〈シンポジウム〉「究極の内視鏡検査・治療の介助をめざして」
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【はじめに】
当部門は、
低侵襲がん治療における新しい治療技術及び機器の研究開発の推進を目指し 2010 年に新設
された。現在内視鏡治療分野に特化した内視鏡医 5 名・内視鏡技師 1 名が、単独もしくは学内・他施設・
企業と共同研究開発を行っている。また、臨床においては、食道・胃・十二指腸・大腸と様々な部位で
内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を中心とした内視鏡治療を行っており、巨大病変や線維化を伴う病変な
ど技術的困難症例に対しても積極的に治療を行っている。さらには、内視鏡治療のトレーニング法の確
立に向けた研究を行っている我々の活動を報告する。
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【研究開発・臨床の実際】
研究の概要：当部門は専用の動物実験室を有し、中・大動物を用いた実験が可能である（図１）。また、
動物飼育が可能で、治療法や機器の安全性および効果を判定する慢性実験が行える特徴を持つ。腹腔鏡
システムも備えているため、外科的処置が可能で、現在は外科との共同研究として、非穿孔式内視鏡的
胃壁内反切除術（NEWS）による胃の全層切除法の確立を目指している。また、教育面にも力を入れてお
り、切除モデルのみならず生体ブタを用いた ESD ハンズオンセミナーを開催している。
臨床の概要：治療例のほとんどが他施設からの紹介である。内視鏡室での治療が基本ではあるが、主に
上部消化管での高度線維化を疑う病変や遺残再発病変など治療困難例に対する手術室での ESD を積極的

に行っている。
内視鏡技師の担う業務：当部門における内視鏡技師の業務内容は多岐に渡る。動物実験での臨床と同等
の環境作りを基本とし、周辺機器・デバイスの準備や高周波発生装置の設定なども細かく行う必要があ
る。また動物実験における麻酔や実験終了後の sacrifice も医師と共同して施行している（図２）
。実験
における技師サイドからの評価や意見も重要となる。臨床での準備・介助をはじめ手術室での治療の際
には、麻酔医や手術室看護師と十分な確認を取り、機器や機材が内視鏡治療に適した環境整備を行って
いる。
【結語】
新しい治療技術及び機器の研究・開発に携わる内視鏡技師は、医師と協力し研究を進めていく上で、
内視鏡装置や処置具の取り扱い、高周波発生装置の原理や使用法、動物実験に必要な知識・技術など研
究・開発における総合的知識や技術を得ることが必要である。また実験における技師サイドからのフィ
ードバックも重要であり、それらが新たな治療法やデバイスの開発や臨床導入の一端を担うことから内
視鏡技師の役割は大きい。チームの一員として低侵襲療法の開発に携わり、患者の QOL 維持に直結する
質の高い内視鏡医療を提供することを目指している。
連絡先：〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35
TEL:03-3353-1211（内線 61591）
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【背景】昨年、内視鏡検査において各メーカーから新型・新システム様々なスコープが販売された。今
回、各メーカーの新型・新システム内視鏡における画質（色再現性）について比較検討した。
【目的】
今回各メーカーのスコープを使用しカラーチャート、USAF Test Pattern を使用し性能について種類
別に比較検討することを目的とした。
【方法】
スコープ： Olympus 社製 ：GIF-HQ290・GIF-H290・CF-HQ290I・PCF-H290I
富士フィルム社製 ：EG-L590ZW・EG-L590WR・EC-L590ZW・EC-L590WM
HOYA/PENTAX 社製 ：EC34-i10M、EG27-i10
光源・プロセッサー：Olympus 社製 EVIS LUCERA ELITE
富士フィルム社製 ADVANCIA-HD+LASEREO
HOYA/PENTAX 社製 EPK-i7000
画像入力装置：DVI2USB Solo (epiphan 製)、IMH-20、各社本体 USB（Olympus・Pentax）、CF カード（富士フ
ィルム）

各社昨年発売開始したスコープ・プロセッサーの組み合わせを使用し、USAF Test Pattern、カラーチ
ャートを撮影後画像入力装置に取り込み画像における画質の比較観察を行った。
比較方法として色再現、

解像度による評価をした。色再現においてはカラーチャート撮影後、主要 8 色の RGB 値を数値化し、グ
ラフ上にプロット、データにより囲まれた領域の面積を「色の鮮やかさ」と定義し評価した。次に狭帯
域光（NBI・BLI）における色再現においても同様に評価した（図１）。

【結果】
各社内視鏡スコープでカラーチャートを撮影し比較検討した結果、白色光観察において色域（面積）
は PENTAX > OLYMPUS > FUJIFILM の順で色彩表現力に差が現れ各社色彩の表現力・明るさに特
色が出た。画像強調観察（IEE）は色彩表現においては NBI/BLI/OE 共に類似傾向を示した。また、同
メーカー内のスコープにおいても色彩の表現力に特色が出た。
【考察】
撮像方式には面順次方式と同時方式がありその方式の違い、また新システムの光学の違いから解像
度・表現力に差は表れるが基礎的なデータを収集しておくことは視覚的情報から診断する内視鏡検査・
処置に必要であると考えられた。
【結語】
進化する内視鏡装置において臨床工学技士が工学的に基礎的なデータを収集し検証することで、今ま
でただ単に視覚的な違いでしか表現することの出来なかったものを根拠に基づき説明することが出来た。
このように各内視鏡の基礎的な特性をデータとして構築し、他のスタッフと共有することで、検査・処
置における診断を工学的にサポートすることができると考えられた。
連絡先：〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54
TEL：075-751-3415（内視鏡部）
E-mail：hhiguchi@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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【はじめに】
食道 ESD は 2008 年 4 月から保険適用になった。当院では 2010 年度から、全身麻酔下による EEMR-tube
併用ダブルチャンネル ESD を、内視鏡室と手術室の連携により開始した。今回は、導入における留意点・
取り組みについて報告する。
【検討項目】
① 人員・機器の配置
② スタッフの役割分担
③ 全身麻酔時の留意点
④ 内視鏡室看護師から手術室看護師へマニュアルの確認・徹底
⑤ その他（高・低体温維持装置、温風式加温装置（以下、ベアハガー）DVT 防止装置の活用）
【実施要領】
（図 1）
①スタッフ構成は、施行医１～２名、内視鏡室から内視鏡技師１名、手術室から麻酔科医師１名と看護
師１～２名の、部署を越えた連携チームとなった。医師と内視鏡技師は左側臥位になった患者の目の前
に立ち、麻酔器および生体監視モニターをそれぞれ患者の頭上および上後方部に配置する事となった。
なお、使用機器のうち、内視鏡光源装置・電子スコープ・処置具等は内視鏡室から搬入し、モニター
及び高周波発生装置、生体監視モニター、麻酔器、DVT 防止装置、高・低体温維持装置、ベアハガーは
手術室所有の機器を使用するなど、人的・物的有効活用に留意した。
②スタッフの役割は、施行医は治療に専念し、助手及び内視鏡技師は治療介助を、手術室看護師は機器・
薬剤等の準備、DVT 防止装置の装着、挿管介助、尿路カテーテル挿入を分担する。また、治療中には物
品の補充および看護記録の作成も行う事とした。
通常、内視鏡室において全身麻酔で治療を行う事がない為、全身麻酔の留意点について麻酔医から事
前にレクチャーを受けた。特に全身麻酔により体動がなくなる為、左側臥位に固定する際、転落防止や、
下になった腕や足の神経麻痺防止の工夫が必要である事や電気メスを使用する際には引火防止のために
酸素濃度を低くする事、亜酸化窒素（笑気）は使用しない事、気管チューブ付近では極力電気メスは使
用しない事など留意点を確認した。
③治療時に使用するヨード、チオ硫酸ナトリウム（デトキソールⓇ）、粘膜下注入液の作成法について、
内視鏡室看護師から手術室看護師へマニュアルの確認・徹底を行った。
④高・低体温維持装置、ベアハガー、DVT 防止装置など、術中・術後の合併症予防の為に使用された。
【結果】
・全身麻酔下食道 ESD は、内視鏡室と手術室との人的・物的有効活用によって行う事が可能となった。
・手術室において行う ESD は全身麻酔によって治療が行われることから、体動やゲップの影響
が無くなり、円滑な治療が可能となった。
・DVT 防止装置、高・低体温維持装置、ベアハガーなどの使用により、術中・術後の安全管理の向上が
期待される。

全身麻酔時の留意点
・全身麻酔により体動がなくなる為、左側臥位に固定する際、転落防止や下になった腕
や足の神経麻痺防止やＤＶＴ防止の工夫が必要である。
・電気メス使用時には、引火防止のため酸素濃度を低くする。亜酸化窒素（笑気）は使
用しない。気管チューブ付近では極力電気メスは使用しない。

体位固定の工夫(1)

転落防止

体位固定の工夫(2)

神経麻痺防止
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【問題点・留意点】
ESD 治療の際には内視鏡室から手術室へ機器の運搬や内視鏡技師の派遣が必要となるため、他の内視
鏡業務や手術室のスケジュールとの充分な調整が必要だった。
【結語】
内視鏡室と手術室の人的・物的な連携を強化する事により、さらに安全な医療を提供できる事が分か
った。
【英語索引】
1.ESD
2.ｕｎｄｅｒ

ｇｅｎｅｒａｌ

ａｎｅｓｔｈｅｓｉａ

連絡先：〒259-0198 神奈川県中郡大磯町月京 21-1
TEL 0463-72-3211
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はじめに
胃瘻とは栄養投与ツールの一つである。嚥下・摂食障害、繰り返す誤嚥性肺炎の患者に対する栄養投
与方法であり、少しでも QOL を維持する目的や回復を目指して選択されるものである。
「胃瘻はあくまで
も最終手段」
「施設に入所するための PEG」としてとらえている諸先生方も多い現状があり（図 1）、造設
数は近隣病院も含め年間 10 件以下程度であった。本当に必要な胃瘻とは何か。造設後の follow up はど
うあるべきかを当院でも追及すると共に、消化器内視鏡技師（内視鏡技師）が近隣病院や施設を巻き込
んでの取り組みを行ってきたので、今日までの経過を報告する。
内視鏡技師による取り組み
① 院内職員に対する教育・講演
② 地域医療圏の医師・看護師をはじめとするメディカルスタッフ（スタッフ）および介護職員を対象
としたセミナーの開催
③ 近隣病院へ直接出向いての勉強会の開催
④ 胃瘻造設や交換における申込み用紙の作成
⑤ 胃瘻患者に関わる相談窓口の設定
結果
当院は、内視鏡センターの立ち上げと同時に PEG センターも併設した。内視鏡技師による様々な取り
組みを行うことで、造設数は元来 10 例以下／年であったのが、50～80 例／年と急増した（図 2）。また、
病院・施設職員や患者・家族の相談窓口を内視鏡センターとすることで、電話での対応も可能となった。
考察
胃瘻が本当に必要なのかを判定した上で患者・家族と相談し造設すべきであることはいうまでもない。
胃瘻が最終手段だけではないことが未だに周知されておらず、誤った認識をしている方々が散見される
ことが問題と考える。さらに造設後においては、当院のように大学から派遣されている医師はある一定
期間での勤務異動があり、患者や家族は主治医が変更となる度に不安を抱えている現状がある。ただ胃
瘻を作るだけでの病院ではなく患者と家族、また他の病院や施設のスタッフを支えていく仕組みづくり
に内視鏡技師が重要な役割を果たすのではないだろうかと考える（図 3）
。
結語
内視鏡技師が相談窓口となり、スタッフや家族の中間的役割を果たすことが求められる。手術手技や
交換手技のみならず、スキンケアや NST・リハビリテーションなどの知識を広げることで、今後さらに
内視鏡技師が発展し、究極の胃瘻が完成するであろう。
今後は地域ネットワークがさらに充実するように他施設の取り組みを参考にして努力すると共に、
様々なスタッフの協力や家族の熱心な介護に、心より感謝と敬意を表したい。
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年度別造設数
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大学病院

内視鏡技師

連携病院

患者・家族
・ いつでも相談できる。

図 ３

・ トラブルはすぐに解決。

連絡先：士別市立病院 内視鏡センター
〒095-0048 北海道士別市東 11 条 5 丁目 3029 番 1
ＴＥＬ

(0165)23-2166

ＦＡＸ

(0165)22-1827

施設・訪問

Ｓ-5

究極の EUS-FNA 介助を目指して
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【背景】
EUS-FNA（Endoscopic Ultrasound-Guided Fine-Needle Aspiration ）は診断のための有用な手技であ
る。しかし EUS-FNA の一般的な成績は図 1 に示す通り、病変に穿刺が出来ない、採取した検体の内容や
量が不十分等の理由から確定診断に到らない可能性がある。また正診率が一定になるプラトーに達する
まで穿刺を行うと検査時間が長引き、患者負担が増大する。
【目的】
EUS-FNA の精度向上ならびに患者の負担軽減に内視鏡技師としてどのように関わることができるか検
討する。
【方法】
通常、穿刺は数回～十数回繰り返され介助者が検体処理を行い、病理診断科で標本が作製され、診断
が確定される。今回我々は少ない穿刺での正診率向上を考え、ベッドサイド迅速細胞診（rapid on-site
evalution、以下 ROSE）の導入を試みた。それに伴い、検査介助として穿刺の補助や針の操作を行う「介
助者」と、採取検体処理と ROSE の施行を行う「処理者」の 2 名の内視鏡技師を配置し、介助者と処理者
で穿刺針の中から検体を採取、処理者が ROSE を施行し鏡検により細胞の有無を判断する運びとした（図
2）。
【結果】
当院の成績は図 3 に示す通りであり、平均 3～4 回という少ない穿刺回数で、全て検体採取が出来た。
しかし確定診断に至らない症例も 1 例あった。十二指腸乳頭部悪性腫瘍の疑いで EUS-FNA を施行したが
細胞診・組織診共に悪性所見が出ず、現在ではこれまでの経過観察から悪性腫瘍より反応性リンパ節を
強く疑う症例である。このような症例を含めても確定診断率 96％と高い成績を得ることができた。
【考察】
成績向上の理由として、介助者がスコープを保持し確実な穿刺が可能であったこと、処理者が ROSE
を行い採取検体内の細胞成分の有無を判断したことなどが考えられる。以上より 2 名で検査介助を行い、
1 人がベッドサイドで ROSE を施行することの有益性は高い。加えて ROSE は本来細胞検査士が行うべき
作業であるが、内視鏡技師が行うことで内視鏡と細胞診両方の知識・技術を会得したスタッフが育ち、
どんな症例にも適切な対処が可能になることで検査時間削減や正診率向上に繋がると考える。但し、内
視鏡技師が ROSE を行うためには基本的な病理検査学の知識の他に、疑似検体を用いた標本作製の練習や
標本供覧といった細胞検査士からのレクチャーが不可欠である。これらを顧みると内視鏡技師が臨床検
査技師資格保有者であることは大きいと考える。
内視鏡技師が検体処理を行ったことによる診断率の成績などは今後も追跡調査を行い、必要とされる知
識・技術、臨床検査技師以外の職種への教育方法など追加報告を行いたい。
【今後への展望】
内視鏡検査も検体処理も一人のスタッフが担当することが理想である。そのための介助方法の工夫や
検体処理の効率化を考えていきたい。

長くて辛い検査にも関わらず
確定診断に至らない可能性がある

＋
一定回数以上の穿刺は正診率に影響なし

＊正診断：細胞診で ClassⅣ以上、又
は組織診で確 定 診断

*1 正診率がプラトーに達する：正診率

良性病変の場合は、臨床診

が横ばいの状態になること

断と相違ないかで判断

図1

EUS-FNA の成績

図3

当院の成績

検 査 台

穿刺補助

図2

検査室の様子

【結語】
内視鏡技師が ROSE を行うことは EUS-FNA の精度向上ならびに患者の負担軽減に繋がった。
今後は臨床
検査技師資格保有者の積極的な参入を期待するとともに、他資格保有者への教育方法を確立することが
課題だと考えられる。
【連絡先】〒104-8560

東京都中央区明石町 9-1

TEL：03(5550)7044
MAIL：tsuchiyu@luke.or.jp
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ＥＳＴ（ＷＧＣ法：ガイドワイヤー先行法）の直接介助と工夫
岸和田徳洲会病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○加村 義昭・太秦
消化器内科医

尾野

朋美・中谷 彩

亘・井上 太郎

はじめに
当院では年間約 400 件の ERCP（治療含む）を施行している。挿入方法は WGC 法で行い、介助者には高
度な技術が要求される。そのため、介助者によって技術に差が生じやすいが、どの介助者が行っても安
定した介助を行わなければならない。

180°

～ＢＤＲ法～
ストップコックを 180°回転させることで
簡単にかつ確実に 繊細な減圧を行える方法

ストップコック

図 １

図 ２

背景
Guidewire の挿入は技師が行うが、繊細な指先の感覚や技術が必要になるため、治療に没頭して周り
が見えなくなりがちである。IVR（Interventional radiology）は医師、看護師、放射線技師が三位一体
となって行う治療なので、周囲の状況を見ながら互いに声を掛け合い、確実に無理のない操作を行う必
要がある。そのためにも、どうすれば質の高い介助を常に行えるのか工夫する必要がある。
介助法と工夫
WGC 法では、介助者が胆管口・膵管口に Guidewire を挿入している。乳頭にやさしく触れるような感
覚で行うことが重要である。乳頭に押しつけるような Guidewire 操作を行うと、乳頭浮腫を起こしたり、
造影チューブが画面から遠ざかり、術者のカメラ操作に悪影響が生じる。また、Guidewire 挿入後は、
適度な張りを保つよう微調整（テンションをかけ）し、入りすぎ、抜けすぎのないよう注意する必要が
ある。
EST では、正しい対極板の貼り方から始まり、ナイフの特徴まで深い知識が必要である。乳頭切開は
11～12 時方向に行う。ナイフの刃の方向を 11～12 時に向けるためには、ハンドルを開いて刃をたわま
せた状態で合わせる方法もある。他に難易度の高い ERCP 系の直接介助が採石時における胆道バルーンカ
テーテルの操作である。バルーンカテーテルはトリプルルーメンを使用しており、造影、バルーン拡張・
縮小、Guidewire 操作をスムーズに行う事が必須であるが、3 つの動作を行なわなければならないため至
難で困難な操作となる。造影は急速・過度の注入により胆管内圧が上昇し、迷走神経反射を誘発する恐
れがある。バルーンの減圧は、手の感覚で操作を行うと、急な減圧が生じエアーの混入も考えられ正確
な造影も出来なくなる。私たちは、回転式バルーン減圧（Balloon Decompression by Revolving the stop
Cock：BDR）法（図 1、2）と名付け、この BDR 法で減圧操作を行っている（BDR 法とは、ストップコック
を素早く 180 度ずつ回転させながら操作することで、簡単にかつ確実に繊細な減圧が行える操作）。また
忘れてならないのが Guidewire 操作であり、バルーンカテーテルが胆管内から十二指腸側に引き込まれ
ていくため、Guidewire の先端を常に同じ位置で維持する必要がある。介助者は全ての動作を素早く確
実に行わなければならないため、どうしても手元を見ることが多くなり操作が煩雑になってしまう。そ
のことから、穿孔や痛み刺激による迷走神経反射を誘発させ直接介助での危険性が生じる。当院では、
薄いゴム板にトリプルルーメンを立体的に固定し、その際バルーンカテーテルを横向きに固定すること
で全ての操作性を高めており、介助者による技術の差を少なくすることに役立っている。
考察・まとめ
介助者は直接処置具を操作するため、解剖、治療の目的・方法、手順と偶発症、処置具の種類、特徴
を理解し介助につく事が重要で、そのことではじめて、患者への安全で安楽な治療に結びつくと考える。
連絡先：〒596-8522 大阪府岸和田市加守町 4-27-1
TEL：072-445-9915

Ｓ-7 当院におけるダブルバルーン内視鏡の現状と工夫
関西医科大学附属枚方病院
臨床工学技士

○高橋

看護師

永峰

理可・西野 淳子・十川

由美・亀井比呂子

大安

有子・秋吉 末貴・福原

澄子・丸小野八重子

島谷

昌明・高岡 亮

消化器内科医師

卓人・矢野 博子・宇土 将太・竹内 聡史

・岡崎 和一

【背景】
近年ダブルバルーン内視鏡（以下 DBE）の開発により、小腸疾患に対して様々な内視鏡的診断・治療
が行われるようになってきた。また、術後再建腸管を有する胆膵疾患に対しても、DBE を用いた ERCP
（DB-ERCP）を行うことで内視鏡的検査・治療を可能とした。
代表的な術後再建術式には BillrothⅡ再建法や Roux-enY 再建法などがある。
【目的】
当院における DBE を用いた内視鏡検査・治療において、術者のストレスを軽減し、よりスムースかつ安
全に検査を行える為の工夫について検討した。
【当院内視鏡センターの現状】
当院では、年間約 10,000 件以上の内視鏡検査・治療を行っており、小腸 DBE 検査は約 110 件、ERCP
は約 800 件以上のうち DB-ERCP は約 100 件行っている。
DBE 検査は全例 X 線 TV 室にて、医師 2 名以上、看護師 1 名、臨床工学技士 1 名で行っており、医師は
スコープ操作・処置具介助、看護師は患者管理、臨床工学技士は機器管理及びオーバチューブの把持を
担当し、チーム医療を行っている。レイアウトは内視鏡及び X 線画面の両方がスタッフの視野に入るよ
うに配置している（図１）。
【使用機器】
当院では有効長 2000mm の EN-450T5/W（富士フイルム社）を小腸用に、有効長 1520mm の EC-450BI5 を
大腸挿入困難症例用に、EI-530B （富士フイルム社）を DB-ERCP 用に使用している。
炭酸ガス（CO２）送気装置を使用しており、空気による通常送気に比べ腸管内での吸収の早い CO２を使用
することで、術中・術後の腹部膨満感や腹痛を軽減している。
長時間の CO２送気による安全性を考慮し、血液ガス分析により術前・術後の CO２濃度を測定しているほ
か、経皮血中ガス分析装置を使用して術中の CO２濃度を持続的にモニタリングしている。
【問題点①】
スコープ挿入時の逆止弁による抵抗、オーバチューブ内の乾きによるスコープ操作性の悪化、無理な
内視鏡操作によるオーバチューブ内への腸管粘膜の巻き込みなど事故が起こる可能性が考えられる（図
２）。
【工夫①】
オーバチューブの逆止弁の上下縦に約 5mm の切り込みを入れることで、スコープ挿入時の抵抗を少なく
し操作性を向上させる（図３）
。
【工夫②】
検査直前に逆止弁・注水口より潤滑剤（ゼリー）と水を１：１に混合した物をオーバチューブ内部に
入れて、スコープ挿入時の滑りを良くする。（図４）
【問題点②】
当院では多発ポリープの回収のように頻回挿入する症例が多い。付属のゴムバンドを使用した一般的
な DBE 作成方法では、オーバチューブを留置した状態でスコープを引き抜くことができない（図５）。
【工夫③】
両面テープと道具糸を使用して固定することで、スコープの引き抜きを可能にした。作成方法は、バ
ルーンをスコープに取り付けて先端部を巻きあげ、両面テープを貼り元に戻す。バルーンを膨らませ位
置調整を行う。道具糸を一人で固定できるように丸めておき、両面テープの上部分を補強する。後方部
も同様に行い、余った道具糸は切除する。
最後にバルーンを膨らませ漏れがないことを確認する（図６）。
【結果】
工夫①・②により、スコープの操作性が良くなったことで、スコープの深部への挿入性が上がり、腸

管粘膜の巻き込み防止につながった。
工夫③により、ゴムバンドを使用せずに、オーバチューブを留置した状態でバルーンを剥がすことな
く容易に、スコープの抜き入れすることが可能となった。
DBE を細径内視鏡に入れかえて直接胆道鏡として肝内結石の治療や Peutz-Jeghers 症候群（PJS）の多
発ポリープ切除術の頻回にわたる検体回収などに役立った。

図１

TV 室のレイアウト

図２

問題点①

図３

工夫①

図４

工夫②

図５

問題点②

図６

工夫③

【結語】
今回提示した工夫により、術者のストレスは軽減し、治療の幅が広がった。内視鏡検査・治療は日々
進歩しており、今後更なる内視鏡機器ならびに内視鏡手技が進歩していくと共に煩雑化していくことが
予想される。内視鏡に関わるスタッフが安全に検査を遂行するためにチーム医療として更なる工夫が必

要と考えられる。
連絡先：〒573-1191 大阪府枚方市新町 2-3-1
TEL 072-804-0101（代）
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当院における大腸内視鏡検査介助・治療介助の実際と取り組み
大腸肛門病センター高野病院
内視鏡技師 ○松平美貴子、西坂
医師

野崎

好昭

良一

【はじめに】
当院の平成 24 年度の大腸内視鏡検査件数は 7,336 件、S 状結腸内視鏡検査 2,368 件、大腸内視鏡治療
件数は 1,446 件、大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）は 69 件だった。検査台は毎日 3～5
台が稼働している。内視鏡従事スタッフは看護部の外来部門に所属し、外来業務と兼務している。今回、
当院内視鏡技師が日常的に行っている検査介助・治療介助の実際と取り組みについて報告する。
【介助の実際】（表１）
大腸内視鏡検査・治療における当院内視鏡技師の介助の実際は、
①内視鏡検査・治療件数の調整・特殊治療症例の日程決定、②前日の情報収集、一覧表の作成③当日の
問診、患者状態把握、④前処置投与・追加・完了の判断、⑤検査・治療の難易度に応じた症例の采配、
内視鏡室全体のマネージメント⑥熟練医への応援・交代の依頼、⑦挿入中の介助（腹部用手圧迫）⑧治
療中の介助（両手による処置具操作）、などがあげられる。
【介助に対する取り組み】
上記の介助に対する取り組み内容を示す。
①月間医局スケジュール発表後、検査・治療件数の予約枠を調整する（表２）
。施行医の人数等から、AM
の精査枠、PM の外来精査枠・入院精査枠・治療枠（2 泊・3 泊・4 泊以上入院）を調整する。術前精査・
有症状者などの急ぎの症例、ESD や APC 焼灼などの特殊治療症例、カプセル内視鏡検査などの予約外の
依頼症例も適宜対応し、日程調整する。②日替わりの情報収集担当者が翌日の全症例を情報収集し一覧
表を作成する（表３）
。③当日、問診表に沿って問診を行い、既往歴や内服薬・ADL の評価・排便状態・
気分不良の有無等の最終確認を行う（表４）。④前処置は、前日２食タイプの検査食エニマクリンⓇコロ
ミル、20 時ラキソベロンⓇ15 滴、当日マグコロールⓇP 等張液服用。当日のマグコロールⓇP 等張液は、
外来症例全例（20～27 例/日）外来で服用している。1,800ｍL で効果なければ 900ｍL 追加し、それでも
完了しなければ高圧浣腸 500ｍL３回まで施行する。前処置担当を 2 名配置。腸管洗浄液の投与・追加・
完了の判断は全てスタッフに一任されている。⑤情報収集一覧表を参考に挿入や治療の難易度を評価し、
医師別に症例を振り分ける。各検査台の状況を把握し、業務が滞りなく進行できるように采配する。⑥
挿入困難例や痛みの訴えが強い場合、応援・交代を依頼できるルールがある。⑦当院では内視鏡挿入中
の腹部用手圧迫は積極的に行っている。当院で作成したオリジナルの腹部用手圧迫法マニュアルに沿っ
て教育・指導をしている。⑧治療介助時、右手は処置具のハンドル操作、左手は鉗子口の処置具を把持
し押し引きしながら微調整している。医師は両手で内視鏡を操作する。内視鏡技師は、生検・ポリペク・
局注・クリッピング・ESD デバイス操作など、処置具全般を両手で操作している（表５）。

表１ 大腸内視鏡検査・治療における介助の実際

表 2 検査・治療枠の設定

①検査・治療件数、特殊治療症例日程の調整
②事前の情報収集
③当日の問診・患者状態把握
④前処置投与・追加・完了の判断
⑤検査・治療の難易度に応じた症例の采配
⑥熟練医への応援・交代の依頼
表３ 事前の情報収集・一覧表作成
既往歴・内服薬・検査目的
治療目的（部位・大きさ・形態）

表４ 当日の問診・患者状態把握

前処置・入院日数・施行医指定
特記事項（カルテから得られる情報）

図１内視鏡治療介助
曲注

スネア操作

ESD デバイス操作

【考察・結語】
内視鏡技師が担う介助とは、腹部用手圧迫や治療介助だけではなく、日程や件数の調整・患者対応・
マネージメント・環境整備など多岐にわたる。したがって、内視鏡技師の業務範囲は広く、内視鏡技師
の介助次第で内視鏡検査・治療が滞りなく遂行できるものと思われる。これらの能力を兼ね備えてこそ、
患者や医師から信頼され一任される理想の内視鏡技師であると考える。
連絡先：〒862-0924 熊本市帯山 4-2-88
℡ 096-384-1011 FAX 096-385-2890

