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 作成 2017.05.28 

 

 勉強会 ①医学講習会： 
 「上部内視鏡検査の基本について」 

   岡山市立市民病院 喜多 雅英先生  

②情報交換会： 

 EGD検査介助で困っていることなーい？   

 ■担当者から皆さまへ 
  勉強会は、2ヶ月ぶりのご無沙汰でございます。 

  4月はまず内視鏡検査に大切なスコープを知り、洗浄を確実にして頂くために機器講習会を 

済ませました。    そして6月は医学講習会で 第１弾は上部内視鏡検査の基礎編です。  

岡山市民病院の喜多先生から、解剖生理はもちろん今回は経鼻内視鏡含めてお話し頂く予定で

す。色々な画像を織り込んで 今ご用意頂いていまーす♪お楽しみに！ 

 さて、残り1時間はEGDに関しての情報交換会をしたいと思います。 

メインは・・“日頃からお困りのことがあったら相談してみませんか？” 

をテーマにして各グループ楽しくお話ししていただけたらと思います。 

 業務を改善するには医師への説得も必要な場面もあるかもしれないし、 

何か知恵や工夫があったら頂きましょ(*^_^*)！ 

もちろん内視鏡看護に関しても語りましょう！ 

 勉強会のモットーは“何か一つでも得る物があったら儲けもの！”の 

気持ちで気軽に参加しましょうね。   ではお待ちしています。 

 

          岡山市民病院                   小林 博子 

        川口メディカルクリニック 桑田 洋子 

 ▼日時：平成29年6月18日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：岡山市立市民病院 1階  多目的ホール 
           岡山市北区北長瀬表町3-20-1                                 

  ▼参加費：500円 ▼駐車場：無料 
          ＊駐車券は必ず会場までお持ちくださいね＊ 

        申込み方法（メールか郵送でお願いします）  
           ■〒700-0913  

                     岡山市北区大供2丁目2-16      川口メディカルクリニック 桑田 洋子宛  

           ■Ｅ－Ｍａｉｌ⇒ okayamagets@wi.kualnet.jp 
                          ※会場準備・資料の準備のため必ず申し込みをお願いいたします。  

        岡山県消化器内視鏡技師会ホームページ http://www.okayamagets.jp 

申込〆切 

6／15

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1493901018/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zdGF0LmFtZWJhLmpwL3VzZXJfaW1hZ2VzLzIwMTQwNTE0LzA3L25pa29uaWtvLXNob2tvLzhmLzIyL2ovbzA4MDAwMTY5MTI5NDA1NTM4NjQuanBn/RS=%5EADB2YAA1qz8KLuTv0QC1mx_Owc8.rU-;_ylt=A2RC
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◆◆岡山市民病院駐車場入口◆◆ 

◆◆岡山市民病院◆◆ 

＊医学講義＊ 

◆◆岡山市民病院一階見取り図◆◆ 

↓北長瀬駅の駐車場・駐輪場

は市民病院の管轄では無いの

で、無料になりません。 

ご注意くださいませ。 

ご注意を！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494579707/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpeWEzLm5ldC93cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wNS9vdGFtYWp5YWt1c2hpLTUzMHgzNDMucG5n/RS=%5EADBTcfYV_eMaIr8q_qWbYR89LSt3XE-;_ylt=A2Riolt6KBRZ.T0AMQWU3uV7
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◆◆4月の勉強会報告◆◆ 

  当院から6名参加させていただきました。看護師だけでなく、洗浄業務専任スタッフの参加したいと声が上

がったこともうれしい事でした。洗浄専任スタッフが日々洗浄業務を担ってくれるため、以前に比べ看護師が行

うことも減っていました。 

 今回の研修では、洗浄手順を改めて確認することが出来たこともあれば、今後の検討事項も明確になるとい

う、有意義な時間を得ることができました。早速、施設に 持ち帰り、問題点などスタッフ全員で話し合い、オリ

ンパスさんの協力を得ながら、業務改善に取り組み始めました。  

 今後さらに、患者さまに安全・安心して検査を受けていただけるよう努力していこうと思います。 

倉敷中央病院のみなさん、技師会のスタッフのみなさん、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いしま

す。 

                             チクバ外科・胃腸科・肛門科病院   塚本 透子 

ステンドグラスの海と山：倉敷中央病院 

何度か勉強会に参加させていただいています。 

いつも講師の先生・スタッフの方々にはお世話になっています。 

今回は、内視鏡の洗浄についての勉強会でしたが、いつも行っている業務だけに非常に興味深い内容

で、改めて自分が行っている洗浄が正しいのか再確認する良い機会でした。 

ボタン・鉗子栓のブラッシング洗浄は新たな発見でした。 

 また、今回は新入職した臨床工学技士も一 緒に参加させていただいたので、自分が我流で説明するよ

り、正しい洗浄方法を教えていただけたので大変ありがたい機会となりました。 

 また、機会があれば勉強会に積極的に参加させていただきたいと思います。 

                              

                            金田病院   臨床工学技士   大嶋 勝 
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 先日は 4月16日  機器講習会:内視鏡スコープを洗浄する上での知識の習得に参加させて頂きありが

とうございます 

 内視鏡担当は、30年前。自宅の近くの病院で、医師がスコープを直接覗き、本当にカメラを接続し

て、写真を撮る設備でした。(フィルムを入れ忘れると大変)時々明確な異常があると、レクチャース

コープで見せていただいてました。写真は現像に出し1週間後に再診で、説明という感じだった事を覚

えています。残念ながら、洗浄方法等は、覚えていません。 

 次は、15年前今の病院で、1人で10件/1日。患者さんの案内説明、前処置、検査中の医師の介助、

患者さんの介助、検査後の説明、内視鏡スコープの洗浄ベッドサイド洗浄、その後、機械による洗浄

を、狭い内視鏡室の、患者さんの頭もとで、実施。余裕の無い状態。 

 今は、若い看護師さんに、「カメラを付ける内視鏡スコープは教科書で、内視鏡の歴史って、写真

にでてました。」と言われ、知識も人間も古くなったと、思い、現在の内視鏡について、基礎から学

ばなくては、と思い参加させたいただきました。 

 4月から、15年ぶりの内視鏡担当洗浄について、細かい説明も受けましたが、当院は、上部は、富士

フイルム、下部はオリンパスのシステムです。送気送水チャンネルの本洗浄で、どうして？がありま

した、小さい疑問ですが、質問し、納得できる回答をいただくことができました。ブラシの使い方や

細かい注意点等も実際に、次も日から活用する事が出来、正しい洗浄や、取り扱いで、患者さんの安

全、安心、検査の効率の良さにつながると実感しました。 

 設備の問題で、交差感染を防ぐ、Dirty areaとClean areaがありますが改善の方向に働きかけていく

こと。また、自分の課題として、解剖や周囲臓器との関連等まだまだ学習しなくてはと、思っていま

す。次回も参加させていただき、知識を身につけ、現場に活かしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

                井原市民病院 内視鏡室 勤務 杉原 美恵子 

＊久しぶりに内視鏡に携われ、再び勉強にいらしてくださったようです。機器は進化発展していくため、勉強も必要ですよね(^_^)v＊ 

説明要員が不足して、役員が説明に！ 

でもちょっとした情報交換になりました(*^_^*) 

このたびは貴重な勉強会に参加させていただきありがとうございました。 

私は普段、健診での内視鏡検査介助に携わっており、ベッドサイド洗浄のみの実施ですが、 

今回の勉強会に参加し内視鏡スコープ構造や正しい洗浄・消毒方法を学ぶことができとても 

勉強になりました。 

普段行っている、ベッドサイド洗浄についても意義や、手技を再認識することができ、 

今後スコープを取り扱う際も、自信を持って行えると思います。 

検査を受けに来た健康な方が、感染症を持って帰ることのないよう、今後も感染対策を 

意識し、業務に励みたいと思います。 

 

          倉敷中央病院 総合保健センター  森脇 絢子 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1493980850/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3RveW9kYS12ZXQuY29tL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaWxsdXN0L2lsbHVzdDQwNDUucG5n/RS=%5EADBRpr_w2_F2xrGWNLr8L77QEo6oBI-;_ylt=A2RCCzEyBQtZoVsALw6U3uV7
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 多くの方の協力の下、勉強会が開催できました。ありがとうございました。  

今回の勉強会で、何か一つでも自施設に持ち帰ることができたでしょうか？「今まで、こんな

方法でやっていたけど、まだまだ足りなかった？」「うちで使っている手袋・・・」など気づ

くことができたら、また一歩前進できますね。解ることが増えたら自分に自信がつきます。 

皆で、勉強して、実践に活かしていきましょう。 

そして、自施設で疑問が出たら技師会のネットワークや業者の方を使って解決していきましょ

う。 

                       倉敷中央病院 小野 房枝 

倉敷中央病院の 

セントラル庭園内の桜 

今回の機器講習会は、小野師長から「内視鏡スコープを洗浄する上での正しい知識を身につけよう！」

とお題をうけて、師長を頭に、CE5人とジョンソン、オリンパスさんの協力を得て企画を練りました。 

病院で働く私達にとって洗浄、消毒という分野は、日常作業となってしまい、疑問点が表に出にくい部

分なのでは？しかし、検査に携わる私達が患者に安全なスコープを提供するためには、洗浄、消毒方法を

しっかり理解し、手順を守ることが大切です。4月の勉強会にはぴったりの、初心にもどって勉強する機

会となりました。   様々な施設、経験年数の方々に、限られた時間内でしっかり満足していただける

勉強会を開催することの難しさを感じ、反省点を今後の企画に活かしていきたいです。 

                          

                           倉敷中央病院CE  高見奈美 

倉敷中央病院 

3棟フラワーガーデン 

倉敷中央病院のスタッフの皆さま 

＊皆さま大変お世話になりました。＊ 
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＊手元がよく見えるように前に映しだしてくださったから、

←全員で洗浄方法を確認できました＊  

オリンパスの皆さま 

 いつも感染管理のご講義頂く神 貴子先生です。↑ 

今回は30分の講義のために東京から駆けつけてくださいました。 

ジョンソン＆ジョンソンの皆さま 

ありがとう 

ございました！ 

＊お世話になった業者の方々＊ 

 

「今回で2度目の講師を務めさせて頂きました。前回、今回講演共に、いつもたくさん

の質問を頂いて、皆様の勉強熱心な姿勢にいつも感服いたします。 

又、感染対策上の質問などありましたら、弊社ＪＪ担当まで御願い致します！」 

 

          ジュンソン＆ジョンソン   神 貴子先生 

「本講習会において、参加者の方々からは特殊管路や特殊機構を有する内視鏡の洗浄消毒

方法や送水タンクの清掃等、多岐に亘るご質問を受けました。メーカーである私たちも多く

のユーザーの方々と直接、長い時間お話をさせて頂き、内視鏡の洗浄消毒方法について、ど

の様な点に不安や疑問を抱えておられるのか、把握する事が出来、大変貴重な経験となりま

した。この経験を今後の業務に生かし、お客様の安全安心な内視鏡検査をしっかりサポート

していきたいと思います」 

                  オリンパス株式会社 町田 有理 先生 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1493980850/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90LnBpbWcuanAvMDIyLzI3MS8yMDMvMS8yMjI3MTIwMy5qcGc-/RS=%5EADB0plVzqZeipHEMMAEa02yi_wNR8c-;_ylt=A2RCCzEyBQtZoVsAOw6U3uV7
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◆◆4月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(倉敷中央病院） 

参加人数  ９４名 
参加施設  ３０施設 
回収率   76％ 

テーマ   内視鏡スコープを洗浄する上での 
        正しい知識を身につけよう 
開催日時  平成２9年4月16日（日） 
会 場   倉敷中央病院 大原記念ホール 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
 
１．消化器の解剖整理などを基礎から学ぶことができればと思う 
２．新人対象の勉強会、機器洗浄、生理学など 
２．内視鏡の看護や介助方法について学びたい 
３．手指衛生のタイミング、方法について学ぶ機会があればと思います。 
４．洗浄方法についてまた詳しく講義してほしい。 
５．フジフィルム社 

0 10 20 30

①１年未満

②１年～５年未満

③５年以上

④未記入

内視鏡経験年数

0 10 20 30

①０～５回

②６～１０回

③１１回以上

④未記入

勉強会参加回数

0 20 40 60 80

①自分の時間

②公休(出張扱い)

③休暇を取って

④未記入

勉強会参加状況

0 20 40 60 80

①満足

②やや満足

③どちらでも

④やや不満

⑤不満

勉強会の時間

開始時間

テーマについて

0 20 40 60 80

①満足

③どちらでも

⑤不満

理解出来た

興味深かった

0 20 40 60

①できる

②マアマアできる

③どちらでも

④あまり出来ない

⑤出来ない

今後に生かせる

勉強会に関して 勉強会の内容 

 内視鏡勉強会の参加ありがとうございました。 

参加者の皆さんの熱心さに感激しました。 

熱心な皆さんに推奨事項をお伝えいたします。 

 洗浄ブラシについてですが、ディスポーザブルのブラシの単回使用をお勧めします。 

〈当院では様々な会社の試供品を使用して，一昨年からUSendoscopy（富士フイルムパートナー製品） 

のブラシを単回使用で使用しております。〉全国的には多くの施設で一患者一ブラシで洗浄をおこなっ

ております。ブラシの毛先がまだらになっていませんか？リユース製品のコイルシ ースはヘタって来てい

ませんか？廃棄のタイミングっていつ❔先端のブラシがスコープ内で折れたことはありませんか❓ 

 当院で使用してみて，洗浄の質の保証・安全性，洗浄員の肩こり・疲れの軽減，スコープの吸引ボタン

部分の削れによる修理は明らかに減少しました。事故があってからでは遅いので，感染管理の観点か

ら，コスト削減より重要事項を優先しましょう。 

 病院を説得して岡山県の内視鏡の質を上げていきましょう。 

                 川崎医科大学附属病院 

                            河上 真紀子 

            ≪説得のお悩みお答えしますm_kawakami_1106@yahoo.co.jp≫ 

＊役員より＊ 
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◆◆4月の勉強会アンケート続き◆◆ 
【勉強会に対する意見・感想】 
  
1. あやふやであった点が明確な回答を頂き勉強になった×3 
2.内視鏡洗浄方法などについて詳しく知れてよかった  
3.内視鏡洗浄おいて自分のやり方で良くなかった所を確認できた×3 
4.自分が知らない所まで知れてよかった 
5.基本を教えていただき、改善点が分かりました。 
6.自分の施設において情報共有し実践していきたい×2 
7.日々行っている業務についての勉強会であったため興味深く聞くことができた 
8.モニターを使いみんなに分かりやすいよう（見やすいよう）にされていた。 
9.写真や実際の機械を使用していたのでとても分かりやすかった。 
10.スコープの洗浄方法を解説付きで、視覚的に見られたのが良かった。 
11.ハンヅオンを含めたものだったため勉強になった 
12.実際に触ったり、見たりすることができてよかった。 
13.実践的な内容で、大変勉強になりました。 
14.副送水、Jタイプの送水など新しいことに気づきも得られました。 
15.洗浄の話は何度聞いても勉強になります。 
16.副管路洗浄が大切と知りました。 
17.普段は、内視鏡検査介助のみで、洗浄には従事していないが、改めて洗浄や感染対策の必要性や 
 方法を知ることができた。 
18.UCTなど起上のあるスコープに自信がなかったので、勉強できた。実際の実演でもUCT・JFもやって 
 ほしかった。 
19.機械に任せるのではなく、第一洗浄が大事なことが分かりました。 
20.カメラの扱い方の意識付けができた。 
21.正しい方法を丁寧に教えてもらいよかった。 
22.ベッドサイド洗浄の重要性を認識できた。徹底していきたい。 
23.知らないこと、忘れていること発見しました。明日から役立てます。 
24.ガイドラインについての話は聞いたことがなかったため勉強になった 
25.手袋脱着のタイミング、ベットサイドの洗浄なども含めて一連の流れを知りたかった 
26.手袋の素材の違いで、浸透に差があることにおどろいた。 
27.手袋の検討をしてみたいと思いました。 
28.自動洗浄装置の説明の時間が長くても良かったかと思います。 
29.質問、業者の人が忙しそうでできなかった。 
30.ブースも複数有あり、メーカーの人としっかり話ができよかった。×3 
31.内視鏡業務をし始めたばかりなので、こういった勉強会はありがたいです。 
32.自分のところの洗浄で気になる部分があり、勉強会に参加しました。ベッドサイド～洗浄器までの 
 一連の流れが実際に見たかったですが、あっさりたてだったので残念です。 
33.今まで聞いたことのない内容で、とても勉強になった。実践も取り入れていて、質問もする事が 
 できてよかった。 
34.今まで当たり前にしていたことが間違っていたり、意味がなかったりしたことに気づけてよかった。 
35.感染担当者として働いています。洗浄、消毒に関してとても興味深く、また疑問点も今回解消でき 
 有意義でした。 
36.正しい洗浄で、感染管理を実施できるように心がけます。 
37.机があるとメモを取りやすいので、あるとありがたい。 
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◆◆平成29年度の内視鏡勉強会予定◆◆  

月日 テーマ 講師 会場 

7月２日(日) 

10:00～12:00 

医学講習会 

下部内視鏡検査について（1時間） 

  解剖生理 用手圧迫  

チクバ外科胃腸科 

肛門科病院 

  瀧上 隆夫先生 

チクバ外科胃腸科 

肛門科病院 

参加費：500円 

8月20日（日） 

10:00～12:00 

医学講習会 

感染管理 

ジョンソン＆ジョンソン 

  神 貴子先生          

津山中央病院 

9月10日（日） 

10:00～12:00 

9/3（日） 

医学講習会  

今さら聞けないシリーズ画像編（基礎） 

第14回中国地区消化器内視鏡技師研究会 

（鳥取県） 

岡山ろうさい病院 

  白髭 明典先生 

岡山中央病院 

参加費：500円 

10月 

10/13～１0/14 

学会月にて休み 

第79回日本消化器内視鏡技師学会(福岡県)  

    

11月19日(日) 

10:00～12:00 

 

11/12(日) 

医学講習会 

内視鏡検査時の緊急対応について 

 

機器取り扱い講習会 実践編（岡山県） 

倉敷中央病院  

救急認定看護師 

  多賀 真佐美先生 

倉敷中央病院 

参加費；500円 

12月17日（日) 

10:00～12:00 

医学講習会  

消化器内視鏡技師認定試験対策講座 

岡山ろうさい病院 

  清水 慎一先生 

岡山市民病院 

参加費：500円 

1月14日(日) 

10:00～12:00 

情報交換会： 

看護記録について（ワールドカフェ） 

  

 

 

倉敷第一病院 

＊青字は全国・中国地区の勉強会案内です＊ 

内視鏡に携わっておられる皆様へ 

 
 長い間、岡山県消化器内視鏡技師会では大変お世話になりました。 

この新年度より役員を退任させて頂きます。これまで皆様とともに学び切磋

琢磨出来ました事に、心よりお礼を申し上げます。  

 皆さま一人一人、内視鏡の先生、各施設の方のご理解とご協力・御指導の

賜で、他に類のない技師会・勉強会を継続する事ができています。今後もさら

なる発展を期待しています。 

 今回、岡山県の役員は退任ですが、日本内視鏡技師会内視鏡看護委員会

は今しばらく続けていきます。微力ながら皆様の後押しをしてまいりますの

で、今後も宜しくお願い申し上げます。           

                                遠部絹子 

＊今年度より役員を退任された岡山ろうさい病院の遠部さまより皆さまへ＊ 
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 ◆岡山県消化器内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。  

            Okayamagets@wi.kualnet.jp  

  岡山県消化器内視鏡技師会ホームページ http://www.okayamagets.jp 

◆◆技師会からの情報◆◆ 

＊いつもお世話になっている業者さまへ＊  
私たち内視鏡の現場で役に立つ情報や新製品の情報・注意情報などなどを 

ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。原稿やご提案は下記まで・・・。 

 （おかやまげっつに掲載するか、勉強会にご参加いただくか？など。）  

①第15回日本消化器内視鏡技師看護セミナー(静岡) 

開催日時 ：平成29年 6月25日 (日曜日)  9：50 〜 16：00   

開催場所 ：アクトシティ浜松コングレスセンター 

       静岡県浜松市中区板屋町111番地の1 

 

 

②第1４回中国地区消化器内視鏡技師研究会 
     開催日時：平成29年9月3日(日) 
 

     開催場所：鳥取県   詳細は又！ 

 注意：今年度から中国地区は研究会のみで、機器取扱講習会は行わないことになりました。 

   機器取り扱い講習会いは各県開催に参加していただきたいとのことです。 

学会長：川原 政幸 

     （公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院）     

会  期：平成２９年１０月１３日（金）・１４日（土） 

会  場：アクロス福岡 

     福岡市中央区天神１－１－１ 

③ 

 

 

＊ナイチンゲールの倫理観＊ 
「人と争わないこと。人の心を傷つけるようなことを口にしないこと。自分が不

愉快だからといって他人まで不愉快に巻き込まないこと。なぜなら、争いという

ものは、軽率な言葉とか、きわどい冗談、荒々しい命令とか、そういったごく些細

なことがもとで生じるものだからです。このようなことにも気を使えないで、ど

うして人を預かることができるでしょうか。」 

＊内視鏡学会よりお知らせ＊です。  

１０月博多の技師学会ですが、宿泊が取れない状態だそうです。  

参加される方は、早めに予約を取ってくださいとのことです。  
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7月は・・・ 

チクバ外科で大腸内視鏡検査についてのご講義を頂きます。 

 

それに関連して、EMRやESDでは病変の挙上を保ち安全に切除 

できるよう粘膜下注入剤として使用しているムコアップの、 

皆さまに有用な情報を頂く予定です。 

 

             お楽しみに(*^_^*)！ 

＊是非ご参加を！＊ 

長い間内視鏡に携わっているのですが、まだまだ勉強することばか

り・・・。 

変化する診療報酬。せっかく一生懸命働いているんですもの、 

見合ったコスト請求しなくちゃ！ 


