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                              講師：岡山労災病院 清水 慎一先生 

         ◆日時：2012年８月１９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 

         ◆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 
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■担当者から皆様へ 

食道疾患で内視鏡検査治療に関わってくるというと、食道がん・食道アカラシア・逆流性食道炎・ 

ヘルニアなどです。 

もちろんそれは講義していただきますが、今回先生に依頼したきっかけは、肝臓疾患からの食道， 

胃静脈瘤にかかわる内容への疑問からでした。EISの治療は一般的にどこの病院でもしています。 

しかし治療中の看護に関しては皆さんプロでしょうが、静脈に入っていく様子が何を意味しているのか、 

バルンの圧のかけ方の注意とか・・・知っておきたいと思いませんか？お尋ねください、清水先生なら 

お答えくださいます。ではお楽しみに！                内視鏡看護勉強会 桑田 洋子  

 

テーマ 会場
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



7月は遠路津山まで、しかも連休の中日にもかかわらず多数の 

ご参加ありがとうございました。 

内視鏡による検査・治療において感染管理は、一般の方々には 

実績として目に見えない部分ですが、できていて初めて当たり前

のように安全に施行できるものです。 

日々皆様のこうした積極的なセミナー参加などで培った知識の上

で感染管理をされ、その地道な努力のおかげで成り立つものと考

えられます。 

皆様の意識の高さに感銘です。 

今回午前総論・午後各論と内容豊富でした。土井先生もおしゃっ

ておられましたが、自分の家族にも安心して内視鏡検査を受け 

させたい感染管理ができていることが基本！・・・本当にその通

りです。 

毎年講義をお聞きしているのにいつも新鮮で、今年も何か一つで

も見直せることが見つかり変えていく手立てになればと講義を受

けて、またその気持ちを持ち帰り内視鏡室の内部を見直したいと

思っています。 

 

 昨年のセミナー後から次年度の予約のため労災病院の遠部さん

が連絡取り続けてくださいましたが、日本内外ご活躍の多忙な先

生ですので、ようやく取れた日程でした。そして感染セミナー3

回目にしてやっと県北開催も実現できました。 

講師の土井先生には朝４時から大阪出発とハードスケジュールを

強いてしまいましたが・・。 

津山中央病院の皆様には県北で開催の折はいつもご協力頂いてお

ります。今年は３回もお世話になります。 

特に内視鏡センターの藤原さんには今回のセミナー開催まで講師

の先生との連絡をはじめとして勉強会スタッフ、津山中央病院ス

タッフさまとも打ち合わせもあり準備段階でとてもご尽力いただ

きました。そして内視鏡センター長の平良先生には当日は早朝か

らわざわざ岡山のご自宅から出向いていただきました、 余裕の

ない時間配分でしたが、スタッフをはじめとして、ご参加の皆様

のご協力のおかげで無事おわりました、本当にありがとうござい

ました。                    

そして短い時間でしたが、昼食時間に興研の方から、マスクに関

しての講義もいただきありがとうございました。またこれから冬

に向けてもあり、今結核感染も世間ではニュースになっておりま

すので、役に立つ情報だったと感謝しております。 

             内視鏡看護勉強会   桑田 洋子 

 

 

 

 

担 

当 
病 よ 

り 

院 

７月１５日に津山中央病院での感染管理セミナーに出席ありがとう 

ございました。 

「内視鏡室における感染対策の基本とガイドラインのピットホール」、 NPO

日本感染管理支援センター理事長土井英史先生の講演がありました。７８名 

３０施設の出席があり内視鏡関係者だけでなくOP室、耳鼻科、ICTチームなど

の出席もありました。 

分かりやすく楽しい講演で、あっという間の４時間でした。感染を成立させな

いためのマニュアルづくりやそれをみんなで遂行する共通理解、そのための 

コミュニケーションの大切さなどを学びました。 

視野が広がりました。明日からの現場でのアクションが見えてきました。 

嬉しくなる意見を頂きました。 

県北での勉強会は、１１月に津山中央病院内視鏡センター長・平良明彦先生の

技師試験対策講義があります。参加お待ちしています。 

                      津山中央病院 花村 典子 
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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、８月１５日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 

 

内視鏡看護を語ろう！ 

 ☆事例大募集☆ 

感染管理セミナーに参加させていただき、４時間と長い時間でしたが、分り

やすく楽しい内容で時間を感じさせない講義でした。 

感染対策のマニュアル化を図り、統一した事がみんなで出来るようにす事、

チェック機能をそなえて感染を予防していくように現場に役立てていきたい

と思います。 

ありがとうございました。          津山中央病院  久常智子 

事務局 嶋津の津山の楽しみ＾＾ 

 県南から津山へ行くのはちょっとした旅！今年度は県北開催・日曜開催を増やし、県北の方にたっくさん参加して

いただきたいという勉強会役員の思いがあります。 

そんな役員の嶋津には津山に行くもう一つの楽しみがあります。 

「だから太るんだよ～！」という声を無視して皆さんにお伝えします。 

『つゝや』の“五大北天まんじゅう”を買って帰ること！ １個５０円で超～美味しい！ 

                              （店のまわし者ではありません） 

11月にも津山での勉強会があります。勉強会参加＆まんじゅう購入でぜひお会いしましょう。 

＊夏バテ注意！＊ 

  猛暑が続いております。 

  大腸内視鏡の前処置中の患者様にも脱水注意ですよ。 

  そうそう冷房中の室内でも、予防衣を着ている私たちはまだまだ暑く感じ 

    ますが、患者様は寒さを感じられる場面は多いです。ご配慮くださいね。 

  そしてもちろん皆様もお身体ご自愛くださいませ！ 



       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

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 
 

＊楽しい話の中に大切なことがたくさんあり、今後見直していく事もたくさんありました。 

 明日から実践できることばかりなので、とてもよかったです。職員研修としても実施することが必要だと思いました。 

＊何回聴いても楽しく勉強できました。今回学んだことを業務に生かしていきたいと思います。 

＊楽しく講義を聞くことができました。感染対策の基礎がわかり、内視鏡の洗浄の方法などもわかりました。 

＊土井先生の講義は楽しくて聞きやすい。 

 ポイントをわかりやすく話をしてくださるので、現場にもちかえり実施していきたいと思う。 

＊とても楽しく勉強でき、ありがとうございました。 

＊しばらく内視鏡にたずさわっていないのですが、その他の看護現場にて大切な事も多々教えて下さっていたので、 

 とても勉強になりました。 

＊世界と日本の現状を教えてもらえて視野が広がりました。また講演についてたのしかったです。 

＊すごくおもしろい勉強会でした。役立ちました。 

＊楽しい話を交えて、いい講義でした。又来年もよろしくお願いします。 

＊内視鏡以外での感染セミナーで土井先生の講演を何度も聞いていますが、あきることなく話に入っていけるので 

 来年も是非お話を聞きたいです。 

*土井先生の講演はわかりやすく楽しい講演でした。 

 感染について今後対策を考えながら今日のことを生かしていきたいと思います。 

 本日は大変勉強になりありがとうございました。 

＊とても楽しく分かりやすく講義して頂き、ありがとうございました。土井先生の講義は２回目ですが、前回教えてもらったことが 

 現場でできていないことに気付いたので、今回はぜひ実践し、今後に生かしたいと思います。 

＊今日は楽しく勉強できて今後に生かせると思いました。ありがとうございました。 

＊大変楽しい講義でした。ＩＣＴと協力して、いろいろと対策していかなければならないことがあります。 

 何から始めたらよいか分かりました。ありがとうございました。 

＊洗浄（手洗い）の手順書とチェックシートの作成を行いたいと思いました。 

＊分かりやすく楽しい講義でアッという間の４時間でした。感染管理の基礎知識を改めて学ぶことが出来ました。 

 感染管理の知識は日常生活にも応用できると感じました。 

＊たのしく、実施できそうな内容もありました。勤務先のスタッフがもっとたくさん参加してくれてたら、もっと実施できると思い 

 ました。 

＊初めて土井先生のお話を聞きました。とてもおもしろくて勉強になりました。 

＊感染が起きる前の見直し対策を考えることを思いました。手で行う作業の見直しを行い、業務改善を行いたいです。 

＊何回受講しても楽しく勉強することが出来ました。ありがとうございました。 

＊今回で３回目ですが毎回毎回良い勉強会でした。大変勉強になりました。ありがとうございました。 

＊感染防止対策について大変勉強になり、今後に生かしたいと思いました。 

＊今回４時間あり、うれしかったです。ただもっと話を聞きたかったです。 

＊おもしろかった。皆で動いていくことと動きやすい・使える手順書が必要だと感じました。 

 私がうけたい病院・ＯＰ室になるようにがんばりたいです。 

＊土井先生の講義は何度も聞いた事がありますが、何度聞いても楽しく学ぶことができました。 

＊内視鏡室内でのマニュアルを見直そうとしている時なので、大変良いタイミングにこのお話が聞けて良かったです。 

 土井先生、最高ですね！楽しく勉強できて充実した時間でした！ 



＊法的にここまではしておかないといけないというのがないと投資してもらえず、できることを少しずつやっていきたいと思いまし 

 た。洗浄機だと思っていたが、洗浄して入れないといけないことを知りました。 

＊内視鏡経験は浅いのですが、消毒などについて現在行っている方法の見直しなど今後のリスクマネージメントにも考慮できれば 

 と思います。大変楽しい勉強会ありがとうございました。 

＊手指や器具などなど「洗浄すること」の大切さが分かった。楽しく講義をしていただき、ありがとうございました。 

＊わかりやすくよかったです。有難うございました。 

＊感染管理の基礎を学ぶことができ、自分の行動が臨床で発揮できるようにしたい。ありがとうございました。 

＊昨年に続き２度目の講習で、思い出しながら聞きました。 

 感染管理に関しては、くり返ししつこく知った情報を職場に帰ってみんなに伝えないと（意識を変えないと）いけないと思いま 

   した。 

 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
 
＊感染対策や現状（施設）をアンケートして役員で研究に取り組むのもいいかと思いました。 

   興味深い結果になるのではないでしょうか？ 

＊今後も現場で話し合いながら患者さまの立場で考えていきたいと思います。また津山まで来て頂ければ幸いです。 

＊内視鏡においてだけでなく、色々な所での感染対策の勉強会として参加させていただければと思いました。 

＊岡山や倉敷へはなかなか出向けれないので、津山で開催機会をもっと増やしていただけたらありがたいです。 

＊他の施設がどのような感染対策をしているのか聞いてみたいです。 

＊三連休の間ではやっぱりしんどかったので日にちの設定を考えて欲しい。 

 ソレミオの機械の使用方法、メンテナンス。明るさの調整。高周波の使い方・ＥＲＣＰ，ＥＳＤの介助。細胞「ＦＮＡ」の見方、 

 超音波・腹部エコーの読み方。看護とリスク。 

＊今後も参加して安全に取り組んでいきたいと思いました。 

＊帰る時に次回の勉強会の出欠も取ってほしいです。 

＊（勉強会の時間について）昼休みなしが良い。 

＊（勉強会の時間・開始時間について）連休中日だったので、やや不満。 

＊（勉強会の時間について）楽しかった為あっという間の時間でした。 

＊（勉強会の内容について）事務であり介助をしている為専門用語の理解ができなかった。 

 

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 

 

岡山県医師会主催 

「消化管検診研究会講演会」のご案内 
 

  ●日時：2012年8月18日（土）14:00～17:00 

  ●場所：岡山衛生会館 三木記念ホール 

  ●講演・講師 

     １・「最新・胃Ｘ線検査法の威力」 

             佐賀県医師会成人病予防センター 中原 慶太先生 

 

     ２・「日本の大腸がんとガラパゴスシンドローム 

          ーエビデンスに基づいた大腸３次元ＣＴの可能性－」 

             亀田メディカルセンター幕張 消化器科部長 永田 浩一先生 

 

                             ※受講料は無料です 

                             ※事前申し込み不要です 


