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 作成 2017.07.30 

 

 勉強会 医学講習会： 

 「内視鏡室における感染管理」 

   ジョンソン＆ジョンソン((株) 

    感染制御学博士/看護師 

          神 貴子先生   

 ■担当者から皆さまへ 
  残暑お見舞い申し上げます。 

 ８月の県北開催は、J&J社 神 講師から感染管理についての勉強会を計画しています。 

隠れた感染症に立ち向かいながらこの洗浄消毒これでいいのか？この手順で大丈夫？、環境は

これでいいのか？気になっていませんか？。また院内のICT、〇〇審査、調査、機能評価等と、

何かと悩まされませんか？この勉強会に参加して『？』をなくして、スムーズな業務にしま

しょう。一人ひとりの知識が、感染しない。広げない。検査処置を受ける方への安心安全の提

供になります。よろしくど～ぞ～。 

 なおJ＆J社 から来場プレゼントがあります。 

         

 津山中央病院内科 花村 典子 

 

 ▼日時：平成29年8月20日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：津山中央病院  
           津山市川崎1756 慈風会記念ホール  会議室             

  ▼参加費：無料 ▼駐車場：無料 

        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 

8／17

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501072073/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHBvcC5jb20vaW1nX2lsbHVzdC9jaGlsZGNhcmUvc2Vhc29uMDhfYTAyLnBuZw--/RS=%5EADBGLVNTy5gx_2zSPZwj0WHxJDC_mU-;_ylt=A2RCL6NIOXdZXQoAQg.U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501073584/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5wb3BsYWJvLmNvbS9wb3AvYXNzZXRzX2MvMjAxNC8wNi9zNTU3LXRodW1iLTQ1OHg0MTktMzQ4MC5qcGc-/RS=%5EADBTyDeMD8Q.cmKZ5KG3SIc.xMJNy4-;_ylt=A2Riol0wP3dZuXsAHS6U3uV7
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◆◆7月の勉強会報告◆◆ 

 本日は貴重な経験をさせていただきありがとうございました。 

初めて参加させていただいたのですが、瀧上先生の御講義は大変面白く、ためになるも

のでとても勉強になりました。今年の4月から内視鏡センター室の勤務となり、まだ経験が少ないた

め、今回の勉強会で学んだ用手圧迫や基礎を今後活かしていきたいと思います。 

 今後機会があればたくさんの勉強会に参加させていただきたいと思います。 

                        倉敷中央病院 臨床工学技士 草野貴俊 

 瀧上先生のお話しの最初に約90000例の症例で一人一人の思いがあり、ドラマがある。 

と、言われた言葉に一瞬にして何十年？と内視鏡に携わり出会った患者さんや、先生・スタッフの人

たちの顔を思い出しました。 

肛門専門病院として求められるものとしてプライバシーや・食事などを考慮し患者さんが退院したく

ない病院、中でも、スタッフが1時間でも早く出勤したい病院とあげられたことに驚きました。スライ

ドと共に繰り広げられる先生の話は、楽しくあっという間の時間でした。 

 また、ボストンのムコアップについての説明も勉強になりました。 

朝早くから準備されていたスタッフの皆様、本当にありがとうございました。 

                      光生病院 看護師： 橋詰 朋子 

＊瀧上先生楽しい講義 

ありがとうございました。＊ 

 今回の瀧上先生のご講義はとても興味深い内容で、趣味の話や冗談を交えながらの楽しい講義 

でした。 

 用手圧迫法は永遠の課題です。コツは説明できても、人の性格のように患者一人一人で腸管も違い

ますので、こうです！と一概には言えないものです。患者さんと内視鏡画面を見ながら、効果のある

部位を圧迫するのがポイントです。ジャストな位置を押さえることができれは力は要りません。解剖を

知ったうえで、今どこまでスコープが入っていてどこが伸びているか想像しながら体位変換も加えて、

できるだけ苦痛の少ないように介助をするように心がけています。 

 ベテラン医師の瀧上先生は左側臥位で回腸末端まで挿入されると伺いましたが、当院のような大学

病院は若い医師もたくさ んいてS状結腸を超えるのも困難な時があります。肥満気味で腸管が逃げる

スペース多い方や、しっかりと腹筋のついている方は難しいことが多いので、当院では、体位変換をし

ていますよ。 

 年々勉強会の参加者が増えてきて、うれしい悲鳴ですが、皆さんがしっかり勉強できるように役員一

同でしっかりと準備を進めてまいります。ご不便をおかけすることもあると思いますが、貴重なご意見

を生かしながら充実した時間を過ごしていただこうと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。 

                      川崎医科大学附属病院  河上 真紀子  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501073915/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1kaWNSSWFyYTZ2Zy9WNmlJZEJza2tpSS9BQUFBQUFBQTlDSS94SUhhQS1QMG9QQTRCZUFkSzk5eDNITmdkMnNlRnlacndDTGNCL3M4MDAvdmVnZXRhYmxlX2Nvcm4ucG5n/RS=%5EA
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501244612/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWcvMjAxNTA1LzI4bC9nYXRhZy0wMDAwNTQ5OS5qcGc-/RS=%5EADBNQC93qL88hBlxCQQJUH3nT5_Hpw-;_ylt=A2RivcJE23lZ5msAbgGU3uV7
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 勉強会開 催初！105名という多数の方に県内外からご参加いただきました。 

しんどい検査と思われがちな大腸内視鏡検査ですが、知識や介助の経験を積みながら、得意

なチームワークで、患者さんのために安心・安全な介助ができるように、短い時間でした

が、何かヒントが見つかりましたか。 

 参加の皆様には、情報交換の時間が十分でなかったり、狭い会場で大変ご迷惑をおかけし

致し申し訳ありませんでした。勉強会はまだまだ続きます。これからもどうぞよろしくお願

い致します。                 

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 

                            田中広子 

  今回遠方にもかかわらず、勉強会開始以来初めての参加者１００名の突破になりました。 

改めてご参加御礼申し上げます。 

 この人数に対応すべくチクバ外科さまには前日から急遽内視鏡室の安静室のベッドを 

あちこちに移動するなどで会場を準備して頂きました。大変お世話になりました。                        

  瀧上先生には永年のご経験内容をわかりやすくご説明いただきありがとうございました。 

 先生もチクバ外科もたくさんの症例数を誇っておられますが、やはりチーム医療が重要なポ 

 イントで先生からもスタッフを大切に思われておられるのがわかり嬉しかったですね。 

  本当は情報交換会を開催したかったのですが、場所を確保できずお詫び申し上げます。 

  ボストンサイエンティフィックジャパンの方には貴重な情報を頂きましてありがとうござい 

 ました。今後も日帰り手術されておられる施設さまは使用してみてくださいね！ 

                 川口メディカルクリニック  桑田 洋子 

チクバ外科のスタッフの皆さま 

お世話になりました。 

参加の方に患者になって頂きました。 

            用手圧迫の説明⇒ 
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◆◆7月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(チクバ外科胃腸科肛門科病院） 

参加人数  １０５名 
参加施設  35施設 
回収率   ７４％ 

テーマ   大腸内視鏡検査の基礎 
開催日時  平成２9年7月2日（日） 
会 場   チクバ外科胃腸科肛門科病院 内視鏡室 

【勉強会に対する意見・感想：その１】 
・楽しく勉強会に参加できました。時間の関係で最後のスライドが流れていたところも気になりました。 
・とても楽しく勉強する事ができました。 
・冗談もまじえて、楽しく聴かせていただきありがとうございました。 
・いつもCSの介助についていて、何となく圧迫していたけれど、果たして合っているのかどうか自信が
ありませんでしたが、今日はとても丁寧に教えていただいて勉強になりました。時間がまだまだ足り
ませんでした。 
・チーム・パラメディカルを大切にして下さっていることがとても良かったです。 
・先生でも穿孔したりするのだとみょーに安心（？）しました。続きの話が聞きたいです。 
・用手圧迫法のの理解ができた。 
・用手圧迫をする事があるので頭の中でイメージすることが出来てよかったです。とても面白い先生
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今後に生かせる

【勉強会に今後望む事】 
・内視鏡看護記録についてしりたい。 
・いろいろな施設で、どのような手技、薬剤、記録の様式とか聞きたいです。 
・記録について。 
・PEG交換は経口からか経鼻からカメラを挿入しているか、やり方を教えてほしいです。 
・検査中、Drが何を考え、どのように検査を行なっているか、解剖生理をふまえて教えてほしいです。 
・処置具について。 
・毎月、いろんな勉強会を計画されており楽しみです。できる限り参加したいです。 
・介助のし方。 
・実際の画像をみたりできるようなものをふやしてほしい。 
・こういった実践を望みます。 
・生検、ポリペクなど もう少しくわしく聞きたい。 
・内視鏡に携わるスタッフは経験豊富な人から、始たばかりの人と幅広いため、皆に対応できる内容を
今後も続けていただきたいです。 
・2時間という短い時間なので、今生かせる講義をお願いしたい。 
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◆◆7月の勉強会アンケート続き◆◆ 
【勉強会に対する意見・感想：その２】 
・先生のお話しが興味深く、話に引き込まれました。内視鏡の歴史から、解剖まで再認識が出来ました。 
・瀧上先生の貴重なお話しがたくさん聞く事ができてよかったです。 
・内科医の検査体位？（上向き）の圧迫方法が知りたいです。 
・大変貴重なお話しだと思いますが、内視鏡経験が浅いため、内視鏡の歴史や、先生の心に残った話よ
りも、解剖生理や腹部圧迫のところをもっと深くお聞きしたかったし、最後のとばしたスライド（症例）の
ところをもっとゆっくりお聞きしたかったです！！！最後に圧迫の方法を実際に教えて頂き、とても勉
強になりました。ありがとうございました。 
・圧迫法についてもっと詳しく聞きたかった。圧迫方法、強さ、どうゆう向きで圧迫するかなど。 
・圧迫介助の方法が分からず検査介助の際に困っていたが、S状結腸、横行結腸の挿入時に患者さんの
苦痛が少なくなるように介助していきたいと思った。もう少し解剖生理や圧迫介助の具体的な方法に
ついての講義があれば、実際に介助して行く時に役に立つと思った。実際に押さえる場所、押さえ方に
ついて学べて今後に生かると思った。 
・有効な用手圧迫ができる様に経験を積んでいきたいと思いました。 
・瀧上先生のユーモアあふれるジョークをまじえた発表が非常に理解し易く、興味を持って聞く事がで
き有意義な時間となりました。 
・もう少し医師より解剖と用手圧迫をくわしく時間をかけておしえてほしかった。（難しい症例で） 
・時間がなくて全部おはなしが聞けなくて残念です。 
・今年より内視鏡の勉強を始めたので当院での違いが良く分かった。 
・楽しい時間を過ごす事が出来ました。病院一丸となり頑張っているのが良く分かりました。 
・先生の楽しいお話しを聞きながらの研修会だっので良かったです。当院でも検査時間が長く、苦痛も
大なので、最後の質問は帰って先生に伝えようと思います。私も、上手に介助ができるように頑張ろう
と思います。今日突然に参加させて頂きありがとうございました。 
・検査に対する勉強の間に、心に響く言葉などほっとする言葉が入っていて良かったです。 
・スライドは沢山あったのですが、資料は抜粋だったので、もう少し資料を充実してもらえるとありがた
いです。 
・左側臥位だけで挿入できるということで、患者さんにも負担が少なくうらやましく思いました。 
・楽しい講演ありがとうございました。検査中の介助をどのようにしたら良いのか等すごく参考になりま
した。     ・先生の聞けなかった部分の話も、全部きかせていただきたかったです。 
・今後のDrとのチームワークに活用していけたり、もう一度勉強しなおしておくべき点がわかりました。 
・先生の体験、楽しく講義して頂きありがとうございました。次回も楽しみにしています。 
・とてもわかりやすい内容で興味深く聞くことができました。 
・用手圧迫についてもう少しくわしいことが知りたかった。歴史などが知れてよかった。 
・大腸内視鏡の要点を聞く事ができ、今後の参考になりました。 
・大腸解剖のほしいスライドが資料になかったのが残念です。 
・あっという間の時間で楽しい話を聞くことができました。残りの時間で見れなかったスライドについて
もまたご講演お願いしたいです。 
・用手圧迫の実際、経験等をふまえたやりかたなど、看護記録など たいへん勉強になりました。 
・時間が短かったもう少し講義をききたかったです。 
・楽しく先生の話を聞き、看護師などのフォローが大切だと言うことがわかり 腹部圧迫によって検査
など早くスムーズに終了することなどがわかりこれからは生かせることができる。 
・大変楽しい勉強会で参加して良かったです。基礎だけでなく、先生の経験豊富な話、今後に参考にな
る点がたくさんありました。 
・圧迫の実際を教えて頂いたので、明日からやってみようと思います。 
・本題の前のチクバの紹介 歴史等の話が長すぎると思えたのですが、来て下さった方々がおもしろ
い話だと思っていただければ幸いだと思いました。 
・もう少し腹部用手圧迫法のポイントのおはなしをききたかった。 
・パラメディカルの力が8割、良い仕事が出来るように8割の力が出せるようにがんばりたいと思いまし
た。      ・とてもおもしろかったです。今日の勉強会で内視鏡看護にさらに興味がわきました。 
・今日はとても楽しめるお話しをありがとうございます。もっと瀧上先生の講義を聞きたいです。 
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◆◆平成29年度の内視鏡勉強会◆◆  

月日 テーマ 講師 会場 

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 

10/13～１

0/14 

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 

＊青字は全国・中国地区の勉強会案内です＊ 

７月中旬、急に蝉は鳴きはじめ、 

天気は安定せず、すっかり夏！って言う感じですね(>_<) 

 

さて、新しい試みです。 

毎日業務に追われつつも果たしてこれで良いのかなーと疑問に思うこと 

って結構ありますよね。情報交換会も中々できなくて・・。 

せっかくこういう会があるので他施設に聞いてみたいと思いませんか？ 

 

もし何かありましたら、事務局にお寄せください。 

他施設さまにメールで尋ねてみる方法ですが・・・ 

可能であれば、この紙面でお返事頂いた内容を 

掲載したいと思います。 

いかがでしょうか？ 
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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◆◆ 

＊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。）  

 

 

①第1４回中国地区消化器内視鏡技師研究会 
     開催日時：平成29年9月3日(日) ９時から受け付け開始 

     開催場所：米子コンベンションセンター 国際会議室 

 

 注意：今年度から中国地区は研究会のみで、機器取扱講習会は行わないことになりました。 

    機器取り扱い講習会は各県開催に参加していただきたいとのことです。 

学会長：川原 政幸 

     （公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院）     

会  期：平成２９年１０月１３日（金）・１４日（土） 

会  場：アクロス福岡 

     福岡市中央区天神１－１－１ 

② 

＊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。  

③中国地区消化器内視鏡機器取扱い講習会 実践編 
    開催日時：平成２９年11月12日（日）10:00～15:00 

    開催場所：岡山国際交流センター 

   参加申込み資格： 

   機器取扱いセミナー基礎編を５年以内に受講した内視鏡技師会員 

      参加申込み：９/１～１０/２(当日参加不可）  

                   

④第19回岡山県消化器内視鏡技師研究会 

             機器取扱い講習会   
   開催日時：平成３０年２月４日(日)    
   開催場所：川崎医科大学附属病院 8階大講堂 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501243763/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90LnBpbWcuanAvMDAzLzk2MS8yNjAvMS8zOTYxMjYwLmpwZw--/RS=%5EADByDsm0GKHdrfbSbv_eyFT2noY1YA-;_ylt=A2RimVLy13lZHGYAzwiU3uV7
http://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_21.html
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商品の特長 

高く急峻な隆起を長時間保持。 条件の良い膨隆形成及び粘膜切除術手技を確実に行うこと

をサポート 粘膜層と筋層との距離を保ち、穿孔リスクを軽減 病変の遺残リスク低減  

＊このボストンさまの情報は、PDFで岡山消化器内視鏡技師会の 

ホームページに掲載予定です。ぜひご覧くださいませ。＊ 


