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作成 2015.05.15 

 

 勉強会    

講習会：内視鏡の感染管理について 

    J&J 感染制御学博士/看護師 神 貴子先生 

６月  ▼日時：2015年6月7日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：倉敷中央病院 外来棟3階 大原記念ホール 

     岡山県倉敷市美和1-1-1 086-422-0210 

               内線3770 小野 

■担当者から皆さまへ 
 今回は、消化器内視鏡だけでなく他科の内視鏡も含めて内視鏡感染管理について学習していきたいと

思います。感染の基礎、洗浄、消毒、滅菌、洗浄履歴管理、内視鏡環境管理など内視鏡に携わるものとし

て外すことのできない項目だと思います。 

 内視鏡に携わる部署は、消化器内視鏡だけではありません。安全で質の高い内視鏡を提供するためにみ

んなで自施設の内視鏡感染管理を考えてみませんか？他部署の方にも声をかけていただいて一緒に勉強

会に参加してください。                                 

                                         倉敷中央病院 内視鏡センター 小野 房枝 

        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 info@okayamagets.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 

駐車場案内 

申込〆切                  

5/30 

＊大原記念ホールへの案内は次ページにあります。＊ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3Jvdkup.zhV8wUA1i2U3uV7/SIG=12t7buha6/EXP=1429884201/**http%3a/www.sozai-library.com/wp-content/uploads/2013/05/00480-450x337.jpg
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大原記念ホール

への行き方です！ 

１F 

３F 
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◆◆4月の勉強会報告◆◆ 

 

「ヘリコバクターピロリ除菌と胃がんリスクABC検診に参加して」 

私はこの4月から内視鏡センターに配属になりました。とても関心深い講義名であったため、配属後1ヶ月も経たない身

でしたが、参加させて頂きました。参加するまで 

講演を聞いても専門用語の理解も不十分の私に分かるのかとても心配でした。実際に 

参加してみてとても要点を絞って下さりまた分かりやすい説明をして下さり、とても満足出来る内容でした。ピロリ菌の

発見から、感染経路、また感染後の胃の画像やピロリ菌非感染とピロリ菌感染の症状など詳しく教えて頂きました。ま

たピロリ菌が胃がんに大きく関わっていることや除菌の重要性も知ることが出来ました。除菌することで胃がんリスクを

減らすことや、ABC分類をすることにより、胃がんにリスクを知り、その後の検診の目安が分かることなども知ることが出

来ました。これから内視鏡で仕事をするにあたりとても役に立つ講演でした。今回学んだことを現場で役立てて行きた

いです。忙しい中、講義して下さった井上先生を始め会場準備して下さったスタッフの方々に感謝致します。 

                               

                                 津山中央病院外来看護師  宮本 洋代 

 

先日は勉強会に参加させていただきました。ピロリ菌というと除菌しなくてはならないものと簡単な認識

でいましたが、今回の勉強会では井上先生からピロリ菌の陽性、陰性での胃の状態の違いやピロリ菌と胃

がんの関係、除菌のデメリットなどとてもわかりやすく講義していただき、ピロリ菌について知識が深め

られたと思います。胃の状態を見てピロリ菌の陽性、陰性の予想ができることなどを聞いて、いままでに

はなかった視点で内視鏡の介助ができると思います。今後も積極的に参加させていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

                         松田病院 臨床工学技士 秋庭 志保 

武田薬品さまより 

ミスタードーナツの差し入れ

塩谷さまと岡本さま 

 お世話になりました！ 

井上 和彦先生 
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休日にもかかわらず、貴重な勉強会に参加させていただきまして、ありがとうございます。 

 ピロリ菌の慢性感染並立は、幼少期（４～５歳まで）で胃の運命は、１０歳までに決まるといわれてるそうで、真

庭市では、中学生を対象に、保険適応外ではあるが、尿中検査を行い、陽性の場合、呼気試験をし、除菌治療に

つとめているときき、すばらしい取り組みに、倉敷市も、もっとピロリ菌について除菌することでのメリットなど啓も

う活動などをして、早い時期にピロリ菌除菌にいたればと思いました。 ABC分類については、患者さんにとって、

毎年、侵襲的な内視鏡検査を行わなくてもよい場合があったりと、ふるいわけをして、胃の健康度のチェックとして

当院でも活用していければいいなと思いました。 

                          水島協同病院 内視鏡室 立石 理絵 

 

ＡＢＣ分類・・・内視鏡に関わって長いですが初めての言葉でした。 

わかり易い講義をしていただき、いままでなんとなく理解していたことが

人にも説明できそうと思える話でした。これからも日々仕事に追われると

思いますが勉強会は参加していこうと心を新たにしました。ありがとうご

ざいました。 

          

        南岡山医療センター看護師  前川 紀子 

 4月の内視鏡勉強会は，ABC分類について詳しく勉強しました。 

ABC分類を考案された井上和彦先生より，ピロリ菌に関する基礎知識から，ABC分類とは…など， 

看護師でもわかりやすい内容で，あっという間の2時間でした。 

 今日の勉強会の内容の要点をまとめますと…とにかく，ピロリ菌を持っている人，持っていた人（除菌後）は

定期的に内視鏡検査が必要ということです。当院でも早期胃がんESD後除菌治療成功→10年後早期胃がん発見し

ESDという方がいらっしゃいました。この方は必ず1年に一度は内視鏡検査を受けてくださっていましたので早

期発見が可能でした。除菌後であってもあなどってはいけないと痛感しました。皆さんも患者さんに質問される

ことがあると思いますので，今回の勉強会の内容を少しでも知識として蓄えていただけたらと思います。 

 今年度も盛りだくさんで勉強会を開催していきますので，ご要望等ございましたら遠慮なくお願いいたしま

す。今回の井上先生に直接質問したいことなどございましたら，kawa.maki@live.jpまで連絡をいただけま

したらお答えさせていただきます。 

               

         川崎医科大学附属病院 内視鏡・超音波センター   河上 真紀子 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTjQCPD5V7kAAwx2U3uV7/SIG=13ipk1k52/EXP=1430228354/**http%3a/blogs.c.yimg.jp/res/blog-54-05/ollin2002ina/folder/250490/93/1203493/img_2%3f1406521598
mailto:kawa.maki@live.jp


 5 

 

月日 テーマ 講師 会場 

7/12（日） 

10:00～

12:00 

医学講習会：基礎編 

  「いまさら聞けないシリーズ：画像編」(1.5時間) 

情報交換会 

岡山ろうさい病院 

 白鬚 明典先生 

  

岡山中央病院 

8/9（日） 

10:00～

12:00 

講習会「いまさら聞けないシリーズ： 

  内視鏡で使用する薬剤について」(1時間)  

ワールドカフェ：薬剤に関してのヒヤリハット(1時間) 

津山中央病院  

 薬剤師さん 

津山中央病院 

9/6（日） 

10:00～

12:00 

講習会：内視鏡機器トラブルシューティング(1時間) 

講習会：内視鏡機器管理等の話(1時間) 

オリンパス(担当未定） 

チクバ外科 

   ME奥野さん 

チクバ外科・ 

胃腸科・ 

肛門科病院 

11月未定 

10:00～

12:00  

施設見学：水島中央病院 

医学講習会：内容未定(1時間？) 

水島中央病院担当者 

センター長  

   緒方 正敏先生 

水島中央病院 

  

12/20(日) 

10:00～

12:30 

医学講習会：内視鏡基礎講座 

 

岡山ろうさい病院 

清水 慎一先生 

岡山中央病院 

1/17（日） 

10:00～

12:00 

講習会と実地：内視鏡検査中の急変対応 岡山ろうさい病院  

救急認定看護師  

    畠山さん 

岡山ろうさ い

病院 

日未定 

◆◆27年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 

本年度は全国学会開催月の5月･10月は勉強会を  

    お休みにさせていただくことになりました。  

 

 ●5/29(金)～5/30（土）第74回日本消化器内視鏡技師学会(小倉)  

 ●6/28(日)第13回内視鏡看護セミナー (愛知県刈谷市）  

 ●9/13(日)第12回中国地区消化器内視鏡技師研究会(山口県下関市)  

 ●10/10（土）第75回日本消化器内視鏡技師学会(東京)  

 ●11/8(日)機器講習会(広島)→来年（平成28年）は岡山県開催。  

他開催予定 

ご注意！ 

＊お詫び＊ 
先月の予定表で東京の全国学会の曜日を日曜日と標記

していました。  大変申し訳ありませんでした。 

2.5時間 
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◆◆アンケート◆◆ 
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リレートーク 

 ・内視鏡システム：オリンパス ７台、フジフィルム ２台 

 ・スコープ保有台数：上部  GIF-H260Z ３本、GIF-Q240Z １本、GIF-Q260 ２本 

GIF-Q260J １本、GIF-PQ260 １本、GIF-2TQ260M  １本 

GIF-2TQ240 １本、経鼻 １本など 

下部  PCF-Q260AI １本、CF-Q260AI １本、PCF-Q260AZI １本 

CF-H260AZI ２本、CF-240I ３本、PCF-Q260JI １本 

側視鏡 ３本、超音波専用機 １本、 

ダブルバルーン小腸内視鏡 １本 

          気管支鏡 10本 

＜定床数 一般入院501床＞ 
 

【内視鏡センターの紹介】 
・内視鏡室：全８室 

(上部・下部用 ６室、透視室 １室、 

ESD １室、リカバリー室 ５床) 

・内視鏡洗浄器：５台エンドクレンズＤ) 

 

 

【内視鏡検査件数（平成25年度）】 

  

 上部消化管内視鏡 2700件（胃・食道ESD 53件） 

 下部消化管内視鏡 1459件（ポリペクトミー・EMR 319件、大腸ESD 15件） 

 ERCP 142件、ダブルバルーン ６件、カプセル内視鏡 27件、気管支鏡 243件 

 

【スタッフ構成】 

 内視鏡医師 ６名、レジデント ２名    

 看護師 ５名(内視鏡技師 １名)     

 外来クラーク １名 

医療クラーク ２名 

【当院の特徴】 
2011年11月西棟３階に新たに内視鏡センターが移転オープンいたしました。2014年４月から医師が１名

増えました。現在、国内で施行可能な内視鏡検査のほぼ全てが施行でき、身体にやさしい内視鏡手術専用

の手術室も用意しています。内視鏡センターのスタッフは他部門とも協力し、患者さんが安心・安全・安

楽に内視鏡検査・手術を受けていただけるように努めています。 
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＊昨年は、技師会より県内で麻酔を使用している施設からアンケート調査の協力を得て、 

 帰宅時の管理について調査をさせて頂きました。 ご協力ありがとうございました。＊ 

 
過半数の施設が、麻酔使用患者の帰宅時の管理は医師以外のスタッフ、おもに看護師に委ねられている。帰宅時に

麻酔覚醒の判断をする帰宅条件、それを明文化したもの、更に看護記録に残す施設は全てではない。 

そのうち個人の経験・感覚で行っている麻酔覚醒判断を根拠のあるものにし、標準化することで責任の持てる麻酔

覚醒判断をしていく。そして、自分たちが行っている看護を記録に残すことは重要なことである。日本内視鏡技師会

看護委員会の「麻酔回復スコア」を参考して、麻酔覚醒判断している施設もある。 

岡山県消化器内視鏡技師会でも引き続き情報交換や意見交換を行い内視鏡看護を充実させていきたいと思います。 
 

帰宅時の問題 
・覚醒していることで動けると自己判断しがち、身体がおいついていない。  

・麻酔回復スコアが１０点満点に満たない場合でも、明らかに帰宅可能と思われるとき、現時点ではＤｒの診察は 

 せず、Ｎｓの判断を記録に残し、帰宅してもらっている。  

・セデーション使用後はマイカー運転を禁止しているが、県北地域の公共交通機関不足もあり、帰宅方法をめぐり 

 トラブルになりかかる例もある。(事前の説明不足によるものが多い。)見送りは内視鏡センター出入口までなの 

 で、その後実際にどのように帰宅しているか、誰も確認していない。(マイカー運転で帰宅している可能性あり)  

 禁止していても車の運転をしてこられる。帰宅時運転をしないと了承しても、運転していると疑われる患者さん 

 がいる。  

・１時間の安静後、覚醒が悪いので安静時間の延長を勧めるが帰宅したいと言い張る患者さんがいる。  

 呼吸器疾患などの基礎疾患がよくわからないので(問診票にも本人の記載はない)予想以上に急激なＳＰＯ２の低下 

 をきたす場合がある。ＳＰＯ２が９０％をきり、麻酔の覚醒が遅延する場合がある。  

・今年度の業務改善のテーマとして麻酔回復スコアを導入しています。現在データーをとっているところですが、 

 試行段階でありまだ施設条件とまではなっていません。今後病院としての判断基準とし、電子カルテに取り込ん 

 でいける形を目指しています。平行して鎮痛剤のオリエンテーションの用紙の見直しを行っています。ちなみに 

 回復スコアはガイドラインに沿ったものを少々へんこうして使用しています。  

・ドルミカムの場合は２時間休むことをマニュアル化。以前は外来と観察ベッドの取り合いだったが、２年前より 

 プロポフォールを主にして使用しているため、観察時間も１時間と短縮され、ベッドの回転率がよくなった。  

・覚醒後の結果説明は、検査の合間で割り込む為、検査の遅れや説明が遅くなるケースがある。 

 (１日の検査医は１人) 

・必ず、決められた時間までは観察を怠らず記録に残している。検査前後の説明用紙にも注意書きをしている。  

 同意書には薬剤の種類により、車の運転不可と明記してあるが、Drの判断で急遽使用や本人希望でセデーション 

 となるケースも多い。  

・やはりどんな場合も説明と同意の上で、患者との”信頼関係”が重要と考えます。その上で受診者の“自己責任”  

 も問われるケースがあると思われます。  

・ふらつきがあるが早く帰りたいと患者または、家族が言う時、家族に連絡し同伴のもと、帰宅して頂いています。  

 

 

帰宅条件に合わない場合の対処法 
・覚醒が不十分で、帰れない場合は入院という形で経過観察を行うことがありますが本当にまれで1～2例程度です。 

 時間をおいて再度確認するか、アネキセートを使用。 

・覚醒状態に合わせて、時間は延長しているが帰宅条件に合わない場合でも帰宅可能と判断した場合理由を記録に 

 残している。 

・医師に報告し、判断をあおぐ。(もう１時間休むなど)  

・内視鏡前に医師と面会し、セデーションは使用せず検査を行う。 

・医師または看護師から危険性を説明し、説得する。 

 

    ＊各施設で、お困りの事も多いと思います。 

          参考までにアンケート結果を掲載させて頂きました。＊ 
 

◆◆技師会より◆◆ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTimUPD5V1CAAsBuU3uV7/SIG=16ahl0iml/EXP=1430228500/**http%3a/win-net.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2014/04/%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AD%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2590%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=139hgiq22/EXP=1430228500;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVGNfQUZUMDhXY3FjMVN6YUlmMFhLOUhaYnNIOFgzbzdKSGl6aHRmX251TW1tVjBhMWdVRkwzenJURQRwAzQ0T3A0NEtrNDRPejQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0kEcG9zAzEzMARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTgn_PD5V0jcAuxWU3uV7/SIG=12io3qj3i/EXP=1430228607/**http%3a/takekou.co.jp/wp-content/uploads/2015/03/illust3787.png
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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・・・。  

            info@okayamagets.jp  

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

■学会長：大波多歳男 

     （大分三愛メディカルセンター 消化器病センター）  

■会 期：平成27年 5月30日（土）  

     【前日イブニングセミナー開催】  

■会 場：西日本総合展示場新館  福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１ TEL 093-511-6848 

◆◆第13回消化器内視鏡看護セミナーのご案内◆◆  
 ■日 時 ：2015年６月28日（日曜日）9：50～16：00 （受付開始 9：00～）  

 ■会 場 ：刈谷産業振興センター ７階 小ホール  

    〒448-0027愛知県刈谷市相生町1丁目1番地6 （TEL：0566-28-0555）  

                       ＊案内は最終のページに！＊ 

＊申込み期限迫る！＊ 

◆◆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・・・。 

◆◆第28回東京消化器内視鏡技師会セミナーのご案内◆◆ 

 ■日時：2015年6月14日（日）10:00～16:00 

 ■会場：日本教育会館一ツ橋ホール 東京都千代田区一ツ橋２－６－２ 

                       TEL：０３（３２６２）７６６１ 
      参加費2000円（事前予約不要，当日会場で支払）  

   ＊教育講演で川崎医大の河上真紀子さんが 

   『カプセル内視鏡の現状と将来展望～技師の関わり～』お話をされます。 

                                        注目！！ 

   ＊ランチョンセミナー『TOYOTAから学ぶ世界水準の品質管理』          

             (株)プラスドライブ代表取締役CEO 原マサヒコ 

   ＊内視鏡機器取扱いに関する講義 1．内視鏡の原理，構造 

               2．内視鏡機器の正しい取り扱い方 

               3．故障とその対策          

             オリンパスメディカルサイエンス販売(株) 
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第13回消化器内視鏡看護セミナーのご案内 

日 時 ：2015年６月28日（日曜日）9：50～16：00 （受付開始 9：00～） 
会 場 ：刈谷産業振興センター ７階 小ホール 

            〒448-0027愛知県刈谷市相生町1丁目1番地6 （TEL：0566-28-0555） 

受講料 ：日本消化器内視鏡技師会会員：5000円（昼食代含む）非会員：8000円（昼食代含む） 
募集人員 ：300名（先着順） 
主 催 ：日本消化器内視鏡技師会 内視鏡看護委員会 
後 援 ：公益社団法人 日本看護協会    

 

《プログラム》 

  開会の挨拶                               （9：50～10：00） 

  講義Ⅰ「内視鏡検査・治療前の看護・上部消化器内視鏡看護」 （10：00～11：00） 

      講師：服部病院 日本消化器内視鏡技師会 内視鏡看護委員会委員長  上田 道子 

--------- (昼食：6階会議室（603・604）にて、お弁当を配布します・休憩：11:00～12:00) ----------- 

 

  講義Ⅱ「下部消化器内視鏡看護・ｾﾃﾞｰｼｮﾝ・偶発症の看護」   （12：00～13：00） 

           講師：服部病院 日本消化器内視鏡技師会 内視鏡看護委員会委員長  上田 道子 

--------------------------- （休憩：15分 13：00～13：15）-----------------------------   

 

  特別講演「看護研究が内視鏡看護にできること（仮題）」   （13：15～14：45）          

                              

講師：福井大学医学部看護学科基礎看護学   教授 上野栄一先生     

                             

--------------------------- （休憩：10分 14：45～14：55）-----------------------------    

 

  講義Ⅲ「教育：クリニカルラダーの活用」          （14：55～15：55）  
     講師：友仁山崎病院  内視鏡看護委員会委員            橋本 逸子 
 
  閉会の挨拶：第13回消化器内視鏡看護セミナー 実行委員長          大橋 達子 
                      
    

 

テーマ「内視鏡看護・さらなる高みへ・・・」 

初めて「内視鏡看護」を世に送り出して15年、内視鏡看護の確立と啓発を目的に消化器内視鏡

看護セミナーを始めて12年（干支を一周）が経ちました。今、内視鏡看護をエビデンスとナラ

ティブスに支持された未来へと紡ぐために何が必要でしょうか？内視鏡看護を一から学びたい

人も、内視鏡看護の教育や管理にもう一歩を希求する人も、一緒に考え、試み、問い直してみ

ませんか？内視鏡看護さらなる高みへ、何が出来るか、挑戦は始まっています。 

事務局：〒673-0413 兵庫県三木市大塚218-3 

服部病院 内視鏡看護セミナー事務局  上田道子 

 お問い合わせ先  Fax：(0794)82-4399   E-mail：kango2015@yahoo.co.jp 

※お問い合わせはFaxまたはE-mailでお願いします。 

※迷惑メール対策を設定の方は事前にメールが受信できるように設定の変更をお願いします。 
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お申込み方法 

受付期間は平成27年3月16日（月曜日） ～ 5月23日（土曜日）です。 

※入金時は必ず本人様名義でお願いします。別名義で入金する場合はメールまたはFAXにてご連絡くださ

い。その際、メールの件名には「入金について」と記載をお願いします。 

※受講料の払い戻しや、当日のお申し込みはできませんのでご了承下さい。但し代理出席は可能です。 

【はがきの場合】 

＊下記「はがき往信ウラ」を参考に、申込書の必要事項をご記入後、事務局あてにご投函下さい。 

＊同施設の場合でも一人一通で、必ずご本人様名を明記し、お申込みください。 

＊お支払方法： 折り返し、返信ハガキをご本人様宛にお送りいたします。 

               到着後10日以内に、はがきに記載されている、郵便口座まで振込みでお願いしま

す。 

入金された段階で正式な受付となります。 

＊「返信ハガキ」と「振込み票控え」が、入場券となりますので、当日必ずご持参下さい。 

【メールの場合】 

＊E-mail：kango2015@yahoo.co.jp 宛に送信して下さい。 

＊メール件名には「セミナー申込み」と入力をお願いします。 

＊メール本文には下記「返信はがきウラ」を参考に、申込書の必要事項を入力して下さい。 

＊メール申し込み後10日以内に、お手元に返信がない場合は、必ずFAXでのご一報を下さい。 

＊返信メールが届かない場合があるため、迷惑メール対策の方は必ず設定の変更をお願いします。 

＊お支払方法： 折り返し、メールをご本人様宛に送信いたします。 

              受信後10日以内に、メールに記載されている、郵便口座まで振込みでお願いします。 

入金された段階で正式な受付となります。 

＊「振込み票控え」が、入場券となりますので、当日必ずご持参下さい。 

 

※交通アクセス          
電車でお越しになる場合 

◆大阪（名古屋）方面から東海道新幹線「名古屋」駅 

下車、JR東海道本線でJR刈谷駅（北口）から徒歩3分。 

または、名鉄名古屋本線で「知立」駅乗り換え、名鉄 

三河線名鉄刈谷駅（北口）から徒歩3分。 

 

◆東京（豊橋）方面から東海道新幹線「豊橋」駅下車、 

JR東海道本線でJR刈谷駅（北口）から徒歩3分。  

または、名鉄名古屋本線で「知立」駅乗り換え、名鉄 

三河線名鉄刈谷駅（北口）から徒歩3分。 

 

 

郵便往復はがき 

       

 〒673-0413 

 兵庫県三木市大塚218-3 服部病院 

 

「第13回消化器内視鏡看護セミナー」 

    事務局  上田道子 行 

             

 

＊返信ハガキの表には、氏名 ・住所（勤務先又

は自宅）をご記入ください。 

＊返信ハガキの裏には何も記入しないで 

ください。 

 

第13回消化器内視鏡看護セミナー申込書 

 ふりがな 

氏  名  (                        ) 

勤務先  (                          ) 

 所  属  (                          ) 

 職  種  (                          ) 

連絡先住所 （ どちらかに○：勤務先・自宅 ）   

〒     (          ) 

住所   (                          ) 

TEL   (                          ) 

FAX   (                          ) 

内視鏡技師資格  有 ： 無 

【内視鏡技師認定番号:           】 

返
信
は
が
き
表 

返
信
は
が
き
裏 


