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作成 2015.08.23 

 

 勉強会  ①内視鏡機器トラブルシューティング 

    オリンパスメディカルシステムズ  

               渡辺 邦彦さま                      

 ②当院の内視鏡機器と内視鏡室運営について 

    チクバ外科・胃腸科・肛門科病院  

       臨床工学技士  奥野 学さま 

▼日時：2015年9月6日(日)10:00～12:00 

▼会場：チクバ外科肛門科病院 ２F研修室 

           (当日貼紙・スタッフが案内します） 

     岡山県倉敷市林2217  TEL:(086)485-1755 

▼参加費無料・駐車場無料 

 ■担当者から皆さまへ 
  毎回好評な機器講習会！第2弾！9月は、オリンパスさんより修理依頼の内容はどのようなものが多

いのか？めったに無くても、修理になる可能性のある故障など、そして、当院のME（臨床工学技士）より

ファイバー修理の契約やスコープのリース契約（ＶＰＰ）を含めた講演をお願いすることができました。 

 あらためて、機器の専門家のお話しを聞き、日々の疑問を少しでも 

解決できるヒントになればと思っています。 

 たくさんの方のご参加お待ちしております。 
 

                 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 田中広子 

        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 

●高速道路からお越しの方 ：瀬戸中央自動車道を水島インターで「玉野岡山方面」出口から一般道へ。 

        二つ目の信号交差点を右折し、すぐの信号を左折してください。（インターより3分）  

●一般道からお越しの方 ：県道岡山児島線を児島方面へ向かい、 

        水島インター手前のガソリンスタンドJOMOのY路を左方向へ。看板が見えます。  

●鉄道(ＪＲ)でお越しの方 ：JR瀬戸大橋線の茶屋町駅で下車。タクシーで約10分。 

        （いちばん近くの植松駅または木見駅では タクシーが常駐しておりません。）  

●バスでお越しの方 ：倉敷駅から下電バス天城経由児島行き約25分。 

                 岡山駅から 下電バス 児島行きで約50分。  

申込〆切 

９／１ 

9月 
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◆◆8月の勉強会報告◆◆ 

 普段使用している薬剤ですが、特性や効能、適用上の注意をあらためて確認することで

今後の現場に生かせたり、スキルアップにもつながっていけると感じました。内視鏡という仕

事をするにあたり、薬剤は重要である上、自分自身、知識として身につけなければならない事

であるため、とても興味深い勉強会でした。ありがとうございました。  

 

                          津山中央病院 内視鏡センター 看護師 

                                     木下 祐子 

杉山 哲大さま(津山中央病院 薬剤部副部長） 

たくさんの資料、わかりやすい講演ありがとうございました。 

突然の申し出にも迅速に対応いただき感謝しております！ 

＊先月の勉強会ご案内の時に薬剤師の杉山さまのお名前を 

杉本さまと誤記しておりました。大変失礼致しました＊ 

 お詫び 

内視鏡で使用する薬剤についての勉強会に参加させていただきました。私は、臨床検査技師なので、薬剤

の基礎的な話が聞けると思い参加しました。 

日頃使っている薬剤を丁寧に説明していただきました。介助している時に注意する事や臨床検査結果に影

響を及ぼす薬剤がある事もわかりました。今回勉強させていただいた事をこれからの業務に役立てていこうと

思います。とても有意義な時間をありがとうございました。 

         

                                  佐用共立病院  大西篤子 
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＊勉強会に関してやや不満のところにチェック入れたのは・・・ 
      もっとたくさん勉強したいので２時間じゃなくても良いと思いました。 
＊何となく理解していたつもりでしたが、根拠が少し分かったので助かりました。 
＊薬剤師からの目線での薬に対しての知識、大変参考になりました。 
＊当院で使用している薬剤の特長がわかり、他の薬剤のこともよく解ったので勉強になった。 
  今後も使用していく上で参考にさせていただきます。 
＊質問の時に内容が聞きづらかったのでマイクを渡すとかして欲しいです。×５ 
＊薬剤の話は難しいと思うところがありましたが、大事な所を色で示していただいていたので頭に入りやすかったです。 
  ありがとうございました。 
＊日常なにげなく薬剤を使用していましたが、改めて薬剤のことが勉強できた。 
＊薬剤師さんの専門的なお話、かみくだいての内容で大変分かり易かったです。 
  使用方法(希釈や時間的なもの）の理由が分かり納得できました。日々の業務に活かせていきたいです。 
＊薬の内容を深く知ることができた。 
＊ニフレックを内服するにあたり、アナフィラキシーショックに気をつけ改めて仕事に活かせていけたらと思います。 
＊知らずに使用していた事があり、勉強になりました。参加させていただき良かったです。 
＊今回初めて参加させていただきました。内視鏡施設(他施設)の方の意見や質問なども聞くことができ、 
   勉強になりました。ありがとうございました。 
  また注射の作用、副作用など日常で使用する薬剤も細かく知ることができ良かったと思いました。 
＊資料の字が小さいので見づらかったです。もう少し大きい方が嬉しいです。×５ 
＊キシロカインアレルギーと中毒について勉強になりました。 
＊質問が活発にあり、勉強になった。 
＊たくさんの薬の話が聞けてとても役に立ちました。 
＊モビプレップに当院も変更になりますが、アスコルビン酸で血糖測定に影響があると知り、糖内病棟の友人に 
   伝えたいと思いました。 注射薬の細かな注意を知り、自分の行動を見直そうと思いました。 
＊キシロカインビスカスやスプレーが投与量等のエビデンスが理解でき、すぐに活かせることができると思いました。 
  自分の知りたかったことが学べた。  
  また腸管洗浄剤から食道静脈瘤の治療薬まで学ぶことができて、非常に勉強になりました。 
＊情報交換の時間が持てなかったのが残念でした。 
  薬剤は医師の指示で投与していますが、観察していく上で気をつけて見ていかなければならないポイントが 
   わかって良かったです。 
＊知らなかった事、再確認できたことなどあり、良い学びの機会になった。 
  穏やかな分かりやすい先生のおかげで質問も気軽にできて参加して良かったです。 
＊当院ではセルシン→オピスタン使用しています。１～２時間休んで帰ってもらっています。 
  時に車でも医師の許可で帰っていますが、作用時間、法律ではいけないと言うことだと改めて勉強になりました。 
＊薬の効能や組成に着目した勉強会は初めてでしたので、とても勉強になりました。 
  ふだん使用している薬や説明している休薬についての根拠がわかり理解を深めることができました。 
＊不可逆的・可逆的ののスライドが資料にあればわかりやすくて良かったと思います。メモするのに大変でした。×２ 
  抗血栓薬中止時のリスクを書いた同意書を他施設はどうされているのかと思いました。 
＊とても落ち着いた口調でお話しくださり、とても聞きやすいペース、声でした。先生のお人柄が感じられました。 
  また県南までお話に来ていただきたいくらいです。 
＊データや効能書きから内容を書き出したあと要約してくださるので、薬理学の苦手だった私にもとてもポイントが 
   分かりやすかったです。 
＊資料に無いスライドが意外と役に立ちそうなものが多かったので、手元に無いのが残念です。 

◆◆8月の勉強会参加者感想◆◆ 

            (アンケートより抜粋） 

これ参考になりました！

熱中症予防に。 
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 ＊津山中央病院のスタッフの皆さま 

 準備から片付けまで、 

お休みのところありがとうございました！＊ 

県北で『内視鏡で使用する薬剤について』の勉強会が開催されました 

８月に入り暑い中、日曜日にも関わらず参加者34名と県南からも多数参加してくださりありがとうございま

した 

内視鏡検査時に鎮静剤は欠かせないもので当たり前のように使用していますが、薬によりさまざまな半減期

があったり、鎮静剤に緑内障が禁忌！を知らなかったのでとても勉強になりました 

講義をしてくださった杉山先生、ありがとうございました 

スライドもたくさんあり、わかりやすかったです 

津山中央病院のスタッフの皆さま大変お世話になりました 

本日勉強したことを今後の業務に生かしていきたいと思います 
 

                                             湯原温泉病院 村山綾子 

時間の都合上、情報交換会が開催できず

ご迷惑おかけしました。 
  当初の準備で用意させていただいていた 

  お菓子をお配りしました。 

＊村山さん、受付などお手伝いありがとうございました！＊ 
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◆◆8月勉強会アンケート◆◆ 

◆◆27年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 

月日 テーマ 講師 会場 

11/15(日) 

10:00～

12:00  

施設見学：水島中央病院 

（医学講習会：未定） 

         

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 

講習会と実地訓練：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  

    畠山さま 

岡山ろうさい

病院 

2.5時間 
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今後に生かせる勉強会に関して 勉強会の内容 
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☆皆様にお願い☆  
  

   おかやまげっつに取上げて欲しい事や載せて欲しい記事、 

   また最近の話題などありましたら、ぜひお声かけ下さい。  

  業者さんからの情報も大歓迎です。  

  内視鏡以外の情報でもＯＫ！ 

          （美味しいものやおすすめの旅など・・・）  

  ためになる楽しい会報にしていきたいと思っています。  

   またご意見・ご感想もお寄せ下さい。  

◆◆技師会からの情報①◆◆ 

◆◆第１７回岡山県消化器内視鏡技師研究会のご案内◆◆ 

■開催日・時間 平成2８年２月７日(日) 10：00～15：00 

■会場 川崎医大附属病院 ８階 大講堂 

■内容 一般演題・教育講演 

     当院の内視鏡室紹介・勉強会報告など 

     ランチョンセミナー(内容検討中) 

■参加費 ３０００円 

＊来年の研究会は例年より 

時期が早くなっております＊ 

申込みはお早めに！ 

  ご案内は･･･ 
 ９月末～１０月初旬に配送予定 

           です。 

機器展示も 

ありますよ！ 
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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②◆◆ 

＊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・・・。 

 （おかやまげっつに掲載するか、勉強会にご参加いただくか？など。）  

■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）                        

        ＊実践編は、申込み資格があります。詳しくは・・・ 

 

参加申込み 

 ９/１～１０/２まで 
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参加資格があります、 

よく読んで 

申込みしてね！ 
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