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内視鏡室 主任看護師／消化器内視鏡技師

●上部消化管内視鏡検査観察中の画面が止まり病変部を
検査医が注視したら，「生検かも」と心の準備をしよう！

●大腸内視鏡検査中の検査医の手元に注目しよう！

検査中の患者や医師の動き，
スコープの挿入具合からの先読み
検査中の患者や医師の動き，
スコープの挿入具合からの先読み

特集2  内視鏡のエキスパート看護師・介助者が行っている先読みの極意

　皆さんの職場にこんな先輩はいませんか。

自分よりも先に行動して指示を出したり，

ほかの誰よりも患者の動き・変化をいち早

く察知して，素早い対応をしたりする内視

鏡のエキスパートです。この先輩たちは，

日々の業務の積み重ねから得た「先読み」

のスキルを習得しています。筆者の若いこ

ろは独学で内視鏡業務を習得せざるを得ま

せんでしたが，現在は内視鏡のエキスパー

トが増えており，職場でも先読みをするた

めの指導を受けることができると思います。

それでも，なかなか理解できない点もある

かもしれません。

　本稿では，筆者の主観的なものとなりま

すが，内視鏡検査のどのようなところに視

点を向け，「先読み」のトレーニングをし

ているのかを紹介します。

「興味を持つ」「広い視野」「情報」
　日常業務を遂行するだけでは，「先読み」

のスキルは習得できません。大切なのは「興

味を持つ」ことです。興味を持たなければ，

毎日業務を繰り返すだけとなってしまいま

す。興味を持つことで「あれ？」「いつもと

違う」と日常と非日常に気がつくことがで

きます。「デバイスの操作がいつもと違う」

「いつもと違うデバイスを選択した」など，

興味を持っていないと気がつかないことが

たくさんあります。興味を持つことが「先

読み」スキルの習得の入り口となります。

　興味を持つと，「広い視野」を持つこと

ができます。「先輩は何をしているのか」

「隣の検査室ではいつもと違う雰囲気がし

ている」などを察知することができるよう

になります。興味を持つことでさまざまな

ことが気になるようになり，「広い視野」

を持つことができます。

　「興味を持つ」「広い視野」の次は「情報」

が必要になります。情報は，知識と関係性

を持つことがあります。患者の情報はもち

ろん，内視鏡機器の情報，デバイスの情報，

最近の内視鏡業界の情報など，幅広い情報
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を得ることも大切です。

　日常の中で以上のことを気にしながら業

務を遂行していると，「先読み」のスキル

が習得できるようになってきます。

　次に，筆者が業務の中でどんなところを

見ているのかを紹介します。

マネジメント
　内視鏡検査に予約マネジメントは欠かせ

ません。

　上部・下部消化管内視鏡検査・治療，胆

膵系内視鏡検査・治療，超音波内視鏡な

ど，皆さんの施設ではどんな検査・治療を

していますか？　スコープはどの機種を何

本使用していますか？　光源装置，全自動

洗浄消毒装置は何台ありますか？　洗浄用

シンクはいくつありますか？　内視鏡検

査・治療を滞りなく実施するためにこのよ

うな自施設のハード面の限度を把握するこ

とが必要です。

　また，洗浄消毒時間，スコープのロー

テーションを考えると，午前中に可能な検

査件数が大まかに分かります。

　検査医が集中できる検査件数も把握しま

す。検査医のキャパオーバーは病変を見落

とす要因となり，患者に対してメリットは

ありません。内視鏡検査の予約に関して

は，検査医と相談しながら決めます。

問診
　内視鏡検査で最も重要なことは，また来

年も内視鏡検査を受けてもらえるようにす

ることです。継続して検査を受けてもらわ

なければ，早期発見・早期治療のチャンス

を逃してしまうことになります。

　情報収集は，患者を呼び出し，歩き方，

表情，家族の態度など目視による観察を行

うことから始まります。身体情報を理解し

どこから介助が必要なのか，一緒に来院し

た人は誰なのかなどを情報収集します。そ

して問診時には粘膜麻酔薬など薬剤を使用

していません。その状態をまずは観察して

ください。

　問診は非常に大切で，問診内容は記録と

して残すべきと筆者は考えています。ただ

し，問診が大切だからと言って時間をかけ

すぎると，すべての検査が遅延してしまう

可能性があります。タイムマネジメントも

考えながら問診します。

　問診は，安全に内視鏡検査ができるかを

判断するために行うものです。塩酸リドカ

イン製剤，鎮痙剤，鎮痛剤，鎮静剤など内

視鏡検査・治療で使用する薬剤についても，

使用できるかどうかの判断をします。もち

ろん，最終的に判断するのは我々ではな

く，検査医です。

　内視鏡治療は低侵襲医療として扱われま

すが，一般的に行われる検査と比べると，

一概に低侵襲な検査とは言えません。循環

動態にも少なからず影響を及ぼすことがあ

ります。内服確認も患者の病状を把握する

ために必要な情報源であり，抗血栓薬，血

小板凝集薬などの休薬についての情報は各

種ガイドラインに記されています。各施設

ではガイドラインに対して，スタッフ間で

統一した見解が必要です。

keywordkeyword
施設キャパ
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　内服内容で特に注意が必要なのは，循環

器系の薬です。冠動脈ステント留置術後は

休薬できません。利尿剤が多めに処方され

ている場合は，重症な心不全の可能性があ

ります。このように，内服薬からも観察ポ

イントが絞れてきます。

　不安を強く抱いている患者は，スコープ

挿入時に手で払いのけるなどの危険行動を

とる可能性があるため，検査医・検査介助

者にもしっかりと申し送りをします。検査

医と検査介助者は声かけなどを工夫して，

少しでも楽な検査を提供しようと努力して

くれるはずです。

咽頭麻酔
　咽頭麻酔は，問診から聴取した情報を基に

行います。塩酸リドカイン製剤のアレルギー

などの聴取も行い，ショックに対してもすぐ

に対応できる準備ができていると思います。

　しかし，中毒様症状は比較的見落としがち

で，気がつかないことがあります。中毒様症

状の発現時には検査医に報告し，厳重観察対

象とします。内視鏡室での勤務経験が少ない

と，どのような症状が中毒様症状なのか分か

らないことがあるでしょう。筆者が経験した

中毒様症状と思われる症状を表に示します。
中毒様症状は注意していないと見落として

しまうことがありますので，問診時の患者

の状態を観察することが大切です。中毒様

症状が最も現れやすいのは，眼の充血と首

元の発赤です。中毒様症状ではさまざまな

症状が発現します。薬剤を使用する前の状

態を観察しておかないと見落とし，ショッ

ク症状まで移行する可能性があります。

　塩酸リドカインアレルギーのある患者は

咽頭麻酔なしで検査を行うため，経鼻内視

鏡または鎮静下で行います。この時，患者

に見合った検査方法を提案できるように患

者の個別性を考慮します。上部消化管内視

鏡検査において，すべての患者に同じ前処

置をしなければならないわけではありませ

ん。そして，何が起こるのかを事前に予測

しておくことで観察ポイントが絞り込まれ，

いち早く変化に気がつくことができます。

下部消化管内視鏡検査の 
前処置
　下部消化管内視鏡検査の前処置では個別

性が問われます。排便習慣は個別性に富ん

でおり，基礎疾患の影響もあります。下部

消化管内視鏡検査の前処置が悪いと病変を

見落とす要因となります。

　大腸内視鏡的粘膜下層剝離術（大腸ESD）

が普及した昨今に見落としの要因となる前

処置不良は，患者に不利益しか与えませ

ん。前処置がなぜ不良であったのか評価を

行い，原因・要因を知ることが必要です。

keywordkeyword
問診からの情報

keywordkeyword
中毒様症状

皮膚

表情・顔色

言動・しぐさ

呼吸

行動

首・胸元の発赤，眼の充血

赤ら顔，こわばり，冷汗，眼振
（目が泳ぐ），眠気

独言，無口，多弁，脱力，振戦，
呂律不良，落ち着きがなくなる

首・胸元の発赤

不穏行動，片麻痺様症状

表  よく現れる中毒様症状

84 消化器看護 Vol.24 No.2



突き止めた原因・要因は，今後の前処置不

良の防止に役立てます。

上部消化管内視鏡検査
　上部消化管内視鏡検査は，日本中で毎日

数え切れない件数が行われています。

　上部消化管内視鏡検査において患者の頭

は写真のように支えます。首がねじれたり，
顎を引きすぎたりすると検査がつらくなる

ため，良肢位を保持するために頭を支えま

す。介助する上で最も注意を払うのは，口

腔から食道入口部です。表情・呼吸を観察

し，体動の予備動作がないか観察します。

　できれば，挿入されているスコープの長

さからどこを観察しているのかが分かるよ

うにトレーニングをします。上部消化管内

視鏡検査中の検査医の動きでも，どこを観

察しているのかが分かるようになります。

動画１（　　）で食道〜胃〜十二指腸の部
位を見ることができます。それぞれの部位

を観察している時の検査医の動きを観察し

てください（ただし，医師によって動きが

異なることがあります）。

　観察中の画面が止まり病変部を検査医が

注視したら，「生検かも」と心の準備をし

ます。近年は狭帯域光法（NBIなど）で色

素散布を使うことは少なくなりました。動
画２（　　）の生検鉗子の速さは標準的な
速度ですが，検査医によって好みがありま

す。それと，動画２は胃潰瘍からの生検で，
潰瘍病変の場合，必ず潰瘍辺縁から組織を

採取します。採取した病理検体が十分な量

かを確認し，不安を感じたら内視鏡検査が

終わる前に検査医に確認します。

下部消化管内視鏡検査
　大腸内視鏡検査では，患者に見合ったス

コープを選択することが大切です。小柄な女

性に太いスコープを使用すると，痛みの要因

となります。特に，小柄で婦人科手術の経験

者には，できるだけ細いスコープを選択しま

す。大腸内視鏡検査では身長，体重，腹部手

術歴が大切な情報となります。この情報を基

にスコープの種類と検査の順番を検討しま

す。検査途中でスコープを変更すると，検査

の順番が狂ってしまう可能性もあります。

　大腸内視鏡検査中の検査医の手元にも注

目します。挿入されている長さ，スコープ

を挿入したのに画面が進まない，スコープ

を抜いたのに画面が進むなどをよく観察し

てください。例えば，スコープを挿入して

keywordkeyword
前処置不良の防止

閲覧方法はP.103へ

本誌読者専用サイトで
動画を閲覧できます。

keywordkeyword
スコープの挿入の長さ， 

検査医の動き，生検鉗子の速さ

写真  上部消化管内視鏡検査における
　　　患者の頭の支え方
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も画面が進まず，検査医がスコープを引い

て40cmくらい挿入しているのであれば，

そろそろ用手圧迫をするかなどの予測を立

てることができます。また，何cmくらいで

体位変換をするかなども大腸内視鏡検査で

は重要なポイントになります。

ERCP
　高齢者の閉塞性黄疸の増加に伴い，緊急

ERCPの件数が増えています。ERCPのデバイ

ス操作は施設により差がありますが，ここ

では一般的な方法を紹介します。

　側視鏡は非常に操作性が悪いスコープで

す。動画３（　　）を見てください。スコー
プを十二指腸主乳頭まで挿入したら，右にひ

ねりながらスコープを引き抜きます。そうす

ると，主乳頭が正面に見え，視野が固定さ

れます。次にカニューレを挿入する前に造影

剤を少し垂らします。内視鏡で使用する注入

行為などは，穿刺する前に造影剤や薬剤を

少し垂らします。ガイドワイヤーを挿入する

時は，ガイドワイヤーが奥に入りすぎていな

いか確認します。カニューレを抜く時は，ガ

イドワイヤーを押し込む感じで抜けないよ

うに保持します。

　その後，EPBDバルーンで再拡張をしま

す。EPBDバルーンで拡張する時は乳頭括

約筋が拡張されるので，患者は痛みを感じ

ます。そのため鎮痛剤を使用することが多

いので，検査介助者は心の準備をします。

　採石バスケットカテーテルを挿入します

が，総胆管が屈曲しているためバスケット

では採石できず，バルーンカテーテルで総

胆管内を掻き出します。

　バルーンカテーテルは総胆管と同じサイ

ズに拡張します。胆管内圧が上昇しますの

で，鎮痛剤を使用することがあります。前

回使用した鎮痛剤と投与してから時間がど

のくらい空いているかなどを確認します。

患者の体動を確認するたびに鎮静剤を使用

しますので，ヘビーセデーションになりま

す。ERCD体位のために患者の表情が見え

ませんので，循環動態監視モニターに示さ

れた数値の変動を注意深く観察します。鎮

痙剤を使用すると脈拍が増加したり，鎮静

剤を使用するとSpO２が少し下がったりす

ることがあり，血圧が上がれば鎮痛剤を使

用することもあります。

まとめ

　「先読み」のスキルを身につける第一歩

は，内視鏡に興味を持つことです。普段の

内視鏡検査の流れを確実に把握し，次はこ

うなると予測がつくように観察します。検

査医の癖，撮影する順番，写真の撮り方で

検査医が分かるようになったら見事です。

情報は貴重で，知識の元にもなりますので

大切に扱ってください。

keywordkeyword
スコープ選び，検査医の動き

keywordkeyword
セデーション

PROFILE
おおうち・のりひさ●内視鏡室約30
年の経験で培われた洞察，予測力を
基に第一線で活躍。東海消化器内視

鏡技師会の会長を務めたこともあり，熱心な指導者とし
ても広く知られる。施設間差異や根拠が曖昧な内視鏡
の各種業務に患者目線で切り込むスタンスが大好評。
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