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アキは配置状況で適宜決定
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●施設で使用しているスコープがどのような特徴を有しているのかを
把握することで，患者に合ったスコープを選択・提案することができる。

●自施設で多い故障を把握することで，
その原因・対策を考えることができる。

●少しの工夫が業務の効率を上げ，無駄の少ない動きが
故障リスクを低減させる。
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ちょっとした違いで楽になる！

内視鏡業務や介助のポイント
特集2

内視鏡スコープのセッティング

内視鏡スコープの特徴を把握しよう

　私たちが普段取り扱っている内視鏡ス

コープ（以下，スコープ）にはさまざまな

種類があり，メーカーによっても特徴が異

なります。スコープの特徴を知ることは，

安全に正しく使用するために重要です。こ

こでは，上部消化管，下部消化管，十二指

腸スコープの特徴を解説します。

●上部消化管スコープ

　先端部分の形状の違いにより，直視型・

側視型・斜視型に分かれます。これらは同

じスコープですが，視野は全く異なります。

直視型：観察・処置の両方に用いる一般的

なスコープで，長軸方向にレンズがある

ため挿入性に優れている。管腔構造を持

つ消化管全域（食道，胃，十二指腸，小

腸，大腸）に使用される。

側視型：レンズがスコープの側面について

いるため，挿入時はスコープの進行方向

が見えないものの，胃角部など直視型で

は正面視しにくい部分を観察することに

適している。

斜視型：レンズが斜め方向に向いているた

め，前方も側方もある程度正面視するこ

とができる。鉗子などの処置具も，視野

と同じ斜め方向に出る構造となっている。

　先端部径は，経口スコープで8.7～11.8mm，

経鼻スコープでは4.9 ～5.9mmです。また，
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挿入部の長さは各メーカーによって異なり，

オリンパス社は1,030mm，富士フイルム

社は1,100mmです。胃がたわんでなかな

か十二指腸に挿入できない症例などは，オ

リンパス社より富士フイルム社の方が

70mm長い分，有利となります。

●下部消化管スコープ

　下部消化管スコープの先端部分の形状は

すべて直視型です。上部消化管スコープと

の構造上の違いはありませんが，スコープ

の硬さを変える硬度可変機能を備えたもの

や，Ｘ線透視をしなくても挿入形状を見る

ことができるコイルを内蔵するタイプもあ

ります。先端部径は9.2 ～13.2mmで，挿

入部の長さは，標準タイプではオリンパス

社・富士フイルム社共に1,330mm，ロング

タイプではオリンパス社が1,655mm，富士

フイルム社が1,690mmです。

　下部消化管検査では，スコープによって

患者の苦痛が大きく変わることがありま

す。細身で特に高齢の患者には，細くて軟

らかいスコープの方が苦痛を軽減できるこ

とが多く，逆に恰幅の良い患者の場合は，

細径よりも標準の径でコシのあるスコープ

の方がループを形成しにくいことが多いで

す。スコープ径や長さが把握できている

と，患者の体形に合わせてスコープを選択

することもできます。

●十二指腸スコープ

　直視型の上部消化管スコープは，十二指

腸乳頭部が視野と平行になってしまいアプ

ローチが困難です。十二指腸スコープは

十二指腸乳頭部を正面視できるように側視

型になっており，内視鏡的逆行性胆管膵菅

造影（Endoscopic Retrograde Cholangio 

Pancreatography：ERCP）関連手技な

どに用いられます。特徴は，鉗子などの

処置具を視野に出すための鉗子起上機構

を有していることです。操作部にある鉗子

起上レバーで鉗子台を動かし，処置具の

角度調整やガイドワイヤーの固定を行い

ます。

　先端部径は，オリンパス社JF-260Ｖが

12.6mm，富士フイルム社ED-450XL８/Ｂ

で12.5mm，オリンパス社TJF-260Ｖが

13.5mm，富士フイルム社ED-530XT８が

13.1mmです。鉗子チャンネル径は，JF-260V

が3.7mm，ED-450XL8/Bが3.2mmです。ま

た，TJF-260V ／ED-530XT8は共に4.2mm

チャンネルとなっています。十二指腸ス

コープではこのチャンネル径が重要です。

さまざまな太さのステントや処置具を使用

するERCPでは，チャンネル径のサイズの

差が使用デバイスを制限してしまうからで

す。スコープ使用時には，鉗子口径に注意

が必要です。

　また，十二指腸スコープは先端カバーが

着脱式になっています。スコープ側とカ

バー側の印を合わせてはめ込み，押し込み

ながら時計回りに回し，回し切ったところ

で，しっかりはまっていることを確認する

ために押し込んだ分を引っ張ります（写真
１）。先端カバーを装着する際には，鉗子

起上ワイヤーが切れていないか，もしくは

ささくれ立っていないかも一緒に確認しま

す。ささくれ立ったワイヤーは体内を傷つ

ける原因となりますので，必ず確認しま

しょう。
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スコープの持ち方

　日々の内視鏡業務の中で最も頻度が多い

のがスコープの取り外しです。特に検査前

後は慌ただしく，取り扱いも乱暴になりが

ちです。先端をぶつけることによってレン

ズにヒビや割れが生じたり，送水ノズルの

潰れや湾曲部へのピンホールなどの原因と

なったりします。また，アングルノブやス

イッチに無理な力が加わることによって

も，アングル不良やスイッチの破けにつな

がります。安定してスコープを保持するこ

とで，これらのリスクを減らすことができ

ます。

　スコープを持つ際には，先端や挿入部，

ユニバーサルコードがブラブラと不安定に

ならないようにし，接続部と操作部の間に

指を入れて接触しないように持ちます（写
真２）。親指と人差し指で接続部を，人差

し指と中指で操作部を挟み，薬指を掛けて

３本の指で固定します。片手でスコープを

持つ場合は先端を薬指と小指で挟み，両手

で持つ場合は反対の手で先端を持ちます。

トロリーのスコープハンガーが付いている

方の手に持つと，トロリーと対面した際に

ハンガーにスコープを掛けやすく無理な動

きも少ないので，ぶつけたり落としたりす

るリスクが低くなります。先端は最後に離

すように心掛けると，先端がブラブラせず

ぶつけるリスクも低減できます。

光源装置などとの接続
（動画１　　）

　システムへの接続時には，スコープの先

端と挿入部が周辺機器や床に触れないよう

に注意します。コネクターの接続に気を取

られていると，先端がブラブラして周辺機

器にぶつけてしまうことがあります。ま

①スコープ側の指標（　 部）と
カバー側の指標（ 　 部）を合
わせてかぶせる。

②かぶせるとレンズが隠れる。 ③スコープ側へ押し込みながら
時計回りに回して，レンズが
見えるようにする。

写真１  十二指腸スコープの先端カバーの装着手順

•ブラブラさせない　•各部の間に指を入れる

写真２  スコープの持ち方
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た，十二指腸スコープや大腸ス

コープは挿入部が長く，床に着い

てしまいやすいので注意が必要

です。

　ハンガーの位置を高くすること

で床への接触が解決できることも

ありますが，スコープを扱う側の

身長なども考慮しなくてはなりま

せん。そこで，長いスコープは先

端部分をコネクターに乗せること

で解決できます（写真３）。しか

し，この方法でも光源装置に挿入

部が触れてしまうこともありま

す。また，検査台や透視台側に先

端部分がくるため，台の操作時に

は注意が必要です。

　セッティングのコツとして，ユ

ニバーサルコードのループの向き

も重要です。トロリーの左側に

ベッドがある場合には，ループを

下向きにセッティングすると，ハ

ンガーからそのままスコープを

持った際に体の前でループができ

てしまいます（写真４−①）。これ

では検査がしにくい上，気になる

場合は持ち直さなければなりませ

ん。無駄な動きは非効率的であ

り，先端をぶつけるリスクがあり

ます。ループを上向きにしてコネ

クターを光源装置に接続すると，

ハンガーからスコープを持った際

に自然な形になります（写真４−
②）。このように，少しの工夫で

リスクを減らすことができます。

①ループが下向きの場合

②ループが上向きの場合

ループが下向き

ループができてしまう

ループが上向き

ループができない

写真４  ユニバーサルコードのループの向き

床とは距離が離れ，安定
はするが検査台に注意！

長いスコープは，
先端部位をコネクターに載せる

床との距離も近く，
トロリーにもぶつけやすい

写真３  内視鏡システムと接続後のスコープ
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内視鏡検査終了時の取り扱い

安全かつ清潔に取り扱う

　内視鏡検査終了時は，口元から抜去され

た内視鏡が勢いよく床や周辺機器にぶつか

らないように，ガーゼを手にして支えま

す。スコープを安全かつ清潔に取り扱うに

は，医師の協力も必要です。抜去時は，ハ

ンガーにかけるまでは吸引ボタンを押した

ままにしてもらうと，体液が垂れるなどの

汚染が少なくなります。また，抜去したス

コープの先端はかごやバケツなどに入れて

おくと，鉗子チャンネルからの液垂れによ

る汚染が少なくなります。体液や血液など

で周囲が汚染されないよう，濡れガーゼな

どで挿入部から先端部まで拭います。この

際，スコープが噛まれていないか，挿入部

の潰れがないか確認することで，故障の早

期発見につながります。

移動でぶつけないための持ち運びの工夫

　使用したスコープは，ビニールを敷いた

コンテナやかごに入れ，ビニールで包み込ん

で封をした状態で持ち運びます（写真５）。

そうすることで使用前の内視鏡や周辺環境

に接触せずに運搬することができます。コ

ンテナやかごを使用する際の注意点として

は，スコープを自然に丸めて収納するとい

うことです。コンテナに入れる際にユニ

バーサルコードに無理がかかっていたり，

アングルノブが下を向いていたりしないよ

う，洗浄機に入れるような自然なループで

収納します。

　また，シンクに置く際は，ユニバーサル

コードに挿入部が重ならないように置き，

スコープのループも極力なくします（写真
６）。シンクの中は狭く，手も濡れて滑り

やすく注意が必要な環境です。そんなシン

クの中では，スコープを動かすほど故障の

リスクは上がるため，洗いやすく安全な置

き方を心掛けます。スコープを２本以上シ

ンクに入れなければならない時には，先端

部や挿入部にコネクターなどが当たらない

ようにずらして重ねます（写真７）。

①スコープ先端に気をつ
けてきれいにまとめる

②ビニールで封をして洗
浄室へ運ぶ

写真５  スコープの持ち運び

•ユニバーサルコードに
　挿入部が重ならないように置く
•スコープのループは極力なくす

写真６  シンクへの置き方
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閲覧方法はP.81へ
本誌読者専用サイトで動画を閲覧できます。

内視鏡スコープの収納（動画２　　）
　洗浄・消毒後のスコープは，十分に乾燥

させてから保管します。付属部品（送気・

送水ボタン，吸引ボタン，鉗子栓，防水

キャップ，先端カバー）を外し，保管庫へ

吊り下げます。保管する前には，次のこと

を必ず確認します。

①スコープに水分が付着していないか？

→特にアングルノブの隙間など。

②送気ノズルに糸くずなどが付いていないか？

→拭き上げに使用したタオルやガーゼの

ほつれたものがノズルを詰まらせる原

因となり，故障につながる。

③アングルロック，硬度可変調整リングが

フリーになっているか？

→アングルロックがかかった状態で長時

間保管すると，アングルワイヤーの劣

化につながりアングル不良の原因とな

る（写真８）。硬度可変調整リングも
同様（写真９）。

　また，保管庫に収納する際は，先端を最

後に離すように心掛けると，ぶつけるリス

クを低減できます。

まとめ

　私たちが普段取り扱っている内視鏡スコー

プにはさまざまな種類があり，それぞれに応

じた取り扱いの方法や注意点がたくさんあ

ります。それぞれの特徴を理解するのはも

ちろんのこと，安全に取り扱うためにはど

うすればよいか，リスクを低減するために

はどのように工夫したらよいかを日々考え

ていく必要があります。そして，看護師，消

化器内視鏡技師，医師などチーム全体で協力

していくことがより効果的です。本稿がチー

ムで内視鏡について熱く語り，さまざまな

工夫を考える際の手助けとなれば幸いです。
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写真７  スコープを２本以上シンクに
入れる場合の置き方

文字が１列に並び，ロッ
クがフリーになっている

写真８  アングルロック
　　　  の確認

写真９  硬度可変調整
　　　 リングの確認

ニュートラルになっている

PROFILE
むさし・しゅうへい●JA北海道厚
生連旭川厚生看護専門学校卒業
後，2009年に旭川厚生病院就職。

IVRなどを経験し，2011年に認定INE看護師，2014
年に消化器内視鏡技師の資格を取得。患者が安
全・安楽な検査，確実な治療が受けられるように
看護を提供するよう日々奮闘している。現在，北海
道消化器内視鏡技師会役員として活動している。
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