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       10月のテーマ月のテーマ月のテーマ：機器講習会：機器講習会：機器講習会   トラブル対応トラブル対応トラブル対応   
                                             講師：オリンパス講師：オリンパス講師：オリンパス   杉澤さま杉澤さま杉澤さま   富士フイルム富士フイルム富士フイルム   妹岡さま妹岡さま妹岡さま   

         ◆日時：2012年10月21日（日）１0：００～１2：００ 

                      ◆会場：チクバ外科胃腸科肛門科病院 2回研修室・内視鏡室 

                                                    倉敷市林2217  TEL(086）428-1755 

         ◆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 

         ◆申込み〆切 10月16日（火） ※資料や会場準備がございますので必ず期限内にお申し込み下さい 

 

 
 

 

 

 

テーマ 会場
11月18日 （日） 内視鏡基礎講座 津山中央病院

12月15日 （土） 医学講習会：抗凝固剤について 川崎医科大学

1月19日 （土） 情報交換会 岡山中央病院

月日

●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。 

             いずれも曽原口バス停にて下車。徒歩1分。  

■担当者から皆様へ 
今年5月には、県北津山で機器講習会を開催させていただき大好評でした。今回は、県南倉敷で、機器の

構造から取り扱いの注意点・トラブル対応までをオリンパス&富士フイルムの講師の方に分かり易く講習し

ていただきます。後半は、実際に器具を手に取りながら、日頃の疑問など講師の方に質問もできます。前

回参加を逃してしまった方、「修理や故障を減らすには？」など疑問をお持ちの方参加お待ちしています。

事前に質問も受け付けますので、お申し込みの際、是非質問をお寄せ下さい。 

                                      担当 チクバ外科胃腸科肛門科病院 田中 

駐車場 

無料です 

岡山県内視鏡技師会ホームページ http://www.okayamagets.jp 
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当院は110床で、入院患者の平均年齢が85歳と高齢者が多く脳梗塞後遺症の方のＰＥＧ造設で胃

カメラ介助に困難を要する時もあります。今回のテーマで大病院では患者さんとの係わりが各部門で

分かれている為、トータルで内視鏡患者の看護が出来にくいというデメリットがありました。しかし当院

では内視鏡スタッフが説明から内視鏡介助までトータルで係ることができ、患者さんの不安の軽減に

なっているのでは・・・。一貫した看護が出来ていると感じました。今後とも小規模病院だから出来る援

助を深める為研修会に参加したいと思います。 

              一般財団法人共愛会 芳野病院    神谷美幸   木下ゆかり 

毎月内視鏡勉強会を行っている岡山県内視鏡技師会は、以前から一度は参加してみたい場でありました。勤務の調整

がつき、今回の事例検討会にやっと参加することが出来ました。自分の周りでいつ起こってもおかしくはない事例で、あら

ためて、身が引き締まる思いでした。他の参加されている方の意見も勉強になりました。 

 内視鏡室は、時間に追われがちな部門ですが、外来病棟との連携も大切だと思われました。カルテの文章での情報も

大切ではありますが、それに加えて外来病棟で患者さんにかかわったスタッフからの口頭での情報収集も大切だと思いま

した。こころのこもった看護は患者さんのこころを開ける事から始まると感じています。 

 今回の勉強会は連休前とあってかこじんまりとしたものでしたが、その分グループの方から色々情報をいただくことが

出来ましたし、あたたかい方ばかりで大阪から参加した甲斐がありました。 

また参加出来たらよいなぁと思います。                         吉田病院（大阪府）     加藤 葉子 

内視鏡室への移動になって、8ヶ月が過ぎました。内視鏡看護

の奥の深さにおもしろみを感じ、毎月の勉強会に参加させても

らっています。9月の勉強会は、普段の看護の中でよくある症例

だったので参加しました。なかなか、振り返りができない中、こん

な方法があるんだ、ほかの人も同じことを考えていたんだ、など

とてもいい経験になり、勉強になりました。また、勉強会の後に、

これもまた大変為になる情報交換を行うことができました。 

次の事例検討会が開かれますように期待しています。                    

            岡山大学病院     谷口 賀奈子 

★ 

神谷さんと木下さんは、ほぼ毎月 遠路はるばる参加してくださいます。 

有り難うございます＾＾ ちなみに芳野病院は★の位置です。 

今年度、皆勤賞です！すっご～い！！ 

な・なんと大阪からの参加です！昼まで仕事をして大急ぎで参加してくださいました。さすが笑いの街 

大阪の人！初参加・初対面と思えない関西弁でのお話の楽しい方でした。この日は倉敷観光してステイさ

れたとか･･･。また来てくださいね＾＾ 

  平成24年９月現在 

 岡山県：５４病院 

 広島県： ３病院 

 兵庫県： ２病院 

 大阪府： １病院 

【岡山県】（順不同） 

旭ヶ丘病院・おおうみクリニック・おおもと病院・岡山済生会病院・せのお病院・落合病院 

岡山赤十字病院・岡山大学病院・岡山労災病院・川口メディカルクリニック・川崎病院 

倉敷成人病センター・倉敷第一病院・倉敷中央病院・近藤病院・佐藤胃腸科外科・影山医院 

淳風会健康管理センター・瀬戸内市民病院・チクバ外科・成羽病院・日本原病院・木田医院 

まつお内科クリニック・松田病院・水島協同病院・南岡山医療センター・芳野病院・金田病院 

川崎医科大学附属病院・くめ診療所・佐伯北診療所・田中胃腸科・津山エムアイ・津山中央病院 

長島愛生園・中島病院・原医院・日生病院・平井病院・岡山医療センター・備前病院・日野病院 

玉島協同病院・笠岡市民病院・倉敷リバーサイド病院・玉島中央病院・岡山市民病院 

美作市立大原病院・柵原病院・山田医院・湯原温泉病院・岡山中央病院・井原市民病院 

【他県】（順不同） 

宝塚市立病院（兵庫）・作用共立病院（兵庫）・橋本胃腸科医院（広島）・尾道市民病院（広島） 

原田医院（広島）・吉田病院（大阪） 



       勉強会アンケート結果（倉敷第一病院） 

９月１５日３連休の始まりの土曜日、10施設20名(何と大阪からも？！)のご参加をい

ただきまして、事例検討会を開催いたしました。司会進行を川大の河上さんに担当し

ていただき、事前にご提示くださった3事例を3グループ 

５～6名で検討しました。初めての試みで中々段取りができなかったのですが、そこは

ベテランの皆様ですね、促さなくともスムースに移動し話し合いも自己紹介から入って

おられました。 

 大腸内視鏡の前処置での場面と、医療費に関してのクレームに対する場面と、当日

持参した上部内視鏡検査の一場面のケースとを順番に意見を出しながら、自施設で

あったことも話の中に入れながら和やかに話し合いが進んでいました。 内視鏡では検査を段取りしながら短時間の

関わりになるため、何か感じることがあっても中々患者のそばにいられないジレンマがあります。その中でもできること

は何かと気付ける感性を磨いていきたいと思っています。こうした場で色々な意見を聞くことで、次回から一つでも

活かしてくださったら良いな～と思っています。 

 最後に総括を倉中の小野さんから「内視鏡でも看護の振り返りは大切！技術を磨くことは必要だが、私たちの前に

は患者が居ることを忘れてはいけない。事前に情報があれば何らかの準備はできるが、今目の前にいる患者にはどう

関わっていくと良いか考えることが看護師の力量である。しかも内視鏡検査は、外来から病棟ま

で関わっていくことなのでカンファレンス開催など他部署・他職種との連携を取っていくことで改

善出来ることはたくさんある。病院の規模に関係なく看護師として何ができるか考える機会は大

切である。」といただきました。ありがとうございました！ 

 最後に・・今回担当病院の嶋津さんより「いつもの勉強会だと講義を聴いて帰るだけだけど、こ

ういう会で話をしてもらうことで顔見知りになり、ネットワークができたら良いですね。」と言ってい

ただきました。 

倉敷第一病院さまからおいしいコーヒーもいただきましたため、事例検討会後も温かい雰囲

気で時間まで和やかな情報交換がありました。 ご協力ありがとうございました。         担当   桑田 洋子 
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今後に生かせる

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
＊時間が足りなかった。
＊今日のような自己・部署・施設として、それぞれの振り返り学習をすることはとても意義があると思う。
＊看護について話をゆっくりすることがあまりないので、とても良かったです。

＊まとめ（総括）倉中の小野さんの言葉に感動！
＊今できることをしっかりやりたいです。過去をグチグチ言わないよう頑張ります。
＊意見交換が出来て良かった。

＊CFの前処置、プロポフォールの使用方法など、聞きたいことが聞けました。（最後の余った時間の時？）
＊他の病院の様子が聞けてよかった。
（病院ごとの違いや他の方がどのように看護されているのか話を聞くことができたので有意義な時間があった。）

＊事例検討会というと堅いイメージがあり、参加を躊躇していたが、のびのびおしゃべりできる雰囲気になっていったのが良かった。

＊内視鏡にも看護は存在するという意味でも、その意義を共有していきたい。今後も事例検討会を通して皆と看護語りあいたい！
＊今回は少数でしたが、いろいろな思いや考えを聞けて良かったです。
＊医療費のことなど知らないことが多いので、もっと勉強して患者さんに伝えられたらいいなと思いました。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊看護についての勉強も必要です。
＊事例検討会・トラブル対応について
＊今回のように他の施設の方といっぱいしゃべれる機会は貴重！

＊病院どうしの横のつながりができて良かった。
＊内視鏡のみで治療等が無いので、また機会があったらいろいろな情報を教えてください。
＊看護について倫理面などの事例検討会を院内でしているが、他病院の方と話し合うと内容も深まるのではないか？



●開催日：２０１２年１０月１３日（土） 

●テーマ：内視鏡技師に求められる「心・技・知」を知る 

     ～患者の立場に立った心配り・卓越した技術・根拠に基づいた知識～ 

●会場 ：神戸ファッションマート9階（六甲アイランド内） 

●参加費：５，０００円 

●開催日：２０１３年２月１７日（日）１４：００～１７：００ 

●会場 ：さん太ホール（岡山市柳町2-1-1 山陽新聞社本社ビル） 

●内容 ：①特別講演 

      「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン改定を巡って（仮）」  

        東京大学医学部附属病院 光学医療診療部 部長 藤城 光弘先生 

     ②一般演題 （後日演題募集を行います）    

     ③当院の内視鏡室紹介 

     ④内視鏡看護勉強会報告 

     ⑤その他 

８月の「おかやまげっつ」に紹介されていた、8/18（土）の講演会に出席させていただきました。 

とても興味深い内容でしたので、一部紹介させていただきます。 

 

日時：平成24年8月18日（土）午後2時～5時 

場所：岡山県衛生会館 三木記念ホール 

参加者：医師、医療関係者 

 

1.「最新・胃X腺検査法の威力」       佐賀県医師会成人病センター 中原啓太先生 
胃のレントゲンについて：内視鏡検査での中からの情報だけでなく、外からの情報（レントゲンなど）、超音波・拡大内視鏡も重要

である。内視鏡検査の儀陰性症例（生検ではグループⅠ、しかし、1年後手術すると4期であった）、胃炎（肥厚性など）の診断の注

意点など。 

 

2.「日本の大腸がんとガラパゴスシンドローム ―エビデンスに基づいた大腸3次元CTの可能性―」 

                      亀田メディカルセンター幕張 消化器科部長 永田浩一先生 
大腸3Ｄ-ＣＴについて、他国では、検査受診率は増加し、大腸がんでの死亡数が減少傾向である、しかし、日本では、死亡原因：女

性1位、男性3位（増加する大腸癌死亡数）であり、健診受診率は低迷している。まず、健診率向上のために、楽にできる前処置を研

究（服用量を減らせるかなど）し、3Ｄ-ＣＴ（10ｍｍ以上の病変に）（保険適用）などの普及が求められる。しかし読影などの今後

の問題点もある。 

 

以上簡単ですが、日常業務に追われていても、広い視野で、患者さんを多方面から援助できるよう、チームの一員としての責任を感

じた講演でした。このような講演の情報をいただきありがとうございました。 

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

看護委員会 遠部さん 一押しセッションを紹介します。 

要望演題 「心の追及ー気配り・目配りの実践」 

１０月１３日（土） 13：40～16：20 

会場 ： 第４会場 エキジビジョンスペース４ 

企画 ： 第１章 要望演題３題 13：40～14：10 

       従来の学会発表形式で質疑応答に「心の追及」の視点での展開 

     第２章 事例発表 パネルディスカッション 14：10～15：00 

       事例発表４題（岡山：松田病院、錦織恵美子さんが事例提供をして下さいます） 

       パネルディスカッションを行い「内視鏡看護」を深めます。（要望演題発表者＆事例発表者） 

    第３章 講演 15：00～16：20 講師；林 千冬先生（神戸看護大学教授） 

      「検査を補助しつつ、検査を受ける人をケアするということ」 

   ”感性を高め、内視鏡にもっと看護の心を呼び起こしましょう！” 

    多くの方のご来場を心からお待ちしています。              遠部 絹子 





 

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

◆岡山県内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。 

             info@okayamagets.jp 
            会長：梶原 みゆき 事務局：嶋津 志織 


