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■担当者から皆様へ 

 今月は今年度初の県北開催です！今回はスコープ洗浄機に関する講習会です。 

洗浄機の基本・構造から、感染管理・洗浄履歴管理に至るまでの内容を 

業者さんの協力を得て分かりやすく講義をして頂きます。 

当日は、写真にありますようにジョンソン＆ジョンソン社の「スケルトン・スコープ洗

浄機」を用いてのハンズオンコーナーも企画しています。 

普段、「この洗浄器の中って、構造どうなってるの？」と思ったことはありませんか？ 

百聞は一見に如かず。滅多にない機会ですので、ぜひ一緒に学びましょう！ 

多数の方の参加をお待ちしております。    担当 津山中央病院 花村 

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

勉強会 感染管理・洗浄履歴管理について 
   ～ジョンソン＆ジョンソン社 

       「スケルトン・スコープ洗浄器」を用いて～ 

▼日時：２０１４年7月13日（日）10：00～12：00 

▼会場：津山中央病院 健康管理センター３Ｆ・Ａ会議室（駐車場無料） 

             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 

          ※会場準備・資料の準備のため必ず申し込みをお願いいたします。 

申込〆切 

 

７月９日 



勉強会報告 

６月の勉強会に参加しました！ 

「記録」についてお互いの施設での取り組みの情報交換ができました。 

あらためて、「記録のガイドライン」を確認できてよかったです。 

 看護師として個別性のある看護記録を目指して取り組んでいますが、評価までできていないことに

気づかされました。看護に対する評価は重要ですよね。看護の内容ばかりにとらわれていたところが

あり、反省しました！いろいろな気づきができて本当に楽しい会になったと思います！ 

                                             松田病院 錦織恵美子 

勉強会に参加させて頂き ありがとうございました。感想ですが、今回「記録について」の情報交換に参加し

ました。初めてだったので、ドキドキしていましたが、少人数だったので気負うことなく、楽しく参加すること

が出来ました。参加病院の現状や方法が聞け、自分の聞きたかった事も聞く事ができ勉強になりま 

          した。病院にあった形で組み立ていけたらいいなと思いました。              成羽病院 加藤 敦 子 

 

 

6月の勉強会は雨の日曜日にもかかわらず13名（9施設）の参加がありました。 

当初はワールドカフェの予定でしたが、倉敷第一病院の立派な会議室に急きょ会場を変更していた

だき、全員で向かい合い飲み物にお菓子をいただきながらの情報交換となりました。 

検査件数やスタッフ数には違いはあっても、煩雑な業務の中で個別性を大切に看護し、その記録を

されている現状を聞くことが出来ました。 

また看護委員会の出されている看護記録実践ガイドを皆で目を通し、注射の部位や局注液の配合

など・・どこまで記録する必要があるのか等細かい点も話合いがされました。そのうえで方法はとも

あれ記録内容は岡山県で統一したものも考える事が出来るのではないかという意見もありました。 

そして、先月ろうさい病院田口先生に教えていただいたお言葉「知らない事は見えない」が引き合い

に出され、より苦痛が少なく・より安全な内視鏡検査を提供するために勉強会の役割は大きいと感じ

ながら会を終えました。 

参加された皆様たくさんのご意見ありがとうございました。   

まつお内科クリニック いけがみ 

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 1
まつお内科クリニック 1
岡山大学病院　 1
松田病院 1
成羽病院 1
川口メディカルクリニック 1
倉敷第一病院 1
倉敷中央病院 3
南岡山医療センター　　 3



アンケート 
１、テーマについて 全員満足
２、開始時間 全員満足
３、勉強会の時間 全員満足
４、勉強会の内容
（１）興味深かった 満足１２名やや満足１名
（２）理解できた 満足１２名やや満足１名
（３）今後に生かせる 満足１０名やや満足３名

７、今日の勉強会に対する意見・感想
自施設でも自分が行う事が出来てない事があった　事故の視点をもっと増やして看護に生かして行こうと思った
紙ベースの記録用紙に決まった事を書いていたが、自分の行動の記録をもっと反映できる所はしていきたい
他病院の記録の方法や管理の方法が知れただけでもとても勉強になりました
記録の見本はあるけれども、自分が行った“看護”をしっかり記録として残して行きたいと思いました
記録は広く深いなと思っています　Ns.の立場で記入していきたいものは残して行きます　ガンバル！
施設の取り組みが細かく聞いて大変勉強になりました。
看護の記録・評価・自施設でも役立てたいと思います。みなさん情報提供ありがとうございます
患者様の個別性に合わせてできることを行っていくことが大切である事忙しい中でも出来る事はたくさんある事を再認識する事が出来ました
実践ガイドラインをコピーしていただき目を通すことが出来ました　ありがとうございます
今日の話合い・資料を参考にして院内でも記録の充実を図りたいと思います
少人数ではあったが色々な意見を聞くことが出来てよい情報交換になってよかったです
ワールドカフェの予定でしたが、人数が少なかったため座談会になった
１３人の少人数だったので、わきあいあいとした雰囲気でよかったです
院内で出来ていない事、スルーしている事が多いのでとり入れていきたいです

８、内視鏡勉強会に今後望む事
記録に関して共通の項目を検討してもよいのではと感じました
ESDについての勉強会　看護・Drとのカンファレンスなど

平成26年度勉強会 
8月24日 （日） 医学講習会：ＥＲＣＰについて

岡山労災病院
　　　清水先生 岡山中央病院 500円

9月27日 （土）
医学講習会：大腸内視鏡：解剖生理・疾患・
　　　　　　用手圧迫について

倉敷中央病院
土井先生 倉敷中央病院 500円

10月19日 （日） 内視鏡文化祭 倉敷第一病院

11月16日 （日） 医学講習会：内視鏡検査中の急変時の対応 救急認定看護師 金田病院 500円

12月14日 （日） 医学講習会：ＭＥの立場から

大阪大学附属病院
阿部真也先生（ＭＥ）

川崎医科大学附属病院 500円

1月18日 （日） 医学講習会：内視鏡基礎講座2.5時間

岡山労災病院
　　　清水先生 岡山中央病院 500円

技師会からの情報 

●日時：２０１４年９月２１日（日） 

●会場：広島市中区加古超４－７ アステールプラザ 

●内容；教育講演「カプセル内視鏡(仮）」 

    機器取り扱い講習会（基礎編） 

   第11回中国地区消化器内視鏡技師研究会 

   第73回日本消化器内視鏡技師学会 

●日時：２０１４年１０月２５日（土） 

●会場：大阪国際交流センター 

     東大阪市天王寺区本町８－２－６ 

●会費：７，０００円 

●テーマ：安心・安全・安楽・満足な内視鏡医療を提供するためのチーム医療 



昨年５月より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。今回は光生病院の紹介です。 

光生病院から 

玉島中央病院へバトンタッチ！ 

リレートーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内視鏡室の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 内視鏡室：１部屋(検査ベッド 1台) 放射線科使用 

 内視鏡洗浄機：1 台(ジョンソン＆ジョンソン) 

内視鏡スコープ保有台数：GIF2 本 経鼻 1 本 側視 1 本 CF2 本(全て OLYMPUS)  

 

スタッフ構成・・・・・・・・・・ 

 内視鏡医師：1 名 

 外来兼務看護師：4 名 

 内視鏡技師：2 名(救急兼務 1 名) 

 

内視鏡検査件数・・・・・・・・・ 

 上部内視鏡：455 件 

 下部内視鏡：138 件 

 EMR･ポリペク：22 件 

 ERCP：12 件 (平成 25 年実績) 

 

特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 検査件数は少ないですが、検査前の説明を患者様の理解度に応じてわかりやすく丁寧に行

っています。待ち時間にコミュニケーションをとりながら患者様の状態把握に努めています。

少しでもリラックスして検査を受けていただけるように BGM を流したり、検査中の声かけ

を行っています。安全な検査を提供出来るように当院ではほぼディスポ製品を取り入れてい

ます。医師・スタッフが協力し、より安全で安楽な検査が出来るように頑張ります！！ 

当院では、地域の皆様や医療機関、福祉施設、行政機関との連携を深めることで、患者様が適切な

医療を受けられ、安心した生活が送れる環境の構築に貢献することを目指しています。 

 

病床数 198床 

一般病棟入院 106床 障害者施設入院 77床 

亜急性期入院 15床 



最近の話題 いつも私たちがお世話になっている内視鏡に関わる業者さん

から現場で役に立つ情報を教えていただきます。 

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。 

ご自身でオリンパスさんにお問い合わせください。 



モビプレップ発売１周年記念講演会

2014年7月31日（木） 19時00分～21時00分

メルパルク岡山 1F 「泰平Ⅰ」
岡山市北区桑田町1-13 TEL086-223-8100 ※裏面地図

会場

日時

味の素製薬株式会社主催：

※会終了後、意見交換会の場をご用意しております。

【一般講演】 19:20～

【情報提供】 19:00～ 『腸管洗浄剤モビプレップについて』 味の素製薬㈱

【開会の辞】 19:10～

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 消化器・肝臓内科学
教授 山本 和秀 先生

座長

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 内視鏡医学

教授 田中 信治 先生

『 早期大腸癌内視鏡治療の現状と将来展望 』

岡山大学病院 光学医療診療部 教授 岡田 裕之 先生

一般講演Ⅰ

岡山大学病院 消化器内科 助教 平岡 佐規子 先生

一般講演Ⅱ

【特別講演】 20:00～

岡山大学病院 光学医療診療部 助教 原田 馨太 先生

日本消化器内視鏡技師会 学術委員 岡本 澄美子 先生

『大腸内視鏡前処置のコツーモビプレップの指導の仕方ー』

『当院におけるモビプレップの使用経験』

特別講演

座長

この講演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。 

ご自身で味の素さんにお問い合わせください。 

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 


