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作成 2017.03.25 

 

 勉強会   

  ▼日時：平成29年4月16日(日)10:00～12:00 

 ▼会場： 倉敷中央病院 大原記念ホール 

              倉敷市美和１－１－１                 

  ▼参加費：無料 ▼駐車場：無料 

        

 ■担当者から皆さまへ 
 今回は、「内視鏡スコープを洗浄する上での正しい知識を身につけよう！！」をテーマにお勉強した

いと思います。患者さんに安全なスコープを提供するために、内視鏡スコープの構造や高水準消毒

剤、正しい洗浄、消毒など知っておかなければなりません。各施設で、スコープ、洗浄消毒器、消毒剤 

など種類は様々と思います。 

 今回は、オリンパス（スケルトンスコープ・洗浄消毒器）、ジョンソン・エンド・ジョンソン（スケルトン洗浄

消毒器）など業者の方の協力を得て開催します。 

 自分たちの行なっていることが、根拠を持った行動に繋がるように皆で勉強していきましょう！！ 

                              倉敷中央病院  小野 房枝 

        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 

4／13

4月 

機器講習会  

 内視鏡スコープを洗浄する上での 

      正しい知識を身につけよう！ 

    自動洗浄消毒器・スケルトン内視鏡 

    オリンパス ジョンソン＆ジョンソン  

＊駐車券は必ず会場までお持ちくださいね＊  
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◆◆機器講習会施設案内図◆◆  
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◆◆1月の勉強会報告◆◆ 

 私は、内視鏡業務たずさわるようになりまだ1年半程度なので勉強会に参加することでたくさんのことを学ばせ

ていただいています。今回の施設見学では、自分の働く病院でも取り入れたらいいなと思う部分もあり、見学させ

ていただきありがたく思います。景山先生の講義は、楽しくユニークな講義だったので、あっという間の1時間でし

た。講義内容は、症例をあげての対処法等を教えていただけたので、経験年数の少ない私には、とてもわかりやす

く良い学びになりました。漢方の話も興味深かったので、またお聞きしたいです。 

 

                         南岡山医療センター    松田 智美 
  

 粉雪の舞う寒い日にも関わらず多くの方が参加されており、岡山市立市民病院への関心の高さが伺え

ました。 

 内視鏡センター内は小回りの利く動線で、動きやすい状態だなと感じました。検査中の患者さんにもモ

ニターを見ることができるようにしてあり、羨ましい限りでした。また、救急から直ぐに内視鏡室へ入って

緊急内視鏡ができるようにしているところも「さすが！」と思いました。 

 景山先生の講義も当院ではあまり見ない症例で、大変興味深く聴講させてもらいました。講義の間に

あった漢方の話も、楽しく聞けてちょうど良い息抜きになりました。 

 系列病院として、今後も緊急内視鏡や難しい症例や治療の必要な患者さんをお願いすることがあると

思いますがよろしくお願いします。 

 最後に、勉強会の企画・準備・進行をしてくださった技師会のみなさん、施設見学の受け入れをしてくだ

さった市民病院内視鏡スタッフのみなさん、ありがとうございました。 

                                                    岡山市立せのお病院  大橋 綾 

岡山市民病院 景山先生 
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 先日は岡山市内でも本当に珍しい雪が心配される天候の中、たくさんの方にお越しいただきまして 

ありがとうございました。    

 新病院に移転してからあっという間に時が過ぎました。当院の内視鏡室は患者さんが快適に検査を受

けやすいようにとの思いで設計の段階から建設業者とのヒアリングにも参加しました。しかし、実際に

はここをこうすれば良かった等もあります。 

 みなさまに見学に来ていただき、質問等を受ける中で改善できるところや、ぜひ、当院のものを参考

にしたいと言っていただいたりと実りの多い施設見学会となりました。もう少し時間があり見学した

かったとありがたい意見もありました。 

   本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

                          

                         岡山市立市民病院 小林博子 

 今回初めて勉強会に参加させていただきました。いろいろな事例を含めた講義で、実際

に当院でも行っている治療もあり、改めて基礎から学ぶことができました。 

途中漢方薬の話をまじえながら、楽しく勉強できました。今後の内視鏡看護に役立てて

いきたいと思います。 

ありがとうございました。 

              中谷外科病院   看護師  船着 由里 

お休みのところ本当にありがとうございました。 

岡山市民病院のスタッフの皆さま 

内視鏡の入り口に可愛い写真が 

掲示してありました(*^_^*) 

  最新機器の数々 



 5 

◆◆1月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(岡山市民病院） 
参加人数  98名 
参加施設  33施設 
回収率   77％ 

テーマ   施設見学・医学講習会 
開催日時  平成２９年1月15日（日） 
会 場   岡山市民病院 内視鏡センター 
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今後に生かせる

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
＊経験年数が浅いので、先輩技師看護師からの看護師としての看護やポイント等の勉強も聞いてみたいです。 
＊本日のような景山先生の分かりやすい講義ありがたいです。内視鏡の疾患・看護・急変時の看護師・技師の対応
などの勉強会もお願いします。 
＊大腸内視鏡の前処置方法と観便の目安 

＊経鼻内視鏡の前処置×２ 
＊各病院の工夫しているグッズ等の紹介、整理整頓の方法など 

＊今後も施設見学はありがたいです。自施設への要望の時に助かります。 
＊今さら聞けないシリーズ、またやってもらいたいな。×２ 身近な話が多く、活かせるものが多いので又お願い
したい。 
＊他の病院も見学に行きたいです。×５ 
＊子供が小さいので日曜の勉強会参加難しく、たまには土曜日にしていただければと思います。 
＊凝固止血について 

＊教育について（特に看護師ではない方に対して）どうしているの？ 

＊抗凝固剤の休薬など、内視鏡の説明のやり方を各病院でどのようにしているのか知りたいです。 
＊EMR・ESD後における検体に関わること（検査関連） 
＊感染対策のことが知りたい。土井先生の講義を受けたい。 
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◆◆1月の勉強会アンケート続き◆◆ 
               ＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 

ー医学講習会ー 
＊ユーモアを交えわかりやすく楽しい講義でした。漢方も勉強になりました。症例も良かった。 

＊わかりやすくて良かったです×５ 動画は本当に良かったです。    ＊漢方に興味が出ました×４ 

＊出血時対応のポイントがとてもわかりやすかったです。漢方のお話が良かったです。 

＊症例をたくさんあげていただいて、普段当病院でもよく患者さんが来られるケースを比較できて参考になりま

した。急ぐべきなのかそれほど緊急性は無いのか考えられたり、準備するときにも何のデバイスを準備しておこう

というヒントになりました。とても役立つ内容で、もっと教えて頂きたかったです。ありがとうございました。 

＊消化管出血の処置･治療がよくわかりました。   ＊資料の字が小さすぎて見えません。とても残念です。 

＊漢方の話を交えながら実際の出血事例の差違にどうすれば良いのか具体的な講義で楽しかった。×１０ 

＊EBL法について理解できた。症例をたくさん見ることが出来て分かりやすかったです。 

＊出血は良くあったりするので、医師目線からどのように考えているのかが少し分かったので今後はとても役に

立ちそうだと感じました。漢方の症状もありがちなものを取り上げてもらって参考になりました。私も良く内服す

るので良かったです。    ＊とても実践的で分かりやすかったです。 

＊消化管出血の可能性の患者さんの検査が予約が入るといつもどうしようかと思いますが、今日は勉強になり

ました。           ＊講義では予測の大切さと知識を学び、役立てることが出来そうです。 

＊たくさんの出血疾患症例と治療を見せて頂きとても勉強になりました。予測しながら治療介助にあたれる余裕

が持ちたい感じ、当院では見られない症例の講義は大変ありがたいです。 

＊今回は岡山市民病院の景山先生に消化管出血について講演頂きました。まだ内視鏡の経験が浅いので、まだ

経験したことはありませんが、明日から使える知識ばかりで良い勉強になりました。又参加させて頂きます。よろ

しくお願いいたします。 

＊医師の指示前に看護師も予測して行動していますが、講義で検査・診断の分析を分かりやすく教えてくださり

今後も生かそうと思います。 

－施設見学ー 
＊大変興味深かったです。自施設でも持ち帰りしたいものが多かったです。ありがとうございました。 

＊今回の見学で得た情報を当院でもまねできるといいなと思います。多数の参加でスタッフさんたちも大変だっ

たと思います。ありがとうございました。ランダムに見学より1グループに一人説明してくださる方が居られるか、

担当スペースに一人居られたらもっとたくさんの情報がいただけたように思います。 

＊他の病院の内視鏡室を見れてまねてみようと思うような所もあり、勉強になりました。 

＊近々病院の新築移転にあたり、この施設見学は大変参考になりました。スタッフの皆さまの快い説明や案内に

感謝です。本日はお世話になりました。×3  ＊細かいところまで注意を払ってあり感心しました。 

＊見学時間も十分にあってじっくりと見学させて頂きましたが、スタッフの方が少なく聞きたいことがあまりゆっ

くりお聞きできなかったです。 ＊たくさんのスタッフの皆さま、お休みにありがとうございました。 

＊新しい病院なだけにとてもキレイでした。配線などもすっきりしていて。スコープの収納の方法も斬新で良い。 

＊もう少しゆっくり見学できると嬉しかったです。（後のグループの方？） 

＊当院の内視鏡室移転前なので、とても参考になりました。ちょっとした工夫などを病院を超えて情報交換でき

ることが、日々の業務の改善につながりそうです。もっとそういう機会が増えるといいなと感じました。 

＊自施設との違いを見てなるほどと思うことがたくさんありました。 

＊新しい最新の設備が見られて大変参考になりました。 

＊施設見学は色々見せていただいて参考になりました。スタッフの方も丁寧に答えてくださってありがたい。 

＊今回の施設見学ではたくさんのことを教えて頂きありがとうございました。当院のリフォームの時に参考にさ

せて頂きます。コスト面でも却下されたことも感染の面でももう一度トライしてみます。 

（キシロカインノズルとかディスポのものとか） 

＊内視鏡室のシステム、配置、収納など参考になることが多くあり勉強になった。 

＊今回が施設見学が初めてであり、色々な箇所で比較ができ大変興味深く楽しく過ごせました。 

今後に活かさせて頂きます。  ＊病院見学お疲れさまでした。準備など大変だったと思いますが勉強になりま

した。  ＊新しい病院の施設見学をさせて頂き、効率よくされていて、とてもうらやましいなぁと思いました。 

＊新内視鏡室大変キレイですね。患者さんも安心して検査が受けられる環境だと思いました。 

お忙しい中たくさん説明もしてくださりありがとうございました。 

＊良い勉強になりました。写真もしっかり撮らせて頂きました。参考になることや、持ち帰りすぐにでも活用できる

のではと思うこともありました。×３ ＊自分の施設で物品の整理整頓をする必要性があるなぁと実感しました。 
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月日 テーマ 講師 会場 

4月16日(日) 

10:00～12:00 

機器講習会：内視鏡スコープを洗浄する上での知識

の習得 

スコープ(オリンパス)自動洗浄器(オリンパス・J&J) 

オリンパス 

ジョンソン＆ジョンソン 

倉敷中央病院 

5月 

5/12～5/13 

学会月にて休み 

第78回日本消化器内視鏡技師学会(東京) 

    

6月18日（日） 

10:00～12:00 

 

6/25(土) 

医学講習会 情報交換会 

上部内視鏡検査について（1時間） 

  解剖生理、経鼻内視鏡検査 

第15回日本消化器内視鏡技師看護セミナー 

（静岡県） 

岡山市民病院 

  喜多 雅英先生 

岡山市民病院 

参加費：500円 

7月２日(日) 

10:00～12:00 

医学講習会 

下部内視鏡検査について（1時間） 

  解剖生理 用手圧迫  

チクバ外科胃腸科 

肛門科病院 

  瀧上 隆夫先生 

チクバ外科胃腸科 

肛門科病院 

参加費：500円 

8月20日（日） 

10:00～12:00 

医学講習会 

感染管理 

ジョンソン＆ジョンソン 

  神 貴子先生          

津山中央病院 

9月10日（日） 

10:00～12:00 

9/3（日） 

医学講習会  

今さら聞けないシリーズ画像編（基礎） 

第14回中国地区消化器内視鏡技師研究会 

（鳥取県） 

岡山ろうさい病院 

  白髭 明典先生 

岡山中央病院 

参加費：500円 

10月 

10/1～１0/14 

学会月にて休み 

第79回日本消化器内視鏡技師学会(福岡県)  

    

11月19日(日) 

10:00～12:00 

 

11/12(日) 

医学講習会 

内視鏡検査時の緊急対応について 

 

機器取り扱い講習会 実践編（岡山県） 

倉敷中央病院  

救急認定看護師 

  多賀 真佐美先生 

倉敷中央病院 

参加費；500円 

12月17日（日) 

10:00～12:00 

医学講習会  

消化器内視鏡技師認定試験対策講座 

岡山ろうさい病院 

  清水 慎一先生 

岡山市民病院 

参加費：500円 

1月14日(日) 

10:00～12:00 

情報交換会： 

看護記録について（ワールドカフェ） 

  

 

 

倉敷第一病院 

 

◆◆平成29年度の内視鏡勉強会計画◆◆  

さあ！新年度が始まりました。 

各施設さまにおかれましては、新しいスタッフを迎えられたところもあるでしょう。

新しい空気が流れてくるのでないでしょうか。楽しみですね。 

新しいスタッフと共に基礎から勉強していきましょうね。 

 新スタッフの方々！この新しい環境に戸惑いもあることでしょうが・・。 

今年は基礎編を計画しています。 必ず、 あなたの力になります。  

是非ご参加くださいね、 お待ちしていまーす！ 

                 岡山県消化器内視鏡技師会役員一同 

＊青字は全国・中国地区の勉強会案内です＊ 
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◆◆技師会からの情報①◆◆ 

 

③9/3（日）第14回中国地区消化器内視鏡技師研究会（鳥取県）           

④10/13（金）～10/14(土) 

   第79回日本消化器内視鏡技師学会(福岡)  
         内視鏡学会よりお知らせです。 

          １０月博多の技師学会ですが、宿泊が取れない状態だそうです。 

          参加される方は、早めに予約を取ってくださいとのことです。 

⑤11/12（日） 

   中国地区消化器内視鏡機器取り扱い講習会  

       実践編（岡山県）       

⑥2018年2月4日（日） 

   第19回岡山県消化器内視鏡技師研究会 

     川崎医科大学附属病院 8階大講堂 

学会長：熊澤 さえ子 

     （仙台オープン病院） 

会  期：平成２９年５月１２日（金）・１３日（土） 

会  場：ベルサール渋谷ファースト 

     東京都渋谷区東１－２－２０ 
     http://www.bellesalle.co.jp/bs_shibuyafirst 

＊詳しくは日本消化器内視鏡技師会 

  ホームページをご覧ください。＊ 

①第76回日本消化器内視鏡技師学会(東京) 

②第15回日本消化器内視鏡技師看護セミナー(静岡) 

開催日時 ：平成29年 6月25日 (日曜日)  9：50 〜 16：00   

開催場所 ：アクトシティ浜松コングレスセンター 

       静岡県浜松市中区板屋町111番地の1 

詳しいご案内は 

 最終ページに！ 

ご案内 

もう申込み始まってまーす！ 

http://www.bellesalle.co.jp/bs_shibuyafirst
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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②◆◆ 

＊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。）  

 

平成29年度岡山県消化器内視鏡技師会役員 
   会長：梶原 みゆき(岡山ろうさい病院） 

  副会長：桑田 洋子（川口メディカルクリニック） 事務局兼務   

  書記：田中 広子（チクバ外科胃腸科肛門科病院） 

  会計：黒岡 昌代（南岡山医療センター） 

  勉強会リーダー：錦織 恵美子（松田病院） 

  幹事：小野 房枝（倉敷中央病院） 

     花村 典子（津山中央病院） 

     大原 小百合（落合病院） 

     小林 博子（岡山市民病院） 

     村山 綾子（湯原温泉病院） 

     河上 真紀子（川崎医大附属病院） 

  顧問：清水 慎一先生（岡山ろうさい病院） 

  ホームページ担当：木下 善夫（勝山病院） 

 

＊＊＊なおこの度、平成１７年から役員で、今の内視鏡勉強会を立ち上げて

くださった岡山ろうさい病院の遠部絹子さん、そして平成18年より役員を務め

てくださったまつお内科クリニックの池上洋子さんが退任されました。 

長い間本当にお世話になりました。ありがとうございましたm(_ _)m＊＊＊ 

      お詫び 

おかやまげっつのNo.１０７の研究会特集号にて誤りがありました。 

一般演題の発表の方のお写真の岡山大学病院の矢野 朋美さまと、水島中央病院

の西 加奈子さまのお名前が入れ替わって掲載しておりました。 

私の確認不足のために、各施設関係各位、ご本人さまに大変ご迷惑をおかけしまし

た。今後十分に気をつけてまいります。ここに謹んでお詫び申し上げます。  

                         事務局：桑田 洋子 
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第15回日本消化器内視鏡技師看護セミナーご案内 

開催日時 ：平成29年 6月25日 (日曜日)  9：50 〜 16：00  （受付開始：9：20〜） 

開催場所 ：アクトシティ浜松コングレスセンター 

             〒 430-7790 静岡県浜松市中区板屋町111番地の1 

              TEL 053-451-1111 FAX 053-451-1123 E-mail：hall@actcity.jp 

受講料   ：会員 (平成29年内視鏡技師試験合格者も含む内視鏡技師) 5,000円 /非会員8,000円 

              （昼食代含む） 

募集人数 ： 150名(先着順) 

テーマ  「緊急内視鏡時における内視鏡看護」 

 内視鏡検査・治療に関わるみなさんにとって緊急内視鏡看護の処置介助は、最も緊張する場面です。

その環境の中で、質の高い処置(技術)・介助・看護を提供し、患者の救命に当たらなくてはなりません。

夜間の緊急処置は、医師と2人で行っている施設も多いかと思います。そこで、今回の看護セミナー

は、内視鏡看護の基礎を学び、緊急内視鏡時の治療における、処置(技術)・介助・看護を皆さんとともに

学び、更なる質の高い内視鏡看護に繋げていきたいと思います。  

《プログラム》 

Ⅰ．講義:「内視鏡看護概論・検査/治療前・中・後の看護について」       (10:00～12:00)  

      講師:日本消化器内視鏡技師会理事  内視鏡看護委員会委員長   服部病院  上田 道子 

・・・・・・・・・・・・・・・  (昼食・休憩）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

          司会：内視鏡看護委員 看護セミナー実行委員長 出口 京子 

Ⅱ．特別講演：「知っておきたい消化器緊急内視鏡検査：適応と治療処置の実際」 (13:00～14:20)  

       講師：浜松医科大学医学部附属病院 光学医療診療部・副部長・講師      大澤 恵 

・・・・・・・・・・・・・・・・（休憩）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Ⅲ．教育講演：「看護師ができる救命処置」                    (14:30～16:00)  

       講師：浜松医療センター 救命救急センター看護師長・日本救急看護認定看護師   笠原 真弓 

    ※本セミナー参加は、日本消化器内視鏡技師資格に関わるポイントとして、2点が取得できます。 

※事務局：〒673-0413 兵庫県三木市大塚218-3 服部病院 

「第15回消化器内視鏡看護セミナー」事務局 上田道子 

  問い合わせ先： Fax：0794-82-4399   E-mail：kango2015@yahoo.co.jp 

問い合わせは、FaxまたはE-mailでお願いします。 

迷惑メール対策を設定の方は事前にメールが受信できるように設定の変更をお願いします。 

 

申込み方法：「はがき」または「メール」でお願いします。 

受付期間は平成29年3月6日（月曜日） ～ 6月10日（土曜日）です。 

※入金時は必ず本人様名義でお願いします。別名義で入金する場合はメールまたはFAXにてご連絡くださ

い。 

その際、メールの件名には「入金について」と記載をお願いします。 

※受講料の払い戻しや、当日のお申し込みはできませんのでご了承下さい。但し代理出席は可能です。 

mailto:hall@actcity.jp
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【はがきの場合】 

＊下記「はがき往信ウラ」を参考に、申込書の必要事項をご記入後、事務局あてにご投函下さい。 

＊同施設の場合でも一人一通で、必ずご本人様名を明記し、お申込みください。 

＊お支払方法: 折り返し、返信ハガキをご本人様宛にお送りいたします。 

           到着後10日以内に、はがきに記載されている、郵便口座まで振込みでお願いします。 

入金された段階で正式な受付となります。 

＊「返信ハガキ」と「振込み票控え」が、入場券となりますので、当日必ずご持参下さい。 

【メールの場合】 

＊E-mail：kango2015@yahoo.co.jp 宛に送信して下さい。 

＊メール件名には「セミナー申込み」と入力をお願いします。 

＊メール本文には下記「返信はがきウラ」を参考に、申込書の必要事項を入力して下さい。 

＊メール申し込み後10日以内に、お手元に返信がない場合は、必ずFAXでのご一報を下さい。 

＊返信メールが届かない場合があるため、迷惑メール対策の方は必ず設定の変更をお願いします。 

＊お支払方法: 折り返し、メールをご本人様宛に送信いたします。 

             受信後10日以内に、メールに記載されている、郵便口座まで振込みでお願いします。 

入金された段階で正式な受付となります。 

＊「振込み票控え」が、入場券となりますので、当日必ずご持参下さい。 

 

郵便往復はがき 

       

 〒673-0413 

 兵庫県三木市大塚218-3 服部病院 

「第15回消化器内視鏡看護セミナー」 

    事務局  上田道子 行 

 

 

＊返信ハガキの表には、氏名 ・住所 

（勤務先又は自宅）をご記入ください。 

＊返信ハガキの裏には何も記入しないで 

ください。（参加費振込み等の案内を 

記載し返信いたします） 

往信ハガキ表 

第15回消化器内視鏡看護セミナー申込書 

 
ふりがな（                          ） 

氏  名 (                       ) 

勤務先  (                                ) 

 所  属  (                                 ) 

 職  種  (                                 ) 

連絡先住所 （ どちらかに○：勤務先・自宅 ）   

〒     (          ) 

住所   (                                 ) 

TEL   (                                  ) 

FAX   (                                  ) 

内視鏡技師資格  有 ： 無 

【内視鏡技師認定番号        】 

往信ハガキ裏 


