ランチョンセミナー
Ｌ-１－１ 「これからの内視鏡室のリスクマネジメント」
愛知医科大学病院 内視鏡センター
久具 純子
内視鏡でのリスクマネジメントといっても様々な視点から考える事ができる。なかでも感染管理・薬剤管理・
災害対策は特に重要と思われ、まず感染管理に目を向け、消化器内視鏡技師会からでている『マルチソサエティ
ガイドライン』に沿って考えてみた。本ガイドラインの第 1 章「内視鏡検査室レイアウト」には、5S（整理・整
頓・清潔・清掃・しつけ）が欠かせず、動線と配線を考慮しなければならない。また第 2 章「検査前・検査時の
対応」では、清潔・不潔の区別がポイントとなり、光源装置の横にあるスコープハンガーは、清潔・不潔が混在
しやすいエリアである為、当院ではスコープは看護研究で作成したカメラックと命名されたハンガーにかけるよ
うにして清潔エリアを保っている。第３章「スコープの洗浄、消毒、乾燥、保管」では、高水準消毒薬の特徴を
理解しておく必要があり、例えばフタラ－ル（ディスオーパ）は５分間以上の浸漬で高水準消毒が可能だが、汚
れ（有機物）と強固に結合する性質があり内視鏡自動洗浄消毒装置で用いるのが望ましいとされている。洗浄員
の方の安全を守りつつ確実なスコープの洗浄・消毒を行う為には、ICT の活動やスタンダードプリコーションに
沿った知識を身につける必要がある。
また、スコープの洗浄・消毒を考える時に忘れがちな事は、患者視点からの感染への不安だ。以前に患者から『使
ったカメラは本当に綺麗ですか？』という質問を受け驚いた事があり、洗浄方法を患者に伝える事も私達の役割
ではないかと考える。
更に、ガイドラインでは、
『洗浄・消毒の記録を残すことが望ましい』とされており、消毒剤濃度・洗浄履歴を管
理する事も安全性を高める為に重要視されている。消毒剤濃度を管理する為には、濃度計の使用をお勧めする。
濃度管理の精度が向上・標準化され、業務のスリム化に繋がり、安心で安全な内視鏡検査が提供されるからだ。
洗浄履歴の現在の動向は、2010 年病院機能評価 Ver.6 で、これまでの洗浄・滅菌は手術室のみの項目だったが、
手術室限定が解除され内視鏡室に目が向けられるようになった。また、2011 年日本消化器内視鏡内視鏡技師会 洗
浄消毒データ標準化委員会より「消化器内視鏡・洗浄消毒に関わる収集データの標準化勧告」が発表された。
そこで、洗浄履歴を管理する上でなぜ必要なのかを理解しておく事が大切だと考える。
『トレーサビリティー』と
いう言葉、
【跡をたどる事ができる】という事だが、2001 年に国内初の BSE（狂牛病）が発症し、牛肉トレーサビ
リティー法が成立した事は、まだ記憶に新しい。医療の世界でも『感染』という患者にとって大変な問題が起こ
らないよう、質の向上のためには欠かせない事であり、もしも起こってしまった場合にこの仕組みが採られてい
るかどうかいう事は、洗浄に関わる私達を守る上で非常に重要な意味を持つ。
とは言っても、履歴管理を普及させるためにはエヴィデンスと周囲の理解が必要で、
『史上最高の安全性』
・
『最高
級の質の保証』
・
『守るのは患者 と わたし 履歴管理』という履歴管理のキャッチフレーズを考えてみた。
その他の注意事項としては、気管支鏡を行う部屋は陰圧換気が必要。結核が疑われる場合は、必ず【Ｎ９５】の
マスクを着用する事。また、年 1 回は自己を守る為の抗体の確認と必要時のワクチン接種する事。更に、感染管
理の基本は手洗いで、手袋の交換時に手洗いの習慣をつけたい。以上が感染の視点からマネジメントだ。
最後に災害管理の視点からだが、今回の震災時に窓のない検査室では、真っ暗になりスコープを抜くことさえま
まならなかった状況に陥った事も話に聞いた。そこで、一度停電しても非常灯がついたり赤枠コンセント（自家
発電・バッテリー）によって復旧する事で、より安全に検査が継続されたり、スコープが抜去する事が可能にな
ると推測される。また、揺れによる検査台からの患者落下の危険、医療機器の揺れ・天井の落下等による医療者
側の受傷するリスクもあり、検査の中止・継続の判断も必要になってくる。
引用文献；
1)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・2008．5、第 1 版

Ｌ-１－２ 「これからの内視鏡室のリスクマネジメント」
横浜市民病院 臨床工学部
青木 宏介
医療機器は未然に防げるトラブルが非常に多く存在する。内視鏡の治療も複雑化する中、操作だけでなく、点検・
管理する安全管理業務も非常に煩雑化しているのも事実であり、こういったリスクを避ける意味でも計画的に医
療機器のメンテナンスを実施し、仕様通りの性能と安全性を確保する事が重要である。
当院では、2005 年の内視鏡センター開設時、内視鏡センターの医療機器を臨床工学部で管理していなかった。し
かし、改正医療法や病院機能評価機構での評価において医療機器の管理体制が問われ、その時の問題点を内視鏡
センタースタッフと話す機会を持つ事により、関与していかなければならないと感じ、管理を開始した。管理体
制を構築する事ができ、看護師は検査業務の環境を整えられ、円滑な検査が進められることは病院経営的にもメ
リットがあるのではないかと考える。
また、当院では、臨床工学部管理医療機器を 4 つのカテゴリーに分類し、内視鏡センターの医療機器は日常点検
のみを現場スタッフに委託する分類に区分している。臨床工学部では定期保守の実施やメーカーとの交渉及び院
内での予算確保業務に取り組んでおり、内視鏡センターに設置しているエンドクレンズをはじめとする、臨床工
学部の管理対象となる医療機器に全てステッカーを貼付し、バーコードで点検や修理情報を管理している。 メー
カーからの点検証明書や作業報告書は臨床工学部で保管し、
機器本体にもステッカーで点検済証を貼付している。
これらの取り組みにより、現場のスタッフにも安心して医療機器を使ってもらえ、次回の点検日時が大まかに把
握できるようになった。
病院機能評価でも医療機器の管理体制が問われるようになってきた。当院は 2010 年に Ver.6 を更新受審した。
内視鏡センターでは主として、①感染管理状況 ②機器管理状況が審査対象となった。感染管理状況については、
現在の内視鏡センター開設時にフタラール製剤を採用し、洗浄消毒器もエンドクレンズにするといった改善を図
った為、特に問題にはならなかった。他施設においても、昨今、機器管理状況について、かなり深く追求されて
いると聞いている。臨床工学部で内視鏡関連機器を管理する事で、内視鏡技師の方々が本来の業務である看護業
務に集中できる環境を提供できるようになった。また、内視鏡センターで効率的な業務運用ができ、医療機器の
適切な管理を行えているという評価に繋がった。
医療機器の保守・点検管理とは、品質維持管理、偶発的故障の予防、経年劣化の予防に直結する。購入した状
態を維持し、安全に使用できる状況を担保する上でも必要な事である。 院内の医療機器に関する専門家である臨
床工学技士とよく相談し、メーカーの推奨する保守点検の時期や実施内容を遵守した上で、適切かつ安全な内視
鏡検査に取り組んで欲しいと考える。

Ｌ-2 組織で取り組む内視鏡室の感染管理
四国消化器内視鏡内視鏡技師会
会長 岡本 澄美子
（労働者健康福祉機構 香川労災病院）
内視鏡の洗浄消毒の重要性
内視鏡は 内視鏡機器や処置具の発達に伴い、単なる検査から高度治療まで幅広く用いられている。限られた
内視鏡の本数で、限られた時間にそれらの検査や治療に対応しなければならない。内視鏡を介した感染事故が問
題視されておりこれら全ての内視鏡をガイドラインに沿って確実に洗浄・消毒しなければならない。
感染制御の為インフェクションコントロールチーム（ICT）を交え、専門家の視点も加えて現場の見直しをおこな
う必要性がある。
ICT と内視鏡室の関わり
内視鏡室に限らず、院内の感染対策は各部署単位で行うより組織で行う方が効果的である事は当然である。内
視鏡は特殊と敬遠されがちであるが、洗浄消毒のプロセスのほとんどを人的作業に頼り、未消毒の内視鏡と消毒
後の内視鏡が常時交差している複雑な環境下では、ICT の介入は不可欠であると考える。
当院では 2004 年頃より院内の ICT が内視鏡室の感染対策に関与するようになった。
その主な内容は ICT リンク
ナースの配置と定期的なラウンドである。ラウンドでは検査環境、防護、内視鏡処置具の取り扱い、閉鎖式吸引
ボトルの導入など数々の事が改善されてきた。今年は洗浄槽に「過温器」が導入された。使用後の内視鏡は洗浄
槽で酵素洗剤に浸漬するが、酵素洗剤の有効最適温度が 35 度～40 度である事から、この洗浄槽の酵素洗剤を常
時加温し効果的な洗浄を行っている。
また、ICN が「内視鏡の洗浄消毒に関する感染対策」について年 1 回監査を行っている。今年で 7 年目になるが、
定期的に行う事で感染対策の振り返りとなり、日頃気がつかない、あるいは妥協している点など問題点が明らか
になり、解決策へと進む事ができる。
監査項目は「内視鏡の感染対策に関する自己調査」の項目に沿って行われており、その項目は 72 項目に及ぶ。関
心のある方はインターネット上に公開しているのでアクセスしていただきたい。
（http://www.sgets.jp/）監査結
果の詳細は省略させて頂く。
内視鏡の細菌培養を年 1 回、内視鏡の感染対策に関するガイドライン（日本消化器内視鏡技師会第 2 版 2004
年）を参考に行っている。今年で 6 年を経過したが、時折内視鏡の外表面や保管棚からグラム陰性桿菌や古枯菌
を検出している。そのつど ICT とカンファレンスを行い、保管庫の定期的な清掃や、長期間使用しない内視鏡の
保管方法などの見直しを行った。細菌培養の手順の見直しも行っており、今後は検査部門の協力を得て実施する
など検討している。
内視鏡洗浄消毒履歴 SolemioⓇ
2003 年より内視鏡の洗浄消毒履歴に取り組んでいる。当初は紙記録であったが 現在は内視鏡洗浄履歴システ
ム SolemioⓇと OER-3Ⓡと連携させ、履歴管理の作業の全てをシステムで管理している。いつ、どのスコープをど
の患者に使用し、どの洗浄器で誰が洗浄消毒を行ったか、などの詳細情報が自動的に記録される。感染を疑う症
例が発症した場合、内視鏡、洗浄器、患者などあらゆる方向からの絞りこみが可能で、必要とするデータは容易
に抽出することができる。そのほか消耗品や消毒薬の交換履歴、修理記録などたくさんのデータが蓄積されてお
り内視鏡・周辺機器の管理や、業務軽減などに役立っている。
SolemioⓇから内視鏡洗浄消毒履歴機能だけを取りだした「StoriaⓇ」というシステムが発売された。このシス
テムは洗浄消毒装置と PC のみで履歴管理を可能にしたもので、
これから履歴管理に取り組む中小規模の病院には
導入しやすいシステムではないかと思う。また、最近、未消毒内視鏡を検査に使用した症例の報告がみられるよ
うになった。
全国的に内視鏡の洗浄消毒履歴が確実に取れるようになって、明らかになってきたケースである。洗浄消毒終
了の確認ミスが一因と思われるが、このような症例が起きないように、ヒューマンエラーの防止に各施設とも努
力していただきたい。又各メーカにはこれらの間違いが起こらないようなシステムの開発を希望する。
耳鼻科・泌尿器科の内視鏡の洗浄消毒
内視鏡は消化器ばかりでなく、泌尿器科、耳鼻科などにも幅広い診療科で用いられている。これらの内視鏡も
当然ながら確実な洗浄消毒が求められている。現在当院では内視鏡洗浄消毒装置 OER-2Ⓡを使用して全例消毒を行
っている。OER-2Ⓡは設置場所と工事が必要であるが、小型の洗浄消毒装置 OER-SⓇがオリンパスより販売された。

卓上に設置でき、特別な水道工事も不要で簡単に導入できる。
内視鏡の感染対策は、内視鏡従事者にとって終わる事のない課題である。患者が不利益を被ることがあっては
ならない。安全で安心な内視鏡検査を提供する事は 私たちの責務である。

Ｌ-３ 内視鏡洗浄消毒履歴管理
① ENDOSTREAMⓇによる洗浄管理体制 ～履歴プリント活用と電子カルテ閲覧～
多根総合病院 内視鏡センター
大本 美恵
はじめに
医療安全として、内視鏡スコープの感染管理が注目されて久しく、それに伴い洗浄履歴管理においても、各施
設の状況により、様々な形式で工夫され、実践する施設が多くなっている。
【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】でも洗浄・消毒の履歴管理に洗浄・消毒の記録
を残すことが望ましいと明記されている。しかし、一般的には業務が増え、運用方法に困惑しているのが現状で
もある。当院では新設を期に、富士フイルムメディカル社製 内視鏡管理システム（NEXUSⓇ）と 内視鏡洗浄シ
ステム（ENDOSTREAMⓇ）を導入し業務負担の少ない洗浄履歴管理と、洗浄履歴プリントを活用した効率の良い内
視鏡運営及び電子カルテ端末からの洗浄履歴プリント閲覧を可能とした運用を行っている。
導入までの経緯
新病院では内視鏡センターを拡大。増加する内視鏡検査と多様化する内視鏡治療に、スコープ管理を含み、洗
浄・消毒履歴管理の導入と内視鏡運営の形態を構築する必要性があった。病院の方針で富士フイルムメディカル
社製 内視鏡システム（AdvanciaHDⓇ）を 1 台新規導入する事となり、内視鏡機器メーカーを限定しない汎用性
のある内視鏡情報管理システム（NEXUSⓇ）を採用とした。NEXUSⓇは施設が求める運用に出来る限り配慮し、各職
種が使い易い構成を可能としている。内視鏡の中心部を富士フイルムメディカル社製に決定し、今後の同社での
患者情報と洗浄情報の連携を期待して、内視鏡洗浄消毒システム（ENDOSTREAMⓇ）を採用とした。
内視鏡洗浄消毒システム（ENDOSTREAMⓇ）
①フットペダルとフットスイッチによる手を使わないルーティン作業の実現。②洗浄管理ソフトの標準装備。
③過酢酸消毒剤（エスサイド消毒液 6％）交換時の空ボトル自動洗浄により過酢酸臭気を低減。④洗浄槽は、規
定量の薬剤でも内視鏡が確実に収納・浸漬するスペースがあり、内視鏡の浸水状況も確認しやすく、スコープ固
定のための押さえ網をトップカバー裏面に設置。 ⑤消耗品交換時のエリアは正面に集約されており、過酢酸濃
度測定時は コルクの開閉で容易に採取が可能。⑥薬液残量確認用の窓に LED 照明を搭載し暗い状況でも正確な
確認ができる。⑦履歴管理ソフトは洗浄機単体で 12000 件の履歴管理が可能で、PC 管理でこの情報を全て蓄積で
きる。等を評価した。
当院の分担洗浄履歴管理【図 a】洗浄履歴工程； 図 b】洗浄履歴管理の実際】
洗浄履歴管理は、検査のたびに提示するものではないが、必要な時に、誰でもすぐに洗浄情報を見られるシス
テムを構築しなければ、患者の安心と医療安全を目指した運営にはならないと考えた。洗浄・消毒についての問
い合わせは、患者様に対応する医師をはじめ、外来・病棟スタッフや事務職に至り、ある程度は同条件で対応で
きる事が患者の安心に繋がる一歩である。内視鏡センター内部だけの、詳細な履歴管理に留まらず、患者様の求
める簡潔な洗浄・消毒履歴を、病院中の電子カルテ端末で確認ができる運営を目指した。まずは、洗浄履歴管理
を確実なものとする。それも業務を複雑化せず、効率の良い運用を模索した。結果 ENDOSTREAMⓇと NEXUSⓇの洗浄
履歴を同じデータにするには業務負担が増大する為、当院では実際作動する ENDOSTREAMⓇの情報を洗浄履歴の基
本としている。運用として空いた時間を利用し、洗浄者が規定した不足情報を手入力する。運営していく中で自
分が行った洗浄履歴を確認する習慣が自然と出来た。また、洗浄履歴のエラーに自ら気付き、申告する状況が形
成された。運営上 NDOSTREAMⓇの履歴管理には PC への患者情報は手入力せず、NEXUSⓇでの患者情報と紐づけ、管
理している。業務終了後、管理者が ENDOSTREAMⓇと NEXUSⓇとの分担管理確認を行う。
NEXUS においての予約管理・コ・メディカルが活用する問診前処置・レポート・画像・病理提出確認と共に、
NEXUS タッチパネルで入力された情報として洗浄履歴管理を確認する分担管理は、検索方法を構築すれば短時間
で確認する事ができる。後に検索しやすいように、補足項目はこの時点で NEXUSⓇに入力を行う。洗浄業務に集中
できる環境はやはり、ヒューマンエラーを排除するひとつの策であると考えた。NEXUS では、他にも以前は紙運
用をしていた内視鏡管理として、スコープ管理・修理状況管理・消耗品管理や洗浄機修理状況管理など、多彩な
管理を行っている。
洗浄・消毒履歴管理工程
NEXUSⓇは①検査時、内視鏡システムに患者情報・スコープ情報をバーコード入力する。②洗浄

時、洗浄者情報・スコープ情報をバーコード入力する。洗浄情報はネクサスタッチパネルを操作する。結果 NEXUS
Ⓡ
洗浄履歴管理上、患者情報・使用スコープ・洗浄情報を管理する事ができる。
タッチパネルで不足する情報は NEXUS へ入力するが、登録履歴管理確認時に行っている。
ENDOSTREAMⓇは洗浄時、洗浄者情報を IC チップで、スコープ情報をスコープタグで洗浄機にスキャンする。洗
浄工程を選択。結果 ENDOSTREAMⓇ洗浄履歴管理上、①使用洗浄機②洗浄工程、③スコープ、④洗浄担当者、⑤取
り出し担当者、⑥実施日時、⑦消毒日時と処理結果、⑧過酢酸消毒作成日、⑨消毒使用回数⑩消毒液濃度結果の
情報を管理する事ができる。

⑤洗浄 工程選択

④洗 浄機へ 担当者
スコープ情報入力

PC
⑧PCへ 担当 者
ス コープ情報入力

⑨ PCへ タッチペンで
洗 浄 工程入力

⑩ ス コープと患者様 ① 洗 浄後スコープの
情 報 が表示
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d)スコープ保管：履歴プリントの活用

洗浄履歴プリントの活用 【図 c】洗浄履歴プリント； 図 d】スコープ保管：履歴プリントの活用】
ENDOSTREAMⓇに管理される情報は、設定内容が洗浄履歴プリントに自動印字され、自動出力さ
れる。これを利用し、洗浄後保管されたスコープにビニールテープで貼り付けることで、スコープと洗浄情報が
一目で確認できる。履歴プリントの情報共有は、①表示されることで洗浄責任のモチベーションが維持される。
②スコープ情報が閲覧できるのでスコープ選定が短時間に行える。③長期未使用スコープが浮き彫りとなり、消
毒交換時に使用可能な洗浄機で空いた時間を利用し、再洗浄する事ができ洗浄の質を上げる。④検査間消毒で未
使用のスコープの追加のアルコールフラッシュも的確に行える。⑤使用スコープが偏らない。⑥スコープ選定時
は無駄に触れず、スコープ機種も確認でき適切な選定ができる。履歴プリントの活用は、スタッフの動線からも
有効で業務の確実性と準備時間短縮に貢献している。また効率の良いスコープ管理が可能となった。
電子カルテによる 洗浄履歴プリントの閲覧
NEXUSⓇより出力される検査記録用紙に、使用したスコープ履歴プリントを貼り替え、電子カルテにそのままス
キャナー入力している。これで、病院内電子カルテ端末から、記録用紙と同じページで洗浄保証を確認すること
ができる。簡潔な洗浄履歴は、どの部門でも患者様の問い合わせに迅速に対応でき、詳細管理は内視鏡センター
が担っている。また、内視鏡洗浄・消毒の院内スタッフの啓蒙にも寄与している。
まとめ
IT での洗浄・消毒履歴管理は分担管理を行う事で効率性を追求し、履歴プリントの活用は内視鏡運営にも寄与
し、情報の共有が業務時間を短縮した。また、院内への情報提供をも可能にした。
デジタルとアナログの融合が、現状当院に適した洗浄・消毒履歴管理の形式である。

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】2008.5

連絡先：〒552-001 大阪府大阪市港区南市岡 1-2-5
多根総合病院 内視鏡センター
℡：06-6581-1071（代表） Ｅメール：endo@tane.or.jp

②内視鏡洗浄消毒履歴管理の電子化への取り組み
-ESR100Ⓡと内視鏡情報システム NeXUSⓇを取り入れて福井県立病院

健康診断センター 内視鏡室
酒井 真弓

はじめに
近年、医療安全・感染対策のため内視鏡の洗浄消毒履歴を残すことが定着しつつある。当院では2009年より手
書きによる内視鏡洗浄消毒履歴管理を開始し、2011年3月の内視鏡システムのバージョンアップを機に、洗浄機の
入れ換えと内視鏡洗浄消毒履歴管理の電子化を行った。現在、ESR-100Ⓡによる洗浄と内視鏡情報システムNeXUSⓇ
による洗浄消毒管理を実践している。より良い内視鏡洗浄消毒履歴管理のために運用や実態を評価したので紹介
する。
1.施設・システム概要
1)年間内視鏡検査件数（処置含む）：約13400件（50～60件/日）
2)内視鏡室の構造
上部内視鏡室（5室）、下部内視鏡室（3室）
ERCP室（1室・除圧装置を設置）
上部洗浄室（洗浄機6台）、下部洗浄室（洗浄機4台）
フジ洗浄機ESR100Ⓡを使用。洗浄機1台に対し、1台ずつの洗浄履歴管理タッチパネルNXCLEINⓇとバーコード
リーダーを設置している。（図１）
3)内視鏡情報システムNeXUSⓇ
従来の内視鏡室の予約・受付・検査・レポート作成・病理依頼・コスト入力に加え看護記録・
内視鏡洗浄消毒履歴管理・機器管理まで統合的に同一システム上で管理している。ベットコ
ントロール画面を設定し、どの端末からでも全進捗状況が把握でき、また、看護記事入力も
しやすくなっている。
4)洗浄に携わるスタッフ
洗浄専門員1名（委託）が主に洗浄業務を行い、内視鏡技師の有資格者を含む看護師6名で補
助、教育、履歴管理業務を担当している。
2.内視鏡洗浄消毒履歴管理導入の経過
1)NeXUS システムの機器管理画面に各種機器を登録する。
内視鏡スコープ、洗浄機、光源装置、高周波装置などそれぞれのデータを入力する。
2)スコープやカードなどにナンバーリングを行う。
洗浄消毒管理用の内視鏡スコープ、超音波プローべ、職員認識カード、代替用予備札などの認識バーコード
のナンバー登録を行う。
専用のラベル発行機でそれぞれのバーコードを出し、スコープやカードなどに貼付する。

3)システムに関する学習会・デモンストレーションを実施する。
関係スタッフをあつめ、レジメをもとにシステムの説明会・内容の検討会・複数回のデモン
ストレーションを実施し、新システムの周知徹底を行なう。
4)運用の取り決めを行う。
各種操作手順のマニュアルと運用基準を作成する。
引継ぎノートや各洗浄室で特記事項記入用バインダーを活用し情報の共有をはかる。
図 1 洗浄機と付属機器

図 2 洗浄消毒履歴入力の実際
検査室でのスコープ情報入力
1.患者 ID のバーコードを入力
2.スコープのバーコードを入力
スコープ情報キャンセルは再度スコープ
バーコードを読み取る
複数スコープ使用時は付け替える度に
スコープバーコードを読み取る
3.検査実施・終了ボタンを押す

洗浄室でのスコープ情報入力
1.一次洗浄後、使用する洗浄機のバーコードリー
ダーでスコープのバーコードを入力
2.洗浄担当者の認識カードのバーコードを入力
3.スコープをセッティングし漏水検知実施
4.ネクスクリンのタッチパネルにコメントを入力
5.洗浄機とネクスクリンの洗浄開始ボタンを押す
6.洗浄終了・必要時コメント入力

3.内視鏡洗浄消毒履歴データ入力の実際
1)検査室でのスコープ情報入力(図２)
2)洗浄室でのスコープ情報入力(図２)
3)内視鏡洗浄消毒履歴画面の確認作業
検査室と洗浄室で入力されたデータは、NeXUSⓇの洗浄消毒履歴画面に統合されて表示され
る。
日本消化器内視鏡技師学会洗浄消毒出力データ標準委員会の勧告に基づき、洗浄消毒処理日
時、使用洗浄機、洗浄消毒者、対象者、洗浄消毒スコープ、実施内容などの項目について、
履歴内容に間違いや漏れがないか、担当看護師が毎日点検している。
4.電子化後の内視鏡洗浄消毒履歴管理の実態と職員の認識の変化
・手書き時
患者登録や洗浄時記載の手間や記載もれがあり、検索も困難だった。各記録用紙の準備・回
収・管理に手間がかかった。履歴の確認作業が実施されていなかった。

・電子化後
検査時の登録・洗浄時の登録が容易でペーパーレスにもなり管理が楽になった。履歴の見直
し・紐付け・編集・検索が容易となり、内容が充実した。業務に履歴確認作業を組み込んだ事
で、スタッフの認識が高まった。
全般的に管理がしやすいが、洗浄の人手が十分でないため、濃度管理は手作業であり、手間や負担がある。
また、洗浄機と NXCLEINⓇが連動でないため、洗浄終了ボタンを押すタイミングで終了時間に大きなずれが生じ
る場合がある。そのため、NXCLEINⓇの自動終了設定を取り入れているが、若干のずれが残る。スタートボタン
の操作忘れなどのヒューマンエラーもおこりやすい。
まとめ
・ 電子化による内視鏡洗浄消毒履歴管理は、多くの情報の保存が可能で、検索も容易であるがパー
フェクトなものではない。日々の登録作業を確実におこない、正しく入力されているか確認作業を怠らないこ
とが重要である。
・履歴を管理し、洗浄の質も保っていくためには、携わる職員への教育やサポートを充実させ職
種間、職員間における認識や技術の差をなくすことが重要である。
・機器のメンテナンスを含め、今後も運用を見直し、統括的に管理していくことが必要である。
連絡先： 〒910-8526 福井県福井市四ッ井 2 丁目 8-1
福井県立病院 健康診断センター 内視鏡室
TEL(0776)54-5151 内線 2510

ベンダープログラム
見ているだけではつまらない！！
『明日から役立つ、胃癌の基礎から内視鏡診断・治療まで』
JA 三重厚生連鈴鹿中央総合病院 臨床病理科
馬場 洋一郎
内視鏡検査・治療の現場において、内視鏡技師の果たす役割は多岐にわたる。 患者対応、内視鏡検査従事、内
視鏡室管理、病理検体取扱など、大きく異なる業務を同時に行わなければならない。其々を正確に行うには、そ
の仕事に関する深く理解したうえでの知識とその知識に基づく経験を重ねることが必要である。これらの事には
内視鏡室で行われるすべての検査・治療に関する内容が含まれる。内視鏡検査・治療の円滑なコントロール、リ
スクの回避、チームの総合力の向上のためには、自らが直接施行していない業務（例えば内視鏡診断・治療、病
理診断、生検検体・術後検体の扱いなど）であっても多くを理解しておくことが重要である。
ここでは早期胃癌の基礎知識、内視鏡診断学の基本、生検検査の重要性について述べる。これらの知識を仕事
にどう生かすかは個々の判断によるが、実際の現場において役立てていただければ幸いである。
胃癌の基礎知識
消化管は粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下組織、漿膜よりなる。胃粘膜は噴門腺、胃底腺、幽門腺で構成さ
れ、大部分は胃底腺で占められている。胃底腺は慢性炎症と適応現象により幽門腺・腸上皮化生に置き換わる。
その腺構造の違いにより、発生する癌の性質も異なる１）。
早期胃癌診断に重要な事は内視鏡治療適応の決定である。
病変深達度が粘膜内であるかを診断することである。
病変の組織型、深達度、病変範囲を内視鏡検査(超音波内視鏡観察、NBI 併用拡大内視鏡観察を含む)、画像検査(胃
透視、CT 検査など)により総合的に診断する。内視鏡治療の絶対適応病変は潰瘍(-)の 2cm 以下の分化型粘膜内癌
であるが、組織型と病変範囲は適応拡大の検討が進んでいる。癌の内視鏡治療の境界は深達度が粘膜下層 500μ
m（SM1）までである(図 1)。癌の粘膜下層浸潤は脈管侵襲、リンパ節転移の可能性を導く。追加切除の指標は
癌の SM1 を超えての浸潤、脈管侵襲、断端陽性である２）(図２)。
胃癌分類には肉眼的・組織学的分類がある。肉眼的分類は病変の深達度を加味した見た目の凹凸で判断する(図
３)。早期胃癌は 0 型、進行癌は 1～4 型である。早期胃癌は 0 型をさらにⅠ,Ⅱa,Ⅱb,Ⅱc,Ⅲ,型に分類する。組織
学的分類は癌組織の正常組織からの離れ具合を腺管構造異型と細胞異型で示したものである。構造異型は高・中・
低分化型腺癌、印環細胞癌があり、異型度は低異型度と高異型度に分けられる３)。重要なことは肉眼形態と組織
型・深達度は関連性があるということである。早期胃癌では低分化型腺癌が隆起を形成することは稀である。進
行癌では 1,2 型の様な限局性発育を示す病変は分化型腺癌由来の病変であり、3,4 型の様な瀰漫浸潤性増殖を来
たす病変は印環細胞癌、非充実型低分化型腺癌である。肉眼分類は単なる物の形を意味する文字ではなく、腫瘍
性性質を加味した意味のある言葉であることを忘れてはならない。肉眼型分類は病変について共同主観を得るた
めの重要な言葉ということである。
内視鏡診断
正確な色素散布を含む通常内視鏡診断は検査・治療の質に直結する。内視鏡診断は腫瘍性格を理解することで
ある。そのことなしに超音波内視鏡観察や NBI 併用拡大内視鏡観察の効力を十分に発揮することはできないし、
生検検査一つ十分に施行できる保証はない。ここで提示する早期胃癌内視鏡診断は組織学的所見を背景にした外
科切除標本の肉眼診断学を基本としている。新潟大学において、渡邊英伸先生、味岡洋一先生のもとで病理医、
内科医、外科医が長年にわたり日々肉眼所見と組織所見の対比を重ね導き出された診断学である４）。胃癌内視鏡
診断を記した文献は認めるが、組織学的所見をその診断根拠としたものは極めて少ない。そのすべてをここで示
すことは不可能であるため、基本となる事項を図４に示す。内視鏡診断では病変範囲、組織型、深達度を診断す
る。そして背景の様々な炎症の影響を慎重に紐解かねばならない。炎症に伴い病変は容易に修飾される。炎症所
見を正確に把握できるかにより診断の到達点に大きな違いが生ずる。今回は組織型と深達度診断の基本事項につ
いて示す。それぞれの所見は隆起病変と陥凹性病変では異なるが、組織型を診断するためには、色調、病変辺縁、
表面性状の 3 点に着目する。しかし、一つの病変に対し、3 つの所見がすべてあてはまる訳ではない。どの所見
を優位にとるかの判断が重要である。深達度においては陥凹性病変、隆起性病変伴に、表面粘膜構造の変化、病
変内の凹凸、病変周囲の性状、びらん・潰瘍・潰瘍瘢痕の影響を考慮した判断が必要である。病変内視鏡診断に
おいて最も重要なことは基本事項を踏まえた症例の詳細な検討の積み重ねである。これから出会うであろう癌に

接した時、今回示した基本事項が出発点となり、癌の内視鏡診断に興味を抱きその面白さに気付けば内視鏡検査・
治療の際の仕事の充実度がさらに増すと考える。
“声なき者の声”を聞くためには多くの知識・経験と地道な作業
の積み重ねが必要である。決して簡単に通れる道でないが、この声が聞こえた時の充実感は何事にも変えられる
ものではない。
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図３ 胃癌の組織型別にみた肉眼所見の特徴
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生検検査は内視鏡医の実力を表す指標である。病変の声を聞き取れているか、何を確認すべきか、内視鏡や生
検鉗子の扱いや選択は適切か、生検検体の状態を把握しているか、治療への影響を考慮しているか、である。Ⅱc
病変内のびらん再生上皮部よりの生検、内視鏡治療予定病変の中心部よりの粘膜筋板を含めた生検などに、どれ
ほどの診断価値があるのか疑問を感じる。そして生検の質を担保するものは内視鏡技師の技量である。生検検査
における内視鏡技師の役割は、内視鏡医の指示を待つまでもなく認識病変に適する生検鉗子の大きさ選択や採取
時の鉗子の方向性や開き具合を調節できることが理想であると考える。そして、生検の意味を理解し(図５)、生
検検体から得られる情報を最大限引き出すこと、そのことが診断の質を左右することも再認識する必要がある(図
６)。
病棟業務とは異なり、
多様化した内視鏡技師の業務はそのマネージメントに重きを置くべきではないだろうか。
内視鏡検査における目的は“患者に最良の検査・治療を施行できるか”の一点である。そのためにいかに内視鏡
室管理を行えるかである。その中心は特殊な専門性を持つ内視鏡医、病理医をいかに専門性分野に集中させ、そ
の能力を発揮させるかということである。剣がなければ戦えない。剣を磨きそして扱うのである。時に諸刃の剣
となろうその剣を使いこなすのである。必然的に内視鏡技師の仕事は個々にチームプレーを行うということでは

なく、結果としてのチームワークを目指す事が目的となっていくと考える。
以上が名もなき病理医の独り言である。現場認識のない発言であったであろう。しかし、世の常として同じ規
格品で構成されたシステムは、どこかに致命的な欠陥を持つ。そのため、部外者のたわごとに耳を傾けていただ
けたその寛容さをもって許していただきたい。
さいごに、
今年早春、
東北地方に起きた震災で被害にみまわれた人々と自らの使命を携え東北地方に赴いた人々
が示してくれた“ただただ純粋に無私無欲のさまで行動し、お互い助け合うべく、いかなる苦労をも惜しまない
その態度”に自らを律し、今後も彼らから多くを学んでいきたいと思う。
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