ワークショップ１ 「ＥＳＤを極める」
Ｗ-1 ＥＳＤ介助における御作法の極み
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背景
当診療部では食道、胃、深部結腸、直腸において病変の部位を問わず、一括切除にこだわった内視鏡治療の質
を追求し、年間 450 件を超える内視鏡的粘膜下層剝離術（Endoscopic Submucosal Dissection 以下 ESD）を積極
的に実施している。
チーム編成
内視鏡医、麻酔担当医、看護師、臨床工学技士（以下 CE）のチーム構成で ESD を実施するのが当診療部のスタ
イルである。CE が担当する介助は、保守管理を含む環境整備の時点からはじまっており、内視鏡医から求められ
ているのは根拠に基づいた技術、立ち居振る舞いにおける再現性である。
介助の視点
ESD は、電気手術器（Electro Surgical Unit 以下 ESU）から高周波デバイス先端を介した通電に伴う切開また
は凝固を過不足無く引き出せるかが極めて重要である。ESU の原理、出力特性、出力波形（mode）の理解と選択、
デバイスに応じて最適化された基本出力設定の構築、ERBE 社製 VIO システムのパワーディスプレイの変化から根
拠に基づく適時微調整など、内視鏡医が求める安全で質の高い治療に不可欠な知識であり技術としては臨床工学
の視点からアーク放電の再現性を追求してきた。
介助時の御作法
内視鏡検査、治療において介助の基本はデバイスの受け渡しである。局注針による生理食塩液もしくはヒアル
ロン酸ナトリウムの注入であるが、この操作時にスコープの吸引鉗子チャンネルを傷つける可能性が極めて高い
ことから、突針と納針のタイミングは最も押さえておかなければならない御作法の 1 つである。現在、局注針は
Top 社製インパクトフロー4mm 鈍針 25G を採用しており、グリップとシリンジの間に三方活栓を接続することで、
左手だけでの突針と納針のアクションを可能にしている。デバイスの多くは Knife であり、電極の突出と収納の
アクションは通電に伴って電極に付着するスラッジの除去にも応用されるが、執拗なアクションは内視鏡医にス
トレスを与えかねないためタイミングには注意が必要である。
【介助者の心構え】内視鏡で見る 1mm、1 度、通電
における 1 秒の認識の違いは相当な誤差であるため、細心かつ繊細な操作を心がけなければならない。
結論
ESDは、内視鏡医によって統率された手技の連携があって成すことができるチーム医療の極みである。技術の確
かな内視鏡医に介助者が阿吽の呼吸で同調し、介助者は内視鏡医にその存在を忘れさせることができたなら、質
の高い治療が展開されるに違いない。
〈予報集再掲〉
連絡先：〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-2
℡ 078-382-6571

Ｗ－２ 安全で的確なＥＳＤ介助をめざして
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背景・目的
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の導入以来、当センターにおいてもその症例数は年々増加している。チーム医療
として行う ESD では、医師や内視鏡技師・看護師の各々の専門的な知識や技術が要求される。特に介助する内視
鏡技師においては、ESD により特化した専門知識を持つ介助法が求められる。現在までに約 650 例の ESD の介助
を行ってきているが、ESD の際の各行程におけるコツとポイントについて報告する。
ＥＳＤ介助のコツとポイント
使用する処置具は臓器によって違うため、各々の特徴を熟知することが重要である。さらに術者や行程により
使うデバイスは異なってくる。通常使用するデバイスのほか、あらゆる状況を想定した処置具を用意しておくこ
とが肝要である。また、高周波発生装置（ESU)の設定も処置具の変更に備えて、常に確認とシミュレーションを
行っている。
デバイスの受け渡しをする際には、術者が鉗子孔に入れやすい長さ、角度を考慮する。
術者は画面から視線をはずすことができない状況もあるため、軽く手に当てるように確実に手渡す。引き抜く際
はスコープを動かさないよう鉗子孔をガーゼなどで軽く押え、周囲が汚染されないよう気をつけながらすばやく
引き抜く。当センターでは胃のマーキングの際には Dual Knife(Olympus 社製)を使用している。ブレ防止のため、
介助者がフットペダルを踏むことがあるが、呼吸変動やスコープ操作に同調するよう心掛け、常に適切なマーキ
ングになるよう通電時間を調整している。局注においては、ハイフロー型局注針インパクトフロー(Top 社製)を
使用し、シリンジ交換のタイムラグを軽減するために、片手で針の出し入れを行っている。また、局注針による
粘膜やスコープの損傷を回避するため、常に即座に針を収納できるように心掛けている。注入は均等な膨隆にな
るように一定の速度で圧をかける。確実に粘膜下へ局注液が注入されていることを確認するため、注入量をカウ
ントしながら画面を確認し、抵抗を感じる際には術者に伝えている。切開や剥離の際には、常に術者の意図を先
読みし、指示が出る前に処置具の交換や向きの調整ができるよう心掛けている。大腸 ESD で使用するバイポーラ
型針状ナイフ B-Knife（ゼオンメディカル）は、針状電極が管空内に向いている接線方向の場合は一度に多く切
開できるよう針状電極を長めに調整し、剥離面と近接する状況では通電性と安全性の向上のため短く調整する。
針状電極の長さを変更する場合は、すばやく調整するためハンドル部のスライダーで適切な長さに調整した後、
調節ソケットで固定する。スワンブレード(Pentax 社製)を使用して剥離する場合はナイフ部が筋層と反対側にな
るよう、あえてロックはせず常に向きを調整している。止血鉗子を使用する際は開閉する速さと幅に留意し、狭
いスペースでは止血鉗子による粘膜の損傷を回避するように操作している。検体回収は回収ネットを使用してい
るが、早い段階で横方向に広がるネットが望ましい。検体に対して大きすぎるネットは検体を座滅させる可能性
があるため適正な大きさのネットを使用し、適度な力で把持している。検体が大きすぎてネットに入りきらない
場合は鰐口型把持鉗子を使用し、粘膜下層側を把持して回収する。
結 語
介助者の最も重要な役割は術者がストレスなく処置をすすめていける環境を提供することである。そのために
は常に術者と同じ目線で考え状況を判断し、次に何をすべきか先読みすることが重要である。
今後も、術者の考えに合わせた治療介助を提供できるよう更に努力を重ねて行きたい。
連絡先：〒006-8555 札幌市手稲区前田１条 12 丁目 1-40
TEL 011-681-8111(代)
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【背景】
近年,ＥＳＤは標準的な治療として確立され,それに伴い治療・処置具が多様化している.ＥＳＤにおける介助者
は,処置具・高周波治療装置などの基礎知識に基づき,臨床において適切な取り扱いをすることが必要不可欠であ
る.また,ＥＳＤは安全で質の高い治療のためにチーム医療として望むことが求められる.
【目的】
過去 5 年間（食道 86 例,胃 524 例,十二指腸 6 例,大腸 96 例）のＥＳＤ例を振り返り,当院におけるＥＳＤ介助
者の役割を検討した.
【結果】
(Ⅰ)ＥＳＤの術前準備について
a.ＥＳＤ前の情報共有
内視鏡治療では事前に医師・看護師・技師との間で患者情報,治療内容,使用機器類の打ち合わせを行い,情報の
共用化を図り,治療では一括切除による治療の成功と偶発症の回避を念頭に置いて, チーム医療として個々の専
門性を活かした施行医に負担をかけない体制を構築することが重要である.
b.ＥＳＤ機器・処置具の準備
治療病変の部位や大きさから,過去のＥＳＤを参考に,担当技師が処置具・内視鏡・局注液・先端アタッチメン
ト等をＥＳＤ準備リストに基づいて準備を行ない,施行前に施行医と確認を行う.
(Ⅱ)ＥＳＤ直接介助について
a.高周波治療装置
高周波治療装置の取り扱いでは,対極板の向きや皮膚接触抵抗値の確認,対象部位別や処置具毎の設定値確認,
周辺の配線・ペダル類の確認を行う.また,術中では局面に応じて,処置具の特性を活かした高周波治療装置の出力
設定が重要となる.
b.処置具の操作
処置具の介助では,施行医に優しい受け渡しや,施行医の要求に指示待ちではなく先手の介助が重要であり,そ
の為には施行医とのアイコンタクト（呼吸）が必要で,日々の検査介助が重要となってくる.また,先端アタッチメ
ントや高周波ナイフ・止血鉗子といったＥＳＤ処置具の構造・特性を熟知し,状況に応じた操作・選択を心掛ける
ことが重要である.
c.局注液の選択
局注液は,隆起形成及び保持性が良好で,組織への傷害性が少なく, 止血性も良好で介助者への負担が少ないこ
とが理想であり,対象部位や局面(繊維化や易出血性等)に応じて局注液を選択することが望まれる.
d.教育体制
当院でのＥＳＤ介助の教育体制は,ＥＳＤ担当技師と共に術前準備を行い,局注や処置具の操作といった直接介
助者の助手的立場として一定の経験を積み,術前ミーティングで治療ストラテジーの報告を行い,高周波治療装置
のトレーニング（過去のＥＳＤ症例・高周波治療装置用生食寒天モデル）を行い,胃ＥＳＤの前庭部領域から直接
介助を行い,胃 100 例を目安として食道・大腸の直接介助を行っている.
【考察】
ＥＳＤ介助者には,情報共有・役割分担における業務効率の向上と責任の明確化におけるリスクマネージメント
や治療戦略の理解・高周波治療装置の出力値や処置具毎の各種条件設定の確認・処置具の準備・身の回りの整理
整頓といった術前準備から,ＥＳＤ施行中における高周波治療装置の適正な出力設定・個々の状況に応じた処置具,
局注液の選択・トラブルシューティングに冷静に対応できる介助経験といった直接介助者としての役割,また次世
代への教育体制（クリニカルラダー）の構築が求められる.
【結語】

ＥＳＤでは,多様化している処置具や,高周波治療装置などの使用機器類を個々の特性を活かして選択・操作す
ることがＥＳＤ直接介助のポイントとなる.また,チーム医療として治療情報の共有化を行うことが望まれ,これ
らのことが安全で質の高い医療を提供することに繋がると考える.
参考文献
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3)屋代庫人,大圃研：技師とナースのための消化器内視鏡ハンドブック 第３版.文光堂 , 2010.11:229-236

連絡先：〒 869-0802 大 阪 府高 槻市 大学 町 2-7
℡ 072-683-1221

Ｗ-4 ＥＳＤ介助の研修とシステムの工夫
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【背景・目的】
近年、内視鏡治療技術の進歩に伴い、内視鏡技師に求められる能力は、高度化してきている。内視鏡的粘膜下
層剥離術（以下 ESD）には多数の処置具が開発されている。これらの処置具を取り扱うためには、処置具の特性・
構造を理解する必要がある。当院では 2010 年 7 月に消化器内視鏡センターが開設され、同時に緊急内視鏡に対応
できるように技師当直も開始した。2011 年 4 月に 6 名の技師が増え、現在 12 名となった。医師の評価を得た指
導技師 4 名、研修中の技師 8 名で実施した。実際の処置具を使用した実践的な研修により効率よく指導できたの
で報告する。
【対象・方法】
2010 年 7 月～2011 年 9 月までに ESD68 件施行した。そのうち、41 件（指導技師の指導のもと）研修中の技師
が介助した。実際の ESD 介助を行うまでに以下の研修を行った。①処置具の特性・構造、高周波機器の各モード
の特徴を理解する。実際の処置具で、市販の鶏肉や腸を使用して研修を行った。消化器内視鏡センター内での勉
強会や病院外でのハンズオンセミナーや機器取扱いセミナーなどにも参加するようにした。②ESD 介助の見学を
行い、③豚の食道及び胃を用いて医師と共に実践的な研修を行った（図１）
。実践的な研修のなかで、処置具の渡
し方の研修も行った。ESD は処置具の入れ替えが多いため、医師の意見を聞き、処置具を受け取りやすい位置（先
端から 5 ㎝くらい）を確認し、介助者は処置具を渡す位置に注意するようにしている（図２）
。高周波機器を使用
する処置具は、必ず医師に処置具を渡してから高周波機器の設定を行い、コードの接続を行うように研修した。
また、ESD を行っているときに起こる処置具の焦げ付きに対して、アルミホイルを棒に巻きつけるだけで出来る
アルミホイル棒を使用することで、焦げ付きをきれいに除去することができた。④実践的な研修を行った後、指
導技師が一緒について実際に ESD 介助を行った。⑤最後に、医師、指導技師の評価を得て、独立して ESD 介助を
行った。医師からの評価として、処置中に医師から注意された回数により 1 人で介助につけるかの評価基準とし
ている。注意回数は 3 回までとしている。４回注意されると再研修を行うようにしている。指導技師が ESD 介助
中に医師から注意されている内容をチェックした（図３）
。
【結果】
実践的な研修を行うことで、
基本的な ESD 介助は研修中の技師と指導技師とで、
大差なく出来るようになった。
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図1）豚の食道及び胃を用いた研修

①

②

図2）処置具を渡す最適な位置

③

図3）医師からの評価基準（4回注意で再研修）

【考察】
ESD 介助の実践的な研修を行うことで以下のような利点が考えられる。①処置具の特性・構造を理解すること
ができた。処置具の渡し方の工夫により介助がスムーズになった。②時間外まで処置が長引いた場合でも、当直
技師で対応できるようになった。
③医師と共に研修を行うことで、チーム医療の一環につながった。
問題点としては、多数の技師が介助につくため、１人あたりの介助件数が少なく、専門性を身につけるには時
間を要した。
【まとめ】
今後は、更に医師の要求に対応出来るような指導を心掛け、個人差なく ESD 介助につけるような研修を行って
いきたいと考える。
【参考文献】
1)田村君英：技師＆ナースのための消化器内視鏡ガイド，学研2010：227－247、250－260
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3)吉村 兼，豊永高史：内視鏡技師が技術提供する ESD ハンズオントレーニング－内視鏡医と内視鏡技師の双方が成長するための教
育環境－，日本消化器内視鏡技師会会報 2010；No.44：51‐53
4)吉村 兼，豊永高史：Flush knifeⓇの有用性，日本消化器内視鏡技師会会報 2009；No.42：155-158
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神戸大学医学部付属病院光学診療部准教授

○加村
中谷
尾野
豊永

義昭・横田なほ子
彩
亘
高史

【はじめに】
地域の中核病院としての役割をもつ当センターではこれまでに 2500 件を超える ESD を経験している。現在施
行医は 4 名で、2010 年には 261 件の ESD（胃 134 件、食道 18 件、大腸 81 件）を行った。
導入は平成 14 年 6 月で、当初は前部長の豊永医師が NeedleKnife を用いて胃に行っていた。その後、ITKnife
を使用し、随時 HookKnife を併用してきた。大腸では主に FlexKnife を使用し、食道へと領域を拡げた。その
過程で送水機能付き Short-NeedleKnife (FlushKnife)を開発し、後任の医師らへと技術が継承された。現在は毎
日 1-4 例の ESD を行っている。我々介助者は、直接処置具を扱うことで特殊で高度な技術を要求される。
【操作介助のコツとポイント】
(1)準備を行う際には術者・介助者が仕事をしやすい設置環境を整える(2)効率よく電流が流れるために、対局板
は脂肪分の少ない背部に貼り、術野との距離も短くする(3)高周波発生装置 ERBE 社 VIO の設定を常に意識し、
モードを切り替えるときには必ず確認を怠らない(4)臨機応変に対応しすぐに物品を取り出せる様に配慮する(5)
長い処置具は予めハンドル付近にループを作り長さの調節を行う(6)処置具を渡すときは鉗子口に挿入しやすい
角度で渡し、抜くときはガーゼで鉗子口を保護し手首のスナップを利用し素早く引き出す(7)ESD の進行を把握
し予測をたて、VIO の設定変更や次に使う処置具を予測し能動的に行動する(8)局注時、粘膜下に確実に注入が行
えていることを粘膜の膨隆を見て確認する。スムースに膨隆しないときは注入を中止し術者に確認する。注入の
量をカウントする際は手許を見ずにおおよその注入量がわかるよう予め訓練しておく(9)FlushKnife-BT での追
加局注はナイフを出し入れしながら行なうと効果的な膨隆が得られるが、血管の近傍では誘発出血の原因となる
ため控える(10)FlushKnife-BT で止血するとナイフの先端に焦げが付着し、切開に影響がでるので処置具を抜い
た際には常に先端を綺麗にするよう心がける(11)ローテーションできない止血鉗子は先端から出したとき常に水
平方向を向くように予め癖付けをしておく(12) 術者は左足で切開・剥離を行い、右足で注入・凝固を行うため、
介助者の立ち位置はモニターを見ながら左目の視野に術者の動きが入ってくる立ち位置が良い (13) クリップ操
作はなるべく接続部を出さずにスライダーの遊び部分を使って回転させることで、接続部のズレも防ぎ微妙な角
度変更も可能になる
ここで介助者の技能と知識が最も要求される場面は止血である。いったん出血をきたすと場合によっては一瞬
で視野を失い止血困難となる。介助者は常に術野をよく観察し、出血を確認したら素早く鉗子を用意し、また的
確に血管を把持することが重要である。大腸や食道では、ローテータブルの Coagrasper を使用するため、介助
者はコードを持ち回転することで素早く的確に鉗子を回転させることが可能となる。回転ができたら血管に対し
垂直に鉗子を合わせ、できるだけ先端で血管を把持することがポイントになる。この一連の操作は介助者にそれ
相応の努力と経験を必要とする。
【まとめ】
術者は常に状況を把握し予測が立てられ、落ち着いてスムースに治療が勧められるパートナー=介助者を求め
る。また、その力量を最大限に発揮できるチームを求める。これからも更に安全で安楽な ESD を行なえるよう
研鑽を積む必要性をますます実感している。
連絡先：〒596-8522 大阪府岸和田市加守町 4-27-1
TEL：072-445-9915

ワークショップ２ 「ＣＥと内視鏡」
Ｗ-6 当院の内視鏡業務におけるＣＥの人材活用法について
九州大学病院 医療技術部 臨床工学部門
○三島 博之・桑原真理子・平井 雅博
髙橋
瞬・峰 慎太郎・岩下 邦夫
【はじめに】
近年、臨床工学技士の認知度や必要性は高まりつつあり、当院でもあらゆる診療部門からの増員要求が行われ
ている。内視鏡室においても同様であり、従来まで医師と看護師のみで運用されてきた内視鏡室にも、現在は臨
床工学技士が関与するようになった。今回、内視鏡業務における臨床工学技士のあり方について、当院の現状と
問題点について報告する。
（表１）大きな特徴

■
■

光学医 療診療部 （内視 鏡室）に 2名の CE が 増員され た際、
・

所 属は手術 部のま ま教育を 行う

・

内 視鏡室へ 毎日 1 名を派遣 する（ 1日毎 のローテ ーショ ン）
⇒

■
■

（表2）主な業務部門

この 方針が ME センタ ー運用 の基盤と なった 。

以後、 新たに CE が採 用され た際にも 同様の 方針
・

CE の人 事面も含 めた一 元管理

・

固 定配置で はなく ローテー ション （マンパ ワーの 有効活用 ）

・

あ らゆる分 野に精 通した CE の育 成

（表3）内視鏡室での業務内容
■

■

術

光学医療
診 療部

部

・ 内視 鏡 診療 補助
・ ME 機器 管 理

・ 人 工 心肺 ・補 助循 環
・ ME 機 器管 理

MEセンター

救命 センター
集中 治療部
・ 人 工 呼吸 器
・ 持 続 血液 濾過 透析
・ 補 助 循環

診 療 科を 問わ ず、
病 院 全体 をサ ポー ト

遺伝 子細胞
療 法部
・ 血漿 交 換
・ 白血 球 除去

・ 生命 維持 装置 の 操作
・ 中央 化 ME 機 器管 理

先端 医工学
診 療部

腎 疾患治療 部
運 用は 36 5日2 4時間 体制

・ 血 液 透析

・ ロボ ッ ト支 援手 術

（ 表4）利点と欠 点
■

内視 鏡に関 連した業 務
・
・

手

利

点

内視鏡 装置（ト ランス 、スコー プ）の

・

それぞれ の C E は、す べての業 務内容 を把握で きる

セット アップ

・

各診療部 門で学 び得た 知 識や技 術を他の 部門で 応用でき る

・
・

装置ト ラブル時 の対応

・

CE 同 士の連 携 が深ま り 、 緊急時 には 誰か がカバー できる

・
・

生検介 助などの 診療の 補助

・

業務量の 多寡に より応 援 を行い やすく、 マンパ ワーを効 率的

・
・

内視鏡 スコープ 、自動 洗浄機の 感染管 理

・
・

画像フ ァイリン グシス テムの管 理

に活用で きる
■

その 他
・
・

電気・ 医療ガス 等の設 備面に関 するこ と

・
・

内視鏡 関連機器 の更新 計画の作 成
など

欠

点

・

患者の状 態や機 器の状 態 を 連続 して 把握 するこ とが難し い

・

知識や技 術を専 門的に 高 いレベ ルで習得 するこ とが難し い
⇒

個 人のレ ベルを 上 げるの に時間が かかる

【現状】
当院の臨床工学技士は、当初手術部のみに配置されていた。平成 11 年度に検査部の一部であった内視鏡室が光
学医療診療部として独立する際に、初めて手術部以外の部門に臨床工学技士の定員が配置された。その際、臨床
工学技士を固定配置にせず、曜日毎に担当の臨床工学技士がローテーションする体制とした（表 1）
。この体制に
したことで、すべての臨床工学技士は、内視鏡室の業務を把握でき、マンパワーを最大限に無駄なく活用できた。
また臨床工学技士同士の連携も深まり、病気などで休暇を取る際にも他のスタッフでカバーすることが可能とな
っている。
現在、臨床工学技士はＭＥセンターを拠点として、手術部や内視鏡室以外にも、救命救急センター、集中治療
部、血液浄化部門等での業務を行っているが、このローテーション体制を継続している（表 2）
。当院における臨
床工学技士の内視鏡室での業務は、主に装置のセットアップ、装置トラブル時の対応、生検介助等の診療の補助、
内視鏡スコープの感染管理、また、画像ファイリングシステムの管理等である（表 3）
。その他、臨床工学技士は
電気や医療ガス等にも詳しいため、内視鏡室の設備面やその運用にも関与している。また、臨床工学技士が内視
鏡業務に関わるようになったことから、手術部、集中治療部等で使用する気管支鏡について、今までは十分でな
かった洗浄や感染管理についても関与するようになり、感染事故等の減少に貢献している。
【考察・結語】

このようなローテーション体制を継続することは、
他部署で得た知識を別の部署で応用できる等の利点があり、
臨床工学技士のマンパワーを有効に活用できる。その反面、それぞれの業務領域の知識や技術が広く浅いものに
なってしまう問題点も存在する（表 4）
。しかしながら、ローテーション体制を継続することは大変有用性が高い
ものと考える。
【連絡先】〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1
九州大学病院 ME センター
TEL：092-642-5514
FAX：092-642-5946
E-Mail：mishima@kyudai.jp

Ｗ-７ 当院内視鏡センターにおける臨床工学技士業務について
洛和会音羽病院 洛和会ＣＥセンター
宇田 厚子・菅野 泰平・西 麻美・山本
崇・三原 弘史
【目的】
近年、内視鏡関連機器の発展がめざましく、工学的知識が必要とされる場面が増えてきた。当院でも 2005
年より CE が参画する事になり、人員配置・教育面・保守管理など業務改善を行った。今回、CE の参画を内視
鏡センタースタッフがどのように捉えているかを知るため、意識調査を行ったので報告する。
【方法】
内視鏡センターに勤務するスタッフ（医師：15 名、看護師：18 名）に対し、CE の内視鏡業務への参画につい
てアンケートを行った。
図１ アンケート結果

図２ 年間修理金額及び年間症例数

【結果】
『内視鏡業務に CE が介入する事をどのように感じますか？』という設問に対し『非常に良くなった』
『良くな
った』という肯定的な回答を７割以上得られた（図１）
。内容の詳細は以下に示す。
・CE 介入により、医師・看護師の業務に集中することができるようになった。
・内視鏡機器や処置具などの取り扱い、メンテナンスなど良くなった。
・業務の流れがスムーズになった。
・業務に精通しているため、安心して任せられる。
【考察】
CE が内視鏡業務に参画するようになり、業務改善・人員配置の再構築を行ってきた。それが、今回のアンケ
ートの結果につながり、修理費の減少にもつながったと考えられる。
（図２）しかし、CE の参画によって、それ
ぞれの業務に専門性を持たせたため、検査時間の短縮・検査数の増加にも貢献できたと考えるが、それにより互
いの業務への関心が薄れ、同時にスタッフ数が増加したため情報共有の脆弱さが目立つようになった。

図１ アンケート結果

図２ 年間修理金額及び年間症例数

【結語】
CE が参画することにより業務の効率を上げるだけではなく、機器管理の面においても有用性を示す事が出来
たが、他職種の業務への関心が希薄なものとなってしまった。今後はスタッフ間のコミュニケーションを密に図
り、業務の質の向上に励んでいきたいと考える。
連絡先：〒607-8062 京都府京都市山科区音羽珍事町 2
℡075（593）4111㈹

Ｗ-8 内視鏡分野における，チーム医療としての臨床工学技士業務について
大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター
○阿部 真也，柴森 直也，比嘉 克成，澤田亜利香
石田 久美，竹内 利寿，時岡
聡，梅垣 英次
【背景】
内視鏡分野では，機器の発展とともに進化が目覚ましく，近年ではＥＳＤに代表される治療の進歩や，ダブル
バルーン内視鏡，カプセル内視鏡などの新しい分野も保険認可されている。また，画像記録装置や洗浄履歴管理
などの情報機器も進化しており，様々な医療機器が内視鏡分野を支えているものと考える。
【目的・方法】
当院では，チーム医療として医師，看護師，臨床工学技士(内視鏡技師)で役割分担を行い，業務効率の向上と
専門性を活かした，安全で質の高い医療の提供を目指している。今回，内視鏡部門における臨床工学技士として
の役割や専門性を中心に検討した。
【対象】
消化器内視鏡センターのスタッフは，2011 年 10 月現在において，登録医師 76 名，臨床工学技士 3 名，看護師
4 名（繁忙時には他部署からの応援有り）
，内視鏡洗浄員 3 名，事務員 2 名で構成されている。今回，センター配
属の臨床工学技士(３名)の業務内容を対象とした。
【施設概要】
年間検査数約 8,000 件，治療内視鏡件数約 700 件，上部用内視鏡 24 本，下部用内視鏡 12 本，光源装置 8 台，
高周波治療装置 5 台，カプセル内視鏡ユニット 3 台。

【結果】
(Ⅰ)役割分担
a.看護業務
看護師は，オーダリングによる予約管理や患者情報の確認，問診表確認，前処置，注射，患者看護などの患者
側マネージメントを行っている。
b.臨床工学技士(内視鏡技師)業務
内視鏡機器・処置具の準備や点検，検査・治療介助，内視鏡洗浄消毒の管理，在庫管理，内視鏡ファイリング
システムの管理などの機器側マネージメントを行っている。
c.業務責任
センターでは，病院長から各部門の安全管理者（リスクマネージャー）として，医師・看護師・臨床工学技士
のそれぞれ１名が任命されている。このことは職種による役割分担と業務責任が明確となり，各職種の立場で医
療事故時の対応やヒヤリハット報告の収集，具体的な改善策の提案などを行い，分析結果を現場へフィードバッ
クすることが求められている。また，定期的な臨床現場の点検や業務マニュアルの見直しが求められ，内視鏡業
務のみならず他部門の問題点も情報共有することで，安全を意識することに繋がっている。
(Ⅱ)臨床工学技士が求められている専門性
a.高周波治療装置
治療介助に伴う準備や操作全般を担当しており，術者からも術中の局面に応じた高周波治療装置の出力調整を
任されている。また，ＥＳＤライブでも直接介助者として担当していることから，臨床工学技士の専門分野とし
て確立している。
b.機器管理
機器管理として，
内視鏡機器の日常点検は勿論のこと，
トラブルシューティングへの早期対応を心掛けている。
また，各検査室におけるコンセントや内視鏡トロリーの電源容量を把握することで停電時の非常電源体制の構築
を行っている。
c.教育体制
新人教育には，クリニカルラダーを用いて教育しており，内視鏡業務の基礎と臨床工学技士の専門性を両立さ
せることを目標としながら，各自の能力に応じた教育が可能となった。また，当院では臨床工学技士の学生実習
として，センターでも受け入れており，実習後のアンケートでも，学生の興味が高いことから，臨床工学技士が
内視鏡分野に関わる要素があるものと感じる。
【結語】
内視鏡医療の高度化に伴い，医師・コメディカルを問わず高い専門性が求められている中，看護師・臨床工学
技士の役割分担を明確化した体制は，チーム医療として高い安全性と効率性の確保に繋がると思われる。
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7） 松本雄三：内視鏡検査・治療のトラブル対応ワンポイントレッスン,患者応対編,問診が不十分なため起こり得るトラブルの防止：
消化器・がん・内視鏡ケア：12 巻 2 号：Page98-102：2007.06
8） 勝健一：内視鏡技師制度．消化器内視鏡技師のためのハンドブック：Page81-82：2007.05
9） 竹内利寿, 梅垣英次, 時岡聡ほか：消化器内視鏡センターにおけるリスクマネージメント,チーム医療としてのスタッフの役割：
Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)：49 巻：Suppl.1 Page865：2007.04

10）楠見朗子, 森田恵理子, 藤原誠ほか：内視鏡治療・ケア 慌てない・焦らない緊急内視鏡の治療・ケアポイント・体制づくり,内
視鏡センターにおけるチーム医療の実践,緊急内視鏡の成績から：消化器・がん・内視鏡ケア：12 巻 1 号： Page77-85：2007.04
11）上田道子：内視鏡ケア 内視鏡検査・治療での安全管理の具体策 事故防止・感染対策・個人情報保護,患者誤認に関連した事故
防止対策：消化器・がん・内視鏡ケア：11 巻 4 号：Page064-070：2006.10
12）大波多歳男,田中明美,中川晴雄：消化器内視鏡におけるチーム医療の在り方,より安全で安楽な内視鏡検査治療を目指して(現状
と今後の課題)：日本消化器がん検診学会雑誌(1880-7666)：44 巻 5 号：Page112；2006.09
13）藤井秀康,原浜子, 田中知恵美：消化器内視鏡におけるチーム医療の在り方 チーム医療における内視鏡技師の専従・専任の有用
性：Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)：48 巻 Suppl.2：Page1914：2006.09
14）)阿部真也,梅垣英次, 勝健一：消化器内視鏡におけるチーム医療の在り方 内視鏡センターにおけるチーム医療としてのスタッフ
の役割 内視鏡技師の立場から：Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)：48 巻 Suppl.2 ：Page1914：2006.09
15）八木信明,新井正弘,平野初美：消化器内視鏡におけるチーム医療の在り方 当院における ESD 施行前後のリスクマネージメント
外来・病棟間の医療チーム連携の有用性：Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)：48 巻 Suppl.2：Page1913：2006.09

連絡先：〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2 番 7 号
℡(072)683-1221

Ｗ-9 臨床工学の視点でアプローチする内視鏡業務の魅力と展望
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
兼・市之瀬 透・川波 由葵
臨床工学技士
野田 有希・町井 基子・野見山典子
森
智章・山出亜矢子
臨床工学とは、生命科学と工学との境界領域の中で臨床の場において医療に直接貢献することを目的とする学
問であり技術分野である。
背景
近年、医療電子機器（以下 ME 機器）の発展は目覚ましく、医療機関の規模を問わず様々な ME 機器が駆使され
ており、今日の検査、診断、治療は高度化の一途を辿る ME 機器、その応用技術なしには医療が成り立たないのが
現状である。内視鏡は、診療科を問わず積極的に技術の導入が試みられてきており、低侵襲に着目した高度先進
医療における検査、診断、治療に不可欠な ME 機器であり、技術である。
経歴
当診療部では 1999 年 4 月から臨床工学技士（以下 CE）が内視鏡業務を展開し、臨床工学の視点から独自の業
務スタイルを確立させてきた。現在、軟性鏡を用いた消化器、呼吸器領域に行う内視鏡検査、治療を中心に、経
験と知識を活用することで、
2008 年4月から硬性鏡を用いた内視鏡外科手術にも本格的に技術提供を行ってきた。
現在、内視鏡専属の CE は 8 名で、その内、消化器内視鏡技師取得者は 3 名となり、スペシャリストの養成に取り
組んできた。
業務スタイル
内視鏡のみならず、機器の保守管理、トラブルシューティングによる状況の見極めと迅速な対応は名刺代わり
である。使用済みの内視鏡、処置具の洗浄消毒、または滅菌は機器の性能を高いレベルで引き出し、機能的であ
るために不可欠な工程作業であり、保守管理の一貫としてきた。何故なら、内視鏡システムは視野を確保する為
の手段であり、五感の 1 つを代行する装置だからである。肉眼で見る 1mm が数十倍で表示されるため、1mm、1 度、
1 秒の不具合は途轍もなく大きな不具合として真摯に受け止めて対応してきた。内視鏡システム、電気手術器を
最も理解した技術職が内視鏡検査と治療の介助に就くことで、医師のこと細かな要求に即座に対応することが ME
機器使用時のテクノストレスを軽減させ、医師が検査、診断、治療に専念できる環境として評価されてきたと自
負している。
理想的なチーム医療
当診療部では、医師を中心に看護師と CE の構成で、お互いをプロとして認め合うことにより、専門分野に専念
できる環境での業務分担と多職種協働を意識してきた。患者にとっての安全、安心、安楽に結果と質が保証され

た医療サービスを我々は目指している。
展望
臨床工学の視点から内視鏡領域にアプローチする内視鏡技師として、確かな技術におけるノウハウを情報提供
していきたい。
〈予報集再掲〉
連絡先：〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-2
℡ 078-382-6571

Ｗ－10 臨床工学技士の介入による内視鏡点検表構築への取り組み
北海道大学病院ＭＥ機器管理センター 光学医療診療部
○岩崎 毅・竹内 千尋・加藤 伸彦・加藤 元嗣
【目的】
当院光学医療診療部は、1998 年に開設され、1999 年 9 月より専属臨床工学技士（以下 CE）が 1 名配置され
た。現在では、ME 機器管理センターに所属を変え常時 2 名程度従事している。当時の CE は、消化器内視鏡部
門への関与が非常に乏しかったが、点検業務を中心にその業務幅を広げ、現在では看護師との業務仕分けも行い
ながら自施設では欠かすことのできないスタッフとして現在に至る。今回は、配属当初から行ってきた内視鏡点
検業務について取り扱い説明書や自身のデータに基づき構築していった経緯について報告し、CE がいかに関わ
っていけるかを検討した。
【内視鏡点検表構築の経緯】
配属当初、主だった点検表もなく各学会及び販売業者からの推奨点検表も存在しなかった。そのため、点検業
務も施行されず、その場しのぎの対応を行っていたのが現状であった。当時のトラブル発生率を図１に示す（2002
～2004）
。そこで、販売会社が修理する際に使用している点検表及び取り扱い説明書と実際のトラブル事由から
当院にとって必要な内視鏡点検表の構築に着手した。
始業点検項目

【％】

内視鏡光源

ファイリングシステム

【year】

内視鏡スコープ

(図1）内視鏡トラブル発生率

主電源
プロセッサー
電源が入電しますか？
光源
モニター
初期設定になっていますか？
ライトが点灯しますか？
換気ファンが正しく回転してますか？
Solemioの電源が入電しますか？
ＬＡＮケーブルが正しく接続されていますか？
サーバー接続が緑に点灯していますか？
モニターにＤ．Ｆ．の表示がありますか？
光源
送水ボトル
正しく接続されているか？
吸引
送気・送水ができるか？
吸引ができますか？
フリーズ・レリーズができるか？
アップ・ダウン、レフト・ライトの操作ができるか？

映像

映像が正しく映っているか？
明るさ・色合い調整が初期設定か？

(図２）始業点検表
（網かけはトラブル事例から追加項目） ※先端確認！！

汚れ・フード等がないか必ず目視で必ず確認！！

1．点検表の基本的項目：前述したが、基本的項目として、取り扱い説明書と販売会社の点検表下に作成した。
内容は、各種ユニットの電源確認、吸引・送気・送水の確認、ライト点灯と映像の確認、リモートスイッチの
確認、アングル操作の確認の 5 項目を基本項目とした。
2．トラブル事例による点検項目の追加：主だったトラブル事例を下記に示す。
1）暗い：光源ランプの劣化と内視鏡ライトガイドケーブルの断線が主な要因であった。光源ランプにはラン
プ寿命計が付属しているが当時の推奨交換時間300時間になっても明るいものや300時間前でも暗いものが

ありランプ交換の指標として容認できるものではなかった。そこで、実際に照度計で測定し、劣化具合を検
証した。結果は、10 個中 6 個が 300 時間で有効ランプ照度（初期ランプ照度より 30％減衰）を下回り、4
個については、交換時間を過ぎても有効な照度を保っていた。この結果から当院では、照度測定を点検項目
に加えて無効なランプ交換作業を抑制している。内視鏡ライドガイドケーブルは対物レンズで先端面を拡大
し、ファイバーの欠損を視覚化して照度劣化の程度を把握している。当院では、30％の破損で修理依頼して
いる。
2）モニターが映らない：電源の入電、モニターチャンネルの違い、配線の断線と混流、内視鏡スコープの漏
水が主な原因である。対応策として電源コードの確認、配線を CE 以外接触させない。設定を促す表示シー
ルが剥がれていないかを外観点検に追加した。
3．運用方法：照度測定や配線チェックは定期点検として臨床工学技士が行い、基本点検項目とトラブル事例に
よる追加点検項目を始業点検として毎回スコープ準備後に看護師と協同で行う事とした（図 2）
。これは、臨床
工学技士は他部門での業務も併用して行っているため内視鏡室だけの人員では、全てを網羅することができず
労力にも限界があるため（人員配置の問題）と全スタッフが内視鏡機器の不具合を感知できるように訓練する
ため（安全意識の拡大）の 2 点から決定された。この運用方法を行うには、臨床工学技士が、看護師に向けて
内視鏡機器取り扱いの教育やマニュアルの作成といった情報提供や啓蒙業務を怠っては成り立たない。
【結語】
臨床工学技士の内視鏡分野への介入は、工学的知識の専門性を生かし、点検業務方法や機器の情報を提供し、
スタッフに啓蒙することが必要である。
連絡先：〒060-8648 札幌市北区北 14 条西 5 丁目 ℡ 011-706-5731

Ｗ－11 各社消化器内視鏡の画質比較検討
京都大学医学部附属病院 医療器材部
臨床工学技士 ○樋口 浩和・新田 孝幸
消化器内科
森田 周子・尾崎 由直・青山 育雄・真下 陽子・江副 康正
堀松 高博・宮本 心一・武藤
学・千葉
勉
【背景】
近年、内視鏡検査において各メーカー様々なスコープが販売されている。世の中に“高画質”される TV、カメ
ラが存在するが“高画質”という用語に一般的な定義はなく，企業，団体によりその解釈は異なる。これ
は内視鏡においても同じである。今回、各メーカーの定義，画質の違いについて検討しました。
【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ました。
【方法】
スコープ： Olympus 社製 ：GIF-H260
富士フィルム社製 ：EC-590MP
HOYA/PENTAX 社製 ：EC-38i10L
光源・プロセッサー：Olympus 社製 LUCERA-SL
富士フィルム社製 ADVANCIA
HOYA/PENTAX 社製 EPK-i
画像入力装置：TEAC 社製：MV-10XD（DVI 対応）
、MV-10XH（RGB 対応）
各社高画質と定義・表現しているスコープ・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・画質の比較観察を行いました。
比較方法として色再現、解像度による評価をしました。
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」と定義し評価しました(図)。
次に解像度においては、USAF Test Pattern を 5,10,15,20mm の測定距離で撮影し、解像度を測定。測定した解像
度を数値化しグラフ化することで評価しました。
図：色再現評価

【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、
各社色彩の表現力に特色が出ました。
また、
Test Pattern においても撮影し比較検討した結果、各社距離による解像度に差が出ました。
【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る。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
℡：075－751-3415（内視鏡部）
e-mail：hhiguchi@kuhp.kyoto-u.ac.jp

