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作成 2014/09/07 

■担当者から皆様へ 

   前処置中に腹部膨満感や嘔気・ 

  嘔吐、腹痛を認める時、あなた 

  は、頭の中で何をアセスメントして 

  いますか？ 

  安全な内視鏡を提供できるように 

  しっかり勉強をしていきましょう。  

  

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

勉強会 

▼日時：２０１４年９月２７日（土）15：00～17：00 

▼会場：倉敷中央病院 研修センター２Ｆ  

      （開放病床登録医専用駐車場：横） 

                 倉敷市美和1-1-1  TEL(086）422-0210 

                             内線6170 PHS3770 小野房枝 

▼参加費：５００円 

申込〆切 

 

９月２２日 

①医学講習会「大腸癌の観点から見た大腸内視鏡」  

 

 

 

②情報提供「コールドポリペクトミー」  
             講師：ボストンサイエンティフィック様 

知らないと損します。 

とても役立つ勉強会 

講師：倉敷中央病院 土井 顕先生 
         ・当院における大腸検査の概要 

         ・大腸検査の適応と禁忌 

         ・大腸癌あれこれ 

         ・大腸内視鏡の実際～前処置～用手圧迫 

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。 
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勉強会報告 

今回の内視鏡勉強会は、岡山ろうさい病院 清水 慎一先生の医学講習・ERCPについてということで、と

ても興味がありました。 

  当院ではERCPが年に数件と少ない検査ですが、緊急で入ることが多い検査のため、常に緊張を伴い 

     ます。 勉強会では、解剖生理からはじまり、ERCPの手技や注意点などを再認識することができ、急性胆管

炎や悪性胆道狭窄などの疾患についてなど奥の深い勉強会でとてもわかりやすかったです。 

今後、ERCPの介助についたときには、今回学んだことを活かせるように頑張っていきたいと思います。 

                                                         備前市立日生病院 原 真弓 

当院のERCP関連の検査・治療は経験を積むには件数が少なく、検査時は看護師が 

介助をしていますが毎回検査をこなすことに精一杯なため、ついつい甘えて努力を 

怠 っ て い る の が 現 状 で す。（お 恥 ず か し い 話 で す が…）。 

このような状況の中で今回の医学講座を受講し、基本的な事から検査・治療のな 

ぜ・どうしてを知って復習できたと共に勉強不足を補う知識の習得ができました。 

とても身のある講座に参加できたと参加したスタッフ一同喜んでいます。次回の講 

座にも是非参加したいと思います。         岡山市立せのお病院 内視鏡スタッフ 

先日、ERCPの勉強会に参加させていただきました。念願のERCPの勉強ということも 

あり当病院からも多くのスタッフが参加し、新人も知識を一緒に深めることができ 

ました。いつもながらの分かりやすいスライドで解剖から手技の流れ、途中休憩に 

ほのぼの漫画ととても楽しく講義を受けることができました。労災病院の清水先 

生、本当にありがとうございました。次回もよろしくお願い致します。 

                             川崎医科大学附属川崎病院 堀 喜久恵 

「ERCP」の勉強会に参加させていただきました。講師の清水先生とは、仕事をご一緒させていただいてます。先生は、こ

の勉強会のために寝ずに資料やスライドを作ってくださっていて、内容はとても充実していて、解剖生理から疾患や処置

に関すること、盛りだくさんでした。特に、ERCPで介助する時の注意点など分かりやすかったです。清水先生の師匠の言

葉で、ERCPは「くいっ」とじゃ「ぴゅっ」といけ！強引に検査せず。先生もその言葉通り、いつも患者さんにやさしい検査をさ

れます。私も看護師側として勉強会で教えていただいたことを生かして、看護していこうと思います。 

また、この勉強会で何十年ぶりかに看護学校の同級生に会いました。みんな頑張っているんだなと思い、私も今よりもっと

頑張っていこうと思いました。ありがとうございました。                   岡山ろうさい病院   三好 朱紀 

 暑い日にもかかわらず、５５名の方の参加をいただきありがとうございました。 

私たちのために、時間を割いて資料作りをしていただき、分かりやすい講演で、

勉強になりました。休憩なしの２時間でしたが、内容が一杯であっという間に過

ぎてしまいました。 

解剖生理や基礎は何回聞いても勉強になります。覚えていたつもりでも、忘れて

いることって多いですね。再確認できて良かったです。「Eテレ 2355」見られま

したか？仕事で、むしゃくしゃしている方、心落ち着かせるためにぜひ見てくだ

さいね。 

また、先生の「患者に対する思い」や「治療方針」なども、良くわかりました。私は

ERCPの緊急によく呼ばれるので、今回の勉強を生かし、先生の思い？患者さん

のために、介助していきたいと思います。 

                         岡山ろうさい病院   梶原 みゆき 
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アンケート 
テーマ： 知っトクERCP

開催日時： 平成 ２６ 年 8月 24日（日 ）

会 場 ：岡山中央病院 セミナー室

参加人数 55 名
参加施設 19施設
回収率 91%

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞

ー7月の感染管理に関してー

・非常に勉強になりました。ありがとうございました。

・感染管理について、他の施設の話も聞けてよかった。参考になった。

・予定を早めに知らせてもらえると勉強の機会が出来てありがたいと思います。（技師以外も）

・スケルトンも用意されていたので構造がよくわかりました。

・今回はジョンソン社でしたが、オリンパス社の洗浄機でも同じことが言えることもあったので勉強になりました。できればオリン

パス社の洗浄機スケルトンで勉強したい。（洗浄機、スコープ等）

・経験は短いのですが、感染管理セッションは、大変興味深く、勉強になりなした。今後に活かしていきたいと思います。ありが

とうございました。

・スコープの自動洗浄機の構造や取り扱いの基礎がよくわかりました。
・細菌やウイルスにかんする知識を改めて詳しく得ることが出来ました。

・専門的なお話しで細かなアドバイスが（~する理由、~のために、して下さい。など）はとてもありがたかったです。オリンパス社
の話しも聞いてみたいです。

・当院で、CDの人が２人いて検査結果も(―)で、なんだろう。と思っていました。菌やウイルスの事、対処方法も考えていただき
勉強になりました。

・神さんの話し、大変解りやすく、細菌学的な部分もより理解出来ました。興味深く聞くことが出来ました。質疑応答の時間も有

意義でした。日々の業務に活かせそうです。
・洗浄器の種類が違ったので･･･。消毒については分かりやすかった。

ー8月のERCPに関してー

・医師から看護師・介助者にこうして欲しい、これを知っておいて欲しいという事が学べて良かった。

当院でもERCP(治療)の件数が増えてきたので勉強したかった。本では中々学習できないことが学べた。

今日学んだことを振り返り介助につきたい。

・ERCPに関して改めて詳しく学ぶことができました。明日からの実践に役立つ内容で良かったと思います。

・各種検査や治療についての知識を学ぶことができた。見ているだけでは分からないことを知ることが出来て良かった。

・丁寧な講義・資料をありがとうございます。

・もともと消化器内科の病棟に数年いて、そのあとの内視鏡室で勤務することになったため検査中から検査後全てに

関われてとても興味のある内容でした。いつも介助に入っていてこれはどうなのかなと思っていたけど、中々医師に聞け

なかったことを知ることが出来て大変良かったです。まだまだ教えていただきたいです。

・解剖からERCP・PTBDの症例や手技を画像の写真を用いて説明くださったのでとても分かりやすかったです。

ありがとうございました。

・一年目で知識も技術もまだまだ未熟ですが、講習を受けて肝・胆・膵の解剖やERCPの手技について今後に活かせる勉強

が出来ました。

・日々行っている処置、治療でしたが再認識できました。介助につくときは侵襲の大きい検査であり、いつも不安と体力仕事

(患者さんの体動も激しく）です。勉強になりました。

・医師の目線で話をしてくださって先生の気持ちが自分たちと同じだと共感うけた。今日の講義を新人指導に役立てたい。

・処置につくスタッフ以外に病棟看護師も参加すればよいと思いました。先生の講義が分かりやすいので新人向けに対応

可能だと思いました。Eテレ見ます！

・資料・写真がもう少し大きかったら見やすかったです(資料の図・字が小さい）。内容が詳しくてすごく勉強になりました。

・資料についてはスライド表は1ページ9枚よりは1ページ6枚までが読みやすいと感じました。

・本日話出来てないことを第2弾で講習してほしい。

・普段聞いている言葉もあれば知らないものもあり、難しかった。治療について選択をどうしていくかとても納得できた。

たくさんの画像でわかりやすかった。普段手技について聞けないので今日の話を聞いて分かるようになればと思いました。

・会場が寒かった。

・内容も良かったですが、先生のキャラが良い！また講義していただきたいです。

・専門的なお話が多くて難しい内容も多かったですが、とても分かりやすい講義で充実した2時間でした。

・当院はERCP・ERBDが数少ない治療的内視鏡です。毎回検査の介助でいっぱいいっぱいのため、ゆっくり勉強する機会が

ないので今回の勉強会は本当にありがたかったです。

・堅苦しくなくて良かった。IDUSの使用目的とか理解できてよかった。資料も詳しいので今後に生かして頑張りたいと思います。

・普段先生達が頭の中で描いているゴールが掴めないままなんとなく介助についている事が多かったので、少しでも同じ

ゴールが目指すことができるように知識を得られて良かったと思います。

・内視鏡を経験し始めたのがここ数か月前からなので初の内視鏡勉強会でした。先生がスライドを使って分かりやすく細かく

説明してくださったので本当に良かったです。

・分かりやすく説明してくださり、またEテレの動画で癒しの時間も取り入れてくださりありがとうございました。清水先生の講習を

今後も楽しみにしておきます。

・清水先生と仕事してみたいでーす！Eテレ見てみますね。

・普段処置中だとなかなかモニター見たり医師に聞けないのでゆっくり何のために何をしているのかわかって良かったです。

ERCP私も好きになりたい。
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平成26年度勉強会 ７・８ページに案内を掲載してい

ます。ぜひご覧ください。 

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

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞

ー7月の勉強会終了後ー

・CF後に手渡すパンフレットがあれば教えていただきたいです。

当院には今ありませんので参考にさせていて抱きたいと思います。

・今期洗浄機スケルトンを使って分かりやすかった（業者でなく製造元とゆうのも良かった）できれば年１回でもいい。

MEのお勧めの記録等。とゆうのも作っていただければいいなぁと。

・内視鏡での記録事項（処置中、洗浄など）。県北でも生理学・解剖学の勉強会

・介助時の注意点、患者対応（介助時）などお願いしたい。

－8月の勉強会終了後ー

・講義の会(様々な医学講習会）を増やしてほしい。

・医学講習は、最新情報が学べ勉強になります。

・内視鏡中の急変時の対応(医療事故の症例など）

・EUS-FNA、EUS-BDについて詳しい話が知りたい。

・技師試験対策
・ESD・ポリペク等のデバイス操作介助に関する事
・最新の治療・検査・機器・デバイスについての情報が知りたいです。来月は是非大腸内視鏡検査介助の用手圧迫について
お願いします。
・マンネリ化しない企画が良いですね。

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 1 川口メディカルクリニック 1
ボストン 1 川崎医科大学附属病院 3
まつお内科クリニック 1 川崎病院 10
岡山ろうさい病院 5 倉敷第一病院 3
岡山市民病院 1 倉敷中央病院 8
岡山市立せのお病院 3 津山中央病院 2
岡山赤十字病院 3 田中胃腸科 1
岡山大学病院 6 南岡山医療センター　　 1
市立備前病院 1 日生病院 3
松田病院 1

勉強会参加状況

テーマについて

0 20 40

①１年未満

②１年～５…

③５年以上

④未記入

内視鏡経験年数

0 20 40

①０～５回

②６～１０回

③１１回以上

④未記入

勉強会参加回数

0 50

①自分の…

②公休(出…

③休暇を…

④未記入

勉強会参加状況

0 20 40 60

①満足

②やや満足

③どちらでも

④やや不満

⑤不満

勉強会の時間

開始時間

テーマについて

勉強会に関して

0 20 40 60

①満足

②やや満足

③どちらでも

④やや不満

⑤不満

理解出来た

興味深かった

勉強会の内容

0 10 20 30 40

①できる

②マアマアできる

③どちらでも

④あまり出来ない

⑤出来ない

今後に生かせる
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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。今回は井原市立井原市民病院の紹介です。 

井原市立井原市民病院から 岡山済生会総合病院へバトンタッチ！ 

リレートーク 

 

 

 

〒715-0019 井原市井原町 1186番地 

TEL:（0866）62-1133（代）FAX：（0866）62-1275 

 

日本病院機能評価 Ver.6 認定 

■一般病床      65床 

■地域包括ケア病床  25床 

■医療型療養病床   60床 

         計 150床 

 

当院の特徴  

■一般診療を中心とした医療を実践 

■急性期と医療療養型を併設した病床 

■リハビリテーションの実践が充実 

 

日本消化器内視鏡学会指導施設認定 

 

 

 内視鏡室：2部屋（FUJINON）  放射線科：1部屋（OLYMPUS） 

 内視鏡洗浄機：２台 エンドクレンズ（ジョンソン＆ジョンソン） 

 内視鏡スコープ保有台数：EGD FUJINON（経口スコープ 5本 細径スコープ 5本） 

              TCS  OLYMPUS（CF2本 PCF1本） 

 

  

  

 内視鏡医師：常勤医 3名非常勤医 3名 

 内視鏡技師：1名 

 看護師：1名（手術室から応援看護師 1名～2名） 

 

 

 

 EGD：2475件【経口 1142件 細経口 482件 経鼻 600件】 

（PEG 造設 44件 消化管止血術 15件 ERCP 7件 など ） 

 TCS：529件（EMR 95件 消化管止血術 4件など ） 

 

内視鏡室紹介 

内視鏡スタッフ構成 

内視鏡室稼動実績 H25 年

度 

夜間休日緊急内視鏡にも 

対応してくれる頼もしい 

OP 室 NS です。 

当院内視鏡室の特徴：当院は細径スコープにて検診、スク

リーニングの EGD を数多く行っています。楽に検査が受

けられると、患者様から好評です。 
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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 

   第16回岡山県消化器内視鏡技師研究会 

●日時：２０１５年２月２２日（日）  １０：００～１５：００ 

●会場：くらしき健康福祉プラザ 

●内容：一般演題・特別講演・ランチョンセミナー・ 

    当院の内視鏡室紹介・勉強会報告など 

●会費：３，０００円 

最近の話題 

案内発想は１１月初旬を予定しています。 

ぜひ一般演題の発表をお願いします。 

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。 

内視鏡取り扱い講習会 
 ●日時：２０１４年１０月１６日（木）  １５：００～１６：００ 

  ●会場：岡山県北西部（新見市内を予定しています） 

  ●会費：無料 

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。 
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参加条件 
岡山県消化器内視鏡技師

会の活動に賛同して、 

工夫作品・ 資料・写真な

どを持ち寄ること。 

（１施設最低1作品以上）  

うちの病院の 

ＥＧＤの時の 

エプロンは 

これ！ 

検査前の説

明用紙はこ

れです 

検査体位の工夫

にこんな枕使っ

ています 

１００均で

こんな便利

グッズ見つ

けました 

うちの処置具の

収納は●●を利

用してます！ 

CF前処置室はこ

んな快適グッズが

あります 

機器点検の

チェックリス

ト作りました 

使用後の内視鏡

を洗浄室に運ぶ

容器はこれ！ 

うちの自慢のス

タッフユニフォー

ムはこれ1 

      工夫というと緊張しますが、普段 

  自施設で使用しているものを見せてください。 

実物持参でも良いし、写真に撮ったものを展示でも

資料持参でも良いです。 

今回の場所は壁面が無いので、机を使用して展示

していこうと思うので展示物や写真などはどのくら

いのスペースが必要か、申し込み時に机の数を申

請していただくことにします。 

   他の病院ってどんなふうにしているんだろう？

と思っていること多いと思うので、ここで聞いてみ

ましょう！ 

単純に質問して、参加施設に付箋で返事を貼って

いただくようなブースを作ります！ 

業者さん・メーカーさんへ 

 お気軽にご参加ください。もしかしてこれからの内視鏡検査に有用な商品開発のアイ

デアもあるかも…。差し入れも大歓迎ですよ＾＾ 

参加される場合は技師会役員にお声かけください。事務局へのメールでもＯＫです。 

申込書は次ページ 



 8 

■申込先

　　【郵送】　〒710-0826　倉敷市老松町5-3-10

　　　　　　　　　　　　倉敷第一病院　地域医療センター　嶋津宛て

　　【ＦＡＸ】　086-424-1682　（倉敷第一病院　地域医療センター）

　　【メール】　info@okayamagets.jp

　　◆作品の写真撮影（　ＯＫ　・　ＮＧ　）　　◆長机　（　　　　本）使います

※作品・資料は自院の規定に従って持ち出しして下さい。

※ステージでのｐｐｔ発表は企画していません。

岡山県消化器内視鏡技師会

文化祭（平成26年10月19日）　参加申込書

◆参加施設名

　 ◆作品名

■作品持参　　□資料　　□写真　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□作品持参　　□資料　　□写真　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□作品持参　　□資料　　□写真　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

例）　100均の●●を使った処置具の収納

①

②

　　◆作品展示ブースの他に「質問ブース」を設けます。

　　　ぜひ他の病院に聞いてみたい質問があれば記入して下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（セデーション後の帰宅の判断はどうしてますか？など）

申込〆切　平成26年9月30日（火）

※参加条件は1施設1作品以上の持ち込みが必要です。

ＦＡＸ（０８６）４２４－１６８２

　　◆参加者名

※電話でのお申込みお問合せは行っておりません。


