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

 ７月のテーマ月のテーマ月のテーマ：：：感染対策セミナー感染対策セミナー感染対策セミナー   ～内視鏡に必要な感染管理を学ぼう～～内視鏡に必要な感染管理を学ぼう～～内視鏡に必要な感染管理を学ぼう～   

                 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 
 

◆日時：2012年７月１５日（日）１０：００～１５：００（受付９：００～ ・休憩１２：００～１３：００） 

 

 

 

 

◆会場：津山中央病院  健康管理センター３Ｆ 津山慈風会 記念ホール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆アクセス：お車の方は、無料駐車場があります。 

        バスを利用の方は、津山駅から津山市内循環ごんごバスをご利用ください。 

 

■担当者から皆様へ 
   待望の土井先生による感染セミナーがいよいよ津山で開催されます！ 

     今回は初の終日開催で、内視鏡に関する感染管理がじっくり学べるまたとない 

     チャンスです。 

     津山に来たことがある方もない方も、是非お越し下さい。 

     すでに参加申し込みを承っています。先着１５０名までなので、お早目に申し込み下さい。 

                                                              津山中央病院  花村・藤原   

テーマ 会場
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

  セミナーの詳細は、次ページ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

申し込み締め切りは７月

７日です。先着１５０名

ですので お早めに!！ 
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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） 



  貴重な内視鏡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、昨年から臨床工学技士が携わるようになり、洗浄器管理やスコープやシステム 

   点検、光源の交換やトラブル対応、また新人看護師向けに電気メスなどの勉強会をしております。 

看護師のみなさんがより働きやすい環境にしていくことも大切だと思い、今後も試行錯誤ですが勉強していきたいと

思っています。臨床工学技士として、まだまだこれから取り組んでいかなければならないことがたくさんあります

が、岡山での内視鏡勉強会は私初心者にとってたいへん勉強になり、看護師の勉強熱心な姿をみて、いつも刺激を 

受けています。 

機器講習会の高周波・処置具についてと言うテーマで臨床工学技士として大変興味深い内容でした。 

凝固と切開の基本的な原理からトラブル対応まで教えていただき、役に立つことばかりで、改めて基礎も学ぶことが

できて、とてもいい勉強になりました。今回の勉強会を通じて、看護師にしっかりとお伝えできることはしていきた

いと思います。また、勉強会で学んだことを当院での高周波などの点検方法をもう一度見直しをし、よりよく改善 

して頑張っていきたいと思います。貴重なお話をありがとうございました。 

これからも勉強会に参加していきたいと思いますので、分からないことはたくさん教えてください。 

勉強会を通じてひとつでも多く吸収して帰りたいと思います。 

本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 

                   尾道市立市民病院 ＭＥセンター 折見 省二  松田 悠 

６／９の技師会の「高周波・処置具の機器講習会」に参加させていただきました。 

日々の内視鏡検査・治療にとても重要な位置を占めていながらもなかなか勉強する 

機会がない内容でとても興味深く参加させていただきました。 

講義のあと、各ブースに分かれて実際に高周波を用いて鶏肉を切開したり凝固したり、

また結紮クリップを触ってスポンジに結紮を行ってみたり、楽しかったです。 

質問もたくさん飛び交いとても実のある勉強会で参加できてよかったなあと 

感じました。 

今回、復習できたことや新しく学んだことをこれからの日々の業務に生かして 

いきたいと思います。             岡山赤十字病院  杉原 弓貴 

参 
加 

者 
の 

声 

折見さん、松田さん参加有り難うございました。県を越え、また職種を越えた交流

ができて嬉しかったです！ 

チーム医療が大切な内視鏡室ですので、お互いを理解し高めあえたらいいですね。

遠いけどまた来てくださいね！             事務局 嶋津 



アムコ・オリンパスの業者の方にご協力いただき、勉強会ができたことに感謝して 

います。 

 日ごろ行っていることでも、知っているようで知らないことも多くあったのではない 

 でしょうか？  

 実際に触ってみて「ふう～～ん」と感じた人もいたと思います。 

 ＊＊あの肉、あれからどこに行ったのでしょうか？＊＊ 

 これからも、内視鏡に携る仲間として、お互いに高め合い、顔の見える関係でありたい 

 と思います。 

 内視鏡勉強会を支えてくださっている多くの方々に感謝し・・・ 

                     開催担当：倉敷中央病院  小野 房枝   

担 

当 
病 よ 

り 
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 先月も案内させていただきましたが、9月に開催予定の事例検討会においての事例を大募集中です。 

日々の検査は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。 

しかし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技術・知識の訓練はもとより、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は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対応等は少なくないと

思います。 

 今回小グループで話し合いの場を設けたいと思っていますので、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

たの心に残ったことなど・・難しく考えずに、悩みを語ろう程度に話しましょう＊ 

⇒文字数に制限はありませんが、なぜこの場面を選んだのかは明らかに記載ください。 

参加者にその場面が想像できるような内容で記入いただき、7月末までに事務局にメールでご応募ください。 

なお、内容から施設名・氏名が特定するようなことはいたしませんので、お気軽に！    

     内視鏡看護勉強会    桑田 洋子 

6月9日に行いました勉強会「機器講習会 高周波・処置具について」に多数の 

ご参加を頂きありがとうございました。合計30施設・72名の方の参加があり、 

充実した勉強会ができましたことを、あらためてお礼申し上げます。 

今回は、オリンパスとアムコの方にご協力頂き、高周波や処置具の基礎や正しい 

取扱いについての講義と、実際に処置具を用いたハンズオンを行うことができま 

した。 

ハンズオンのブースでは、活発な質疑応答がされており、参加した皆様の熱気に 

役員一同感激しました。 

アンケート結果からも、高い満足度が得られていますので、今後もこのような機器講習会を企画していきたいと 

考えています。 

また、当日は予想以上の盛り上がりとなり、時間配分の点で皆様にご迷惑をお掛け致しましたことを、お詫び申し 

上げます。 

今回施設提供していただきました倉敷中央病院とそのスタッフの方々のご協力に深く感謝いたします。 

 ありがとうございました。                  勉強会担当：南岡山医療センター 黒岡 昌代  

 

内視鏡看護を語ろう！ 

 ☆事例大募集☆ 

ちょこちょこ登場してすいません。事務局の嶋津です。 

小野師長さん 飲み物とキャンディーの差し入れ有り難うございました＾＾ 

役員みんなで「太っ腹～！」と感動でした。          



       勉強会アンケート結果（倉敷中央病院） 

開始時間

参加人数 72名

参加施設 30施設

回収率 66％

テーマ 機器講習会 高周波・処置具について

開催日時 平成２４年６月９日（土）

会 場 倉敷中央病院 内視鏡センター

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
＊いい勉強になりました。当院ではポリぺク等しかないので今後も色々な知識を得たいです。

＊治療内視鏡までしないが、勉強になり、こんな使い方をするんだなと想像できた。安全な使用方法などわかりやすく参加してよ

かった。

＊遠くからでしたが、とても良い勉強になりました 来てよかった！！

＊いつもお疲れ様です。高周波の事でよくわかりました。切れ方のちがいなどよくみえました。ありがとうございました。

＊大変勉強になりました。

＊なかなかない機会なのですごく勉強になりました。

＊本日は急に参加させて頂きありがとうございました。

＊実際できたのでおもしろかったです。

＊クリップはあまり経験がないため基本がきけれてよかったです。

＊基本的手技、知識を勉強できてよかった。

＊実施できたのでよかった

＊今まで知らなかった知識もあり、本当に勉強になりました。ぜひ当院でも・・・

＊実践ありよかった。よくわかった。

＊実践おもしろく良かったです。

＊ループスネアの使用・手順通りに使用することに加え、シースーを利用した結さつを学べてよかった。さっそく実践したいと思い

ます。

＊ギモンに思っていたこと、知らずにやっていたことが理解できました。本当にありがとうございます。

＊実際に見て触ってわかりやすかった。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊ＥＲＣＰ

＊いろんなハンズオンができたらいいな

＊これからもよろしくおねがいします。がんばって参加します。

＊学ぶことは多いので、勉強になります。（業者の方の説明で、行っていることの理解ができます。）

＊研究会を年2回ぐらいにして、他施設の様子が知りたいです。
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今後に生かせる

６月１７日に看護セミナーが開催されました。２７６名の参加がありました。 

テーマ：「内視鏡看護：これまでの１０年と今後の展望」 

      講義Ⅰ 「内視鏡看護総論」 大橋達子先生 

      講義Ⅱ 「内視鏡看護概論：検査前・中・後の看護」 上田道子先生 

      特別講演 「医療安全」～医療リスクマネジメント～実現するために 弁護士：宗像雄先生 

   ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 「これからの内視鏡看護」（管理の立場・教育の立場から） 

 

上記の内容で行われました。岡山県で行っている勉強会が各地でできており、それらの連絡会を全国展開していま

す。今後は勉強会の発信が東京になるかもしれませんが、岡山の良さも全面に出していきましょう。それが内視鏡の 

発展の鍵です。日本技師会においても（田村会長）各地の現場に即した勉強会の必要性重要性を承認されました。 

                                         報告：遠部 絹子 



●開催日：２０１２年９月９日（日） 

●会場 ：米子コンベンション 

●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） 

●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。 

●開催日：２０１２年１１月１１日（日）１０：００～１５：００ 

●会場 ：オルガホール（岡山市） 

●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。 

●参加費：４，０００円（予定） 

●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。   

●開催日：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：５，０００円 

  

 

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

◆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 

※第69回も午後より看護委員会企のイベント開催予定です。 

●開催日：２０１３年５月１１日（土） 

●テーマ：内視鏡技師の目指すもの 

            「究極の内視鏡検査・治療をめざす」 

●会場 ：京都テルサ 

●参加費：５，０００円 

詳細は 

 次号で 

  紹介します 


