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作成 2015.07.27 

 

 勉強会  ①講習会：いまさら聞けないシリーズ 

     内視鏡で使用する薬剤について 

        津山中央病院 薬剤部副部長 

           杉本 哲大 さま 

 ②情報交換会：薬剤に関してのヒヤリハット  

▼日時：2015年８月９日(日)10:00～12:00 

▼会場：津山中央病院 健康管理センター３ＦＡ会議室 

       津山市川崎1756 Tel:(0868)21-8111 

▼参加費不要・駐車場無料 

■担当者から皆さまへ 
 暑中お見舞い申し上げます。毎日HEAT UPしている業務の中、何気なく使っている薬剤。 

ふと薬効・副作用など、どうだったかなぁ？と思ったりしませんか。 

 そこで、今回の 今さら聞けないシリーズ：薬剤編 を企画しました。日頃取り扱っている、鎮静剤、 

鎮痙剤、咽頭麻酔剤、洗腸剤等の定番的なところを薬剤師に講義していただきます。、どうだったかな？

部分を明確できたらなぁと思います。みんなで誰もが学べる時間にしています。 

その後、グリープに分かれて現場でのあんなことこんなことの情報交換’を計画しています。県北も暑い

ですが是非ご参加ください。                      津山中央病院   花村 典子 

        申込み方法（メールか郵送でお願いします）  
             ■〒700-0913  

                       岡山市北区大供2丁目2-16      川口メディカルクリニック 桑田 洋子宛  

             ■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。  

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

申込〆切 

８／3

http://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_25.html
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◆◆7月の勉強会報告◆◆ 

   

 いまさら聞けないシリーズ：画像編の講習会に参加させて頂きました。NBIや染色での画像の見かたや、多くの

画像を用いて疾患別に説明して頂きとても解りやすかったです。また講義の合間のお話も楽しくあっという間の

２時間でした。大変忙しい中講義して下さった白髭先生、準備して下さったスタッフの方々に感謝致します。 

                 

 

「内視鏡室勤務 2年目になります。岡山市民病院の柳本です。初めて勉強会に参加させていただきました。 

医学講習会 基礎編「いまさら聞けないシリーズ：画像編」初めてということで、緊張して席についたわけですが、 

白鬚先生の講義は、堅苦しい雰囲気ではなく、所々休憩を挟みながら楽しく受講することができました。 

 最近、上手に下部内視鏡時の腹部圧迫介助ができないものかと、試行錯誤していましたが、今回の講義の中で、 

内視鏡の位置を把握するポイントを教えていただくことができ、早速その知識を活用させてもらっています。 

 まだまだ、未熟者ですが、今後も、積極的に勉強会に参加して、先輩方のような、内視鏡エキスパートナースになれる 

ように頑張りたいと思います。」  

 

                         岡山市民病院  内視鏡室 柳本 宗哉 

白髭先生お忙しいところ 

たくさんの画像編集をありがとうございました！ 

岡山ろうさい病院ホームページより 

 ふだん検査介助中モニターを見ていて先生に教えてもらいたいと思う事例など

ありますが、患者様の手前  聞けない事が多いのが現状です。 

 今回、動画を見ながらの講義は とても分かりやすく興味を持って学べ有意義な

時間でした。施設にもちかえり、スタッフのみんなで共有したいと思いました。 

    資料がいただけたら ありがたかったです。 

 

       高梁市立成羽病院    浅沼 晴美  岩下 ますみ 

国立療養所長島愛生園  岡崎 真由美  中島 恵 
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今回の勉強会は、以前当院に勤務されていた白髭先生の講義ということで、懐かしさ

もあり参加させていただきました。豊富な画像と動画で、まるで検査介助してるかの

ような臨場感でした。丁寧でユニークな解説は昔と少しも変っていませんでした。 

先生の人柄に改めて感銘しました。ディズニー好きは知りませんでしたね。しかし何

事も極めることは自分自身のスキルアップにつながります。 

今後の業務に参考になる貴重な時間を過ごさせていただきました。 

 

                     勝山病院 木下善夫 

日々の業務では、検査の処置や患者さんの状態把握に追われ、ジックリ画像を見れなかったたり、後で先生に聞こ

う…と思っているうちに他の業務で忘れたり…そんな私に今回のデーマは本当に救世主でありました。。実際の検

査の動画ということもあり分かり易く、どんどん頭に入ってきました。 

とはいえ解らない画像もあり、少し悔しかったので地道に勉強していこうと思っております。 

第２回、第３回もあると嬉しいです。（あっ、それまでにディズニーの１０人のプリンセスも制覇しなくては(笑)) 

白髭先生、内視鏡技師会の役員の皆さま、ありがとうございました。 

本当に勉強になりました、またぜひ参加させてください。今後ともよろしくお願いいたします。 

                  赤磐市熊山診療所  本田 さだえ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13jv159vr/EXP=1433245504;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUTV5M3BDNFlyZXNFNTQ2ZV92bVpReTNxV0F2S0Z3YmZHRmpEWlJrSFlRb3JSY1ZJZVd0dmZyVFl3BHADNDRPcDQ0S2s0NE96NDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDMjQwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**ht
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＊お休みのところ 

ありがとうございました＊ 

 ７月に入って、朝晩が涼しいが昼間が蒸し蒸しと暑すぎる日々でしたね。いよいよ本格的な夏！ 

医療者も冷房の中で油断するとバテますよ？しかも女性には紫外線も避けた―い！季節になりました。

今この原稿作りながら見たテレビで日焼け予防に効果のある食材の話しています。夏の野菜のビタミン

C・リコピンの多いトマト、それに加えてアントシアニンまであるスイカも良いそう！恐るべし夏野菜。 

旬の野菜を食べましょう！そして免疫力を高めるため、今話題の腸内フローラを整えて乗り切りましょう！ 

 

 さて今年の目玉の“今さら聞けないシリーズ”に多数のご参加ありがとうございました。 

私たちの大きな期待に十二分に応えていただいた内容で大満足でした。勉強会に使用する画像のことま

で考えて･･･本当にお忙しい中たくさんの画像・動画を取りそろえて頂いた白髭先生に大感謝でした。 

ご協力頂いたろうさい病院の方々ありがとうございました。 

 普段介助中、画像見ていて解剖生理の本を抱えて照らし合わせるわけにも行かず、反転してグルグル回

すと今どこを見ておられるんだ？と思う場面が多かった経験をしていました。 

いつまでも恥ずかしいから聞けないと言っておられないですものね。 

皆さま、また要望がありましたら教えてくださいね。 

 

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

 

PS：現在役員は居ないのに、岡山中央病院さまにはいつも勉強会への 

   ご協力頂いて大変感謝しています。ありがとうございました！ 

差し入れ 

頂きました 

＊味の素製薬の皆さま＊ 

この度は、7/12の内視鏡技師会勉強会にて、腸管洗浄剤モビプレップの紹介の時間

を頂き誠に有難う御座いました。 

 勉強会に参加させて頂き、多くの方々が勉強会に参加され講師の話を聞かれておられ

る様子を拝見し、参加された方々の熱心さと共に役員の方々のご苦労を痛感した次第で

す。 

 弊社がモビプレップを発売し約２年となりますが、当初 心配された腎機能低下した患

者様、透析患者様への安全性については、モビプレップ使用症例報告が学会等で報告さ

れ、安全性に関しては確立しつつあります。今後も医療に従事されている方々や患者様

に安心してご使用頂けるよう努力して参ります。 

 今後共、引き続きご指導賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

            味の素製薬㈱ 岡山営業所 井上 昌彦 
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◆◆7月勉強会アンケート◆◆ 

参加人数    ７６名 

参加施設   ３２施設 

回収率   ７８,９％ 

  

テーマ：いまさら聞けないシリーズ～画像編～ 

開催日時：平成２７年７月１２日   

会 場：岡山中央病院     

満足

91%

やや満足

9%

どちらでもな

い
0%

やや不満

0%

不満

0%

勉強会テーマについて

満足

83%

やや満足

15%

どちらでもな

い
2%

やや不満

0%

不満

0%

勉強会の時間

１年未満

27%

２～５年未

満
40%

５年以上

33%

内視鏡経験年数

今日の勉強会に対する意見・感想         

・ピットパターンの判断の仕方がわかってとても勉強になりました       

・大変貴重な画像を見せていただき（当園では件数が少ないため）とても興味深く勉強させてもらった事を感謝しております   

・とても充実した時間をすごさせていただきました。楽しかったです。まだまだ勉強不足だと実感しました。    

・画像で講義していただけとてもわかりやすかったです         

 どうしても患者さんの方に目が向いているので明日からDr目線の観察でも介助につきたいと思いました    

・普段画像を見ながら質問出来ないので今回は画像を見ながら説明して下さったので、すごくわかりやすかったです    

 まだ内視鏡に来て３ヵ月ですが頑張って行こうと思いました       

・長くなっても全部聞きたかった 楽しくわかりやすく勉強できた。写真で見るよりもいつもの動画で見せてもらえたのでより理解出来た。  

・ディズニーに関する画像・話が少し多すぎるのではないですか        

・癌・潰瘍など私たちも画像を見て病変が判断できるようにならなければと改めて勉強しなくちゃと感じました    

・画像を説明つきで見た事がなく、Drがどんな視点で見ているのか カメラを操作しているのかがよくわかりました     

・解説付きで画像がみれてよかった 大腸の入っている場所がわかれば腹部圧迫の介助とかもしやすいと思った    

・肝臓や脾臓が透けて見えるのも目安となる事がわかり、早速明日から知識を役立てようと思った     

・検査の介助についていてもわからなかった事を知ることが出来ました       

・半日内視鏡勤務とか1ヵ月に数回の勤務です 画像が何ステージかまで尋ねられてもわからないレベルです    

 皆さんすごく勉強されているんだなぁと感心しました 自分の勉強不足を改めて痛感しました、もっと勉強して勤務につくように心がけていきま

す。  

・画像がわかりやすかった 潰瘍の分類など医師が診断し介助の私は理解していませんでした      

  今後少しずつでも勉強していきたい、画像を出来れば資料化して欲しい      

・良く理解できました 今日得た知識をもとにもう少し掘り下げて勉強してみようと思います      

・日ごろゆっくり画像を見て観察することが無いので とても勉強になりました お世話になりました     

・画像を説明付きで勉強できたのは初めてでわかりやすかったです 何回ももっとくりかえしみたいと思うほどでした    

・もう少し内容を盛り込んで欲しかった         

・明らかな癌はわかるが難しい 説明を受けている時は言われれば・・と思うが「チリチリになっている血管が・・」は・・？   

 今後意識して介助につきたいと思う 第２弾希望します        

・いつも勉強会の準備おつかれさまです 今回はBGMまで用意してくださり また違った雰囲気で楽しく勉強出来ました   

・白髭先生のディズニー愛びっくりしました 大好きなんですね 勉強の間にちょっとだけでしたが、楽しかったです    

 画像では先生の言葉でわかりやすく解説して下さり、一生懸命メモしました ありがとうございました     

・何となく毎日見ている画像だったので、再確認出来たので良かったです      

・今年内視鏡に配属されて、まだまだ消化器疾患や検査中の事などわからないことだらけであったが、    

 この勉強会での説明を聞いてイメージつきやすく理解することが出来た ありがとうございました     

・実際画像を見ながらゆっくり説明しながら見る事が出来ないので、今回で更に画像を見ながら考えながら出来ると思いました   

・動画で講義して下さり普段診ている感覚で病変部の解説を聞くことができ非常に良かったです      

・途中息抜きの楽しいお話もあり、あっという間に時間が過ぎました、今日の復習もプラスして頂いて第2弾をぜひお願いしたいです。  

・画像をくわしく教えていただきとても良かったです まだ画像があるとの事でパート２をして欲しいくらいよかったです   

・内視鏡検査の介助につきながら特に上部の時なかなかDrに聞けずにいた所がわかって勉強になった     

 今さら聞けないシリーズ他にも聞きたいです        
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内視鏡勉強会に今後望む事       

・ERCP 小腸内視鏡について       

・基礎         

・GF CF Drにとってして欲しい介助 スムーズにどう介助が行えるか教えてほしい    

・いつも新しい発見があり、何度勉強会に参加させていただいても本当に勉強になります    

・かゆい所に手が届く内容ばかりで、いつもありがたく思っています     

・ポリペク ESD等で採取した検体の診断に関して・検体の取り扱い等     

・またこのような先生がどういう所を見ているのか画像を説明して下さる勉強会は大変よくわかり、嬉しかったです   

・腹部徒手圧迫の方法について       

・今回の勉強会のテーマは凄く興味深く出来るだけ参加しようと思っています ありがとうございました   

・自分が介助につく検査も限られているので様々な症例や検査・処置を教えていただけるとありがたいと思います  

・他施設の入室から退室まで（記録含めて）       

・医療者側の感染防御~洗浄の仕方       

・機能評価編 近いうちに計画して下さい お願いします      

・下部 腹部圧迫のコツ等についてまた勉強したいです      

・いつも大変お世話になり、ありがとうございます       

 この勉強会で学ぶ機会を大変楽しみにしています 今後ともどうぞよろしくお願いいたします   

・常に内視鏡に関する最新情報が知りたいです      

◆◆勉強会アンケート続き◆◆ 

◆◆27年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 

月日 テーマ 講師 会場 

9/6（日） 

10:00～

12:00 

講習会：内視鏡機器トラブルシューティング(1時間) 

講習会：内視鏡機器管理等の話(1時間) 

オリンパス(担当未定） 

チクバ外科 

   ME奥野さん 

チクバ外科・ 

胃腸科・ 

肛門科病院 

11月未定 

10:00～

12:00  

施設見学：水島中央病院 

 

水島中央病院担当者 

センター長  

   緒方 正敏先生 

水島中央病院 

  

12/20(日) 

10:00～

12:30 

医学講習会：内視鏡基礎講座 

 

岡山ろうさい病院 

   清水 慎一先生 

岡山中央病院 

1/17（日） 

10:00～

12:00 

講習会と実地：内視鏡検査中の急変対応 岡山ろうさい病院  

救急認定看護師  

    畠山さん 

岡山ろうさい

病院 

2.5時間 

＊お知らせ＊ 
１１月の病院見学の概要が未定です。 

申し訳ありませんが、詳細はまたご連絡します。 

詳細未定 
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◆◆技師会より◆◆ 

◆◆平成２７年度はこのメンバーで頑張ります！◆◆ 
    技師会顧問：越智 浩二(岡山中央病院 医師） 

             清水 慎一(岡山ろうさい病院 医師） 

    会長：梶原 みゆき(岡山ろうさい病院）中国地区役員 

    副会長：池上 洋子（まつお内科クリニック） 

    会計：黒岡 昌代(南岡山医療センター） 

    書記：田中 広子(チクバ外科胃腸科肛門科病院） 

                    中国地区役員・会計監査 

    事務局：桑田 洋子(川口メディカルクリニック）勉強会リーダー 

    幹事：小野 房枝(倉敷中央病院） 

        遠部 絹子（岡山ろうさい病院） 

                日本消化器内視鏡技師会看護委員・会計監査 

        大原 小百合(落合病院) 

        河上 真紀子（川崎医大附属病院） 

        小林 博子（岡山市民病院） 

        錦織 恵美子（松田病院） 

        花村 典子（津山中央病院） 

        村山 綾子（湯原温泉病院） 

    ホームページ管理者：木下 善夫(勝山病院） 

全員写真 

 

＊長い間ありがとうございました！＊ 
 

３月末で、役員を交代しました 

 ・事務局を務めてくださっていた嶋津 志織さん（倉敷第一病院） 

 ・前川 紀子さん（南岡山医療センター） 

 ・藤原 まゆみさん（津山中央病院） 

        大変お世話になりました、今後ともよろしくお願いします。 

役員紹介 
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新役員紹介 

岡山市立市民病院： 小林 博子さん 

 
 今年度より役員をさせていただくことになりました。 

 いつも、技師会の勉強会に参加させていただくだけでしたが、 

 今後は何か少しでもお手伝いできればと思っております。 

 

   宜しくお願いいたします。 

落合病院： 大原 小百合さん 

一緒に頑張りましょうね～(^^)/ 

 

今年度から役員になりました、落合病院の大原小百合です。 

他施設とは病院の規模が違いますが、当院にある役割を担うべく内視鏡に

携わっています。内視鏡大好きです！ これからも岡山内視鏡技師会が盛

り上がっていけるよう微力ながら頑張りたいと思います。  

 どうぞよろしくお願いします！ 

◆◆第１２回中国地区消化器内視鏡技師研究会・機器取扱い講習会のご案内◆◆ 
  ■開催日・時間 平成27年9月13日(日) 10：00～16：30 

   ■会場 下関市生涯学習プラザ  

☆参加者募集！☆ 

 ＊岡山県からちょっと遠方になりますが・・・ 

                中国地区研究会に参加しませんか？＊ 

 消化器内視鏡技師の認定試験を受けるためや、更新手続きのための 

 機器取扱い講習会もあります！ 

 教育講演は、 

 早期胃癌の内視鏡診断と治療です。 
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 ◆岡山県消化器内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。  

            info@okayamagets.jp  

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

◆◆技師会からの情報◆◆ 

 

＊いつもお世話になっている業者さまへ＊  
私たち内視鏡の現場で役に立つ情報や新製品の情報・注意情報などなどを 

ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。原稿やご提案は下記まで・・・。 

■学会長：石﨑 淳子 

     （ＪＡ広島総合病院） 

■会  期：平成27年 10月10日（土） 
■会  場：ベルサール渋谷ガーデン 

     東京都渋谷区南平台町１６－１７ 

     TEL 0120-008-527（住友不動産ベルサール総合案内） 

 ◆◆内視鏡機器取扱い講習会(実践編）のご案内◆◆ 

  ■開催日・時間 平成27年11月8日(日) 10：00～15：00 

   ■会場 RCC文化センター 

         広島市中区橋本町５－１１ 

          TEL：082-222-2277 

          参加費5000円(昼食代1000円込み） 

参加申込み 

 ９/１～１０/２まで 

＊実践編は、申込み資格があります。                                    

詳しくは･･･ 

 ◆◆岡山県医師会消化管検診研究会講演会のご案内◆◆ 

  ■開催日・時間 平成27年8月22日(土) 1４：00～1７：00 
   ■会場：岡山衛生会館 三木記念ホール 

         参加費無料 

          

   詳しくは・・・別紙 
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岡山県医師会の講演会のご案内です。 
 

半世紀以上にわたり胃X線検査による胃がん検診が行われてきました。その検診の効果につて

はエビデンスもあり有効性が証明されています。しかし、受診者の高齢化、受診率の低迷、X線

を扱う医療機関の減少、読影医の減少等々の問題のみならず一般住民のピロリ菌に対する関心の

高まりがあることはご存じの事と思います。 

 さて、本年4月に国立がん研究センターから胃がん検診（対策型）における内視鏡検診が有効

であるとのエビデンスが出されました。それにより胃がん検診（対策型）に内視鏡検診も認めら

れることが考えられます。また、岡山県においても「ABC分類」を用いた胃がんリスクの評価を

行っている市長村も増えてきており、ピロリ菌除菌療法にも関係した内視鏡による検診の必要性

が生じています。県医師会では別紙の如く恒例の研究会を開催します。今回の講演ではお二人の

講師をお招きし河村隆先生には内視鏡検診の有効性、方法（経鼻内視鏡を含む）、問題点、シス

テムづくり等をお教え戴きたく思っております。また、渡邊能行先生には「ABC分類」を用いた

胃がん検診の有用性、システムづくり、ピロリ菌除菌療法を含め注意点などを細かくお教え戴く

予定になっています。 

 

今後の胃がん検診のあり方について技師会の皆様方と一緒に考えていきたいと思っています。

この講演はその一助になるものと考え是非、ご聴講して戴きたく思っております。 

 
尚、技師会の皆様は参加費が無料となっております 

  

岡山県医師会からのお知らせ：N0.1 
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岡山県医師会からのお知らせ：N0.2 
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