シンポジウム：内視鏡技師の業務 －内視鏡技師に求められる領域・できる領域－
Ｓ-1内視鏡技師のスペシャリスト育成の試み 四国消化器内視鏡技師会の活動
四国消化器内視鏡技師会 ○岡本 澄美子（香川労災病院）
尾崎貴美(近森オルソリハビリテーション病院）
天野利江（愛媛大学医学部付属病院光学診療部）
川田紀代美（広瀬病院）、上西ゆり（愛媛県立中央病院）、
岸田容子（四国がんセンター）、南 千代（阿南中央病院）、
前田千恵（徳島赤十字病院）、岡林さよみ（たかさきクリニック胃腸科内科）
【はじめに】
内視鏡分野は単なる検診の領域を越え、内視鏡的治療の占める割合が多い。内視鏡的治療はポリペクトミー、
内視鏡的粘膜切除術、膵胆管処置と幅広く複雑に高度になってきた。それに伴い内視鏡従事者も専門的知識技術
が要求されている。しかし、それらの知識技術習得の場が少ないのが現状である。そこで四国消化器内視鏡技師
会はそれらの実技トレーニングを含む学習場を提供することで内視鏡技師のスペシャリスト育成に寄与できない
か検討し「スペシャリストセミナー」を開催した。また、アンケート調査を行ない内視鏡処置介助の現状を調査
し現場の求めるニーズを探った。その結果内視鏡従事者はこのようなトレーニングの場を切望していることが明
らかになり、今後の活動の指針となったので報告する。
第 1 回四国消化器内視鏡機器取り扱いセミナー
（愛媛県開催参加者 111 名アンケート回収 105 名）
准看護師 15％

無回答 10％
第 1 種技師 29％

1 年以下

10 人(8%)

1~2 年

11 人(10%)

2～3 年

6 人(6%)

3～4 年

22 人(23%)

4～5 年

45 人(43%)

5 年以上

11 人(10%)

看護師 39％
表 2 参加者の内視鏡経験年数

第二種技師 7％
表 1 参加者の職種

表 3 内視鏡
している

時々している

していない

処置がないなど

ポリープスネアリング

43（42％）

28（27％）

31（31％）

３

ポリープのカット

36（34％）

23（23％）

42（42％）

４

ポリープの通電

14（13％）

10（10％）

81（77％）

４

留置スネヤー

30（31％）

22（23％）

44（46％）

９

膵胆造影剤注入

16（17％）

19（21％）

57（62％）

１３

膵胆ガイドワイヤー

8（9％）

25（28％）

55（63％）

１７

膵胆ﾁｭｰﾌﾞｽﾃﾝﾄ留置

5（6％）

21（24％）

61（70％）

１８

膵胆金属ステント留置

3（9%）

12（14％）

68（77％）

２２

12（13%）

21（24％）

55（63％）

１７

6（6%）

12（14％）

70（80％）

１６

止血クリップ操作

52（54%）

24（26％）

21（20％）

８

止血など薬剤の注入

33（35%）

27（30％）

33（35％）

１２

胆管砕具石操作
胆管パピロトミー操作

大変役に立った

87 名

実習時間が短い

難しい

11 名

もっと詳しく知りたい

不満足（実習できない）

1名

看護面を学びたい

表 4 講習会参加しての感想（複数解答あり）

【目的】

5名
23 名
1名

従事者の業務範囲

「内視鏡処置介助の流れが解り、適切な処置具が選択でき前準備が出来る」内視鏡技師のスペシャリストを育
成する。内視鏡処置介助の現状を調査し現場の求めるニーズを探る。
【方法】
2003 年より四国で行われた技師研究会・機器取り扱い講習会などに付属して、高周波焼灼電源装置や内視鏡処
置具（止血クリップ・膵胆管処置具など）の取り扱いトレーニングの時間を設けた。熟練した内視鏡技師が指導
に当たり各メーカーにも協力をお願いした。参加者が充分トレーニンクできるよう配慮した。さらに、より充実
したトレーニングを目的として、膵胆管処置具をテーマにスペシャリストセミナーを単独開催した。処置具の特
性や手技についての資料も技師会で作成した。2007 年に愛媛で行われた内視鏡機器取り扱いセミナー参加者にア
ンケート調査を行い、内視鏡処置介助の現状を調査し現場の求めるニーズを探った。
【結果】
アンケートの対象者数は 111 名 アンケート回収率は 109 名 94％であった。
参加者の持つ資格は看護師、
第 1 種内視鏡技師、准看護師、2 種内視鏡技師の順に多かった。内視鏡勤務年数は 5 年以上が最も多く 43％、次
いで 3～5 年が 23％、1 年以下 8％、1～2 年 10％、2～3 年は 6%であった。治療内視鏡の処置介助の現状は日常的
に行われる処置であるポリープのスネアリング、カット、止血クリッﾌﾟ操作などは、「している」｢時々している｣
をあわせると 50％以上の看護師、技師が行っていた。難易度が高いと思われる留置スネヤーの操作、膵胆管のガ
イドワイヤー操作 チューブステントの留置、薬剤注入も 30%以上の者が行っている。難易度が高いと思われる
胆石などの砕石介助は 37％金属ステントの留置 23%スネヤーの通電は 23％であった。参加者の 87 名が「内容が
面白く大変参考になった」と答え、疑問が解決できた、このような機会をもっと多く作ってほしい、などの意見
も聞かれた。
【考察】
内視鏡処置介助は『保助看法で定める看護師業務の「診療の補助」に当たり医師の指示の基づき行う、とされ
ている。しかしその業務範囲は医師の考え方や各施設の事情により異なる。いずれにせよ専門職として「内視鏡
処置介助の流れが解り、適切な処置具が選択でき処置具の前準備が出来る」ことは当然であると考える。私たち
は専門職としてこれのスキルアップに努めなければならない。
今回この到達目標が達成できたかは不明であるが、
今回提供したトレーニングは参加者の効果的な技術習得の場とし役立ったと思われる。今後ますます技師の技量
が要求される時代である。当技師会はこのようなトレーニングの場を通し内視鏡従事者のスペシャリスト育成に
寄与できればと考える。
【参考文献】
1)日本消化器内視鏡技師会国家認定推進委員会；委員会レポート・日本消化器内視鏡技師会報 No.38.2007.3.
2)加藤 済仁、ほか：看護師の注意義務と責任、新日本法規出版株式会社

連絡先：〒763-8502 香川県丸亀市城東町 3-3-1
香川労災病院

℡ 0877-23-3111 FAX 0877-24-1147

Ｓ-2 岡山県内視鏡看護勉強会報告第 2 報（内視鏡 Q&A 集の作成）
岡山労災病院１）倉敷第一病院 2）岡山中央病院 3
○ 梶原みゆき,遠部絹子１） ,島津志織 2）,梶原里美 3），蓮岡英明 3）
〔はじめに〕
岡山県内視鏡技師研究会（以後県技師会）を母体として、県内内視鏡施設への呼びかけを行い、岡山県内視鏡
看護勉強会を平成 18 年 5 月より開催し、その発足から現状について昨年度の当学会で報告したが、今年度も積極
的な意見交換の場を設けることができている。各施設において困っている多数の質問が各回のテーマに沿って寄
せられ、対応しているが、その場でだけでなく県内他施設でも有効活用できるかと考え内視鏡看護 Q&A 集の 19
年度版を作成した。
〔方法〕
平成 19 年度はテーマとして、情報交換、セデーション、記録・クリティカルパス、施設見学、前処置法、ここ
だけの話！失敗談・ヒヤリハット、機器講習、内視鏡技師教育を取り上げ、15～20 施設、平均 35 名の参加があ
り、グループディスカッション・講演会などの方法を用いて開催してきた。毎回さまざまな現場の生の疑問点が
飛び出し、参加者のみならず、他の会員からもそのまとめを希望する声が大きかったため、勉強会世話人を 2 グ
ループに分け、その 1 グループが作成を担当した。

H１９年度
月

日

テ

ー

年間計画（表１）
マ

開催場所

４月２１
４月２１日

打ち合わせ（役員）
打ち合わせ（役員）

労災病院

５月１９日

教育

労災病院

６月１６日

ヒヤリハット

津山中央病院

７月２１日

施設見学（佐藤胃腸科外科）

佐藤胃腸科外科

８月１８日

洗浄と履歴管理
洗浄と履歴管理

労災病院

９月１５日

機器講習会

岡山日赤病院

１０月２０日

第５９回日本消化器内視鏡技師学会

（大阪国際会議場）

１１月１７日

講演・
PEGの色々（蓮岡英明）
講演・PEGの色々（蓮岡英明）

岡山中央病院

・PEGの皮膚トラベル
PEGの皮膚トラベル((藤井和恵）

１２月１５日

医師からのヒヤリハット

労災病院

１月１９日

施設見学（倉敷中央病院）

倉敷中央病院

表 1：平成 19 年度の勉強会年間計画 テーマを決めての開催が４回と施設見学２回、機器講習を含
めての講義が２回でした。

Q&A集

図1
図１：19 年度 Q&A 集 ３５部作成各施設に配布しました。

〔結果〕
Q&A は多岐にわたり、感染管理、機器･処置具の洗浄、前処置、セデーションなど、それぞれの会のテーマのみ
ならず日ごろ悩んでいることがその場で質問として上がり、参加施設の中で経験した施設からの回答や持ち帰っ
て文献、メーカー、医師などからの情報収集を行って次の会で回答をしてきた。質問・回答数は上半期で約 60
件、平成 19 年度一杯で年間をまとめ、参加 35 施設会員に配布した。
〔考察〕
発足２年目に入り、それぞれのテーマに関してのより深いディスカッションと今回のような具体的な成果物が
でき始めている。２年間の活動の教訓を生かし、20 年度の活動としては、19 年度に引き続き 20 年度版 Q&A 集作
成と内視鏡検査の基礎である GIF について、医療者側の視点からだけでなく、患者さまの視点を重視した基本と

なるオリエンテーション・マニュアルの作成、内視鏡技師としての知識・技術の向上を図ることを考えています。
２時間の活動のうち１時間を講義を主体に組み、もう１時間で県内内視鏡看護の標準化に向けた取組みを行う予
定です。
今後もこの会を通じて、お互いの連携を図り、知識を高め、岡山県の内視鏡看護の標準化・レベルアップを図
り、検査を受ける方の安全・安心につながるようにすすめていこうと考えています。
連絡先：〒702-8055 岡山市築港緑町 1-10-25

℡ 086-262-0131

Fax 086-262-3391

Ｓ-3 チーム医療における内視鏡技師としての専門業務について
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、山口朱美、時岡 聡、森田英次郎、竹内利寿、梅垣英次
【背景】
当院における消化器内視鏡センター
（以下センター）
は平成 14 年より，
各科の垣根を取り除いた大学病院
（1024
床）の中央診療部門として構成され，安全で質の高い医療の提供と効率的な運営を目指して業務体制の統一化を
図ってきた．
【目的・方法】
センターにおける内視鏡技師（以下技師）としての役割や教育体制，新しい取り組みについての現況と今後の
問題点を考察する．
【結果】
(1)スタッフの役割として，技師は内視鏡機器，処置具の準備や点検，ファイリングシステムの管理，検査介助等
の技師業務（機器側管理）を行い，看護師は検査予約から内視鏡前処置，患者介助等の看護業務（患者側管理）
を中心とした分担業務を行っている．
(2)センター内におけるトレーニングは，医師・看護師・技師，各々の職種別で，センター内のカリキュラムによ
るクリニカルラダーを導入し，段階に応じた教育を行うことでセンターとしての統一性を目指している．
(3)チーム医療として，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っている．特に ESD では治療病変の部位や大きさから，過去の ESD を参考
に，技師がデバイス・使用スコープ・局注液等を選択し準備を行っている．
(4)最先端医療に関する取り組みとして，逆流性食道炎に対する内視鏡治療として，ELGP(経内視鏡的吻門部縫縮
術)を平成 17 年 4 月から導入し，内視鏡への専用器具の装着や吸引圧の設定を行っている．
(5)平成 17 年 10 月からカプセル内視鏡（Given Imaging 社製 Pill Cam® SB 以下 CE）が保険診療適応となり，
医療従事者にも取り扱いが可能になったことから，業務スケジュールに応じて，技師による準備から患者取り
付けを行い，併せて画像ダウンロード及び画像解析の試みを医師と共に行っている．
【考察】
1.役割分担を行うことで業務責任が明確になり，リスクマネージメントに有用であった．
2.段階に応じた教育体制により，経験に応じた教育ができ，さらに院内カンファレンスや研究会等に参加するこ
とで，より専門性の高い知識を得ることが出来た．
3.治療時間の比較的長い ESD 等の介助を行う際には術前から形態，部位，範囲等を把握し術者とストラテジーを
相談した上で，機器の準備を行い，治療時には展開を予測しながらデバイスに応じた適切な高周波の条件変更
を適宜行うことで，治療時間の短縮となった．また，ELGP やダブルバルーン内視鏡の準備や介助においても，
十分な理解と慎重な操作が必要であるが，技師が専門業務として積極的に関わることで円滑な治療体制が構築
できた．
4.CE への取り組みとして，技師が患者にカプセル装置の取り付けから嚥下操作，検査終了後の画像ダウンロード
を行い，どこの臓器を通過しているかの指標付け（ランドマークキャプチャー）を行うようになったことで，
医師による画像解析までの作業時間を減らすことにつながった．現在，CE は小腸のみを対象としているが，次
世代の CE として食道用・小腸用・大腸用が開発されており，今後は検診目的等で CE の需要増加が考えられる
ため，技師の専門業務として確立が必要である．
5.最先端医療に積極的に関与することで，技師としての専門的役割が向上しつつあるが，問題点として慢性的な
スタッフ不足であるため，十分な治療体制の構築が今後の課題である．

【結語】
チーム医療は，それぞれの専門性を生かし，その役割分担を明確化にすることで，より一層安全で質の高い医
療を提供することが可能になると考える．
参考文献
只石裕子, 井上小百合, 杉本奈帆美ほか：ESD 看護の新たな展開 チーム医療で取り組む継続看護を目指して：日本消化器内視鏡技
師会会報：40 号 ：Page59-61：2008.03
1） 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
2） 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
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5） 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
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の役割 内視鏡技師の立場から：Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)：48 巻 Suppl.2 ：Page1914：2006.09
8） 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 ： 〒 869-0802

大 阪 府 高 槻 市 大 学 町 2-7
℡ 072-683-1221

Ｓ-4 内視鏡技師の業務～検査室での役割と院内で求められる領域と展望
神戸大学病院 光学医療診療部
臨床工学技士/内視鏡技師 吉村 兼
はじめに
臨床工学技士(＝CE)という立場での内視鏡業務を手掛けて 10 年目を迎えた。施設環境の変革以上に、内視鏡
検査・治療における技術の発展は目覚ましく、内視鏡業務の魅力は色褪せることはなかった。激動の月日の経過
の中、
『臨床工学にとことん拘った内視鏡技師としての業務（以下 技師業務）
』を時代の最先端で確立するため、
虎視眈々と地盤を築き、現状では専属で 4 名の CE が日々の内視鏡検査・治療において技術提供するまでになって
いる。
当診療部での役割
内視鏡検査・治療は機器に依存しており、機能低下によって医師に与えるテクノストレスは勿論、それに伴う
検査・治療における質の低下は患者サービスの中で最も回避すべきことである。機器専門の CE が日常から定期で
メンテナンスすることによってトラブルを回避し、まさかのトラブル発生時には迅速かつ的確なトラブルシュー
ティングによって現場で解決を行なう保守管理に加え、使用後は感染性有機物の除去に徹した洗浄処理を前提に
消毒または滅菌を施す洗浄・消毒・滅菌管理を行なっている。近年最も内視鏡治療で注目されている ESD では、
内視鏡医の直接介助を担当しており、高周波デバイスに最適な出力モードに設定し、状況に応じて出力の微調整
を行ないながら、内視鏡医と阿吽の意思疎通による処置具の操作と受け渡しを行なっている。技師業務は機器の
保守、感染管理と検査・治療における介助が中心であるが、内視鏡に特化した医療材料の定数管理も行なってい
る。当診療部では医師と看護師、技師の業務が明確に分担されており、お互いを尊重しながらチーム医療を展開
している。

院内で求められる領域と展望
軟性鏡の洗浄消毒に関し、院内統一マニュアルを作成したことが切っ掛けで他の診療科からも技術提供の要請
が徐々に高まり、
院内全域で診療科、
軟性鏡や硬性鏡を問わない内視鏡専門業務の確立が必要になってきている。
これに追い風となったのは平成 20 年 4 月から実施された業者立ち会い規制である。
この規制で最も危惧されたの
が鏡視下手術であった。食道胃腸外科、肝胆膵外科、呼吸器外科、泌尿器科、整形外科、耳鼻科、小児外科、産
婦人科、脳神経外科など、多くの診療科が共有の内視鏡システムを使用しながらも、各診療科で異なるビデオス
コープ、光学視管、カメラヘッド、を使用し、症例ごとに内視鏡システムと対面モニターの配置がことなるとい
うこともあり、一部の診療科から相談を受けていた。業者の立ち会い頻度は鏡視下手術の症例数の多い診療科ほ
ど深く、規制に関する深刻さにはギャップがあったが、全ての診療科に対し平等な技術提供を前提とし、平成 20
年４月の独立を目指してきた。
現状の鏡視下手術における技師業務内容を図 1 に表記する。４名で従来の内視鏡業務と鏡視下手術を平等に行
なうには人員不足であり、現状では業者が関わっていた内容とビデオスコープ、光学視管、カメラヘッドの定期
保守管理の範囲に限定しているが、当方が望めばリユースの硬性鉗子やディスポ処置具の定数管理なども引き継
ぐ事になる。光学機器を専門とする内視鏡技師が手術室に入ることによって当診療部と同じようにテクノストレ
スを感じる事無く手術に専念できる環境をまず築き上げなければならない。消化器内視鏡領域で培ってきた軟性
鏡の知識と経験は手術室でも十分通用する基礎となっており、個人的には手術の器械出しの地位まで昇格したい
と考えている。
終わりに…
内視鏡室は最先端だが、他部門は紀元前という院内の灯台下暗しは実際に多いのが現状ではないだろうか。新
大陸（消化器以外の診療科）に内視鏡技術と変革を齎すべく日々努力していきたい。
連絡先：神戸大学病院 光学医療診療部
TEL：078-382-5111 内線：2881
E-mail：ce.yoshimura@mac.com

Ｓ-5 業者立ち会い規制に対する内視鏡技師の対応
～簡易手順書を利用した内視鏡処置具管理の一案～
京都大学医学部附属病院 医療器材部
内視鏡技師（臨床工学技士）○新田孝幸
臨床工学技士
福山純也・樋口浩和
【背景と目的】
近年、内視鏡検査は多様化し、様々な処置が行われてきている。また 2008 年 4 月より、業者による立ち会いの
規制が強化され、内視鏡技師による適切な介助などの役割はさらに重要となってきている。今回、オリンパス社
の協力を得て、立ち会い規制に対応した管理方法の一案を考え、安全に行える技師業務の改善を試みたので報告
する。
【現状】
内視鏡処置具は多種多様で、すべての構造操作を覚え介助を行うには時間がかかり、一度覚えても時間が経つ
と勘違いを起こすなどの問題があった。また、施設内の工夫だけでは安全性を確保できない可能性もあった。一
方、製品の取扱説明書は、すべてを網羅した形で作成され、ＰＬ（製造物責任）法の観点もあって警告、注意、
禁忌事項といった内容が最初に記載されているが、はじめて製品を使用する利用者にとっては、非常に理解しに
くい。製品が多様化するほど取扱説明書も複雑化してしまい、本来、利用者の手助けとなるはずの説明書が使い
難いケースになる場合もめずらしくない。
【方法１】基本操作ガイド（処置具簡易手順書）の作成
そこで例として砕石具を取上げ、製品理解を深めるための導入段階説明として、基本操作ガイド（処置具簡易
手順書）の作成を行った。作成に際しては導入段階の手順として適切かどうか、メーカーと協議しながら作業を
進めた。
基本操作ガイドの内容としては、

①砕石具の名称と構造を必要最小限の内容で記載した。
②組立方法については、実際に組み立てる場合と同じ形に見えるように製品図を配置し、その周りに簡素な言葉
で各手順を記載した。
③使用方法では、準備段階から症例終了までの砕石具の操作手順を記載し、それぞれの段階の注意点を記し、全
体の流れと各項目が容易に理解できるよう作成した。
（図１）
④分解方法やメンテナンス方法、砕石時のトラブル対応方法についても同様に簡素、かつ、わかりやすい図や言
葉で記載を行った。
⑤理解した項目にチェックができるようチェック欄を設けた。
また、使用方法などの空いたスペースに気付いたことを書くようにした。
こうして作成した基本操作ガイドを活用して、製品の基礎知識を得た後に、取扱説明書で細かい内容確認を行
うようにした。
【方法２】実際の立ち会い対応
４回までの安全使用のための立ち会いで確実に理解をするため、まず、事前に取扱い等の打ち合わせを行い、
次に作成した基本操作ガイドを元に、各段階での理解度をチェックしながら進めるようにした。また、実際の立
ち会いでは、基本的に技師のみで作業し、補足を業者にしてもらうようにした。
【結果】
４回の立ち会い終了後に立ち会いがなくても、基本操作ガイドでの確認が可能なため、いつでも安全、確実な
介助ができるようになった。また、同じものをコピーして使用することで、ほかの人への説明にも使用できるよ
うになった。
【考察】
この手順書を利用することは、理解したつもりでも、忘れてしまいがちな処置具の構造、使い方が常に確認で
き、処置中に気づいたことを記入できるので内視鏡処置に関わる技師にとっての安心感にもつながり、安全性の
向上に役立つと考えられた。
【課題】
各メーカーの内視鏡機器や処置具への水平展開。

【結語】
今後、技師の役割がさらに重要となる内視鏡処置において、安全な対応を行うためには、単に各施設の工夫だ
けでなく、メーカーの協力を得ながら、今回のような基本操作ガイドを利用して使用方法を充分理解し、その上
で安全なマニュアルを作成、活用することが大切と考えられた。
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）

S-6 当センターにおける業務分化
日鋼記念病院 消化器センター
内視鏡技師¹、臨床検査技師²、臨床工学技士³看護師⁴
○内藤 健 1.2、野木 育恵 1.3、高木 敦子 1.4、水野 てるみ⁴
【はじめに】
近年の医療情勢で医師・看護師不足が叫ばれる中、個々にかかる負担は計り知れない。内視鏡業務は治療技術
や、機器の進歩により難度の高い治療が増えており、安全な医療を提供するために内視鏡技師として協力出来る
点を模索した。
【背景】
当センターは、2006 年まで、医師 10 名、看護師 4 名、検査技師、工学技師、助手、クラーク各 1 名全員で検
査・治療の運営に当たり、助手やクラークが受療者介助を行うことや、看護師が技術介助を行うことが日常であ
った。しかし、同年４月以降内視鏡施行医師数の減少が続き、現在は常勤４名と非常勤２名となった。また、当
院の方針として、救急救命センターの充実などにより当センター看護師２名が減員された。
その補充として検査技師 1 名の増員を機に、受療者により良いセンター構築を目指し、かつ、不足している医
師・看護師にかかる負担を減少させるため、看護師業務と技師業務を完全分化させたので、これを報告する。
【方法】
当センターでの検査・治療を省み、看護的業務、技師的業務を線引きし、看護師は受療者自身に関わる看護的
業務を担当し、技師は検査・治療の技術的介助、洗浄・消毒をはじめとする感染管理などを担当する。
クラークは事務全般、助手は直接的に受療者に携わらない部分での助手を担当する、以上のように、各々の業
務を明文化した。
【結果】
当初は、
以前同様に看護師のみでの検査施行や、
助手が受療者介助や検査介助を行うような場面も見られたが、
再度、専門性を生かした業務を行うことで、安全性が増すことを話し合い、継続的に業務を明確にすることで徐々
に慣れた。また、以前は個々に受療者情報を把握しており、共有化がなされていなかったが、業務分化後は、医
師とのカンファレンスや、スタッフミーティングにて、検査・治療の情報等を提供しあい、情報の共有化がスム
ースに行えている。
問題点としては、業務を分化したことにより、
①１検査に対し、看護師・技師が各 1 名ずつ担当するため、所要人員が増えた
②看護師は、技師とセットで受療者介助を行うことから、他科からの応援看護師で対応可能だが、技師業務は、
応援スタッフでの対応は不可能なため、休暇取得などに制限が生じることがある
③全身状態の不良な受療者や、鎮静剤使用時には、看護師は直接介助と記録等の間接介助の２名を必要とするた
め、検査制限を強いられることがある
以上が今後の課題ではあるが、現体制に、医師や周囲からのクレームはない。
【考察】
現在は、看護師、技師の人員バランスが保たれ、相互が自然と協力し合える環境となっていると考えられ、こ
の人員バランスこそが、業務分化構築の上で重要ではないかと考えます。
内視鏡技師には明文化された職務領域は存在せず、ベースとなる資格によって可能な業務が、大きく左右され
るところがあると考えておりましたが、’07 年度版 技師会紀要に内視鏡従事者の業務表が記されており、これ
こそが当センターの理想型であると考えます。

【結語】
今回、看護師業務と技師業務の完全分化を行うことで、更なる安全性の向上と、より高度な専門性を発揮でき
る環境を整えた。これにより看護師は内視鏡看護に対し、技師は治療技術のみならず、室内環境を含めた安全対
策に対しての知識・意識が向上した。
このことより、受療者にとってより安全で、質の高い内視鏡検査・治療、環境を提供することが可能となった
が、これに満足することなく、今ある問題点を改善し、さらに上質な医療を提供できるよう、内視鏡技師として
努力を続けなければならない。
【参考文献】
1)有限責任中間法人日本消化器内視鏡技師会 2007 年度版紀要

連絡先：〒051-8501 北海道室蘭市新富町 1-5-13
℡0143-25-1331 内線 8667 Fax0413-24-1064
E-mail takeru.naitoh@nikko-kinen.or.jp

Ｓ-7 内視鏡チーム医療から見た技師の役割
戸田中央総合病院 内視鏡室１）、同 消化器内科２）、東京女子医科大学病院 消化器病センター３） 東京医科大
学病院 内視鏡センター４）、亀田幕張クリニック 消化器内科５）、至誠会第二病院 外科５）、至誠会第二病院７）、
昭和大学藤が丘病院 消化器内科８）、昭和大学藤が丘病院 内視鏡室９）
○土田美由紀１）、原田容治２）、中村真一３）、鈴木英一３）、河合隆４）、中島文子４）、和田亮一５）、鎌田博之５）、吉田
一成６）、小久保潤６）、遠藤豊８）、藤森弘樹９）
最近では、医療の現場だけでなく臨床研修の場においても「チーム医療」は最も基本的な項目として重要視さ
れている。当然、消化器内視鏡の分野においても同様でチーム医療が大切なことは言うまでもない。しかしなが
ら、
「医師は医師」
、
「技師は技師」としてそれぞれ個々に活動しているのが現状である。今後の日本消化器内視鏡
技師会（以下、技師会）活動も日本消化器内視鏡学会とは離れて独自開催の方向へ進む予定であり、寂しくそし
て不安も感じている。また、内視鏡技師会員はもちろん内視鏡医師からの国家認定化の要望は多く、技師会の組
織として国家認定推進委員会が内視鏡技師の国家認定化に向け現在活動を行っているが、国家認定にはハードル
がまだまだ高いのが現状である。
われわれは、消化器内視鏡に携わる医師（以下、内視鏡医師）と内視鏡技師をセットで勉強する「チーム医療」
という考えのもと、関東中心で内視鏡医師と技師の連携を目指して「消化器内視鏡チーム医療懇話会」
（以下、チ
ーム医療懇話会）を発足した。この様な企画は今までにはなく、技師を育てることに前向きである内視鏡医師と
そのもとで業務をともにする内視鏡技師の中で賛同を得られた施設を中心に、チーム医療懇話会を開催した。
チーム医療懇話会においての意見交換会では、現状把握を目的に施設における内視鏡医師と従事者の関わり方
の現状をアンケート形式で調査したところ、内視鏡技師としてどこまで行なってよいのか不安である、異動問題
が多くあげられた。これは現在の内視鏡技師は国家資格ではなく、内視鏡技師としての業務範囲が確立されてい
ないことから現場では不安を生じていながら業務遂行している、さらに安全で高度な治療を行うために、熟練が
必要とされるにもかかわらず、業種によっては異動も多いことなどから、国家認定化の要望が多かった。これら
の意見から、チーム医療懇話会は、内視鏡医と内視鏡従事者が同じテーマに対して有益な意見交換を通して現場
で活かすことができる知識の習得を目指すことを目的としたいと考える。そこで、チーム医療の中での技師の役
割とは、①業務範囲を明確に、正しく遂行できること、②医師が求める技術の習得、③種々の機器やデバイス等
の理解とその実施、④チームでできる研究テーマの構築、⑤学会発表や論文においての協力であると考える。以
上より、医師は内視鏡技師にどこまで期待するのか、そして技師はどこまでその期待に応えられるのか、大きな
課題である。
（予報集転載）
連絡先：〒335-8555 埼玉県戸田市本町 1-19-3
℡ 048-442-1111
fax 048-441-9266

