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  ４月のテーマ月のテーマ月のテーマ：機器講習会：機器講習会：機器講習会   ～基礎編～～基礎編～～基礎編～   
          

         ◆日時：2013年4月14日（日）１0：００～１2：００ 

                      ◆会場：岡山赤十字病院 センター棟 4階 研修室 
                                                    岡山市北区青江2-1-1  TEL(086）222-8811 

                ◆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 ４月９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２５年度最初の勉強会は、機器講習基礎編をオリンパス＆富士フィルムの方より、行って
いただきます。この春から内視鏡に来た方、教えられる立場から教える立場になった方等々、 

多くの方に御参加いただきたいと思います。基礎的なこと、些細なことでも質問大歓迎です。 

担当者へお声かけください。 

なお、資料や会場準備がありますので、参加される方は事前申し込みをよろしくお願いします。 

                                担当 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 

 

テーマ 講師 場所

4月14日 （日） 機器講習会：基礎編 ｵﾘﾝﾊﾟｽ・富士ﾌｲﾙﾑ 岡山赤十字病院

5月19日 （日）
医学講習会：胃内GIF上の解剖生理
グループワーク：GIF介助・声かけ）

佐藤胃腸科外科
　　　佐藤先生 倉敷第一病院

6月16日 （日） 機器講習会：高周波について ｱﾑｺ・ｵﾘﾝﾊﾟｽ 津山中央病院

7月15日 （日） 医学講習会：リスクマネジメント
広島大学
　　　日山先生 未定

8月18日 （日） 医学講習会：未定 未定 未定

9月 情報交換会：ＣＦ前処置・介助について ー 津山中央病院

10月20日 （日） 施設見学 ー 岡山労災病院

12月 内視鏡基礎講座
岡山労災病院
　　　清水先生 岡山労災病院

1月 情報交換会：未定 ー 未定

月日

時間は10:00～12:00の予定

皆様しばらくぶりでございます。間もなく新年度が始まります。新しいスタッフを迎える病院、ベテラ

ンが部署替えになる病院・・・様々だと思います。相変わらず昼休み・定時退社など「ありえな～

い！」内視鏡室の皆さん平成25年度も上記の勉強会を開催します。日曜日開催ですが、月に一度同志で

集まりしゃべりストレス解消しましょう。是非ご参加下さい。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Okayama_Red_Cross_Hospital.jpg


    1月は情報交換会をしました。参加人数が少なく、今回の情報交換でぜひ聞きたいと申し出てくだ

さった方の抗血栓薬服用患者への取り決めにおいて困っていることの相談をメインに全員で話しました。 

色々な規模の病院の方から工夫していることなどを交えて和やかに話が進みました。中々医師が取り

決めの必要性を感じてはいるものの段取りが進まない悩みに・・・一つリスクマネジメントの管理者の方

が、“病院や医師にアピールするためにもこういう勉強会で活動していることや他施設での取り組みなど

を持って行くと効果的”と助言されたのが印象的でした。 

勉強会も皆様の需要に応じた医学講習会や情報交換会の開催の重要性をを迫られ、身が引き締まる

言葉でした。                                                 桑田 洋子 

前年度は新しい試みで、何回か業者の方にプレゼンコーナーを試みましたが、皆様はいかがだったでしょうか？ 

要望がありましたらまた教えてくださいね。 

看護の大先輩川島みどりさんの著書の中から・・・ 

看護師は病に苦しんでいる人や疲れている人たちに対して、その苦痛や悩みを解決するために働きます。そのためには具体的

な「技術」が必要です。もちろん相手を気遣う気持ちを大前提としてそれを一つの形として行動に表して相手が直面する問題を

解決へと導くことが必要です。相手のニーズに適した看護的なアプローチを行うための技術こそが看護の専門職とそうでないも

のを分けます。 

技術と一言で表しましたが、看護ケアの実践には技能と技術の２面があります(下記図参照)。 

技術とは学校の講義や書物などを通して言語として客観的に教えられ

るひとつの方法です。これにはなぜそうなるのかが科学的に明らかにさ

れていたり、まだ科学的にわからなくても経験的に得られた何らかの法

則性が存在します。ですから目標を達成するための法則性が理解でき

ていれば対象や環境が変わったとしてもその法則性を適用できるので

す。 

一方技能とは言葉では上手く伝えられないけれど、何回もトレーニ
ングを重ねて身体的な感覚で覚えて実践することを言います。これは言

葉に表せないけれどその人の経験に伴って身についてくる技であり、非

常にレベルの高いものでひたすら自分自身の経験を積んで体得する以

外術はないのです。学んだ技術を何回も訓練実践することで技能となっ

て身に付きどんな場面でも使えるようになります。このように技術が技

能に技能が技術に添加していく中で実践のレベルが高まっていきます。この段階の第一歩のためにも内視鏡看護勉強会は、次

年度も需要の大きかった機器講習会と医学講習会は計画します。情報交換会はテーマを決めてやりたいと思っています。大腸内

視鏡前処置の件、鎮静剤使用中の看護やら要望はあります。頂いたアンケートの中から検討し、またお便りで案内いたしますの

でふるってご参加ください。                                                    桑田 洋子                              
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病院名 人数 病院名 人数 病院名 人数 病院名 人数

おおうみクリニック 12 笠岡中央病院 2 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 2 日野病院 2
おおもと病院 2 吉田病院（大阪） 1 成羽病院 2 備前市立日生病院 5
くめ診療所 1 橋本胃腸科医院（広島） 2 川口メディカルクリニック 1 備前市立備前病院 3
さとう記念病院 2 鏡野町国保病院 1 川崎医科大学附属病院 4 尾道市立市民病院 4
チクバ外科 7 玉島協同病院 1 川崎病院 7 美作市立大原病院 3
まつお内科クリニック 1 玉島中央病院 2 倉敷リバーサイド病院 2 平井病院 1
旭ヶ丘病院 5 玉野三井病院 5 倉敷成人病センター 7 宝塚市立病院 1
安来市立病院（島根県） 1 近藤病院 1 倉敷第一病院 4 芳野病院 2
井原市民病院 2 金田病院 1 倉敷中央病院 15 北川病院 1
影山医院 2 原医院 3 草加病院 1 木田医院 2
岡山医師会総合メディカルセンター 1 原田病院（広島） 1 村上記念病院 1 薬師寺慈恵病院 3
岡山医療センター 3 佐藤胃腸外科 9 中島病院 6 落合病院 1
岡山済生会病院 6 佐伯北診療所 3 長島愛生園 2
岡山市立せのお病院 3 作用共立病院（兵庫） 3 津山エムアイ 1
岡山市立市民病院 5 柵原病院 2 津山第一病院 4
岡山赤十字病院 7 山田医院 1 津山中央病院 26
岡山大学病院 9 自宅 1 田中胃腸科 3
岡山中央病院 5 淳風会　健康管理センター 2 湯原温泉病院 1
岡山労災病院 6 松田病院 2 南岡山医療センター 6
笠岡市立市民病院 2 水島協同病院 7 日本原病院 2



第14回岡山県内視鏡技師研究会が２月１７日に行われ、約300人の参加を頂きました。 

参加してくださった皆様、寒いところ遠方からありがとうございました。今回は、最新情報でもある「抗血栓薬につい

て消化器内視鏡診療のガイドライン」を東大の藤城光弘先生にお願いし、１時間の講演があっという間に感じられる

ほど、わかりやすくて興味深い内容を聞くことができました。また、演題発表も７題あり、内２題は他県からの参加で

みなさんもびっくりされたことでしょう。そして、恒例となっている、当院の内視鏡室紹介では、おおうみクリニックの院

長先生が自ら紹介をしてくださいました。これは初めてのことです。「大海先生、ありがとうございました」。最後にな

り、時間が足りなく内視鏡看護勉強会報告を省略させていただいたことは、申し訳ありませんでした。3時間という時

間が短いと感じさせられました。 

この14回での、良かった点、悪かった点、出来ていなかった点など反省し、次にいかせていけるように、そしてもっとい

いものを皆様に提供出来るように、役員一同頑張ってまいります。まずは、無事終了できたことに、皆様に感謝いた

します。ありがとうございました。 

                                               岡山県内視鏡技師会会長 梶原 みゆき 

＝アンケートの結果＝ 
先日の研究会には県内外から、多数の参加をありがとうございました。 

当日ご協力いただきましたアンケートについて、簡単に報告させていただきます。 

 開催日・曜日・時間については90％前後の方が適当と回答いただきました。 

なかには、「日曜日で参加しやすいものの、遠方からの参加者や女性参加者にとっては、帰宅時間が遅くならないほ

うが翌日に差し支えないため午前中に開催してもらうほうがよい」との意見もありました。 

 開催場所についても、「駅からも近くわかりやすい」など91％の方から「適当」と回答いただきましたが、「駐車場が

ない」「トイレが少ない」とのご意見がありました。 

 教育講演については、「タイムリーな演題でわかりやすく講演していただいたので、とても参考になった」「とても興

味深く聴くことが出来た」という意見が大半でした。 

 一般演題については演題も多く、「他職種の発表もあり違う視点からの意見も聞くことができて良かった」「自施設

での業務の参考にする」などの意見があった一方で、「発表時間がまちまちであった」「質問時間がなかった・質問が少

なく盛り上がりに欠けた」などの意見もありました。 

 休日の寒い日にも関わらずたくさんの参加者とご意見をいただき、内視鏡従事者の内視鏡検査・治療に対する熱

い思いを感じる事ができました。 

今後も皆様のご意見等をいただきながら、運営していこうと思っています。 

些細なことでも結構です。ご協力よろしくお願いいたします。 
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機器展示 

特別講演 
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内視鏡室紹介 
おおうみクリニック 



 

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。 

   次ページの資料をご覧になって下さい。 

看護委員会企画「事例検討会」今回も企画しました。 

 13:20～14:20 第4会場にて 

  今回は津山中央病院の藤原まゆみ様に事例を提供していただき、参加者 

  みんなで事例「大腸内視鏡 前処置」を通して内視鏡看護について深めて 

  いきます。ぜひご参加下さい。            遠部 絹子 

会　長 梶原　みゆき 岡山労災病院

副会長 池上　洋子 まつお内科クリニック

事務局 嶋津　志織 倉敷第一病院

会　計 黒岡　昌代 南岡山医療センター

理　事 遠部　絹子 岡山労災病院

前川　紀子 南岡山医療センター

桑田　洋子 川口メディカルクリニック

藤原　まゆ美 津山中央病院

花村　典子 津山中央病院

田中　広子 チクバ外科胃腸科肛門科病院

村山　綾子 湯原温泉病院

河上　真紀子 川崎医科大学附属病院

顧　問 越智　浩二 岡山中央病院

清水　慎一 岡山労災病院

NEW 

FACE 

皆様へご挨拶 

 

平成25年度より、岡山県の内視鏡技師会役員をさ

せていただくことになりました。 

内視鏡の経験はまだまだで勉強不足の点もござい

ますが、私に出来ることは精一杯させていただこ

うと思いますので宜しくお願いいたします。 

川崎医科大学附属病院 内視鏡・超音波センター 

              河上 真紀子  




