
作成 2012/10/31 

       １１月のテーマ月のテーマ月のテーマ：内視鏡基礎講座：内視鏡基礎講座：内視鏡基礎講座   ～技師試験受験対策～～技師試験受験対策～～技師試験受験対策～   
                                       講師：津山中央病院講師：津山中央病院講師：津山中央病院   内視鏡センター長内視鏡センター長内視鏡センター長   平良 明彦先生平良 明彦先生平良 明彦先生   

         ◆日時：2012年11月18日（日）１0：００～１2：００ 

                      ◆会場：津山中央病院 医療研修センター 2階 講義室１ 
                                                    津山市川崎1756 ＴＥＬ（0868）-21-8111          

         ◆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 

               ■Ｅ－Ｍａｉｌ info@okayamagets.jp 

         ◆申込み〆切 1１月1３日（火） ※資料や会場準備がございますので必ず期限内にお申し込み下さい 

 

 
 

 

 

 

 

■担当者から皆様へ 
今年度３回めの県北開催は、勉強会でもお馴染みの当院・平良Drによる内視鏡基礎講座です。 

内視鏡全般の基礎から技師試験対策（前回の内視鏡技師試験問題をもとに）まで、盛りだくさんの 

内容で皆さまをお待ちしています。 

質疑応答の時間や、過去の技師試験の口頭試問の情報も盛り込む予定です。 

多数の方のご参加をお願い致します。 

なお、今回の会場はいつもの建物（健康管理センター）とは異なり、別棟（医療研修センター）です。 

院内保育園のカラフルなすべり台を目印に、その付近に駐車して下さい。 

研修センターへは外から直接入れます。         津山中央病院  花村・藤原 

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

テーマ 会場
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

●いつもの会場と違いますのでご注意ください。 

●駐車場は無料です。 
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いつもお世話になっております。当院は、オリンパス製品、フジノン製品ともに使用させていただいて 

おります。前回の機器講習は津山での開催のため参加することが出来ませんでした。最近トラブル続き

だったため、今回参加させていただき、ここぞとばかりのいいタイミングで業者の方に質問することがで

き、日 頃 の 疑 問 な ど 解 消 す る こ と が 出 来 ま し た、あ り が と う ご ざ い ま し た。オ 

リンパスの機器講習はよくありますが、フジノンの機器講習、大変有難く聞かせていただきました。 

岡山県の勉強会は日頃の業務に役立つ内容が盛りだくさんでいつも助かっております。岡山県で働いてい

て良かった…と思ってなりません。今後もよろしくお願いいたします。 

                         倉敷成人病センター 内視鏡センター 渡邉百合子 

感動！主婦の知恵！ 

 ハンズオンを内視鏡室で行いました。 

･･･なのでちょっとした施設見学になりました。 

左の爪楊枝立ては、組織をとるのに使用する爪

楊枝。黒いボタンを押すとビヨンと爪楊枝が１

本でてきます。（生協で買ったとか･･･） 

右の写真は 内視鏡室が狭いので 処置具を壁

にフックマグネットでぶら下げていました。 

とっても見やすく使いやすそうでした。 

この度は、機器取り扱い（トラブル対応）に参加させて頂きありがとうございました。  

初心に帰って勉強になりました。トラブルについても、よくある原因を一つ一つ教えてもら

い、ど の よ う に 対 応 し た ら 良 い の か 分 か り 大 変 勉 強 に な り ま し た。 

ファイバーの構造も分かりやすく説明があり、洗浄もボタンの中など洗えていないことに気付

いたので、今後は気を付けて行きたいと思います。今回学んだ事を内視鏡看護師へ伝え、病院

全体で取り組んで行きたいと思います。           玉野三井病院 藤原あずさ          

講師のオリンパスメディカル 杉澤さんより 皆さんへ 
わたしたちは半年に1度の参加ですが、看護勉強会に参加しておられる皆様の熱意に圧倒されて

おります。 

わたしたちもそんな皆様の熱意に答えられるよう、勉強会の企画など努力してまいります。 

今回も前回に引き続きトラブル対応をテーマに、「送気送水トラブル」「吸引トラブル」「画像トラブル」の簡単な 

トラブルシュートについて具体的な例を挙げて説明いたしました。基本的な学習内容ではありましたが、つい忘れがちな 

ポイントでもあります。良い復習の場として活用いただければ幸いです。 

また、ハンズオンでは内視鏡リプロセスの前洗浄（ベッドサイド洗浄～ブラッシングまで）について実演・説明いたしました。 

洗浄機をお持ちのご施設がほとんどでしたが、適切な洗浄消毒を実施するためには適切な前洗浄が欠かせません。 

ぜひご施設での洗浄消毒の方法をご確認ください。安心安全な内視鏡検査を行うためにも皆様のご協力をお願いします。 

時間の関係上、聞きたい点が確認できなかった方もおられたかもしれません。改めて個別でもご対応いたしますので、 

ご不明点やご要望などございましたらお気軽にお問い合わせください。微力ながらご協力できればと考えております。 



       勉強会アンケート結果（チクバ外科） 

 10月21日（日）の内視鏡看護勉強会「機器講習会 トラブル対応」に多数の  

 ご参加を頂きありがとうございました。計23施設 54名の方の参加があり、  

充実した勉強会が開催できましたことをお礼申し上げます。  

今回は、オリンパス様と富士フイルム様にご協力頂き、内視鏡器機の基礎や、ベッド

サイド洗浄からブラッシングなどの前洗浄、また、トラブル時の対応についての講義

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、参加した皆様の熱心さに時

間が足りないと感じるほどでした。 

アンケート結果からも高い満足度が得られています。「経験の浅いスタッフと共に参

加した」と育成の場となっていたり、「トラブルも自分で判断できるものか？故障な

のか？あわてている時の判断になるので勉強したい」などの感想もありました。 

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、施設の都合で、途中、会場の移動をお願いしたり、時間配分の点など、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、ご協力をいただきましたオリンパス様、富士フイルム様に深く感謝いたします。  

ありがとうございました。         勉強会担当施設：チクバ外科胃腸科肛門科病院  田中広子 
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サプライズ!！ 会の途中にチクバ外科 瀧上院長先生が、わざわざご挨拶に 

来てくださいました。 

先生の真っ赤なネクタイが印象的でした。 

会場の提供、多くのスタッフの方のご協力感謝致します。 

テーマ：機器講習会（トラブル対応）

開催日：Ｈ24年10月21日（日）

会 場 ：チクバ外科胃腸科肛門科病院

参加人数　　　　54名 (回収率　　83％)

参加施設 23施設

【勉強会に対する意見・感想】

＊大変勉強になりました。ありがとうございました。

＊勉強会の内容も良かったですが、施設見学ができてとても参考になりました。

＊オリンパス様、フジフイルム様、休みのところありがとうございました。

＊日常よくあるトラブルに対しての説明、対応の仕方が詳しく教えていただいたのでとても参考になりました。

＊内視鏡Nｓがおらず、私自身も病棟Nｓで関わりが少ないため勉強していきたいと思います。

＊内視鏡の看護をはじめて1年くらいになり、少しわかってきた部分があり、とても分かりやすい講義で、今後役に立てれると思いました。

＊知らないこともあったので勉強になりました。今後のトラブル時の対応にいかしていきたいと思います。

＊まだまだ覚えていかないといけないことが たくさんあることに改めて気づいた。

＊施設見学とても参考になりました。

＊Bed Side洗浄の基本操作の重要性が再認識できて勉強になりました。

＊基本的なことだけど勉強になった。画像の色によってケーブルの色が違うことがわかって オリンパスさんに伝える時に役立つと思いました。

＊振り返りｶﾞ出來ました。ありがとうございました。

＊内視鏡検査介助につく経験の浅い看護師と共に参加したので とても役立ちます。

＊初心に戻り 学べることがたくさんありました。

＊具体的に分かりやすく説明して下さったので とてもためになりました。

＊オリンパスさんの、光源装置トラブルが大変勉強になりました。自分が対応できるものなのか、故障なのか、すぐ判断！と言う時もありますが、

やはりあわててしまいます。もう一度、メモをとったノートを読み直して勉強したいです。

＊基本的なことだが、洗い場にスコープを置く時、スコープを持ち運びの時など注意をはらわなければいけないと思った。

＊基本的なことを教えて頂き、ありがとうございました。

＊いままで自分がしていたことを振り返ることができました。忘れていたり知らないこともありました。

【勉強会に今後望む事】

＊抗凝固剤のガイドライン興味があります。よろしくお願いします。

＊テーマを決めてディスカッションするような会もあればいいですね。病院間の交流会もやりたいです。

＊大腸検査 前処置について、マグPのリスク、便秘の方などの対応の仕方など。

＊オリンパスの光源トラブルをもっとゆっくり聞いてみたいです。まだ、あまりトラブルにあっていないので、オリンパスさんにどんな問い合わせが

多く、どの様な対応をしたら良いのかをききたいです。また、洗浄機も E (エラー）が出る事があり、E がどの様な時に出て、どの様に対応す

ると良いか勉強したいです。お願いします。（洗浄機はエンドクレンズもトラブル対応知りたいです）

勉強会参加状況

0 10 20 30 40

①１年未満

②１年～５年未満

③５年以上

④未記入

内視鏡経験年数

0 10 20 30 40

①０～５回

②６～１０回

③１１回以上

④未記入

勉強会参加回数

0 20 40 60

①自分の時間

②公休(出張扱い)

③休暇を取って

④未記入

勉強会参加状況

0 20 40

①満足

②やや満足

③どちらでも

④やや不満

⑤不満

勉強会の時間

開始時間

テーマについて

勉強会に関して

0 20 40

①満足

②やや満足

③どちらでも

④やや不満

⑤不満

理解出来た

興味深かった

勉強会の内容

0 10 20 30 40

①できる

②マアマアできる

③どちらでも

④あまり出来ない

⑤出来ない

今後に生かせる



  平成24年10月現在 

 岡山県：５６病院 

 広島県： ３病院 

 兵庫県： ２病院 

 大阪府： １病院 

【岡山県】（順不同） 

旭ヶ丘病院・おおうみクリニック・おおもと病院・岡山済生会病院・せのお病院・落合病院 

岡山赤十字病院・岡山大学病院・岡山労災病院・川口メディカルクリニック・川崎病院 

倉敷成人病センター・倉敷第一病院・倉敷中央病院・近藤病院・佐藤胃腸科外科・影山医院 

淳風会健康管理センター・瀬戸内市民病院・チクバ外科・成羽病院・日本原病院・木田医院 

まつお内科クリニック・松田病院・水島協同病院・南岡山医療センター・芳野病院・金田病院 

川崎医科大学附属病院・くめ診療所・佐伯北診療所・田中胃腸科・津山エムアイ・津山中央病院 

長島愛生園・中島病院・原医院・日生病院・平井病院・岡山医療センター・備前病院・日野病院 

玉島協同病院・笠岡市民病院・倉敷リバーサイド病院・玉島中央病院・岡山市民病院 

美作市立大原病院・柵原病院・山田医院・湯原温泉病院・岡山中央病院・井原市民病院 

玉野三井病院・薬師寺慈恵病院 

【他県】（順不同） 

宝塚市立病院（兵庫）・作用共立病院（兵庫）・橋本胃腸科医院（広島）・尾道市民病院（広島） 

原田医院（広島）・吉田病院（大阪） 

昨年、抗血栓療法中の患者さまへの対応についてアンケートにご協力頂き、その結果を第68回日本内視鏡技師学

会で発表しました。 

今後も岡山県内視鏡看護勉強会として、県内の標準化を目指し、抗血栓療法中の患者さまへの対応について取り

組んでいきたいと思います。 

今回、ガイドラインの変更があり、それに伴い各施設での対応に変更があったのではと考え、10月・11月の勉

強会に参加された施設の方へのアンケートをお願いしています。 

ガイドラインの改訂については、12月の勉強会で川崎医科大学の塩谷先生に講義をしていただき、2月の岡山県

内視鏡技師研究会でも特別講演を企画しています。 

また、抗血栓療法中の患者さまへの対応についての情報交換も行い、より安全・安心な内視鏡検査を提供できる

よう取り組んでいきたいと考えています。 

アンケート結果と、これらの取り組みをまとめ、第71回日本内視鏡技師学会で発表できるよう頑張っています。 

今後もご協力をよろしくお願いします。 

       湯原温泉病院  村山 綾子・チクバ外科  田中 広子・南岡山医療センター  黒岡 昌代 

●開催日：２０１３年２月１７日（日）１４：００～１７：００（受付１３：３０～） 

●会場 ：さん太ホール（岡山市北区柳町2-1-1 山陽新聞社本社ビル） 

●参加費：３，０００円（当日会場受付にてお支払い下さい） 

●申し込み方法：官製はがきまたはE-mailにてお申し込み下さい。 

●内容 ：①一般演題 （演題募集中） 

     ②教育講演 

      「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン改定を巡って（仮）」  

                     東京大学医学部附属病院 光学医療診療部 部長 藤城 光弘先生  

     ③当院の内視鏡室紹介 

     ④岡山県内視鏡看護勉強会報告 

■アクセス 

徒歩：JR岡山駅東口から市役所筋を南に１３分 

路線バス：市役所経由路線バス利用「山陽新聞社前」下車 

自家用車：会場に駐車場はありません。会場周辺の駐車場をご利用ください。 

詳細は岡山県内視鏡技師会ホームページまたは次ページをご参照下さい。 

前回・前々回の案内が 

「第１３回」になっていました。 

「第１４回」の間違いです。 





               看護委員会 遠部さんの報告  

 
  第69回日本消化器内視鏡技師学会において、今回初の企画として下記の要領で「内視鏡看護」を追求しました。 

 
 

   要望演題 「心の追及ー気配り・目配りの実践」  10月13日（土）13：40～16：20 

           第１章  要望演題３題              

            従来の学会発表形式で質疑応答に「心の追及」の視点での展開 

           第２章 事例発表 パネルディスカッション  

            事例発表４題（岡山：松田病院、錦織恵美子さんが事例発表 

            パネルディスカッションを行い「内視鏡看護」を深めました。 

           第３章  講演              

            「検査を補助しつつ、検査を受ける人をケアするということ」  

                       講師；林 千冬先生 （神戸看護大学教授） 

                   ”感性を高め、内視鏡にもっと看護の心を呼び起こしましょう！” 

        

          ※ 事例4題 

            ①緊急内視鏡における看護師の役割 

            ②大腸内視鏡検査の前処置困難時の対応を通して考える 

            ③ＣＦ前処置、浣腸施行により出血をきたした２事例から考える 

            ④上部内視鏡検査時の『背中をさする』と言うケアについて考える 
 

 活用した事例フォーマット……【看護リフレクション】 

       ～記入内容～ 

  

【看護リフレクション】 

＜定義＞ 

❖経験によって引き起こされた気にかかる問題に対する内的な吟味および探求の過程であり、自己に対する意味づけを 

 行ったり、意味を明らかにするものであり、結果として概念的な見方に対する変化をもたらすものである。 
 

❖実践を記述・描写・評価するためにまた、実践からの学習の情報を得る為に、実践の経験を振り返り吟味するプロセ 

 スである。 

＜リフレクションによって得る事ができるもの＞ 

❖人としての個人的成長につながる 

❖専門家としての成長につながる 

❖習慣的な行為から脱却する 

❖自分自身の行動の結果に気付く 

❖観察に基づく判断から理論を構築していくことができる 

❖不確実性の多い事柄を解決したり決定する事ができる 

❖個人としての自分をエンパワメントしたり解放することができる 
 
＜看護師にとってのリフレクションの体験＞ 

❖これまでの自分の看護を打ち破る体験 

❖人の意見を聞く事ができる様になり、看護を組み立ててゆくことができる体験 

❖新しいものが増えてゆく体験 

❖自分で解決できる道筋を見出す手立てを得る体験 

❖指導者からなぜ行ったのかを問われ、なぜかを考える体験 

❖あたり前のケアが当たり前でないことに気が付く体験 

1.記述・描写   

2.感情(何を感じたか・何を考えたか)   

3.評価(その体験は何がよくて、何が悪かったか)   

4.分析   

5.統合(他にどんな事ができたか)   

6.行動計画(次にまた起こったらどうするか)   



 １０月に神戸で開催された消化器内視鏡技師学会での一企画の中で 『看護リフレクション』に沿って 

フォーマットを作成し自分たちの行った看護を振り返ると言う検討会に参加させてもらいました。 

 今回、初めて聞いた『看護リフレクション』についてご紹介します。 

 この方法は、フォーマットがありその内容に沿って仕上げて行くと、看護の振り返りをすることができます。 

とても分かりやすく、ひとつひとつの行為、行動を丁寧に掘り下げていけるところが良かったです。最終的には 

自分で評価をし次の看護への手助けもできて、身近な事の振り返りにも役立つと思いました。 

 私はこのような方法がある事を知らなかったので、この度すごく勉強になりました。声をかけてくださった 

遠部さんをはじめ、内視鏡看護委員会の方々にこの場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

そして、共に同じ志を持って日々の内視鏡看護に携わっているたくさんの方々に伝えて、より良い看護が提供 

できるように頑張っていけたら良いなぁと思います。 

先日は、第69回の技師学会に参加させていただきました。参加の目的は、大腸ステントの挿入について，カ

プセル内視鏡のベンダープログラムと、看護委員会の主催された事例検討会でしっかり勉強しようということで

した。 

 残念ながらステントの話は、発表のセッションと重なったため、終了後すぐに移動して少しだけ聴講させてい

ただきました。ステント難しいですよね…。 

 最近のトピックスを勉強し、かなり刺激を受け、帰りの新幹線でもずっと考えていました。事例検討では、 

岡山の看護勉強会の延長で自分が当たり前のようにしていた看護をしっかり考え直す良い機会となりました。 

 やっぱり、内視鏡って幅が広くて面白いなぁという結論に達しました。皆様も勉強会や学会でいろいろ聞いて

話して学びましょうね。 

倉敷中央病院 

 

北本さん 

 昨年研究した「ERCP鎮静した治療内視鏡における偶発症対処のためのシュミレーション教育の有用性」を発表 

するために、田中さんの鞄持ちで参加しました。シンポジウムにも田中さんがさんかし、堂々とした発言に 

会場から拍手喝采。他職種の方の気持ちも聞くことができました。 

 私の収穫は久しぶりに看護論を聞くことが出来たことです。「検査を補助しつつ検査を受ける人をケアすると 

いうこと」の演題で神戸市看護大学教授 林千冬先生の講演は①看護と診療の補助②療養上の世話＝生活行動 

援助③看護と癒しについてベナー看護論、川島みどり先生の看護論を元に講演されました。 

事例を提出する時ぐらいしか看護論を勉強することはなかったのですが、今回改めて本を開けてみると臨床の 

場面で遭遇する体験と看護論の理解が深まっていきます。アメリカにおける内視鏡技師の役割・前SGNA会 

Leslie Stewartの話は同時通訳でイヤホーンを付けて聞きましたが、途中老化のために耳が悪くなったのか 

思いましたが、通訳者が交代だったらしいです。 

 内視鏡検査の質向上における内視鏡技師の役割（８要素）を話されました。 

内容は来年３月の技師会報をお楽しみに。 

帰りに中華料理を食べに道を聞きながら行き、しゃれた建物が多く、おしゃれな街神戸を実感しました。 

川崎医科大学

附属病院 

 

河上さん 

松田病院 

 

錦織さん 

 

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 

【メインテーマ】 

ここ数年本学会は、「技師の役割・業務、技師に求められるもの、チーム医療の中での役割など探求されてきた。 

内視鏡検査・治療は手技・機器・処置具などの開発により、診断・治療・手術能力においてめざましい発展をしてい

る。患者様にとって低侵襲な検査・治療は何か？ 

今学会は原点に帰り、基本を学び、それを応用して「究極の内視鏡検査・治療」を目指したい。 

【シンポジウム】 

 「究極の内視鏡検査・治療をめざして」 

現在各施設で行っている種々の内視鏡検査・治療における手技・介助・看護・人の動線または内視鏡室のレイアウトな

ど、あらゆる観点からご発表いただき、患者様にとって最も良い内視鏡検査・治療及び検査介助は何かを討議したい。 


