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      １０月のテーマ月のテーマ月のテーマ：施設見学：施設見学：施設見学   ～岡山ろうさい病院～～岡山ろうさい病院～～岡山ろうさい病院～   

                                 ～  経口腸管洗浄剤～  経口腸管洗浄剤～  経口腸管洗浄剤（ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ）（ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ）（ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ）説明～説明～説明～   味の素製薬さま味の素製薬さま味の素製薬さま         
◆日時：2013年１０月２０日（日）１０：００～１２：００ 

                     ◆会場：岡山ろうさい病院 内視鏡センター                                                  
                                         岡山市南区築港緑町1-10-25 ＴＥＬ（086）-262-0214    

                  ◆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 １０月１６日（水）  
                      ※案内のグループ分け・順路などの都合がありますので 必ず事前申し込みをお願い致します。 

 

 
 

 

 

■担当者から皆様へ 
久しぶりに病院見学です。これから毎年岡山市内の病院がリニューアルします、楽しみですね。 

今年はろうさい病院です。機能評価を12月に受審される前でお忙しいところご無理を言いました。 

5月に新築とともに電子カルテが導入され、内視鏡システムも最新の290シリーズが採用されておられます。そして是非見てほしい

と言われていたのが・・・内視鏡室のユニフォームだそうです。そして当日清水慎一先生も出向いてくださるかも・・・。 

お楽しみに！先日病院を訪問した時に目についたのが、廊下の案内表示がカラフルなんです。当日チェックしてみてくださいね。 

まだ新旧入り混じった建物があるかもしれませんが、従来の駐車場にお車を置いてください。そこからは職員が待ってくださるそう

です、案内に従ってくださいね。必ず駐車券を持って院内にお入りください。 

最後に・・9月にも北部でありましたが、南でも新しい大腸洗浄剤：モビプレップの説明会を約15分ほど設けております。 

導入された施設の方、これからの予定の方、味見もありますのでお楽しみに・・・。担当：岡山ろうさい病院 梶原みゆき 

                                                       川口メディカルクリニック 桑田 洋子 

 

 

 

 
                                                   

                                 

岡山県内視鏡技師会ホームページ http://www.okayamagets.jp 
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12月15日 （日） 内視鏡基礎講座(技師試験対策）
岡山労災病院
　　　清水先生 倉敷第一病院

1月19日 （日） 情報交換会 ー 岡山中央病院（予定）

月日

時間：10:00～12:00
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突然の肩たたきの刑に応じて下さっ

た皆様！有り難うございましたっ！

津山での開催ありがとうございました。 

今回のワールドカフェ方式のグループ討議は、初めてでどうなるのか緊張しましたが、テー

マについて自由にやりとりがあり良かったです。 

当診療所では件数が少ないので他の病院のやり方を聞くばかりでしたが、細かい所への指

導など参考になりました。しかし、内視鏡担当と他部署との連携が難しいと言う意見もあり

ました。ざっくばらんな話ができ、また頑張ろうという気持ちになれました。 

                                     佐伯北診療所  花谷 佐和子 

私は真庭市金田病院の内科外来看護師として勤務しています。内視鏡経験はまだ１年ちょっとですが、以前

から 内 視 鏡 検 査 技 師 に つ い て 大 変 興 味 が あ り、今 回 の 勉 強 会 に 参 加 さ せ て い ただ き まし た。 

私は初めてワールドカフェに参加しました。とても楽しく多施設の方々と気楽に情報交換・交流ができ、充実

した時間だったと思います。唯一、残念だった事は時間の都合上、全ての参加者とは交流が出来なかった事

です。しかし、これを期に今後も勉強会に参加して皆さんと繋がっていきたいと思いました。 

私は当院での内視鏡しか知らないので、今やっている事は果たしてこれで良いのか。他施設ではどうしてい

るのか。など、日頃抱えている疑問や悩みを話す中で、新しい情報やアイデアがもらえたり、今後の取り組み

に活かしていきたいと思いました。                          金田病院 看護師 柴田和雅子 

担 

当 

者 

よ 

り 

今回は土曜日午後の開催でしたが、県北津山での情報交換会に多数のご参加をありがとうございま

した。 

CFの前処置、介助は日常業務で実際行っているものなので、とても興味深いテーマでした。 

ワールドカフェは、私も初めてでしたが、ざっくばらんに話ができて皆、いろいろ疑問や悩みを抱えなが

ら毎日がんばっておられるんだなと思いました。 

質問、意見を話し合い、ワールドカフェで学んだ事を月曜日から当院でも取り入れたり参考にしたいと

思いました。 

十分な段取りが出来ず、役員の皆さま、美味しいコーヒーの準備・会場の提供をしていただいた津山 

中央病院の皆さまには本当に、色々とお世話になり、ありがとうございました。       

                                              湯原温泉病院 村山綾子 
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           この度は、県北の内視鏡技師会勉強会で、新しい腸管洗浄剤モビプレップの紹介の時間を戴きまして 

           ありがとうございました。 

今回の勉強会のテーマが「ＣＦ前処置・介助について 」であり、各ご施設での大腸内視鏡検査前処置に対する考え方・処置方

法の違い、また、そこに携わっている技師・看護師の方々の苦労や工夫を伺うことができ、我々

としても勉強させていただきました。 

6月に発売したモビプレップですが、20年以上販売してきたニフレックと比べて洗浄性、安全性

は同等ですが、服薬量が少なく処置時間が短く済みますので、患者様、医療従事者にとってより

「やさしい前処置」を提供できる製品となっております。 

この発売したばかりの製品を、今後技師会の方々のご協力をいただきながら育てて行きたいと

思っております。 

弊社MRが各ご施設の現在の前処置方法に照らし合わせたモビプレップの提案をさせて頂きま

すので、その節は宜しくお願いいたします。                           味の素製薬 岡山営業所 長岐 彰 

ワールドカフェ係の

事務局：嶋津です。

盛り上がっていただ

き嬉しいです。 

Ｗｏｒｌｄ Ｃａｆｅ ｉｎ 津山 

▼皆で書いた模造紙 



       勉強会アンケート結果（津山中央病院） 

テーマ 大腸内視鏡前処置・介助
（ワールドカフェ）

開催日時 平成２５年９月２８日（土）
会 場 津山中央病院

参加人数 ３６名
参加施設 １８ 施設

回収率 ８３％

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
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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＞
-ワールドカフェ－
＊日頃他院ではどうしているのか？気になっている点が色々聞けれた。
その中で当院にも取り入れてみたいこともあり、大変有意義な勉強会だった。
気軽に他院の方とお話しできるワールドカフェ、とっても良い勉強会(身になり楽しい）でした。

＊ワールドカフェとても楽しかったです。色々な病院の情報交換ができ参考になりました。気楽に参加できました。
一人で参加だったので、また伝達していきたいと思います。
今回津山へ岡山からの参加になったため遅めの時間で助かりました。
大腸のリーダーになることもあり、テーマも興味深いテーマだったので良かったです。
＊もう少し時間があっても良く情報交換ができ業務改善に生かせれるのかなとも思いました。
＊色んな施設の方々とお話ができ楽しく過ごすことが出来ました。
またその施設の特徴や少しでも負担軽減につながるようなコメントもあったので良いアイディアがもらえたと思います。
参考になりました。
＊２テーブルしか回れなかったので時間が短すぎるのが残念。
すべてのテーブルに回りたかった。もっといろいろな病院の人と話したかったです。
＊件数が多い病院でのやり方など、様々な意見が聞けてすごく良かったです。
＊他施設の前処置方法を聞けたので参考にしたいと思います。
カフェスタイルは意見交換しやすく肩を張らずに話出来てよかったです。
＊他院の意見をたくさん聞けてとてもよかったです。持ち帰り患者様に苦痛なくCFをうけてもらいたいです。
＊ワールドカフェ参加２回目です。毎回新しい情報を聞かせて頂きました。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊津山で開催していただけると参加しやすくとても嬉しいです。
“おかやまげっつ”のリレートーク、他院の情報がが知れてとてもいいですね。
ワールドカフェ初参加です、楽しかった、またこんな企画してください。

＊初めてワールドカフェに参加させていただきました。とても楽しく他施設のことが聞けとても勉強になりました。
またワールドカフェ企画してください。是非参加したいです。

＊毎回興味深く勉強させてもらっています。何でも参加させていただきたいと思います。
＊腹部圧迫法について学びたいです。
＊感染対策(内視鏡における）についてワールドカフェを！
＊モビプレップ勉強になりました。
＊今回北部地域で開催してもらい良かったです。
中々遠い場所だと参加しにくいので、北部での勉強会を増やして頂きたいです。
＊色んなパターンでワールドカフェをしていただくと皆さん話しやすくて良いと思います。

病院名 人数 病院名 人数
1 チクバ外科胃腸科肛門科病院　 1 10 倉敷平成病院 1
2 岡山医療センター 1 11 津山第一病院 2
3 岡山赤十字病院 1 12 津山中央病院 11
4 岡山大学病院 1 13 湯原温泉病院 1
5 金田病院 1 14 南岡山医療センター 1
6 佐伯北診療所 3 15 備前市立備前病院 2
7 川口メディカルクリニック 1 16 美作市立大原病院 1
8 川崎病院 2 17 薬師寺慈恵病院 2
9 倉敷第一病院 1 18 落合病院 3



５月より新企画リレートークを始めました。 

内視鏡技師会、勉強会に参加の病院を毎月リレーでつなぎ

紹介していきます。 

今回は南岡山医療センターの紹介です。 

国立病院機構 南岡山医療センター  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

南岡山医療センターから 

川口メディカルクリニックへバトンタッチ！ 

　　　　　　　病床数：　　400 床
　　　　　　　一般病棟（一般８７床・結核ユニット２５床・亜急性８床）
　　　　　　　一般障害病棟（６０床）　　神経筋疾患病棟（１００床）
　　　　　　　重症心身障害児（者）病棟（１２０床）

◆内視鏡室の紹介
　　　　　今年の7月に新築した中央病棟に手術・中央材料室と併設しています。
　　　　　内視鏡室：1部屋
　　　　　内視鏡洗浄機：２台
　　　　　内視鏡システム：オリンパス２台
　　　　　スコープ：ＧＩＦ３本（経口用１本、経鼻用２本）
　　　　　　　　　　ＣＦ２本
　　　　　　　　　　側視鏡１本
　　　　　　　　　　ＢＦ２本

◆スタッフ構成
　　　　　内視鏡医師：６名　（消化器1名　呼吸器5名）
　　　　　看護師：6名（うち内視鏡技師２名）
　　　　　　　　 （手術・中央材料室と併設のため、内視鏡担当は２名）
　　　　　クラーク：１名

◆内視鏡件数
　　　　　平成２４年度実績
　　　　　上部内視鏡：　    　738　　件
　　　　　下部内視鏡：　    　274　　件
　　　　　気管支鏡　：    　　113　　件
　　　　　ポリペク・ＥＭＲ：　71   　件
　　　　　　　　

◆特徴
　　　　　一般の患者さんの検査はもちろん神経・筋疾患患者や重症心身障害児（者）を対象とし
　　　　　た検査も行っています。人工呼吸器を装着していたり、身体に大きな障害を抱えている
　　　　　ハイリスクな患者さんを対象に検査を行うこともあり、医師、看護師、臨床工学技士が   
　       　  チームワークよく患者さんに安心・安全に検査を受けてただくことをモットーに日々実
　　　　　践しています。
　　　　　また、７月から新病棟へ移転し、手術・中材部門と統合しました。小規模ながら設備も
　　　　　さらに充実し、それぞれの専門分野のキャリアを活かしながら患者さんの気持ちに寄り
　　　　　添える内視鏡室を目指しています。



●日時：２０１３年１０月１２日（土） 

●会場：財団法人 日本教育会館（一ツ橋ホール） 

     東京都千代田区一ツ橋２－６－２ 

●会費：５，０００円 

●テーマ：内視鏡に求められる「安全」・「安心」 

●シンポジウム 

     安心して受けられる検査・治療を目指して ～内視鏡技師の役割～ 

●パネルディスカッション 

     内視鏡機器・施設の安全管理を考える 

●日時：２０１３年１１月１０日（日）１０：００～ 

●会場：岡山コンベンションセンター 

●会費：４，０００円 当日集金  

●内容：１・研究発表 ２・機器取り扱い講習会（基礎編） 

●研究会出席証・機器取り扱い受講証あり 

●問合せ先：岡山労災病院 梶原みゆき氏 

岡山県内視鏡看護勉強会からも 

湯原温泉病院 村山さんが 

発表します 

●日時：２０１４年２月２３日（日）１０：００～１５：３０ 

●会場：川崎医科大学附属病院 ８階大講堂 

●内容：１）一般演題 

    ２）シンポジウム「記録について」 

    ３）ランチョンセミナー 

    ４）教育講演 

    ５）当院の内視鏡紹介 

    ６）岡山県内視鏡看護勉強会報告 

  ※機器展示もあります。 

●参加費 ３，０００円 当日集金 

     

申し込み終了しました。 

約４５０名の申し込みを

いただきました。 

当日は気をつけてお越し

下さい。 

シンポジウム「記録について」発表いただける

施設大募集！ 

「うちはまだ紙運用です」「電子カルテの記録は

こんな感じです」「記録はほとんどしてないんで

す」・・・など内視鏡看護で必要な記録の仕方を

みんなで勉強しましょう。 

ぜひ「やります！」の施設をお待ちしていま

す。   

※岡山県内視鏡技師会事務局まで連絡下さい。 

もう少しで正式なご案内が完成し、各施設に郵送予定です。 

一般演題も募集します。今から準備お願いしますね。 

9月29日（日）に広島県消化器内視鏡技師研究会に参加させて頂きました。 

研究発表では、①大腸前処置の自宅飲用の実施、②経口腸管洗浄剤～モビプレップの使用経験（検査食不要で

腸管洗浄剤が少なくてすむ）は、岡山県看護勉強会の9月の情報交換会のテーマでもあり、興味深いものでし

た。患者さんの食事制限や洗浄剤の味・量の負担の軽減、検査当日の前処置業務・トイレ不足の改善などへの

効果が期待されます。③「臨床工学技士による内視鏡業務の立ち上げ」では、機器管理や機器トラブル対応な

ど他職種が専門分野で活躍を広げることは、質の高いチーム医療が提供できると思いました。 

「知りたい！聞きたい！内視鏡記録」と題したシンポジウムでは、岡山ろうさい病院の 遠部絹子さんの「内

視鏡ガイドラインについて」のお話の後、4施設から記録の紹介がありました。内視鏡研究会で始めて「シン

ポジウム」に参加させていただきましたが、「記録」というポイントで、多施設の方法を質疑応答を交え聞か

せていただき、分かりやすく、自施設の記録の運用を振り返る機会にもなりました。 

遠部さん、発表お疲れ様でした。             チクバ外科・胃腸科・肛門科病院  田中広子 



 

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 

●最近の話題● 
 オリンパスメディカルシステムズ（株）様が今年８月より内視鏡検査を

されている開業医・クリニックを中心に内視鏡取扱講習会を行っています。 

内視鏡の取扱・管理・洗浄方法を実機を見ながらオリンパスサービス担当者より説明してくだ

さいます。 

対象は医師・看護師、その他内視鏡に関わるスタッフどなたでもＯＫです。 

今年度、県内を６エリアに分け講習会を開催します。 

先日行われた倉敷での講習会の様子をオリンパスの杉澤様がご紹介下さいます。 

※本講習会は消化器内視鏡医

学講習会受講証明書発行の対

象ではありません。 

開催月 エリア

2013年8月 津山エリア

2013年9月 西部エリア

2013年11月 岡山市南部エリア

2013年12月 東部エリア

2014年1月 岡山市北区エリア

2014年2月 北西部エリア

この講習会に関しては 

岡山県内視鏡技師会での 

申し込み・お問合せは行っ

ておりません。 

●日時：２０１３年１１月１４日（木）１５：００～１６：００ 

●場所：岡山市灘崎文化センター 第２研修室      
         http://www1.ocn.ne.jp/~nadasaki/sub5.html 
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