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  １２月のテーマ月のテーマ月のテーマ：医学講習会：医学講習会：医学講習会   ～抗凝固剤について～～抗凝固剤について～～抗凝固剤について～   
                                       講師：川崎医科大学講師：川崎医科大学講師：川崎医科大学   内科学内科学内科学   消化管科消化管科消化管科   

                                                                                                                           准教授准教授准教授      塩谷昭子先生塩谷昭子先生塩谷昭子先生   

         ◆日時：2012年1２月1５日（土）１５：００～１７：００ 

                      ◆会場：川崎医科大学附属病院 本館5階カンファレンス室 

                                                    倉敷市松島５７７ ＴＥＬ（086）-４６２－１１１１          

         ◆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 1２月1１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 
 今回、抗凝固剤についての勉強会をさせていただきます。 

ガイドラインの改定により、各科・各病院単位で、検討を重ねられていると思います。 

この勉強会でリスクなどを学んでいただいた上で、院内のガイドライン改定や患者さんへのケアを行っ

ていただきたいと思います。当院の変更後のガイドライン・同意書の改定についてもお話させていただ

きますので年末も差し迫り、お忙しいとは思いますが是非聴講しにいらしてください。 

                        川崎医大附属病院 内視鏡センター 河上 真紀子 

                           担当者 南岡山医療センター  黒岡 昌代 

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

塩谷 昭子(しおたに あきこ)先生  川崎医科大学 内科学 消化管科 准教授 

学歴：1986 年 和歌山県立医科大学卒業 

資格：日本内科学会専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会認定指導医 

   日本消化器病学会指導医、日本医師会認定産業医、日本消化管学会胃腸科認定医 

      日本ヘリコバクター学会H. pylori感染症認定医  

講師紹介 

◆医学講習会のあとで・・・ 
 MASIMO Japan という会社の 

アコースティック呼吸数モニタリング装置：Rad-87 with RRa

について案内をしていただきます。 

 

鎮静剤使用中・使用後の管理に欠かせない呼吸数のモニタリン

グを呼吸音を拾うことで行う機械です。 

テーマ 会場
1月19日 （土） 情報交換会 岡山中央病院

月日
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初めて勉強会に参加させていただきました。遠方のため参加しようかどうかぎりぎり

まで悩みましたが、参加させていただいて良かったと思いました。講師の先生の私生活

を交えた楽しいお話と、参考書を見ても解り難かった過去問の解説で、あっという間に

時間が過ぎてしまいました。 

内視鏡室の担当になってまだ1年と少しですが内視鏡の仕事は大変興味深くいずれは

内視鏡技師を目指したいと考えています。 

今後も勉強会にはできるだけ参加していきたいと思っています。ありがとうございま

した。 

今後ともよろしくお願いします。           村上記念病院  森 深雪 

7月の機器講習会に引き続き、県北津山での勉強会「内視鏡の基礎講座」楽しみに吉備路を出発

しました。 

 内視鏡技師に求められる「心・技・知」。先日、神戸ファッシヨンマートで学習した～患者の立

場に立った心配り、卓越した技術、根拠に基づいた知識～は、今後医療人の一員として患者様に質

の高いケアを提供するためとても重要なことだと思います。 

 今回の講座は実りあるものであり、内視鏡看護のスペシャリストとして実践できるよう、日々研

鑽を積む必要性を感じます。同行者の中に内視鏡に携わったばかりの新人がいました。彼女にとっ

ては、本日の講座は紛れもなく狭き門であり、又、ステップアップするための登竜門であったこと

でしょう。内視鏡に従事した人達が、チームの一員として意識向上出来るような「初心者のための

講座」をご検討いただけたらと願いつつ、錦秋の美作路を後にしました。 

 県役員の方々には、いつも大変お世話になり、有難うございます。 

今後とも、よろしくお願いいたします。          医療法人 田中胃腸科  桐野 直惠 

          

先日は当院での勉強会に参加して下さり、ありがとうございました。 

１４施設・２５名の参加を頂き盛会となりました事、改めて御礼申し上げます。 

平良先生の講義は、過去の試験問題を応用した臨場感あふれる内容で 

皆さんも良く理解出来たのではないでしょうか。 

当日はプロジェクターの不備によるロスタイムが発生し、参加者の皆様には 

大変ご迷惑をお掛けしました。お詫び申し上げます。 

今回で今年度予定されていました県北での開催を３回とも無事に終了させる事が 

出来ました。皆様のご協力に深く感謝致します。 

来年度の勉強会の内容につきましては現在役員で検討中ですが、来年度県北で 

企画してもらいたい勉強会がありましたら、ぜひ事務局までお知らせ下さい。 

岡山県全体のレベルアップを図るべく努力して参りますので、今後もよろしく 

お願い致します。                    津山中央病院  花村・藤原 
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技師資格は持っていますが、現在現場を離れているので

勉強させていただくため参加しましたが、 

「難っ！！今だったら絶対受からない・・・」と思いま

した。何事も基礎は大切！年１回は勉強するべき！と思

いました。来年は資格を持っている人もぜひご参加下さ

い。津山中央病院のスタッフの皆様お世話になりまし

た。平良先生のマクドの話が印象的でした。怖くって講

義から今日まで手を出さずにいます。でも北天まんじゅ

うはゲットして帰りました。（笑） 



       勉強会アンケート結果（津山中央病院） 

参加人数 2５名

参加施設 １４施設

回収率 ８０％
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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＞
＊わかりやすい解説で、理解することができました。 ありがとうございました。

＊有資格者ですが、資格を取ると試験問題を見ることはまずないので、基本を再勉強できて良かったです。

＊まだ技師はもってませんが、いずれはと思っているのですが、想像以上に難問もあったのでもっともっと頑張らないとと思いました。

＊とても分かりやすかったです。 今年技師試験を受けるので、テーマに満足しました。

＊ひとりで勉強していても覚えれなかったり、不安だったりしますが、皆さんがんばっているとわかって安心しました。

試験まではもう少しあるので、こつこつとがんばってみようと思います。

これからも試験を受ける人のために、今日のような勉強会を開いていただければと思います。

＊普段の業務で経験していない事や病気の事などをわかりやすく説明していただいたので、よく理解できました。

＊平良先生の説明だったから満足です。

良くわかる説明でした。まだまだ勉強不足だな・・・と思いました。（病名・症例認識不足です）

＊アンケートについて・・・今回の講義内容は○印をつけにくい。

＊おつかれ様でした。今回は機械のトラブルで時間が短くなり少し残念でしたが、基礎講座という事で違う形で講義があるのかなと

思っていました。初めて問題を解きました。まだまだで、勉強不足を感じました。 ありがとうございました。

＊内視鏡勤務になってまだ日が浅いですが、今後技師試験を受験したいと思っていますので大変興味深く参加することが

できました。まだまだ受験できるレベルではありませんが、今後の勉強に役立てたいと思います。

遠かったので、遅めの開始時間で良かったです。

＊内視鏡経験がまだまだ浅いので、少し内容が高度に感じました。

今後に生かせる点もあったので引き続き勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。

＊勉強会の内容が基礎と書いてありましたが、レベルが高いと思いました。

＊毎回参加意義のある勉強会で大変ありがたく参加させて頂いています。

＊役員の方々大変お世話になり、ありがとうございました。試験問題が難しかったが大変勉強になりました。

研鑽を深めて、予測や忠告のできる介助ができるようになりたいと思いました。

＊研修の場所が非常に分かりにくかった。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊今後も技師試験対策を続けて下さい。 とても興味あります。

＊新人Ｎｓのためには処置に関しての基礎勉強会も必要と思いますので、お願いします。

＊前回参加できなかったので次回またあればトラブルシューティングの勉強会に参加したいと思います。

＊参考書などでも勉強していますが、実践面での基礎技術や知識が学習できる場があればと思います。

内視鏡中に事故や急変の事例、対応なども知りたいです。

＊基礎の勉強会をお願い致します。

＊雑談の中でもよいのですが、内視鏡検査に所属するスタッフは白衣は通常の看護師白衣ですか？

頻回更衣を病院側から控えるようにされている施設などは内視鏡用のスタッフ衣類などを使用していますか？

と聞いてみたい・・・デス。 ガウンで対応ですかね・・・。

＊ＥＲＣＰの基礎をくわしく知りたい。昔聞いた時は、まだ検査につき始めたばかりで聞いていても良くわからなかった。

今ならもっと分かると思うので。



  平成24年11月現在 

 岡山県：５７病院 

 広島県： ４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・田中胃腸科 

【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）・村上記念病院（広島） 

10月・11月の勉強会に参加された方に抗血栓療法についてのアンケートをお願いして、現在までに27施設から回答

をいただいています。12月の勉強会では、塩谷先生の講義のあと、このアンケート結果についてお話させていただ

き、情報を共有したいと考えています。 

アンケートへのご協力、ありがとうございました。また、このアンケートについては、来年度の学会発表を目標にし

ていますので、調査は継続中です。アンケートにご協力していただける施設の方は役員までお声掛けください。 

                                    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。 

一般演題募集中 



 

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 

１１月１８日（日）第９回広島県消化器内視鏡技師研究会に、遠部さんと池上さんを誘い、

広島まで行ってきました。 

参加人数は２５０人以上で参加を断らないと会場に入らないほどの盛況。研究発表４題、 

シンポジウム４題とあり、特にシンポジウムは、「どうしていますか？大腸内視鏡前処置」と題して、各施

設での苦労に加え、問題点の提供と、とても身近い事柄だけに会場からの質問も多く活発に行われていると

感じました。 

また、第９回にして初めてランチョンセミナーを取り入れており、１０時開始から教育講演終了までの１４

時２０分までがあっという間でした。その後、機器取り扱い講習会が１６時３０分まであり終了となりまし

た。 

学ぶところがたくさんあり、岡山県の技師研究会も少しづつ変えて行く必要があると感じさせられました。 

参加してくださっている皆さんの貴重な一日を、満足していただくために、役員一同努力し作り上げていき

たいと思います。 

                                         梶原みゆき 

看護委員会 遠部さんからのプチ情報 
 徳島県のことですが、徳島県消化器内視鏡技師会、正確には 

消化器内視鏡技師資格が11月看護協会の職能委員会研修会に盛り 

込まれ更に多くの看護師に知ってもらうことができました。 

●日時：２０１３年５月１１日（土） 

●会場：京都テルサ（京都府民総合交流プラザ） 

●参加費：５，０００円 

●テーマ：内視鏡技師の目指すもの 

         「究極の内視鏡検査・治療をめざす」 

●日時：２０１３年５月１２日（日）１０：００～１７：００ 

●会場：京都テルサ（京都府民総合交流プラザ） 

 

  ※第７０回日本消化器内視鏡技師学会の翌日開催で会場も同じです。 

   ぜひもう一泊して参加して下さい。 

   詳細なプログラムが決まりましたらまたご案内します。 

 


