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昭和伊南総合病院は長野県の南部に位置し４市町村からなる組合立の自治体病院である。当消化
器病センターでは年間総件数約 12,000 件を行っており、１日平均約 60 件のペースで検査処置を行
っている。内視鏡医 6 名（常勤 4 名うち専門医 2 名）看護師 8 名(常勤 4 名うち 3 名が内視鏡技師)
助手が１名の構成である。病院理念として「和言愛護」を掲げて地域医療を行っている。何故当院
なのかは症例件数が増加している現状の中で修理金額が同程度の施設と比べても格段と修理金額が
抑えられている事、少しでも皆様の修理金額の減少につながる参考となればと思う。当院のセンタ
ーは改築移転して約 10 年が経過しているが、スタッフと患者の動線が交差することなく配置され、
現在でも決して劣ることがない配置となっている。オリンパス社製スコープは上部用 14 本、下部用
10 本、フジノン社が 3 本 DBE1 本、CE１セットの構成となっている。当院の内視鏡件数の推移は昨
年度で EGD が 9,604 件、CS が 2,595 件、小腸鏡 11 件、CE が 25 件、PEG163 件（交換含む）、VE110
件と様々な検査処置を行っているが年々増加している。
洗浄室は空調完備と自動ドアがあり水道水に水フィルターを装着させ機器内フィルターの負荷を
軽減している。スコープの保管は他施設と同様保管庫を使用し湿気予防として除湿剤を置いている。
処置件数の推移は年々増加しており 2005 年から見ても上部・下部の処置は右肩上がりになっている。
中でも摂食嚥下機能検査（VE 検査）を積極的に行い院内の NST とも関わり PEG 造設の時期を見極め
ている。内視鏡の日々の点検としては常に目視点検とスコープを触ってみる。また、音を聞き、異
音を確認する。これはすべてをセッティングしてからも全体のバランスを聞き分けることも大切で
ある。基本的な動作確認を当然ながら行う。スコープのみならず周辺機器も同じことが言える。基
本は全身の身体を使い最大限活用して、見て触って聞き全身の五感を働かせて下さい。アングル測
定はオリンパス社より角度計測定票があるのでそれを活用し月１回程度は測定している。
自施設の修理内容の現状を把握していますか。現在の修理件数、修理金額、修理内容をあなたは
ご存じですか、把握していなければ最大のピンチである。当院は VPP（症例単価払い）契約を結ん
でおいそれには修理金額、修理内容、件数が提出され把握と分析をしてくれる。当院は前期後期に
分けて修理金額の提示をしている。修理金額が件数の増加で普通は右肩上がりが当然と感じられま
すがほぼ横ばい状態で推移している。普段から修理内容の確認と分析を行い、何を改善していくべ
きかと自らの対応が良いかが検証の題材ともなっている。しかし、これらを自ら行うことは大変で
あるが、VPP 契約をすれば、定期的な点検をしていただきその結果と修理発生状況の結果を踏まえ
て全体的に見ての分析と評価をしてくる。第３者が評価してくれるために質の保証がされ均一な点
検もできる。これらを各施設で行うことは大変であるがデーターをわかりやすく解説してくれるた
め今後の内視鏡の運営にも一役貢献してくれる。しかし、お互いに上手に活用し利用する仕組みを
作ることも大切と感じる。その結果から当院で多いのはやはりアングルのゆるみである。これは件
数と合致しており使う頻度が多ければ必然的に修理が発生して自然劣化であり、保管時にアングル
をロックしていない限り仕方がないことである。レンズ面は欠けや傷は使用上の注意が必要と判断
できる。内容により改善が必要かそうでないかの判断材料につながり効果が出ている。点検管理で
あるが、当院ではレンズ面を、内視鏡を使い検査するスコープの先端部分を観察すれば一目で確認

できまた画像を残すことができスタッフ間の共通教材にもできる。また、ルーペを使用して行うが
画像を残すことはできないが手軽である。周辺機器では光源装置などの空気取り入れ口の掃除です
がこれが意外と埃がたまる。そこで瓶などを洗うブラシや歯ブラシを活用している。当院でとても
良い例として、停電時の対応がスムーズに行えており、販売店とメーカーの緊密な連携で時間外で
も連絡が取れるようになっておりこちらから確実な情報をあげることにより迅速な対応ができる。
これは事前に十分な販売店とメーカーと施設での協議を重ねてようやく確立できた。管理でとても
大切なことは医師との綿密なコミュニケーションが取れることが故障回避につながる。なぜなら使
用している医師が変と感じた時にそこにいるスタッフとのかかわりで対応できることや重大な故障
へつながる道しるべとなりうる。特に鉗子孔内の挫屈による処置具の通過異常が見逃されることが
多い点があげられる。１日の終わりにはスコープの漏水機能検査を行い使用したすべてをチェック
する。また、処置時にはチェックを必ず行っている。保管時の鉗子内の水滴を除去する為に用手洗
浄用アダプターを利用して機械洗浄終了時に全てに行っている。チャンネル保護の為にスコープに
優しいディスポーザブルの金属でないブラシを使用している。
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医療機器を有効に活用するには①正しい操作方法の周知徹底②正しい保守管理の実施③設備の正
しい保守管理実施が必要である。これらは ME 部門の活用とメーカーや販売店の利用も大切なことで
あるが、病院の評価する上でも重要な要因である。内視鏡の点検ですが誰がやり、スコープをどこ
までし、周辺機器はどうするか、まずは患者に影響することは全て行う。自施設で定期的な検査日
程を決めて行うことが良いことである。

修理や重修理を防止するためには①情報収集、②故障の原因、修理内容の分析、③故障予防の対
策立案、④フィードバックし評価する。また、安全文化を作ることも大切である。①責任者は修理
発生の原因分析、②原因回避できた事例の報告・紹介または提示、③原因の情報収集、情報の提供、
研修への参加、④安全対応の為の関連情報の収集および提供、⑤積極的な取り組みと意識を高める。
以上を内視鏡室に定着させることが大切である。
当院の故障予防で気をつけている点は、当たり前のことですが必ず再度管空内の水滴を除去し取
扱いには十分気をつけセッティング時は指さし確認する。洗浄消毒は検査終了後速やかに時間をか
けない様に心掛ける。積極的に研修会に参加し情報を得ることと実施指導を行い質の標準化をして
いく。ごく当たり前のことを行い実施しているが、まずは患者に影響を与えないことを念頭に置く。
自らの職種へのプライドを持つことで行うことが見えてくる。
最後に異種職種連携について、①共通目的を確認する②各職種の専門性を尊重する③困難ケース
や重大リスクを共有④他職種の領域をサポートする⑤権威勾配を排除する。内視鏡室を取り巻くす
べての職種の、相互の情報交換ができうる環境を築き上げていくことである。
今後皆様の施設が向上し発展することを願っております。
連絡先：長野県駒ケ根市赤穂 3230
℡：0265-82-2121 Fax：0265-82-2118
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はじめに
近年，総胆管結石は内視鏡による治療，すなわち ERCP 下での切石術が標準治療となった．内視鏡
治療の介助を行う際には，胆膵領域の解剖や基本手技の理解に加えて，術前・術中・術後管理の方
法や ERCP 後膵炎，出血，消化管穿孔，バスケット嵌頓などの偶発症に留意する必要がある．特に，
偶発症は致死的となる場合があり，発生時の迅速な対応と発生の軽減に努めることが重要である．
本稿では，胆膵領域の解剖，ERCP 手技，術前準備，切石術の実際，偶発症対策について順次解説
する．
1. 胆膵領域の解剖
肝細胞から分泌された胆汁が十二指腸に流出するまでの全排泄経路が胆道と呼ばれ，肝内胆管，
肝外胆管，胆嚢，乳頭部に区分される．さらに肝外胆管は、肝門部胆管、左右肝管合流部から膵上
縁までの部分を二等分し上流側を上部胆管，下流を中部胆管，膵上縁から十二指腸壁を貫くまでの
部分である下部胆管に区分される．胆嚢は伸縮する臓器であり，拡張した際は長径が約 10cm，短径
は 3〜4cm である．肝外胆管径は 7mm 以下を正常径とすることが多い．膵は腹側の胃および網嚢，
背側の大動脈，脊椎に挟まれ，右側は十二指腸下降脚，左側は脾臓に接する．下部胆管は膵頭部を
貫き，主膵管と胆管は開口部である十二指腸乳頭部の直前で合流する．胆道と膵臓は密接な関係が
あり，腫瘍臓器・大血管・神経も隣接しており，これらの解剖は，膵炎など ERCP における偶発症
の理解にも重要である．
2. ERCP
ERCP とは，内視鏡的逆行性膵胆管像影：Endoscopic retrograde cholangiopancreatography の略

であり，十二指腸内視鏡を用いて直視下に十二指腸乳頭（Vater 乳頭）部を観察し，ERCP カテーテ
ルを胆管または膵管に挿管し，造影剤を用いて直接造影を行う検査法である（図 1）．以前は胆膵疾
患を精査する際，主軸となる検査であったが，近年では US・CT・MRI，特に MRCP の画像診断能の向
上により，造影検査のみを目的とした診断的 ERCP はほとんど行われなくなってきている．総胆管結
石症例の MRCP と ERCP 像を図 2 に示す（同一症例）
．現在の ERCP の主たる目的は治療内視鏡であり，
ERCP 関連手技は多岐にわたる．ERCP は他の内視鏡検査に比較し，偶発症の頻度が高い（約 10%）た
め，術中だけでなく術前術後管理も重要である．術前には抗凝固薬の内服の有無，薬剤アレルギー
や合併症の有無，膵炎などの既往歴の聴取が大切であり，術中には鎮静・鎮痛下に行われるため，
酸素飽和度や血圧など vital のチェック，術後には腹痛など腹部症状の有無，翌日の血清アミラー
ゼ値の評価が必須である．
診断的 ERCP には造影に引き続き行われる IDUS（管腔内超音波：intraductal ultrasonography）
や ERCP 下に行われる胆汁細胞診，膵液細胞診，胆管および膵管の生検が含まれる．IDUS は胆管や
膵管壁および極近傍の小病変や小結石の描出に優れている．胆道・膵腫瘤の良悪性の鑑別には胆汁・
膵液細胞診や生検（組織診）が有効である．治療的 ERCP の主たるものは，EST（内視鏡的乳頭括約
筋切開術：endoscopic sphincterotomy）を用いた胆管結石の切石や EBD（胆道ドレナージ術：
endoscopic biliary drainage）である．
3. 術前準備
a. 検査室
・TV モニター
通常，光源プロセッサを術者の右側，患者の頭側に設置するため光源台の上に搭載してある
TV モニターを観察する際，術者は体を患者に対して右側にねじることになる．そのため内視鏡
にも余計なねじりが加わり，細かい操作や思い通りの操作に支障を来す．よって我々は昨年よ
り，天井から３画面の TV モニターを吊るし，患者の上半身の背側にモニターを位置し，患者の
正面を見るポジションとした．それに伴いカテーテル操作や内視鏡操作がし易くなった．
・放射線防御
数年前から透視台の管球より透視着の素材を自作で吊り下げて，放射線防御を行っている．
近年は株式会社前田に依頼し，より軽量で管球からの放熱も考慮したものに改良した（図 3）．
この自作の放射線防御具と透視着，透視装置のパルス透視を組み合わせることで，透視具なし，
連続透視の時と比較し放射線を 97%軽減することが可能となった．ERCP を行う内視鏡技師や看
護師，女性医師が増加している中，放射線防御は今後も重要な課題である．
・その他
術中モニタリングを行うため，パルスオキシメーター，ECG 3 点モニター，自動血圧計を装着
し，術者，介助者から見やすい位置（患者の背側）にモニターを設置している．また，酸素と
酸素カニューラ，吸引チューブも必ず準備しておく．検査室内に患者の急変，不測の事態に備
え，救急カートは常備しておく．
b．ERCP 処置具
処置に必要な道具は予め用意しておくことがスムースな検査につながる．総胆管結石の切石
であれば，パピロトミーナイフ，バスケットカテーテル，排石用バルーンカテーテル，機械的
砕石具，ガイドワイヤーなどを用意する．
カテーテルやガイドワイヤーが床に着いてしまう不潔操作を防ぐ処置具台（図 4）も市販され
ており便利である．また,処置テーブルにはカテーテル内に通す生理食塩水，ガスコン水，ガ
イドワイヤーに付着した造影剤を除去するための生理食塩水に浸したガーゼ，造影剤，術中に
必要な薬剤を用意しておく．
C．前処置

当院では，咽頭麻酔に塩酸リドカイン（キシロカインⓇビスカスを使用する．しかしビスカス
状であるがゆえに，患者によっては口腔不快感，嘔気反射が誘発され，引き続く検査に支障を
来す場合もある．そこで当院では凍結塩酸リドカインビスカスを作成し，患者の苦痛を軽減さ
せる工夫を行っている．内視鏡検査前の 63 名の患者に対しアンケートによる従来法と比較した
検討では，92%（58/63）の患者に好評であり，理由は冷感が不快感を軽減させる，麻酔中過剰
な頚の後屈が必要ないため姿勢が楽である，溶けたものを自然に嚥下できるなどであった．
また，鎮痙剤として臭化ブチルスコポラミン（ブスコパンⓇ），またはグルカゴン（注射用グル
カゴン G・ノボⓇ）を使用するが，前立腺肥大や重症心疾患，緑内障など禁忌がないかぎり唾液
誤嚥による肺炎予防目的にもブスコパンが良いと考えている．グルカゴンは投与後の一過性低
血糖に注意する．
鎮静にはフルニトラゼパム（サイレースⓇ）を生理食塩水で希釈し，0.01mg/kg で初回投与し，
以後は同量を随時追加している．同時に鎮痛剤としてペンタゾシン（ソセゴンⓇ）15mg も静注
にて使用している．ERCP の際には鎮静剤と鎮痛剤の両者を用いた方が患者の体動も少なく，ス
ムースな処置を行うことができる．検査後に使用する，ベンゾジアゼピン系薬剤の拮抗薬であ
る，フルマゼニル（アネキセートⓇ）0.5mg も必ず用意しておく．
4．総胆管結石切石術の実際
総胆管結石とは胆石症のうち総胆管に存在する結石を指し，胆嚢内の結石は胆石，肝内胆管の結
石は肝内結石と呼称する．胆石（胆管結石も含む）の種類はコレステロール系胆石（純コレステロ
ール石，混成石，混合石），色素胆石（ビリルビンカルシウム石，黒色石），稀な胆石（炭酸カルシ
ウム石，脂肪酸カルシウム石）がある．胆嚢内原発の胆石はコレステロール系胆石が多く，胆管内
原発は色素胆石の頻度が多い．
内視鏡下での総胆管結石切石術に使用する内視鏡はトラブル発生時の迅速な対応まで考えれば，
鉗子口が 4.2mm の処置用のスコープが望ましい．処置だけを考えれば鉗子口 3.7mm のスコープでも
完遂できる．ただし鉗子口 3.2mm の診断用のスコープでは内視鏡的機械的砕石具（EML）が挿入でき
ないものもあるため処置具に対応した鉗子口径の確認が必要である．
総胆管結石切石術の流れを図 5 に示す．
a．胆管挿管，造影
これまで，胆管挿管時には ERCP カテーテルを用いていたが，近年ガイドワイヤーカニュレー
ションが多用されるようになり，また ERCP カテーテルはコストが取れないという観点からも，
当院では初めからパピロトミーナイフを用いている．胆管挿管後，胆石の位置や大きさの確認
のため胆管像影を行う．
b．EST・EPBD
EST 時の介助のポイントはナイフのハンドルでの刃の向きの調節である．胆管方向の向きに応
じて刃のたわみを術者と息を合わせて調節する．切開長ははちまきひだ上縁まで切る中切開を
基本としている．
内視鏡的乳頭バルーン拡張術（Endoscopic papillary balloon dilatation：EPBD）は，バル
ーンを加圧していき開口部のノッチが消失する直前でそれ以上の拡張を止め，15 秒維持したの
ちに減圧する．膵炎予防のためにも過拡張は避けるべきである．
EST と EPBD の相違点を表 1 に示す．
C．バスケットカテーテル／EML
バスケットカテーテルは主なものとして 4 線と 8 線のバスケットカテーテルと EML がある．
使い分けとしては，10mm 未満の石には嵌頓防止のためなるべく 4 線を用いた方が良い．理由と
して 8 線バスケットカテーテルは嵌頓した際に外しにくいからである．5mm 以下の 4 線の間をす
り抜けてしまうような石は 8 線のものを用いる．10mm 以上の石には EHL を用いてなるべく砕石

を行った方が良い．十二指腸鏡の軟性部が約 11mm なので透視上で石の大きさを測る際の目安に
すると便利である．
図 1 ERCP

図 2 同一総胆管結石症例の MRCP 像と ERCP 像

図 3 放射線防御具の実際

図 4 不潔操作を防ぐ工夫

図 5 総胆管結石排石の流れ
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表 1 EST と EPBD の相違点
ＥＳＴ
長 所

短 所

確実な胆管の開口が得られる

ＥＰＢＤ
乳頭機能が温存できる
手技が比較的容易

出血,穿孔の危険性

ERCP 後膵炎の risk が高い

＊抗凝固薬使用時はできない

胆管の開口が小さい

適応疾患

右記以外

比較的若年者の胆管結石
比較的小さな胆管結石

ｄ．バスケットカテーテル／バルーンカテーテルでの掃除
バスケットカテーテルで完全に排石したと思っても細かい石の破片が残っていることがある．
当院において排石後バルーン造影で残石なしと判断した 101 例の総胆管結石症例を経口胆道鏡
で観察したところ，22 例（22%）で細かい破片が確認された．破片が残るとそれが核となって再
発結石の原因となるため，繰り返しバスケットカテーテルとバルーンカテーテルによる破片の
掃除が大切である．バルーンカテーテルにはバルーンよりも肝側に造影剤の排出口があるもの
とバルーンの乳頭側に排出口があるものの 2 種類あり，バルーン造影での残石の確認には前者，
排石時の石の確認には後者がよい．
e．バルーン造影での残石確認
肝門部よりバルーンを膨らまして乳頭部まで造影しながらカテーテルを下げる際に，それぞ
れの胆管径に合わせたバルーンの大きさの調節が大切で介助者と術者の協調性が必要となる．
特に乳頭部直上での調節が重要である．
ｆ．乳頭浮腫予防
処置後の乳頭浮腫予防目的に我々は冷水やエピネフリン加食塩水を乳頭に散布している．
ERCP 後膵炎のリスクの高い患者には適宜自然脱落型膵管ステントを用いている．
5. 偶発症対策
a. EST 後出血および穿孔
当院での EST 施行 556 例の，出血は 15 例（2.7%），穿孔は 1 例（0.17%）であり，出血時に行
った処置の内訳はバルーン圧迫のみで止血し得た症例が 7 例，エピネフリン加高張食塩水の局
注にて止血した症例が 7 例，エピネフリン加高張食塩水の局注とクリッピングを要した症例が

1 例であった．穿孔を発生または疑われる場合には，慌てて処置を終了せずに，胆汁の後腹膜
腔への漏出を防ぐために ENBD を留置することが大切である．
b. ERCP 後膵炎
ERCP 後膵炎の，危険因子は患者因子に比べ手技的因子が多いことを理解し，無理な操作，長
時間の手技を避けるようにする，カニュレーション困難例などの危険因子を有する際には，自
然脱落型膵管ステントを留置する．
c. バスケット嵌頓
バスケット嵌頓は嵌頓解除用の砕石具などを用いる．手順はバスケットカテーテルのハンド
ルの手前をニッパーなどで切断しカテーテルのシースを抜去し内線をむき出しにする．次に砕
石具のカテーテルの中に内線を通して内線をハンドルに接続する．ハンドルを巻き砕石するこ
とで嵌頓を解除する．以前は内視鏡を一旦抜去し，透視下に砕石具を挿入しなければならなか
ったが，最近鉗子口から挿入できる砕石具も市販されている．また，嵌頓解除用の砕石具でも
解除できないような硬い石は胆道鏡下に電気水圧衝撃波で砕石している．
これらの偶発症率は決して低いものではなく，最小限におさえる努力，工夫が求められる．そし
て，偶発症が万が一発生した場合には，迅速で適切な対処をすることが大切である．
本稿では，第 65 回日本消化器内視鏡技師学会ベンダープログラムにて講演した内容を概説した．
参考文献
1)土屋貴愛，糸井隆夫．研修で学ぶべき知識と技術．消化器研修ノート．診断と治療社：2009, 131-134.
2)土屋貴愛，真口宏介，高橋邦幸，他． 内視鏡的胆管結石截石術時のトラブルシューティング． 胆と膵：2008；
29(7)，589-593

