
 1 

作成 2016.07.10 

 

 勉強会  医学講習会：いまさら聞けないシリーズ画像編 

   画像で見せる基本の手技（ERCP・大腸その他） 

    岡山ろうさい病院   白髭 明典先生 

 ▼日時：平成28年7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 

  ▼参加費：500円 

 ▼駐車場：無料 

 ■担当者から皆さまへ 
 

 うっとうしい梅雨の季節です。やる気もダウンしますよね・・。 

こんな時には、涼しいところでリフレッシュ勉強をしませんか？ 

昨年開催し、大変好評をいただきました「いまさら聞けないシリーズ： 

画像編」が少しパワーアップして『画像で見せる基本の手技』と題し、 

今回も岡山ろうさい病院の白髭先生に講義していただきます。たくさん 

の内視鏡動画とそれ以外の画像???も準備してくださっていると思いま

す。内視鏡に興味のある研修医の先生方にも、どうぞお声をかけてあげ

てください。きっと勉強になると思いますよ。 

 楽しいひと時を一緒に過ごしましょう。 

 

     岡山ろうさい病院  梶原 みゆき 
 

        申込み方法（メールか郵送でお願いします）  
           ■〒700-0913  

                     岡山市北区大供2丁目2-16      川口メディカルクリニック 桑田 洋子宛  

           ■Ｅ－Ｍａｉｌ⇒ okayamagets@wi.kualnet.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。  

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

申込〆切 

7／20

＊お詫び＊ 
先月から 突然事務局のメールがダウンしました。 

大変ご迷惑をおかけしました。 

今後以下のメアドに変更になります。ご確認を！ 
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◆◆6月の勉強会報告◆◆ 

  

 平成28年6月19日、岡山労災病院 情報交換会へ  

当院、内視鏡技師 1名、 内視鏡担当看護師 1名、 内視鏡に関わる看護師2名での 

参加をさせて頂きました。 

短い時間でしたが、大変有意義な時間を過ごせて、他施設様での内視鏡の現状を 

知る良い機会でした。 

 また、当院での問題・課題を明確にすることが出来ました。 

今後も是非「おかやま げっつ」にて参加させて頂きたいと思います。 

      ありがとうございました 

 

                  倉敷スイートホスピタル                          

                       竹本 美由紀 

 

 ６月の勉強会ありがとうございました。今回で２回目の参加をさせていただきました。

他施設の情報を沢山聞かせていただき、貴重な情報を分けていただくこと ができました。

今回の情報を当院へ持ち帰り、検討してもらえるように働きかけ ています。 

今後もこのような会を開いていただけるとありがたいです。内視鏡の介助に必要な基礎的

な手技についても講演いただけるとありがたいのですが、検討していただけませんか？ 

  今後も楽しみにしています。ありがとうございました。 

  

                  佐用中央病院 岡本 栄子 

各テーブルにお花で華やかでしたね、 

生けてくださった遠部さんありがとうございました！ 

錦織さん、差し入れでチーズケーキ

焼いてくれてありがとう！ 
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ワールドカフェスタイルでの情報交換会を行いました。だいたい4人ごとのテーブルに

分かれて、5つのテーブルで行いました。それぞれのテーブルで、個々に気になる事柄について意

見を交わし、模造紙に書き込んで情報を共有しました。約20分間の意見交換をし、その後、各々

が違うテーブルへ移動して新たな情報を共有します。そして20分後、元のテーブルに戻り情報収

集した内容を持ち帰って意見交換をしました。中でも多かったのは鎮静剤の使用について多くの

意見が交わされていました。日頃から内視鏡看護と一生懸命に向き合っているからこそ、話題に

尽きることのない時間となりました。ワールドカフェを取り入れたことで、参加した方たちが、

お茶を飲みながら気軽に過ごし、テーマについて共感でき、また新たな発見があり、そして再確

認できたのではないでしょうか。とても和やかな勉強会になりました。参加してくださった

方々、ありがとうございました。今後もこのような意見交換会が大事だなぁと感じました。                           

                  松田病院 錦織恵美子 

   今回の情報交換会は、ワールドカフェ方式で行なわれ2回目の参加でした。 

 初回は、内視鏡業務に携わったばかりだった為、何も解らず皆さんのお話しを聞くだけでした

が、今回2回目で経験も重ねてきて意見交換が活発に出来たかなと感じています。 

 4人グループでお菓子やお茶を頂きながらワイワイ・ガヤガヤと意見交換を行ない、とても発言し

やすい雰囲気でした。短時間ではありましたが多数の人と密度の濃い話し合いが出来たと思いま

す。施設により前処置の仕方・鎮静剤の種類・看護などが少しずつ違っている事でたくさんの新

情報も得る事が出来ました。 

 今後、検診センターで胃カメラを取り入れることになり、実施に向けて様々な問題もでてくる

とは思いますが、勉強会に積極的に参加して、受診者さんに安全安楽に内視鏡を受けていただき

たいと思っています。 

  たくさんのご意見をありがとうございました。 

 

   倉敷中央病院  総合保健管理センター 

         新宅 美恵子 
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◆◆6月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(岡山ろうさい病院） 
参加人数  21名 
参加施設  13 施設 
回収率   95 ％ 

テーマ   上部内視鏡検査のワールドカフェ 
開催日時  平成２8年6月19日（日） 
会 場   岡山ろうさい病院 会議室  
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【勉強会に対する意見・感想】 

＊他病院の情報が得られたので、内視鏡業務に携わる時の困る事等の共有ができてよかった。 

＊経験が少なく自分から出せる意見は少なかったのですが、先輩の意見や、経験からのエピソードが聞けてとても 

   良い勉強になった。 

＊自宅から病院が近い為、参加。 日頃、内視鏡勤務は減り、不安なところ他病院の情報交換ができ、少しモヤモヤ 

   がとれました。ありがとうございました。 

＊各病院のたくさんの意見を聞く事ができたので 吸収できるものがたくさんあった。これからの検査にいかしていきたい 

   です。 

＊他施設の方々の状況が聞けて勉強になりました。 

＊他の病院の状況や施行の情報が得られてとてもよかった 

＊視野が広がってよかった 

＊自分の病院がしている事が、他院とかけ離れていることに初めて気が付きました。 

＊情報共有できてとても楽しかったです。 

＊他病院での情報が知れて、とても良かったです。 

＊他病院さんとの意見交換になりました。有難うございました。 

＊色々な施設の事がわかりとても有意義でした。 

＊とても参考になりました。有難うございました。 

＊大変有意義でした。有難うございました。 

＊固い勉強会よりも気軽に話せる今回の形式はとても聞きやすく有効的に時間が過ごせました。楽しかったです。 

  有難うございました。 

＊１年に１度 情報交換したいね。 

＊グループの発表がもう少しあってもよいかも・・・と思った。有難うございました。 
 

【勉強会に今後望む事】 

＊他病院の内視鏡室の見学 

＊内視鏡初心者向けの勉強会 

＊情報共有の場 

＊初心者向けの講義をして欲しいと思います。 
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 ◆岡山県消化器内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。  

            Okayamagets@wi.kualnet.jp  

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

◆◆技師会からの情報①◆◆ 

＊いつもお世話になっている業者さまへ＊  
私たち内視鏡の現場で役に立つ情報や新製品の情報・注意情報などなどを 

ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。原稿やご提案は下記まで・・・。 

 （おかやまげっつに掲載するか、勉強会にご参加いただくか？など。）  

学会長：竹田 直美 

     （福井総合病院 内視鏡室） 

会  期：平成28年11月4日（金）～5日（土） 

会  場：京都市勧業館 みやこめっせ 

     京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 

     TEL 075-762-2630 

     アクセス 

     http://www.miyakomesse.jp/ 

チーム医療の鍵 

• 自分自身の専門性は何か 

• 自己の専門性の向上 

• 充分な情報交換によりケアの目標を共有 

• 互いの専門性に対する理解と尊重 

• チームメンバーのオープンさ 

自分とは異なるチームメンバーの専門性や 

役割を知り、敬意をもって協働すること 

「やさしさ」とはコミュニケーションを大切にすること 

やさしい言葉や、気遣いや、笑顔や、ささやかな振 

舞いが、人を幸せな気分にさせる。 

それが人と人が触れ合う意味、すなわちコミュニケーショ

ンである。必ずしも意見を主張したり、議論することばか

りがコミュニケーションではない。 

    （医療法人東札幌病院石谷邦彦理事長講義より） 

＊平成28年6月26日(日) 

消化器内視鏡看護セミナー（金沢市）にて＊ 

「看護倫理」～医療現場で人としての尊厳を守るケア～ 

        長谷川美栄子さま（医療法人東札幌病院）講演スライドより 

    日本消化器内視鏡技師会ホームページより

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=14dmml0h0/EXP=1467643227;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVEYxLVJpWDJDWk5yM0ZEem56NW9LQV9qTnY0VzJsNXVGMklETEQ2QWpzMWh0aXVJc00zOWcwNGRNBHADNWFTUDQ0T3A0NEtrNDRPejQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0kEcG9zAzcwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/
http://www.miyakomesse.jp/
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◆◆技師会からの情報②◆◆ 
今後の勉強会・研究会予定

①中国地区消化器内視鏡技師研究会・機器取扱い講習会・基礎編 

      開催日：9月11日(日)     

      開催場所：島根県：松江テルサ 

②機器取扱い講習会・実践編 

      開催日：11月20日(日)     

      開催場所：鳥取市：鳥取県保険事業団ホール 

◆◆2８年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 

月日 テーマ 講師 会場 

8/２１（日） 

10:00～12:00 

医学講習会：基礎編「いまさら聞けないシリーズ：画像編」 

県北編（胃･大腸その他） 

津山中央病院 

    講師未定 

津山中央病院 

  

9/４（日） 

10:00～12:00 

ERCPについて 川崎医大附属病院 

  吉田 浩司先生 

川崎医大附属病院 

  

10/16(日) 

10:00～12:00 

機器講習会：内視鏡処置具(ハンズオンセミナー) 

高周波について 

オリンパス 

アムコ 

倉敷中央病院 

  

11月  学会月にて休み     

12/１８（日） 

10:00～1３：４0 

医学講習会：内視鏡基礎講座 

(技師認定試験の面接について･梶原さん) 

 午前：１０：００～１２：００/午後：１２：４０～１３：４０＋役員会 

岡山ろうさい病院 

  清水 慎一先生 

  梶原 みゆき 

岡山中央病院 

  

1/１５（日） 

10:00～12:00 

施設見学：情報交換会 

医学講習会：内容未定 

岡山市民病院 

景山 宏之先生 

岡山市立市民病院 

  

＊何と3時間に！

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12931sjjr/EXP=1467643047;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHUyN2RfZGJDRjhLWlVsX2YwTWUzLUptR0psSEZEX3pnT3BNNW1XOTRFOHk5aTFKQlRfU1RGQVN3BHADNWFTUDQ0T3A0NEtrNDRPejQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0kEcG9zAzEwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/

