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 作成 2019.07.28 

 

 勉強会 医学講習会 

   内視鏡室における 

     感染管理について 
  津山中央病院  

  感染管理認定看護師  國米 由美先生  

 ▼日時：2019年8月18日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：津山中央病院 健康管理センター3F 

    岡山県津山市川崎1756 

 ▼参加費：500円 ▼駐車場：無料 
     ～9時半から受け付け開始です！～     

 ■担当者から皆さまへ 
    天気が不安定な日が続きますが、皆様 体調はいかがでしょうか？ 

 ８月は県北での開催になります。今回は感染についての基礎から学べるよう 

 津山中央病院の感染管理認定看護師の國米先生に講義をお願いしています。 

 初心に戻り、感染対策を振り返ってみてはいかがでしょうか？ 

 今年は台風や大雨に見舞われない事を願っております。 

  会場も津山中央病院での開催で行きやすくなっております。 

 遠方ですが、多数のご参加をお待ちしております。 

          落合病院 大原 小百合 

        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⇒ okayamascope@hi3.enjoy.ne.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 
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◆◆7月の勉強会アンケート結果①◆◆ 
勉強会アンケート結果(川崎医大附属病院） 

参加人数 74名 
参加施設 35施設 
回収率  93 ％ 

テーマ   ：医学講座 大腸・小腸疾患について 
開催日時 ：2019年7月7日（日） 
会 場   ：川崎医大附属病院 別館6階大会議室 

＜勉強会に対する意見・感想＞ 
 
＊とても分かりやすくて理解できました(UCとCDの違い）。 

＊小腸スコープやカプセル内視鏡はしていない施設ですが、知識として必要なのでとても参考になりました。×4 

 IBDは患者に多く勉強になりました。治療内容も分かり、患者との関わりに役に立つ勉強会でした。 

＊とても面白い講義でした。先生の実体験も交えて分かりやすかったです。×3 

＊分かりやすい例題で良かったです。印象に残りました。 

＊自分の職場では症例が無いので、勉強になりました。 

＊すごく分かりやすく聞きやすくあっという間の2時間でした。もっと聞きたいと思いました。 

＊面白く飽きの来ない勉強会をしていただいて2時間あっという間でした。 

 何度同じ内容をして頂いてもすぐ忘れちゃうので。今後もよろしくお願いします。 

＊とても良くわかりました。写真も分かりやすかったです。 

＊勉強会で学んだことをいかして検査介助していきたいと思います。 

＊とても分かりやすく、なぜなど理由まで教えて頂き治療の意味を復習することが出来ました。 

＊面白かったです、スライドの中の文字が程よくて良かったです。 

＊講義を聞く機会が無いので分かりやすく説明してもらい理解できました。UC,CD混同していたのでどう違うか 

 分かった。  ＊小腸についてあまり勉強をしたことが無かったので勉強になりました 

＊とても面白い先生で話も分かりやすく良かったです。こんな先生の元でお仕事できたら楽しいと思う。 

＊小腸疾患の話をもう少し聞きたかった。     ＊イメージしやすい話でとても勉強になりました。 

＊潰瘍性大腸炎とクローン病の病態や治療法について詳しく教えて頂き良く理解できました。カプセル内視鏡について 

 新しい見解や情報がありましたら教えて頂きたいです。 

＊半田先生の講義はとても楽しかったです。×12 苦手だったところも知れて勉強になりました。 

  ①１年未満 ②１年～５年未満 ③５年以上 ④未記入   

内視鏡経験年数 7 26 32 4   

  ①０～５回 ②６～１０回 ③１１回以上 ④未記入   

勉強会参加回数 23 13 28 5   

  ①自分の時間 ②公休(出張扱い) ③休暇を取って ④未記入   

勉強会参加状況 58 1 5 5   

  ①満足 ②やや満足 ③どちらでも ④やや不満 ⑤不満 ⑥未記入 

テーマについて 59 8 0 0 0 2 

開始時間 67 1 0 0 0 1 

勉強会の時間 63 4 0 0 0 2 

  ①満足 ②やや満足 ③どちらでも ④やや不満 ⑤不満 無回答 

興味深かった 63 5 0 0 0 1 

理解出来た 55 14 0 0 0 3 

  ①できる ②まあまあできる ③どちらでも ④あまり出来ない ⑤不満 無回答 

今後に生かせる 50 14 2 0 0 3 

川崎医科大学附属病院 半田 修先生 

 楽しく分かりやすい講義をありがとうございました。 
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◆◆7月の勉強会アンケート結果②◆◆ 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
 
＊内視鏡室の防災面での工夫について  ＊ピロリの講義を是非聴きたい(前回参加できなかったため） 
＊AIを使って読影の感想を聞きたいと思います。  ＊ERCPの画像の見方を詳しく知りたい。 
＊胃瘻造設、交換時の対応について ＊内視鏡室のレイアウト、各々の施設の発表など 
＊EGD、CS等の医師の目線から看護師の手技について、どうして欲しいかお話があれば興味があります。 
＊医師から見て看護師の行動などこうして欲しいとかのアドバイスなど知りたい。 
＊今後大腸検査の介助方法について知りたい(用手圧迫法など）。  
＊内視鏡の看護記録について   
＊今後も定期的な勉強会を開催してほしいです。 
＊同じ事でも何度でも取り上げて欲しい。 
 色々な企画をありがとうございます。 

＜内視鏡勉強会に対する意見・感想＞ 
 

＊炎症性腸疾患についてUC,DCの区別について詳しく分かりやすくて楽しかったです。×5 

 大腸がんについても検査の必要性について深く理解できました。 

＊小腸のカメラは職場では行っていないのですが、小腸に興味を持つことが出来て良かったです。×3 

＊潰瘍性大腸炎とクローン病の違いがよく分からなかったのですが、分かりやすい話で良く理解できました。 

 我が健診センターでもCSの希望者が増えてきています。介助の方も頑張りたいと思います。 

＊理解しやすいように例え話をしながら講義して頂いて楽しく勉強出来ました。画像所見もふまえながら説明して頂き 

 分かりやすかったです。×3  *半田先生！すごく楽しい講義でした。明日からの仕事に活用します。 

＊すごく勉強になりました。クリニックでも小腸疾患を引っかけられるようにアンテナを立てていきたいです。 

＊内視鏡の経験が浅いため、初めて知る事が多くて勉強になりました。 

＊IBDの難しいところを簡単に分かりやすく説明して頂き良くわかりました。 

＊つい先日出会った受診者の方がクローン病だったので色々つながりました。ありがとうございました。 

＊次の技師試験にも出そうな内容ですごく興味深かったです。 

＊疾患に対しての知識の底上げになりました。今後も是非お願いしたいと思います。 

＊UCとCDの違いがわかりやすく楽しく学べることが出来ました。先生の京都での事例を教えて頂きたいです。 

 カプセルの事がまだ良く理解できていないので自己でも勉強して行けたらと思っています。 

*四国の勉強会ではここまでカプセルの話は無いと思います。今日は来られて良かったです。 

 半田先生の話はユーモアたっぷりで分かりやすかったです。今後もよろしくお願いいたします。 

後日談・・・。⇒＊自施設に帰って医師に講義内容や資料も見やすく分かりやすく作成してありとても良かったし、ユーモ

アにたけていらしていい講義だったと報告したら、先月名古屋であったヘリコバクター学会でも半田先生の講義で良

かったんだと教えてくださいました、とっても有名な先生だと。ありがたいですね。何回でもお聞きしたい内容でした。 

 今月の勉強会は、大腸・小腸疾患についてでした。 

疾患や、治療の方法など、具体的に細かく話していただいて、分かりやすい講演でした。 

 今後はただ、検査につくのではなく、患者さんの状態とモニターに注意を払い、ここは潰瘍

性大腸炎の炎症があるから痛いかな？と思いながら声かけを行うことで、患者さんもこの人わ

かってくれてると、安心して検査が受けられるのではないかと思いました。 

 病態と所見を知ることで、より深く検査介助につけるようになるのではないかと思います。

今回学んだことを今後の診療に活かしていただけたらと考えております。 

 

                  川崎医科大学附属病院  河上 真紀子 
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月日 テーマ 講師 会場 参加費 

9月29日（日） 

10:00～12:00 

 

9/1 

今さら聞けないシリーズ 画像編 

こんな時どうする？･･･大失敗編 

 

中国地区消化器内視鏡技師研究会 

(山口) 

岡山ろうさい病院 

白髭 明典 先生 

岡山赤十字病院 500円 

10月20日（日） 

10：00～12：00 

胆膵系の疾患 倉敷中央病院 

   石田 悦嗣 先生 

倉敷中央病院 500円 

11月 

11/22～11/23  

学会月にて休み 

第83回日本消化器内視鏡技師学会 

(大阪)  

      

12月15日（日）     

10:00～13:00 

消化器内視鏡技師認定試験対策講座  
  

岡山ろうさい病院 

清水 慎一 先生 

岡山中央病院 
  

1000円 

お弁当 

1月 研究会準備にて休み       

◇◇2019年度内視鏡勉強会計画表 ◇◇ 
          「テーマ」：学習編 疾患を知る＆感染管理    

◇◇第17回消化器内視鏡看護セミナー を終えて①◇◇  

開催日時：  ６月23日（日）9：00～16：00 

開催場所：  岡山コンベンションセンター 3Fコンベンションホール 

参 加 者 ： 北海道・鹿児島等全国から213名、うち51％の人が岡山からの出席者。 

プログラム： 

  Ⅰ.講義「内視鏡看護概論：検査/治療前・中・後の看護について」   内視鏡看護委員長 

  Ⅱ.特別講演「内視鏡医療の最前線」          岡山大学病院 岡田裕之教授 

  Ⅲ.ワークショップ「内視鏡看護のエッセンス」～事例を通してディスカッション～ 

      森 隆弘（岡山大学病院 光学医療診療部 看護師） 

           青年期における若い男性患者の大腸内視鏡検査に関わった経験から 

              （男性看護師としての関わりについて考える） 

      大嶋 勝（社会医療法人緑壮会 金田病院 臨床工学室 内視鏡技師） 

           CAREが求められる臨床工学技士 

      山下知里 (国立病院機構 岡山医療センター) 

           絶食であるがインスリン注射し低血糖状態で運転し来院した事例 

      桑田洋子 (川口メディカルクリニック) 

           上部内視鏡検査を受ける患者の不安に関して 

      田中広子 (チクバ外科・胃腸科・肛門科病院) 

           聴覚機能障害のある患者さんの対応を経験して 
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 先述5名の内視鏡従事者により内視鏡看護実践を発表して頂き、内視鏡看護を考える企画は 

内視鏡看護セミナーでは初めての事でした。 

 岡山県は県単位で毎月勉強会を継続しておりその実績を鑑みて、実行委員長としてこの企画は

充分意義あるものとして、自信をもって提案しました。結果、参加者から良い評価を受け開催後

のアンケートより心に残る言葉を頂きましたのでご紹介します。「今日一日を通して日々の業務

で感じていること、共感できる事、看護師として知っておきたい知識、自分自身の業務を振り返

るきっかけにもなり、とても勉強にもなったし、考えさせられることがたくさんあり、参加でき

てよかった。」 

「今回初めての参加でした。学会とは違う看護に注目した内容だったので、内視鏡センターでも

看護が展開できるのだなあと再認識しました。また、経験だけで行っていたこと、理解していた

ことについても再確認ができて、すっきりしました。次回も参加希望です。」 

「新しい知識を得る事ができた。内視鏡の分野は進化がめざましいので、今後もこういった機会

に参加していきたい。」 

「改めて内視鏡における看護師の役割の大切さを感じました。」 

「男性のスタッフについて改めて考えた。」 

「”看護“というところが焦点でとても良かったです。CEさんの発表も初めて聞く事ができて良

かった。」 

「CEさんの発表を聞いて、コメディカルの職員ならではのケア、新しい目線でのPtへの関わり

を知る機会ができて、当院のCEさんにも是非、そういう機会があったら良いなーと思いました。

そうしたら現場の空気も変わるとよいと思いました。」 

「内視鏡業務において、事例をあげると言う事がとても難しく感じていました。当院でも事例を

選び、ラダー申請をしなければならず、困っていましたが、日常の業務をていねいに検討すると

題材は見つけられるのだな…と考えました。」 

 等々、今後の内視鏡看護の発展に大きく寄与する言葉がありました。内視鏡看護は当然のこと

ながら、内視鏡の新しい知識・技術がなければ務まりません。それらは技師学会・各セミナーに

おいて学習をして頂きたいと思います。今回、岡田先生の多くの画像を駆使しての講演は本当に

大きな反響がありました。看護委員会は”内視鏡の看護“の追求を皆様と供に進めていき、受診

される皆様に「安全・安楽・安心・満足」を提供できるように頑張っていきたいと思います。 

日本消化器内視鏡技師会  内視鏡看護委員会 看護委員  

                   遠部絹子 

◇◇第17回消化器内視鏡看護セミナー を終えて②◇◇ 

＊遠部さんは岡山県から日本消化器内視鏡技師会の看護委員会の役員として活動してくださっています。 

この度の看護セミナーの開催を岡山県でと言われてからのち、約半年くらいですか？岡山県の役員も何名か

お手伝いしましたが、こんなにたくさんの参加者があるセミナーですから・・・手伝ったとはいえ多量の書類や

名簿作成や配送などほぼお一人で準備されていました。 

岡山で開催できる誇りを持ってのご活躍でした。 

       本当にお疲れさまでした。そしてありがとうございました。＊ 
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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・・・。  

          Okayamascope@hi3.enjoy.ne.jp  

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

 ◆◆技師会よりお知らせ◆◆ 

①第16回中国地区消化器内視鏡技師研究会 
  開催日：2019年9月1日(日) 9:15～受付 

  開催場所：山口県健康づくりセンター(山口県総合保健会館） 

 

②内視鏡機器取り扱い講習会(実践編) 
  開催日：2019年11月10日(日)10：00～15：00 

  開催場所：パルメイト出雲(島根県） 

  募集人数：100名(当日参加不可） 

      参加資格：日本消化器内視鏡技師会会員、 

                もしくは5年以内に基礎編を受講済みの方 

   学会長：山口 謙二 

   会  期：2019年11月２２日（金）～11月２３日（土） 

   会  場：大阪国際会議場グランキューブ 

            大阪市中之島5丁目3-51 

            https://www.gco.co.jp/access/ 

暑い夏が始まりましたね。 

ちまたでよく言われている熱中症はごく身近

に潜んでいます。油断されませんように・・。 

でもせっかくの夏、やっぱり 

楽しく乗り切りましょうね～(^_^)v 

参加申し込み

は、8／9迄
ですよ！ 

https://www.gco.co.jp/access/
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岡山県より３題演題あり   旭東病院 田中 真琴さん 

湯原温泉病院：村山綾子さん、松田病院：錦織恵美子さん 

倉敷中央病院：小野房枝さんの発表あり 
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演題募集は 

終了しています。 


