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 作成 2019.09.01 

 

 勉強会 医学講習会 

  ～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 
      岡山ろうさい病院 白髭 明典先生 

 ▼日時：2019年９月29日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：岡山赤十字病院  南館１階研修室 

         岡山市北区青江２丁目1-1 

 ▼参加費：500円 ▼駐車場：無料 
              ＊駐車券は会場にご持参ください＊ 

 
 ■担当者から皆さまへ 
   残暑お見舞い申し上げます。 

朝夕はだいぶ過ごしやすくなってきました。皆様いかがお過ごしですか？ 

 さて、9月の勉強会は好評の”いまさら聞けないシリーズ：画像編”を岡山ろうさい病院の 

白髭先生にご講義いただきます。 

 日々の内視鏡業務ではなかなか検査画面をじっくり見ている余裕がないのが現状ですが．．．

検査や治療の介助をするとき、画像を見ながら、医師が“何をしたいのか？”を考え患者の管理

をすることが大切です。そんな毎日の中、失敗もあります。 

「失敗するのは自分だけではない！！」内視鏡看護歴の浅い方から、超ベテランの方まで「失敗

を糧にして、前に進めるように」みんなでお勉強しましょう♪ 

 

  岡山赤十字病院 寺元 佐智子 

        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⇒ 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 

9/25
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◆◆8月の勉強会アンケート結果◆◆ 

勉強会アンケート結果(津山中央病院） 

参加人数 21名 
参加施設 18施設 
回収率   ８５％ 

テーマ   ：医学講習会 感染管理 
開催日時 ：2019年８月19日（日） 
会 場   ：津山中央病院 健康管理センター３F 

 

 *勉強会に対する意見・感想* 
・日常の業務の中、これでいいのかと、考えつつ。こういった勉強をさせていただき、大変参考になりました。 

 今後の業務でも検討・進化させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

・施設でできていないこともあったので（リカバリのシーツなど）、改善していきたいと思います。 

・他施設の感染対策も聞けて勉強になりました。 

・久しぶりの参加で以前はスポンジは1回使用などなかったので変わったのだなあと…。 

 ブラシは多回でブラシは１回使用…。 乾燥の問題なのでしょうか？ 

 今後もブラシもディスポにかわっていくのでしょうか？ 

・ありがとうございました。資料が大きくて読みやすかったです。  

 質疑応答が有意義でした。皆、悩んでいるんだなと思いました。 

・現場に活かせる内容で、施設の実際の内容であったのでとても勉強になりました。ありがとうございました。 

・PPEの着脱法と手袋交換のタイミングなどについて改めて理解できました。 

・日常の業務に役立つ内容でした。とても参考になりました。ありがとうございました。 

・大変興味深く 勉強になりました。 

 個人病院で件数も少なく、検査介助・洗浄など一人で担当しているので、感染管理対策に関して責任を重く感 

 じ、今日の学びや他施設のお話を参考に取り組んで参ります。 

・大変勉強になり ありがとうございました。 

・わかりやすくまとめられた資料でした。（プリントも大きな文字で年齢的にもとても助かりました。 

・大変勉強になりました。日頃から不安に思っていることが解消できてよかったです。 

・明日から業務に役立てたいと思います。 

・わかりやすく教えていただきました。ありがとうございました。 他施設のこともわかり勉強になりました。 

・内視鏡に携わってないですけど、日々、関連があると思い活かせるように思います。 

*内視鏡勉強会に今後望むこと* 
・施設間で情報交換やディスカッションできる時間を設けてほしいと思います。 本日は有意義でした。 

１．内視鏡経験 

   ①１年未満 0人 ②１年～５年未満 4人 ③５年以上 13人  ④無回答 1人 

２．勉強会参加回数 

   ①０～５回 3人 ②６～１０回 15人 ③１１回以上 0人 ④無回答 1人 

３．勉強会参加状況 

   ①自分の時間 15人 ②公休(出張扱い) 0人 ③休暇を取って 2人 ④無回答1人 

４．勉強会に関して 

   １）テーマ ①満足18人   ２）開始時間 ①満足18人 

   ３）勉強会の時間 ①満足18人  

   ４）勉強会の内容 （１）興味深かった 

               ①満足 17人 ②やや満足 1人 

            （２）理解できた 

               ①満足16人  ②やや満足 2人 

            （３）今後に活かせる 

               ①出来る 17人 ②まあまあ出来る 1人 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1566909262/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93b3JkMjAxMy5rb21hbWVtby5jb20vOWdhdHUuaHRtbA--/RS=%5EADBj9keYrdDPuG2vcGiiCfiQsz.28U-;_ylt=A2RCL63O0WNdNR4AyTKU3uV7
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   先日は暑い中、県北まで来て頂きありがとうございました。 

いつもながらの少人数ではありましたが、それが故に有意義な意見交換のばになり

ました。また、國米先生には見やすい資料や分かりやすい内容での講義をありがとう

ございました。 

 アンケート結果の中でも実際の業務にすぐに役に立てそうですと言う感想がたくさ

んあり、日々の業務を振り返り、変えていかなくてはいけないことを実感した講義で

した。       ご協力くださった方々も本当にありがとうございました。 

                             落合病院 大原 小百合 

◆◆令和元年度内視鏡勉強会予定表◆◆  
月日 テーマ 講師 会場 参加費 

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月１０日(日) 
 

11/22～11/23  

学会月にて休み 

内視鏡機器取り扱い講習会(実践編)  

(島根) 

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 

岡山市民病院 

  
1000円 

お弁当 

1月 研究会準備にて休み       

◆◆８月の勉強会報告◆◆ 

＊３時間！＊ 

津山中央病院  

  感染管理認定看護師  國米 由美先生 

                         ありがとうございました。 

今年もあと２回です！ 
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◆◆岡山県消化器内視鏡技師会役員より◆◆ 

 皆さまには研究会・勉強会開催に際しましては、ご理解、ご協力大変感謝しております。 

いつも役員一同、皆さまに何か出来ることは無いか悩んでいました。内視鏡に携わっている者としては、勉強会の医学講義

で知識を得ることも重要ですが、実践として他施設の試みも参考にしたいと常々思っておりました。皆さまからのご意見の

中にも、情報交換会や施設見学に希望が多いのも頷けます。 

 私たちも何か自施設で悩みがあると役員同士で、情報交換していました。 

その中で集まった意見交換をここでご紹介しようと思います。 

あくまでも各施設からの情報なので、使えそうなら自施設で実践してください。 

＊Question＊ 
  大腸の手術前に外科から点墨の依頼があるのですが、その時に使用する墨はどのようなものを使われていますか？ 

  文房具屋さんで墨汁を買って、そのままの状態で、必要量使っていく。とか  

  墨汁を容器に入れてオートクレーブにかけている。 とか…教えてください。 

☆Ａnswer①☆ 

  当院は使ってないので、お力になれなくてすみません。 

☆Ａnswer②☆ 

  市販の墨汁を薬局で滅菌してもらっています。一瓶5mlで、小分けして 

☆Ａnswer③☆ 

  どんな墨汁か分かりませんが、薬剤部が0.5ml入りのアンプルを作って、滅菌して内視鏡に届きます。 

☆Ａnswer④☆ 

  いまだに検査前に習字の墨を地道にせっせとすっています。 

 点墨する件数が少ないので、薬局も作成してくれません。市販されているものも購入出来ていません‼️ 

 20分くらいひたすらシャコシャコやってます‼️          

☆Ａnswer⑤☆ 

  当院でも、墨を２年前からやっと薬剤部で滅菌バイヤルにしてもらえました。それまでは、市販の墨汁。 

  硯ですったことはあ りません。 

 

＊Question＊ 
  皆さんの施設ではルゴールはどのようなものを使用していますか？ 

  以前薬剤師に作成していただいたものを使用していたが、退職されたため他の薬剤師が作成できないとのこと。 

  各施設で作成したもの？ 市販のものを使用している？ 

 

☆Ａnswer①☆ 

  院内薬剤科に作成してもらっている 

☆Ａnswer②☆ 

  1-2%ルゴール散布 

  薬剤科で8%ルゴール液を作成 

  使用時蒸留水で4倍希釈もしくは8倍 

☆Ａnswer③☆ 

 1%ルゴールを薬剤科で作成 

☆Ａnswer④☆ 

 3%ルゴールを薬剤科作成 

  1本10ml 原液使用 

☆Answer⑤☆ 

 ２％ルゴールを薬剤科で作成 

 使用時生食１０ｍｌで２倍希釈 

 

【結果】 

各施設ともに薬剤科にてルゴール作成 

濃度は、1～3% 希釈して使用する施設 原液のまま使用する施設 

プレシリンジでのルゴール市販品なし、各施設ともに自施設で作成 

当院で薬剤科に確認、自施設での調剤は、薬剤の品質や安全面で何かあった場合の責任問題になるため、現在院内調剤して

いないとのことだったが、院長・薬剤科科長と協議し、ルゴールの院内作成を可能にし作成していただいた。 

皆さまも何か疑問がありましたら 

お問い合わせくださいませ。 

げっつで公開質問してみませんか？ 

施設名は伏せて意見として頂くようにしたいと思

います。事務局へ返信ください、こちらでまとめ

て掲載していきます。いかがですか？ 

せっかくの出会いです。聞きたかったことって 

意外と同じ内容だったりしますよ？ 

お互いのために役立てましょう！ 

＊小さな事でも 

聞いてみよう！＊ 
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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◆◆ 

 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/ 

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時～15時 

  開催場所：パルメイト出雲 

  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 

第２２回岡山胆膵診療技術向上研究会 
 開催日：２０１９年９月１４日(土)１３時２０分～１６時４０分 

 開催場所：川崎医科大学総合医療センター ２階 川崎 祐宣記念ホール 

 会費：コメディカル 無料 

 共催：岡山胆膵診療技術向上研究会/EAファーマ(株) 協賛：オリンパス(株) 

＊トピックス＊ 
９月１日は中国地区の研究会が山口県で開催されました。 

岡山県からも役員や一般演題、シンポでの発表でご参加頂きました。遠方まで本当にお疲れさまでした。 

https://www.gco.co.jp/access/
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 ＊ERCPの勉強会です＊ 

是非 ご参加くださいね 

     ～ (*^_^*)/ 
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