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内視鏡による
術前マーキング法の基礎知識

　術前マーキングとは，胃・大腸の手術

（特に腹腔鏡下手術）において，病変部お

よび切除ラインのマーカーとして術前に目

印を付けることです。目印を付ける方法に

は，術中に目視できるようにするための点

墨法と触知するためのクリッピング法があ

り，当院では点墨法とクリッピング法を併

用しています。点墨法は，氏家らが1972年

に内視鏡所見と切除標本を対比するために

用いたのが最初の報告になります１）。

　最近では，術前マーキングは当たり前の

ように行われていますが，基準やガイドラ

インは少なく，各施設で手技や墨汁の量な

どを工夫しているのが現状です。

内視鏡による
術前マーキング法の種類

●点墨法
　点墨法は，病変近傍の粘膜下層に内視鏡

用局注針を用いて墨汁を注入する方法で

す。術前に粘膜下層に局注することにより

漿膜面まで染色され，術中に腹腔内から黒

色斑として認められます。術中に容易に目

視できるため，病変部位の確認や切除範囲

の決定に有用です。

●クリッピング法
　術前に病変近傍にクリップを数本打ちま

す。術中にクリップを触知することで病変

部位や切除範囲を確認することができま

す。クリップは脱落する可能性があるた

め，術前マーキングとしては点墨法とク

リッピングを併用することが望まれます。

点墨法の手技とその介助

●準備する物

１mLシリンジ（墨汁用），10mLシリ

ンジ（生理食塩水用），滅菌処理した

墨汁0.1 ～0.2mL（市販の墨汁でも可

能），生理食塩水（生食）20mL，内
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　内視鏡用局注針（以下，局注針）は，各

社がグリップの形状やチューブのタイプ，

針先の形状，針突出長によるラインアップ

をそろえており，どれも操作性に優れてい

ます。現在，ボストン・サイエンティフィッ

クジャパン社，オリンパス社，トップ社，

ペンタックス社，メディコスヒラタ社が販

売しています。前者の３社は26Ｇ針を製

品化しています。また，トップ社は25Ｇ

鈍針，針突出長2.5mL，内容量0.3mLを点

墨用として販売しています。

　当院では，局注針はシュアリフター26Ｇ

３mm鈍針（ボストン・サイエンティフィッ

クジャパン社）を使用し（写真１），墨汁
は市販の書道用墨汁を２倍に希釈して滅菌

処理したものを0.2mL注入します。

●手技
　点墨法には次の３つの手技があります。

①直接法：局注針のシース内を墨汁で満た

し，穿刺針を粘膜に刺して直接墨汁を注

入します（図１）。
　この方法は，直接墨汁を注入するた

め，穿刺の深さが重要です。穿刺が浅い

場合は，腸管内に墨汁が漏れ出し，粘膜

下層に注入されないため，術中に目視で

きないという結果になります。一方，穿

刺が深い場合は，腹腔内に墨汁が散らば

り黒く染色されるため，術中視野の妨げ

になります（写真２）。
②生食併用法：局注針のシース内を生食で

満たしてから，穿刺針を粘膜に刺して生食

を注入し，膨隆が形成されたらいったん局

注針を抜きます。次に，墨汁を満たした

局注針を挿入し，生食で膨隆した部位に

再穿刺して墨汁を追加注入します（図２）。
　この方法では，局注針を２回出し入れ

する必要があります。また生食と墨汁は

シース内を満たす分と注入する分の量が

必要となります。２本の局注針を準備し，

生食用と点墨用に分けて使用している施

設もあります。

③サンドイッチ法：まず，生食で軽く膨隆

を形成し，穿刺したままの状態でシリン

ジを変えて墨汁を注入します。さらにシ

リンジを変えて生食でフラッシュし，

シース内にたまっている墨汁を注入しま

す（図３）。
　この方法は，１本の局注針を使用して

１回の穿刺で行います。生食と墨汁をそ

れぞれ入れたシリンジだけを交換しなが

ら連続して注入する方法であるため，操

作は簡便です。生食併用法とサンドイッ

写真１  シュアリフター内視鏡用局注針

写真提供：ボストン・サイエンティフィックジャパン社
シース内を墨汁で満たし直接注入

図1  直接法
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②針を抜く①生食注入 ③シース内を墨汁で満たし注入

図２  生食併用法

②針を穿刺したまま墨汁注入
（墨汁はシース内にとどまる）

①生食注入 ③針を穿刺したまま生食注入
（シース内の墨汁を生食で押し出す）

図３  サンドイッチ法

写真２  腹腔内への多量の墨汁漏れによる術中の視野不良 P．１に
カラー写真
掲載

78 消化器看護 がん・化学療法・内視鏡 Vol.23 No.4



チ法は，生食で膨隆を形成した上で墨汁

を注入するため，確実な点墨が可能です。

＊　＊　＊

　当院では，全例サンドイッチ法を行って

います。当院で行っているサンドイッチ法

の手技を紹介します。

①点墨する部位を施行医と共に確認します

（写真３－A）。
②シース内を生食で満たした局注針を施行

医に渡します。

③目的の部位に穿刺針を刺し，生食（10mL

シリンジに準備）を注入してわずかな膨

隆をつくります（写真３－B）。
④穿刺針は刺したままで，墨汁0.2mLを

入れた１mLシリンジに変え，ワンショッ

トで注入します。

⑤③で使用した生食の残るシリンジに変

え，生食を注入します。

⑥墨汁が注入されると，膨隆が黒色に変化

し，大きくなります（写真３－C・D）。
黒色変化を十分に確認したら，生食注入

を終了します。

●介助のポイント
　点墨法は穿刺深度が重要です。確実な方

法は，粘膜下層に墨汁を注入することで

す。これにより，漿膜面まで染色され，術

中に黒色斑として明確に目視することが可

能になります（写真４）。

Rs全周性２型腫瘍 生食を注入

墨汁が注入されると，隆起は黒色に変化する 点墨終了後

■A

■C

■B

■D

写真３  サンドイッチ法による点墨の実際 P．２に
カラー写真
掲載
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　また，常に安定した視野が確保できるわ

けではありません。腫瘍の部位・大きさ・

形態，前処置の状態，さらには患者の状態

などにより，視野の確保が困難な場合は少

なくありません。介助の際には，迅速に行

うことが重要です。良好な視野が確保でき

ない場合でも，少ないチャンスを狙って迅

速に，しかも確実に穿刺し注入しなければ

なりません。そのために必要な事項は次の

４点です。

①事前の情報収集（腫瘍の部位・大きさ・

形態，術式，患者情報，前処置など）

②施行医との点墨部位についての事前の打

ち合わせ

③施行前準備（必要時は前投薬，バイタル

サインチェック，必要物品の準備）

④点墨の部位は腹壁側を確認後に決定（水

のたまりや腹壁を押さえて確認）

●処置後に起こり得る留意事項と対策
　内視鏡挿入下での施行のため，通常の内

視鏡検査でも起こり得る出血，穿孔，虚血

性変化などの偶発症の発生に留意しなけれ

ばなりません。

　腫瘍が存在するために前処置が不良であ

る場合や視野の確保が困難である場合は，

過剰送気になりやすいと思われます。穿刺

が深く，腹腔内に墨汁が散らばると，限局

性腹膜炎の発症の可能性が生じるため，発

熱や腹痛の出現につながります。したがっ

て，終了後には腹部状態や全身状態に変化

がないかを観察する必要があり，変化があ

れば医師へ報告します。また，急変時にも

対応できるような体制づくりも重要です。

クリッピング法の手技とその介助

●術前マーキングとしてのクリッピング法
　術前に病変近傍にクリップを数本打ちま

す。クリップ１本では脱落する可能性があ

るため，腫瘍と同レベルの部位に２本並べ

て打つ，または腫瘍の口側と肛門側の２カ

所に打ちます。

　このクリップは，術中に触知して病変部

位や切除範囲を確認することが目的です。

大腸においては，術前精査としてのCTコ

ロノグラフィー施行時の部位の同定にも有

用です（写真５）。
●準備する物
　クリップ装置には，回転クリップ装置

（オリンパス社）とゼオクリップ（ゼオン

メディカル社），リゾルーション360（ボ

ストン・サイエンティフィックジャパン

社）があります。

内腔側 漿膜側

写真４  良好な点墨が施行された手術標本 P．２に
カラー写真
掲載
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　当院では，回転クリップ装置HX-110QR

を使用しています。クリップは，粘膜に対

して食い付きの良い爪角度90度のノーマル

クリップ（イエロー：HX-610-090），爪角

度90度のロングクリップ（ブルー：HX-

610-090L），一般的な止血処置に使用する

爪角度135度のノーマルクリップ（ピンク：

HX-610-135）を使用しています。術前マー

キング時には，高い把持力の爪角度90度

のクリップを優先的に選択しています。

●手技・介助のポイント
　一般的に，クリップは数日間で脱落する

と認識されており，術前マーキングのク

リップは脱落しないように確実に打つ必要

があります。そのため，クリップを打つ粘

膜面の選択，角度などを施行医と相談しな

がら行うことが重要です。また，管腔内の

空気を吸引し，やや管腔を虚脱させてク

リッピングすると深く打つことができます。

　当院における基本的なクリッピングの手

技は次のとおりです。

①クリップ装置は処置具ハンガーに準備

し，クリップは専用のワゴンに常備しま

す。常にすぐに対応できるよう準備して

おくことが大切です。

②内視鏡技師はクリップ装置にクリップを

装填したら施行医に手渡し，施行医は鉗子

チャンネル内にクリップ装置を入れます。

③内視鏡先端からクリップ装置が出たら，

施行医は両手で内視鏡を操作し，内視鏡

技師は両手でクリップ装置を操作します。

④内視鏡技師は右手でクリップ装置のリン

グとスライダーを把持し，左手で内視鏡

鉗子口によりシースを把持しながら，押

し引きの微調整を行います。

⑤クリップの向きを変えたい場合は，リン

グとスライダーの間にある前後に動かし

てもクリップの開閉に影響しない遊びの

部分を利用し，前後に小刻みに動かす

と，少しずつクリップが左回転します。

これにより，回転クリップを回さずにク

リップの向きを変えることができます。

⑥目的の部位にクリップを打ちます。この

時，内視鏡技師は施行医の内視鏡操作・

吸引のタイミングに合わせ，鉗子口に置

いている右手でシースを押し引きして微

クリップ

仮想注腸像

クリップ

クリップ

腫瘍 腫瘍

仮想内視鏡像

クリップ

写真５  CTコロノグラフィー画像

P．２に
カラー写真
掲載
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調整を行いながら，確実に粘膜を把持し

ます。

●処置後に起こり得る留意事項と対策
　クリッピング法は，内視鏡治療において

偶発症の防止目的に日常的に行われていま

す。基本操作を誤らなければ，安全性の高

い処置と思われます。

　しかし，文献上，いくつかの偶発症の報

告も見られます。Ｓ状結腸腫瘍の術前にか

けたマーキングクリップの爪が腸管外へ露

出して穿孔した症例２）や，横行結腸にか

けたマーキングクリップが結腸壁を貫いて

回腸を把持し，さらに口側の回腸がはまり

込み，絞扼されてイレウス状態になった症

例３）などです。頻度は低いものの偶発症

の発生は皆無ではないため，腹部症状など

の患者状態を観察することが重要です。

術前マーキングの看護のポイント

　既往歴，現病歴，ADLなどの患者情報の

把握，および目的の腫瘍の状態（部位，大

きさ・形態，術式）の把握が重要です。ま

た，前処置による腹部状態の変化に注意し

ます。術前の患者は，前処置不良になりや

すく，前処置による腸閉塞を合併する可能

性もあります。前処置中の反応便の状況や

腹部状態は，特に注意しながら観察しま

す。腹部症状が認められる場合は，医師へ

の報告が必要です。

　術前マーキングは内視鏡下での処置にな

るため，通常は鎮静剤などの前投薬を行い

ます。その場合は，血管を確保しモニター

管理の上，バイタルサインや患者状態の変

化に注意します。

　終了後も，患者の訴え，気分不良の有無，

腹部症状の有無などに十分注意しながら観

察する必要があります。また，点墨後は排

便時に墨汁が交じることを事前に説明し，

患者が便の色を見て驚くことのないように

します。そして，最も重要なことは，患者

にとって手術への不安や今後の経過に対す

る不安などが強い時期であることが推測さ

れるため，患者の心理状態に配慮しながら

声かけや観察を行うことです。

点墨は穿刺深度が重要。確実に粘膜下層に
注入するために，生食による膨隆を
確認してから墨汁を注入する。

点墨は穿刺深度が深いと腹腔内に墨汁が
散らばる。クリップは爪が腸管外に
突出する危険がある。そのため，
介助時は無理をせず，慎重に行う。
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