
第 23回 京滋 （けいじ）滅菌業務研究会

講演1：施設紹介

大阪府済生会中津病院 サプライ部 平松 治 先生

講演2：標準作業手順書（SOP）の作成から管理、運営方法について

～とても悩ましい手順書管理や手順書の上手な使い方を解説していただきます～

株式会社スタディスト 代表取締役 鈴木 悟史 先生

パネルディスカッション

「滅菌供給部門の人材育成及び他部門へのアプローチ」

～部門の適切運営には “ヒト” が重要です。従事者も管理者も必見！～

①滅菌供給部門で従事する人材育成の課題

京滋滅菌業務研究会 久保木 修 先生

②材料部従事者の人材育成について

東北大学病院 手術部 看護師長 竹森 加菜子 先生

③看護職員に向けた洗浄・滅菌に対する教育の取組み

大分県立病院 感染管理認定看護師 大津 佐知江 先生

④手術室看護師に向けた洗浄・滅菌に対する教育の取組み

済生会京都府病院 感染管理認定看護師 岡本 教子 先生

⑤材料部の見学を企画して

東北大学病院 手術部 看護師長 竹森 加菜子 先生

ウェブによる配信：2020年11月10日から11月28日【配信スケジュールは裏面をご参照ください】

参加費：1,000円 【テキスト1冊+発送料金含む ※限定200部】

日本医療機器学会 滅菌技師（士）の単位が取得できます【単位取得については裏面をご参照ください】

事務局 京都市南区上鳥羽大物68 ℡075（681）2750 担当：井元・木津

【参加費振込先】

京都銀行 本店営業部 普通 5011973

京滋滅菌業務研究会 事務局

伊藤 芳和（いとう よしかず）

※振込手数料はご負担ください

【テキストの発送について】

① テキストは10月末に印刷が完成する予定です。
事務局に納品されしだい発送の準備を行いますの
でお手元に届くのは11月初旬を予定しています

② テキストは参加費の入金を確認してから発送致し
ます。登録時の住所等は正確に記載してください

※発送の目安

・10月30日までに参加費を振り込まれた方

→発送予定は11月1週目となります

・11月1日以降に参加費を振り込まれた方

→発送までに10営業日ほど時間をいただきます

【参加登録の方法】

① 裏面の配信スケジュールのURLもしくはQRコード
を読み取り参加登録をしてください

② 参加登録画面に氏名やメルアド等の必要事項を記
入し「登録」を押してください

③ 事務局から登録完了のメールが配信されます。
パスコード（数字6桁）も記載されています

※登録完了のメールが受信されない

→登録時のメルアドに誤りがあるかも知れません

→迷惑メール対策等のドメイン指定設定をしている

場合は「zoom.us」を受信可に設定してください

【参加まで以下をご準備ください】

• 今回のウェブセミナーは「ZOOM」で配信致します。
事前にアプリをインストールしてください

• 下記URLからテストミーティングに参加して視聴
できるか確認をお願いします

http://zoom.us/test
• システムに関する項目は「ZOOMヘルプセンター」

でお調べください
https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697

【参加登録情報の取扱いについて】

• 参加登録の際、個人情報を取得致します。これらの
情報は、参加人数や受講状況の把握、テキスト発送
に使用します。滅菌技師（士）の方は受講状況を報
告するため日本医療機器学会へ情報が共有されます

• 個人情報保護法に方針に基づき、セキュリティー対
策を施し、適性に個人情報管理しています

http://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697


講演1：施設紹介 【1単位】

大阪府済生会中津病院 サプライ部 平松治先生 ※同じ講演を複数回視聴しても取得単位は1単位となります

配 信 ス ケ ジ ュ ー ル

1回目：2020年11月10日（火）18:00~18:50

2回目：2020年11月14日（土）13:00~13:50

3回目：2020年11月24日（火）19:00~19:50

4回目：2020年11月28日（土）13:00~13:50

講演2：標準作業手順書（SOP）の作成から管理、運営方法について 【1単位】

株式会社スタディスト 代表取締役 鈴木悟史先生 ※同じ講演を複数回視聴しても取得単位は1単位となります

1回目：2020年11月11日（水）18:00~18:50

2回目：2020年11月14日（土）14:00~14:50

3回目：2020年11月25日（水）19:00~19:50

4回目：2020年11月28日（土）14:00~14:50

パネルディスカッション前編：滅菌供給部門の人材育成及び他部門へのアプローチ 【2単位】

パネラーからの発表 ※同じ講演を複数回視聴しても取得単位は2単位となります

1回目：2020年11月12日（木）18:00~19:00

2回目：2020年11月14日（土）15:00~16:00

3回目：2020年11月26日（木）19:00~20:00

4回目：2020年11月28日（土）15:00~16:00

パネルディスカッション後編：「滅菌供給部門の人材育成及び他部門へのアプローチ」 【1単位】

ディスカッション ※同じ講演を複数回視聴しても取得単位は1単位となります

1回目：2020年11月13日（金）18:00~18:50

2回目：2020年11月14日（土）16:00~16:50

3回目：2020年11月27日（金）19:00~19:50

4回目：2020年11月28日（土）16:00~16:50

• 下記配信スケジュールからご都合の良い時間帯にご参加ください。

• 滅菌技師（士）単位取得について：単位取得に際しては、「参加費の支払」と「視聴した時間」の両者が必要になり

ます。視聴時間はセミナー参加から退室時間までを記録します。各講演全てご視聴いただくと5単位取得となります。
配信期間中にご視聴頂いた合計時間を日本医療機器学会に報告します。単位の付与状況については、学会ホームページ
からご確認ください。

• FAXやメールからの参加登録は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdOyhrDIqE9HXWKboMsWvmq5-n4H2ln-f

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMuc-CvrDwuGt0wIX55u5oeY7N0JFXC2JIB

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-uspz0qHNKhQmgqIlZYthbKjHJL_2WL

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdO2prDssGdaOQbo3SBls4PEMduIQdgJ0

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIude2upjIrGNeXbL-2aoJCpYyKr0Imfiqw

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArfumorz4iHdOMoRb9Zr4_eRmo3lWlznr6

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcof-irrDMsHd0W2VxZdMNkgJnGrd4oNW1R

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-irqTMrH9PW7K-Ws8AHgZJhgCGDVpVa

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdOCorT4tEtEvJZuHK0qLUEScb4DgaCgV

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcOmoqzwiHdQTFv5zJ0-Sx81f32R_lCuN

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rcu6hrTMsHdDop9iKWHqhdRGszwFWj8be

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf--trzwvE9SPT4TzTle3zRSd_N8sj34u

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc-uqqDojEt0adhxwRySG0w825NU16lfd

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvfuusqDwuGtY1d3m_mwEGsGPkGGNyZHQo

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcu6oqjopE9aDTY-m8rRI48B7eKE_SoEY

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAuf-ypqDsqHN3FcA8NwIarakOFMci1FdDq

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdOyhrDIqE9HXWKboMsWvmq5-n4H2ln-f
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMuc-CvrDwuGt0wIX55u5oeY7N0JFXC2JIB
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-uspz0qHNKhQmgqIlZYthbKjHJL_2WL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdO2prDssGdaOQbo3SBls4PEMduIQdgJ0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIude2upjIrGNeXbL-2aoJCpYyKr0Imfiqw
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArfumorz4iHdOMoRb9Zr4_eRmo3lWlznr6
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcof-irrDMsHd0W2VxZdMNkgJnGrd4oNW1R
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-irqTMrH9PW7K-Ws8AHgZJhgCGDVpVa
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdOCorT4tEtEvJZuHK0qLUEScb4DgaCgV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcOmoqzwiHdQTFv5zJ0-Sx81f32R_lCuN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rcu6hrTMsHdDop9iKWHqhdRGszwFWj8be
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf--trzwvE9SPT4TzTle3zRSd_N8sj34u
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc-uqqDojEt0adhxwRySG0w825NU16lfd
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvfuusqDwuGtY1d3m_mwEGsGPkGGNyZHQo
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcu6oqjopE9aDTY-m8rRI48B7eKE_SoEY
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAuf-ypqDsqHN3FcA8NwIarakOFMci1FdDq
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdOyhrDIqE9HXWKboMsWvmq5-n4H2ln-f
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMuc-CvrDwuGt0wIX55u5oeY7N0JFXC2JIB
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-uspz0qHNKhQmgqIlZYthbKjHJL_2WL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdO2prDssGdaOQbo3SBls4PEMduIQdgJ0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIude2upjIrGNeXbL-2aoJCpYyKr0Imfiqw
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArfumorz4iHdOMoRb9Zr4_eRmo3lWlznr6
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcof-irrDMsHd0W2VxZdMNkgJnGrd4oNW1R
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-irqTMrH9PW7K-Ws8AHgZJhgCGDVpVa
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdOCorT4tEtEvJZuHK0qLUEScb4DgaCgV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcOmoqzwiHdQTFv5zJ0-Sx81f32R_lCuN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rcu6hrTMsHdDop9iKWHqhdRGszwFWj8be
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf--trzwvE9SPT4TzTle3zRSd_N8sj34u
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc-uqqDojEt0adhxwRySG0w825NU16lfd
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvfuusqDwuGtY1d3m_mwEGsGPkGGNyZHQo
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcu6oqjopE9aDTY-m8rRI48B7eKE_SoEY
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAuf-ypqDsqHN3FcA8NwIarakOFMci1FdDq


▼スマホやタブレットの場合
・QRコードやリンク先をタップすると

参加登録の手順

①演題と日時が表示されます ②必要事項を記入します ③必要事項を入力し「登録」

滋賀

かなめ

XXXX@keiji.com

滋賀県

1400011

医療法人XXセンター

中央滅菌センター

XXXXXXX

▼パソコンの場合
・リンク先をクリックすると

①演題と日時が表示されます

✓ 名の項目に“姓”、姓の項目に“名”
を入力しましょう

✓ メルアドに誤りがあると登録完了
メールが届きません

✓ 住所や勤務先（所属先）に誤りが
あるとテキストの到着に遅延など
が生じます

京都 かおり

XXXX@keiji.com XXXX@keiji.com

京都府 1230001

090XXXXXXXX

サプライセンター社会医療法人XXXX病院

XXXXXX

④登録完了メール

②登録完了メールの例

✓ 登録者には敬称がつきません。
申し訳ございません… テンプ
レートの変更ができず

←登録者には敬称がつきません。 申し訳ございません…

【視聴の方法】
1. ウェビナーの開催時間になりましたら…

2. ①の「ここをクリックして参加」
3. ②の「パスコード」の入力
4. 登録時の「メルアド」の入力

【事務局への質問について】
お問い合わせにつきましては、事務的な内容のみとさせてい
ただきます。
※ ZOOMや視聴環境に関連する項目については、質問を受け
付けておりません。

ウェビナーを上手に視聴するポイント（久保木 個人の感想です）

①ネット環境を確認しましょう

→ 快適な視聴は通信環境に依存されます。通信環境が安定した場所で視聴することをお勧め致します

②イヤホンなどを準備しておきましょう

→ 音声が小さい場合、イヤホンなどを装着してください

③端末の電池容量を確認しておきましょう

→ ウェビナーを長時間視聴すると電池が消費されます

④「音声が聞こえない」「画面が見えない」などのトラブルが発生した場合

→ PCやスマホなどを再起動してください。再起動後、再度入場ください

⑤ Zoomミーティングを視聴する際に確認すべき5つの項目（QRコードから確認してみましょう！）

※視聴トラブルについて個別で対応することができません。上記の項目を事前にご確認ください 視聴する際に
確認すべき項目

https://teachme.jp/90980/manuals/8271087/


▼iOSの場合

▼Androidの場合

3.3. インストールが完了すると、
Zoomのサインイン画面が表示さ
れます。

パソコンにZoomのサイトからアプリをダウンロード

1.1. Zoomのサイトの最下部から「ダウンロード」を
クリックします。

2.2. ミーティング用Zoomクライアントのダウンロ
ードをクリックし、ダウンロードが完了したら
ファイルをクリックしてインストールします。

引用：https://biz.teachme.jp/blog/telework_zoom_manual/#Zoom-11

引用：https://biz.teachme.jp/blog/telework_zoom_manual/#Zoom-5

ダウンロード手順

▼PCの場合

こちらもご参照ください！

Web会議「Zoom」の
超基本的な使い方

https://zoom.us/
https://teachme.jp/90980/manuals/8271127/#step-10

