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

        ６月のテーマ６月のテーマ６月のテーマ：：：機器講習会機器講習会機器講習会   高周波・処置具について高周波・処置具について高周波・処置具について   
                          講師：アムコ 村上さま オリンパス  松井さま 

     ◆日時：2012年６月９日（土）１５：００～１７：００ 

     ◆会場：倉敷中央病院  １Ｆ 内視鏡センター（次ページの案内図ご参照下さい） 
                                        倉敷市美和1-1-1 ＴＥＬ（086）-422-0210     

◆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 

     ◆申込み〆切 6月5日（火） ※資料や会場準備がございますので必ず期限内にお申し込み下さい 

■担当者から皆様へ 

 ５月の機器講習のは内視鏡基礎とトラブル対応に重点をおきました。続いて今回は、高周波と処置具についてです。 

 高周波の機器を使用する処置は侵襲性が高いので、日々ドキドキしながら業務を行っている方も多いのではないで 

 しょうか？そこで、今回はアムコより「高周波の基礎と応用」について、実際に機器を用いながらわかりやすく 

 講義をして頂きます。 

 また、オリンパスよりクリップなども含めた高周波使用時の処置具についても教えて頂きます。 

 日々の業務のなかでの、トラブルや疑問・質問もお寄せください。   

 皆様の参加をお待ちしています。       施設担当：倉敷中央病院 担当者：南岡山医療センター 黒岡 

テーマ 会場
7月15日（ 日） 感染対策セミナー 津山中央病院

8月19日（ 日） 医学講習会： 食道疾患 岡山中央病院

9月15日（ 土） 事例検討会： 内視鏡看護を語ろう 倉敷第一病院

10月21日（ 日） 機器講習会： ト ラブル対応 チクバ外科

11月18日（ 日） 内視鏡基礎講座 津山中央病院

12月15日（ 土） 医学講習会： 抗凝固剤について 川崎医科大学

1月19日（ 土） 情報交換会 岡山中央病院

月日

●空いている駐車場をご利用下さい。 

●駐車券は勉強会会場までご持参下さい。 

●詳しい地図はホームページを参照下さい。 

      http://www.kchnet.or.jp/ 

●内視鏡センター案内図は次ページ 

 を参照下さい。 



    倉敷中央病院 内視鏡センター 案内図 

       勉強会アンケート結果（津山中央病院） 
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今後に生かせる勉強会の内容

勉強会に関して

テーマ 機器講習会 トラブル対応

開催日時 平成２４年５月2０日（日）

会 場 津山中央病院（A・B会議室）

参加人数 62名
参加施設 26施設

回収率 47％
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◆日時 2012年7月15日（日） 

  10:00～15:00（受付9:00～・休憩12:00～13:00） 

主催 岡山県内視鏡技師会・岡山県内視鏡看護勉強会 

感染対策セミナー 
～内視鏡に必要な感染管理を学ぼう～ 

◆会場 津山中央病院     ※駐車場は無料です 

    健康管理センター３Ｆ 津山慈風会 記念ホール 
  

            （津山市川崎1756 TEL0868-21-8111） 

◆講師   
  特定非営利活動法人  
    日本感染管理支援協会 

   理事長 土井 英史先生 

 ◆参加費 2,000円   

◆定員 150名（要申込み） 
  人気のセミナーの為、先着150名とさせて頂きます。申込みをされた時点で定員に 
   達した場合はやむを得ずお断りする事もございます。 

◆申込みはメール又は郵送で ◆申込み〆切7月7日（土） 
     ■〒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 

大好評！今年で３回目の土井先生の感染対策セミナーです。 

そしてお待たせしました。初の県北開催です。しかも今回は

１日（４時間）講義です。楽しく分かりやすいスペシャルな

講義に間違いなし！最後に質疑応答の時間も設けますので普

段悩んでおられることや疑問に思っている事などどんどん聞

いてくださいね。 

◆その他お願い・お知らせ 
 ■昼食について 
   ・各自で準備をお願い致します 
   ・記念ホールでの飲食はできませんのでホワイエかＡ会議室でお願いします 
 ■昼休憩時間に興研の商品説明をＡ会議室で開催いたします。ぜひご参加下さい。 
  食事をしながら聞けます。（申込み不要・参加費不要） 



 本日は貴重な内視鏡の勉強会へ出席させていただきありがとうございました。 当院では年

間800例ほど内視鏡をしており看護師だけではなく事務員も内視鏡検査に携わり、検査に立

会っています。今回の内視鏡の勉強会ではOLYMPUSさんとFUJIFILMさんの内視鏡につい

てのお話があり、とても興味深く日頃の内視鏡検査にて役に立つことばかりでいい勉強にな

りました。内視鏡の洗浄の仕方や内視鏡検査でのトラブルなどの解消法を詳しく教えていた

だき、内視鏡の内部の構造や仕組みなども教えてくださいました。 今回初めての参加でした

がわかりやすくスライドで説明していただき、勉強会で学んだことを日頃の内視鏡検査で生

かして頑張っていきたいです。貴重なお話をありがとうございました。 

                    おおうみクリニック 事務 山本さんより 

技師会の勉強会に初参加させてもらって日々スコープ洗浄業務していく上で新たな発見あ

り、見直すことありと改めて「しっかり洗浄・きちんと消毒・安心検査」をモットーに日々

洗浄業務に励みたいと思っています。 

簡単な故障は直せる気がします。色々と勉強させてもらい、ありがとうございました。 

またこのような機会がありましたら、ぜひ参加させて頂きたいです。 

 津山中央病院 医療アシスタント 落合恵子さんより 

今回、機器講習会トラブル対応をテーマに、内視鏡の構造にあわせて、送気送水のトラブル、吸

引のトラブル、画像のトラブルについて具体的な例をあげて説明いたしました。 

当日は多くの方にご参加いただき、機器の管理や取り扱い、洗浄消毒、内視鏡検査処置介助な

ど、業務遂行のために、学び、技術を身に付ける努力を惜しまない姿が印象的でした。講義後、内

視鏡の適正な持ち方の質問がありました。これは内視鏡を故障させない上で、最も基本で大切なポ

イントです。何事も基本が大切であり、内視鏡取り扱いに関して、今後も基本をしっかりとお伝え

していきたいと思っております。 

また、ハンズオンでは4テーブル設置し、スコープの用手洗浄方法について実機を用いて、説明

いたしました。参加者のみなさんは普段、洗浄消毒装置を用いられているのが大半の中ではありま

したが、普段は意識していない、内視鏡の構造から必要な洗浄消毒の基本をお伝えできたと思って

おります。 

今回の勉強会が、今後の業務の中での一助にしていただけると幸いです。また、今後も内視鏡看

護勉強会を通じて、しっかりとお伝えしていきたいと思っております。当日は貴重なお時間をいた

だき、有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。 オリンパス 松井様より 

お忙しい中、都合をつけて参加されていることもあり、看護師皆さんのやる気を感じまし

た。講義中もメモをしっかいと取られ、少しも話した内容を 聞き漏らさないようにと真剣

に講義を聞いておられました。 講義する側にとって、皆さんの熱意をヒシヒシと感じまし

た。 勉強会が終わった後も、オリンパスへ参加者の多くの方々が 質問をしている姿を見

ても、本当に意味のある良い勉強会だと思いました。   オリンパス 他担当者様より 

 この度、岡山県内視鏡技師会の機器講習会という形では初めての参加となりました。 

不慣れな点も多く御座いましたが、皆様方にご協力して頂き感謝しております。 

今回は、内視鏡の構造から、取り扱いの注意点まで少し幅広い内容となってしまいまし

た。実際のご質問では、洗浄に関する内容が特に多く、機会があれば改めて洗浄に特化し

た形でのご説明が出来ればと考えております。また、トラブル対応の資料もご用意してお

りましたが、ご用意した部数が少なく、お持ち帰り頂けなかった方もおられた様です。改

めて個別でもご対応致しますので、ご不明な点やご要望等御座いましたらお気軽にお問合

せ下さい。微力ながら、安全で安心な内視鏡検査にご協力出来ればと考えております 

                    富士フィルムメディカル 妹岡様より 
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１・開催日：２０１２年９月９日（日） 

２・会場 ：米子コンベンション 

３・日程 ：１）内視鏡技師研究会（１０：００～１２：００） 

         ・教育講演「当院における小腸内視鏡の現状」（仮） 

         ・一般演題 

      ２）機器取り扱い講習会 基礎編（１３：００～１５：００） 

      ３）中国地区消化器内視鏡技師総会（１５：１５～１５：３０） 

４・参加費：４，０００円（当日受付にてお支払い下さい） 

 

  ※出席証明書について 

    各会の出席者には消化器内視鏡技師試験・資格更新に必要な「技師研究会出席証明書」及び 

    「内視鏡機器取り扱い講習会出席証明書」を発行いたします。ただし３０分以上の遅刻・早退の 

    場合が証明書の発行はできません。 

１・開催日：２０１２年１１月１１日（日）１０：００～１５：００ 

２・会場 ：オルガホール（岡山市） 

３・参加人数：２００名  

    ※事前申込みが必要です。９月頃、各施設にお知らせが届くと思います。 

４・参加費：４，０００円（予定） 

５・受講資格者 

   ・内視鏡技師資格を持っている方 

   ・内視鏡技師資格は持っていないが、５年以内に「基礎編」を受講された方 

    ※内視鏡学会で「基礎編を受講したことが確認できる人のみこの講習会の参加資格とする」と定められました。   

５/２０に当院で行われました勉強会「機器講習会～トラブル対応」に 多数の御参加を

頂き、ありがとうございました。合計２６施設・６２名の参加が得られ盛会となりました

事、あらためて御礼申し上げます。 

 今回はオリンパス社＆富士フィルム社のご協力のもと、機器の取り扱いの基本から用手

洗浄法の注意点、トラブル時の初期対応まで解りやすくご講義頂きました。後半のデモス

コープを用いたハンズオンセミナーでは、対面方式の講習で活発な質疑応答がなされ、時

間が足りないほどの盛り上がりでした。勉強会後のアンケート結果からも、このような基

礎講習はとてもニーズが高く皆さん強い関心を持っておられるのだな、と感じました。

（アンケート結果は2ページに掲載しています） 

 今回は県北・津山での開催であり、近隣の施設から多数参加が得られただけでなく遠く

広島県や備前市からも御参加を頂けたことは有難いことでした。今年度はあと２回、７月

と１１月に当院で勉強会が開催されます。多数の方の御参加をお待ちしております。  

                           津山中央病院 藤原まゆ美 
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いつも勉強会に対し、ご参加ご協力ありがとうございます。 

日々の検査を段取り良く進めていくことは必須ですが、安心・安全・安楽に患者の満足

に至るまでサポートしていきたい想いは、皆同じだと思います。そして技師としての働き

と共に、私たちは内視鏡検査を通して今まで学んできた知識・技術を基に看護の専門職と

して働いています。 

看護師は高度な検査・治療の一端を担うものとして専門的知識・技術の訓練はもとよ

り、内視鏡を受ける患者本人・家族や、検査を遂行するための他職種との連携などの対人

関係まで、行き届かせるべき分野は多岐にわたります。その中でうまくいった例も多くあ

るとは思いますが、日々葛藤する問題や疑問に思っておられることは少なくないと思いま

す。 

今回９月に、看護勉強会初の事例検討会を開催したいと思っております。小グループで
話し合いの場を設けますので、事前に事例を募集します。自己の看護場面の振り返りを

し、深め、その気づき・感じたこと・学んだことを今後の看護に活かしましょう！ 

＊例えば・・・自分の介入でうまくいった事例（認知症患者に対しスタッフ同士で心がけたことがうまくいったこと

など）、看護ケアが計画通りにいかなかったことなど（どうすればよいのか悩んだ事とか？）、何らかの理由であなた

の心の中に残ったこと。＊ 

津山の勉強会の帰り道で 

撮影しました 



 

◆岡山県内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。 

             info@okayamagets.jp 
            会長：梶原 みゆき 事務局：嶋津 志織 

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

 日時：2012年10月13日（土） 

 テーマ：内視鏡技師に求められる「心・技・知」を知る 
     ～患者の立場に立った心配り・卓越した技術・根拠に基づいた知識～ 

 会場：神戸ファッションマート9階（六甲アイランド内） 

 参加費：5000円 

 ５月１２日、ガーデンシティ品川において、第６８回日本消化器内視鏡技師学会が開催されました。発表された方、参加された

方、おつかれさまでした。最終的な参加人数は約１８００人と、いつもよりやや少なめの参加となりました。理由は？「参加費７０

００円は少し高い！」ある役員の声。しかし、東京ともなると会場費が高いですからね。仕方ない部分もあります。 

今回私は、要望演題である『内視鏡室における苦痛の軽減の工夫』の座長と、第２会場の運営スタッフとして、参加させていた

だきました。その為、第２会場以外の発表はほとんど聞くことはできませんでしたが、座長をした要望演題６題は、患者サイドに

たった介助であったり、工夫であったりとよく考えられていました。一般演題で、腸管洗浄液に入れるガスコン液が、５mlでも消

泡効果が期待できるという発表を聞いて、当院でもすぐに取り入れました。学会に行くたびに何か一つ、現場ですぐに活用で

きる内容を伝達できるように心がけています。次回、第６９回は１０月の神戸です。できるだけ多くの方の参加をよろしくお願い

します。                                             岡山労災病院 梶原 みゆき 

 

 第68回日本消化器内視鏡技師学会にて、「抗血栓療法症例における内視鏡検査の現状」について発表しました。岡山県内

視鏡看護勉強会の活動について、高い評価をいただきました。また、研究を行うにあたり、アンケート調査にご協力いただい

た施設の方々に深くお礼申し上げます。 

また、学会では多くのセッションが行われており、すべてに参加することはできませんでしたが、内視鏡を介した感染の事例

を通した感染管理の変遷を聞き、日々の内視鏡の洗浄や環境整備の重要性をあらためて感じました。内視鏡検査の苦痛緩和

についても、多くの施設で様々な取り組みがなされており、とても良い刺激を受けることができました。 

学会参加を通し、より安心・安全な内視鏡検査が行えるよう、今後も頑張らなくてはと思いました。 

岡山県内視鏡看護勉強会としては、今年度も引き続き抗血栓療法症例についての講義や情報交換を企画しています。皆様か

らの、ご要望・ご意見もいただければと思います。今後とも、よろしくお願い致します。 

                                      南岡山医療センター 黒岡 昌代 

 5月12日の第６８回日本消化器内視鏡技師学会 看護委員会企画の「事例検討会」の様子を報告致します。 

参加人数は40名 6グループに分かれ事前に準備していた3事例について検討しました。活発な意見交換・看護観の交流が

できました。 

参加者の感想 

 ・発表を聞くのみではく、積極的に学会出席ができたという満足感がある 

 ・他施設の方々と話し合いができ参考になり有意義な時間であった 

 ・今後も事例検討会を続けて欲しい  など多くの意見・感想が寄せられました。 

                        岡山労災病院 遠部 絹子 

※第69回も午後より看護委員会企画のイベント開催予定です。 


