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はじめに
近年、消化器内視鏡分野では使用後の内視鏡の再生処理は、ガイドライン等の浸透もあり、非常に高いレベル
で実践されるようになってきた。
しかしながら、
正しく行われた再生処理のプロセスを記録として残さなければ、
その行為を対外的に証明することは不可能であり、質を保証するための内視鏡洗浄消毒の履歴管理の重要性がク
ローズアップされている。履歴管理の重要性や当院での履歴管理システム導入計画について本セミナーでは言及
する。
消化器内視鏡洗浄消毒の変遷
1970 年代に高水準消毒剤が登場したが、その必要性は明確ではない時代であった。その後、
1980～90 年代前半にかけて高水準消毒剤の使用は一般的になるものの、感染症患者に使用した内視鏡のみでの限
定使用が見られた。90 年代後半より日本消化器内視鏡技師会、日本消化器内視鏡学会より相次いでガイドライン
が発出され、全例高水準消毒が実施されるようになり、昨今では上述の通り、洗浄消毒の質保証としての履歴管
理の重要性が問われる時代となった。
履歴管理の重要性
履歴管理を始める動機としては、病院機能評価受審のためなど外的圧力によるものもあるが、洗浄消毒の質を
証明するために履歴を管理し記録することが極めて重要であることは明白である。また、万が一、感染事故が発
生した場合の事後処理にも有用である。
管理項目について
では、
どのような項目を履歴として残すべきか？本邦では明確なガイドラインや指針は未だ示されていないが、
患者名（ID）
、内視鏡番号、洗浄実施者、洗浄日時、自動洗浄器番号、消毒剤濃度のトラッキングが必要であると
考えられる。特に、消毒の質保証という観点から消毒剤濃度の管理は極めて重要である。諸外国ではガイドライ
ン等で管理項目を明示されている国も多く見受けられるが、特に、多くの管理項目が法制化され、これらの履歴
管理を実施できなければ、内視鏡検査自体を施行できない英国のような国もある。
履歴管理の方法
履歴管理の方法には、手作業でマニュアル管理する方法、一部を IT 化する方法、全てを IT 化する方法がある
が、どの方法を採用するかは、その施設の環境や条件を考慮し方法を決定すればよい。データのアウトプットや
検索機能は、IT 化しておく方が効率化に寄与することは明らかで、蓄積データの活用方法についても導入の際に
検討しておくべきである。また、手作業による管理はヒューマンエラーが発生するリスクもある。
当院での計画
当院では、光学医療診療部と他部署所有内視鏡の洗浄消毒履歴管理システムの導入を計画中である。従来はそ
れぞれの部署で内視鏡の再生処理を行っていたが、ICT とも連携し、院内全体での軟性内視鏡（光学医療診療部
以外）再生処理を新設する洗浄センターに集約し中央化を計画している。中央化により、再生処理プロセスの統
一が図れ、洗浄員の専門性が高まり、より一層高度な感染対策が構築できると確信している。さらに、光学医療
診療部と洗浄センターを LAN 回線で接続し、履歴データを光学医療診療部で一元管理する予定である。
おわりに
履歴管理を実践することは、我々内視鏡関連医療者が安心して仕事をするために、また患者に安全と安心を提
供するために必要不可欠であるが、正しいプロセスを実践してこその履歴管理であることも忘れてはいけない。
まずは、各施設においてマニュアルやガイドラインを確実に遵守し、できることから履歴管理を始めてみようと
意識が変革されることを期待する。
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【はじめに】
近年、経鼻内視鏡は受容性の高さを背景に、第一線の医療機関を中心に急速に普及しつつある。
2008 年 1 月現在の調査では、全国で、約 8000 施設の医療機関に経鼻内視鏡用スコープが導入され、年間約 200
万件の経鼻内視鏡が施行されていると推定される。胃癌の発見率を 0.1%と仮定した場合、毎年 2000 人程度の胃
癌が経鼻内視鏡で発見されていることになる。
我が国での上部消化管内視鏡検査の施行数が年間推定約 1200 万件であるとすると経鼻内視鏡はその 16.7％を
占めるに至っている。そしてその数は年々着実に増加している。
ところが、検査が普及するにつれ、経鼻内視鏡がうまく稼働している施設と、うまく行っていない施設の差が
鮮明になってきた。ここでは、経鼻内視鏡がうまく行くためのポイントを、前処置、検査手技、スコープの３要
素を中心に解説する。
『検査がうまく行っている施設と、うまく行かない施設の違いとは一体何であろうか？』
施設により同じ検査で差が生じるのは、人間の手作業を伴う以上止むを得ない面もあるが、できるだけ施設間
に格差のない検査が望まれる。そのためには、我々も技術の研鑽に努めなければならないが、格差を生ずる要因
や原因について知っておく必要がある。
経鼻内視鏡がうまく行くためのポイントは３つである。つまり、(1)前処置、(2)検査手技、(3)スコープ、の３
つである。その 3 要素が揃った時にはじめて安楽で精度の高い経鼻内視鏡を提供することができる。どの一つが
欠けても検査はうまく行かない。
今回は、それぞれの要点だけを解説する。詳細については、年間当たりの経鼻内視鏡施行症例数が 1000 例以
上ある経験豊富な施設に実際に見学に行き研修をしていただきたい。
【１．前処置について】
筆者らはこの間、
「経鼻内視鏡の前処置は煩雑すぎる」という声に押されて、簡略化した前処置を考案して発表
したが、今はそのことを恥じ後悔している。
筆者らを含め、少なからぬ施設の前処置の工夫は「改良と称して、実は手抜きに陥っている」ことが多いこと
に気がついたからである。その傾向は、経鼻内視鏡の施行数が少ない施設や、施行していても患者の評価が著し
く低い医療機関に最も多く見受けられる。
そのような施設では「前処置や検査が一体だれのために行われるのか」という視点が 180 度異なっている。筆
者らもかつて、そのような pitfall に陥っていた時期があり、大いに反省している。
検査中に鼻を痛がらせない前処置を心掛けたい。以下に、前処置のポイントを解説する。
《前処置のポイント》
1.前処置には低濃度の塩酸リドカイン(４％)を多量使うのではなく、高濃度の塩酸リドカイン(８％)を少量使用
する。
2.いきなり麻酔するのではなく、予備麻酔という考え方を持ち、麻酔は段階的に行う。相手の身になって心のゆ
とりを持ってゆっくりと行う。(図 1 の図 B,C)
3.スティックを 2 本(細いものと太いものを)使用する。(図 2)
4.検査直前にスコープ先端部に８％塩酸リドカインスプレーを１回噴霧しておく。(図 3)
万一、麻酔の効きが弱い場合に鎮痛効果が確実に期待できる。この方法はメーカーは先端ゴムの劣化や周辺
器具の損傷を理由に認めようとしないが、
「スコープが大事か、人が大切か」を謙虚に問い直してみたい。筆者
らの 1 万例以上の経験では、洗浄をきちんと行えばゴムの劣化はない。メーカーには耐久性のある素材の開発
を望みたい。
5.低濃度の４％塩酸リドカインスプレーを直接鼻腔内に噴霧する方法については諸家の報告でも検査中の鼻痛が
多い。理論的にも、鎮痛効果は低いと思われる。
一般にスプレーを噴射すると、手前程噴射された薬剤の濃度は濃く、遠方ほど薄くなる。実際、通りの良い
広い鼻腔内に噴射されたスプレーの霧は良く広がり鎮痛効果が得られるが、最も麻酔が効いて欲しい通りの狭
い鼻腔内に対しては噴射された霧状の薬剤は狭小部を越えて奥までは広がらない。つまり、効かないので鼻を

痛がる。(図 4)

「低濃度の４％塩酸リドカインを直接鼻腔内へ噴霧するスプレー法は、あまり効かなくても良い通りの広い鼻
腔に対しては鎮痛効果が得られる。しかし、もっとも効いて欲しい通りの悪い狭い鼻腔に対しては鎮痛効果は
得られない。
」
6.前処置に際しては、仰臥位で枕をはずし頭を低くすることが肝要である。その理由は、鼻腔内に注入された薬
液は重力の方向つまり鼻腔の下方に流れる。鼻腔内の痛みは上方程強いので、局麻剤は上方に効かせなければ
ならないからである。(図 1 の図 A・B)
【２．検査手技について】
〈経鼻内視鏡に慣れよう〉
経鼻内視鏡は経口内視鏡とは全くことなる検査法である。その最大の理由は、挿入経路が異なるため当然スコ
ープの構造が経口用スコープとは異なることである。機械的構造が異なるため、それに伴ってスコープの操作法
も異なり手技を変化させなければならない。

経口挿入に慣れたベテラン医師には「経鼻内視鏡はやっぱりダメだ。画質も悪いし、操作性が悪い」と言って、
数例施行しただけであきらめてチャレンジしようとしない傾向があると言われている。それは、機械の構造的変
化に対する適応能力の問題を意味しているのかも知れない。
経鼻内視鏡の構造的特徴は、軟性部径が細く軟らかい。また先端部の曲率半径が小さく送気・送水の共通管の
管路が長い。鉗子口径は小さく、CCD も小型であり観察深度が浅い。その他にも経口用スコープとの構造上の違
いが多数ある。操作法や観察法を経口用スコープと同じやり方で行うと検査は悲惨なものとなる。
以下に手技のポイントを解説する。
《検査手技のポイント》
1.顔面は床を向ける。粘稠な分泌物があると吸引に時間がかかるため、唾液はできるだけ出す。
そのために顔面は床の方向に向ける。被検者の右手にティッシュペーパーを渡すと良い。
（図 5）
2.スコープの軟性部は外鼻孔の近傍を把持する。基本形は図 6 のように 1,3,4 指でつまみ第 2 指
を添えるように把持する。

3.スコープを持つ位置は経口内視鏡と異なり、スコープが軟らかいため、外鼻孔の近くを持つ。外鼻孔から 10cm
以内を持つようにする。
（図 7）遠くを持つと力が正確に先端部に伝わらず、鼻腔内や鼻腔外でスコープが撓ん
だり遊んだりする。
4.スコープの挿入角度は、スティックが挿入されていた角度である。その角度を保つと、鼻腔内のスコープの遊
びが少なく、最も効率よく、スコープの先端部に力を伝えることができる。
（図 8）
5.スコープの軸回転は右手ではなく、左手で行う。
（図 9,10）右手でスコープを捻じり軸回転を行うと、鼻腔を
刺激する。

スコープを鼻腔から抜去する際には左手でスコープの軸回転を数回行う。その方が鼻粘膜を傷つけず、スム
ーズに抜去できる。
【３.経鼻内視鏡に適したスコープとは】
各社から様々のスコープが発売されているが、経鼻挿入に適したスコープに必要な条件は以下の通りである。
(1) 曲率半径が小さく先端部の小回りが利くこと
(2) 観察深度が小さく近接観察に適していること
(3) 解剖学的に個人差の大きい鼻腔の挿入に際して挿入率を上げるための工夫がなされていること。直径は 6mm
以下で軟らかい構造であること。
(4) 病変の発見能が通常スコープに劣らない画質であること。
最近、フジフイルム社、オリンパス社、ペンタックス社の各社から以上の条件を満たすスコ
ープが開発されている。

筆者らは富士フイルム社製の EG シリーズを使用しているが、7 年間の約 9000 例の検討では、い
ずれの経鼻用スコープ (EG-470N,530N,530N2)を使用しても胃癌の発見率、早期癌比率、発見胃癌の径、形態、分
布において有意の差を認めなかった。
富士フイルム社製の病変が発見できないのはスコープのせい EG シリーズに関しては、
胃癌の診断能は施行医の
技量により左右され、ではなく、施行医の側の要因によるものが大きいと思われる。
他社のスコープでの検討はしていないが、おそらく同じような結果が出るのではないかと思われる。

【進化する経鼻内視鏡】
2009 年 7 月に富士フイルム社から EG-530NW というスコープが発売された。EG シリーズの第 4 世代スコープで
あるが、視野角が 120 度から 140 度へと標準スコープと同じ広角のスーパーイメージとなった。
（図 11,12）オリ
ンパス社も 2009 年 10 月に XP260NS を発表し、2 灯式で軟性部径 5.8mm、曲率半径も従来より小さなスコープを実
現した。また、ペンタックス社も 2 灯式、軟性部径 5.4mm のアイスキャンを搭載した経鼻用スコープを開発し 2009
年 12 月に発売を予定している。各社の開発努力により、経鼻用スコープは年々進化しており、ユーザーにとって
はより使い易くなっている。

【スコープの管理法 ― 共通管の手入れの仕方】
《経鼻内視鏡の共通管は長い》
経鼻内視鏡の送気・送水管路の共通管は経口用スコープに比べて長くなっている。(図 13-A)軟性部径をできる
だけ細くするために、送気管と送水管の 2 本の管路を軟性部に詰め込まず、ハンドルのあるグリップの辺りで合
流させて共通管に連結しています。従って、共通管の長さは軟性部の長さになります。経口用の標準スコープが
レンズ直前で連結し、共通管が短くなっているのと比べると、
（図 13-B）如何に経鼻内視鏡の共通管が長いかお

わかりになると思う。経鼻内視鏡は水切れに弱点があると言われる所以はこのような構造上の特性に由来してい
ます。

この構造を知らずにスコープを管理していると共通管の先端部に変性したタンパク質、油、ゴミなどが溜まり
やすく、レンズの曇りや水切れの低下を招きやすくなります。
（図 14）
共通管を常にクリーンに保つために筆者らが行っている対策法とスコープの手入れの仕方を示します。
（図
15）
1.送気・送水ボタンには普段オイルを塗布しない。ボタンの動きやすべりが悪くなった時にだけ、
ほんのわずかに薄くオイルを塗布する。
（図 15-A）
2.一日の検査終了後、スコープ先端部をタンパク融解酵素剤に浸す。
（30 分間）(図 15-B)
3.水切れが悪いと感じたら、送水タンクに「ママレモンと微温湯」をいれて、送水し管路内を洗浄する。
（図 15-C）
4.さらに水切れが悪く、様々の方法でも改善しない場合、ママレモンで送水しながら、細く切ったレントゲンフ
イルムを送水口に挿入して、
フイルムを出し入れして送水口をそうじし、
物理的にゴミなどの異物を除去する。
（図 15-D）
【おわりに】
経鼻内視鏡の普及はもう誰にも止めることは出来ないほどにゆっくりと着実に進行しつつある。
すでに経鼻内視鏡の検査件数を１万例超えた施設もめずらしくはなくなってきた。今後、経鼻内視鏡が普及を
してゆく上で、教育研修システムの確立が急がれる。検診領域への利用もすでに始まっている。これから経鼻内
視鏡をはじめようとする読者諸氏や始めたけれどもうまく行かない方は、
最低年間 1000 例以上の症例数をこなし
ている施設に実際に見学にゆき研修されることをお勧めする。
連絡先:医療法人社団 出雲中央クリニック
〒693-0021 島根県出雲市塩谷町 2123
℡ 0853-22-5552
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【背景】
内視鏡機器の発達により、
診断学の向上、
治療手技の開発が進み、
特に、
ESD(Endoscopic submucosal dissection:
内視鏡的粘膜下層剥離術)の需要は増加しており、2009 年までに、食道と胃が保険適応となっている。大腸にお
いては、形態により浸潤範囲が異なり、部位によって難易度も変わるため、適応基準が現在検討されている。
【目的】
ESD は、一括切除により正確な病理標本を得て、完全治癒を目指すのが目的である。そのために、正しい診断
による適切な治療と偶発症(出血・穿孔)の回避、術中患者管理が必要である。今回、当院の ESD 導入期から 100
例前後に経験した難渋症例及び偶発症から学んできた、ESD の工夫やチーム医療としての取り組みを報告する。
【偶発症予防のために】
ESD における、偶発症の発生要因は不十分な視野確保に起因されることが多い。予防策として、用途に応じた
局注液の選択や粘膜下層への確実な局注、隆起の維持、病変に応じたデバイス、切除部位による水没予測や出血
予防、体位変換が重要とされている。また、上記以外にも、マルチベンディングや牽引法、２チャンネル法、試
作品として病変把持鉗子や磁気クリップなども報告されている。
【術前ミーティング】
ESD の症例を事前に把握（病変部位、形態、大きさ等）して、ESD 施行準備リスト表に基づき、術者と治療
戦略（ストラテジー）を確認し、使用機器（内視鏡、処置具、局注液等）や予定時間、順番、開始時刻等を確認
する。
【機器準備】
臓器別による基本準備を表 1 に示す。
1）内視鏡
機器の特徴を理解し症例に応じたものを用意。アングルワイヤーの状態や、送水タンク、吸引容器、光源ラ
ンプの照度を確認。治療中は、ぎらつきやハレーションに応じて、構造強調や光量調整(オート・平均・ピーク
等)を切り替える。
2) デバイス
使用前に梱包時のループのまま取り出し動作確認を行う。症例がある程度到達したら、デバイスの使用頻度
を検討し、無駄な在庫を抑える。
3)オーバーチューブ
内視鏡をオーバーチューブに装着し、挿入時の通過性及び逆流防止弁の状態を確認する。また、患者へのオ
ーバーチューブ挿入時には SpO2 の低下や誤嚥に注意し、下顎挙上の介助等も必要。
4)先端フード
先端フードは、形状や特徴により使い分けが必要。装着時は処置具の操作に影響が出ないように、画面中心
部から均一な距離で装着するのが望ましい。また、先端系処置具を使用時には長めに装着する。
（図１参照）
5)周辺器具
視野洗浄に用いるシリンジは 30ml 以上を用意する。園芸用の送水ポンプも有用。洗浄水は思わぬ穿孔時を配
慮し、滅菌水を用いている。レンズを拭くための綿棒は必須。
6)処置具ハンガー
ESD 施行中は、局注液や血液等の貯留液が袋に溜まりやすいので、ガーゼを敷き汚染防止を心掛ける。
7)ウォータージェット装置
ウォータージェットは状況(局注効果・洗浄・出血)に応じて水流調整を行う。洗浄水は、局注効果が期待で
きる時は、エピネフリンを混入した生食を用い、繊維化で局注効果が弱く、出血が多い部位では洗浄性を考慮
し、滅菌蒸留水を用いている。また、チューブ接続確認も忘れない。
8)高周波治療装置
フットスイッチの滑り止め防止に、ゴムメッシュカバーをフットスイッチ裏側へ装着。コード類の整理は、
準備や片付け時に絡まらず断線防止にもつながる。

9）CO2 送気装置
器具固定を確実に行い、接続漏れやボンベ残量に留意する。通常送気を OFF にし、CO2 による流量を確認。CO2
モニターもあれば望ましい。

10) 局注液
理想的な局注液として、隆起形成および保持性が良好で、止血性に優れ、組織への傷害性が少なく、介助者
の負担が少ないものが望ましい。
当院では、 局注液として生食 20 ml に対し、エピネフリン 0.1mg インジゴカルミン(食道・
大腸：0.15mg or 胃：0.2mg)を基本とし、部位によってムコアップ TM（胃・大腸）
、グリ
TM
セオール （咽頭・食道）
、 HsE（難渋拍動性出血時）を使い分けている。
電解質を含んでいない局注液の多用は、通電性の低下や泡立ちが多くなるため、適宜生食

を併用すると良い。また、思わぬ部位に局注液が入ると、視野展開を悪くし病変部の埋没をきたすなど治療を
難渋させることもある。
【高周波治療装置の実際】
メーカー推奨値や、他施設を参考に初期設定値を決める。 ESD 施行中にはデバイス交換毎に、設定条件を確
認し術者に口頭で伝達。出力調整は、切開 (600V 前後) 15～20ｗ、凝固(1200V 前後) 5ｗ、ソフト凝固(200V 以
下)10ｗ、を目安として段階的に調整。
条件が OK なら、設定値を記録し 30 例前後で見直しを行う。また、デバイス形状により放電特性が異なるため、
それぞれ出力設定が必要。焦げ付きは、凝固波の多用による血液や蛋白による凝固塊の付着、および電極の融解
によるため、切開波と凝固波を適宜使い分けることも必要。
（図２参照）
曇り原因は、繊維化、脂肪層、局注液の粘性、 凝固出力の過剰等が考えられる。
【止血処置】
水洗にて出血点を明確にし、止血鉗子を術者のタイミングに合わせ、鉗子先端で血管を保持する。ソフト凝固
は 1～2 秒で完了するように調整すると、理想的な凝固深度が保てる。また、止血鉗子の形状により、凝固深度
や止血時間も異なる。血液や水没時等で、熱が伝わらない時は出力を上げる。拍動性出血では、高電圧のフォー
スド凝固も有効である。
【直接介助者の心構え】
治療時には、手術室と同じ緊張感と集中力を維持し、術者の戦略やタイミングに合わせ、指示待ちではなく、
局注・切開・止血などの状況を予測しながら先手で準備する。術者の手元、患者表情、患者監視モニター、高周
波治療装置等にも視点をおき、口腔内吸引やレンズ拭きのタイミングを伺うなど全体の調和役になり、術者に安
心感を与える雰囲気作りを心掛ける。また、普段からの検査介助にて、術者の内視鏡操作の特徴やデバイスを受
け渡す位置などを覚え、信頼関係を築くことが必要。
【医師が介助者に求めるスキル】
一般的な内視鏡治療介助を出来ることが望ましく、治療戦略を理解し、デバイスや局注液の特徴を熟知した上
で、症例に応じた内視鏡や周辺機器の準備を行える介助者が術者の負担を軽減する。また、高周波装置の各種条
件を理解し、状況に応じた出力設定の提案も望んでいる。そのために、介助経験の積み重ねと冷静に対応できる
コミュニケーション能力が必要とされる。
【スキルアップのために】
症例毎に動画を保存し、定期的に治療手技を見直し、研究会や ESD ライブ等へ参加で、客観的な視点で考える
ことも必要。また、他施設への見学は、臨床に近い実体験ができ、施設間同士での情報交換にもつながるため有
用である。
【結語】
施設間により内視鏡技師の役割、職種領域等に異なる見解があると思われるが、技術が進化するとともに、各
職種の専門領域の知識や技術の情報共有が重要となってくる。また、チーム全体で術者が手技に集中出来る環境
作りを心懸け、躊躇なくタイムアウト（中断・確認・伝達）を言える信頼関係の構築と ESD における出血・穿孔
の２大偶発症を防ぎ、安全に治療を成功させるという意識が必要となる。
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