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■担当者から皆様へ 

 毎日暑い日が続いていますが、体調をくずされていませんか？ 

さて、８月の勉強会は、要望の多い「ERCP」です。講師の先生は、技師会の顧問で

もある岡山ろうさい病院の清水慎一先生です。清水先生は「ERCP大好き！」って

自分で言うくらいERCPの検査が好きです。解剖生理から疾患、検査・治療まで盛

りだくさんの内容となりますが、途中で、お約束の漫画？もあるかも・・・楽しい２時

間間違いなしです。知ってて得する情報だらけですよ。たくさんの方の出席、お待

ちしております。                 岡山ろうさい病院   梶原 みゆき 

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

勉強会 

▼日時：２０１４年８月２４日（日）10：00～12：00 

▼会場：岡山中央病院 ２Ｆ セミナー室 

                                     岡山市北区伊島北6-3  TEL(086）252-3221 

▼参加費：５００円 

申込み方法（メールか郵送でお願いします） 
   ■〒710-0826 岡山県倉敷市老松町5-3-10  

                                            倉敷第一病院 地域医療センター 嶋津志織宛 

    ■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。 

申込〆切 

 

８月１９日 

医学講習会 ＥＲＣＰについて  

             講師：岡山ろうさい病院 清水 慎一先生 
               （岡山県消化器内視鏡技師会顧問） 
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勉強会報告 

7月から 内視鏡センターに配属になりました、臨床工学技士の箱崎大樹と高見奈美です。小野師長さ

んに連れられ、激しい雨の中、看護師の中本さんの運転で津山中央病院へ、7月の勉

強会に参加しました。 

スケルト ン・スコープ洗浄機を用いて、洗浄機の基本・構造を分かりやすく講義して

いただきました。常にたくましく働いているずん胴の洗浄機の中身はどうなっているの

か？ 

実際にみてみると、たくさんのバルブや数種類のサイズのチューブがコンパクトに収納さ

れていました。隠されていた中身を実際に目でみることで、分かった気になれました。 

 次に内視鏡の洗浄消毒に関する安全性についてでした。 1本1本のスコープの洗浄

消毒の質を確保し、患者さんに安全な治療を提供していくために、勉強会でたくさんの

新しい知識を身につけていきたいです。    倉敷中央病院 箱崎大樹 高見奈美 

7月13日に津山中央病院で行われた「感染管理・洗浄履歴管理」についての勉強会に参加さ

せて頂きました。 

ジョンソン＆ジョンソン社の「スケルトン・スコープ洗浄器」を用いて洗浄器の取扱いを教えて頂

きました。 

当院で使用しているものとは違いますが、故障の原因や取扱いのポイントなど、参考になるこ

とがたくさんありました。 

また感染管理では、感染制御学博士であり看護師の神 貴子さんに感染の基礎知識、内視鏡

の感染管理、サーベイについて教えて頂きました。 

看護師にとって感染に対する知識は重要であり、改めて認識するとともに、 

軟性内視鏡（セミクリティカル機器）の高水準消毒の必要性がわかりました。 

私は、内視鏡業務に就いて１年になりますが、とても興味深い分野で今回の勉強会もあっとい

う間の2時間でした。 

他施設の方のお話も聴けて、知識を得ることができるので良い勉強会だと思います。 

開催してくださる技師会のみなさま、本当にありがとうございます。 

                                         芳野病院   廣澤 久子 

よろしくお願いします。 

講義くださったのは、

東京から来て下さった

認定感染管理の看護師

さんです。  

洗浄器製造元ののアマノか

ら開発の方が直接説明  

 当日来て下さったジョンジョンの方々 

(洗浄器の開発企業のアマノからも来てく

ださっています⇒左から2番目） 

 特にＭＥさんは熱心です。 
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平成26年度勉強会 

技師会からの情報 

●日時：２０１４年９月２１日（日） 

●会場：広島市中区加古超４－７ アステールプラザ 

●内容；教育講演「カプセル内視鏡(仮）」 

    機器取り扱い講習会（基礎編） 

   第11回中国地区消化器内視鏡技師研究会 

   第73回日本消化器内視鏡技師学会 

●日時：２０１４年１０月２５日（土） 

●会場：大阪国際交流センター 

     東大阪市天王寺区本町８－２－６ 

●会費：７，０００円 

●テーマ：安心・安全・安楽・満足な内視鏡医療を提供するためのチーム医療 

9月27日 （土）
医学講習会：大腸内視鏡：解剖生理・疾患・
　　　　　　用手圧迫について

倉敷中央病院
土井先生 倉敷中央病院 500円

10月19日 （日） 内視鏡文化祭 倉敷第一病院

11月16日 （日） 医学講習会：内視鏡検査中の急変時の対応
救急認定看護師

金田病院 500円

12月14日 （日） 医学講習会：ＭＥの立場から

大阪大学附属病院
阿部真也先生（ＭＥ）

川崎医科大学附属病院 500円

1月18日 （日） 医学講習会：内視鏡基礎講座2.5時間

岡山労災病院
　　　清水先生 岡山中央病院 500円

７月１３日の勉強会に参加させていただきました。 

今回はスコープ洗浄機の構造や、使用時の注意点が詳しく学べ

るとの事で楽しみにしていました。 

当日 はジョンソン＆ジョンソンの方々がスケルトンタイプの洗浄機を用い

て、具体的に講習して下さいました。 

普段は目にする事のないスコープ洗浄機の中の構造が良く分かり、大変勉強に

なりました。 

業者の方に日ごろ思っている疑問点などを直接質問することもでき、良かったと

思います。 

講義後半の感染管理に関する講義も、大変興味深く聴くことが出来ました。 

ウィルスや芽胞について、基礎から学び直せる良い機会となりました。 

今後もこのような学習の機会がありましたら、可能な限り参加していきたいと思

います。ありがとうございました。       津山中央病院  藤原 まゆみ                                          津山中央病院の保育施設に 

飾ってあった七夕飾り 

６・７ページに案内を掲載してい

ます。ぜひご覧ください。 

   第16回岡山県消化器内視鏡技師研究会 

●日時：２０１５年２月２２日（日）   詳細は決まりしだいお知らせいたします。 
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昨年５月よりリレートークを始めました。 

内視鏡技師会、勉強会に参加の病院を毎月リレーでつなぎ紹介 

していきます。今回は玉島中央病院の紹介です。 

玉島中央病院から 

●●●●病院へバトンタッチ！ 

リレートーク 

 

                             

 

当院は、倉敷市、西部に位置する玉島で、地域の救急医療を担う一般病院です。医療環境の充実 

を図り、2014 年 4 月に新築移転しました。人を大切に、地域を大切に、絆を大切に地域医療の 

貢献に職員一丸となり取り組んでいます。 

 

内視鏡室の紹介 

内視鏡室：１部屋（検査ベッド１台）･･･２部屋に分けて使用できるよう設計はされている 

内視鏡洗浄機：１台（ジョンソン＆ジョンソン） 

内視鏡スコープ保有台数：ＧＩＦ２本 側視１本 ２Ｔ１本 ＣＦ２本 ＢＦ１本 

            （全てＯＬＹＭＰＵＳ） 

スタッフ構成 

内視鏡医師：１名（非常勤医師：５名） 

外来兼務看護師：５名 

内視鏡技師：２名 

アシスタント：１名 

内視鏡検査件数 

上部内視鏡：８５７件 

下部内視鏡：１４１件 

ＥＭＲ・ポリペク：１５件 

PEG：２０件 

特徴 

 今年 4 月の新築移転に伴い、内視鏡室も内視鏡室の基準規格になり新たにスタートしました。 

新しい病院では、内視鏡検査の説明から準備・施行まで患者様にとって快適に過ごせる環境となり、 

喜んで頂けています。 

 特に CF の前処置を行う、内視鏡控室が内視鏡室と隣接されたことで、密に声掛けが出来るように 

なり、スムーズに検査が行えるようになりました。 

 検査件数は少ないですが、一つ一つの検査を大切に、安全で患者様が安心できるよう努めています。 

 

医療法人社団 新風会 玉島中央病院  

〒713－8121  

岡山県倉敷市玉島阿賀崎 2-1-1  

TEL（086）-526-8111 FAX（086）-526-8117 

病床数 122 床 

一般病棟入院 92 床 回復期リハビリテーション病棟入院 30 床 

 

現在、依頼中！ 

次号をお楽しみに 
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最近の話題 

＝ 内視鏡取扱講習会報告＝

7/17 岡山県北東部（会場：津山中央健康管理センター）

現在多くのご施設で洗浄消毒装置が使用されています。しかし、ご使用いただいている洗浄

機が「洗浄・消毒」を行うのか、「消毒のみ」なのかご存知でしょうか？

また洗浄機にセットする前に用手洗浄する必要がありますが、その理由をご存知でしょうか？
日ごろご使用いただいている機械の「特徴」を知ること、皆さんが実施している作業の「意味」を

理解していただくことが、正しい洗浄・消毒の実施するための第一歩となります。

今後もこのような勉強会を通じて、基本的な部分、日常業務における疑問点、普段は気づき

にくい点などお伝えしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

オリンパスメディカルシステムズ(株)

担当者より

サービス担当

杉澤 誠

テーマ『洗浄・消毒の方法』

・内視鏡の用手洗浄、処置具の洗浄・滅菌方法
（工程1つ1つの意味を確認！）

・漏水検知の重要性を説く！
（修理抑制、高額化を防ぐために）

・ご使用いただいている洗浄機は消毒のみ？洗浄・消毒？
（正しい洗浄・消毒のために）

講習会内容

営業担当

石井 達也

次回予告

日 時 ：平成26年10月16日（木） 15：00 ～ 16：00

場 所 ：岡山県北西部

会場は「新見市内」を予定しています。

会 費 ：無料

いつも私たちがお世話になっている内視鏡に関わる業者さん

から現場で役に立つ情報を教えていただきます。 

この講習会に関しては岡山県内

視鏡技師会での申し込み・お問

合せは行っておりません。 

ご自身でオリンパスさんにお問

い合わせください。 
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参加条件 
岡山県消化器内視鏡技師

会の活動に賛同して、 

工夫作品・ 資料・写真な

どを持ち寄ること。 

（１施設最低1作品以上）  

うちの病院の 

ＥＧＤの時の 

エプロンは 

これ！ 

検査前の説

明用紙はこ

れです 

検査体位の工夫

にこんな枕使っ

ています 

１００均で

こんな便利

グッズ見つ

けました 

うちの処置具の

収納は●●を利

用してます！ 

CF前処置室はこ

んな快適グッズが

あります 

機器点検の

チェックリス

ト作りました 

使用後の内視鏡

を洗浄室に運ぶ

容器はこれ！ 

うちの自慢のス

タッフユニフォー

ムはこれ1 

      工夫というと緊張しますが、普段 

  自施設で使用しているものを見せてください。 

実物持参でも良いし、写真に撮ったものを展示でも

資料持参でも良いです。 

今回の場所は壁面が無いので、机を使用して展示

していこうと思うので展示物や写真などはどのくら

いのスペースが必要か、申し込み時に机の数を申

請していただくことにします。 

   他の病院ってどんなふうにしているんだろう？

と思っていること多いと思うので、ここで聞いてみ

ましょう！ 

単純に質問して、参加施設に付箋で返事を貼って

いただくようなブースを作ります！ 

業者さん・メーカーさんへ 

 お気軽にご参加ください。もしかしてこれからの内視鏡検査に有用な商品開発のアイ

デアもあるかも…。差し入れも大歓迎ですよ＾＾ 

参加される場合は技師会役員にお声かけください。事務局へのメールでもＯＫです。 

申込書は次ページ 
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■申込先

　　【郵送】　〒710-0826　倉敷市老松町5-3-10

　　　　　　　　　　　　倉敷第一病院　地域医療センター　嶋津宛て

　　【ＦＡＸ】　086-424-1682　（倉敷第一病院　地域医療センター）

　　【メール】　info@okayamagets.jp

　　◆作品の写真撮影（　ＯＫ　・　ＮＧ　）　　◆長机　（　　　　本）使います

※作品・資料は自院の規定に従って持ち出しして下さい。

※ステージでのｐｐｔ発表は企画していません。

岡山県消化器内視鏡技師会

文化祭（平成26年10月19日）　参加申込書

◆参加施設名

　 ◆作品名

■作品持参　　□資料　　□写真　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□作品持参　　□資料　　□写真　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□作品持参　　□資料　　□写真　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

例）　100均の●●を使った処置具の収納

①

②

　　◆作品展示ブースの他に「質問ブース」を設けます。

　　　ぜひ他の病院に聞いてみたい質問があれば記入して下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（セデーション後の帰宅の判断はどうしてますか？など）

申込〆切　平成26年9月30日（火）

※参加条件は1施設1作品以上の持ち込みが必要です。

ＦＡＸ（０８６）４２４－１６８２

　　◆参加者名

※電話でのお申込みお問合せは行っておりません。


