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内視鏡ユニットの
機器管理・点検の重要性

　内視鏡ユニットはさまざまな機器から構

成されており，一つでも不具合があると，

検査・治療に支障が起こります。

　例えば，モニターが映らなければ内視鏡

検査・治療自体できませんし，プロセッ

サーの電源が入らなければ，モニターが

映っても，当然内視鏡画像を見ることはで

きません。どれ一つ欠けることなく，正常

に検査・治療を遂行するためには，日々の

点検が重要です。

日常点検・使用前点検と
定期点検

　機器に関して臨床工学の視点から言うと，

機械は壊れたり，不具合が起こったりする

ことは当然で，経年と共に劣化します。し

かし，技術が発達した現在，簡単に壊れる

機械を見ることはあまりありません。それ

は単なる機械の性能だけでなく，自主管理

や点検などによるものと思えます。内視鏡

室の機器の点検・管理は，臨床工学技士が

いる施設では臨床工学技士が行っています

が，多くは看護師や臨床検査技師が行って

いると思われます。

　臨床工学技士の場合，日本臨床工学技士

会で作成された内視鏡業務指針の中で，日

常点検・定期点検を実施するよう記載され

ています。また，機器メーカーの添付文書

では，使用前点検および定期点検を行うよ

う記載されています。しかし，内視鏡業務

指針で述べられている「日常点検」と機器

メーカーが添付文書で述べている「使用前

点検」では実施する内容に違いはありませ

ん。言葉は違うけれども意味は同じという

ことです。

　日常点検・使用前点検では，工具や測定

器なしで実施できる外観検査，警報動作の

確認など，医療機器を安全かつ適切に使用

するための必要不可欠な点検を行います。

定期点検では，電源入力と外装金属部・装

着部などの絶縁抵抗，出力安全機構の確
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認，出力電流値など，医療機器本来の性能

を維持するための重要な点検を行います。

ただし，内視鏡業務指針や添付文書には専

門用語が多用されており，定期点検をする

ためには医療機器の専門的な知識が必要に

なるので，十分な教育を受けている人や

メーカー，修理業者に委託して実施しま

す。なお，定期点検は医療法によって定め

られていますので，必ず実施することが求

められます。

　本稿では，「ビギナーのためのこれだけ

は身に付けたい」という特集テーマに沿

い，内視鏡ユニットの日常点検・使用前点

検と取り扱い方を解説します。

内視鏡ユニットの構成

　内視鏡ユニット（写真１）の各機器には

それぞれ役割があり，一般的な検査を行う

には，ビデオスコープ，モニター，プロ

セッサー，光源装置，画像記録装置が必要

です。検査・治療の内容によっては，CO２

送気装置，送水装置も必要で，この機器類

を搭載するのがトロリーです。

モニター

　画像をリアルタイムに映し出すのに必要

不可欠な機器で，内視鏡画像だけでなく，

患者情報（ID，名前，性別，年齢，検査日），

画像の撮影条件，ビデオスコープの情報な

どを表示します。現在は，高解像度画質モ

ニターとしてワイドモニターが主流となっ

てきており，高解像度のハイビジョン※対

応となってきています。

プロセッサー

　内視鏡システムの中枢で，ビデオスコー

プの先端レンズから取り込まれた像を電気

信号に変え，映像情報に変換する装置で

す。ほかにも，色彩・構造の調整，ホワイ

トバランス，測光切り替え，特殊光切り替

えなどの画像の調整を行っています。

　プロセッサーの役割は重要で，LAN接続

モニター
プロセッサー

光源装置

送水装置

CO２送気
装置

プロセッサー

モニター

写真1  内視鏡ユニット

※ハイビジョン：画素数（ピクセル）が1,920（横）×1,080（縦）画素のこと。映像は画素数が多ければ多いほど，精
彩でシャープな画質になる。ちなみに，4K・8K放送に対応した4K・8Kテレビの4Kは3,840×2,160画素，8Kは7,680
×4,320画素。横の数字が3,840と約4,000なので4K，7,680と約8,000なので8Kと呼ばれている。
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により，ファイリングシステムやRIS（放

射線情報システム）などのさまざまな機器

との通信も行っています。

光源装置

　体内を照明するために内視鏡のライトガ

イドに光を送る装置で，装置内にランプを

内蔵しています。使用されるランプは，キ

セノンランプとハロゲンランプの２種類が

あり，一般的には光量が大きく明るいキセ

ノンランプが使用され，ハロゲンランプは

非常灯として使用されています。

　ほかにも，送気・送水機能調節，特殊光

切り替えなどの機能があります。また，プ

ロセッサーと連動して光量を調節する自動

調光機能もあります。これは，暗い所では

照度を上げ，明るい所では照度を下げる機

能です。

　なお，光源装置はランプを使用するた

め，照光時は高温になることから，冷却

ファンが内蔵されています。

トロリー

　内視鏡システムをすべて台車に搭載し，

一体化させている装置です。一般的にトロ

リーと呼びますが，ワークステーションと

も言います。一体化させるために，トロ

リー自体に電源コンセントやヒューズが組

み込まれています。

画像記録装置

　内視鏡画像は，以前は専用のフィルムや

ビデオプリンター，MO，DVDなどに記録

していましたが，現在はファイリングシス

テムによる画像記録が主流となっていま

す。電子カルテの普及により，院内のどの

パソコンでも画像を参照できるようになり

ました。

CO２送気装置

　医療用CO２を用いて送気を行う装置で

す。通常は光源装置から空気を送ります

が，空気の代わりにCO２をガスボンベ，あ

るいは院内配管から供給し，検査・治療に

使用します。空気に比べて生体への吸収，

生体からの排泄が早く，膨満感からくる苦

痛の軽減に効果があります。

送水装置

　内視鏡先端部から送水する装置で，フッ

トペダルを踏むことでローラポンプによる

連続送水を行います。消化管内の洗浄，出

血時の視野の確保，超音波内視鏡時の脱気

水の充満などに使用されます。

内視鏡ユニットに生じる
故障とその原因

　先ほど述べたように，内視鏡ユニットにつ

いては故障が少ないという印象ですが，私自

身が経験したものや，メーカー・ディーラー

への修理が多いものについて紹介します。

モニター：配線ケーブルの断線

　内視鏡システムの移動の際にケーブルを

外すことが多いと，ケーブルへの余分な負

荷がどうしてもかかってしまうため，断線

のリスクが高くなります。その際，RGB

ケーブルで接続している場合は，モニター

光源装置

トロリー

画像記録装置

CO２送気装置

送水装置

モニター：配線ケーブルの断線
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の色調に影響します。内視鏡画面が水色や

黄色になることがあります。画面全体の色

調が変わっているので，モニター上の文字

も変化します。

プロセッサー：バッテリー切れ

　プロセッサー内部にバッテリーが組み込

まれています。バッテリーが切れることは

経年劣化によるものですが，バッテリーが

切れたから検査ができないというわけでは

ありません。バッテリーが切れても検査は

できます。ただし，設定面で異常が出てき

ます。例えば，時計の時間を設定しても，

電源を切ると時計が機器出荷時の初期設定

の時間に戻っていたり，スコープ操作側の

ボタンのユーザー設定も消えたりします。

光源装置：視野と画像の色が悪い

　通常時と比較して，画面上での色が普段

より暗い場合があります。原因として，照

診ランプが切れたり，壊れたりしている時

に非常灯が点灯していることで起こります。

　また，故障ではないのですが，光源装置

にとても多く見られるトラブルがありま

す。それは，送気・送水に関することです。

最も多く見られるのが，送水ボトルの閉め

方が緩い，送水ボトルのパッキンがはまっ

ていない（写真２），CO２送気装置との接

続が甘いなどにより，送水ボトルとスコー

プへの接続時にリークが起こり，エアポン

プでの適正な送気ができないというもの

で，故障と間違われることがあります。送

気が弱い・出ていないという時は，まず送

水ボトルから確認するとよいでしょう。

内視鏡ユニットの
日常点検のポイント

　内視鏡ユニットの日常点検において，一

般的にトロリーに搭載している機器で最低

限実施すべき項目と内容を紹介します。

始業前点検

①モニター

・内視鏡画像

　電源が入り，内視鏡画像が正常であるこ

とを確認する。

・高周波ノイズレベル

　電気手術器の使用前に出力点検を行う

際，ノイズが観察や処置に影響しないレベ

ルであることを確認する。

②プロセッサー

・内視鏡画面の表示内容

　内視鏡画面が通常どおり正常に表示され

ているかを確認する。

プロセッサー：バッテリー切れ

光源装置：視野と画像の色が悪い

始業前点検

写真２  送水ボトルのパッキンが
 はまっていない

パッキン
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・自動調光機能

　内視鏡先端から手のひらまでの距離を 

５〜60mmくらいの範囲で動かし，手のひ

らの画像がほぼ一定の明るさを保っている

ことを確認する。またこの時，ランプの光

量が変化することも確認する。

・フリーズ機能

　内視鏡操作部のボタンスイッチのフリー

ズボタンを押し，内視鏡画像が静止するか

を確認する。また，再度押すことで静止画

の介助ができるか，フットペダルやキー

ボードでも同じ確認を行う。

・レリーズ機能

　内視鏡操作部のレリーズボタンを押し

て，シャッターが切れるかを確認する。

③光源装置

・ランプ使用時間

　ランプメーターの500ｈが点灯していな

いことを確認する（写真３）。

※メーカー推奨は300ｈで交換。

・照診光

　ランプボタンを押し，ランプ点灯表示が

点灯すること，また，内視鏡先端から照診

光が出ていることを確認する。

・自動調光機能

　内視鏡先端から手のひらまでの距離を 

５〜60mmくらいの範囲で動かし，手のひ

らの画像がほぼ一定の明るさを保っている

ことを確認する。またこの時，ランプの光

量が変化することも確認する。

・送気・送水機能

　送気ボタンを押し，「入」「スタンバイ」

と切り替わることを確認する。また，送気

圧設定ボタンを押し，送気圧の設定表示が

「弱」「中」「強」と切り替わるかを確認す

る。送気圧の設定を切り替えたら送気圧が

変化することも確認する。

　ほかにも，スコープ接続部の出力コネク

ター内部に埃がたまっていると，内視鏡画

面が出なくなることがあります（写真４）。

その際は，埃や汚れなどを取り，奇麗に清

掃しましょう。

④トロリー

・外観・安定性

　電源コードにねじれや変形などの異常が

写真３  ランプ使用時間の確認（　　部）

埃，汚れ

清掃後清掃前

内視鏡画面のエラー表示

写真４  スコープ接続部の汚れによるエラー表示
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ないことを確認する。また，キャスターに

緩みがないこと，ブレーキが確実にかかる

ことを確認する。

・電源ランプ

　リモートスイッチ（メインスイッチ）を

押し，「ON」にすると緑色が点灯，もう一

度押して「OFF」にすると黄色が点灯する

ことを確認する。

⑤CO２送気装置

・高圧ホース

　高圧ホースに傷や亀裂がないことを確認

する。

・ガスチューブ

　チューブ，口金に傷や亀裂がないことを

確認する。また，チューブ内が乾燥してい

ることを確認する。

・電源投入・切断

　電源スイッチを押して，電源表示灯が点

灯していることを確認する。また，切断時

は，電源表示灯が消灯していることを確認

する。

・CO２ボンベ・医療ガス配管の接続

　接続時，ヨーク（CO２ボンベに取り付け

る際のホース先端の金属部分）やアウト

レット（医療配管接続部分）からガスが漏

れていないかを確認する。

・CO２送気ガスの作動

　フロー表示灯が点灯し，送気があること

を確認する。

・CO２送気による送気・送水機能

　内視鏡の送気・送水ボタンの穴を指でふ

さぎ，送気を確認する。この時，装置の「送

気」「停止」のスイッチを押すと送気が出

たり止まったりすることを確認する。また，

CO２送気装置の「送気」「停止」スイッチを

押し，送気状態にして内視鏡の送気・送水

ボタンを押し，送水があることを確認する。

検査間点検

　検査間点検では，改めて点検を行うとい

うより，次の検査・治療に移行するために

機器の清拭を行うことが望ましいと言えま

す。検査や処置などの治療を行った際は，

目に見えなくても吐物や便汁，血液などの

体液が付着していると思われますので，次

の患者への二次感染を防ぐために機器の清

拭を行いましょう。

　その際は，界面活性剤が入っているワイ

パーなどで行うのが望ましいです。次亜塩

素酸ナトリウム入りの消毒液は感染面では

有効ですが，機器の表面劣化（ケミカルク

ラック）につながります。スポルディング

の分類では，内視鏡環境はノンクリティカ

ルのカテゴリーに分類されています。ノン

クリティカルでは低水準消毒を行うよう言

われており，界面活性剤，ベンザルコニウ

ム塩化物，クロルヘキシジングルコン酸塩

が低水準消毒となっています。

終業時点検

　終業時点検では，一日の終わりに，機器

の清拭，外観の異常，電源が入るかなどの

簡易的な目視による点検を行いましょう。

夜間などに緊急の検査が入った場合には，

スタッフの人数が少ない状況で検査の準

備，患者への対応などが求められ，各施設

で対応が異なると思いますが，機器の点検

に時間を要することは難しいと思います。

検査間点検

終業時点検
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最低限の機器確認について施設内で統一

し，常に正常に検査・治療が行えるように

しましょう。

内視鏡ユニットの
取り扱いと留意点

ユニットの機器別のセッティングや
終了時の取り扱い

①プロセッサー・光源装置

・スコープを取り外す際は，必ずプロセッ

サーと光源装置の電源をOFFにしてか

ら外す

　まれに途中でスコープを変更する場合な

どがあると思います。その際，電源をON

にしたままスコープを取り外すと，機器が

ショートしてしまう恐れがあります。

・検査待機中にランプをつけたままにし

ない

　ランプをつけたままにすると，つけっぱ

なしの時間にもよりますが，スコープ先端

の温度が上がり，消化管の粘膜に熱傷を起

こす可能性があります。

②トロリー

・トロリーのキャスターをロックする

　検査中は，トロリーのキャスターをロッ

クする施設と，ロックをせずキャスターフ

リーにしている施設があると思います。施

設のレイアウトにもよりますが，一日の終

了時にはトロリーを動かす必要がないため，

ロックをする方がよいと思います。熊本地

震の時はオリンパス290シリーズのトロ

リー（WM-NP2）は倒れませんでしたが，

この時の経験から，ロックをしないとトロ

リーが移動したり転倒したりすることも予

想されるため，ロックを行う必要があると

考えます。

③CO２送気装置

・ガスチューブ先端に三方活栓を取り付け

てから送水ボトルに接続する（写真５）
　金属同士の摩耗による送水ボトル側のプ

ラスチック部分の劣化が防げます（岸和田

徳洲会病院　吉村兼氏考案）。当院も送水ボ

トルの劣化が多かったため，この方法を取

り入れています。また，ボトルへの給水も

三方活栓のキャップを外し，シリンジにて

側管から注入できるため，ボトルを外して

給水を行うという煩雑さがなくなります。

内視鏡ユニットへのカバーは必要？

　感染面を考慮して，内視鏡ユニットに保

護カバーを掛けている施設があると思いま

す。保護カバーは，手技操作による分泌物

などの飛散などから内視鏡ユニットを守る

ユニットの機器別のセッティングや
終了時の取り扱い

内視鏡ユニットへのカバーは必要？

写真５  ガスチューブと送水ボトルの
 接続の工夫

この金属周
辺のプラス
チック部分
が劣化しや
すい！

三方活栓を
取り付ける

POINT！
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ために必要ではありますが，私は必ずすべ

きとは言い難いと考えます。なぜなら，プ

ロセッサー機器本体の熱を逃す妨げになる

からです。プロセッサーの内部にはファン

が内蔵されており，側面に空気の取り込み

口，反対側の側面に空気を逃がす排気口が

あります。通常，機器内部の熱を逃がすた

めにファンで換気を行っていますが，カ

バーをすることで換気ができず，熱がこ

もってしまうと考えられます。

　一方で，カバーを掛けないといけない場

合もあります。吐物や分泌物，咳嗽時の唾

液などによる汚染が考えられる時です。空

気の取り込み口側は陰圧になっていますの

で，吐物や分泌物など感染物が機器の内部

に入り込んでしまうということも考えられ

ます。したがって，どちらがよいのかとい

うことは明言できませんが，検査・治療の

症例ごとに判断していくのがよいでしょう。

まとめ

　内視鏡検査・治療は内視鏡のスコープで

行っているように見えますが，本稿で紹介

したさまざまな機器によって内視鏡ユニッ

トとして成り立っています。それぞれの機

器の役割・特性を少しでも知っていただけ

ると，トラブル時にどこが悪いのか，どの

機器が原因なのか，また操作ミスなのかな

どの判断材料になり，メーカーへの修理依

頼も迅速に行えます。常日頃から日常点検

を行い，機器を知り，機器の状態を把握す

ることが重要だと考えます。

引用・参考文献
１）日本臨床工学技士会内視鏡業務指針検討委員会：
内視鏡業務指針
２）OLYMPUS EVIS LUCERA ELITE取扱説明書添付文書
３）OLYMPUS EVIS LUCERA取扱説明書添付文書
４）OLYMPUS UCR取扱説明書添付文書
５）田村君英編：技師＆ナースのための消化器内視鏡
ガイド，改定第２版，学研メディカル秀潤社，2017.
６）大圃研編，佐藤貴幸，志賀拓也：大圃組はやって
いる！！　消化器内視鏡の機器・器具・デバイスはこ
う使え！，金芳堂，2017.

すぎもと・しんじ●医療機器管理，
透析業務，人工呼吸器管理に従事
していたが，内視鏡に興味を持ち，

内視鏡専従の臨床工学技士として2015年より熊
本地域医療センター内視鏡検査部に入職。熊本県
消化器内視鏡技師会役員。本誌で2020年２・３
月号まで連載していた“あわ爺”こと，淡路誠一氏
を師として，内視鏡愛を継承している。

プログラム

はじめて内視鏡室異動になった人・兼務の人向け

大内紀寿氏

教科書にない内視鏡看護・
業務とその根拠

［時間］10：00～17：00

名古屋
20年 4/19（日）
名古屋国際会議場 東京

20年 5/17（日）
日総研 研修室
（廣瀬お茶の水ビル）

模型・動画・画像で
１．内視鏡機器の洗浄消毒について
●洗浄・消毒が必要な理由／洗浄・消毒の再確認

２．内視鏡機器の扱い
●内視鏡機器の保守点検
　～スコープの保守点検／周辺機器の保守点検／メカニカルトラブル

３．内視鏡治療前の確認事項と咽頭麻酔のリスクマネジメント
●問診と患者の観察＆アセスメント
●咽頭麻酔の手順～意外に知らない落とし穴　ほか

４．内視鏡治療後の実践的患者指導
●ポリペクトミー・EMR・ESD後　●止血術後　ほか

５．消化器内視鏡検査時の介助 ～前処置・具体的な声かけ内容とタイミング
●上部消化管検査　●下部消化管検査　ほか

６．緊急内視鏡とデータの見方　●ショックについて　ほか

本誌購読者 16,000円　一般 19,000円参加料／税込

日総研 13755お客様の生の声は 検索検索

医療法人社団聡誠会 池田病院 
内視鏡室室長／消化器内視鏡技師
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