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今後の技師のバーチャル内視鏡 3 次読影
～新しき技師の役割と動物臓器机上実験～
Ｙｏｔｓｕｙａ Ｍａｄｉｃａｌ ｃｕｂｅ
医療技術部 技師 ○天谷 祥隆、中田

忠正、山田

消化器内科医師

山本 信彦

Ａｄｖｉｓｅｒ

伊藤 克也、伊田貴弘

一徳、分野

秀規

背景
バーチャル内視鏡（以下 CTC）は仮想内視鏡増派や点改造を得ることが出来きる。ＣＴ技術で得られた画像
データを Computer 上で再構築する事も可能である。近年では 病変検出支援システムも開発されている。しか
し不利益としては大腸への送気に関連する嘔吐や穿孔が報告されている 。
目的
バーチャル内視鏡(以下 CTC)の有用性を報告する。
対象機器
Discovery CT750。（図１）
方法Ⅰ
消化器内視鏡技師が CTC を施行する際において主治医と放射技師に迅速に連絡し、読影支援を内視鏡担当医、
放射線科と共に介入する。
方法Ⅱ
大腸コロンモデルに同様の吸収率の摸擬臓器(豚の大腸)１㎜・3 ㎜・5 ㎜・10 ㎜の大きさを用いて CTC 用の
プログラムにより固定管電流を 10mA～100mA に変化をさせて検討しました。本法を行うにあたり、人体の大腸
同等の内腔構造に近づける為に、容器のなかには水を浸し可能な範囲でファントムを固定した 。
方法Ⅲ
消化器内視鏡検査にて発見された S 状結腸に約 1/3 周の 2 型大腸癌(Adenocarcinoma、Group5)25 ㎜を、CTC
を施行し画像を消化器内視鏡と比較した。
方法Ⅳ
消化器内視鏡検査にて発見された S 状結腸の早期大腸癌 IIc+IIa sm 深浸潤(Tubular adenocarcinoma、Group
5)11mm を病変の両脇にマーキングクリップを施し CTC を施行し画像を消化器内視鏡検査と比較した。
方法Ⅴ
他施設から依頼を受けて CTC で発見された 5mm の Isp を消化器内視鏡検査と比較した(図２)。
結果Ⅰ
消化器内視鏡技師が介入することで読影医師が必要とする情報を迅速に 提供することが出来た。同時に読影
トレーニングを受けた医師、放射線科、消化器内視鏡技師の読影評価が違うことが分かった。
結果Ⅱ
模擬病変 1mm・3mm・5mm・10mm の大きさの摸擬臓器は表面型病変発見が困難であった(図２)。 大きさ別の領
域感度は 3 ㎜以下盲腸・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S 状結腸・直腸共に検査精度が困難であり、5 ㎜以上
の模擬臓器では盲腸・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S 状結腸・直腸共に 100％であった 。
結果Ⅲ
消化器内視鏡(図３)では深達度は EUS(図４)上 MP であった。病理所見では結腸粘膜の全層性に tubular
adenomatous growth を認め、一部 SM 浸潤様所見を認めた。CTC(図５)においても約 1/3 周の隆起性病変を検出
できた。

（図１）

(図２)ファントム

（図３）

扁平模擬臓

（図４）

（図５）

結果Ⅳ
CTC においてマーキングクリップは検出することは出来きた（図６）。
結果Ⅴ
消化器内視鏡検査においても 5mm の Isp が発見され病変サイズが５ｍｍ以上では内視鏡学的に診断につなが
った（図７）
。
まとめ
CTC は机上実験上では短時間で解析が可能であり解剖学的に盲点は少なく有用であった。CTC の向上により
大腸がん検査の精度向上の展望の１つのツールであると考えられる。しかし、まだ日本は CTC のエビデンス・
コンセンサスが得られてなく臨床的な課題は多いのが現実であるが。病変検出支援システムの向上に将来を期
待し追加報告する。

内視鏡

（図６）

ＣＴＣ

．内視鏡

（図７）
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海外での介助経験で体感した安全と居心地を意識したレイアウトと仕様の取り組み
神戸大学病院 光学医療診療部
内視鏡技師・臨床工学技士 ○吉村
臨床工学技士

兼、阪梨

悟、市之瀬

透

川波

由葵、野田 有希

相原

雅士、坂本 麻美、壷内 晃介

＊本論文における「背景」、「問題提示」は抄録を参照。
外来患者の動線と効率化（図１，２参照）
検査当日、受付を済ませた患者は順番がくるまでの間、光学受付正面の共通待合にて待機している。検査実
施の部屋が決まり、案内可能となって検査室へ入室となるが、検査内容によっては更衣室を経由する。通常の
上部消化管検査であれば直接入室し、ベッドに仰臥位となって咽頭麻酔、希望によりセデーションの導入、検
査施行となる。
検査後の退室は歩行、担送を問わず、検査室正面にリカバリースペース（検査室 3 室に対し 5 ベッド）を設
けており、最短距離での移動は好評である。リカバリースペースでの回復、医師からの説明までを行い、受付
を経て併科もしくは会計の流れとなる。

（図１）

入院患者の動線距離と効率化
内視鏡治療目的で入院された患者の場合、受付に向かうまでに通り過ぎた透視室および治療室にまで引き返
す負担を回避するために、インターホンシステムを導入した。呼び出しの際に、入室予定の部屋を指定してお
くことで、病棟看護師は患者と一緒に指定された部屋まで移動し、インターホンの呼び出しを行うことで、室
内との通話が可能となる。病棟、患者氏名、来室目的…etc を行い、確認が取れれば扉の解錠となり、入室が
許可される。受付をスキップすることになるが、内視鏡システムの患者エントリーを行うことで同時に来院確

認までの事務処理をおえることが出来るようにしているため、実働的な問題は体験していない。治療の搬送は
原則ストレッチャーを利用することから、透視室、治療室に接した通路には柱と柱の間にストレッチャーを駐
車しておけるようにスペース（4 台分）を設けたことより、円滑な入院患者の入れ替えが可能となっている。

（図２）

スタッフの動線と業務効率化
単純に図面上での患者とスタッフの動線の交差はなく、simulation と予測された問題点の Shooting を行っ
てきていたため、運用に伴う混乱を招く前に対応策を投じることができたといえよう。下記に一部紹介する。
＃透視室、治療室、検査室のエリアで担当を分担し、スタッフを配置。
＃各エリアで使用が予測されるデバイスを過不足なく収納ボックスで配置。
＃処置で必ず使用するデバイスをセット化し、エリアにカートで搬送して対応。
＃デバイス同様にスコープの保管場所もエリアに隣接させることで最適化。
＃指導医が各部屋に移動することなくアノテーションによる指示出しが可能。
＊撮影した画像に反映させることなく医員室で選択した内視鏡画像に書き込みを行うと検査を行っている部屋
の内視鏡画像に反映されて閲覧が可能。
＃全ての内視鏡ブースにシーリングペンダントを採用。
＃状況に応じてシーリングの構成は自由に組み替えられるモデルを採用。
＃電気手術器、送水ポンプ等の FSW 以外は協働スペースの床に配線は這わない。
＃検査準備 OK、患者退出（不潔状態）の意思表示を内視鏡画面、証明で周知。
＃スコープ、デバイスを回収し、洗浄するシンクは図面のほぼ中央に設置。
＃清浄度を測定するための環境を充実させるべく清浄化管理室（lab）を隣接。
＃洗浄シンク 4 面、スコープの洗浄消毒装置 10 台、超音波洗浄機 2 台を設置。
＃共有通路において清潔と不潔が交差する距離を短く、広めの通路を確保。

考察
臨床工学の視点から、運用における人間工学を追求することで実働の効率は根本的な向上を遂げた。チーム
で担当する行動範囲を限定することで、余裕をもった接客、対応が行えるため、これまで目が行き届かなかっ
た患者への気配り、設備環境で妥協していた安全面の改善に大きく貢献できた手応えを感じている。今後、長
期運用することで見えてくる事例には早急に対応策を投じ、医療の質を高めていきたい。

連絡先：〒650-0017 神戸市中央区楠町 7-5-2
TEL：078-382-6576
E-mail：ce.yoshimura@icloud.com
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検診・ドックなどでのスクリーニング経鼻内視鏡検査の当施設での実際
池田病院 内視鏡室
○小林

波江、植松 克代、服部

喜美、勝又

剛

矢崎エナジーシステム株式会社診療所
満間かおり
目的
当施設では 2005 年より経鼻内視鏡検査システムを導入しドック・院内検診を中心に、スクリーニングの経鼻
内視鏡検査を年間 4,000 症例程度行っている。経鼻内視鏡検査は楽で安全な検査であるためスクリーニング検
査に大変有用である。我々は 2008 年から世界初の経鼻内視鏡専用検診車を導入して出張での人間ドック・出張
内視鏡検診をも行っている。検査数は年々増加しており、発見がんも胃がんのみならず下咽頭、食道、十二指
腸と様々である。当施設でのスクリーニングでの経鼻内視鏡検査の実際、検査のための工夫などを報告する。
方法
当院での経鼻内視鏡検査導入後、7 年間・総計 25,000 症例の無症状スクリーニング経鼻内視鏡検査対象者の
成績、鼻出血などの偶発症、経鼻挿入不可能症例、がんの発見率、発見胃がんの特徴などを検討した。
結果
スクリーニング経鼻内視鏡検査からの偶発症は、鼻出血が 1.99％（52 例/2,604 例）、経鼻挿入不可能で経口
挿入内視鏡を行った症例は 2.25％（60 例/2,664 例）であった。重篤な偶発症は無かった。7 年間のスクリーニ
ング経鼻内視鏡検査においては、早期のがんでは食道がん・早期胃がん・十二指腸がんが指摘され ESD 治療さ
れている。がんの病変発見率は 0.14％（院内・出張経鼻内視鏡スクリーニング検査合計で 35 例/25,273 例）、
であった。スクリーニング経鼻内視鏡検査において前処置では基本的な 2 ステップのスティック法を遵守し、
前回されている方は前回の経鼻内視鏡検査記録を確認したり、鎮痙剤注射の代わりにペパーミントオイルを投
与したり、萎縮の強い胃粘膜には通常使用の 50％濃度のインジゴカルミンでの染色法を多用したりと、様々な
工夫をしている。
考察・結論
当施設では 90.27％の受診者がスクリーニングの経鼻内視鏡検査を希望され受けている。経鼻内視鏡は、受
けやすさという意味で、受診者に対し検査のハードルを下げてくれた。症状のないうちにがんを発見し低浸襲
な内視鏡治療で治癒させたいという受診者の要求もある。経鼻内視鏡はスクリーニング検査に最適であるが、
検査においては、辛くない検査、確実な前処置、早期がんを見逃さない見方や観察を容易にする方法などの様々
な工夫を実践していく必要がある。今後さらに早期のがんを苦しくない内視鏡で発見し、早期治療につなげて
いく工夫を検討し実践していきたい。
連絡先：〒411-0945 静岡県駿東郡長泉町本宿 411-5
℡055-986-1212

O-8 臨床工学技士の内視鏡センターへの介入
JA 廣島総合病院
臨床工学技士

内視鏡センター

○藤田 雄樹、瀬尾 憲由

内視鏡技師

平舛 仁美、石崎 淳子

消化器内科

徳毛 宏則

背景
従来、当院の内視鏡センターでは医師・内視鏡技師・看護師・洗浄員で運用していたが、内視鏡機器の発達
により工学的知識が必要な場面が増えてきた。そこで医師からの要望で工学的専門知識を持つ臨床工学技士（以
下 CE）が介入することになり 2012 年 8 月から内視鏡センターに常駐している。そこで、現在までの内視鏡業
務立ち上げとして施行してきた事を報告する。
介入による改善点
内視鏡スコープ・システム・高周波装置などの内視鏡機器の管理やメンテナンスについては、トラブルが発
生してから対応していたが、CE の介入により日常点検・始業点検・定期点検を確実に行うことでトラブルを
未然に防げるようになった。また、定期的に交換の必要な光源装置のランプや洗浄機の水フィルタ交換も施行
するようになった事で、業者に依頼する必要がなくなった。スコープについては始業前点検や定期点検を施行
する事で治療前に故障に気付く事ができ、故障による被害を最小限に抑える事ができた。以前から ICU・OP
室などの他科のスコープの洗浄を施行していたが点検はしていなかったため、使用直前に故障が発見する状況
もあったがこれらも点検を行い管理している。スタッフに対して使用前点検、機器取扱いの注意、トラブルシ
ューティングなどの勉強会を行う事で点検の重要性を促している。当院 ME 機器管理システムのマリスに内視
鏡機器を登録する事で故障履歴を容易に確認できるようになった。さらに、ESD・EMR・胆管膵管系などの
治療に CE も携わる事で、看護師のみで施行していた器械出しや高周波装置のセッティングを CE も施行する
ようになり看護師の負担を軽減できているのではないかと考えられる。
結語
CE の介入により内視鏡周辺機器の管理やトラブルに対してスピーディに対処できるようになった。治療の
器械出しにも携わる事により看護師の負担が軽減され、今まで以上に看護に専念する事ができているのではな
いかと思われる。これからの目標としては、今以上レベルの高い機器管理を施行していきスコープや周辺機器
の修理費を最小限に抑え、また治療処置具などの物品管理も CE が管理できるようにしていきたい。さらに、
CE の工学的専門知識を活かし ESD、EMR などの治療で高周波装置の細かな設定を施行し、術者の第一助手
として治療に携われるようにしていきたいと考えている。
連絡先：〒738-8503 広島県廿日市市地御前 1 丁目 3 番 3 号
TEL：0829-36-3111

FAX：0829-36-5573
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憩室出血に対する EBL（Endoscopic Band Ligation）
治療における憩室反転因子の模索
聖路加国際病院
内視鏡室技師

○今村

消化器内科

消化器センター

倫敦、岡田 修一、吉野

恵

村上優賀里、宮前ちひろ、秋山

仁

石井

直樹

背景
大腸憩室はそれ自体が治療対象なることは滅多にないが、時として憩室炎や憩室出血という合併症を引き起
こす。憩室出血は、ある日突然腹痛もなく多量の鮮血あるいは赤黒い下血が発生する病気である。憩室出血の
多くは間欠的な出血であり、7～8 割は自然に止血するが、出血の程度が重度でショック症状になる場合や繰り
返す場合がある。年々憩室出血患者は増加傾向にあり、出血による緊急内視鏡の数も増えてきている。多くの
施設では、憩室出血に対してクリップや局注による止血が行われているが、当院では 2007 年より食道静脈瘤結
紮で用いられる結紮装置（O-ring）(写真 1)を用いて、憩室をまるごと結紮する止血（EBL：Endoscopic Band
Ligation）を行っている。実績としてこれまで 100 例以上に EBL を試行し、高い止血成績を収めている他、早
期再出血率がクリップ止血に対して EBL の方が低いこと、右結腸と左結腸では右結腸の方が EBL 成功率は高い
こと、小腸憩室出血に対しても EBL の施行実績があること等様々な研究発表が行われてきており、同時に巨大
開口憩室や憩室内憩室、蠕動による開口部が閉鎖してしまう憩室には EBL 止血が困難であることもわかってき
ている。
EBL を用いた止血では憩室を反転させて band をかけるため、
吸引による憩室反転が重要な条件となる。

写真１
表１

写真２

目的
憩室出血に対する EBL 治療成績において、内視鏡吸引圧を含む各パラメーターは憩室反転可否に対する因子
となりえるかどうか検証した。
対象と方法
2012 年 5 月～10 月までに憩室出血に対して EBL をトライした 10 症例を対象とし、憩室反転群と非反転群に
分類した。各郡に対して、最大吸引圧(kPa)、性別・年齢・合併疾患（高血圧、高脂血症、糖尿病）
・抗凝固薬
の使用有無・出血部位（右結腸、左結腸）
・出血所見（AV、NBVV＋AC）
・施行時間(min)の各パラメーターに関し
て後ろ向きに検討を行った。吸引圧は、EBL 施行の際当院内視鏡吸引システムである Medela 社製吸引システム
の圧力ゲージ(写真 2)をビデオ撮影することで行った。解析は有意水準 5%とし、Mann-Whitney U 検定および
Fisher’s exact 検定を行った。
なお倫理的配慮については対象患者全員に口頭にて十分な説明を行い、回答をもって同意を得たこととした。
結果
対 象 症 例 10 症 例 の う ち 、 憩 室 反 転 症 例 お よ び 非 反 転 症 例 (6:4) で あ っ た 。 結 果 は 吸 引 圧 中 央 値
(53vs.56,P=1.00) 、 性 別 (M:F 5:1vs.3:1,P=0.6) 、 年 齢 の 中 央 値 は (56vs. 61,P=0.45) 、 高 血 圧 は (1:5
vs.2:2,P=0.33) 、 高 脂 血 症 (3:3vs.2:2,P=0.74) 、 糖 尿 病 (2:4vs.1:3,P=0.67) 、 抗 凝 固 薬 の 使 用 有 無
(3:3vs.2:2,P=0.74)、
出血部位(右結腸：左結腸 4:2vs.3:1,P=0.67)、出血所見(AB:NBVV+AC 3:3vs.2:2,P=0.74)、
施行時間中央値(29vs.26,P=0.91)であった(表１)。比較した全ての項目において有意差は無かった。通常内視
鏡の吸引圧においては、憩室反転の可否は左右されなかった。全ての患者において EBL 施行後の穿孔や膿瘍形
成および早期再出血などの合併症はなかった。
考察
今回の研究では、通常検査で使用している吸引圧での比較を行っており、非反転症例に対して吸引圧を上昇
させる等の検証は行っていない。憩室が反転しない条件の一部は先に述べたが、今回の対象症例は全てデバイ
スに収まるサイズの憩室であり、その憩室が反転しない因子は見つからなかった。憩室を反転させるために吸
引圧を変化させることは、今後前向きに検討できる課題だと考える。EBL は早期脱落や別憩室からの出血がな
ければ完全止血が保障できる。EBL を成功させるために憩室を反転させることだけを考えれば、吸引にこだわ
らず憩室を引っ張り上げるなど別の方法も今後検討できるのではないだろうか。
参考文献
1)Setoyama T「Enodoscopic band ligation (EBL) is superior to endoscopic clipping for the treatment of colonic diverticular
hemorrhage.」Surg Endosc. 2011 Nov;25(11):3574-8. doi: 10.1007/s00464-011-1760-8. Epub 2011 Jun 3.
2)Ishii N「Endoscopic band ligation for colonic diverticular hemorrhage.」Gastrointest Endosc. 2012 Feb;75(2):382-7.
doi: 10.1016/j.gie.2011.07.030. Epub 2011 Sep 23.
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はじめに
当院では通常、内視鏡室にて内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）等の治療内視鏡を行っているが、患者の全身状
態や腫瘍の部位・大きさによっては、手術室にて全身麻酔管理下で行っている。今回、手術室にて行った食道
ESD 症例において、ESD 後、左頬部に皮膚障害が発見された症例を経験したので文献的考察を加えて報告する。
臨床経過
症例は 60 歳代、男性、上切歯列より 13 ㎝頚部食道前壁に 20 ㎜大、2/3 周性の食道表在癌 0−Ⅱb 病変に対し、
全身麻酔下（側臥位）で ESD を実施した。使用器機は ERBE 社製 ICC200、ナイフはオリンパス社製 IT-Knife nano
Ⓡ

（endcut80～120W、forced 凝固 50W）
、富士フィルム社製 FlushKnife BT20Ⓡ（endcut80～120W、forced 凝固

50W）を使用した。手術時間４時間５分、出血量少量、術中バイタルサインは安定し偶発症なく終了した。とこ
ろが術後、枕に接していた左頬部が 3×10 ㎝の範囲にわたって赤黒色に変化していた（写真参照）
。形成外科と
皮膚科を受診したところ熱傷が疑われ、患部の乾燥を避けるため保湿剤とステロイド軟膏を塗布された。３週
間後、治癒に至った。

（写真）

直接的原因
原因として以下の３つが考えられる。①手術体位による左頬部圧迫性の壊死。②高周波メスの漏れ電流によ
る低温熱傷。③ヨウ素を含んだ唾液接触による化学損傷。①は TEMPURⓇ社製の体圧分散に優れた枕を使用して
いたこと、手術時間、術前の栄養状態、筋弛緩下にあり体動などズレによる摩擦がないことより否定的と考え
た。②は高周波メスの漏れ電流値は JIS で 150mA 以下に制限されているため、分流点の接触面が直径３㎝（約
７㎠）以上では２分以上の連続通電でも熱傷を起こす温度に達しないこと、術中の高周波メス通電時間はほと
んどが５秒以下であることから否定的と考えた。③は、術中に食道染色のため 1.2％ルゴール液を 20ml 使用し
ている。手術室において、術野の消毒に用いられる 10％ポビドンヨード（イソジン液Ⓡ）の接触性皮膚炎（化
学損傷）が時々問題になる。これはポビドンヨード中の有効ヨウ素の酸化還元反応が消毒効果を発揮する訳で
あるが、この反応が皮膚において連続的に進行することにより、皮膚に炎症反応を引き起こすと考えられてい
る。ルゴール液にもヨウ素が含まれており、しかもイソジン液Ⓡ10％は 1ml 中の有効ヨウ素 10mg に対し、当院

で用いられているルゴール液は 1ml 中にヨウ素 40mg、ヨウ化カリウム 80mg を含有しておりイソジン液Ⓡ10％に
比べてヨウ素濃度が高い。今回、術中にヨウ素を含んだ唾液が多量に溢流し、枕に高吸収ポリマーシートを敷
いていたものの、密着していた左頬部を連続的に濡らし炎症を惹起させた可能性が高いと考えられた。
考察・まとめ
本症例は内視鏡室での処置とは異なり、全身麻酔下で行われており気管内挿管されていたことから、唾液誤
嚥によるむせ込みや体動がないことが術中の口腔内吸引への意識を低下させ、多量の唾液溢流を招いたことが
皮膚障害の誘因となったと推測する。また体位も内視鏡室が左側臥位 20°上半身挙上に対し、手術室はフラッ
トであり唾液が溢流し易かったと考える。さらに手術室看護師のルゴール液への知識が不足していたこともあ
る。今回の経験を基に手術室、内視鏡室での術中管理方法を再検討していく必要がある。
参考文献
1）村田

洋：OR ナースのためのトピックス,ポビドンヨード（イソジン）による化学熱傷（接触性皮膚炎）．オペナーシング

(0913-5014)，2004.06；19(6)：p660-662
2）原 哲也，ほか：術野消毒に用いた 10％ポビドンヨードによる接触性皮膚炎．日本臨床麻酔学会誌(0285-4845)，2004.11；
24(9)：p531−534
3）市ノ渡奈津子：側臥位における体圧分散低反発マットレスを用いて．日本看護学会論文集：成人看護(1347-8192)，2007.04；
37：p33-35
4）小野哲章：電気メスで熱傷事故を起こさないために,電気メス分流熱傷の発生条件の検証．医科器械学(0385-440X)，2007.04；
77(4)：p229-230
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