パネルディスカッション
「内視鏡機器・施設の安全を考える」
Ｐ-1 当院における内視鏡機器管理の現状
〜医療機器管理委員としての活動報告〜
東海大学医学部付属大磯病院
内視鏡室 ○渡部 玲子・杉本美智子・増田 松子・大庭
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【背景】
2011 年 5 月、神奈川県内の病院で不適切な内視鏡消毒が報道された。消化器内視鏡技師学会では、
「洗浄・
消毒ガイドライン」
（1996 年初版）、第２版（2004 年）が、また、３学会合同の「洗浄・消毒のマルチソサエテ
ィガイドライン」（2008 年）「マルチソサエティ実践ガイド」（2013 年）が作成されている。
当院内視鏡室では、上記ガイドラインを順守した高水準消毒を行っている。一方、手術室、泌尿器科、耳鼻
咽喉科では、各診療科の管理のもとで、洗浄・消毒が行われていた。
【目的】
内視鏡洗浄・消毒のガイドラインを内視鏡室のみならず、院内で使われるすべての内視鏡に適応・徹底し、
適切な内視鏡洗浄・消毒を行えるように、医療機器管理委員会における、内視鏡室以外での内視鏡機器の管理
活動を始めたので報告する。
【方法】
1. 洗浄・消毒における現状調査をする。
2.内視鏡洗浄・消毒ガイドラインの広報活動をする。
3.知識・技能の向上を目指す。
4.洗浄・消毒マニュアルの見直しを行う。
【結果】
1.内視鏡室以外で使用されている内視鏡の洗浄・消毒は、各科に所属する看護師または看護助手によって行わ
れていた。その指導・監督は、各々の診療科の医師であり、細部については、内視鏡機器メーカーや消毒液
販売メーカーに問い合わせていた。それらのメーカーは、マルチソサエティガイドラインや消化器内視鏡技
師会の洗浄・消毒ガイドラインに則った回答をしていた。
2.現段階において他科では、内視鏡の洗浄・消毒に関して、消化器内視鏡のガイドラインに準じた扱いをして
いる事から、
消化器内視鏡技師会ホームページからマルチソサエティガイドラインを印刷・ファイリングし、
各々の現場に配布した。
3.院内における内視鏡機器（消化器以外の内視鏡も含む）取り扱い勉強会を開催し、現場の意識が高まった。
4.各科にマニュアルを提出してもらい、洗浄・消毒マニュアルの見直しおよび業務改善のアドバイスをおこな
った。 具体的な成果としては、他科の使用消毒液の濃度測定や洗浄履歴導入や細菌培養検査実施が可能とな
った。（図１）
【考察】
1.他科における内視鏡の洗浄・消毒においては、各々の診療科の医師が指導・監督を行っていることから、機
器管理委員会や感染防止対策委員会等の病院の委員会等を通じて、関わりをもつ事が可能となった。
2.院内における内視鏡機器取り扱い勉強会の開催は、情報交換や意見交換の場を作る事ができ、有用であった。
【結語】
内視鏡洗浄・消毒に関する他科のアドバイザー的な役割は、今後、内視鏡技師の役割として重要視されてい
くものと思われる。このような役割を担うことにより、感染事故の防止、さらには医療に対する信頼確保へと
繋がっていくものと思われる。
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図１．洗浄・消毒における内視鏡技師の新たな役割
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Ｐ-2 当院における内視鏡管理への挑戦と限界
～内視鏡センターで内視鏡一括管理は可能か～
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【はじめに】
当院内視鏡センター(以下センター)は、2003 年 6 月に開設され、消化器内視鏡技師が配属されたことを機に
内視鏡洗浄・消毒ガイドライン(以下ガイドライン)を遵守した内視鏡管理を目指してきた。
一方、他部署の内視鏡管理は十分とは言えず、スコープ使用時に洗浄・消毒スペースを貸す程度に留まって
いた。2011 年 5 月の病院移転に伴い感染管理認定看護師と協働し、スコープの一括管理体制を整備した。今回、
院内の内視鏡管理に関するセンター介入の成果および課題につき考察する。
【対象および方法】
院内で内視鏡を使用する全科(呼吸器内科・耳鼻咽喉科・婦人科・循環器科)を対象とした。なお、泌尿器科
はフタラール製剤が使用禁忌であり除外した。感染管理認定看護師と協働して各科に働きかけ、調整の後介入
を行った。
【結果及び考察】
当センターのスコープ洗浄・消毒はガイドラインを元にマニュアルを作成し指導した専任の洗浄スタッフが
午前中 2 名、午後 1 名の体制で実施している。また、スコープはバーコードを使用し、ネクサスファイリング
システムで履歴を取り保管庫にて管理している。
呼吸器内科：主たる検査は気管支鏡で年間 120 例を 2 本のスコープで稼働しており、洗浄・消毒・保管は以前

からセンターにて行っている。
耳鼻咽喉科：主たる検査は咽喉頭鏡で診察時に使用される頻度が高く、30～40 例／日を 2 本のスコープで稼働
している。このためセンターでの洗浄・消毒では間に合わないことが判明した。現状ではスコープの増設も見
込めず、洗浄・消毒・管理は自部署で行うこととなった。ただし、病棟での使用は 1～2 例／月でありセンター
にて洗浄・消毒が実現した。しかし、スコープの保管は自部署で行いたいとの要望があり管理を病棟に任せる
こととなった。
婦人科：主たる検査は子宮鏡で 4～5 例／月を 1 本のスコープで稼働しており、センターでの洗浄・消毒となっ
たが、使用時の対応を迅速に行いたいとの要望があり保管は自部署となった。
循環器科：主たる検査は経食道心エコーで、病院移転前は 1～2 例／月を 1 本のスコープで稼働していたためセ
ンターにて洗浄・消毒を行っていた。移転後は 5 例／月と検査が増加し、同日に複数例実施する頻度が増えた
ため、病棟使用のスコープを外来管理とし 2 本で稼働していた。さらに専用の消毒器を購入したため自部署で
洗浄・消毒・管理をしたいと申し出がありセンターでの管理は断念した。
内視鏡管理は、使用する消毒剤による被爆の問題などもあるため、洗浄に関わるスタッフの防護や換気など
の環境が整った場所での一括管理が望ましい１）。しかし、使用頻度やスコープ数の不足によりセンターでの洗
浄・消毒では円滑な稼働が困難な場合がある。管理に関してもスコープの保管をセンターで行うことにより、
必要に応じた迅速な準備が困難な場合がある。
今回は、一部ではあるが内視鏡の洗浄・消毒をセンターで実施することができるようになった。一方、スコ
ープ保管については、自部署を望む声が多く、気管支鏡のみとなった。
近年は、マルチソサエティガイドライン２）などが整備され病院機能評価も年々厳しくなっており、内視鏡の
一括管理は避けて通れない命題となってくる。現状に満足せず、各部署との連携を深めながら改善策を検討し
模索して行くことが必要である。
【おわりに】
病院移転に伴い、院内の内視鏡管理にセンターが一部介入することができた。しかし、一括管理までには解
決を要する問題点が多数存在する。
今後、感染管理認定看護師や各部署の医師・スタッフなどと連携し、改善策の継続的な模索が必要である。
【引用・参考文献】
1)高橋陽一:第 2 章

内視鏡室の感染管理．田村君英(編集)：技師&ナースのための消化器内視鏡ガイド/検査/治療/看護，59-80，

学研，2010．
2)消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン作成委員会(日本環境感染学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器
内視鏡技師会)：消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン,第 1 版、2008.

【連絡先】〒722-8508

広島県尾道市平原 1 丁目 10-23

TEL:0848-22-8111

Ｐ-3

FAX:0848-24-8811

内視鏡洗浄業務に関する教育～より安全な内視鏡を目指して～
地方独立行政法人那覇市立病院

○大内和歌子・知念 優子・川瀬

内視鏡センター

麻紀・富田 幸子・比嘉 敬子

【背景】
当院では、年間約 8,000 件の内視鏡検査および治療を行っている。1 日の平均検査件数は、上部内視鏡（30
件）下部内視鏡（8 件）気管支鏡（1 件）となっている。看護師は 7～8 名体制で固定チームナーシングを展開
している。放射線科、内視鏡センターと 2 チームに分かれ、時間外緊急オンコール体制に対応するため、各々
を 5～7 週毎のローテーションを行っている。洗浄業務を、専属の看護補助員 4 名、内１名は放射線科と兼務と
なっている。看護補助員の勤務終了後や夜間の緊急対応時の洗浄は看護師が担っている。また、内視鏡スコー

プは、集中治療室、手術室にも保管され一次洗浄業務は各部署で行っている。
今回、看護補助員・看護師の院内異動や放射線科とのローテーション業務による内視鏡の安全管理の維持向
上の示唆として研修参加とシミュレーション研修を行ったので報告する。
【目的】
洗浄に関する手技の統一、内視鏡機器の安全管理、感染予防対策を充分に理解した上で洗浄業務に携わるこ
とができる。
【方法】
①内視鏡技師地方会の勉強会へ看護補助員とともに参加する。②現行の方法と比較し改善点を洗い出す。③
現行のマニュアルを改訂する。④新機器の洗浄法のマニュアル作成⑤部署でのシミュレーションを実施する。
⑥マニュアルの再検討を行うとともに、認識のずれを防ぐため、細かな確認事項を整理する。⑦内視鏡洗浄・
消毒の履歴管理を開始する。⑧看護師及び看護補助員を対象に取り組み前後のアンケート調査を行う。その目
的としては、安全面・感染面・高額機器への意識面の変化に関する調査とする。
【結果】
洗浄マニュアルの改訂を出来るだけ具体的に行うことにより、細かな部位まで慎重に施行する意識づけやス
タッフ全体での洗浄シミュレーションの実施により手技が統一化された。また、感染対策へ大きく影響すると
いうことを全員で認識し、周知することができた。履歴管理開始当初は、手書きの不便さから不満の声も聞こ
えたが、１か月すると問題なくこなし、洗浄者記名や洗浄機器の点検、消毒液交換時チェックリストの記名を
徹底することにより、さらに感染管理意識を高めて洗浄業務にあたることができたとよい結果が得られた。高
額機器の丁寧な取り扱いについてもより認識が高まった。
【考察】
これまでは、看護補助員や内視鏡新人看護師への洗浄業務を指導する看護師の知識や技量にも少なからず影
響されていたが、全体シミュレーションの実施やマニュアルの改訂によりスタッフ間の手技の統一を図ること
ができた。そして洗浄に対する認識を深めることが出来た。今回あらたに洗浄・消毒の履歴管理を導入したこ
とで、洗浄担当者が、安全・確実な消毒を行っているという責任を自覚できるという利点が得られた。内視鏡
の洗浄が充分にできてはじめて消毒効果を発揮し、患者への安全な内視鏡検査の提供となる。円滑な内視鏡検
査の遂行と安全な内視鏡機器管理において看護補助員の果たす役割は大きい。看護補助員の指導に携わる看護
師の責任を持った指導力・リーダーシップが求められるとともに、他職種との協働を発揮し、質の高い医療の
提供が不可欠である。
【まとめ】今後、
1)年 2 回の洗浄に関する勉強会の開催。
2)勉強会に撮影した動画を活用しいつでも観閲できる環境を整える。
3)洗浄履歴管理

ファイリングシステム管理に向けて調整を図る。

以上を課題とし、内視鏡検査・治療を受けられる患者への安全管理を深めていきたい。
【参考文献】
1)消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン:日本消化器内視鏡技師会報 No.42, 2009.2
2)田村君英：消化器内視鏡ガイド,学研メディカル秀潤社, 2010
3)日本消化器内視鏡技師会会報 No.48,2012.3
4)田村君英,藤田力也：消化器内視鏡マニュアル,学研,2003
5)堀内晴美,大橋達子：消化器内視鏡看護,日総研,2004
6)消化器看護のリスクマネジメント,北里大学病院看護部編,2004

連絡先：〒902-8511 沖縄県那覇市古島 2 丁目 31 番地の１
TEL090-884-5111（内線 477）

Ｐ-4 当院における軟性内視鏡に関わる新洗浄室の稼働による運用報告
京都大学医学部附属病院
○樋口

医療器材部

浩和・横山 幸史

【背景】
当院では、内視鏡部にて消化器内視鏡・気管支内視鏡のみならず、耳鼻科や泌尿器といった他科の軟性内視
鏡洗浄を行い、院内における軟性内視鏡の一元管理を行っていた。しかし、以前より懸念されていた経食道心
エコープローブの洗浄依頼やさらなる依頼を含めた上で、現在の内視鏡洗浄場ではキャパシティーオーバーと
なっていた。
そこで今回、新たに経食道心エコープローブの洗浄、涙道鏡（眼科）の洗浄が加わったことにより ICT との
協議の結果第二洗浄室が稼働する運びとなったので報告する（図参照）。
【コンセプト】第二洗浄場設立による目的として
・耳鼻科、泌尿器、眼科、放射線科、中診放射線科の他科依頼スコープ洗浄。
・経食道心エコープローブの洗浄。
・洗浄業務の効率化。
・スコープ搬送の効率化。
・清潔区域と不潔区域の区別。

（図）

【洗浄設備】
洗浄機：オリンパス社製 OER-S 5 台。
【対象環境】
2013 年 4 月より第二洗浄室を稼働開始した。洗浄の流れとして、不潔入口と清潔出口を固定することで不潔
区域と清潔区域を区別することができた。また、経食道心エコープローブに関しては、フタラール製剤を使用
し、他科内視鏡の消毒には過酢酸を用いることで消毒業務を分別することができた。搬送においては、臨床工
学技士が中心となり ICT・各診療科・洗浄スタッフ・搬送スタッフによって診療科により時間を設定し行って
いる。また消毒剤の化学暴露については、室内環境を考慮した上で空調の吹出し口と排気口を設置し流体の流
れにより管理した。
【結果】
院内における軟性内視鏡の一元管理ができ、各診療科におけるＭＥ機器のトラブルシューティング・マネー
ジメントが行うことができた。
【課題】
洗浄機蓋付近への排気口フードの設置、内視鏡搬送における見直しを行う。
【結語】
臨床工学技士が中心となり、他職種・洗浄スタッフ・搬送スタッフによる連携を徹底することで、チーム全
体のレベルアップへと繋げていきたい。
連絡先：〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54
℡：075-751-3415（内視鏡部）
e-mail：hhiguchi@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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患者が安心してカプセル内視鏡検査を受けられるよう当院での取り組み
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【背景・目的】
当院では 2010 年 7 月より、小腸カプセル内視鏡検査（以下 CE）を導入した。CE は初めて検査を受けるとい
う患者が大半で、検査内容が分からず不安であるとの訴えが多かった。また、CE の第一読影は、技師が担当し
ており、さらに 2012 年 5 月より、他院からの第一読影も受けることになった。また、本年度に「カプセル内視
鏡読影支援技師認定制度」も予定されている。そこで今回、これらのことに対応するための当院での取り組み
について報告する。
【対象・方法】
2010 年 7 月から 2013 年 9 月までに当院 CE494 件、
2012 年 5 月から 2013 年 9 月までに他院 135 件を施行した。
説明書においては、患者が検査説明後、説明用紙を見た際でも、分かりやすいよう、使用機器のカラー写真を
添付した説明書を作成した。説明時は、患者の理解度に合わせ、説明用紙に沿って、検査の流れや注意点を説
明した。また、患者の立場で、分かりやすい言葉を使用するよう努めた。第一読影においては、大阪市立大学
病院と大阪大学八木研究室開発のカプセル内視鏡診断学習システム on the web（以下学習システム）によるコ・
メディカルの読影トレーニングを実施後、読影に携わり、下記を担当している。①ランドマークのキャプチャ。
②サムネイルの作成。③サムネイルコメント入力。④検査情報・所見の入力。⑤カルテより紹介理由の入力。
⑥他の技師が再度画像を確認（ダブルチェック）
。上記終了後、CE 担当医師に①から⑤を確認してもらう。出
血などで、急ぎで報告が必要な場合は主治医に連絡し、画像を確認してもらう。他院の読影はサムネイルの作
成とルイススコアつけを実施後、他の技師が再度画像を確認（ダブルチェック）している。
【結果】
消化器内視鏡センター専属の技師よる説明の実施で、
検査前及び検査中に患者から、検査内容が分からない、
不安であるなどの訴えが減少し、検査がスムーズに進行し、リスク回避ができた。また、出血などがあった場
合、ダブルバルーン小腸内視鏡検査への緊急対応が迅速になった。
【考察】
CE の第一読影に技師が参画することにより、以下の利点が考えられる。①ダブルチェックすることで、診断
の精度が上がり、患者に安心感を与えられる。②サムネイルの作成及びコメント入力、検査情報・所見の入力
を実施後、医師に確認・指導してもらうことで、画像診断に対し知識が向上する（図１）。③CE は、読影に時
間を要し、医師に負担がかかると言われているが、技師が第一読影を支援することで、仕事量が軽減でき、よ
り迅速に小腸精査を行えるようになる。④チーム医療の推進に役立つ。しかし、仕事量が増加したなど問題点
も生じた。
【まとめ】
初めて検査を受ける患者には、
かなりの不安が生じると示唆される。今後も安心して検査が受けられるよう、
説明を充実させ、医師が信頼できる診断結果を迅速に返せるようサポートしていきたい。

図：カプセルレポート画面
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【背景】
当診療部では 1999 年 4 月より専任の臨床工学技士（以下 CE）１名が配属され、現在では内視鏡専門の CE6
名（内視鏡技師取得者 5 名）が、内視鏡と周辺機器の保守管理を行っている。特に、使用した内視鏡の洗浄消
毒に関しては保守管理の一環として行っており、臨床工学の視点から日々の検証と研究を重ねて確立させた
Yoshimura Method は質の高い再現性に拘った手法である。医療の質をﾄﾚｰｽする清浄化管理として感染制御部か
らも絶大な信頼を得て、ICT ﾒﾝﾊﾞｰとして内視鏡専門の CE が招集されるまでになった。
【沿革】
一方、内視鏡は消化器領域のみならず、多くの診療科で用途に特化した仕様の内視鏡が導入されており、各
診療科での内視鏡保守管理や取り扱いは医師、看護師、看護助手が行っていた。予てから内視鏡専任 CE による
定期点検の要望は受けてはいたが、たった 1 名の CE では全ての診療科に同じ技術提供を展開させる事は不可能
であった。2007 年、手術部において挿管用の気管支ﾌｧｲﾊﾞｰ（以下、BF）、経食道ｴｺｰ使用後の患者が覚醒後、嘔
吐を繰り返すなどの事例が起こり、使用した機材が疑われたことから、使用後の BF の処理方法など手順に問題
がないかの検証および清浄度の測定の協力要請があった。併せて、2008 年より、手術部の大規模な新規光学機
器導入と公正取引委員会より業者立ち会い規制が重なることから、本格的に光学機器担当の CE 派遣要請、院内
全域における内視鏡保守管理を担う事となった。
【各診療科への技術提供】
手術部、救急部、ICU、泌尿器科、放射線科で使用している内視鏡の保守管理は勿論、定期的なﾗｳﾝﾄﾞ、各診
療科で設置されている内視鏡洗浄消毒装置の各種ﾌｨﾙﾀ交換及び全管路消毒の実施、ﾄﾗﾌﾞﾙ対応、取り扱いにおけ
る指導を行っている。多くの光学機器を使用する手術部においては、当診療部と同等の洗浄消毒を行える環境
を整え、CE が準備、導入、片付け、洗浄、点検を行い、軟性鏡で培った技術を硬性鏡領域でも提供している。
BF や消化管ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ、気管支ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ等、所有本数に余裕がある機器においては、当診療部で一時洗浄、
洗浄消毒、点検を行い、救急部においては、当診療部との機器の共有化を実施している。また、院内における
新規光学機器の購入の際の助言や、仕様策定委員の拝命も担っている（図、参照）
。
【CE 介入の成果】
各診療科による保守管理時は、完全に使用出来なくなるまで使用されており、検査･治療自体の質はずさんな
ものであった。CE 介入前後１年を比べると修理件数は 10 件減、修理費は約 91 万円削減であった。修理費だけ
をみると、手術部、ICU 以外の診療科は１ヶ月の定期点検のため、思いのほか大幅削減とはいかなかったが、
CE が定期的に保守管理を行う事で繊細な不具合の摘発率は増加し、早期発見による軽修理に抑える事ができた。
各診療科からは同じ機器を使用いているのに画質がｸﾘｱに視える等、評価が得られた。また、ﾋｱﾘﾝｸﾞにて使用状
況を把握し、
機器の使用方法や未使用の機能等の情報提供が、診断や治療時に有用と判断され採用されている。
各診療科からの使用満足度も得ながらの、使用機器の機能向上に応えた結果である。
【意識改革は続く】
現在も各診療科で根拠の無い管理体制が信仰中である。これらをﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑｼﾌﾄさせるためには、各診療科のｽﾀ
ｯﾌとの信頼関係の構築が重要である。そのために、現場の状況把握を兼ねて、定期ﾗｳﾝﾄﾞの回数を増やし、積極
的にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ行いながら、各診療科に応じた管理を確立し、院内全領域における内視鏡機器管理の統一化、日
常的に検査･治療における技術提供を目指したい。
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