命救急処置に関する知識，術中および術

＊ 2 ：脱抑制：薬物やアルコールなどによって神

後のモニタリング，酸素吸入器や救急カートなど

経系の活動が抑制されることにより，脳の高次機

の配備など，鎮静にあたっては十分な事前の準備

能としての抑制機能が失われて，感情や欲求が抑

と医療環境設営が重要であり，さらに鎮静を担当

えられなくなった状態をいう．

ステートメント 4 b
鎮静の実施にあたっては，特に呼吸循環器系への影響に十分注意し，人員や機器設備の確保，モニタ
リングが重要である．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 8 ，最高値： 9
Evidence level Ⅳ b，推奨度 B
・検索方法：1983 年〜2011 年
・言語：日本語，英語
・キーワード：
‑内視鏡（検査・診断・治療）
，endoscopy
‑鎮静，麻酔，sedation，anesthesia
‑安全性，モニタリング，ガイドライン，complication，adverse event，safety，monitoring，guideline
・検索件数：29 件（和文 8

英文 21）

解説：
鎮静に関連する重篤な偶発症は頻度としては少

経年的にみると減少傾向にある17)〜21)．最近の第

なく，未然に防ぎうる，もしくは重篤化する前に

5 回調査（Table 6 ）についてみると，前処置の

回復しうるものがほとんどである．本邦における

うち鎮静に関連したものは偶発症 466 例中 167 例

鎮静に関連する偶発症については，少数例である

（35.8％）で，死亡数は 11 例中 3 例（27.3％）であ

が，死亡例も報告されている．Table 5 に本邦に

り，鎮静に関連する偶発症の頻度を総検査数で換

おける前処置に関連する偶発症の頻度を示すが，

算すると 0.0013％，死亡の頻度は 0.000024％とな
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内視鏡診療において鎮静を併用する場合には，

一方，
プロポフォールを用いた海外の報告では，
きわめてまれではあるが気管挿管を行った症例
（0.09％）や死亡に至った症例（0.03％）も報告さ

鎮静に伴う偶発症による死亡例の存在を充分認識
の上，厳密なモニタリング実施可能な人員配置，
診療環境確保が重要である．

22)

れている ．
Table 5

前処置に関連する偶発症．

偶発症数

％

死亡数

％

443
1,663
169
754
466

0.0100
0.0252
0.0014
0.0059
0.0037

54
129
6
14
11

0.00122
0.00162
0.00001
0.00010
0.00009

第 1 回調査
第 2 回調査
第 3 回調査
第 4 回調査
第 5 回調査

（文献 21）より引用）

Table 6

前処置に関連する偶発症（第 5 回調査）．

偶発症数

死亡数

咽頭麻酔
鼻腔麻酔
鎮痙薬
鎮静薬
鎮痛薬
腸管洗浄液
抗凝固薬・抗血小板薬
その他

38
8
37
167
11
114
67
24

0
0
0
3
0
8
0
0

計

466

11
（文献 21）より引用）

■ CQ 5 ：患者の適切な観察法とは？

ステートメント 5
鎮静下で内視鏡を施行する場合，
患者の視診，
意識レベルと呼吸循環動態の適切な監視が重要である．
内視鏡手技終了後も覚醒までの間は患者監視を継続する．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 8 ，最高値： 9
Evidence level Ⅳ b，推奨度 B
・検索方法：1983 年〜2011 年
・言語：日本語，英語
・キーワード：
‑内視鏡，endoscopy
‑鎮静，sedation
‑モニタリング，monitoring
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・検索件数：457 件（和文 71

3831

英文 386）

解説：
鎮静下での内視鏡診療において患者死亡に関連

ーターは的確に低酸素血症を数値化してモニタリ

する最も重要な要因は呼吸抑制と気道閉塞であ

ングできるため重要な呼吸モニターの 1 つであ

り，特に手術室外においては，手術室の 2 倍の発

り27)，米国消化器内視鏡学会においてはすべての

生率と報告されている23)．また，米国麻酔学会に

内視鏡手技においてパルスオキシメーターの装着

おける Clinical Outcomes Research Initiative の

が推奨されており28)，特に鎮静下での内視鏡施行

データベースからは，内視鏡施行中の心肺イベン

では必須の項目である．しかしながら，パルスオ

トが致死的偶発症として最も重要である事が示さ

キシメーターの数値のみを指標とした酸素投与は

24)

れている ．通常の内視鏡室（手術室外）におけ

逆に心肺系の予期せぬイベントの発生につながる

る鎮静下での内視鏡診療に際しては，米国麻酔学

可能性もあり注意を要する23)．また，呼吸性アシ

25)

会における高危険群（クラスⅢ以上）
（Table 7 ）

ドーシスを来す様な高炭酸ガス血症は，酸素飽和

や鎮静深度の呼吸循環機能に及ぼす影響（Table

度だけでは把握できない事にも留意が必要であ

特に呼吸循環動態に関し
3 ）25)，26) も理解した上で，

る．特に呼吸器合併症を持つ患者監視において

ては適切な患者監視が必要である．

は，聴診およびカプノグラフィー（呼気中の炭酸

鎮静下で内視鏡を施行する場合の患者監視にお

ガス検査）を用いた呼気終末の炭酸ガス濃度を測

ける要点は，視診と呼吸循環動態の適切な観察監

定する事も重要とする見解もあり25)，29)〜31)，呼吸器

視である．鎮静に使用する薬剤により起こり得る

合併症を持つ患者に対する鎮静下の内視鏡治療や

偶発症の頻度は若干異なるものの，基本的に監視

深鎮静下での診療に際しては，パルスオキシメー

が必要な項目としては，意識レベル，脈拍，血圧

ターに加えてカプノグラフィーによるモニタリン

25)

（深鎮静時）
，呼吸状態，が挙げられる ．また，
内視鏡手技における鎮静程度は中程度が推奨され

グ，そして直接的な呼吸状態（視診，聴診）も考
慮する27)，32)．

26)

ている（意識下鎮静） ．なお，実際に施行医より

循環器系に関しては，不整脈のモニタリング，

も介助者の方が適切な患者監視および呼吸循環偶

および深鎮静下での血圧測定が重要とされてい

発症への対処ができるとされている10)．鎮静下の

る26)，29)．特に，呼吸循環器系疾患を持つ患者や高

内視鏡手技においては，チーム医療の重要性を理

齢者に対して，そして内視鏡診療が長時間化する

解し適切な人員配置を考慮しなくてはならない．

場合の心電図等による持続監視は米国麻酔学会の

また，内視鏡手技が終了した後も，覚醒までは厳

ガイドラインでも推奨されている25)．リスクが高

密な患者監視を行う事が重要である．

いと思われる患者に対しての鎮静下内視鏡診療に

呼吸器系の監視に関しては，直接的な呼吸状態
の監視は非常に重要であり，必要に応じて聴診・

おいては，血圧や心電図を含めたより精度の高い
機器によるモニタリングが推奨される．

呼吸回数測定なども行う．また，パルスオキシメ
Table 7

米国麻酔学会による麻酔リスク．

クラスⅠ：健常者
クラスⅡ：活動を制限されない程度の軽症疾患（高血圧症や合併症のない糖尿病など）を有する患者
クラスⅢ：活動を制限されない程度の中等症／重症疾患（狭心症や合併症のある糖尿病など）を有する患者
クラスⅣ：絶えず生命の危険がある重症疾患（心不全や末期腎不全）を有する患者
クラスⅤ：24 時間以内に死亡する危険性のある患者
クラスⅥ：緊急患者

─ 10 ─
Gastroenterological Endoscopy

3832

日本消化器内視鏡学会雑誌

Vol. 55（12）, Dec. 2013

■ CQ 6 ：意識下鎮静は内視鏡診療において至適鎮静レベルか？

ステートメント 6
通常内視鏡検査における妥当な鎮静レベルは中等度鎮静（意識下鎮静）
，
すなわち『問いかけまたは触
覚刺激に対して意図して反応でき，呼吸循環機能と気道防御反射は維持されている状態』である．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 7 ，最高値： 9
Evidence level Ⅰ，推奨度 A
・検索方法：1983 年〜2011 年
・言語：英語
・キーワード：
‑Endoscopy，Colonoscopy，EGD
‑sedation，anesthesia，analgesia
‑randomized，controlled，meta‑analysis
・検索件数：45 件（英文）
解説：
1）通常の内視鏡検査の鎮静に求められる要件か

でに 5 つあり33)〜37)，4 つは上部消化管内視鏡33)〜36)，
1 つは大腸内視鏡を対象とした RCT37) である．

ら見た妥当性
通常の内視鏡検査の鎮静に求められる主な要件

他に，系統的レビューおよびメタアナリシスの 1

は以下のように要約できる．

つがある13)．上部消化管内視鏡検査を対象とした

①

内視鏡検査の苦痛が軽減し，患者の満足度が

RCT いずれにおいても，鎮静群は非鎮静群に比し

向上すること

て有意に患者満足度・再検査希望率・内視鏡検査

内視鏡の診療精度を高め，内視鏡医の満足度

精度が向上し，鎮静による呼吸抑制は許容範囲内

が向上すること（傾眠状態であるが医師の指

であると評価され，中等度鎮静は非鎮静に比して

示に従って検査に協力することができる）

有効であると評価されている（エビデンスレベル

呼吸循環器系の強い抑制を起こさず，偶発症

Ⅱ）
．

が少ないこと

Ａ）患者満足度と再検査希望率

②

③
④

上部消化管内視鏡に対する中等度鎮静によっ

鎮静からの覚醒が速く回復時間が短時間であ

て，患者の検査への満足度が有意に向上し（非鎮

ること
従って，この要点を満たす鎮静レベルは自ずと

静に比して 2.3 倍の満足度）
，内視鏡再検査の希望

中等度鎮静 moderate sedation（意識下鎮静）とな

率も高くなる（非鎮静群に比して 1.3 倍の受容

る（別項の鎮静レベルの定義を参照）．最小鎮静

33)，
34)
．
率）

minimal sedation では生体反応がほぼ正常であ

Ｂ）内視鏡検査の精度

り，苦痛の軽減に乏しい．一方，深い鎮静 deep

同様の上部消化管内視鏡を対象とした研究で，

sedation では，自発呼吸が障害され，偶発症の可

内視鏡検査の技術的達成度が十分であり，かつ患

能性が高くなる．一部の内視鏡治療では苦痛を伴

者満足度が良好な場合を内視鏡成功と定義した場

い長時間安定した鎮静が必要な全身麻酔が必要と

合，鎮静群では成功率 76％，非鎮静群 46％であ

なるが，通常の内視鏡では中等度鎮静が至適な鎮

り，odd 比は 3.77（95％信頼区間 2.5‑5.7）であっ

静度となる．

た33)．

2）中等度鎮静の妥当性に関するエビデンス

Ｃ）呼吸器循環器系抑制などの副作用

中等度鎮静の優位性を証明する RCT はこれま

非鎮静群とミダゾラム単独，ミダゾラム＋O2 投
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与を比較した RCT35) では，非鎮静群（SpO2＝98

大腸内視鏡を対象とした非鎮静と中等度鎮静

％）に比してミダゾラム単独（SpO2＝92％）では

（意識下鎮静）を比較した RCT は 1 つのみであ

有意に SpO2 が低下したが，非鎮静群とミダゾラ

ミダゾラム群（初
る37)．この RCT では 180 例が，

ム＋O2 投与では同等の SpO2 であった．しかし，

回平均投与量 2.9mg）
，プラセボ群（生食をプラセ

この RCT で使用されたミダゾラム量は約 5 mg と

ボとして投与）
，対照群（ルートは確保せずに内視

日本で一般的な使用量の約 2 倍近いため，必ずし

鏡を行う）の 3 群に無作為に割り付けが行われ

もこのデータを本邦で適用できるとは限らない．

た．ミダゾラム群はプラセボ群に比して，患者側

プラセボ群，フルニトラゼパム 0.25mg 群，フ

の検査全体に対する評価（overall difficulty of the

ルニトラゼパム 0.5mg 群を比較した日本の RCT

examination）は改善したが，患者の仏痛・不快，

では，フルニトラゼパム 0.5mg 群では最小 SpO2

内視鏡医の感じる検査の困難度・検査時間には差

が 90％未満となる例が見られたが，フルニトラゼ

がなかった．白人に通常投与される量に比して少

パム 0.25mg 群では全例で最小 SpO2 が 90％以上

ない量のミダゾラムを用いた 1 つの RCT の結果

であったことから，フルニトラゼパム 0.25mg は

のみで，大腸内視鏡における鎮静の有効性を適切

安全であると結論づけている．

に評価するのは難しい．

■ CQ 7 ：上部消化管内視鏡検査において，鎮静が必要と判断された場合，至適な鎮静を得るための薬剤
の選択は？

ステートメント 7
ベンゾジアゼピン系薬剤によって上部消化管内視鏡検査における至適な鎮静を得ることが可能である．
Delphi 法による評価；中央値： 8 ，最低値： 7 ，最高値： 9
Evidence level Ⅰ，推奨度 C1
・検索方法：1983 年〜2011 年
・言語：英語
・キーワード：
‑Upper GI endoscopy，EGD
‑sedation，anesthesia，analgesia
‑randomized，controlled，meta‑analysis
・検索件数：17 件（英文）
解説：
1）ベンゾジアゼピン系薬剤による中等度鎮静と

ールと非鎮静を比較した RCT は報告されていな

非鎮静（プラセボ）の比較試験（エビデンスレ

い．ベンゾジアゼピン系薬剤を鎮静薬として使用

ベルⅡ）

した 3 つの RCT では，非鎮静に比して鎮静によ

上部消化管内視鏡検査を対象とした非鎮静群と

り患者満足度・再検査希望率の向上が報告されて

中等度鎮静群（意識下鎮静群）を比較した RCT は

おり，通常の上部消化管内視鏡検査ではベンゾジ

4 つあり，使用された鎮静薬はベンゾジアゼピン

アゼピン系薬剤によって中等度鎮静が可能と考え

系薬剤であるミダゾラム単独38)，ミダゾラム単独

られる．

34)

またはジアゼパム単独 ，フルニトラゼパム

2）ベンゾジアゼピン系薬剤間の比較試験
（エビデ

（0.25mg または 0.5mg）36)，そしてミダゾラム＋塩
33)

酸ペチジン（オピスタン） である．プロポフォ

ンスレベルⅡ）
内視鏡の鎮静に選択できる静注用ベンゾジアゼ
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ピン系薬剤としてミダゾラム，ジアゼパム，フル

とナルブフィン（本邦では使用されていないオピ

ニトラゼパムが存在する．非鎮静群とミダゾラム

オイド）
が用いられている45)．両 RCT において，

単独またはジアゼパム単独34) を比較した RCT は，

患者満足度と呼吸器循環器系抑制に両群で差はな

ジアゼパム単独に比してミダゾラム単独が患者満

いが，術者の満足度はミダゾラム＋鎮痛薬群で向

足度の向上，静脈炎の減少，でより有効であると

上した．

している．ミダゾラムとジアゼパムを各群として
38)〜42)

一方，ミダゾラム＋塩酸ペチジンでは予期しな

，患者満足

い深い鎮静 deep sedation が発生することがあ

度，術者満足度ともに両群で大差がなかった．一

る．ミダゾラム 4‑5mg 前後，塩酸ペチジン 70‑

方，再検査時の同一鎮静薬希望率および検査記憶

100mg を用いた内視鏡鎮静の前向き試験（エビデ

消失率（健忘効果）は，ジアゼパムに比してミダ

ンスレベルⅢ）では46)，上部消化管内視鏡の 26％

ゾラムで高かった．呼吸器循環器系抑制などの副

で過度の呼吸抑制を伴う深い鎮静 deep sedation

作用では両群に差はなかったが，静脈刺激性（静

が発生していた．鎮静薬・鎮痛薬に対する薬剤感

脈炎）はジアゼパムに比してミダゾラムで有意に

受性の高い日本人では，ベンゾジアゼピン系薬剤

低かった．ミダゾラムでは健忘効果が高くなるの

＋鎮痛薬で比較的高頻度に呼吸抑制が経験され

で，検査直後の説明を記憶していない可能性があ

る．通常の上部消化管内視鏡検査では，ベンゾジ

り配慮を要する．

アゼピン系薬剤に塩酸ペチジンなどの鎮痛薬を追

直接比較した 6 つの RCT があり

フルニトラゼパムの RCT は，他剤と比較した

加が必要となることは少ないが，咽頭反射が非常

報告はなく，本邦で行われたフルニトラゼパム

に強い場合や，大口径のスコープによる上部消化

0.25mg，0.5mg，プラセボの比較試験37) のみであ

管内視鏡検査（拡大内視鏡，超音波内視鏡など）

る．フルニトラゼパム 0.25mg 群では患者満足度

では有用な場合がある．

がプラセボに比して向上し，SpO2 90％未満の呼吸

5）プロポフォールによる鎮静

抑制はなかったと報告されている．また，フルニ

プロポフォールと非鎮静を比較した RCT は報

トラゼパムはミダゾラムと同様に静脈刺激作用が

告されていない．プロポフォールとミダゾラムを

ほとんどない．

比較した上部消化管内視鏡検査を対象とした 4 つ

3）鎮痛薬単独と非鎮静（プラセボ）の比較試験

の RCT（エビデンスレベルⅡ）が報告されてい

鎮痛薬単独と非鎮静（プラセボ）の比較試験を

る47)〜50)．ミダゾラム以外のベンゾジアゼピン系

比較した RCT の報告はない．塩酸ペチジンには

薬剤とプロポフォールの RCT の報告はない．プ

鎮痛作用以外に咽頭反射を抑制する作用があり，

ロポフォールがミダゾラムに比して患者満足度が

その単独投与によって上部消化管内視鏡検査の患

高かったという報告49) と，逆にミダゾラムがプロ

者満足度，検査精度の向上を期待して，実臨床で

ポフォールに比して患者満足度が高かったという

使用されている．

報告50) があり，これらの RCT のメタアナリシス

4）ベンゾジアゼピン系薬剤とベンゾジアゼピン

（エビデンスレベルⅠ）
では両群間に患者満足度・
再検査希望率・検査記憶消失率および呼吸器循環

系薬剤＋鎮痛薬の比較試験
プラセボとミダゾラム＋塩酸ペチジン（オピス

器系抑制に有意差はないとしている13)．一方すべ

33)

タン）を比較した RCT（エビデンスレベルⅡ）

ての RCT で，鎮静からの回復時間はプロポフォ

では，どちらも妥当な鎮静による患者満足度・再

ールで有意に短く，有用であると報告されてい

検査希望率の向上が得られ，有害事象は報告され

る．この特長を活用して一部の施設では通常の上

ていない．ベンゾジアゼピン系薬剤単独とベンゾ

部消化管内視鏡検査の鎮静にプロポフォールが用

ジ ア ゼ ピ ン 系 薬 剤 ＋ 鎮 痛 薬 を 比 較 した 2 つ の

いられている．使用上の条件が明記されているプ

44)，
45)

RCT が報告されている

（エビデンスレベル

Ⅱ）
．２つの RCT 共にベンゾジアゼピン系薬剤は
ミダゾラムが使用され，鎮痛薬は塩酸ペチジン

ロポフォールで鎮静を行う場合，各施設のルール
に則って安全に使用することが求められる．

44)
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■ CQ 8 ：大腸内視鏡検査において，鎮静が必要と判断された場合，至適な鎮静を得るための薬剤の選択
は？

ステートメント 8
仏痛を伴う頻度が高くなる大腸内視鏡検査では，鎮静の選択肢としてベンゾジアゼピン系薬剤単独，
塩酸ペチジンなどの鎮痛薬単独，ベンゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬などが挙げられる．
Delphi 法による評価；中央値： 8 ，最低値： 7 ，最高値： 9
Evidence level Ⅱ，推奨度 C1
・検索方法：1983 年〜2011 年
・言語：英語
・キーワード：
‑colonoscopy
‑sedation，anesthesia，analgesia
‑randomized，controlled，meta‑analysis
・検索件数：32 件（英文）
解説：
1）ベンゾジアゼピン系薬剤による鎮静

ン系薬剤に塩酸ペチジンなどの鎮痛薬を併用され

大腸内視鏡を対象とした非鎮静と中等度鎮静

ることがあるが，ベンゾジアゼピン系薬剤単独と

（意識下鎮静）を比較した RCT（エビデンスレベ

ベンゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬を比較した

38)

ルⅡ）は 1 つのみである ．この RCT では 180 例

RCT は報告されていない．鎮痛薬（alfentanil）単

が，ミダゾラム群（初回平均投与量 2.9mg）
，プラ

独とミダゾラム＋鎮痛薬（alfentanil）を比較した

セボ群（生食をプラセボとして投与）
，
対照群（ル

小規模な 1 つの RCT（エビデンスレベルⅡ）の報

ート確保せずに内視鏡施行）の 3 群に無作為に割

告があるが51)，両群間で患者満足度や呼吸循環抑

り付けが行われた．ミダゾラム群はプラセボ群に

制の発生頻度には差がないとしている．またメタ

比して，患者が感じる検査の負担感（overall dif-

アナリシス（エビデンスレベルⅠ）によると13)，

ficulty of the examination）は改善したが，患者の

すべての RCT のアームをサンプルサイズに応じ

仏痛・不快，内視鏡医の感じる検査遂行上の困難

た重み付けを行った合計では，ベンゾジアゼピン

度・検査時間には差がなかった．ミダゾラム単剤

系薬剤単独とベンゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬間

による鎮静は大腸内視鏡の患者受容性を大きくは

で，患者満足度，医師満足度，呼吸循環抑制に相

改善しないと結論している．白人に通常投与され

違がないとしている．しかし，この解析では全く

る量に比して少ない量のミダゾラムを用いた 1 つ

異なった検査対象（上部・下部含む）
，異なったレ

の RCT の結果のみで，大腸内視鏡における鎮静

ジメを合計しており，すべて海外の報告であるこ

の有効性を評価するのは困難と考えられる．

となどから，その解釈に慎重さが求められる．
ミ ダ ゾ ラ ム 4‑5mg 前 後， 塩 酸 ペ チ ジ ン 70‑

2）鎮痛薬単独による鎮静
大腸内視鏡を対象とした塩酸ペチジン単独投与

100mg を用いた内視鏡鎮静の前向き試験（エビデ

と非鎮静（プラセボ）を比較した RCT の報告は

ンスレベルⅢ）では46)，大腸内視鏡の 11％で過度

ない．

の呼吸抑制を伴う deep sedation が発生してい

3）ベンゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬による鎮静

た．本邦における実臨床の場面では，ベンゾジア

上部消化管内視鏡検査に比して仏痛を伴う頻度

ゼピン単独に比してベンゾジアゼピン＋鎮痛薬で

が高くなる大腸内視鏡検査では，ベンゾジアゼピ

は患者満足度が高く，呼吸抑制が強くなると捉え
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られている（エビデンスレベルⅤ）
．従って，
ベン

では差がなかったと報告されている．2 つの RCT

ゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬では，ベンゾジアゼ

の共通の結果として，呼吸循環抑制の発生頻度に

ピン系薬剤単独，塩酸ペチジンなどの鎮痛薬単独

ついては両群間で差はなく，鎮静からの回復時

に比して呼吸循環抑制の発生に注意し，十分なモ

間・帰宅までに要する時間はプロポフォールで有

ニタリングと観察を行う必要があると考えられる．

意に短かったとしている． 1 つのメタアナライシ

4）プロポフォールによる鎮静

ス54) では呼吸循環系の副作用（低酸素血症，低血

大腸内視鏡を対象とした，プロポフォールとベ

圧，不整脈，無呼吸）はベンゾジアゼピン系薬剤

ンゾジアゼピン系薬剤を比較した RCT の報告は

（ミダゾラム）
＋鎮痛薬に比してプロポフォールが

なく，プロポフォールとベンゾジアゼピン系薬剤

低率としている．これらの利点から，一部の施設

（ミダゾラム）＋鎮痛薬を比較した RCT52)，53)（エビ

では通常の大腸内視鏡検査の鎮静にプロポフォー

デンスレベルⅡ）とメタアナリシス（エビデンス

ルが用いられるに至っている．使用上の条件が明

13)，
54)
が報告されている．プロポフォー
レベルⅠ）

記されているプロポフォールで鎮静を行う場合，

51)

ルとミダゾラム＋塩酸ペチジンを比較した RCT

各施設のルールに則って安全に使用することが求

では患者満足度はプロポフォールで優れている

められる．

が，ミダゾラム＋フェンタニルと比較した RCT55)
■ CQ 9 ：治療内視鏡（ERCP を含む）において，鎮静が必要と判断された場合，至適な鎮静を得るため
の薬剤の選択は？

ステートメント 9
仏痛や苦痛を伴う頻度が高く，かつ長時間の鎮静が必要となる内視鏡治療（ERCP を含む）では鎮静
の選択肢として，ベンゾジアゼピン系薬剤単独，塩酸ペチジンなどの鎮痛薬単独，ベンゾジアゼピン
系薬剤＋鎮痛薬などが挙げられる．また，長時間安定した鎮静を得る必要がある内視鏡治療では全身
麻酔が選択肢となる．
Delphi 法による評価；中央値： 8 ，最低値： 7 ，最高値： 9
Evidence level Ⅳa，推奨度 B
・検索方法：1983 年〜2011 年
・言語：英語
・キーワード：
‑therapeutic endoscopy，endoscopic treatment（therapy），ESD，ERCP
‑sedation，anesthesia，analgesia
‑randomized，controlled，meta‑analysis
・検索件数：18 件（英文）
解説：
1）内視鏡治療における鎮静の必要性

り，鎮静は必須ではない．一方，上部消化管 ESD

内視鏡治療には様々な手技があり，仏痛を伴う

では仏痛や苦痛を伴うため安全かつ安定した状況

頻度，所要時間，治療の難易度が異なるため，内

下で治療遂行するために鎮静が必要となる．鎮静

視鏡治療の種類によって鎮静の必要性は異なる．

レベルは中等度鎮静が基本であるが，治療上長時

短時間で終了する大腸ポリペクトミーなどの内視

間体動なく安定した状態が必要な症例では全身麻

鏡治療では鎮静を行わずに治療遂行が可能であ

酔も選択肢となる．

─ 15 ─
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2）ベンゾジアゼピン系薬剤および鎮痛薬による
鎮静と全身麻酔
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パムがよい選択肢となる．一方長時間の ESD で
はベンゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬を間欠的に追

短時間で比較的仏痛の少ない治療内視鏡ではベ

加投与する必要があり，鎮静薬の投与量が過量と

ンゾジアゼピン系薬剤単独，塩酸ペチジンなどの

なることがあるので注意を要する．治療に長時間

鎮痛薬単独による鎮静で対応が可能である．仏痛

を要することが予想され，かつ難易度が高く体動

や苦痛が強く，長時間に及ぶ治療内視鏡ではベン

のない安定した状況下で治療遂行が求められる症

ゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬も選択肢となる．

例では全身麻酔が選択肢となる．

ERCP（治療を含む）においてミダゾラムとミダ

3）プロポフォールによる鎮静

ゾラム＋塩酸ペチジンを比較した RCT（エビデン

消化管腫瘍に対する ESD に際し，
プロポフォー

55)
では，ミダゾラム＋塩酸ペチジン
スレベルⅡ）

ルによる鎮静が一部の施設で行われている．間歇

で患者満足度が向上し，合併症は両群間で有意差

的ミダゾラム静注＋ペンタゾシン静注とプロポフ

がないと報告されている．

ォール（bolus 導入後に持続静脈投与による滴定

一方，ミダゾラム 4‑5mg 前後と塩酸ペチジン

titration）＋ペンタゾシン静注を比較した胃 ESD

70‑100mg を用いた内視鏡鎮静の前向き試験（エ

安全性は両群で同等で
鎮静における RCT では56)，

46)

ビデンスレベルⅢ）では ，呼吸抑制を伴う深い

あり，回復時間はプロポフォールで有意に短かっ

鎮静 deep sedation の発生が上部消化管内視鏡 26

たと報告されている．ベンゾジアゼピン系薬剤投

％，大腸内視鏡 11％で認められており，さらに

与によって脱抑制が生じて鎮静が困難となる大酒

ERCP（治療を含む）では 85％にも及ぶと報告さ

家であっても，プロポフォールは安定した鎮静が

れている．十分な観察と監視が求められるところ

可能である．これらの特徴を活用して，一部の施

である．

設では内視鏡治療の鎮静にプロポフォールが用い

上部消化管 ESD ではベンゾジアゼピン系薬剤

られている．使用上の条件が明記されているプロ

＋鎮痛薬による鎮静が広く行われている．治療時

ポフォールで鎮静を行う場合，各施設のルールに

間が長くなる ESD では長時間作用型のベンゾジ

則って安全に使用することが求められる．

アゼピン系薬剤であるジアゼパムやフルニトラゼ
■ CQ10：緊急内視鏡時に鎮静は必要か？

ステートメント 10（エビデンスレベルⅡ，推奨度 B）
緊急内視鏡時には，安全性と確実性の観点から，鎮静下での処置が必要となることが多い．また，鎮
静実施の有無に関わらず，安全性確保の観点から生体監視モニター使用が望ましい．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 7 ，最高値： 9
Evidence level Ⅱ，推奨度 B
・検索方法・検索日：1983 年〜
・検索日：2010 年 12 月
・言語：日本語・英語
・キーワード：
‑緊急，救急，emergen~
‑内視鏡（検査・診断・治療・手術）
，endoscopy
‑鎮静，鎮静薬，鎮静剤，麻酔，麻酔薬，sedation，anesthesia
‑適切，安全性，ガイドライン，method，safety，recommendation
・検索件数：17 件
─ 16 ─
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解説：
緊急内視鏡とは生命に対する危険回避を目的と

ニトラゼパム（ロヒプノール，サイレース）
，鎮痛

した緊急対応として施行する内視鏡処置で，上部

薬として塩酸ペチジン（オピスタン）
，ペンタゾシ

消化管出血に対する止血術，上部消化管異物除去

ン（ペンタジン）が頻用されている．使用量につ

術，急性閉塞性化膿性胆管炎に対するドレナージ

いては患者の全身状態，年齢，施行する処置の種

術，などが該当する．

類や予想される処置時間など臨床状況を考慮して

基本的に，安全確実な緊急処置遂行上，鎮静は

慎重に決定するべきである．

有用である57)．一方，安全性確保のためには，鎮

最近ではプロポフォールなど全身麻酔に用いら

静薬の使用に関わらず生体監視モニターによる経

れる薬剤がベンゾジアゼピン系薬剤を少量使用し

皮酸素飽和度，血圧，心拍数，呼吸数などの確認

たいわゆる鎮静と同等以上の効果と安全性がある

58)，
59)

が望ましい

．また，鎮静担当医師名，担当看

護師名，鎮静薬品名，投与量，投与時間，投与ル

との報告もある60)〜68)．ただし，生体防御反射が抑
制されるので介助者による監視が必須である．

ート，酸素投与量，などの記録も重要である．

上記いずれにおいても気道確保や気管挿管への

使用薬剤は，鎮静薬としてジアゼパム（セルシ
ン，ホリゾン），ミダゾラム（ドルミカム）
，フル

移行が速やかに行い得る状況下での施行が考慮さ
れるべきである．

■ CQ11：高齢者を対象とした内視鏡診療時の鎮静は？

ステートメント 11
高齢者の鎮静については，非高齢者に準じた鎮静薬を投与量に配慮して使用する．ただし，非高齢者
以上に術中および術後の慎重な監視が求められる．
Delphi 法による評価；中央値： 8 ，最低値： 7 ，最高値： 9
Evidence level Ⅳ b，推奨度 C1
・検索方法・検索日：1983 年〜
・検索日：2010 年 12 月
・言語：日本語・英語
・キーワード：
‑高齢，老年，elderly，aged（75 and over）
‑内視鏡（検査・診断・治療・手術）
，endoscopy
‑鎮静，鎮静薬，鎮静剤，麻酔，麻酔薬，sedation，antsthesia
‑適切，安全性，ガイドライン，method，safety，recommendation
・検索件数：16 件
解説：
高齢者の内視鏡検査においても，本人から鎮静

痛薬を使用しないことも考慮するべきである．な

薬使用の要望があり，使用を妨げる特別な理由が

お，鎮静・鎮痛薬使用に伴う利益と不利益に対す

ない場合，鎮静薬使用を躊躇する理由はないが，

る十分な説明と同意の取得は必須である．
内視鏡治療に際しては，高齢者といえども鎮静

非高齢者以上に検査中および検査後の慎重な監視
69)〜71)

．生体防御反射が抑制される

下での処置が望ましい．なお，PEG 造設例など本

ことによる誤嚥や覚醒遅延，転倒などへの注意が

人からの同意取得が困難な場合は，主科の医師に

が必要である

72)

必要とされる ．短時間の検査であれば鎮静・鎮

よる内視鏡治療の意義と必要性，偶発症に対する
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十分な説明が家族など，近親者に対してなされて

おいても生体情報モニターによる監視，偶発症に

いることが前提である．

際して気道確保や気管挿管への移行が可能な状況

内視鏡検査および予定の内視鏡治療のいずれに

下で施行されるべきである．

■ CQ12：鎮静施行例において拮抗薬の投与は有用か？

ステートメント 12a
フルマゼニルは，ジアゼパム系薬剤により誘発された内視鏡診療時の呼吸抑制の緊急回避および覚醒
時の全身状態を早急に確認するために有用である．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 7 ，最高値： 9
Evidence level Ⅱ，推奨度 B
・検索期間：1983 年〜2011 年
・言語：英語
・キーワード：
‑flumazenil
‑sedation
‑endoscopy
・検索件数：61 件（英文）
解説：
フルマゼニルを使用する場合は，
0.2mg 投与し，

にフルマゼニルあるいはプラセボを投与したとこ

効果が不十分であれば，総投与量 1 mg まで投与

ろ，フルマゼニルを投与された症例では，投与 5

できる．ミダゾラムにより誘発された呼吸抑制に

分後には記憶力，精神運動機能，調節機能が著し

対する拮抗作用は，フルマゼニル静注後 120 秒に

く改善したものの，3.5 時間後の再評価では両群間

は発現し，呼吸抑制を直ちに軽減解除させること

に差を認めなかったとの報告がある72)．フルマゼ

ができる69)〜71)．フルマゼニル使用上の問題は，フ

ニルは呼吸抑制よりもベンゾジアゼピンによる鎮

ルマゼニルの持続時間がミダゾラムの作用時間よ

静および健忘に対してより強い拮抗作用を示

り短いことにより再鎮静が生じる可能性があるこ

す73)．また，フルマゼニルの投与により，けいれ

69)〜71)

とである

．ミダゾラム鎮静下で上部消化管

ん発作が誘発される症例があり，
注意を要する71)．

内視鏡検査を受けた 50 症例で，検査後と 30 分後

ステートメント 12b
ナロキソンは，
オピオイドにより誘発された内視鏡診療時の呼吸循環抑制を回避するために有用である．
Delphi 法による評価；中央値： 9 ，最低値： 7 ，最高値： 9
Evidence level Ⅰ，推奨度 A
・検索期間：1984 年〜2011 年
・言語：英語
・キーワード：
‑naloxone
─ 18 ─
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‑sedation
‑endoscopy
・検索件数：11 件（英文）
解説：
ナロキソンは，オピオイド拮抗薬である．ナロ

は，45‑60 分持続する74)．オピオイド依存性の患

キソンは肝臓において代謝され，ナロキンソン―

者では，ナロキソンは急性離脱症候群を惹起し，

3―グルクロニドになり，オピオイド受容体拮抗作

高血圧，頻脈，心室細動，肺水腫，過呼吸，吐き

用を発揮することにより，鎮静，呼吸抑制，胃排

気，嘔吐およびけいれんなどを生じる．また，ナ

出能遅延，乳頭括約筋収縮，鎮痛などの作用を減

ロキソン自体により，呼吸抑制と鎮静が起こりう

74)

弱消失させる ．ナロキソンを使用する場合は，

る74)．ナロキソンのもつ有害作用は潜在的に生命

0.2mg 1 回投与し，効果が不十分であれば， 3 分

に危険を及ぼすことから，安易な使用は推奨され

間隔で 0.2mg を 1‑2 回追加投与する．その効果

ない．

8 ．各種薬剤の種類と作用機構
各種薬剤の種類：
催眠鎮静薬

ベンゾジアゼピン系薬物：ジアゼパム（セルシン®，ホリゾン®）
ミダゾラム（ドルミカム®）
フルニトラゼパム（サイレース®，ロヒプノール®）
デクスメデトミジン塩酸塩（プレセデックス®）
抗ヒスタミン薬：ヒドロキシジン（アタラックス P®）

麻薬性鎮痛薬

塩酸ペチジン（オピスタン®）
フェンタニル（フェンタネスト®）

拮抗性鎮痛薬

ペンタゾシン（ソセゴン®）

静脈麻酔薬

プロポフォール（ディプリパン注®）

拮抗薬

フルマゼニル（アネキセート®）
塩酸ナロキソン（ナロキソン®）
（各薬剤の詳細については添付文書を参考にしてください）

解説：
各種薬剤の薬理作用や作用機構については，主

Ａ．ベンゾジアゼピン系薬物の特徴

に麻酔薬および麻酔関連薬使用ガイドライン第 3

ベンゾジアゼピンの一般的な特徴としては，①

版1) や消化器内視鏡ガイドライン第 3 版2) を参考

生理学的 pH では脂溶性である．高い脂溶性のた

とした．

めに中枢神経作用は速やかである．②代謝は肝臓
で行われる．肝ミクロゾームによる酸化反応，グ

Ⅰ．催眠鎮静薬

ルクロン酸抱合による．加齢，肝疾患，薬物は前

ベンゾジアゼピン系薬物｛ジアゼパム（セルシ

者の反応に影響を与えるが，後者の反応には影響

®

を与えない．③催眠作用，
鎮静作用，
抗不安作用，

®

®

，フ
ン ，ホリゾン ），ミダゾラム（ドルミカム ）
®

®

ロヒプノール ）
，
ルニトラゼパム（サイレース ，

健忘作用，抗痙攣作用，筋弛緩作用を有する．投

｝
デクスメデトミジン塩酸塩（プレセデックス®）

与量によって刺激に対して反応がみられる状態か

や抗ヒスタミン薬｛ヒドロキシジン（アタラック

ら，意識レベル，反射の抑制が生ずる麻酔のレベ

｝などが用いられている．
ス P®）

ルまでさまざまである．抗不安作用は GABA の
レセプター占拠率 20％以下で生じ，
鎮静作用は 30
─ 19 ─
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〜50％，意識障害は 60％以上で生じる．④呼吸へ

2 ．ミダゾラム

の影響：静脈麻酔にみられるように，中枢神経抑

1）薬理作用

3841

制が用量依存性にみられる．二酸化炭素応答曲線

他のベンゾジアゼピン系薬物と同様に，中枢神

（PaCO2 が上昇すると換気が刺激される反応）の

経系における抑制系神経伝達物質である GABA

傾きを低下させる．投与速度が速いほど呼吸抑制

の受容体を賦活することによって催眠作用，鎮静

は早期に強く起こる．慢性の呼吸器疾患を有する

作用，抗不安作用，健忘作用，抗痙攣作用，筋弛

患者では，より強い呼吸抑制が早期から生ずる．

緩作用を発揮する．

⑤循環系への影響：非常に少ない．軽い末梢血管

2）使用法

抵抗の低下で軽度の血圧低下が起こる．低下は用

血管痛もなく，速効性，作用持続時間（2‑6 時

量依存性で生ずるが，ある濃度以上になるとそれ

間）
も短い．半減期はジアゼパムの 1/10 である．

以上の血圧低下は生じないといわれている．⑥他

0.02〜0.03mg/kg をできるだけ緩除に注入する．

剤との相互作用：麻薬との併用時には呼吸抑制は

3）注意点

相互的，相乗的に起こる．

・副作用：嘔気，
嘔吐，
呼吸異常（一過性無呼吸，

１．ジアゼパム diazepam

舌根沈下による呼吸抑制）
，血圧低下，心室性頻

1）薬理作用

拍，アナフィラキシーショックなどがある．

ベンゾジアゼピン系薬物の代表である．他のベ

・過剰投与による過鎮静，傾眠，錯乱，昏睡が疑

ンゾジアゼピン系薬物と同様に，中枢神経系にお

われた場合には，必要に応じて拮抗薬（フルマ

ける抑制系神経伝達物質である GABA の受容体

ゼニル）の投与を考慮する．

を賦活することにより催眠作用，鎮静作用，抗不

・プロポフォールとの併用で，麻酔・鎮静作用が

安作用，健忘作用，抗痙攣作用，筋弛緩作用を発

増強されたり，収縮期血圧，拡張期血圧，平均

揮する．

動脈圧および心拍出量が低下する．

2）使用法

・緑内障患者や重症筋無力症患者は禁忌である．

ジアゼパムの効果とは，催眠量以下の量で患者

・高齢者で，麻酔薬や鎮痛薬，局所麻酔薬，中枢

の不安感を取る，鎮痛効果はないが，触覚と痛覚

神経抑制薬等を併用する場合は分割投与や､ 投

の区別ができなくなる状態にするといわれてい

与量を減ずる．

る．ジアゼパム単独投与では，静注 5 〜10mg が

3 ．フルニトラゼパム

一般的に使用されている．

1）薬理作用

3）注意点

大脳辺縁系，大脳皮質，小脳などに分布する

・副作用：除脈，低血圧，呼吸抑制，運動失調，
薬疹，血栓性静脈炎，口渇などがある．

GABA の受容体を賦活することによって抗不安
作用，抗痙攣作用，筋弛緩作用，鎮静作用，催眠

・一定の割合で血管痛がある．血栓性静脈炎を予

作用を発揮する．ジアゼパムの約 10 倍の力値を

防するために，なるべく太い静脈から緩徐に投

有し，強力な催眠・鎮静作用を発揮する．半減期

与する．

は 7 時間であり，循環器系への影響はほとんどな

・持続時間（半減期 35 時間）が長いので検査後の
患者のケアに注意が必要である．

い．
2）使用法

・ 5 〜10mg の投与でも呼吸抑制を生じるので注

血管痛がジアゼパムに比べ少ない．使用法は，

意する．とくに，肝障害や腎障害があると遷延

0.004〜0.03mg/kg を 静 注 す る． 追 加 投 与 は，

することが多く，呼吸停止も生じるので注意が

0.002mg/kg を静注で行う．

必要である．
・緑内障患者や重症筋無力症患者は禁忌である．

3）注意点

・高齢者では運動失調などが発現しやすいため，

・副作用：呼吸抑制，依存性，過鎮静，興奮，前

少量から投与を開始する．

行性健忘などがある．
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2）使用法

きたすことがあるため，自動車の運転など危険

使用法は， 1 回25〜50mg を点滴静注する．

を伴う機械の操作に従事させないように注意す

3）注意点

る．

・副作用：口渇，眠気，ふらつき，注意力障害，

・緑内障患者や重症筋無力症患者は禁忌である．
・高齢者では少量から開始するなど慎重に投与す

ショック，痙攣，肝障害などがある．
・眠気を催すことがあるため，自動車の運転など

る．

危険を伴う機械の操作に従事させないように注

・妊婦・授乳婦には投与しないことが望ましい．
®

4 ．デクスメデトミジン塩酸塩（プレセデックス ）

意する．
・ポルフィリン症の患者や妊娠または妊娠してい

1）薬理作用

る可能性のある婦人は禁忌である．

デクスメデトミジンはα2 アドレナリン受容体

・高齢者では生理機能が低下しているので，減量

の完全アゴニストであり，青班核や脊髄が作用部

するなど注意する．

位である．鎮静作用，鎮痛作用，交感神経抑制作
用がある．呼吸抑制作用は警備であり，気道確保

Ⅱ．麻薬性鎮静薬

されていない症例でも安全性が高い．

麻薬性鎮静薬として，主に塩酸ペチジン，フェ

2）使用法

ンタニルが用いられている．

シリンジポンプを用いて持続静注する．維持投
与速度は，0.2〜0.7μg/kg/hr を目安とするが，目

１．塩酸ペチジン
1）薬理作用

的とする鎮静度を得るために，より多量を必要と

モルヒネと同様にオピオイド受容体作動薬で､

する症例もある．

中枢性鎮静作用を示し，その鎮痛効果はモルヒネ

3）注意点

の 1/5〜1/10 である．モルヒネと比較して，本薬

・呼吸系については安全な薬物であるが，循環系

の尿閉・便秘発現作用等は弱く，呼吸抑制は軽度

に関しては副作用が高頻度に発現するので注意

である．半減期は 4 時間である．

を要する．

2）使用法

・副作用として，血圧低下，徐脈，冠動脈痙攣な
どが発現することがあるので，
慎重に投与する．
・高齢者では，他の薬物と同様に，鎮静作用や副
作用が強く発現することもあるので慎重に投与

１回 35mg〜50mg を皮下または筋注する．あ
るいは緩除に静脈内に注射する．
3）注意点
・副作用：呼吸抑制，喘息発作の誘発，起立性低

量を調節する．

血圧，頻脈，眠気，めまい，ふらつき，便秘，

Ｂ．抗ヒスタミン薬

排尿障害，胆道痙攣，嘔気・嘔吐などがある．

抗ヒスタミン薬としては，主にヒドロキシジン

・急速に注射した場合，呼吸抑制，血圧下降，循

が用いられている．

環障害，心停止等があらわれることがある．麻

１．ヒドロキシジン

薬拮抗剤（ナロキソン塩酸塩など）や呼吸の調

1）薬理作用

節・補助設備のないところでは静脈内注射は行

第 1 世代抗ヒスタミン薬である．非常に多彩な
ヒスタミンの生理作用のうち，
H1 受容体を介した

ってはいけない．
・肝障害や腎障害により，本薬の効果が遷延する

反応を抑制することで作用を発現する．第 1 世代

可能性がある．

抗ヒスタミン薬は容易に脳‑血液関門を通過する

・高齢者では，低用量から投与を開始するなど患

ため，中枢神経系の神経伝達物質であるヒスタミ

者の状態を観察しながら，慎重に投与する．高

ンの作用を抑制する．視床，視床下部，大脳辺縁

齢者では生理機能が低下しており，特に呼吸抑

系などの皮質レベルの抑制により抗不安，鎮静作

制の感受性が高い．

用を示す．
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・高齢者では高い血中濃度が持続する傾向等が認

1）薬理作用

められているので，低用量から投与を開始する

強力な鎮痛作用を持つ高い力価（モルヒネの

とともに，投与間隔を延長するなど慎重に投与

50‑100 倍）の合成オピオイドである．投与後直ぐ

する．

に外的刺激に対する深い鎮痛作用を示すととも
に，呼吸抑制，徐脈，その他のモルヒネ様作用（嘔

Ⅳ．静脈麻酔薬（プロポフォール）

気，便秘，身体依存，迷走神経刺激効果，鎮静効

1）薬理作用

果）ももたらす．作用出現は迅速であり，作用時

新しい静脈麻酔薬としてここ数年普及してきた

間は 30 分〜 1 時間と短いが，
反復投与によって進

薬剤である76)．覚醒の質がよく，悪心・嘔吐が少

行性に蓄積していく．ナロキソンによって拮抗さ

ない．代謝の場は肝臓であるが，腎臓や肺にも代

れる．

謝酵素が含まれており，このような代謝系が覚醒

2）使用法

の良さを生んでいる．ミダゾラムと本剤とを比較

局所麻酔における鎮静補助として，1 〜 3μg/kg

した報告51) では，psycho motor 試験，視覚，事象

を静脈内に注射する．

の記憶試験両者ともミダゾラムに比べてプロポフ

3）注意点

ォールでは覚醒が良いとされている．

・副作用：呼吸抑制，除脈，血圧低下，筋硬直，

2）使用法
投与量は，0.5〜2.0mg/kg 静注で，少量では鎮

嘔気・嘔吐，尿閉などがある．
・高齢者：肝臓で代謝されて排泄されるが，高齢

静，大量では麻酔を生じる．ミダゾラムに比べて

者では肝血流量が低下しているため，排泄が遅

プロポフォールは鎮静と麻酔の幅が狭い．半減期

延して作用時間が延長する可能性がある．

は 7 時間である．

・妊産婦：母乳に移行しやすいので，授乳中の母

3）注意点
・副作用：呼吸抑制，循環抑制（除脈，低血圧）
，

体への投与は避ける．

静注時の血管痛などがある．
・循環器障害のある患者および高齢者では，無呼

Ⅲ．拮抗性鎮痛薬

吸，低血圧，徐脈などの呼吸・循環器抑制が起

拮抗性鎮痛薬としては，主にペンタゾシンが用

こる可能性があるので，
少量を緩徐に投与する．

いられている．

・高齢者ではプロポフォールの必要量は減少して

１．ペンタゾシン

いる77)．血圧低下も起こりやすいので，より少

1）薬理作用

量を緩徐に使用する．

強力な鎮痛作用と弱いオピオイド拮抗作用を有
する．ペンタゾシンの鎮痛作用はモルヒネのおよ
そ 1/2〜1/4 の効力を持つ．15〜30mg の静注で中

Ⅴ．拮抗薬

等度の鎮痛作用が生じる．

拮抗薬としては，フルマゼニル（アネキセー

静注後 15 分以内に最高鎮痛効果が起こる．

®

，塩酸ナロキソンが用いられている．
ト ）

2）使用法

１．フルマゼニル

使用法は，15mg を静注する．追加投与は 15mg

1）薬理作用
中枢性ベンゾジアゼピン受容体に競合的に結合

を静注で行う．
3）注意点

し，ベンゾジアゼピン系薬物に対して拮抗作用を

・副作用：呼吸抑制，血圧上昇，心拍数上昇，嘔

示す特異的拮抗薬である78)，79)．臨床的にはベン
ゾジアゼピン系薬物による鎮静，健忘，呼吸抑制

気・嘔吐，尿閉，痙攣などがある．
・呼吸機能障害のある患者には､ 注意深く，低用

に拮抗効果を示す．半減期は約 50 分である．肝
臓で速やかに代謝されるために効果持続時間は短

量を投与する．
・肝障害や腎障害には慎重に投与する．

い．
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2）使用法
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場合だけ投与する．

0.2mg を用い，必要に応じて 0.1mg 追加する（総
投与量 1.0mg まで用いる）
．

2 ．塩酸ナロキソン
1）薬理作用

3）注意点

合成麻薬拮抗薬である．モルヒネ，ペンタゾシ

・副作用：臓器毒性，刺激性もなく安全性の高い
薬である．

ンなどの拮抗性鎮痛薬による呼吸抑制に拮抗す
る．オピオイド受容体においてオピオイドの作用

・フルマゼニルは代謝が速いために時間とともに

を競合的に拮抗することにより，これらの薬物に

ベンゾジアゼピン受容体占拠率が低下し，アゴ

起因する呼吸抑制などの副作用を改善する．半減

ニストの作用が再び出現し，再鎮静が起こる．

期は 64 分である．90 分くらいの拮抗が認められ

代謝の速いミダゾラムではこの現象が起こりに

る．

くいが，他のベンゾジアゼピンでは注意が必要

2）使用法

である．

0.2mg 1 回を用いる．効果が不十分であれば，

・てんかんなどの治療薬としてベンゾジアゼピン

2‑3 分間隔で 0.2mg を 1‑2 回追加投与する．

を服用している患者に用いると，てんかん発作

3）注意点

が現れることがある80)．

・副作用：肺水腫，胸部苦悶感，血圧上昇，心室

・肝障害のある患者では薬物の作用消失時間が延
長するので，覚醒後も患者の状態を十分に観察

性頻脈，心室細動など
・高齢者で高血圧，心疾患のある患者では，本薬

する81)．

によってオピオイド等による抑制が急激に拮抗

・高齢者ではベンゾジアゼピン系薬物の作用に感
受性が高いので慎重に投与する．

されると血圧上昇，頻脈などを起こすことがあ
る．交感神経系の活動代謝ストレスを亢進する

・妊婦に対する安全性は確立されていないので，

とされている82)，83)．

治療上の有益性が危険性を上回ると判断された
9 ．利益相反
本ガイドライン作成委員，評価委員の利益相反に関して各委員には下記の内容で申告を求めた．
1）本ガイドラインに関係し，委員または委員と生計を一にする扶養家族が個人として何らかの報酬を得
た企業・団体について
役員・顧問職（100 万円以上）
，株（100 万円以上）
，特許等使用料（100 万円以上）
，講演料等（100
万円以上），原稿料等（100 万円以上）
，研究費（個人名義 200 万円以上）
，その他の報酬（100 万円以
上）
・大鵬薬品
2）本ガイドラインに関係し，委員の所属部門と産業連携活動（治験は除く）を行っている企業・団体に
ついて
寄附講座（200 万円以上）
，
共同研究・委託料（200 万円以上）
，
実施許諾・権利譲渡（200 万円以上）
，
奨学寄附金（200 万円以上）
・なし
10．資金
本ガイドライン作成に関係した費用は，日本消化器内視鏡学会によるものである．
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