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作成 2015.06.22 

 

 勉強会  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） 

      岡山ろうさい病院 白髭 明典先生 

 情報交換会 

▼日時：2015年7月12日(日)10:00～12:00 

▼会場：岡山中央病院 ２F セミナー室 

       岡山市北区伊島６－３ 

 ▼参加費500円 

 ■担当者から皆さまへ 

 

        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 

７月 

 いよいよ夏を迎え、次々に精査目的で受診してきますね。皆さまも暑さと忙しさでクタクタかも知れま

せんが、新しい知識を入れちょっと頭を切り換えリフレッシュしてください。 

 日々の内視鏡業務では、中々検査画面をジックリ見ている暇も無く、回りで検査の段取りに追われてい

るのが現状の方もおられると思いますが･･･。内視鏡検査終了後に結果の説明を医師から受けておられ

るときに一緒に画面と照らし合わせ聞いていたら、今の病状がよく分かるなあ～と思うことはありません

か？今月はその画像をいっぱい用意してくださってご講義頂きます。 

 ベテランも新しく内視鏡室に配属された方も一緒に学べるように、今年は基礎編を何回か勉強会の

テーマにしました。ベテランだからこそ、表だって中々聞けない事もあるだろうと思いまして、“今さら聞

けないシリーズ”を計画しました。顧問の清水先生のお声かけで、色々な先生のお話が聞ける機会を作っ

てくださり、今回はまずろうさい病院の白髭先生に講義を頂くことになりました。 

 そんなことも知らないのか？と言われても食い下がって 

お聞きしましょうね！ 

          川口メディカルクリニック 桑田 洋子 
 

申込〆切 

 ７／５ 
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◆◆6月の勉強会報告◆◆ 

 元医療従事者の方だったので経験も含めての話でわかりやすかったです。感染管理の話でし

たが、思っていても施設の設備の条件や環境等で難しい部分はありますが、心がけていきたい

と思いました。 

                     中島病院 長石 裕子 

「内視鏡室の感染管理と言うテーマで、神さんの講義に参加させて頂きました。 

スタンダードプリコーションから、感染の起こる要素、履歴管理など興味深い内容で、とても解り易い

講義をして下さり、あっという間に時間が過ぎました。 

振り返りと今後の課題が見え、ﾊｰﾄﾞ面、ｺｽﾄ面と多くの困難はありますが、すぐにできる事から、改善

し安全な内視鏡室として日々頑張って行きたいと思いました。 

神さん、小野師長さん、内視鏡技師会の皆様ありがとうございました。 

  

             チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 塚本透子 

 内視鏡の感染管理の研修に参加させていただきました。感染から患者さんや自分を守る予防

策、内視鏡の洗浄から消毒、保管までの基本的な知識を再認識することができました。交差感

染予防など今後仕事していく上で取り入れていきたいと思います。分かりやすく丁寧な説明の

研修をありがとうございました。      

             倉敷成人病センター NA 三木田 敦子 
 

 神 貴子先生 

倉敷中央病院 大原記念ホールのステンドグラス 

皆さんいつも 

原稿ありがとうm(_ _)m 
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内視鏡の感染管理の勉強会に大勢の方と一緒に勉強できたこととてもうれしく思います。 

いろいろな部署や職種の方の参加をいただきました。当院だけでなくCE・ICTリンクナース・感染制御室認定 

看護師・病棟看護師長など そして、清掃担当の責任者の参加もありました。 

 神貴子先生のお話の中に、現場での行動を振り返る必要性が何度も出てきました。手指衛生は？防護具は？ 

器材の取り扱い洗浄・消毒みんな同じ方法？自施設の環境（交差感染の可能性）は？消毒に関する患者からの

問い合わせに応えられますか？など 

まず、自施設でできること、しなければならないことを考えて取り組んで行きましょう。 

頭が？？となったら、 

  岡山県の内視鏡技師会のネットワークを使って解決できたらいいですね。 
 これからも、みんなで勉強できたらいいですね。 

                           

                                  倉敷中央病院  小野 房枝 
 

＊倉敷中央病院のスタッフの皆さま、早朝からの準備から終了後の後片付けまで大変お世話になりました。＊ 

Ｊ＆Ｊの方からの差し入れです！ 

  ありがとうございました。 
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＊Ｊ＆Ｊ（カワニシ）の方から６月の勉強会の講義内容を送っていただきました。＊ 
■スタンダード・プリコーション 

現在、看護師資格試験に、スタンダード・プリコーションに関連した問題を必ず１問は設定しなければならないルール

になっている。ゆえに、新人の方が詳しい分野と言われている。 

以前は【注意しましょう】という意識・レベルであったが、現在では自らを守る事は無論、感染源にもなり得る事を意

識して“スタンダード”、常日頃から実施すべき事になっている。内視鏡において・・・ 

・手指衛生 

・PPE（個人防護具）の着用 

・器材・汚染されたものの取扱い 

・感染経路予防策の理解 

・環境への理解 

・咳エチケット 等が応用すべき部分である。 

内視鏡室は手袋を着用する時間が長いので、汗が出る事、手がふやける事で感染源になり得る

リスク、皮膚本来のバリア機能低下等、注意しなければならない。またPPE装着に関して、手袋のサイズ、水分を

通さない撥水性の製品を選択する必要がある。また内視鏡機器は取扱いが難しい複雑な構造である。取扱いに関し

て、欧米では新人が１人前になるまでトレーナーが付く。構造を把握する事で洗浄しにくい箇所、ブラッシングの

重要性を理解した作業が可能になり、故障リスクも軽減する。教育を実施した事で修理費の削減が実現した学会報

告がある。環境面でのポイントは清掃。海外では清掃ルールが厳格化されている。訓練されたProfessionalが担当

しており、JCI(Joint Commission International)でも重要視される。 

■感染の起こる要素・微生物について 

もし血液等、感染性の液体と接触したからといって、すぐに感染する訳ではない。感染には構成要素がある。感染性の

微生物、感染経路、感染する側の状況(易感染宿主)等、複数の要素が整っての【感染】である。感染性の微生物は

大きく分けると３つ４つである。細菌・真菌・ウイルス等で、プリオン蛋白は生物ではないので対象外である。消

毒剤への抵抗性と言う意味では芽胞菌が最も強い。乾燥し、栄養分のない、細菌が生存するには過酷な状況下でバ

イオフイルム（殻）を形成し、生き延びる。2002年に米国で発生したバイオ・テロの際使用された炭疽菌は約20

年生存すると言われている。故に洗浄、消毒作業は重要である。洗浄は物理的に汚れを洗い流す事で、汚れの中に

いる細菌を除去する目的で、消毒は対象器具に付着して残存した細菌を化学的に殺滅する事を目的とする。 

■耳鼻科の内視鏡消毒に関する一例 

ASP事業部は業務の一環として、施設の研究発表に関してアドバイスやサポートを担当する事がある。その一例とし

て、耳鼻咽喉科の軟性内視鏡消毒に関する事例を報告する。耳鼻科外来で軟性内視鏡の検査を実施した患者が肺結

核を発症した。その内視鏡に関して洗浄・消毒方法を調査したところ、挿入部のみの消毒で不潔な操作部は未処理

だった事が判明した。構造上、鉗子などを通すチャンネル内にも消毒液は通液しておらず、作業者も以前からの慣

習で、全く問題だと感じていなかった。他にも、海外の発表で、約8,000サンプルの調査で20％近くが汚れが残存

していたとの報告がある。教育の再徹底が重要だと考えさせられる例である。また、JCI受診では交差感染への対策

が重んじられる。 

・人の交差リスク（張り紙・ゾーニング等、ルールや教育が重要） 

・器材の交差リスク（動線への配慮）サーベイヤーが分かりやすい内容で実施する事が肝要である。 

■履歴管理 

昨今、検査を受ける患者側から【洗浄・消毒方法を教えて】と言われるケースが散見される。安全である証拠を提示で

きるようなルール、システムを用意する事が大事である。手書きは簡便なイメージがあるが、誤字脱字や紙の補充

など、実は煩雑である。慣れるまでの苦労はあるが、メーカーとしては、IT管理の有用性を推奨したい。また、メ

ンテナンスの重要性も共有しておきたい。内視鏡の自動洗浄器は【特定保守管理医療機器】に区分され、整備が義

務付けられた機器である。H19年の医療法改正で保守点検の計画と適切な実施が要求されているので、今後の対応

に関して参考として頂きたい。添付文書や取扱い説明書に則って対応する事が肝要である。このポイントは機能評

価もJCIも共に重要視している。 

■ERCP 他（スコープの構造） 

海外で話題になり、日本でもスコープメーカー様からアナウンスがあった通り、CRE（カルバペネム耐性腸内細菌）の

感染が注目されている。国内で販売している対象機器は先端カバーが着脱式であり、洗浄時には外すことがセオリー。

しっかり構造を把握していれば対応可能である。 

今後も進化していく感染対策、複雑化する医療機器に対処する為には結局【人】である。 

教育の重要性、の応力の均一化を実現していく必要がある。 

◆◆６月勉強会概略◆◆ 

http://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_57.html
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◆◆６月勉強会アンケート◆◆ 
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・・・◆◆アンケート結果続き◆◆ 

◆◆27年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 

月日 テーマ 講師 会場 

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 

2.5時間 

詳細未定 
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◆◆真夏になる前に暑さに強い体を作ろう！

「やや暑い環境（気温25－30℃、相対湿度50－70%）」で「ややきつい（一回に300-500ml の汗をか

くような運動を、1 日に15－30 分間、1 週間に3－4 日、1－8 週間繰り返すことで血液量が200-

300ml 増加。）」と感じる運動を実施すると暑さに強い体になり、最近日々のこの運動後の30 分以内

に高い糖質（15-30ｇ）と蛋白質（10-20ｇ）を含むミルクなどの食品を摂取すると、その効果が倍増する

ことが明らかになってきた。 

「ややきついと感じる運動」として「インターバル速歩」

①朝夕の比較的涼しい時間帯 

②数分間の下半身を中心とした軽いストレッチを行った後、下記姿勢で歩行を 

靴は底が柔らかく曲がり易く、 
踵にクッション性のあるもの 

背筋を伸ばして元気よく 

２５ｍほどさきを見て歩く 

腕は直角に曲げて大きく振る 

踵から着地、１・２・３とカウントし、 

 ３歩目は大きく踏み出す。 

③速歩のスピードは５分間歩いていると少し汗ばむ程度、10分間歩いていると息が弾み、動悸はする

が、15分間歩いていると脛に軽い痛みを感じる程度を目安に。 

④速歩の期間は3分間を基準に。大部分の人が、これ以上の歩行継続を困難と感じるから。 

 3分間の速歩のあとに3分間のゆっくり歩きを挟む。時計で正確に時間を測定しなくても、 

 電柱などウォーキングコースの適当な目印にしたがって自分で設定を。 

 このセットを、1 日に5 回以上、1 週間に4 日以上を繰り返す。 

⑤1 日のインターバル速歩終了後、30 分以内にミルクなど高い糖質（15g）、蛋白質(10g)を含む  

 食品を摂取する。 

ちょっと一息❤ 

コラムでした！ 

＊皆さまお身体ご自愛ください 
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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 

◆◆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。）  

■学会長：石﨑 淳子 

     （ＪＡ広島総合病院） 

■会  期：平成27年 10月10日（土） 

■会  場：ベルサール渋谷ガーデン 

     東京都渋谷区南平台町１６－１７ 

     TEL 0120-008-527（住友不動産ベルサール総合案内） 

◆◆第１２回中国地区消化器内視鏡技師研究会・機器取扱い講習会のご案内◆◆ 
  ■開催日・時間 平成27年9月13日(日) 10：00～16：30 

   ■会場 下関市生涯学習プラザ  

         山口県下関市細江町３－１－１  

          TEL：083-231-1234 

          参加費4000円 
 

◆◆内視鏡機器取扱い講習会(実践編）のご案内◆◆ 
  ■開催日・時間 平成27年11月8日(日) 10：00～15：00 

   ■会場 RCC文化センター 

         広島市中区橋本町５－１１ 

          TEL：082-222-2277 

          参加費5000円(昼食代1000円込み）  

                       

                          ＊実践編は、申込み資格があります。 

                            詳しくは次ページ参照へ 
 

参加申込み 

 8/10まで 

参加申込み 

 ９/１～１０/２まで 
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参加資格があります、 

よく読んで 

申込みしてね！ 
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