
内視鏡看護勉強会便り

 

 岡山県内視鏡技師会設立時以来、顧

問に就任していただいている蓮岡英明

先生がこの度、異動等があり顧問を辞任

されました。 

 蓮岡先生には大変お忙しい中、会の運

営に多大なご協力を 

いただきましたことを 

心よりお礼申し上げ 

ます。      （時信 ） 
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平成２３年１０月１５日 

発行：岡山県内視鏡看護勉強会 

１０月の勉強会 

❖開催日時：平成２３年１０月１５日（土）    15：00～17：00 

❖会   場：（財）淳風会 健康管理センター ６階 研修室 

❖テーマ①：医学講習会「経鼻内視鏡について」 

  講  師  川口メディカルクリニック 副院長 大家昌源先生 

 

❖テーマ②：「ミンクリア」の説明会 

  講  師  あすか製薬株式会社様 

 

 

川口メディカルクリニック：副院長  

大家 昌源 おおや しょうげん 
出身地:大阪府 

出身大学:岡山大学医学部 平成2年卒 

趣味:野球観戦（大阪出身だが大の巨人ファン）、 

    他無趣味 

家族構成:妻 一男一女  

 性格：温厚 お酒が入ると大阪気質のエンターテイナー（？） 

  

≪経歴≫岡山大学医学部附属病院第一内科（現消化器内科）に入局後、岡山

済生会総合病院、国立療養所津山病院において内科医として多様な治療経験

を積むとともに、消化器病（消化管・胆のう・胆管・膵臓）の専門医としても実績を

上げる。平成22年川口メディカルクリニックにて副院長に就任。 

 一般的な内科治療はもとより、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日

本ヘリコバクターピロリ学会ピロリ感染症認定医として専門的治療にも取り組んで

いる。また日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会において専門医であると

ともに、指導医として後進の専門医育成指導にも努めている。 

 現在、月曜から土曜まで外来をこなしながら、上部週４日、大腸ポリープ日帰り

治療を含む下部内視鏡を週3日一人で担っています。 

 ＊今回経鼻内視鏡検査について、基礎的なことより実体験に基づくリアルな講

義をしていただく予定です！＊ 

 

お知らせ 

 岡山県内視鏡技師会設立当初から、大変御尽 

力頂いた、蓮岡英明先生が、一身上の御都合で 

技師会の顧問をお辞めになられます。技師会は 

もとより、この岡山県内視鏡看護勉強会が、これ 

まで頑張って来れたのも、蓮岡先生の御指導の 

賜物でした。心より感謝申し上げます。 

 なお、越智先生には引き続きお世話になります。 

 

【勉強会設立当時の先生の言葉】（メールより） 

（当時のそのままを転記します） 

「岡山県の技師研究会として幹事病院間での共 

同研究やもう尐し小さな勉強会の開催など岡山 

県の内視鏡検査のレベルアップや標準化にも 

つながると思います。また、今の会がどうしても 

年に１回開かれる岡山県の技師研究会の開催 

ための会になってしまっているので、もう一歩踏 

み込んでそこから出て来た質問等からテーマを 

選んで、パスの比較とか、洗浄法、前処置等を 

テーマとして、共同発表の形で全国学会等に 

報告していくのもいいと思います。（おそらくまだ 

どこも取り掛かっていないと思いますから） 

 積極的に支援させていただきますので、月に 

１回でも開かれてはいかがでしょうか？」 （遠部） 

＜先月（９月）の勉強会＞ 
「感染対策セミナー」 参加施設：２６施設 

講師：土井英史先生    参加人数：７１名  

会場：岡山赤十字病院 

 

 

 

 

 

 
「今日は 楽しく 

学びましょう！・・」 

❖第13回岡山県内視鏡技師研究会 

❖平成24年2月25日（土）  14：00～17：00 

❖くらしき健康福祉プラザ5Ｆプラザホール 

※演題募集・・・・締切日 １２月２０日 

 ＜多くの施設からの参加をお願いします。＞ 

第６６・６７回 

日本消化器内視虚技師学会 

     内視鏡検査室でのプロセス 

    －内視虚技師の真髄を求めてー 
 

❖会期：平成２３年10月21日(金)     12：45～19：40 

              10月22日（土）   9：30～16：30 

❖会場：熊本県立劇場 

❖会場整理日  ５０００円 

※事前申込は不要です。当日参加ＯＫ 

※「第３回事例検討会」 内視鏡看護委員会企画 
 ＊事例を通して、内視鏡看護を考える。 

 ＊全国の内視鏡看護師と情報交換をしましょう！ 

  ＊１０月２２日（土）  13：50～15：45 

感染の原因 
 

洗浄不足 

 

洗浄剤の不適切な選択 

 

洗浄・消毒の推奨処置の 

不遵守 

 

内視鏡の設計不備 

 

内視鏡自動再処理装置の不備 

蓮岡先生には、岡山県内視鏡技師会の立ち上げからご尽力くださりとても感謝

の気持ちでいっぱいです。そして、岡山県内視鏡看護勉強会を、全国に広める

ことができたのも先生が常に導いてくださったおかげだと思います。 

今回、技師会を退任されると聞きとても残念ですが、先生から教わった技師会の

方向性、研究の仕方など、これからにいかしていきたいと思います。そして、先生

のよく言われていたこと「今を満足しないで常に前に進む」この言葉を胸に、岡山

県の内視鏡技師会が今以上に活発に活動できるよう頑張っていきたいと思いま

す。本当にありがとうございました。                 （梶原 みゆき） 
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勉強会アンケート結果(岡山赤十字病院)

参加人数　　　　７１名(回収率　　94％)
参加施設 26施設

テーマ：感染対策セミナー 

開催日：Ｈ．２3年9月１8日 

会 場 ：岡山赤十字病院 
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今後に生かせる 

【勉強会に対する意見・感想】 
＊今年も とても楽しく話を聞かせて頂きました。手順の見直し、作成が必要だと感じた。 

＊まだ 内視鏡を経験して、半年の為分からない事が多かったですすが楽しく聞けました。 

＊昨年も聞かせていただいて、また、思い出す事ができました。特に新しい発見は無かったのですが、滅菌送水タンクのディス 

  ポや吸引剤のディスポ製品の使用が出来る様に働きかけていきたいと思っています。 

＊具体的な内容で分かりやすかった。少しづつ、改善していきたいと思います。 

＊施設でチェックする事、リーユースするものがあるので まづは超音波を確認します。そして、水道水など。 

＊まづは、マニュアルの見直しから行ってみようと思います。イラストや写真で手順を確認する方法はと、ても効果的だと感じ 

  ました。おもしろく、楽しく、感染について考えさせられた事ばかりでした。 

＊自分の施設でどこまで取り入れる事が出来るだろうと考えさせられました。今まで行っていた事でもまちがっていろ事が、 

  ポロポロ出て、驚いたのと勉強になりました。 

＊あたりまえにしている事の根拠が、どれだけ大切か再確認できました。もう一度、洗浄方法や消毒、片付けなど、マニュアル 

  を見直し確認したいと思います。 

＊外国、他施設での現状がわかり、勉強になった。当院での問題点を考え、生かしていきたいと思います。 
 

＊もっと、長時間でもよかった。

＊手順に生かしたいと思います。(手順＋実践)チェックリス

＊新たな情報があり、職場に帰って環境等に 

  検討出来たらと思います。 

＊どの項目もげんばにそっていて興味深かった。、 

異動があったから 

＊午前中からの方が参加しやすい 

＊他県からの参加の為、１０時がよい。 

＊まだ経験も無いので自分 

  で理解できていないから 

＊コスト面もあるので全て 

  は生かせないと思います 

＊とても内容が濃く充実していたので、もっ 

   と時間をかけて聞きたいです。 

＊もう少し長い時間とって頂ければ嬉しい 

＊感心のあるテーマだったの 

  で、よかった。 分かりやすい言葉で 

説明して頂いたので 

わかりやすかった。 
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＊もっと、長時間でもよかった。 

＊身近な現場でのよくある事柄について色々、話して頂き大変わかりやすかった。正直、水道水の濃度が消毒過程に影響 

  するなど・・・  考えていなかった。楽しかった         。 

＊沢山得るものがあり、、聞きやすく、わかりやすかったです。 

＊興味深く、面白かったです。 

＊いねむりなしで、楽しく受けれました。     世界の洗浄の動きがよくわかりました。変えないといけない事が数件あり、皆で、 

   話し合います。機械化とメンテナンスの必要性がわかりました。 

＊勉強になりました。楽しく心に入って来ました。 

＊一人一人が手順を遵守する事が大切。１８０万件に１つであっても、そのＰｔさんにとっては100％を常に頭において日々の 

  看護をしていく。 

  目に見えないところに心を配って行こうと思う。 

＊手作業でしている事は全て、マニュアル化して、遵守率を出す必要性が分かりました。外国の機械化はスゴイと思いました。 

＊洗浄消毒についての説明が分かりやすかったです。 

＊勉強になりました。すぐにできることもあるので、今日の事を報告して実行したいと思います。 

＊取り入れた事が多くあり、勉強になりました。 

＊現場で活用出来る事も多く、大変勉強になりました。 

＊洗浄消毒のプロセスにおいて、いつもこれでよいのかと疑問に感じながらも、質保証の面では分からない事も多く、管理面で 

  考慮していたことが、少し理解出来て、今日の勉強はとても参考になりました。 

＊細かい手順を作成する事は、内視鏡の手順だけでなく他の看護手順の作成にも生かせると思いました。とても参考になったし、 

  少しずつ業務の見直しが必要だと思いました。 

＊とても分かりやすく楽しい２時間でした。人がする洗浄にはきちんとしないと意味が無いので、マニュアル・手順が大切だと 

  言う事が分かりました。 

＊昨年も 土井先生の講義も聞かせて頂いて大変良かったので、今回も参加しました。今回は内視鏡の実践に沿った講義 

  で大変勉強になりました。 

＊とても楽しく、さらに教務深く聞けました。 

＊自病院の現場を再確認する機会になった。 

＊昨年とは内容が違い、勉強になった。 

＊話を聞いて改めて マニュアルを作らないといけないと思いました。これくらいでいいやと思う事もあるが、しっかり洗浄・消毒 

  していきたい。 

＊２回目の参加です。前回同様、便強になりました。 

＊わかりやすく、世界の動きもわかり、世界が広がった気がします。 

＊とても楽しく講義をして頂いたので、最後まで興味深く聞く事ができました内視鏡使用に関連した感染率”０”を目指して、 

   職場でももっと話し合い、皆で統一していきたいと思います。 

＊マニュアル作りだけで終えず、手順(イラスト)を作り、さらに監査して行く事が、重要になてくることがわかりました。ヒュー 

  マンエラー対策として機械化が進めばいいな～と痛感しました。 

＊遵守率ｕｐのための 評価の方法や、個人毎に目標値を与えるなど、とても勉強になりました。 

＊外国の事例を含め 色々な事例を紹介して頂き、とても分かりやすい講義でした。 

＊今回の勉強会で知った事を、職場で他のスタッフに伝えたいと思います。小さな１歩で、 

＊手順書の見直しや新たに作成をし、重要な個所はイラストで表示化するということは、とても大切であることだと思いました。 

   先生のお話が楽しく聞けてとても頭に残りました。ぜひ活用していきたいと思います。 

＊知らない事が多かったので面白かった。洗浄がとても大切だと分かった。 

＊日頃行っている事で不十分な事、すべき事が発見出来た。今後いかしていきたい。 

＊とても参考になる勉強会だったと思います。職場で生かせる様にして行きたいと思いました。 

＊環境管理を行う上で、イラストということが参考になりました。また、洗浄など１人１人が同じ様に出来ているかをチェックする事 

   の大切さを実感しました。少しずつでも実践していこうと思います。また、来年、先生の講義が聴けることを楽しみにしています。 

＊初めて参加しましたが、とても興味深く役に立ちました。今後も参加してみたいです。 

＊土井先生の講義、昨年・今年と楽しく受けました。洗浄水に濾過水を使用した方がよい事、ＥＲＣＰの送水ボトルの件等、 

   変えれるものは変えていきたいです。 

＊来年も聴きたいです。 

＊わかりやすく楽しい勉強会でした。 
 

【勉強会に今後望む事】 

＊また、土井先生の講義があればぜひ、参加したいです。有りがとうございました。 

＊また、聞きたいです。 

＊毎年、他のメンバーも受けさせたいと思います。 

＊看護記録について。 

＊今後も感染に関するテーマで勉強会をして下さい。 

＊来年もぜひ、勉強させて頂きたいです。 

＊日本のみならず、世界視野で学習出来たら励みになります。 

＊できるなら実際に機器を使用して講義してもらいたいです。 

＊設備見学等に参加したい。 

＊これからも、具体的な勉強をして欲しいです。いつもテーマが具体的で分かりやすいので助かっています。 

  料金的にもいつも参加しやすいので有り難いです。 

＊スケジュールが合えば、ぜひ 来年も土井先生の講義をお願い致します。ありがとうございました。 
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