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【背景】
生検介助は内視鏡業務の基本であり、最も行われる業務の一つでもある。当院は消化器専門病院として地域
医療に貢献し、新人スタッフから 20 年以上のベテランスタッフまでが内視鏡の検査治療に携わっている。した
がって、経験年数による生検の違いが大きくないことが理想的である。
【目的】
内視鏡経験 1 年目のスタッフ（A）と 15 年目のスタッフ（B）の生検における組織標本の比較検討を試みた。
【対象】
施行医 T と介助者 1 年目のスタッフ（A 群）と、施行医 T と介助者 15 年目のスタッフ（B 群）で、胃 ESD 後
の瘢痕から生検した再発所見なしと診断された各 42 検体（合計 84 検体）の組織標本を対象とした。使用した
生検鉗子はボストン社製 Radial Jaw 4Ⓡ（カップ外径 1.8mm・開き幅 4.9mm）である。
【期間】
１年目のスタッフが生検を行い始めて約４ヶ月後の、2013 年１月から 2014 年１月。
【方法①】
病理医にて生検切片の長軸と短軸の長さを小数点以下第三位で四捨五入し計測した。
【方法②】
同様に病理医にて生検の深さとして①粘膜層のみ採取、②粘膜筋板まで採取、③粘膜下層まで採取の三段階
で判定した。
【結果①】
組織標本の計測平均値は、A 群で長軸 2.37mm、短軸 0.99 ㎜、B 群で長軸 2.27mm、短軸 0.98 ㎜。標準偏差は
A 群で長軸 0.749、短軸 0.312、B 群で長軸 0.512、短軸 0.231。
【結果②】
組織標本の深度判定では A 群①27 検体、②13 検体、③2 検体。B 群①26 検体、②15 検体、③1 検体。生検材
料は粘膜筋板まで採取された状態が病理診断において理想的であるため、この結果をア)粘膜層のみ採取とイ)
粘膜筋板以下まで採取に分けると、A 群でア)27 検体、イ)15 検体、B 群でア)26 検体、イ)16 検体。χ二乗検定
を行い、Ｐ値＝0.823 であり、この実測データからは介助者により生検の深さに違いがあるとはいえない。
【考察①】
A 群と B 群で長軸・短軸ともに平均値はほぼ同じであるが、標準偏差では B 群が小さく、B 群の方はばらつき
が小さく、安定したサイズで採取できたといえる。
【考察②】
今回の検討では、胃 ESD 後の比較的大きな瘢痕であり、生検がしづらい状況であった。粘膜筋板まで採取さ
れた生検材料が理想的ではあるが、
両群ともに半数以上が理想的な採取ではなかった。しかし検定の結果から、
A 群と B 群で生検の深さには有意差はなく、経験年数による診断への影響はなかったといえる。
【考察③】
当院にて、同じく施行医Ｔが同様の生検鉗子で採取した胃生検（介助者は一定でない）を、ランダムに抽出
し検討した結果では（愛知県内視鏡技師懇話会にて報告）
、粘膜筋板以下の理想的な採取は６割以上であった。

しかし今回の検討は、ＥＳＤ後のフォローとして、要生検という状況の中、両群ともに粘膜筋板以下の理想的
な採取は４割未満であり、瘢痕からの生検の難しさを痛感した。
【結論】
１年目スタッフと 15 年目スタッフの生検は、切片サイズから経験値によるばらつきがみられた。しかし生検
の深さに有意差はなく、診断には影響はなかった。
【参考文献】
1)日本消化器内視鏡技師会会報.№53：57-58
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【序論】
EMR は外来にて比較的短時間で治療可能な手技ではあるが、出血や穿孔といた偶発症のリスクがあるため、
介助の際は細心の注意を払う必要がある。こうした中で内視鏡技師に求められるものは、治療を安全で円滑に
サポートすることだと言える。
【思案】
特にクリッピングでは、クリップ装置への充填から回転、リリースまで速やかに動作しなければいけない。
しかし、スコープ操作が困難な場合において医師の指示を受けてから動作を開始しては一瞬の好機を逃してし
まう事もある。
そこで事前に医師と共同で一種の基準を設け、その範囲内で介助者が即座に操作を行うことが出来れば、高
水準の介助が提供可能になるのではないかと考えた。
【目的】
大腸 EMR 後の後出血予防を目的としたクリッピングにおいて、事前に設けた基準の範囲内で判断し操作する
ことで、ストレスなく円滑な介助を提供する。
【方法】
普段より大腸内視鏡検査に携わっている臨床工学技士２名が医師４名に対して後出血予防のクリッピング介
助を行い、それに対し医師が評価を行った。医師４名のうち２名は非常勤医師に依頼した。
評価方法はアンケート形式を用い、項目は 1.クリップのサイズ 2.クリップの展開方向 3.ストレスの有無と
し、サイズと展開方向に関しては①希望通り②希望とは違うがこれでも問題ない③変更指示が必要の 3 段階評
価を採用した。
【使用デバイス】
回転クリップ装置(HX-110QR)、クリップ(HX-610-135L,HX-610-135S)、スコープ(CF-H260AZI,PCF-Q260AZI)
【基準】
1.サイズに関しては潰瘍底の最短径に嵌まるサイズとした。これは最長径に対し縫縮後の潰瘍底が小さくな
るためである。
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表１：結果

2.展開方向に関しては４つのパターンに分類し基準を設けた。
a)潰瘍底が正面視可能な場合は、最短径を通過するように展開する。(図 1)
b)潰瘍底が６時方向にある場合は、潰瘍底と平行に展開することで、クリップ両端２点で粘膜を押し当て
て手前に倒すようにする。(図 2)
c)潰瘍底が４時、８時方向付近にある場合(接線になる場合)は、潰瘍底に対し 30°から 45°程度角度をつ
けて展開することで支点を作る。支点にて粘膜を押し当てることで潰瘍底が手前に倒れるようにする。
(図 3)
d)潰瘍底がひだを跨ぐ、又はひだの裏にある場合は、潰瘍底に対し垂直に展開し支点を作る。支点にて粘
膜を押し当てることで潰瘍底が大きく手前に倒れるようにする。(図 4)
3.ストレスに関しては、介助が原因で施行医がストレスを感じたかどうかで判断した。
【結果】
希望通りの評価がサイズに関しては 95％、方向に関しては 94％となった。希望とは違うがこれでも構わない、

変更指示が必要とされたのは、医師の見解の違いによって希望が基準から外れてしまった場合であった。(表
1)
ストレスに関しては、クリップの展開から回転の動作に時間をかけてしまった１例を除き、全例ストレス無
しで介助を提供することが出来た。(表 1)
【考察】
クリッピングは生体の受動的特性を理解して方向を定める事が肝であり、その点において医師と共同で基準
をもうける事が、より近い目線での介助提供につながったと考える。
しかし医師の見解によっては、基準の範囲内に収まらない場合も稀にあるため、その時は追加指示を仰ぐ必要
がある。
【総括】
本学会のメインテーマである「安全・安心・安楽・満足」の主人公は患者である。チームで向かう目標に向
けて、生体物性・生体工学の観点から様々な角度でサポートする事が、臨床工学技士で内視鏡技師である私た
ちのチーム内での役割だと考える。
【連絡先】〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通 1 丁目 2 番 1 号
TEL : 044（333）5591（代表）
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【背景・目的】
大腸ポリープの内視鏡的切除術が大腸癌の死亡率を抑制させることが報告されている。当施設ではこれまで
10 ㎜未満の小ポリープの通電切除を積極的に行ってきた。しかし、出血や穿孔といった偶発症のリスクや組織
の熱損傷を伴うため、小ポリープの全てを切除することは困難であった。欧米では高周波発生装置を使用しな
い Cold polypectomy（以後 Cold）が広く行われており、当施設は 2013 年 11 月から小ポリープ切除のより簡
便な方法として Cold を導入した。当施設では通電切除の際、原則として医師がスネアでの切除を行い Cold
では介助者が切除を行う。今回、Cold に対する取り組みを紹介する。
【対象・方法】
Cold の対象は、原則として腫瘍径 5 ㎜未満の非有茎性ポリープとした。2013 年 12 月から 2014 年 9 月まで
に医師 5 名により施行された Cold169 例、343 病変を対象に背景や施行状況を後ろ向きに評価する。内視鏡室
常勤看護師 4 名に EMR や Polypectomy と Cold の介助に関して、1．物品の準備、2.処置の介助、3．下部消
化管内視鏡検査（生検有無）と治療内視鏡検査の診療報酬を比較して看護師から自由意見を聴取した。
【結果】
Cold を 169 例 343 病変に施行した。部位は右半結腸 238（54％）、左半結腸 158（46％）。腫瘍径 5 ㎜以下
330（96％）、6 ㎜以上 8（2％）。抗血小板薬内服 18 例で翌日再開（休薬なし 12 例）。切除手技スネア 69％、
生検 31％。病理所見は、腺腫 300(87.5%)、過形成 27（7.8％）、腺腫内癌 1（0.3％；腫瘍径 3 ㎜）、未回収 15
（4.4％）。予防的クリップ 23 例（14％）。重篤な出血・穿孔なし。全例に EMR と同様に 1 週間の食事と運動
制限などを記したパンフレットで説明した。帰宅後緊急連絡なし。看護師 4 名の内視鏡経験年数 A：17.5 年、
B：3.5 年、C：4 年、D：2.5 年。看護師の自由意見の結果、1. 物品の準備では、Cold 単独の場合、準備はデ
バイスのみで手軽であるが、EMR 併用で途中から高周波発生装置使用の場合、対極板などの準備に慌てるこ
とがあった。2.処置の介助は、経験年数に関係なくスネアでの切除に抵抗があった。3．診療報酬の比較では、
通常検査「生検なし」合計約 2,000 点、３割負担で約 6,000 円。通常検査「１臓器生検あり」合計約 3,700 点、
３割負担で約 11,000 円。治療内視鏡「腫瘍長径 2cm 未満 5,000 点」（Polypectomy、EMR、Cold 共通）合計

約 8,400 点、3 割負担で約 25,000 円。看護師は診療報酬の詳細までは知らず、全員が Cold を簡便な手技の割
に高額という印象を持っていた。
【考察】
Cold169 例 343 病変の施行結果より、抗凝固薬内服に関わらず偶発症無く安全に施行可能であった。通電切
除と比べ準備と手技の手軽さがメリットであるが 14％に予防止血を行っており、偶発症発生の認識は必要であ
る。EMR 等併用を想定する場合はスネア系デバイスを第一選択とするが、微小ポリープ回収で遺失すること
もあり、確実に組織回収できる生検鉗子系と使い分けている。看護師はデバイスの操作には慣れているが、切
除は不慣れなため抵抗感を持っていた。介助手技の熟達や処置に関連した周辺物品の事前準備を充実する等、
介助者の視点から術後の患者フォローを徹底し、安全性を追求した取り組みの継続が重要である。診療報酬の
比較では、看護師は「安全・安楽および短時間で検査・治療を終えられる」という目標を重視しており、患者
の経済的負担にまでは十分な意識が持てていなかったためと考える。Cold 導入により生検と同様の手技で
EMR などの治療内視鏡と同額の診療報酬が得られることが明らかとなり、病院経営への貢献を意識するとと
もに、大きな患者負担を強いているというジレンマを感じている。
【結語】
介助者は Cold に対して安全性を追求した物品の事前準備とスキルアップ研修などによる手技の習熟が必要。
また、Cold 導入にあたり、生検摘除との明確な線引きが必要。
【連絡先】〒791-0280
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