書籍

上部消化管内視鏡スクリーニング検査マニュアル お詫びと訂正

『上部消化管内視鏡スクリーニング検査マニュアル』におきまして下記の誤りがございました。訂正
させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。

■ 2 内視鏡スクリーニング検査に関わる学会としての役割（p8 ～ 10）に誤りがありましたので，お詫びし訂
正いたします。
P9．表１タイトル
【誤】
表 1 日本消化器がん検診学会発行『対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル』における検査医の資格要
件と資格認定要件
【正】
表 1 日本消化器がん検診学会発行『対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル』における検査医の資格要
件と資格認定要件（文献 2 より引用）

P10．表 2 タイトル
【誤】
表 2 日本消化器がん検診学会発行『対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル』における胃内視鏡検診運
営委員会（仮称）の要件
【正】
表 2 日本消化器がん検診学会発行『対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル』における胃内視鏡検診運
営委員会（仮称）の要件（文献 2 より引用）

p10．文献
【誤】
文
献
1）日本消化器内視鏡学会：
「専門研修プログラム整備基準」へのパブリックコメントに対する回答について．
http://www.jges.net/index.php/member_submenu/archives/498
【正】
文
献
1）日本消化器内視鏡学会：
「専門研修プログラム整備基準」へのパブリックコメントに対する回答について．
http://www.jges.net/index.php/member_submenu/archives/498
2）一般社団法人 日本消化器がん検診学会 対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル作成委員会編：対策
型検診のための胃内視鏡検診マニュアル 2015 年版．

■ 12 精度管理方法～質の高い胃内視鏡検診のために～（p160 ～ 174）に関しまして、書籍【対策型検診のた
めの胃内視鏡検診マニュアル 2015 年】
（一般社団法人 日本消化器がん検診学会発行）より多くの引用箇所が
あるにも関わらず、許諾申請前に発刊しましたこと深くお詫びいたします。
著作権のある一般社団法人 日本消化器がん検診学会様より該当箇所の許諾を頂きましたので、訂正いたします。
引用箇所にマーカーを引き、引用箇所を下記にまとめました。
上部消化管内視鏡スクリーニング検査マニュアル
部位

ページ
160 Ⅱ 精度管理指標
160 1．技術・体制指標

対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル 2015 年度版
内容

引用ページ
23 （1）精度管理指標

160 2．プロセス指標

23 ①技術・体制指標
23 ②プロセス指標

161 3．アウトカム指標
160 図 1 がん検診の精度管理指標

23 ③アウトカム指標
24 図 2 がん検診の精度管理指標

161 Ⅲ 胃内視鏡検診運営委員会（仮称）
161 図 2 胃内視鏡検診運営委員会の役割

30 2．胃内視鏡検診運営委員会（仮称）
31 図 1 胃内視鏡検診運営委員会（仮称）の役割

161 Ⅳ 検診受診対象
161 1．検診対象の除外条件

32 3．検診受診対象
32 1）検診対象の除外条件

161 2．胃内視鏡検査の禁忌
162 Ⅴ 検査医・メディカルスタッフ

32 2）胃内視鏡検査の禁忌
33 4．検査医・メディカルスタッフ

162 1．検査医の条件
162 1）対策型検診の知識

33 1）検査医の条件
33 （1）対策型検診の知識

162 2）胃内視鏡検査医の技量、資格
162 2．メディカルスタッフの役割

33 （2）胃内視鏡検査医の技量

162 Ⅵ 検査関連機器
162 1．内視鏡の種類
163 Ⅶ 読影体制
163 1．ダブルチェック
163 2．読影委員会
165 3．検査画像の提出・管理
165 図 3 検診内視鏡画像の提出
165 4．画像点検
166 図 4 画像点検票
165 Ⅷ 結果判定
167 図 5 胃内視鏡検診結果判定票
165 Ⅸ 検診データベース
166 Ⅹ 精度管理指標の算出（表 3）
168 表 3 プロセス指標の算出
168 図 6 感度・特異度の算出
167 Ⅺ 研修カリキュラム

34 2）メディカルスタッフの役割
35 5．検査関連機器
35 1）内視鏡の種類
37 6. 読影体制
37 1）ダブルチェックの必要性
37 2）読影委員会の役割
37 3）検査画像の提出
38 図 1 検診内視鏡画像の撮影と読影委員会への画像提出
38 4）画像点検
40 表 1 画像点検票（例）
41 7．結果判定
42 表 1 胃内視鏡検診結果判定票（例）
43 8．検診データベース
46 9．精度管理指標の算出
46 表 1
47 図 1
48

169 表 4 研修カリキュラム
167 5．機器管理

48

168 6．結果報告
168 1）検査後の説明

67

168 2）受診者への結果報告（図 7）
170 図 7 検診結果報告様式

67

168 ⅩⅢ 不利益への対策
168 1．偽陽性

69

64
67
68
10
69

169 2．過剰診断
169～170 3．偶発症
171 図 8
172 表 5

胃内視鏡検診偶発症報告のフローチャート
胃内視鏡検診偶発症報告様式
171 ⅩⅣ 受診率とキャパシティ

10
71
73
74
27
28

173 表 6

胃内視鏡検診実施のための自己採点表【医療機関版】

78

プロセス指標の算出
感度・特異度の算出
10．研修カリキュラム
研修カリキュラム（案）
5．機器管理
6．結果報告
1）検査後の説明
2）受診者への結果報告
表 1 検診結果報告様式（例）
Ⅷ．不利益への対策
1．偽陽性
1．偽陽性
2．過剰診断
4．偶発症
図 1 胃内視鏡検診偶発症報告のフローチャート
表 3 胃内視鏡検診偶発症報告様式（例）
10 行目：実際に導入できるのは…可能性がある。
６行目：当初は大学医学部の…進みやすいと考えられる
表２ 胃内視鏡検診実施のための自己採点表【医療機関版】

この度、【上部消化管内視鏡スクリーニング検査マニュアル】をご購入頂きましたお客様には大変ご迷惑をお掛
け致しまして申し訳ございません。
また、一般社団法人 日本消化器がん検診学会様にこの場を借りて、お詫び申し上げるとともに、謹んで訂正
いたします。今後は、このような事が無いよう編集部一同、対策を講じてまいります。
今後共、変わらぬお引き立てを賜りますよう御願い申し上げます。
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精度管理方法〜質の高い胃内視鏡検診のために〜

どの安全管理についてはかなり慎重な記載となっ

Ⅰ

対策型胃内視鏡検診に対する消化器が
ん検診学会の方向性

ている。
本稿では上部消化管内視鏡スクリーニング検査
として，対策型検診（住民検診）のみならず，任

がん検診については，2012 年（平成 24 年）6
月に閣議決定されたがん対策推進基本計画で，す

意型検診（人間ドック型検診），一般診療も検討
対象とするために，精度管理をどのように行うか，

べての市町村が精度管理・事業評価を実施すると

『対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル』

ともに，科学的根拠に基づいたがん検診を実施す

を主に紹介しつつ具体的な方策について述べる。

ることを目標としている。その実施にあたっては，
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため

Ⅱ

精度管理指標（図 1）

の指針」
（平成 20 年 3 月 31 日付け健発第 0331058
号厚生労働省健康局長通知別添，平成 28 年 2 月
4 日付けで一部改正，以下指針）に準拠すること

がん検診の精度管理を行うための指標は，以下
の 3 つに分類される。

が求められている。
本指針においては，胃がん検診は，検査項目と

1．技術・体制指標

して，問診に加え胃部エックス線検査または胃内

検診の質を担保するために必要な施設，設備，

視鏡検査のいずれかを行うこととされている。日

人材配置など実施体制，技術水準，整備状況など

本消化器がん検診学会では，2010 年に「胃内視

をみる指標で，機器管理，体制整備，安全性の担

鏡検診マニュアル」，2014 年に「経鼻内視鏡によ

保を確認することを目的としている。

る胃がん検診マニュアル」を公表しており，2016
年に胃がん検診として胃内視鏡検査の導入が確定

2．プロセス指標

したことを契機に対策型検診に焦点を絞り，内容

検診プログラムが正しく行われているかの達成

を更新した「対策型検診のための胃内視鏡検診マ

度をみる指標で，受診率，要精検率，がん発見率，

ニュアル」を公表した。

陽性反応適中度などのがん検診データでモニタリ

本指針の改正では，『胃内視鏡検査の実施に当
たっては，日本消化器がん検診学会による「対策

ングされる。これらは短期的な指標として用いら
れる。

型検診のための胃内視鏡検診マニュアル 2015 年
度版」
（以下，胃内視鏡検診マニュアル）を参考
にすること。
』とうたわれている。
この胃内視鏡検診マニュアルは，胃内視鏡検診
の技術や安全管理に関する精度管理の基準を示し
ており，このマニュアルに基づいて内視鏡検診が
行われること，また検診に参加する検査医が必ず
しも豊富な経験を有しているとは限らないことな
どから，本マニュアルでは無症状者を対象とする

技術・体制 ・検診実施機関の体制の確保
（設備，医師・技師等）
指標
・実施手順の確立など

プロセス指標

・がん検診受診率，要精検率，
精検受診率，陽性反応適中度，
がん発見率

アウトカム
・死亡率
指標

検診の不利益を最小限にすることを第一義として
いる。そのため，ダブルチェックや偶発症対策な

160

図 1 がん検診の精度管理指標

チェックリスト（3 種）
・都道府県用
・市区町村用
・検診機関用

数値目標

市区町村

運営

胃内視鏡検診運営委員会（仮称）

検査医の認定

研修会開催
偶発症データ取集
データベース作成

依頼

内視鏡
検査医

図2

医師会・検診機関等

報告

画像媒体提出
読影委員会
最終結果

専門医等

ダブルチェック
画像点検

胃内視鏡検診運営委員会の役割

3．アウトカム指標

良の方法を構築していく努力をしつつ，あくまで
運営方針は地域の運営委員会に任せ，実情に合っ

の最終的な指標で，がん罹患率，死亡率である。

た検診を開始することも選択肢の一つであろう。

Ⅲ

Ⅳ

胃内視鏡検診運営委員会（仮称）
（図 2）

検診受診対象

胃内視鏡検診マニュアルでは，検診の実施を運

対策型検診における胃内視鏡検診受診対象は，

営するための胃内視鏡検診運営委員会（仮称）を

50 歳以上の住民で，胃疾患に関する症状のない

設立することが望ましいとしている。

者である。ヘリコバクターピロリ除菌後の受診者

本委員会は，検診の対象，検診の実施方法，検

も対象とする。抗血栓薬服用中の受診者も対象で

査医の認定，
読影委員会のメンバーの選定と管理，

あるが，検査には慎重を要する。検診の除外条件，

読影委員会によるダブルチェックや画像点検の方

禁忌を下記に記す。

法の決定，スキルアップのための研修会開催，偶
発症対策，検診データベースの管理などを検討す

1．検診対象の除外条件

る。その上で，地域の実情，特に内視鏡処理能に

1 ）胃内視鏡検診に関するインフォームドコンセ

配慮し，胃内視鏡検診の運営方針を決定する。

ントや同意書の取得ができない者。

なおダブルチェックについては後述するが，ダ

2 ）妊娠中の者。

ブルチェックが内視鏡検診に移行する障害となら

3 ）入院中の者。

ないかの検証は行われていない。胃内視鏡検診の

4 ）胃疾患で受療中の者（ヘリコバクター・ピロ

全国への均てん化，受診率の大幅な向上のために
は，地域によっては専門医不足のために運営委員

リ除菌中の者を含む）。
5 ）胃全摘術後の者。

会が設置できてもダブルチェックができないこと
で内視鏡検診に踏み切れないことになるのは本末

2．胃内視鏡検査の禁忌

転倒である。キャパシティについては課題がある

1 ）咽頭・鼻腔などに重篤な疾患があり，内視鏡

ため，図 2 の実現のための最適な方法について，

が挿入できない者。

今後も検討が必要である。現時点では行い得る最

2 ）呼吸不全のある者。

161
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死亡率減少効果が達成できたかを確認するため

12．精度管理方法〜質の高い胃内視鏡検診のために〜

3 ）急性心筋梗塞や重篤な不整脈などの心疾患の
ある者。

技量を改善することが必要である 3）。
これらを総合的に検討した上で，胃内視鏡検診

4 ）明らかな出血傾向またはその疑いのある者。

マニュアルでは検査医の参加条件として，1．日

5 ）収縮期血圧がきわめて高い者。

本消化器がん検診学会認定医，日本消化器内視鏡

6 ）全身状態が悪く，胃内視鏡検査に耐えられな

学会専門医，日本消化器病学会専門医のいずれか

いと判断される者。

Ⅴ

検査医・メディカルスタッフ

の資格を有する医師，2．診療，検診にかかわら
ずおおむね年間 100 件以上の胃内視鏡検査を実施
している医師，3．地域の胃内視鏡検診運営委員
会（仮称）が定める条件に適応し，1 または 2 の

1．検査医の条件
検査医の条件として，内視鏡専門医であること
は必須条件ではないが，胃内視鏡検診に関する適
切な知識と技量を備えている必要がある。
1 ）対策型検診の知識

条件を満たす医師と同等の経験，技量を有すると
認定された場合，のいずれかの条件を満たすこと
が求められる。
今後は，一定の質を担保された検査がどこでも
受けられるよう，また受検者や検診を委託する行

診療とがん検診とは目的，対象などの考え方が

政にわかりやすい体制にするために，全国の実地

異なっている。がん検診では，感度だけでなく特

医家が内視鏡検診やスクリーニング検査を専門医

異度や費用をも考慮した検査を採用するなど，が

として検査できる専門医の認定方法の変更，教育，

ん検診の基礎知識が要求される。

指導体制の確立を築くことが消化器内視鏡学会の

2 ）胃内視鏡検査医の技量，資格

大きな役割になる。

胃内視鏡検査の技量は客観的な評価が困難であ
り，日本消化器内視鏡学会では専門医規定を設け

2．メディカルスタッフの役割

ており，日本消化器がん検診学会では認定医を申

安全な胃内視鏡検査の実施にあたっては，検診

請できる経験などを規定している。専門医以外の

の知識や検診の利益・不利益に関する説明，検査

医師であっても，その技量を改善させるため，ダ

の偶発症に関する説明や同意の取得など専門知識

ブルチェックのための読影会や研修会の出席，画

を有する看護師・臨床検査技師などのメディカル

像点検で指摘された点を改善するための努力が要

スタッフの役割は極めて大きい。これらスタッフ

求される。胃内視鏡検診に参加する医師の資格と

の教育は各地域の胃内視鏡検診運営委員会（仮称）

して，日本消化器がん検診学会認定医と日本消化

が担当するが，日本消化器内視鏡学会では資格要

器内視鏡学会専門医の両方の資格を有することが

件を満たし試験に合格した者を消化器内視鏡技師

理想的であるが，それを前提とすることは困難で

として認定し専門医と同様に教育，指導体制を構

ある。

築している。

内視鏡医の技術と経験によって内視鏡検査の精
度に差があり，消化器内視鏡専門医とそれ以外で

Ⅵ

検査関連機器

は，有意に偽陰性率に差があるとする報告 1），内
視鏡検査医の経験年数が多いほど癌発見率および

1．内視鏡の種類

陽性反応的中度が高く，検査における偶発症 , 不

無症状者を対象とするがん検診に用いられる内

必要な生検 , 生検に伴う合併症の予防さらに癌の

視鏡機器は受診者の負担が少ないことが条件とな

見逃しを防ぐという観点から , 内視鏡検診は経験

る。そのためには内視鏡外径が細く，咽頭や舌根

のある内視鏡医が担当することが望ましいとする

に対する刺激が少ないものから選択することが望

報告

がある。しかし現状の体制では内視鏡検

ましい。近年では経鼻内視鏡の改善が進み，観察

査医すべてを専門医とすることは難しく，検診の

可能な視野も経口内視鏡と同等レベルとなってお

質を担保するために，適切な教育プログラムと精

り，胃がん発見率，早期がん比率のいずれも経口

度管理体制を整え，その対策をしっかり実施する

内視鏡と経鼻内視鏡に差がないとの報告 4） もあ

ことにより，
胃内視鏡検診に携わる検査医の知識・

る。したがって内視鏡機器は経口内視鏡，経鼻内
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2）

視鏡のいずれを選んでも問題はない。

関する項目をまとめたものを示したが，撮影コマ
数，生検の有無，画像評価，ダブルチェックなど

2．内視鏡の消毒
スコープの消毒に関しては，「消化器内視鏡の
感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド」

は各都市ごとに異なっており，今後，胃内視鏡検
診を導入しようとしている市町村は，これらを参
考にしてシステムを作成することになろう。

が消化器内視鏡学会から報告されている。その報

また，表 2 に平成 28 年 5 月現在の大都市圏の

告によれば，推奨度Ⅱとして，洗浄・消毒の均一

胃内視鏡検診の実施状況を示すが，14 都市中，

化および人体への消毒薬曝露防止を考慮してス

80 万人と最も人口が少ない堺市から，約 1300 万

コープ自動洗浄・消毒装置を用いると記載されて

人と最も多い東京都まで 14 都市中，胃内視鏡検

いる。また，スコープの消毒に用いる消毒薬とし

診に踏み切っているのは川崎市，横浜市，福岡市

ては，高水準消毒薬である過酢酸，グルタラール

の 3 都市，平成 28 年 10 月あるいは平成 29 年度

およびフタラールを用いるとなっている。強酸性

に実施予定としている都市は 6 都市で，体制作り

電解水をはじめとする機能水に関してはエビデン

がまだまだ遅れているのが現状である。しかし，

スが不十分であることから，機能水の特性，欠点，

内視鏡専門医数が多いことが大都市の強みであ

そして内視鏡機器の殺菌効果などを正しく理解

り，こういった大都市でこそダブルチェックなど

し，財団法人機能水研究振興財団発行の“機能水

の精度管理や，研修・教育といった問題にも十分

による消化器内視鏡洗浄消毒器の使用の手引き”

対応できるはずである。今後，大都市での胃内視

などを参照の上，各施設の責任において適正かつ

鏡検診が導入されれば低迷している胃がん検診受

慎重に使用することが強く望まれるとされている。

診率の向上が見込め，胃がん死亡率低下に十分寄

読影体制

なお，ダブルチェックは目的ではなく，本来は
標準的な撮影方法の規定，教育システム，認定シ

1．ダブルチェック

ステムを担うのが学会の責務であり，今後，技量

ダブルチェックが必要であるのは，胃内視鏡検

の均てん化のための教育や画質チェックの体制，

診の精度を一定に保つためである。ダブルチェッ

偽陰性症例の検討など読影体制の中での整備が必

クの意義は，診断された病変の確認と，撮影され

要である。

ているが認識あるいは診断されなかった病変の拾

専門医数や内視鏡検査医数，キャパシティなど

い上げを行うことにより，偽陰性を減らす効果が

の事情により，地域によっては前述したように全

期待できること（見逃しの回避）
，また不要な生

例全画像のダブルチェック以外の方法で内視鏡検

検の減少が期待できることである。
「胃内視鏡検

査の質を担保することで，胃内視鏡検診を開始す

診マニュアル」では，胃内視鏡検診に参加する医

ることも一つの方策であろう。

師の技量が異なるために，その技量の差を補い標
準化するためにダブルチェックを行うとされてい

2．読影委員会

る。しかし，現在，多くの医療機関の診療での内

読影委員会の目的は，内視鏡検査技術と診断能

視鏡検査，任意型検診（人間ドック）施設におけ

の標準化ならびにその向上を図ることである。各

る胃内視鏡検診において，ほとんどダブルチェッ

市町村で読影体制を構築し，その中心的役割を読

クは行われていないのが現状ではないかと考えら

影委員会が担い精度管理を行う。ダブルチェック

れる。

とは，内視鏡検査医以外の読影委員会のメンバー

対策型検診として胃内視鏡検診が認められる前

が内視鏡画像のチェックを行うことであり，ダブ

から胃内視鏡検診を行っていた新潟市，福岡市，

ルチェックを担当する読影委員会のメンバーは，

金沢市などではしっかりとしたダブルチェック体

原則，日本消化器がん検診学会認定医，日本消化

制を組んでおり，その効果も報告されている 5 〜 7）。

器内視鏡学会専門医の資格をもつ医師か，運営委

表 1 に大都市における対策型内視鏡検診実施要

員会がダブルチェックを行うに足る技量があると

項の一部を抜粋し，文献報告も加えて精度管理に

認定した医師が該当する。内視鏡検査医は，ダブ
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与できる胃がん検診の確立が可能であろう。
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表１

大都市における対策型内視鏡検診

福岡市

横浜市

対象年齢

撮影枚数

40 歳以上

30 〜 50
コマ

50 歳以上

実施要項

備考

画像評価

備考

色素散布必須

あり

５段階
a,b1,
b2,c,d

原則 40
コマ

鎮痙薬，鎮痛薬，
鎮静薬は原則使用
不可。

あり。機器
の問題，画
像条件，網
羅性の総合
評価

40 コマ以上

抗血栓薬内服者は
生検禁。鎮静薬は
医療機関の責任に
おいて使用。色素
散布は必要に応じ
て行う。

あり。問題
あればイエ
ローカード
（画像評価
用紙）発行。

川崎市

40 歳以上

金沢市

40 歳，
45 歳，
50 歳，
55〜70歳

30 コマ程
度

原則として生検は
認めず。する時は
色素散布等で十分
に検討後に行うこ
と。

静岡市

35 歳以上

30 〜 40
コマ

鎮痛剤，鎮静剤は
使用しない。

新潟市

40 歳，
45 歳，
20 コマを
50 歳以上， 一応の基準
年1回

抗血栓薬内服者は
対象外。色素内視
鏡は含まれない。

表２

あり

あり。ダブ
ルチェック
医が 3 ヵ月
ごとに施行。

ダブルチェック
あり。最終判定は
検診部会を優先，1
次 2 次判定が異な
る場合は 3 次読影
（レフェリー判定）
。

あり。最終判定は
実施医療機関。

二次読
影のポ
イント
6 項目

a,b,c,
d,e

1〜6
項目，
改善点
を勧告

備考１

備考 2

撮影部位
提示または
指示

備考

二人で１チーム，
出番は 1 日 2
チーム。

画像送付は実
施医療機関負
担。

あり

胃内視鏡検診
マニュアル
1 〜 26．部位

二次読影は専門
医が一人で施行
するが，１回６
－７名で月２回
施行。検診実施
医は年間１回の
参加義務あり。

画像送付は医
師会負担。

あり

標準撮影法
( 日本消化器
がん検診学会）

医師会がアウ
トソーシング
している業者
経由。

あり

胃内視鏡検診
マニュアル

あり（標準
的撮影法）
順守

胃がんを見落
とさない内視
鏡検査マニュ
アル（福井県
立病院 細川
治 編）

あり。総合判定は
実施医療機関。

あり

あり。検診結果は
実施医が記載。

二人で１チーム，
出番は 1日1チー
ム，週に 1 回。

二次読影結果
はコメント欄
に記載。

あり

撮影のチェッ
クポイント
40ヵ所を提示

あり

読影委員会は専
門医 39 名で週
1 回開催。

実施医療機関
と読影委員会
とのダブル
チェック。画
像提出は実施
医療機関負担。

あり

標準撮影法

大都市圏の胃内視鏡検診の実施状況

医師会名

実施対象エリア

人口

実施状況

札幌市医師会

札幌市

約 195 万人

未実施

未定

仙台市医師会

仙台市

約 110 万人

未実施

未定

千葉市医師会

千葉市

約 95 万人

未実施

Ｈ 29.4 〜実施予定

東京都医師会

23 区

約 1300 万人

千代田区のみ実施

川崎市医師会

川崎市

約 150 万人

実施

Ｈ .24.12 〜

横浜市医師会

横浜市

約 370 万人

実施

Ｈ .28.4 〜

名古屋市医師会

名古屋市

約 230 万人

未実施

Ｈ 28.10 〜実施予定

京都府医師会

京都市

約 150 万人

未実施

未定

大阪府医師会

大阪市

約 270 万人

未実施

Ｈ 29 年度〜実施予定

堺市医師会

堺市

約 80 万人

未実施

Ｈ 28.10 〜実施予定

神戸市医師会

神戸市

約 155 万人

未実施

未定

広島市医師会

広島市

約 120 万人

未実施

Ｈ 29.4 〜実施予定

北九州医師会

北九州市

約 95 万人

未実施

Ｈ 28.10 〜実施予定

福岡市医師会

福岡市

約 155 万人

実施

Ｈ 12.6 〜
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レフリー判定
（3 次読影）
あり，5 名。

内視鏡学会専門
医が二次読影，
40 〜 58 人。

備考

東北大学・宮城県対がん協会・
仙台市と協議中

Ｈ 26.4 〜モデル実施，Ｈ
28.4 〜本格稼働

内視鏡観察モニター
画像記録

読影委員会（ダブルチェック）

メディア
（USB，CD-R など）

画像点検実施

内視鏡プロセッサー

コンバーター

画像処理

画像転換
メディア
（USB，CD-R など）
電送システム
（遠隔読影）

図3

検診内視鏡画像の提出

ルチェックを行う読影会に可能な限り出席し，ダ

30 〜 40 コマ程度が適当とされる。少ないと網羅

ブルチェック担当医から指導や助言を受け，自身

性に欠け，多すぎるとダブルチェックに時間がか

の内視鏡検査技量の向上を図るべきである。

かりすぎることになる 8）。胃内視鏡検診実施医療

複数の専門医が勤務する医療機関でのダブル

機関は，こういった画像評価を受けることで自施

チェックは，施設内での相互チェックでダブル

設の画像を見直し，改善を図ることで質の向上が

チェックの代替方法とすることができる。胃内視

見込めることになる。

期的に研修会を開催し，検査技術と診断能の標準

Ⅷ

12

結果判定（図 5）

化ならびにその向上，精度管理の知識の確認や更
新を図る機会を提供することが重要である。

胃内視鏡検診の結果の記載は，生検の有無，4

表 1 に示した大都市のダブルチェックは，ほ

段階の判定；ⅰ胃がんなし，ⅱ胃がん疑い，ⅲ胃

とんどが二人一組で構成され行われているが，横

がんあり，ⅳ胃がん以外の悪性病変，診断名であ

浜市では読影委員会メンバーの専門医が一人で担

る。判定は読影委員会によるダブルチェックを原

当している。新潟市，金沢市も読影委員会は専門

則とし，内視鏡検査医と読影委員会の判定が異な

医で構成しており，ここでも検診の質を担保して

る場合は，ダブルチェックの判定結果を最終判定

いるといえる。

とする。ダブルチェックにて新たに「胃がん疑い」
となれば，再検査の必要ありと判定される。

3．検査画像の提出・管理（図 3）
内視鏡検診で撮影された画像はダブルチェック

Ⅸ

検診データベース

の必要性から，すべての画像を読影委員会に提出
し，読影委員会により最終判定が確定する。これ

胃内視鏡検査および生検の記録などは，原則的

らの画像は個人情報であるため，「医療・介護関

に胃内視鏡検診実施医療機関で保管するが，画像

係事業者における個人情報の適切な取り扱いのた

の提出を受けた実施主体である市区町村は検診

めのガイドライン」に従って取り扱われる。

データベースを作成，管理する。内視鏡学会では
全ての内視鏡検査を対象としたデータベース，

4．画像点検（図 4）
読影委員会は，検査医の技量を改善するために，

Japan Endoscopy Database（JED） を 整 備 し て
お り， 検 診 や ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 に 対 応 し た

定期的な画像点検を行う。評価するのは，画像の

JED も準備が進んでいる。全国で標準言語によ

網羅性，画像条件，内視鏡操作による物理的粘膜

るデータを収集していくことで，内視鏡検査件数

損傷の程度，空気量，画像のコマ数，前処置，生

や偶発症，がん発見率など重要なデータを正確に

検の妥当性などである。特に撮影コマ数は重要で，

把握することが可能となる。非常に重要な事業で
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鏡検診運営委員会（仮称）は，検査医のために定
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施設名

医院・診療所・病院
胃がん検診

御中

平成

年

月

日

内視鏡画像評価

1．画像の網羅性
□満足しうる
□多少改善の余地あり
□かなり改善の余地あり
□大幅に改善の必要あり
1 − 2．改善を要する部位（「満足しうる」以外の時にチェック）
□食道
□噴門部
□穹窿部
□胃体上部 ⇒ □前壁
□後壁
□小彎
□大彎
□胃体中部 ⇒ □前壁
□後壁
□小彎
□大彎
□胃体下部 ⇒ □前壁
□後壁
□小彎
□大彎
□胃角部
⇒ □前壁
□後壁
□小彎
□大彎
□前庭部
⇒ □前壁
□後壁
□小彎
□大彎
□幽門輪
□球部
｛□十二指腸下降部（脚）｝：観察は必須ではない
2．画像の条件
□満足しうる
□多少改善の余地あり
□かなり改善の余地あり
□大幅に改善の必要あり
2 − 2．改善を要する点（「満足しうる」以外の時にチェック）
□色調
⇒ □赤みが強い
□黄色みが強い
□青みが強い
□露出
⇒ □オーバー気味、 □アンダー気味
□レンズ面ののっかり ⇒ □目立つ
□多少目立つ
□ぶれ・ピントのずれ ⇒ □目立つ
□多少目立つ
3．内視鏡操作による物理的粘膜損傷の程度
□満足しうる、 □多少改善の余地あり、 □かなり改善の余地あり、 □大幅に改善の必要あり
3 − 2．改善を要する点（「満足しうる」以外の時にチェック）
□内視鏡の接触や吸引による出血・発赤などの変化 ⇒ □目立つ
□多少目立つ
4．空気量
□ちょうど良い
□多い
□多少少ない
□かなり少ない
5．画像のコマ数
□ちょうど良い
□かなり多い
□多少多い
□多少少ない
6．前処置
□満足しうる
□多少改善の余地あり
□かなり改善の余地あり
□大幅に改善の必要あり
6 − 2．改善を要する点（「満足しうる」以外の時にチェック）
□粘液・内服薬などの粘膜への付着 ⇒ □目立つ
□多少目立つ
□食物残渣
⇒ □目立つ
□多少目立つ
7．その他（その他の気づいた点を記入）

総合評価：□満足しうる
□もう少し改善すると「満足しうる」域に達する
□かなり改善しないと「満足しうる」域に達しない
□複数の委員で検討した結果，上記理由で、検診に足る画像ではないとの結論に達する
総合評価で、「満足しうる」以外の評価を受けた検査医は、一度、読影委員会によるダブルチェック
にご出席下さい。その場で改善策をご相談できますし、他施設がどのような画像を撮影しているのかを
ご覧いただくことも貴施設の改善につながります。
胃内視鏡読影委員会

図4

画像点検票

あり検診，スクリーニング検査においても普及す
ることが望まれる。検診データの管理のための，

Ⅹ

精度管理指標の算出（表 3）

検診データベースの構築や追跡調査については，
別項 10.『上部消化管スクリーニング検査におけ

精度管理が適切に行われているかを確認するた

るデータベースを踏まえた内視鏡所見』を参照さ

めの指標としてプロセス指標があり，それらは受

れたい。

診率，がん発見率，要精検率，精検受診率，陽性
反応適中度である。算出方法を表 3 に示す。プ
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氏

名

男・女

検診日
方

年

法

月

□経口

生年月日

大正

昭和

（年齢）

年

月

日生

（

歳）

日

□経鼻

内視鏡検査医
病変部位 1

食道

胃

十二指腸

胃

十二指腸

（病変部位、所見、生検部位など）

病変部位 2

食道

（病変部位、所見、生検部位など）

生

検

1．あり

2．なし

判

定

1．胃がんなし

2．胃がん疑い

3．胃がんあり

4. 胃がん以外の悪性病変

診断名
（適宜記載）

12

読影委員会

判

定

1．胃がんなし

2．胃がん疑い

3．胃がんあり

4. 胃がん以外の悪性病変

診断名
（適宜記載）
再検査の必要性

図5

1．あり

2．なし

胃内視鏡検診結果判定票

ロセス指標よりさらに厳密な指標が感度・特異度
であり，その算出には中間期がんの把握が必要と

Ⅻ

検査手順

なる（図 6）
。

Ⅺ

研修カリキュラム（表 4）

1．問診，2．IC（インフォームドコンセント），
3．前処置，4．胃内視鏡検査手順，5．機器管理，
6．結果報告

胃内視鏡検診に従事する医師，メディカルス
タッフ（看護師，臨床検査技師など）は，胃内視

上記項目の 1 から 4 については，別項を参照され
たい。

鏡検診運営委員会（仮称）の主催する研修会に参
加し，がん検診に関する知識に習熟するよう努め

5．機器管理

る。表 4 に研修カリキュラム（案）を示すが，

まず原則として検診は無症状者を対象としてい

胃内視鏡検診運営委員会（仮称）は，こういった

る医療行為であり，感染症を含めて健康被害の発

研修会を定期的に開催する必要がある。

生を皆無とすることを目指さなければならない。
検査終了後直ちに行われる内視鏡の洗浄・消毒は，
感染防止において最も重要であり，洗浄担当者は，
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（追加病変：部位、所見など）
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表3

プロセス指標の算出
受診率＝

2 年間のがん検診受診者数－ 2 年連続受診者数
がん検診対象者数

がん発見率＝
要精検率＝

1 年間の発見がん数
1 年間のがん検診受診者数

「生検あり」と「再検査」該当数
1 年間のがん検診受診者数

精検受診率＝

要精検と判断された者のうち，精密検査受診者数
「生検あり」と「再検査」該当数

陽性反応適中度＝

1 年間の発見がん数
「生検あり」と「再検査」該当数

胃がんあり

胃がんなし

検査陽性

a

b

検査陰性

c

d

a＋c

b＋d

計
感度＝

偽陰性率＝

陽性反応適中度＝

a
a＋c
c
a＋c
a
a＋b

特異度＝

偽陽性率＝

d
b＋d
b
b＋d

陰性反応適中度＝

d
c＋d

注）検査陽性は「生検あり」と「再検査」該当例

図6

感度・特異度の算出

適切な個人防護具を装着することが望ましい。内

の支援を行う。胃がんなしの場合は，2 年後の検

視鏡の洗浄・消毒は，日本消化器内視鏡学会の「消

診を勧める。

化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ
実践ガイド」に準じるとされており，そちらを参

ⅩⅢ 不利益への対策

照されたい。

1．偽陽性
6．結果報告
1 ）検査後の説明

胃内視鏡検診における「偽陽性」とは，胃がん
でない病変に「胃がんあるいはその疑い」という

検査医は，検査終了後に，検査の概要，生検の

判断をすることである。鳥取県米子市での胃内視

有 無 に つ い て 説 明 を 行 う。 最 終 結 果 は ダ ブ ル

鏡検診の偽陽性率は，初回検診 14.9％，継続検診

チェック後になり，判定が変更される可能性につ

11.2％であった 9）。生検は，
「胃がん」あるいは「胃

いても説明する。

がん疑い」の病変に限定して行われるべきであり，

2 ）受診者への結果報告（図 7）

不必要な生検は出血などの偶発症を誘発すること

胃内視鏡検診受診者には，読影委員会の最終判

がある。すでに胃内視鏡検診を導入している地域

定に基づき，
「判定」の情報を通知し，判定に対

の生検率 10） は 10 〜 15％であることから，胃内

応した事後指導を行う必要がある。
「胃がん」や「胃

視鏡検診の生検率は 15％以下に留めるべきで，

がん疑い」
，
「胃がん以外の悪性病変」例について

精度管理体制を整備することで要生検率を 10％

は，必要に応じて専門の医療機関を紹介するなど

以下にすることが目標となり，昨今の Helicobacter
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表4

研修カリキュラム
課題

内容

胃がんの罹患・死亡の動向

・がん登録
・人口動態統計

2

胃がんのリスク要因

・ヘリコバクター・ピロリ感染
・生活習慣：喫煙，高塩分食など

3

がん検診の基本概念

・対象：適応と除外
・検診と診療の相違点
・対策型検診と任意型検診

4

がん検診の有効性評価

・研究方法
・アウトカム指標：適切な指標とは何か
・ガイドライン

5

がん検診の利益

・死亡率減少効果

6

がん検診の不利益

・偽陽性：定義，対策
・過剰診断：定義，対策
・感染
・偶発症

7

精度管理

・精度管理の方法：チェックリスト
・精度管理指標：受診率，がん発見率，
要精検率，精検受診率，
陽性反応適中度
・感度・特異度
・追跡調査の方法

8

胃内視鏡検診の方法

・対象年齢・検診間隔
・撮影方法
・読影基準
・症例検討

9

感染症対策

・胃内視鏡検査による感染事故
・胃内視鏡の洗浄・消毒

10

偶発症対策

・胃内視鏡検査による偶発症
・安全管理対策
・偶発症の報告方法

12

pylori 感染率の低下によりさらに低くなると考え

研究がほとんど行われていない。そのため過剰診

られる。なお，ダブルチェックによっても偽陽性

断とされる病変がどのようなものであるか，利益・

は生じる。しかし，一次判定で精検不要とされ，

不利益についても検証がなされていないのが現状

ダブルチェックにより要精検とされた群から新た

である。

に胃がんが発見されることは，偽陰性の減少やが

胃内視鏡検診の間隔は，「有効性評価に基づく

ん発見率の増加に寄与している。したがって，ダ

胃がん検診ガイドライン 2014 年度版」では 2 〜

ブルチェックにおける偽陽性の発生については不

3 年とすることが望ましいとされる。胃内視鏡検

利益ではあるが，胃がん検診という大きな立場か

診を行うことで早期がんがより多く見つかること

ら考えると容認できるものであると思われる。

になるが，その中に過剰診断が含まれる可能性が
ある。検診の目的は全体の死亡率減少効果であり，

2．過剰診断

そのためには限られた医療資源の中で高い受診率

がん検診を行うことで，本来は生命予後には影

が必要であること，過剰診断による不利益を最小

響しないがんを発見することを意味する。過剰診

にすることから検診間隔は 2 年に 1 回が推奨され

断により本来は不必要な精密検査や治療の増加を

ている。

招く可能性がある 11）。ただ，過剰診断については，
乳がん検診や前立腺がん検診についての報告が多
く，わが国では胃内視鏡検診の過剰診断に関する

3．偶発症
胃内視鏡検診の実施・拡大により偶発症は起こ
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胃内視鏡検診結果のお知らせ
氏
名
性
別
生年月日
住
所

男
大正・昭和

女
年

月

日生

年
月
日に、（胃内視鏡検診実施医療機関名）で実施いたしました
検査の結果は、下記のとおりでしたので、お知らせします。
記
1．今回の検査では、胃がんは認められませんでした。
現在、胃がんあるいは胃がんを疑う病変はありません。
今後も、継続して、定期的に検診を受けることをお勧めします。
症状のある場合には、次回の検診を待たずに、最寄りの医療機関の受診をお勧めし
ます。
2．今回の検査の結果、再検査が必要です。
今回の検査では、（診断名など）
が疑われます。再度、胃内視鏡検査が必
要となりますので、医療機関を受診してください。
3．今回の検査では、下記の病変が認められました。
（診断名など）
受診してください。

が認められます。治療が必要となりますので、医療機関を

以上

胃内視鏡検診実施医療機関：
連絡先
胃がん検診実施主体（市区町村担当部署）
連絡先

図7

検診結果報告様式

りうるものと認識する必要があるが，偶発症対策

書にて，検診では安全に検査を行うことが最も重

により健康被害を最小にすることができる。精度

要な要件になること，止血のための準備も検診で

管理のためには，偶発症の把握が重要であり，そ

は不十分と思われることから，抗血栓薬服用中の

の報告を欠かすことはできない。図 8 に胃内視

方には内視鏡検診を行わないと定めており，胃 X

鏡検診偶発症報告のフローチャートを，表 5 に

線検査，あるいは出血対策を講じた保険診療での

胃内視鏡検診偶発症報告様式を示す。

内視鏡検査を勧めている。

経鼻内視鏡の偶発症として鼻出血があるが，ほ

重症偶発症としてはアナフィラキシーショック

とんどの鼻出血は軽微なものでベッドサイドでの

があるが，前処置薬によるアナフィラキシーが疑

対応が可能である。また，生検では抗血栓薬服用

われた場合は，治療手順に従い治療を行う。その

の有無にかかわらず，一定頻度の出血が報告され

ためにも，救急カートを常備し，輸液，強心剤な

ており，生検を行った場合には必ず止血を確認し

ど必要な医薬品を常備しておくことが重要である。

た上でスコープを抜去する。生検に関しては，新

これら偽陽性や過剰診断，偶発症などの不利益

潟市では，新潟市胃がん施設検診実施要項で，内

は極力最小限に留めなければならない。そして，

視鏡検査の禁忌疾患に抗血栓薬服用者をあげてお

胃内視鏡検診の導入にあたっては，質の高い安全

り，
「抗血栓薬を服用中の皆様へ」とした説明文

なスクリーニング内視鏡検査の供給と不利益を最
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策が必要ではないかと思われる。
市区町村

成澤らは，内視鏡検診による内視鏡所見とピロ

指導

報告

リ菌感染の有無を組み合わせることにより，その
調査依頼

報告

胃内視鏡検診運営委員会（仮称）

後の胃がん発生のリスクを評価でき，結果として
効率のよい胃がん検診を行うことができると述べ
ている。それを検証すべく，新潟市では平成 24
年度から 10 年を超える計画で前向き試験をはじ

調査

報告

めている 13）。実際，新潟市では，特定健康診査
または胃内視鏡検査と同時に受けられるオプショ
ンとして，ピロリ菌検査を 40，45，50，55 歳の

検診実施医療機関

図8

胃内視鏡検診偶発症報告のフローチャート

節目年齢に導入している。また静岡市でも今後は
内視鏡検診希望者が増加することが予想され，ま
ず内視鏡医の確保が課題になるのではないかと述
べている。そして，その対策のため効率的な検診

小にするというバランスを考慮しなければなら

運営案として，ABC 分類を活用した検診対象者

ず，そのためには精度管理をしっかり行うことが

の集約，すなわちハイリスク群の集約として「胃

重要である

がん内視鏡検診静岡方式」を精度管理委員会が提

。

12）

ⅩⅣ 受診率とキャパシティ

唱している 14）。また赤羽ら 15）は，内視鏡検診対
象者の有効な抽出方法として，画像検査で萎縮性

胃内視鏡検診マニュアルでは，胃内視鏡検診の

type の萎縮性胃炎のある受診者は次年度も胃内

処理能について都道府県別の試算を行うと，受診

視鏡検診へ，closed type の萎縮性胃炎または萎

率，内視鏡保有施設の数などから，処理能が問題

縮性胃炎のない受診者は次年度には胃 X 線検査

となる地域も出てくるため，実際に導入できるの

の対象者とすることが妥当であると提案してい

は，政令指定都市・中核市に留まる可能性が高い

る。キャパシティをいかに維持するかを考えると

としている。

一考に値する提案であろう。

また読影委員会の運営も含めて考えると，当初

京都府医師会消化器がん検診委員会では，平成

は大学医学部のある都市や県庁所在地などの都市

28 年 6 月から対策型胃内視鏡検診のシステム作

部において胃内視鏡検診の導入が進みやすいと考

りを開始しているが，まず内視鏡検査のキャパシ

えられる。キャパシティについては様々な検討が

ティがどのくらいあるのか，京都府における胃が

されているが，実際には内視鏡件数がわかってお

ん検診二次精密医療機関 290 施設を対象に内視鏡

らず，北海道のある自治体からは，任意型検診や

検診への参加の意思等を把握すべく，アンケート

医療での実質のスクリーニングを入れると，受診

調査を行った。その内，京都市の結果のみを示す

率 50％のうち 80％が内視鏡検査となってもキャ

が，京都市内の医療機関 191 施設中 146 施設から

パシティに問題はないという試算もでている。検

回答を得，この内，協力医療機関として胃内視鏡

診効果の高い，救命可能な胃がんの早期発見によ

検診に参加すると回答したのは 82 施設，参加し

る胃がん死の撲滅という大きな命題を達成するた

ないとの回答は 17 施設，わからないは 47 施設で

めに，高い受診率を実現するためには，まずは教

あった。次に，参加すると回答した 82 施設に，

育体制の充実，認定制度の確立，その上で精度管

ダブルチェックのためのデジタル画像の提出媒体

理指標を達成するための様々な方法の検討，胃が

について質問したところ，73 施設が CD または

んハイリスクの絞りこみによる対象者集約など検

DVD などでの提出が可能との回答であった。ま

討が必要である。今後は，ピロリ菌感染のない胃

た，キャパシティについては，参加すると回答し

がんリスクの極めて低い受診者は胃がん検診から

た施設の 1 週間あたりの実施可能人数を 1 名刻み

除外する，あるいは検診間隔を延長するなどの方

で 8 名まで，そして 10 名，12 名，15 名，20 名，
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胃炎の進行度を判断するのが適切であり，open
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表5

胃内視鏡検診偶発症報告様式

報告医療機関
検診日

年

月

日

受診者氏名
性別

1．男

生年月日
基礎疾患
内視鏡の種類

2．女
年

月

日（

歳）

1．あり（

）

2．なし
1．経口

2．経鼻

1．穿孔
2．鼻出血
3．粘膜裂創
偶発症の種類

4．気腫（穿孔との重複も含む）
5．生検部位からの後出血
6．前処置薬によるアナフィラキシーショック
7．その他の偶発症

部位
重症度

転帰

1．鼻腔

2．咽喉頭

3．食道

4．胃・十二指腸

1．軽症（処置なし）

2．中等度（処置あり）

3．重症（入院）

4．死亡

1．入院（検査施設，他院）

5．その他

2．外来受診（他医療施設紹介）

3．帰宅（検査施設対応）

入院医療機関

偶発症発生時の状況

25 名，30 名，50 名と尋ねたところ，1 〜 5 名可

療における上部消化管内視鏡スクリーニングの精

能である施設が 48 施設，6 〜 10 名可能である施

度管理をどのように行うべきかを考えた場合，参

設が 23 施設あり，30 名可能も 2 施設，50 名可能

考になるのが表 6 に示す自己採点表（チェック

も 1 施設存在し，京都市内ではキャパシティは十

リスト）である。これらは，胃内視鏡検診の目的，

分確保できる可能性が高いと思われた。また検診

偶発症対策も含めた準備，受診者への説明と同意

実施医や読影委員会メンバーの資格に関わる内視

取得，検査方法，読影会，研修会など受診者に安

鏡専門医資格の有無については，病院勤務医・開

全で質の高い検査を提供するために必要なことお

業医等で協力可能と回答した 61 施設で，有資格

よび胃内視鏡検査のスキルアップのために必要な

者は 137 人と十分な専門医の確保が可能であるこ

事柄が網羅されている。大きな健診センターや病

とが判明した。内視鏡検診導入を検討している市

院併設型の健診センターでは，二人以上の内視鏡

町村は，こういった検討も十分行った上でシステ

専門医の確保が可能であれば施設内ダブルチェッ

ム作りを開始すべきと思われる。

クが可能となる。施設内では対策型胃内視鏡検診
では必須となる読影委員会を作る必要はないが，

ⅩⅤ

任意型検診（人間ドック型），日常診
療における精度管理（表 6）

ダブルチェックを行う日時や頻度，担当医師など
をあらかじめ定めておき，内視鏡検査医は，内視
鏡専門医がダブルチェックを行う際にはできる限

人間ドックなどを行っている健診施設や日常診
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り読影に参加し，画像チェックを受けるなど自身

表6

胃内視鏡検診実施のための自己採点表【医療機関版】

Ⅰ．目的
1．胃内視鏡検診の目的を理解したか。
Ⅱ．準備
2．胃内視鏡検診実施医療機関における機器点検（内視鏡，自動洗浄消毒機など）を行ったか。
3．胃内視鏡検診に従事するメディカルスタッフ（看護師，臨床検査技師など）に，前処置，検査，後
処置における役割を教育したか。
4．偶発症対策として，救急カートを準備・点検し，定期的に緊急時対応の訓練をしているか。
5．偶発症が発生した場合，市区町村への報告方法を理解しているか。
Ⅲ．受診者への説明
6．検査実施前に，胃内視鏡検診の検査方法を説明したか。
7．検査実施前に，胃内視鏡検診の利益・不利益について説明したか。
8．検査実施前に，受診者の既往歴・現病歴を確認したか。
9．検査実施前に，受診者の服薬の内容を確認したか。
10．検査実施前に，検査受診の同意を確認したか。
11．検査終了後に，検査の概要（生検実施を含む）を受診者に説明したか。
12．判定結果が「胃がんなし」の場合に，次回の検診について説明したか。
13．再検査や治療が必要な場合，適切な医療機関を紹介できるか。
14．ダブルチェックの判定が初回検査結果と異なった場合，その理由を受診者に説明したか。
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15．胃内視鏡検査の前処置を適切に行っているか。
16．胃内を網羅的に観察するために必要な撮影部位と撮影コマ数を理解しているか。
17．生検は「胃がん」あるいは「胃がん疑い」病変に限定しているか。
18．胃内視鏡検査終了後に，適切な手順により内視鏡を洗浄・消毒できるか。
Ⅴ．読影会，研修会
19．胃内視鏡検診の検査結果（電子媒体など）を，全例，ダブルチェックのための読影委員会に提出
しているか。
20．胃内視鏡検診のダブルチェックを行う読影会に出席しているか。
撮影方法の改善に努めたか。
21．胃内視鏡検診の読影委員会による画像点検で指摘された点について，
22．胃内視鏡検診運営委員会（仮称）の主催する研修会に出席しているか。
23．胃内視鏡検診に従事するメディカルスタッフ（看護師，臨床検査技師など）を胃内視鏡検診運営
委員会（仮称）の主催する研修会に出席させて，胃内視鏡の洗浄・消毒方法を学習する機会を
与えているか。

のレベルアップを図る必要がある。

ⅩⅥ 胃内視鏡検診の質の担保・向上

意取得，標準化された検査方法の確立，画像評価
などを自身で行うことと読影委員会で指摘された
画像の見直し，積極的な研修会への出席，読影委
員会への参加と研鑽などが必要である。これらを

胃内視鏡検診の質の担保・向上には，一人ひと

充実させ，さらに安全な内視鏡検診を行うために

りの検査医のレベルアップが必要なことは言うま

は，やはり検査医に対する十分な内視鏡教育が必

でもない。そのためには，これまで述べてきたよ

要となる。内視鏡教育については，別項 11．
『内

うに研修カリキュラムに沿った胃内視鏡検診に関

視鏡スクリーニング検査の教育，指導体制』を参

する知識の習得，メディカルスタッフの教育，しっ

照されたい。

かりした偶発症対策，受診者への十分な説明と同
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