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Ｏ-37 ＥＳＤ針状ナイフ電極のこびりつき除去についての報告
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内視鏡技師(看護師) ○細川 佳子、小島 雅美
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はじめに
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機

2004 年 7 月から大腸内視鏡粘膜下層剥離術(以下 ESD とする)を始めてから 2009 年 7 月までに 161 件行ってい
る。(表１)
当院では 2007 年から、ゼメックスバイポーラ針状ナイフ(以下 B ナイフとする)を使用している。その際胃内視
鏡検査時に粘液除去の目的で患者さんが服用するプロナーゼ(プロナーゼⓇ MS)を使用することにより、針状電極
の血液や組織のこびりつきを容易に取り除く事ができ、ナイフのトラブルを解消したので報告する。
（表２）

目的
B ナイフは先端の針状電極にテフロン加工が施され、電極への組織等の付着を予防している。しかし、出血が
多いときや処置が長引く場合、ナイフ先端の針状電極に血液や組織などがこびり付きを濡れガーゼで拭くだけで
は取り除くことが出来ない。その結果、ナイフの針状電極を出し入れすることが困難になる。しかし、他のデバ
イスのように鑷子で擦るとテフロン加工に傷がつき、ナイフ本来の機能が果たせなくなる。そこで、胃内視鏡検
査時に粘液除去目的のプロナーゼ(プロナーゼ®MS)を使用することで、針状電極の血液や組織のこびりつきを容易
に取り除く試みをした。
対象・方法
当院では大腸 ESD の治療を行う際に 2007 年から B ナイフを使用している。
粘液除去液は消泡剤ジメチコンⓇ ４ml・滅菌蒸留水 96ml・プロナーゼⓇ MS20,000 単位・炭酸水素 Na１g をコップ
に溶解して。ESD 施行時 B ナイフをスコープの鉗子孔に挿入する前後にナイフの先端を粘液除去液に浸し、ハン
ドル操作で針状電極を２～３回出し入れする。また、粘液除去液を使用する方法を取り入れた前後でのトラブル
の件数を比較した。
期間は、粘液除去液を使用しない 2007 年 4 月から 2007 年 9 月までを 1 期とし、粘液除去液を使用した 2007
年 10 月から現在までを 2 期とした。
結果
ESD 施行時、B ナイフをスコープの鉗子孔に挿入する前後にナイフの先端を粘液除去液に浸し、ハンドル操作で
針状電極を２～３回出し入れすることにより、ナイフ先端の針状電極に炭化組織が付着しにくく、またガーゼで
軽く拭くことで容易にこびり付きが取り除くことができた。
粘液除去液を使用すると、ESD が最高 8 時間に及んでも、ナイフ先端の針状電極のテフロン加工に損傷はなく、
ESD 終了までハンドル操作でのナイフ先端の出し入れはスムーズであった。
粘液除去液を使用しない 1 期では、針状電極のこびりつきによるナイフトラブルの件数は 78 件では 12 件であ
ったが、粘液除去液を使用後の 2 期では、針状電極のこびりつきはなく、ナイフトラブルは 83 件施行し 0 件であ
る(表３)。
考察
粘液除去液を使用することにより、針状電極のこびりつき防止に効果があり、円滑な剥離が出来るようになっ
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た。
同様に胃の ESD のデバイス IT ナイフ等にも使用したが炭化組織が容易に取り除くことができた
（表４）
。
また、
１症例に 1 本のナイフで治療を終了し、コストの削減につながった。
粘液除去液を使用することでナイフトラブルによる時間的ロスもなくなり患者にも安心して治療が受けられる
場を提供ですることができる。
参考資料
1)ＪＡＰＩＣ医療用医薬品集 2008
2)ゼオンメディカル株式会社
3)オリンパスメデカルシステムズ株式会社

連絡先 ：〒930-8550
富山県富山市西長江 2－2－78
ＴＥＬ 076－491-7153(内視鏡室)

Ｏ-38 コントローラブル生検鉗子の有用性～ESD への展望～
東京医科大学病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○天谷 祥隆、中島 文子、柏原 麻美
内視鏡センター医師
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逢坂 由昭、篠原 玄夫
看護師
竹詰 弘美、山中 文子、中野 彰子、屋我絵里奈、天野 京子
背景：
通常の内視鏡検査時における生検鉗子は開閉だけの手技であった。 コントローラブル生検鉗子は先端を 90°
方向まで自在に曲げることが可能になった為に様々な内視鏡下でのアプローチが可能になった。技師サイドから
ESD の工夫を発案し医師達とアニマルトレーニングを積み今回、工夫を加え臨床に応用した。
目的：
コントローラブル生検鉗子 (ＭＴＷ社）有用性 を評価した。
（図１。Explain）
方法Ⅰ；
コントローラブル生検鉗子のシースの弛ませた状態・通常状態・張った状態の角度を比較する。
（図２）
方法Ⅱ；
２チャンネル法を応用し内視鏡にインパクトシュータ（TOP 社）を装着して内視鏡鉗子口から
局注針や剥離デバイスを用いてインパクトシュータにはコントローラブル生検鉗子を通し, 病変の辺縁を把持
してリフティング操作し粘膜下層を展開させて剥離した。
（図３）
結果Ⅰ；
シースの弛ませた状態、通常状態のシース、シースを張った状態を示す。
（図４）
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結果Ⅱ；
コントローラブル生検鉗子で病変を把持し, 角度を曲げてリフテイングすることにより粘膜下層を展開させる
ことができより安全に行うことができた。 （図５：食道 ESD／図６：胃 ESD）
まとめ；
コントローラブル生検鉗子は ESD 時でも有用性がある。コントローラブル生検鉗子はシースの使用法により
90°以上曲がる事が確認出来た。本法では粘膜下層の視野を良好に確認する事が可能でリフティングがなされて
いる状況になれば局注回数も減り時間の短縮にもつながる。フードで粘膜下に潜り混む方法ではないので，層の
識別も容易である。技師も理解しやすく、ESD の介助が少ない技師でも、医師とコミニュケーションが図りやす
い。
必ずしも本法ですべての症例や部位を切除できるわけではないが粘膜下層剥離を安全にする手法と考えられる。
-4-

技師サイドからの発案で切除豚を用いて練習し医師のへの術式の提供の展望の１つにつながった。
キーワード；ＭＴＷ・ＥＳＤ
参考文献
1)矢作直久、平塚秀雄、他：消化器内視鏡治療における高周波発生装置の使い方と注意点，日本メディカルセンター，２００５
2)天谷祥隆、松林純、向井清：コラム，消化管内視鏡治療のコツとポイント，日本メディカルセンター，２００７，
3)木南伸一、藤村隆、伏田幸夫他：消化器内視鏡、東京医学社、２００９
引用文献
1)矢作直久：バイポーラ止血鉗子，８９６，消化器内視鏡，東京医学社，１７（６）
，２００５
2)天谷祥隆、松林純、向井清：コラム，消化管内視鏡治療のコツとポイント，日本メディカルセンター，２００７，

連絡先；東京医科大学病院 内視鏡センター
〒160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目 7 番１号
℡ 03-3342-6111 内線 3622

O－39 マウスピースホルダーの作成と使用経験
東京女子医科大学病院 中央検査部 内視鏡室
○畠中 いと・徳永 裕美・清水 真希・千葉恵理加・奥田 聡子
吉田 勝誠・脇 真優美・狩俣千佳子・板垣 和美・逆井 幸代
蓮沼 順子・菊田
学
はじめに
当検査室では１検査１患者毎にマウスピースを交換し、１日の検査終了後超音波洗浄とオートクレーブ滅菌を
行っている。
上部内視鏡検査数は１日 50 から 70 件を４から６台の検査室にて行い検査室によっては１日 25 件以
上行うため、検査数分の大量のマウスピースを準備しておかなければならないが大量のマウスピースを検査室内
で清潔状態を保てる場所もなく準備段階で無造作に置きせっかく清潔状態のマウスピースを不潔状態となってし
まっていた。また１検査毎に技師がマウスピースを内視鏡トロリーの台に置き準備していたが他の準備もありお
ろそかになり検査医の手を煩わし検査開始に時間がかかっていた。
（図１）
目的
滅菌し清潔になったマウスピースを、検査室内に大量に保管することが出来、且つ技師が１検査毎に準備する
手間が要らず検査医の手を煩わすことなくスムーズに患者にくわえさせ、検査を開始することが出来るかを考え
た。
方法
まず場所の設定について検査医の立ち位置から検査医が何処にどの様にマウスピースを置けば採りやすいか、
検査医が患者にマウスピースを咥えさせる動きやタイミングに注目し内視鏡トロリーのスコープハンガー又はそ
の付近が良いのではないかと分析した。次にマウスピースをいかに大量に準備が出来、片手でも簡単に採れるも
のはないかを考えた。但し①使用するまで清潔が保てること②使用中に次のマウスピースが落ちないこと③マウ
スピースホルダーが消毒できることを最低条件とし吊るし式マウスピースホルダーの作成を試みた。細いビニー
ルチューブ、１２Ｆｒのネラトン、釣り糸を使用し、ビニールチューブの中に釣り糸を通し吊るす部分の引っ掛
けにするため一部輪を作り先端をネラトンでＴの字状に接続した。これは条件はクリアできたものの、ネラトン
自体が柔らかい素材である為引っ張る動作を繰り返すと T 字状に保つのが難しく大量のマウスピースの重みに耐
えられずマウスピースが落ちビニールチューブとネラトンの接続部は切れてしまい長期の使用は困難であった。
そこで素材自体が頑丈で形状が保ちやすい特徴がある、胃婁増設用バンパーチューブを使用し同じ形状のものを
作成してみた。バンパーチューブのみを使用する事で接合部がない為切れにくいが前作の教訓を活かし先端部分
にビニールチューブをいれ補強した。これは条件もクリアし１年以上使用しても形状の変化もなく使用可能であ
る。
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結果及び考察
マウスピースホルダーにより、検査室内の整理や清潔を保ったまま患者へ使用することが可能となり、準備段
階でマウスピースホルダーを２・３本用意しておく事検査数の多い場合でも対応が容易となった。又、内視鏡ト
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ロリーにかけ使用する事が出来る為１検査毎に技師が用意する必要がなく技師の仕事量の削減に繋がった。更に
検査医の手を煩わすことなく検査医が用意し患者に使用しスムーズに検査開始が出来た。よって技師・医師の使
用評価も良かった。
（図２）したがってマウスピースホルダーを作成・使用したことにより、検査室内でのマウス
ピースが清潔に且つ整理が出来、慌てることなく大量のマウスピースを事前に準備することが可能となったと考
えられる。又、１検査毎に内視鏡トロリー上に技師が事前に用意する必要がなく、検査医自身が手を煩わすこと
なくマウスピースを用意し患者に使用することができたのは有用であると考えられる。今後の課題として、マウ
スピースホルダー自体は消毒液・ＥＯＧガス滅菌での消毒・滅菌を行う事が出来るがオートクレーブ滅菌は出来
ない。よって、マウスピースと同様にオートクレーブ滅菌に対応できるよう材質の変更を考え中である。
連絡先：〒162-8666 東京都新宿区河田町 8－1
Tel：03-3353-8111

Ｏ－40 足踏み式潤滑剤供給装置の有用性
～チューブ式潤滑剤容器と手袋の細菌汚染状況を検証して～
独立行政法人国立病院機構九州医療センター
看護師・内視鏡技師 ○広渡真奈美、石原えつ子、坂本 理美
看護師
若狭 京子
医師
原田 直彦
【目的】
内視鏡はセミクリティカル器具に属しているが、周辺環境はノンクリティカルであり、内視鏡は汚染の危険を
はらんでいる。その中でも、チューブ式潤滑剤(以下チューブ式と略す)は医師が不潔な手袋で触り、交差感染の
可能性があるのではないかと考えた。潤滑剤の容器を清潔に保つ為には、①医師が予め潤滑剤をガーゼに採って
おく。②必要時看護師に介助を依頼するという方法があるが、現状では困難な為、今回、医師が容器を汚染する
ことなく、潤滑剤を採取・追加できる足踏み式潤滑材供給装置（以下足踏み式と略す）の作製に至った。(図 1)
これは潤滑剤の採取方法が従来と違い足踏み式になっている。また、潤滑剤の排出口が不潔になっても先端のチ
ューブが交換できる。試作段階であるが、下部内視鏡検査で使用したチューブ式容器と手袋の細菌汚染の状況を
検証し、足踏み式の有用性を明らかにする為に研究に取り組んだ。
【方法】
1．期間 Ｈ20 年 4～平成 21 年 8 月
2．対象 下部内視鏡検査で使用された
1）チューブ式で使用した手袋 78 枚(A 群)、
2）足踏み式で使用した手袋 78 枚(B 群)
3）チューブ式容器 10 本(C 群)
3．データ収集(図 2)
A 群・B 群：潤滑剤採取の前後各１枚を 39 事例 細菌採取する
C 群；1 本につき 3 事例 計 30 事例 潤滑剤を 3 回追加した時点で細菌採取する
4．データ分析の方法
1) A・B・C 群から採取した培地を 35℃のフラン器で 48 時間培養し、コロニーをカウントする。
2) 1)で明らかになった細菌コロニーより大腸菌群のみを抽出する。
3)A 群及び B 群における大腸菌群の比較検討を行う。
【結果】
A 群の「前」39 枚から大腸菌群は検出されなかった。
「後」39 枚中 7 枚大腸菌群が検出された。内訳は、1 例目
0 枚、2 例目 5 枚(平均 41.8 コロニー)、3 例目 2 枚(平均 17 コロニー)であった。B 群の「前」
「後」各 39 枚とも
に大腸菌群の検出はなかった。A 群と B 群の大腸菌群検出枚数をフィッシャー直接確率試験で検定したところＰ
＝0.0116(P<0.05)となり有意差を認めた。(表 1)
C 群では 30 個中 8 個で大腸菌群が検出された。検査の事例別では、1 例目 2 個(平均 1.5 コロニー)、2 例目 3
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個(平均 9.2 コロニー)、3 例目 3 個(平均 8 コロニー)であった。

【考察】
マルチソサイエティガイドライン¹⁾の基本理念の中でも「全ての体液には潜在的に感染性があるものとして扱
う」とあるが、検査医が直接触れる全ての部分について、詳しくは触れられていない。当院では 1 本のチューブ
式を複数の症例に繰り返し使用している。明らかな汚染や検査医からの申告がなければ次の検査にも継続して使
用していた。しかし、C 群の結果よりチューブ式容器は複数例の下部内視鏡検査により汚染されていた。また、A
群「後」からも大腸菌群が検出されている。これらより、検査医が直接チューブ式を繰り返し使用することで、
手袋は汚染され、交差感染の可能性につながると思われる。これに対し、B 群からは大腸菌群の検出は見られな
かった。検定においても有意差が出たことにより、足踏み式を使用することは、手袋の汚染を防止し、交差感染
の予防につながると考える。今回は下部内視鏡検査のみに焦点を当てて検証したが、全ての内視鏡検査において
も同様のことが言えると思われる。
【結論】
1. チューブ式容器は、下部内視鏡検査に複数例使用することにより大腸菌群の汚染をうける
2. 足踏み式は、手袋の汚染を防止し交差感染の予防につながる。
【引用文献】
1)

消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサイエティガイドライン作成委員会：消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサイエティガイド
ライン第１版.2008

【連絡先】〒810-8563 福岡市中央区地行浜 1-8-1 ℡092-852-0700
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Ｏ－41 直接吸引機器の吸引効率について―基礎的検討―
JA 広島厚生連尾道総合病院 内視鏡センター
内視鏡技師：○三木 仁、楠見 朗子、森田恵理子、内畠夫佐子、栗本 保美
内視鏡センター医師：花田 敬士、小野川靖二、福本 晃
【はじめに】
緊急内視鏡検査では短時間で視野を確保しつつ、出血点の確認、止血処置等を行うことがもっ
とも重要である。一方、内視鏡本体の吸引回路は細いため、大量の血液や便塊が粘膜面を 覆っている症例では、
吸引に時間を要する。
今般、US Endoscopy 社から発売された直接 吸引機器 BioVac の吸引効率について基礎的な検討
を行ったので報告する。
【BioVac の特徴】
通常、内視鏡本体で吸引を行うと、本体の回路、吸引ボタン、ユニバーサルコードを通過し、
吸引口金よりチューブへと至るが、BioVac は、吸引口金、チューブ、鉗子栓口金へ装着することで、内視鏡本体
の吸引ボタンやユニバーサルコードを通過することなく吸引される。またロック機能を使用することにより、内
視鏡本体と BioVac による吸引の切り替えが可能。トランペットバルブはマジックテープがついているため、状況
に応じ術者と介助者が吸引することが可能である。
【使用機器と方法】
チャンネル径の異なる 2 種類のスコープを使用。
（FTS EG-590ZW：2.8mm）
、
（FTS EC-590ZW：3.8mm）
粘稠度の異なる３種類のテスト流体
（水、飲むヨーグルト、寒天ゼリー：各 100 ㏄）を内視鏡本体での通常吸引、BioVac による吸引
を使用し、検体を吸引完了するまでの時間を測定。
吸引圧：40mmHg。
【結果】
チャンネル径 2.8mm のスコープでは、水は通常吸引で、9 秒、BioVac で 8 秒、12％の吸引時間の短縮。飲むヨ
ーグルトは通常吸引で、30 秒、BioVac で 20 秒、33％の吸引時間の短縮。ゼリーは、通常吸引で、166 秒、BioVac
で89 秒、
46％の吸引時間の短縮が可能となった。
チャンネル経3.8mm のスコープでは、
水は通常吸引で8 秒、
BioVac
で 5 秒、38％の吸引時間の短縮。飲むヨーグルトは通常吸引で、19 秒、BioVac で 10 秒、49％の吸引時間の短縮。
ゼリーは通常吸引で 91 秒、BioVac で 46 秒、50％の吸引時間の短縮が可能となった。
【まとめ】
チャンネル径に関係なく通常吸引よりも BioVac の方が吸引効率の向上が見られた。粘稠度が増
強するほどに通常吸引と BioVac との吸引効率の差が著明にみられた。このことから、緊急内視鏡
時、大量の血液や便の残存があっても短時間で吸引し視野の確保、出血点の確認を行うことが期
待できる。
今回は、血液や便での比較が出来なかったため、今後は臨床でのデータの集積が必要であると
思われる。
【結語】
BioVac は粘稠度の高い流体でも短時間での吸引が可能なため、今後、臨床応用することにより
緊急内視鏡時の検査効率の向上に寄与する可能性がある。また、それは被験者への負担、検査医
師へのストレスの軽減にも役立つと考えられる。
連絡先：〒722-8508 広島県尾道市古浜町 7-19 TEL.0848-22-8111 FAX.0848-23-3214
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Ｏ―４２ 内視鏡誘導型イレウスチューブの開発と使用経験
国家公務員共済組合連合会 新別府病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○脇 美佐、南 雄一、田中 明美、大波多 歳男
医
師
後藤 康彦、香川 浩一、中川 晴雄
はじめに
当院では、腸閉塞患者に対しイレウスチューブを挿入する際、内視鏡を用い十二指腸深部への挿入を行ってい
る。
従来はイレウスチューブ先端に 1－0 絹糸を結紮、この絹糸を鉗子にて把持し十二指腸深部ま
で進めていた。しかし、従来のイレウスチューブは絹糸の結紮の方法が医師で違うため把持しに
くい場合があった。今回富士システムズ株式会社の共同開発により、羽状のウイングが付いた内
視鏡誘導型イレウスチューブを開発し製品化した（図１）
。そこで、イレウスチューブ挿入法の紹
介及び使用経験のアンケート結果、今後の問題点について報告する。
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挿入方法
イレウスチューブの挿入方法は、イレウスチューブを経鼻的に食道～胃内に挿入後、左側臥位にてスコープを
挿入する。イレウスチューブの先端に付けられたウイングを食道内で鉗子でつかみ、スコープと一緒に進め幽門
輪を超える。十二指腸内では、先端部のウイングを鉗子でつかんだまま、鉗子を５～10 ㎝ほど先に進める。と同
時にスコープも５～10 ㎝引く操作を２～３回繰り返し行う。イレウスチューブが十二指腸奥まで留置されたこと
を確認し、鉗子をウイングから外し、一旦スコープ鉗子口の中に収納する。再度チューブ先端から 25 ㎝あるいは
40 ㎝部位のウイングをつかみスコープと同時に鉗子を使いチューブを進めていく（図２）
。
アンケート結果
従来のイレウスチューブと内視鏡誘導型イレウスチューブについてアンケート調査と検査時間の比較を行った。
ウイング付きのイレウスチューブを 50 例の患者に使用し、検査についた技師・看護師６名にウイングのつかみや
すさ、チューブの進み具合についてアンケートをおこなった。85％の症例にてウイングはつかみやすく、従来の
絹糸よりも進みがよいとの結果であった。また、医師よりもチューブの進みがよく以前のイレウスチューブに比
べ深部への挿入がスムーズであったとの意見が得られた（図３）
。
まとめ
内視鏡誘導型のイレウスチューブを使用し、またアンケート結果より、内視鏡誘導型イレウスチューブは従来
のものに比べ、鉗子で掴みやすい。また、鉗子から外れることが少なく、チューブのすすみもスムーズなことか
ら、従来と変わらない検査時間でより深部への挿入が可能であった。今後の問題点として胃の変形により幽門輪
を超えにくい症例にはガイドワイヤーの併用が必要となることがあげられる。
参考文献
１）横田順一郎、太田良雄：救急医学/アトラスベットサイド処置、９月臨時増刊号.2000.9.P1359

連絡先: 〒874-0833 大分県別府市大字鶴見 3898 番地
℡ 0977-22-0391 （内線 1522）

Ｏ-43 上部内視鏡検査時の『ベルト式握り棒』考案と評価
神戸掖済会病院 放射線・救急室
内視鏡技師 ○田平
香、山本 道代、水杉 仁美、高部 道代
看護師
立助 恵子、斎藤久仁子、安東恵理子
医師
山村
誠
はじめに
近年、消化器内視鏡検査の分野では細径スコープの開発が進んでいるが、上部内視鏡検査(以下胃カメラ)は苦し
い検査であり、患者の不安や苦痛は計り知れない。そこで私達は、安全でリラックスして検査を受けることがで
きる効果的な援助の方法を検討し、検査中の手に関する意識調査を行った。その結果をもとに、不安を持つ患者
の把持欲求を満たすことができ、安全に検査が受けられるような補助具を考案し、評価を得たので報告する。
研究期間、研究方法
2006 年 11 月 10 日～2007 年 10 月 18 日
1．第一段階 手の動きに関する実態調査
2．第二段階 手の位置についてのアンケート調査
3．第三段階 ベルト式握り棒１試行
4．第四段階 ベルト式握り棒 2 試行
倫理的配慮
アンケートへの参加と、ベルト式握り棒の使用は、自由であり、断っても治療や看護には影響ないことを説明し
た。アンケート回収用ボックスは、プライバシーが保てる場所に設置した。第一、二段階の検査後アンケートは、
看護師による聞き取り調査とした。
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結果、考察
1.第一段階では、基本体位（写真１）をとり手の動きの観察調査を行った結果、約半数の患者に手の動きがみら
れた。
2.第二段階では、100 名中 87 名は基本体位で手の違和感が無かった。しかし、検査時の手に関する患者の欲求の
ほとんどが把持欲求であることが判った。そこで、把持欲求を満たすために、着脱式の固定ベルト付き握り棒＝
『ベルト式握り棒』を作成することにした。
（写真２）
3.第三段階での対象者は、高齢層が多く、年齢、初回、経験者に関わらず、87％で好評を得た。しかし、ベルト
のサイズをあらゆる体型にも対応できるように改良する必要があったため、ベルト式握り棒 2（写真３、４参照）
を作成した。※１
4.第四段階でも高齢層が多く、また 80％近くの患者は胃カメラの経験回数が 2 回以上であった。改良したベルト
式握り棒 2 は、86％が次回も使用したいと回答があった。
ベルト式握り棒による体位の安定と把持欲求を満たすことはできたが、患者のサインを見過ごすことなく、声掛
けや、タッチングによる患者との関わりの必要性を実感した。
まとめ
胃カメラを受ける患者にベルト式握り棒１、2 を使用した結果、
「安心した」などの声が聞かれ、看護師からも“検
査中に付き添えない時も安定していた”という感想が得られた。このことよりベルト式握り棒の有用性は高いと
いえる。しかしながら、研究の対象から除外した、処置内視鏡や緊急カメラ、認知症の患者にこそ、より安全性
を高め、不安を軽減するような援助が、必要である。
Ⅵ．文献
1)伊藤美喜、ほか：意識下手術時の把持行動を前提とした上肢台の作成とその有用性、第 31 回日本看護学会論文集 成人看護 2000
p.34-36
2)山本圭治朗、ほか：長時間把持における感覚と筋電特性、日本機械学会講演会講演論文(1),p.29-31,1995
※１ 実用新案登録 第 3148362 号

連絡先：〒655-0004 兵庫県神戸市垂水区学が丘 1 丁目 21－1
℡（078）781－7811 代表

Ｏ-44 経鼻スコープの故障予防に対する当院の取り組み ～修理コスト削減を目指して～
日高病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○神戸 奈緒子，小池 智子，荻原 恵美子
臨床検査技師
林 愛子
看護師
清水 より子，吉田 直恵
外科医師
大澤 清孝
はじめに
当院では、経鼻内視鏡を 2007 年７月に導入し、2008 年は、約 3000 件の検査件数であった。導入当初より経鼻
スコープは経口スコープに比べ、故障件数が多いことから故障原因を分析し、故障防止に有効な方法を考察し改
善を行った。
方法
2007 年７月から 2009 年２月までの経鼻故障スコープ 23 件の不具合を分析し、
故障原因に対する対策を実施し、
効果を評価した。
分析
経鼻故障スコープ 23 件に対し、
1.主な故障原因
2.故障部位
3.修理内容
を調査し、故障の状況を把握した。
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分析結果
主な故障原因は、①ピンホール 17 件 ②送気送水ノズルの詰まり４件 ③座屈２件であった。
（表１・２）故
障で最も多い部位は、湾曲部であった。
（表３）
1)挿入部のピンホール（キズによる漏水）の原因は、殆どのものがスコープの取り扱い時のキズが原因と考えら
れた。
2)送気送水ノズルの詰まりは、スコープの水滴を拭く時に使用しているディスポーザブルガーゼの糸屑が詰まっ
ていた。
3)座屈は、医師の操作上の湾曲部のねじりとスコープ運搬の際のコンテナが小さいことが原因と考えられた。
対策
分析結果より以下の対策を行った。
1.ベッドサイド洗滌および予備洗滌時にスコープの送水タンクの接続部分に全管路洗滌具のキャップを取り付け
る。
2.内視鏡システムの周辺の凹凸部分に梱包用の緩衝材を取り付ける。
（図１）
3.メーカーによるスコープ取り扱い講習によりスタッフの意識を向上させる。
4.検査医との故障情報を共有化する。
対策後の経過
2008 年１月に送水タンクの取り付け部分のカバーを開始したところ、３ヶ月間ピンホールによる故障がなく、
その後も故障頻度が減少した。しかし、2009 年２月に再度ピンホールによる故障が３件続いたため、３月よりシ
ステム周辺を緩衝材により保護したところ、故障が発生しなくなった。また、同時期にメーカーによって当施設
の故障原因に沿った取り扱い講習を行い、基本的なスコープの構造を再確認した。講習では、経鼻内視鏡のＡゴ
ムの厚さは経口内視鏡と比較して非常に薄いこと（図２）を知り、スコープ取り扱いに対するスタッフの意識が
向上した。またスタッフのみならず医師と故障情報を共有化することで医師のスコープの取り扱いが丁寧になっ
た。
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考察
故障件数を減らすことが、修理コスト削減に繋がる。スタッフおよび医師の慎重なスコープの取り扱いやスコ
ープがぶつかる可能性がある周辺の凹凸部分を緩衝材で覆うことにより、内視鏡に対する直接的な外力が加わる
ことを防ぐことができ、故障の減少に繋がったと考える。また、スタッフのスコープの対する知識や故障防止の
ための積極的な意識の向上が、故障減少のためには重要である。
まとめ
スタッフおよび医師が故障の状況等情報を共有し、
故障予防に対する意識を高めて、
原因を究明し対策を考え、
実行することが、故障減少・修理コスト削減のためには重要である。
連絡先：〒370-0084 群馬県高崎市中尾町 886 TEL：027-362-6201（内線 2566）

O-45 当院の取り組みから見た修理費削減の要因
聖路加国際病院 消化器センター 内視鏡室
○秋山 仁、土屋優賀里、中島 浩子、今村 倫敦、
宮前ちひろ、遠山久美子、岡田 修一
内視鏡スコープは消耗品の為、
故障や劣化により修理を行うことも少なくない。
従来スコープの修理期間中は、
メーカーより無償で代替機の提供を受け、検査を行っていた。しかし 04 年より代替機提供の有償化に伴い、当
院ではメーカーと保守契約を締結した。契約内容は、代替機の無償かつスムーズな提供、契約機器すべての定期
点検の実施などがある。また、契約金は過去 2 年間の修理実績から算出される為、修理金の増減は翌年以降の契
約金に反映する。
当院の年間検査数は約１万１千件前後、初年度の契約金は 590 万円だった。
【目的】
保守契約を機に修理金の削減を目的とし、スコープ取り扱いの見直しやメーカーとの連携強化によって得られ
た結果の検討を行う。
【方法】
過去の故障・修理内容から、原因の追究やスコープの取り扱いの見直しを行う。また、取り扱いにより防ぐこ
とが可能であった修理内容を検証し、再発防止のための教育や対策を講じる。これを保守契約金の推移と併せて
評価・検討した。
【結果１】
04 年から 07 年の修理内容です。4 年間の総修理件数は 113 件であり、主に取り扱いによる故障と考える、鉗
子チャンネルピンホール・LG カバーレンズ欠け・A ゴムピンホールの修理が 35 件あった。さらに、この 35 件
のうち『ぶつけた』
『挟んだ』など、取り扱いに不備があったと認識していたケースが 15 件あった。これは 04
年～07 年の故障の 13％に相当する。
同様に 08 年の故障内容から、取り扱いによる故障と思われる 3 項目の修理は 9 件であり、不備があったと認
識しているケースは 1 件であった。これは 08 年の総故障件数 22 件の 4％に相当する。
【結果２】
（図１）
保守契約金の推移である。
04 年の契約元年では 590 万円であった契約金が、
08 年には 380 万円と 4 年間で 200
万円の削減となった。
以上のことから、修理費削減には、①過去の修理内容から故障の傾向や原因の追究を行い、再発防止の対策を
講じる。②スコープの取り扱い・構造をしっかりと把握しておくこと、使用環境を確認し改善すべき点などの検
討を行う事で、故障を未然に防ぐ。③さらに新人スタッフに上記の事柄をしっかりと教育する。
この３点が挙げられる。
但し、結果でも示したとおり、取り扱いによると考えられる故障の中に、実際には認識していないが故障して
いたケースが少なくない。取り扱いによる故障には、故障を認識している場合と、認識していない場合がある。
認識していれば、対応や予防策を講じることができるが、認識していないと故障原因や背景がわかりにくく、対
応が困難である。今後はこの認識できていない場合を、いかにして認識するかが課題となる。
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【結語】
スコープは消耗品である為、修理金額がゼロになるということはあり得ない。しかし、故障の中には使用者側
の取り扱いや環境などによって引き起こされるものも少なくない。この取り扱いによる修理を減らすことで、修
理金額をより低額に維持することが可能となる。
また、スコープの構造や故障内容をきちんと理解する事や、スコープ一本ごとの使用回数や過去の修理内容・
修理時期、使用してきた検査内容、今後の使用予定なども含め、しっかりとした機器管理を行うこと。これを元
に修理工場からの見積もり内容を吟味し、施設の使用状況などによって修理をおこなう内容を限定しておくこと
で、オーバーホールまでの間隔を極力空けることが可能になる。それに伴い、修理金の削減にも繋がると考える。
しかし、これは工場からの故障指摘個所を直さずに使用していることにもなる為、その修理未施行によって引き
起こされる不具合もあることを十分に認識しておく必要がある。
連絡先：〒104-8560
東京都中央区明石町 9－1
Tel：03－5550-7044
Fax：03－5550-7044

O-46 内視鏡洗浄消毒器に関するコストの比較検討
埼玉社会保険病院 内視鏡部
○ 関口有希子、小林 利枝
【はじめに】
S 病院では内視鏡の感染対策、医療安全を目指し、厚生労働省の承認を得た高水準消毒薬である過酢酸製剤お
よびフタラール製剤を使用した洗浄を行っている。内視鏡洗浄消毒器（以下洗浄器）は点検などを日常的に実施
し、適切に使用することが感染管理の観点においても重要であることが広く認識されてきている。使用する洗浄
器については、消毒剤に加え、必要消耗品などのコストを把握し、経済的評価を行うことも重要である。そこで、
複数の洗浄器を使用していることにより、1 年間の記録をもとに洗浄器の経済的有用性の比較検討を行った。
【目的】
消毒剤、必要消耗品のコストを把握し、内視鏡洗浄消毒器を適切に使用する。
【方法】
平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月までの一年間のデーター集計を行った。S 病院にて使用している洗浄器はオリ
ンパス社製 OER2：3 台、OER3：1 台、J＆J 社製エンドクレンズ D：
（以下 ECD）1 台である。独自の管理表をもと
に、洗浄器ごとの必要消耗品（消毒剤、洗浄剤、各種フィルター、アルコール、濃度判定試験紙）のコストと稼
働状況を算出し、比較を行なった。コストについては希望小売価格をもとに、また各必要消耗品の交換頻度はメ
ーカー推奨に従って、スコープ 1 本あたりの洗浄消毒工程にかかるコストを算出した。洗浄器の薬液交換表につ
いては、メーカー推奨の洗浄回数以内で薬液交換を実施し、消毒剤の有効消毒濃度を保持し、薬液交換を行った
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月日及び回転数を記入している。
スコープ洗浄記録表は、他科の内視鏡器械にも対応できるようスコープ名を記入式とした。

【結果】
内視鏡検査症例数は年間約 5600 件・保有スコープは３1 本であった。稼動状況については、各洗浄回転数は年
間、1 台あたり、OER2： 921 回転（3 台平均）
、OER3：645 回転、ECD：918 回転であった。
（図１）また、消毒剤
の平均交換回転数は 1 回の交換で OER2：平均 21,4 回転、OER3：19.5 回転、ECD：41.7 回転であった。
（図２）洗
浄器別の使用率は OER2：3 台の平均で 21.3％、OER3：14.9％、ECD：21.9％となった。
（図３）
Ｓ病院の年間、洗浄消毒にかかるランニングコストは、消毒剤、OER2：559,000 円、OER3：495,000 円、ECD：
704,000 円で、各必要消耗品は、OER2：1,541807 円、OER3：1434,975 円、ECD：1,223,600 円であった。
（図４）
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スコープ 1 本の洗浄消毒工程にかかるコストは、OER2：1247 円、OER3：810 円、ECD：707 円である。
（図５）
【考察】
洗浄器は、その機種により、消耗品のコストがそれぞれ異なり、OER は消毒剤とフィルターが、ECD は洗浄剤と
アルコールが、やや高額となった。濃度判定試験紙は、ほぼ同額であった。
（図６）
今回の結果から、2 本洗い用洗浄器を 1 本洗いで行うと、1 洗浄に必要なコストや消毒薬は 2 本洗い時とほぼ同
価格であるため、不経済となる。(図７)
洗浄器の経済的有用性の評価については、各施設の稼働状況や消毒剤の自然劣化に伴う消毒薬の交換も視野に
入れ、充分な検討を行うことが重要と推測された。質の高い内視鏡の洗浄消毒を効率的に行うために、洗浄器に
ついては、消毒剤だけでなく、その他の必要消耗品のコストも含め評価を行い、引き続き検討をしていきたいと
考える。
【結論】
1)2 本洗いの洗浄器は 1 回で 2 本洗浄することにより、1 本洗浄と比較すると、40％程度コスト削減ができる。
2)2 本洗い洗浄器で 1 本洗いすると、1 本洗い洗浄器よりも、20％高額になる。
3)ランニングコストのみで評価するとＥＣＤの導入は有用である。
4)検査状況とコストを踏まえ適切に洗浄器を選択することが経済的効果に繋がる。
【参考文献】
1） 日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会：内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン（第 2 版）.2004.
2） 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
3） 日本消化器内視鏡学会卒後教育委員会編集：消化器内視鏡ガイドライン（第 3 版）
・医学書院.2006
4） アセサイド 6％消毒液®薬剤文献（第 8 版）2007
5） ディスオーパー消毒薬 0.55%®薬剤文献（第５版）2009

連絡先：〒332-0022 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 4-9-3
℡ 048-832-4951

Ｏ-47 カプセル内視鏡におけるリアルタイム使用経験
川崎医科大学附属病院 内視鏡・超音波センター ○河上真紀子
川崎医科大学食道・胃腸内科 塩谷 昭子、西 隆司、藤田 穣、垂水 研一
鎌田 智有、春間 賢
川崎医科大学検査診断学(内視鏡・超音波) 畠 二郎
川崎医科大学総合診療科
本多 啓介、楠 裕明
はじめに
2007 年 1 月より当院で施行したカプセル内視鏡（VCE）136 例の盲腸到達率は 63.1％と低く、食道に 5 例、胃に 4
例、VCE が停滞し小腸がほとんど観察できなかった症例を経験した。全小腸の観察のためには、撮影 8 時間内に
カプセルが盲腸に到達できるように工夫する必要がある。
目的・方法
当院で行った VCE 施行患者に対し、従来では VCE 嚥下後 2 時間は右側臥位を保持し、2 時間後から飲水開始、4
時間後より食事開始としていた。
本年 3 月より Rapid®リアルタイムを導入し、
VCE 嚥下直後に胃内到達を確認し、
1 時間後に小腸到達を確認(胃内に停滞する場合は、小腸内に到達するまで飲水負荷し右側臥位を保持し 30 分た
っても停滞する場合はメトクロプラミド 1A 静脈注射する。さらに 30 分たっても小腸に到達しなければ内視鏡下
に回収ネットを用い、十二指腸に誘導することにより、より長時間の小腸観察ができるよう検討を行ったので報
告する。
結果
ＶＣＥ画像をリアルタイムで観察することにより食道・胃に VCE が長時間停滞することが回避できた。40 例中
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11 例(27.5%)に飲水負荷、メトクロプラミド注射、内視鏡によるＶＣＥの誘導の処置を要した。回腸に残渣多量
により回腸末端の観察が困難なため大腸と誤認し、検査を中断した例があった。
結論
VCE のリアルタイム可視化を有効利用することにより、VCE の小腸到達を誘導し小腸をより長時間観察でき
ることから、VCE の病変検出能を向上できると考える。
回腸遠位側の残渣に対する前処置の工夫および VCE の盲腸到達率のさらなる改善が必要でる。
連絡先：〒701-0192 岡山県倉敷市松島 577
TEL：086-462-1111(代表)

O-48 カプセル内視鏡検査における内視鏡技師の役割
～クリニックでの経験から～
ハッピー胃腸クリニック
内視鏡技師 ○田邊 菜穂、中瀬 美紀子
医師
豊田 英樹、豊田 美香、豊田 長世
はじめに
近年、原因不明の消化管出血に対し、低侵襲で簡便な検査法として、カプセル内視鏡検査（以下 CE）が注目さ
れている。当院では、平成 20 年５月から CE を導入した。導入前から、内視鏡技師が関わることにより、スムー
ズな CE の導入、実施が可能となった。今回の経験からクリニックでの CE における内視鏡技師の役割について若
干の示唆を得たので報告する。
方法
平成 20 年５月から平成 21 年９月までに 30 例の CE を実施した。CE 導入前、CE 実施時、読影時それぞれの場面
で内視鏡技師の役割について検討した。
結果
症例の平均年齢は 65.7 歳、男性 15 例、女性 15 例であった。
（図１．２）
CE 導入前：医師とともにオリエンテーション用紙・同意書を作成した。メーカーのパンフレットを元に、より
患者がわかりやすい表現とし、文字の大きさ等を考慮することで、高齢者にもわかりやすいものとした。
CE 実施時：診察に同席し、医師からの IC 後、内視鏡技師がオリエンテーションを行う。カプセル、装着ベス
ト、センサーアレイは実物を見せ説明する。患者の既往歴や排便習慣など各々の状態に応じ、下剤内服方法や検
査中の注意点について、具体的に説明する。特に他施設からの紹介患者が多く、初対面でのオリエンテーション
となる場合があるため、十分に時間をかけ、コミュニケーションを図りながら説明を行っている。検査時はパッ
ドの装着、消泡剤の投与を行い、医師に確認後カプセルの内服を行う。内服状況を確認の上、嚥下困難症例や、
つかえ感を訴える患者、高齢者等必要時には透視下にてカプセルの胃への通過を確認する。患者はその後一旦帰
宅していただく。外来患者のみの検査であるため、検査中の生活の送り方について、生活習慣を踏まえ、より具
体的に説明する。検査後は、患者に検査中の状況を確認し、機器を回収、パッドを外す。カプセル回収方法およ
び、結果説明のための受診方法について説明する。
読影：１例目から１７例目までは、医師とともに読影を行った。１８例目からは、医師と内視鏡技師がそれぞ
れ個々に読影を行い、読影時間の比較・読影内容を検討した。平均読影時間は、医師５２分に対し、内視鏡技師
７３分だった。平均指摘病変数は、医師８カ所に対し、内視鏡技師は１２カ所であり、内視鏡技師は微細な所見
まで指摘する傾向にあった。医師、内視鏡技師ともに小さな見落としはあったが、重要な病変の見落としはなか
った。
考察
CE 導入時から内視鏡技師が関わることで、その施設に応じたオリエンテーション用紙・同意書を作成すること
ができた。１名の内視鏡技師が、オリエンテーションから検査終了までを担当することで、患者の不安が軽減で
き、検査をスムーズに終了することが可能となった。内視鏡技師が読影に関わることで、より検査内容について
理解することができ、
患者へのオリエンテーションに生かすことができた。
現在のところ症例数は少ないものの、
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内視鏡技師による読影は、病変の拾い出しに有効であると推測された。

結語
CE への内視鏡技師の関わりは有用であった。今回の経験から、クリニックという限られた人材の中でも、新し
い技術を積極的に取り組もうとする意欲があれば、最新技術の導入は可能であると考える。今後はさらに読影経
験を積み、内視鏡技師による読影技術の向上に努め、医師との二重読影を行うことで、より精度の高い検査が可
能になるものと期待される。
参考文献
1）Riphaus A et al.：Capsule endoscopy interpretation by an endoscopy nurse- a comparative trial.

Z Gastroenterol.2009

Mar;47(3):273

連絡先：〒519-0116 三重県亀山市本町二丁目 9-33
℡：0595-82-0017

O-49 上・下部内視鏡同日施行における CO2 送気の有用性
友仁山崎病院 内視鏡センター
○早川 初美・橋本 逸子・松本
森田 周子・横山 理恵・安田
水田 泰久・中川原伸子・山田
矩
照幸・作本 仁志・加藤
東 征樹

知子
富人
圭介
周子

【背景と目的】
上・下部内視鏡同日検査（以下上・下部検査とする）は送気の残留による腹部膨満感と腹痛が伴い、腹囲の増大と相関関係
にあることが当院の先行研究において証明されている。内視鏡検査時の送気にCO2を使用すると被検者の苦痛が軽減すると
いわれているが、その実態を把握するために上・下部検査時に CO2送気を行い他覚・自覚的に検証し、安全性と有用性につ
いて検討した。
【対象】
2009 年6 月～9 月にプロポフォールによる鎮静下で上・下部検査を受けた慢性閉塞性呼吸器疾患を持たない被
検者105 例
【方法】
送気の残留を知るため、検査前後の腹囲（季肋部・臍上部）の測定を行った。苦痛の程度は、検査後の状態を被験者に対し
アンケートを行なった。また、これらを先行研究の通常送気時の結果と比較した。CO2送気群において、腹囲差と苦痛度を性
別・年齢・腹部手術歴の有無で比較した。CO2 ガスレキュレーターはオリンパス社製UCR、ガスチューブ「強」を用いた。
EtCO2モニターは日本光電社製の CO2 センサキットとネイザルアダプタを使用した。
【倫理的配慮】
腹囲測定とアンケートは研究目的に使用し、個人が特定できないよう配慮することを説明して了承を得た。
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【結果】
上・下部検査時の腹囲差は、季肋部は通常送気群1.7cm、CO2 送気群－0.08cm であった。臍上部は、通常
送気群1.8cm、CO2送気群1.12cm となり、季肋部・臍上部共に明らかな有意差が認められた（図1）。アンケートの結果、腹満
感は通常送気群「あまりない」20％、「少しある」66％、「やや強い」13％、「強い」1％であった。CO2 送気群は「あまりない」
89％、「少しある」10％、「やや強い」1％であった。腹痛は、通常送気群「あまりない」70％、「少しある」24％、「やや強い」6％
であった。CO2送気群は「あまりない」94％、「少しある」6％で、強く感じる被検者はいなかった。自覚症状では CO2 送気群で
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苦痛度が少ない結果であったが、特に腹満感において顕著に見られた（図2）
。CO2 送気群の中で通常送気での経験者は、
以前と比べてお腹の張りが「少ない」60％、
「変わらない」38％であった。CO2 送気群の自覚症状では、性別・年齢・腹
部手術歴の有無で差は認められなかった（図3）
。しかし腹囲差は、男性が女性と比較し季肋部・臍上部共に少なく、臍
上部で有意差を認めた。また、70 歳以上の高齢者も 70 歳未満より腹囲差は少なく、臍上部で有意差があった。腹部手
術歴のない被験者では、手術歴のある方より季肋部での腹囲差が少なく有意差を認めた（図4）
。EtCO2 持続モニターの
結果、ピーク時の平均値は 42.7mmHg であり、70 歳以上の方でもその差は認めず、全例において 60mmHg 以上とな
る上昇は認めなかった（図5）
。
【考察】
CO2 送気群では、検査中に体液と共に空気も吸引され、さらには CO2 が腸管から吸収されたために検査前よりも腹囲
が減少したと考えられる。EtCO2 は年齢に差は認められず、高齢者においても安全に使用できると思われる。苦痛の程
度も低く、上・下部検査に CO2 送気を用いることは安全且つ有用であると考えられる。しかし、慢性閉塞性呼吸器疾患
や心不全患者に対しては、CO2 の蓄積の危険性があり使用を避けなければならない。
【結語】
上・下部検査において CO2送気の安全性と有用性が明らかになった。送気量が増加することが予測される場合は、被
検者の苦痛軽減に非常に有効である。今後は積極的に CO2送気を活用し、さらには鎮静剤の減量も考慮に入れ使用して
いきたい。
連絡先：〒522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町 80 番地
TEL:0749-23-1800 FAX:0749-23-1928

Ｏ-50 ESD における高周波治療装置の比較検討
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、時岡 聡、竹内利寿、梅垣 英次
背景
近年，機器の進歩により，様々な治療方法が開発施行されているが，薬事で認可された医療機器を臨床使用す
る際には，臨床情報や研修機会が少ないため，各施設において十分な検討が必要である．
目的・方法
今回，オリンパス社製 高周波治療装置 ESG-100(ESG)を使用する機会を得たので，ESD において ESG と従来の高
周波治療装置 ERBE 社製 VIO300D (VIO)を比較し，ESD における高周波治療装置として有用であるか検討した．
対象
2008 年 11 月 1 日～2009 年 3 月 31 日の期間において ESD を施行した，
食道および胃における内視鏡治療ガイド
ライン適応病変を対象とし，治療時間や各種モードにおける切開性，凝固力（放電性）
，止血力（ソフト凝固）に
ついて検討した．
使用デバイスは，食道に対しフジフイルム社製 Flush Knife○
R1.5mm，止血用にオリンパス社製 FD-411QR，胃
に対し主にオリンパス社製 KD-611L，止血用に FD-410LR を使用し，内視鏡先端フードには Top 社製スリット
＆ホール○
Rを用いた。また，
局注液は食道にはグリセオール○
R，
胃には生食希釈ムコアップ○
Rをそれぞれ用いた．
（表１参照）
また，各臓器における高周波治療装置の条件や出力値は別記に示す．
（表 2・3 参照）
結果
1）食道症例，ESG 群：食道 8 例（平均切除径 40.4±12.4mm，平均治療時間 83.1±42min）
，VIO 群：食道 8 例（平
均切除径 42.1±15.0mm，平均治療時間 89.7±41.5min）となり両群において t 検定を用いたが有意差は認めら
れなかった。(p>0.05)
2）胃症例，ESG 群：胃 20 例（切除径 35.8±13.1mm，平均治療時間 41.4±25.6min）VIO 群：胃 20 例（平均切除
径 37.0±11mm，平均治療時間 45.5±24.7min）となり両群において t 検定を用いたが有意差は認められなかっ
た。(p>0.05)
3）今回の対象病変では，ESG 及び VIO 両群の ESD 適応病変においては，治療困難に陥ることなく VIO と同様に施
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行することが可能であった。また，術中穿孔および後出血は認めなかった．

考察
臨床検討を終え，ESG における各種切開波，凝固波について考察した．
（表 4 参照）
1）パルスカット（切開波）の比較であるが，ESG の切開波には，VIO 同様の切開支援機能があるため，粘膜切開
は食道・胃共に良好であった。また，剥離においても，微少血管程度なら十分に切開凝固が可能であった．た
だし，パルスカットは出力制御（最大 120W）の調整のみであるため，切開性や凝固力の微調整が不可であった．
2）フォースドコアグ２（凝固波）の比較であるが，ESG ではミストの発生が制御されているため，視野が比較的
保たれた。しかし，血管網が豊富な粘膜の場合 IT-knife2 による凝固止血では，難渋することがあった．原因
として，VIO と比較して電流供給量が少ないことが要因として考えられた．放電域が広いデバイスを使用の場
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合は十分な放電時間による凝固が必要であるため，効率を重視すると放電接触面積が狭い先端系デバイスへ変
更が有用であることが示唆された。
3)止血鉗子によるソフト凝固波は，立ち上がりがはやく，凝固深度も良好であった．
結語
ESG は，内視鏡治療適応病変に対する高周波治療装置として有用であることが示唆された。しかし，VIO と比較
し出力モードや電流供給量が限られるため，治療戦略を予め想定し，治療困難時には状況に応じて適切なデバイ
ス（電流密度の高い先端系）を併用することが必要であると思われた。
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