
作成 2012/12/31 

  １月のテーマ月のテーマ月のテーマ：情報交換会：情報交換会：情報交換会   ～女子会～女子会～女子会（男子も大歓迎！）（男子も大歓迎！）（男子も大歓迎！）～～～   
          

         ◆日時：2013年1月19日（土）１５：００～１７：００ 

                      ◆会場：岡山中央病院 ２Ｆ セミナー室 
                                                    岡山市北区伊島北6-3  TEL(086）252-3221 

                ◆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 1月1５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 
 平成２４年も残り少なくなりました。一年間ご参加ご協力ありがとうございました。 

常に皆様の気持ちに添えた勉強会になっているのかドキドキしています。経験年数・勤務先の病院の規模や内視鏡実施内容な

ど、全てを網羅することはできませんが、今知りたい・やりたいことをなるべく勉強会に取り入れたいと思ってはいますのでご意

見くださいね。 

 ところで1月の勉強会は一年の終結として、みんなでいつもの情報交換会をしましょう！ 

新しく内視鏡室の勤務になり戸惑いのある方や悩みのある方・・ベテランの先輩方にご意見お聞きしたい方居られませんか？

自施設での悩みありませんか？他施設の事お聞きしたいと思いませんか？是非何か思いを持ってきてください。メモ用紙で良

いですし、メールで事前にくださっても良いです。出来たら同様なテーマ内容同士でお話いただけたらと考えています。 

 もちろん来年度の勉強会テーマ希望のご意見でも良いです。よろしくお願いいたします。 

 多数ご参加お待ちしています！差し入れ大歓迎です。みんなで茶話会しましょう！             担当：桑田 洋子 

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

ただいま企画中！ 皆さんのご意見も大いに反映させたいと思います。ぜひお声かけ下さい。 
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今回の勉強会は、久しぶりの参加となりました。年間の予定表のなかでもとても興味深い内容でしたので、当日は予

定をいれないようにして、楽しみに参加させていただきました。 

勤務する病院は１２０床ほどで工場の付属機関というか、その家族が殆どです。ですから高齢者も多く、今回のテー

マの中にあった，抗凝固剤やNSAIDｓを併用した高齢者も少なくありません。 

今まで当たり前のように、休薬をして内視鏡を行ってきましたが、今回の講義を聴き生検なども休薬せず行える。との

事はかなり衝撃的ではありました。患者さんの病態によっては、休薬する事の方が，脳硬塞を起こしたり、その後の予後

が悪くなるという事は改めて勉強し直すきっかけとなりました。しかしながら、弊院でもヘパリン置換を行ったり、リスクを

考え観察のみにしたり、主治医と相談しながらオーダーから検査まで進めていくようにしています。 

塩谷先生の講義の最後に言われていた、ガイドラインを単に順守するのではなく、個々の病院独自の特性を考慮し

た、取決めをする事、そしてなにより患者さんの病気の背景を知る事が大切だという言葉が印象に残りました。今回のよ

うな勉強会を通して内視鏡に携わる者としてこれからも、どんどん会が盛んに行われ、出席することでレベルアップして

いきたいと思います。あっという間の2時間、充実した時間を過ごす事が出来ました。ありがとうございました。 

                                                     玉野三井病院  高岩 佳代子 

12月15日の勉強会に、参加していただきありがとうございました。当日は、78名の参

加があり、抗血栓薬服用患者に対する消化器内視鏡診療ガイドラインについての関心の

高さを感じました。塩谷先生からは、薬の基礎知識から症例にいたるまで、丁寧にお話

をしていただき、知識をひろげることができました。 

講師への依頼、会場提供、差し入れなどなど、川崎医大のスタッフの方々にはお世話に

なりました。深く御礼申し上げます。 

                       南岡山医療センター 黒岡 昌代 
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川大での勉強会では毎回、春間教授からの美味しい差し入れをいた

だいております。 

お会いしてお礼を申し上げるべきなのですが･･･。紙面をお借りし

てお礼申し上げます。有り難うございました。 

岡山の毎月の勉強会については、全国学会での報告でもうかがっており、常々、「参加してみたいな

あ」と思っていました。今回、抗血栓薬と内視鏡ガイドラインというタイムリーで大変興味深いテーマだっ

たので、大変勉強になりました。院内での勉強会や抗血栓薬使用時の取り決めの改定、同意書の変更、

院外へのお知らせ、等検討課題がいっぱいです。いままでは、休薬による血栓塞栓症の高発症群にあた

る方などでも指示に従って安易に休薬の説明を行なっている場合があったと思います。この方はいつから

どんなことで、抗血栓薬を開始していたのか、色々な科が絡んでいたり、院外からの処方であったり等、

わかりにくいこともあると思いますが、看護師としても、しっかり情報収集し、医師に報告し、十分な配

慮、検討が必要であることを学ばせていただきました。ありがとうございました。 

                                          島根県 安来市立病院  野澤 誠

 

 平成24年11月現在 

 岡山県：５８病院 

 広島県： ５病院 

 兵庫県： ２病院 

 大阪府： １病院 

 島根県： 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・岡山医師会総合メディカルセンター・笠岡中央病院 

【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）・村上記念病院（広島）・安来市立病院（島根）・楠木病院（広島） 



       勉強会アンケート結果（川崎医科大学付属病院） 

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
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テーマ ～抗凝固薬について～

開催日時 平成２４年12月１５日（土）

会 場 川崎医科大学病院 カンファレンス室

参加人数 78名

参加施設 35施設

回収率 88％

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊県北（津山）開催機会をどんどん増やしていただきたいです！

＊へやがあつかった。話される先生のスライドを印刷して欲しいです。（資料としてもちかえりたいから。）

＊今回の勉強会の後、みなさんどのように対応されたのかきかせていただきたいです。

＊鎮静剤の使用と拮抗剤について。鎮静剤使用時・使用後の看護について。

＊また是非参加したいです。

＊抗凝固剤の種類について整理できました。ありがとうございました。

＊検査・処置に関する介助の現状、スタッフの技術向上につながる勉強会。

＊機器の取り扱い。特にクリッピング実践をお願いします。

＊勉強会の終了時間が１７時だと遅いので困る。

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
＊ガイドラインの変更により検査前の前検査がＩＮＲ２．５～３．０をＤｒに見てもらいカメラをしています。待ち時間の必要性を説明しています。１時間後にＧＦをしますが、

何も言われません。

＊薬剤の専門的な知識を学べて良かった。

＊内服の中止期間を医師が患者様の状態を見て変えることが本当にできるのか疑問。私の働いている病院では、抗凝固剤の中止期間を変える話し合いもなさそう。

＊わかりやすいお話でよく理解できた。消化器専門医がいない施設なので、医師の方へ情報提供できたらと思い参加しました。簡単には変更できないかもしれません

が、当院にあった方法になるよう見直していきたいです。

＊とても勉強になりました。少しでも休薬期間が短くなったり、なくなるととても良くなると思いました。

＊各施設によって対応の仕方が違うと思います。今後の参考にさせていただきます。

＊内容がむずかしかった。結局各自考えて決める・・・・・・・

＊抗血栓薬をとめるリスク、とめないリスクを考えると、検査の説明をする時に緊張していますが、今日の話をきき少し、薬について知ることができてよかったです。

＊新ガイドラインがすべてではなく、まだまだ課題（問題点）が多いのが現状です。当院でのマニュアルを考えていけばよいということがわかりました。

＊当院の先生方が言われていることの内容が、よりよく理解できました。抗血栓・凝固剤休薬をせず検査に安全にのぞめるよう、取り組んでいきたいと思います。

＊抗血小板薬・抗凝固剤を内服している人が多く内視鏡をするとき中止にする場合が多い。患者の状態、薬の内容を考えて、中止・続行を考えていきたいと思う。

＊他院紹介や、院内でも他科依頼の際の休薬の期間、二剤併用時休薬などガイドラインがでてから見直しが病院全体ではできていないかも？確認し変更が必要か再

確認したい。

＊塩谷先生からとてもくわしく講義いただきありがとうございました。

＊あたらしいガイドラインについて話をきいたり、今後の課題や注意すべき患者について学ぶことができた。薬の併用の危険性について知らなかったので新しく学ぶこと

ができてよかった。

＊大変勉強になりました。ありがとうございました。

＊新しいガイドラインをどう取り入れていくか・・・。出来れば休薬の同意書を拝見したいです。

＊当院でもガイドラインの変更に伴い対応を行っています。

＊休薬同意書が良かったら見てみたいです。

＊興味深い内容で、当院でも参考にしたいと思います。同意書にも入れていきたいです。先日外科よりアスピリンを投与されていたＰｔの内視鏡をしました（胃痛あり）出

血まではなかったのですが内科よりムコスタが投与になりました。外科医と内科医のちがい、アスピリンだけの服用を注意しなければと思ったのを思い出しました。

＊ガイドラインの変更に伴う当院の取り組みを考えないといけないと思いました。

＊血栓が起こるメカニズムをはじょめ、最新のガイドライン、現状に至るまでとてもわかりやすく解説していただき勉強になりました。パワーポイントの資料もほしかったで

す。

＊とても興味深い内容でした。当院でも検査同意書をとっているが、休薬のリスク等の内容について、再度検討が必要であると思います。ありがとうございました。

＊ガイドラインの変更があった事は知っていたが、内容を十分に把握しておらず不安な部分でした。今日の勉強会でわかりやすく理解することができました。当院では、

まだ改善、見直しができていないのが現状です。医師と相談して行きたいと思います。同意書のことも重要視して働きかけて行きたいです。

＊内容むずかしかった。

＊小さい病院なので抗凝固薬のガイドラインなど知らないことが多くありすごく勉強になりました。

＊とても興味深く参加させていただきました。とても知りたいことを知る事ができました。

＊とても興味深い内容でした。難しい話の中でもかみくだき重ねて説明していただく事でより理解できました。へパリン置換は行っていますが、抗凝固薬については休薬

していますので講義を持ちかえり検討したいと思います。

＊抗凝固剤について、当院ももう一度検討しようと思いました。

＊とても参考になりました。ありがとうございました。

＊注意すべき点や、患者への説明に対して休薬の場合どうすべきか参考になった。高齢の方が多い診療所なので、内服薬を確認しながら指導できるようにしていきたい

です。

＊マイクの音量が小さくて聞きにくかった。部屋が暑すぎて・・・。

＊薬剤の作用から教えていただき、大変勉強になりました。

＊とても勉強になりました。ありがとうございました。

＊スライドしてあるのもプリントして下さっていたら、助かります。

＊内容は興味深く現在当院でも問題になっているテーマでもあります。内容が少しむずかしかった。

＊当院でこのガイドラインにそった検査・治療がされていくかどうかはまだ未であるが、自分の知識とし、とても勉強になった。問診時での内容も変わってくると思います。

高リスクであるかどうかの問診へつながってくると思います。

＊抗血栓療法中の患者が多く、ガイドラインの改訂が行われ、その後各施設がどのように取り組んでいるのかが興味があります。他施設のかたもそうではないでしょう

か？！

＊参考になりましたが、今日の話のスライドがあるといいと思いました。書ききれませんでしたがいい話がきけてよかったです。ありがとうございました。

＊今後院内でのルール検討していくうえで参考になりました。



先日来より皆様の病院での抗血栓療法についてのアンケート実施させていただきました。 

ご協力ありがとうございました。 

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、調査は継続中ですが現在までの結果の集計

が出来ましたので掲載させていただきます。 

●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をご覧下さい 
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医学講習

他施設の取り組み事例

情報交換・事例検討会

６８名の方から回答をいただきました。

抗血栓療法に関するインシデント事例の検討・情報交換、他施設での取り組み、医学講習の

いずれも、90％以上の方が希望する、どちらかといえば希望すると回答されました。

なかでも、医学講習については、71％の方が希望すると回答されました。

これらの結果をふまえ、来年度の勉強会の企画も考えていきたいと思います。

アンケートへのご協力、ありがとうございました。

岡山県内視鏡看護勉強会 研究チーム

･･･皆様に大切なお知らせ・・・ 
 ●申し込み状況 １２月２０日現在 ２３０名 

   当日受付混乱を防ぐため申し込みをされた方に『受付表』を郵送しております。受付番号を記して 

   いますので当日は必ず持参して下さい。 

   定員３００名ですので１月１０日までに必ず事前申し込みをお願い致します。定員に達した場合、 

   お断りさせていただく場合もあります。また１３:３０から受け付け開始となっていますが準備でき 

   次第受付を開始いたします。 

 ●一般演題まだまだ募集中です。ぜひぜひお願い致します。 



 

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 

●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。 

 

  内視鏡看護師の皆様へ                    平成24年12月20日 

                                 日本消化器内視鏡技師会 

                                 看護委員会 看護委員 

                                        遠部絹子 

           

            事例検討提供のお願い 
 

例年になく寒い毎日が続いていますが、お元気でご活躍の事と存じます。 

看護委員会では、恒例になりました「事例検討会」を、第70回日本消化器内視鏡技師学会(京都テル

サ)においても、計画をしています。つきましては、事例の提供をお願いしたいと思います。気にな

る看護場面を所定の事例フォーマットに記載して頂き、それを元に事例検討会で、意見交換・検討を

重ねて、～内視鏡における看護～を参加者みんなで考えてみます。 

 

使用する「事例フォーマット」は  ＜看護リフレクション＞のフレームワークにそって記入して 

頂くものです。 

 

ご提供をお願い出来る方は、約1週間以内に遠部までご連絡を下さい。 

連絡下されば、詳細な事を連絡致します。 

 

実際、事例検討の内容のできあがりは3月です。 

 

ちなみに、前回の事例提供者は松田病院の錦織恵美子さんでした。    

感想を＜おかやまげっつ vol.66＞に記載されています。 ご参照下さい。 

 

 

    連絡先  E-mail  ohisama@ms13.meaegg.ne.jp      (遠部) 


