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背景・目的
経鼻内視鏡の前処置方法には、
スティック法とスプレー法がある。
スティック法で用いられるスティックには、
専用に市販されているものとネラトンカテーテルを代用したものとがある。今回、前処置に使用されているステ
ィックの特性について検討したので報告する。
対象・測定機器
・テルモ(株)社製サーフィードネラトンカテーテル 16Fr（以下テルモ 16Fr）
・(株)トップ社製経鼻的内視鏡用前処置スティック 16Fr（以下トップ 16Fr）
・ニプロ(株)社製鼻腔拡張チューブ 16Fr（以下ニプロ 16Fr）
・H.バーレイス社製自動硬度計デジテスト（読取分解能：±0.1 ポイント IRHD/ショアー）

方法
側面の弾力試験：各スティックの側面を測定器具にて押し、1～5cm の長さの時の最大荷重を測定。
縦方向の弾力試験：スティックを 3cm の長さで把持し、縦方向から力を加えスティックが折れ曲がるまでの最大
荷重を測定。
材質の硬度試験：スティックを半円状に切断し、スティックの内側からスティック材質の硬度を測定。
結果

側面の弾力試験：この試験は、値が低い方が曲がりやすい事を示す。ニプロ 16 Fr が最も弱い力にてスティック
が曲がり、次にトップ 16Fr、最も力を要するのが代用品であるテルモ 16 Fr であった（図 1 参照）
。
縦方向の弾力試験：この試験は側面の試験と同様、値が低い方が曲がりやすい事を示す。トップ 16 Fr が最も弱
い力にてスティックが曲がり、次にニプロ 16 Fr、最も力を要するのが、テルモ 16 Fr であった（図 2 参照）
。
材質の硬度試験：この試験は、値が高い方が外部からの圧迫、つまり鼻腔内が 16 Fr よりも細い場合、拡張効果
が高い事を示す。代用品であるテルモ 16 Fr が最も拡張効果が高く、次いでニプロ 16 Fr、トップ 16 Fr の順で
あった（図 3 参照）
。
考察
弾力試験において値が高いということは、スティックが鼻腔内で曲がりにくいこと（曲がるためにより強い力
が必要）を、材質の硬度試験において値が高いということは、外部からの圧迫に強い（鼻腔内の拡張効果が高い）
ことを意味している。理論的には、鼻腔の解剖を考えると、患者の鼻腔に合わせ曲がりやすいが経鼻内視鏡が通
る道筋を確保（拡張効果が高い）できることが望ましい。よって、専用に製造されたスティックは、代用として
使用されるネラトンカテーテルに比べ、患者に苦痛を与える可能性が少ないと考えられた。
ニプロ社製鼻腔拡張チューブは 2 つの条件をバランスよくもち合わせたスティックであると考えられた。材質
が硬いのに曲がりやすいというのは一見矛盾しているが、鼻腔拡張チューブは先端から 5cm までをテーパーして
おり材質の硬さをカバーしている為と考えられた（図４）
。テーパーされていることによりスティックが挿入しに
くい症例においても有効と考えられ、筆者は実際にその有効性も確認した経験もある。
結語
代用で使用されるネラトンカテーテルは、硬さはあるが弾力が高いため、より良い前処置を行う為には、専用
のスティックを使用するのが望ましいと考えられた。
連絡先：〒260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1
℡：043-222-7171

Ｏ-15 経鼻内視鏡用の新しい生検鉗子の検討

内視鏡技師
看護師
検査技師
医師

国家公務員共済組合連合会 三宿病院 内視鏡室
〇岩永智恵子・吉田 順子・鈴木 節子・加藤真由美・稲葉 由実
柏井 絹代・平野奈美子・竹中裕美子・須藤久美子
番匠 真紀
吉田 行哉・尹
京華

背景
経鼻内視鏡の普及と共に経鼻スコープによる生検の機会が増加している。しかし、市販されている生検鉗子（以
下鉗子とする）には確実な生検を実施する上で一長一短があり、特に、J ターン時における鉗子挿入性に問題を
残す（図１参照）
。
研究目的
経鼻内視鏡の生検時、J ターンしたまま出ない、などの問題点を克服できる可能性がある鉗子が開発されたた
め、その性能について従来の鉗子と比較・検討した。
検討項目
① up-angle で鉗子挿入が可能な angle の角度
② 最大 up-angle で挿入された鉗子の抜去時抵抗値
③ 先端から 300 ㎜までの柔軟性
④ 先端から 25 ㎜までの柔軟性と鉗子径
⑤ 採取生検組織の重量
方法
新しい鉗子の概要：フォルテグロウメディカル社（FGM 社）の「ジェイスルーⓇ」 、適応鉗子チャンネルは 2.0
㎜で、針なしのディスポ製品である。カップの大きさや展開幅は他社製品と同様である。比較に使用した鉗子、

スコープは図２を参照。

結果
①最大 up-angle をかけた状態のスコープに鉗子を挿入し鉗子が出るまで angle を戻し、
出る状態になった角度で
写真を撮影した（結果①参照）
。A、F は最大 up-angle をかけたまま鉗子が出た。結果は angle の鋭角な順に A＝F
＞C＞B＞D となった。
②鉗子を挿入した状態で最大 up-angle をかけ、鉗子にバネ秤をつけ引き抜いた時の抵抗を、スコープ先端と湾曲
部通過時で測定した（結果②参照）
。A 以外の鉗子は湾曲部通過時に大きく抵抗が上がっているが、A はほとんど
変化がなかった。
③カップを閉じた状態で鉗子の先端から 300 ㎜の部分を持ちしなり具合を比較した（結果③参照）
。最も硬いのは
C＝D＞B＞A＞F であった。
④カップとワイヤ接続部、先端から 15 ㎜、20 ㎜、25 ㎜の各ポイントの柔軟性を A、B、F で比較した（結果④－
１参照）
。
柔軟性は各ポイントに応力を加えた時の弾性率とした。
各ポイントで柔軟性は A が最も柔らかく、
特に、
カップとワイヤ接続部では F と大きな差が認められた。A と F の外観の比較では、先端からカップとワイヤ接合
部までの距離は同等であったが、A の方で接続部外径が僅かに細く表面が滑らかであった（結果④－２参照）
。
⑤正面視した状態と接線方向で鶏肉を 3 回生検し検体量を測定し平均値を算定した（結果⑤参照）
。生検時は検体
量をして 0.0030mg 必要とされているが、A はこの基準を満たしていた。
結語
1.鉗子挿入が可能な up-angle の角度は A と F が最も鋭角であった。噴門部などの生検時、目標をとらえたまま鉗
子が出る可能性があり、今までの経鼻スコープでの生検の欠点を補うものと考えられた。
2.最大 up-angle の状態で鉗子を引き抜く時、
ほとんどの鉗子は湾曲部を通過する時に抵抗値が大きく上昇したが、
A はほとんど変化がなかった。経鼻スコープはチャンネルが細く湾曲が急岐であるためスコープに負担が掛り
やすく修理も多くなる傾向にあるが、A は up-angle 時もスコープへの負担が少ない鉗子と考えられた。
3.先端から 300mm までの柔軟性が最も高い鉗子は F、次いで A であった。
4.A の特徴は、先端からカップとワイヤ接続部までの距離が短いこと、カップとワイヤ接続部が特に柔軟である
こと、であった。
5.A により採取出来た検体量は他製品と遜色のないものだった。
結論
新しく開発された鉗子 A は、up-angle 時も比較的容易に湾曲部を通過でき、最大 up-angle での鉗子引抜き時、
先端部と湾曲部の抵抗値に差がなかった。先端から 300 ㎜の柔軟性は F が優れているにもかかわらずこのような
現象が認められたのは、A でカップとワイヤ接続部の柔軟性と鉗子径に工夫があるためと考えられた。
以上より、本製品は経鼻内視鏡での生検に適した製品であり、今後、臨床で使用した成績を追加報告する予定
である。
連絡先：〒153-0051 東京都目黒区上目黒 5－33－12
℡ 03-3711-5771
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背景
Quickview は特徴的な画像のサンプリングを行う読影支援ｿﾌﾄであるが、従来のシステム（RAPIDⓇ Reader、

RAPIDⓇ 5 Access）の画像サンプリング感度の閾値は、３段階（高、中、低）の設定となっているが、以前の検
討により、感度を高にしても、有意な病変のサンプリングに失敗することがあり、有用性が十分でないことを報
告した。 (J Gastroenterol 46:138, 2011) 最近の RAPIDⓇ Access 6.5 の quickview の閾値（％）は自由に設
定可能であるが、この閾値設定に関する報告はない。
目的
RAPIDⓇ Access 6.5 Quickview の最適な閾値を決定する。方法：過去に施行したカプセル内視鏡検査の内、種々
の選択した病変を含むカプセル画像を、Quickview で読影し、閾値を５％毎に変更して、各病変のサンプリング
が可能となる閾値（最低％）の設定を検討した。
結果
病変の内訳は、angioectasia 28 病変、潰瘍 31 病変、腫瘍 41 病変、計 100 病変。各病変の平均最低閾値は
angioectasia 11.７±10.5％、潰瘍 11.8 ± 8.8%、腫瘍 13.3 ±12.2%で病変によって有意な差を認めなかった。
感度５％設定で 58.0％、10％で 62.0％、15％で 72.0％、20％で 84.0％、25％で 91.0％の病変がサンプリング可
能であった。最も高い閾値を要した病変は、空腸の 20 ㎜大 Ip polyp で 55%であった。感度設定の上昇とともに
読影時間は有意に延長した。読影熟練内視鏡技師による病変検出率は、読影初心内視鏡医よりも有意に高く、熟
練内視鏡医と有意な差を認めなかった。 感度設定 25％で 93％の病変が Quickview 検出可能で読影時間は 50％
に短縮可能であった が、熟練者が読影しても 20％程度の見落としが生じた。
結論
RAPIDⓇ Access 6.5 Quickview は、以前のｿﾌﾄより改良されているが、さらに精度の高い読影支援ｿﾌﾄの開発が、
続影技師の育成とともに期待される。
連絡先：〒701-0192 岡山県倉敷市松島 577
℡086-462-1111
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Ｏ-18 大腸内視鏡検査時における被検者の下肢の苦痛を検討：第 2 報
～改良した足台の有効性について～
ＪＡ長野厚生連 小諸厚生総合病院 臨床画像センター内視鏡部門
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はじめに
当院では、平成 23 年度に約 1100 例の大腸内視鏡検査が施行されており、その需要は増加傾向である。大腸内
視鏡検査時において状態により医師の指示で左側臥位から仰臥位へと体位変換を行う際、内視鏡の操作が行いや
すいよう被検者に足を組ませているが、当院では 2004 年仰臥位時に下肢を支える足台を作成し、実用している。
2005 年には足台の有効性を利用者 170 名に対してアンケート調査を行い、結果足台を利用することで下肢の苦痛
や腹部の緊張が少ない検査の実現ができた。しかし、実際に検査を施行する医師からの感想に、検査中足台に腕
が当たり内視鏡操作が行いにくい、被検者が鎮静剤を使用した際、足台より下肢がずり落ちてしまうとの指摘が
あった。そこで、今回新たに足台を改良・作成し、術者・被検者にとってより検査が遂行しやすいか検討した。

研究方法
1.足台
前回の足台同様木材を使用。高さは 30cm、縦幅 25cm、横幅 35cm。足のずり落ちに対して横幅を以前の物より
5cm 広げた。以前の足台は支柱を 4 本の三角固定の設計としていたが、術者より手前の支柱に腕が当たるとの指
摘があった為、新しい足台は支柱を 3 本に減らし設計した。支柱 3 本に対して横幅が広くなった分、足台自体の
強度が弱く下肢を支えられない結果となった為、角の支柱直径 3cm に対して中心の支柱直径 8cm と太くし、バラ
ンスのとれる位置につけ設計した。また、以前の足台上には普通のスポンジを使用していたが、長時間足台を使
用した場合、足台に下肢が接する面にかなりの負担がかかる為、低反発素材のスポンジを設置した。
2.方法
2008 年 4 月～2009 年 4 月まで新しい足台を検査中に利用。
当院で大腸内視鏡検査を施行している医師 6 名に対
し、質問項目と自由記載のアンケート調査を行った。アンケート項目は、以前使用していた足台と比較として幅
や高さはどうか、
検査中足台に腕やスコープが当たり不便さを感じるか、
不安定なところはあるかの 3 項目です。
回収率は 100％であった。

結果
新しい足台を使用して幅や高さは問題がない 6 名（100％）
、足台に腕やスコープが当たるなどの不便を感じな
い 6 名（100％）
、不安定さを感じない 6 名（100％）
。自由記載では、足台に腕ではなく肩が当たるとの意見があ
った。
鎮静剤使用者やガニ股な方に使用した際も、
下肢のずり落ちや、
下肢の苦痛を訴えた被検者はいませんでした。
考察
医師によっては足台を入れることで腕ではなく肩が当たり検査を行いにくいとの指摘があったが、電動の検査
台を上下させ術者にあったポジションを確保することで問題の解決につながった。また、素材が木材であり汚染
時洗浄が行えないという問題があったが、支柱にビニールシーツをかけ検査毎の交換、パットを上に敷くことで
汚染防止につなげた。前回の足台同様、簡単な構造であり製作費も安価であることから各医療機関で独自の製作
可能であり、容易導入できると思われる。足台を利用することで被検者の腹部の緊張や下肢の苦痛を軽減させる
ことができ、下肢が安定することで術者にとっても治療の遂行に役立つものとなった。
結語
術者の使いやすさを追求し改良したことで、検査の遂行に対して発展できたことは被検者にとっても有効であ
ると考えられた。今後も、安全で安楽な大腸内視鏡検査が遂行されるよう本器具を活用し、より良いものへと改
良を重ね、発展させていきたい。
連絡先：〒384-8588 長野県小諸市与良町 3-2-31
TEL（0267）22-1070

Ｏ-19.自動送水装置導入による使用経験～現状とこれから～
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背景
全大腸内視鏡検査（以下、TCS）において、残便は観察に支障を来すため、洗浄による除去が必要となる。
目的
TCS において water jet 機能を有したスコープと自動送水装置（以下、送水装置）による洗浄は、鉗子口を通
して行うシリンジによる洗浄（以下、シリンジ洗浄）の減少につながるかどうかを検討する。
対象
2010 年 11 月～2011 年 10 月までの期間に TCS を施行した連続 1322 名のうち、送水装置を使用して TCS を施行
した群（以下、A 群）と、使用せずに TCS を施行した群（以下、B 群）の 2 群に分け、比較検討の対象とした。2011
年 1 月送水装置を使用する前後で A 群・B 群の 2 群に分けた。それぞれ連続 200 名（A 群：男性 111 名 女性 89
名 平均 58.9 才、B 群：男性 100 名 女性 100 名 平均 60.0 才）
。前処置法は A・B 群同じ。
方法
送水装置：富士フイルム社製 JW－2（図 1）
。洗浄液（ジメチコン＋微温湯）を送水装置タンク内へ入れる。送
水装置とスコープの water jet 口をつなぐチューブには輸液ポンプ用の延長チューブを使用。1 名の施行医が必
要に応じて water jet 機能もしくはシリンジ（40ml）により腸管内を洗浄。検査時の清浄度評価別にシリンジに
よる腸管内洗浄回数および洗浄量を比較した。
＜清浄度評価＞腸管内の清浄度を 5 段階に分けてスコア化し、全腸管の最もスコアの低い部位で評価する。清浄
度 5 と 4 を良好、3 以下を不良として検討を行なった。
結果
清浄度評価 5 および 4（良好）
：A 群 143 名 71.5% ，B 群 143 名 71.5%、3 以下（不良）
：A 群 57 名 28.5% , B 群
57 名 28.5%。清浄度評価 5 および 4 A 群シリンジ洗浄：24 名（24/143,16.8%）平均 1.3 回 平均 48ml 、B 群シ
リンジ洗浄：13 名
（13/143,9.1%）
平均 1.6 回 平均 63ml。
清浄度評価 3 以下 A 群シリンジ洗浄：21 名
（21/57,36.8%）

平均 2.8 回 平均 112ml 、B 群シリンジ洗浄：20 名（20/57,35.1%）平均 2.5 回 平均 97ml 。A・B 群間の腸管内
洗浄量に有意差なし（図 2）
。
（図 1）
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富士フイルム社製
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平均洗浄回数および洗浄量
A群

B群

：送水装置使用

清浄度評価
５および４
清浄度評価
３以下

平均1.3回
平均48ml

：送水装置未使用

NS

平均2.8回
平均112ml

平均1.6回
平均63ml
平均2.5回

NS

平均97ml

＊ 清浄度評価、腸管内洗浄量に有意差なし.

考察
送水装置の使用は、シリンジによる洗浄を減少させる効果は低い結果であった。送水装置の持続洗浄を利用し
て、腸管壁に付着している残便を除去し、より詳細な観察を可能とするためには、現在の water jet 管路に何ら
かの工夫を加える必要があるものと思われる。
結論
送水装置の使用は、シリンジによる洗浄回数の減少にはつながらず、さらなる工夫が必要と思われる。
連絡先：〒693-0021 島根県出雲市塩冶町 2123-2
TEL：0853-22-5552
E-mail：icc1@icc-izu.jp

Ｏ-20 同一ユニットで多種類の内視鏡検査をする際の画像強調設定の工夫について
みよし市民病院
内視鏡室 ○新西美奈子・尾崎 真代・塚崎 時代・新美ゆかり
平井 桂子・伊豆原初美
消化器内科
伊藤
治・中島 守夫・木村 純・成瀬 達・柴田 時宗
目的
近年 胃、食道、大腸の各臓器で NBI 拡大観察の有用性が認識され、より詳細な観察をするためそれぞれのシ
ーンにあった画像強調設定が不可欠となってきた。しかし当院では、上部・下部消化管検査、経鼻内視鏡からハ
イビジョン拡大内視鏡まで同一内視鏡ユニットで行っているため、時に画像強調設定が合わず、ぎらついた画像
やぼやけた画像となることがあった。今回この問題を解決し、検査が円滑に進むように当院で行った工夫を紹介
する。
図２
図１

色彩強調０

白色光

色彩強調８

OLYMPUS社製
LUCERA内視鏡ユニット強調設定方法

白色光
構造強調
Aモード0～8の9通り
Bモード0～8の9通り

×

色彩強調 0~8 9通り

＝

Aモード81通り
Bモード81通り

構
造
A0

計162通り

NBI
構造強調
Aモード0～8の9通り
Bモード0～8の9通り

×

色調モード 1~3 3通り

＝

Aモード27通り
Bモード27通り

計54通り

構
造
A8

LUCERA内視鏡ユニットには前面に構造・色彩
各3通り 計９通り登録可能

図３

対

策

上部・下部・経鼻 内視鏡の 設定を統一 し「キョウツ
ウ」設定とする

キョウツウ設定
NBI

通常光
構造①A2 ②A4 ③A7

構造①B4 ②A7 ③B7

色彩①0

色調①1

②3

③5

②2

③3

方法
まず検査医と内視鏡技師が画像強調設定の必要性を理解するため、スタッフ全員による NBI および画像強調の
勉強会を行った。OLYMPUS 社製 LUCERAⓇ内視鏡ユニットは、色彩・構造強調の組み合わせから通常光で 162 通り、
NBI で 54 通りの強調パターンの設定が可能である。1 つの設定に通常光・NBI 各 9 通りの設定が可能である。ま
ず上部、下部、経鼻内視鏡の 3 種類の強調設定を決め、各検査開始時の初期強調パターンを定め、検査開始前に
決められた設定を選択し、その初期強調パターンに合わせる運用とした。
（図１、２）
結果
本運用を取り入れてから画像のぎらつき、ぼやけを感じることは少なくなり、画像の異常を感じた場合にもそ
の原因と解決方法が容易に推測できるようになった。しかし毎検査前の設定がやや煩雑なため多忙時に設定変更
を忘れるなどの問題が残った。そこでスタッフ間で協議を重ね現在では 1 つの共通設定を作成、強調設定変更を
無くし通常光、NBI 各々の初期強調パターンを合わせるのみの運用としている。
（図３）
考察・結論
拡大観察や NBI などの特殊光観察ではそれに合わせた画像強調を利用することでより良い画像が得られるが逆
にこの画像強調システムを正しく使用できない場合、想像以上に画像が変化し検査の質自体に影響がでることが
ある。当院では検査医と内視鏡技師が画像強調に関し一緒に勉強することでこのことに対する問題意識を共有で

きた。一方で医師側が求める細かい設定を毎検査ごとに行うためには現状のユニットでは操作が煩雑で設定ミス
が起きやすい。
また、
設定変更を検査途中で行う場合は検査中断を余儀なくされるなどユニット側の問題もあり、
現在妥協案として共通設定を作成し運用している。これにより人為的な設定ミスを防ぐとともに、施設内での画
像強調が統一され経過観察病変など前回検査との比較に役立っている。今後の課題として、ユニットは内視鏡機
種判別機能を有しているため、機種ごとの設定を一度行えば次回からは内視鏡をユニットに繋ぐだけで最適な設
定が選択される仕様となること望まれる。
連絡先：〒470‐0224 愛知県みよし市三好町八和田山 15 番地
TEL 0561-33-3300

Ｏ-21 チャネルピンホールによる高額修理低減を目的とした業務改善

看護師・内視鏡技師
看護師
臨床検査技師
洗浄助手
医 師

NTT 東日本関東病院 内視鏡部
○佐藤 絹子・宮下恵美子・毛利 紫・五十嵐さおり
柏井久美子
福田 恵美・佐野 祐子・神林まり子・布施 由紀
下川 美幸・佐藤 美幸
野口 裕喜子
伊藤 翔三・国分
鋭・元山 卓也
松橋 信行

はじめに
当院は年間 2 万件を超える内視鏡検査・治療を実施している。2009 年度の修理費は、チヤンネルピンホールが
急増し約 19,500,000 円であった。47 件のスコープ修理件数の 61％（29 件：約 12,850,000 円が）がチャンネル
ピンホールであった。50 万円を超える修理は 11 件あり、10 件はチャンネルピンホールが関係していた。その中
で今まで経験のない吸引ボタン側シリンダー内部の金属摩擦に起因するピンホールと、数件のスコープ分岐部付
近のピンホールを経験した。高額修理となるチャンネルピンホールの低減を目的として業務の見直しを行ったの
で報告する。
目的
チヤンネルピンホールを減らし早期発見に努め修理費を低減する。
期間
2010 年 6 月～2011 年 5 月
対象
内視鏡検査・治療を行った全てのスコープ
方法
チヤンネルピンホールの要因から、以下の対策を実施した。
①金属摩擦を少なくするために、ブラシや生検鉗子をリユース製品からシースのあるディスポーザブル製品に変
更する。
②漏水テストを検査終了後毎回実施し、ピンホールの早期発見つなげる。
③デバイス挿入時のチャンネルへのアタックを少なくする。
④局注針の挿脱時に確実にシース内に収納する（適切な指示と介助）
⑤修理報告書の情報共有
⑥メーカーの協力を得、対策前後のシリンダーの状態を専用スコープで確認し評価した。
結果
2009 年度データと対策後の修理内容の変化は、
A ゴムピンホールは 5 件から 25 件と毎回漏水テストを実施した
ことにより早期発見につながり件数が増えた。チャネルピンホールは 29 件から 5 件に減少、操作部の緩み・操作
ボタンのピンホールは対策の前後で同数の 10 件であった。5 万円以下の低額修理は 0 件から 7 件となり、50 万円
以上の高額修理は 10 件から４件に減少した。
（表１）

シリンダー内部の評価（写真 1，2）は、対策前上部内視鏡の 40％（12 本）が良好、23％（7 本）が傷あり、37％
（11 本）削ありであった。対策後は、良好 74％（20 本）傷あり 15％（4 本）削あり 11％（3 本）であった。
下部内視鏡対策前は良好 50％(10 本)傷有 20％(4 本)削有 30％(2 本)であった。対策後の評価では、良好価 83％
(10 本)傷有 17％(2 本)削派 0 本であった。良好と評価されるスコープが増えた。削の評価は上下部内視鏡合わせ
て 16 本から 3 本に減少した。
写真１
写真１

機種名：GIF-XQ260
BN：2522019

吸引ボタン側
吸引ボタン側
前回判定：×
今回判定：×

鉗子口内部に大きく削れて
おります。
鉗子口側
鉗子口側

写真２

不良品

正常品

ユニバーサル方向

表１
対策前

対策後

チャンネルピンホール

修理の内容

２９

６

A ゴムピンホール

５

２５

操作部緩み、ボタンピンホール

１０

１０

5 万円以下の修理

０

８

50 万円以上の修理

10

４

スコープ修理総額

18,431,000

16,781,000

考察
A ゴムピンホールを早期発見でき、チヤンネル内ピンホールは半減した。金属摩擦排除を目的としたディスポ
ーザブルブラシと生検鉗子の導入、デバイスの取り扱いに注意した対策は、功を奏し修理費を低減できた。漏水
テストは、ピンホール早期発見を大前提に導入したため、ガイドラインの手順どおりベッドサイド洗浄の次に実
施しその有用性を実感できた。専用スコープで確認したシリンダーの評価においても削の進行は少なく効果が確
認できた。修理報告書を掲示し、口頭での注意事項とともに情報を共有した。ブラシや処置具などデバイスの取
り扱いについては、内視鏡に関わるすべての医師、スタッフへの継続的な教育が必要であり修理費に反映する。
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本演題をまとめるにあたり、快く資料提供をしていただいたオリンパスメディカルシステムズ㈱に深く感謝申
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連絡先：〒141-8625 東京都品川区東五反田 5-9-22
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Ｏ-22 内視鏡修理件数・修理費削減への取り組み
～看護師から医師、看護補助者へ 3 年間の啓発と教育～
三豊総合病院
内視鏡センター ○合田 千恵・澤井 誠子
消化器科医師
今川
敦・中津 守人
目的
当院では、年間約 10,000 件の検査治療を行っている。平成 21 年の実績を検査別に分類すると、上部 7,000 件、
下部 2,500 件、気管支鏡 280 件、特殊検査 300 件となっている。保有する内視鏡スコープ数は、上部 10 本、下部
6 本、気管支鏡 4 本、十二指腸 3 本である。
内視鏡技術の高度化に伴い、検査治療内容が複雑化していく中、修理件数・修理費は毎年増加傾向にあった。
そこで、当院が導入している小集団活動（以下 TQM とする）を通し、修理件数・修理費の削減に向けての取り組
みを行った。その結果、翌年（平成 22 年）には成果が表れ、現在もなお継続中であるので、これまでの経過を報
告する。
方法
1.現状を把握するため、過去 3 年間の検査治療件数、修理件数、修理内容、修理費をグラフ化した。
（以下現状分
析とする）
2.内視鏡スタッフ全員に対して、研修会への参加状況、保有機器の認知度、取り扱い方法、処置の仕方などを調
査した。
（以下意識調査とする）
3.TQM を実施し、改善を図った。
1) 目標値設定
2) 原因の究明（フィッシュボーンで表示）
3) 対策の検討（ランク付け）
4) 改善の実施（何を、誰が、いつ、どこで、どうやって）
5) 成果の確認
6) 成果の定着化（啓発活動、教育活動、臨床工学師（ME）と用度課への協力依頼）
結果
1.現状分析（図 1）
1)修理件数が過去 3 年間で 10 件増加し、修理費も 1 千万円を超過した。
2)修理内容はピンホールが一番多く、 故障原因は処置又は洗浄時の割合が高い。
2.意識調査

1)洗浄器具、処置具の取り扱いに対する知識不足
2)コープの特徴と取り扱いに対する知識不足
3)処置に関係なくスコープの洗浄方法が同じである。
4)穿刺、局注針の取り扱いに個人差がある。
図1
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3.効果
以上の内容を内視鏡スタッフ全員が共通認識し、適切な方法で器具取り扱いを行った結果、平
成 21 年には修理件数 16 件、修理費 5,090,320 円となり TQM 効果が表れた。
（図 2）
考察
診療報酬の改訂がある中、私達も経営に目を向けるべきである。また、患者に安全で安心な検査治療を受けて
いただくためには、スコープのメンテナンスは重要である。TQM において、検査数や修理件数をグラフ化したこ
とにより改めて現状認識できたこと、器具の取り扱いや修理内容の勉強会を行い、意識の統一が図れたことが修
理費削減に有効だったと考える。
結語
関係者全員が現状を共通認識し、共通の課題解決意識を持つということの大切さを学んだ。この成果を持続可
能なものとし、さらに充実させていくために、今後も活動を継続的に行いたい。
連絡先：〒768-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜 708 番地
TEL：0875-52-3366

