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           7月のテーマ月のテーマ月のテーマ：医学講習会：医学講習会：医学講習会      
                     ～内視鏡治療のリスクマネジメントについて～～内視鏡治療のリスクマネジメントについて～～内視鏡治療のリスクマネジメントについて～   
                                    講師：広島大学講師：広島大学講師：広島大学   保健管理ｾﾝﾀｰ保健管理ｾﾝﾀｰ保健管理ｾﾝﾀｰ   准教授准教授准教授   日山日山日山   亨先生亨先生亨先生   

 

   ◆日時：2013年7月21日（日）１0：００～１2：００ 

   ◆会場：岡山赤十字病院 センター棟 4階 研修室 
                                  岡山市北区青江2-1-1 ＴＥＬ（086）-222-8811  

   ◆参加費：５００円          

   ◆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 7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 

■担当者から皆様へ 
 内視鏡検査・治療は安全に苦痛なく短時間に終了できることが求められるが、内視鏡は侵襲が伴う検査であり内容は

高度で複雑なものとなり偶発症の発生も減少しているとは言えません。 

しかもコメディカルには、外来受診に始まり検査終了までの過程で関わり方など様々な問題が発生する可能性は常にあ

る状況です。日々システムや方法を工夫し、リスク回避に努力されているとは思いますが経験する内容には限界もあり

ます。 

 そこで今回は、広島大学保健管理センターの日山 亨 先生をお招きして講義いただきます。医療リスクマネジメン

トの講義といえば真っ先に名前が出るほど有名な先生です。でもこの度何回かメールで交信させていただきましたが、

本当に気さくな先生です。先生のお言葉をそのままお伝えします 

・・・講演の構成を，前半（パート１）は，事例紹介を中心にいきたいと考えています．ちょっとドキッとする，イン

パクト性の高い事例を選ぶつもりです．後半（パート２）は，今度はビミョーな事例を１つ紹介して，今時の訴訟事例

の特徴，そして，「青年の主張」ならぬ「中年（私）の主張」を混ぜ込もうか，などと考えております．リスクマネジ

メントの講演は，放っておくと，すぐに暗くなってしまいます．萎縮させるのではなく，自信を持って仕事に打ち込め

る気にさせる明るい講演にできれば，と考えております。スライドにはところどころおやじギャグがあると思います

が、お許しください・・・・・(*^_^*) 

対象や時間配分をちゃんと考えてくださり、ご配慮いただきました。質疑応答にも十分に時間取りたいとおっしゃっ

ておられました。前後で約30分とりますので、何かありましたら事例をお持ちください。 

たくさんの方に聞ける機会を設けたいと思いますので、内視鏡関係者以外の医療安全課の方々また内視鏡関連の医療

機器業者様も是非ご参加いただけたらと思います。会報を見られた方からぜひ多くの皆さんにお声かけ下さい。 

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

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

次ページに日山先生の書籍を 

          紹介しています。 
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この度日山先生より下の2冊の本を、内視鏡看護勉強会にご寄付いただきました。 

7月２１日の勉強会当日持参しますので、ぜひご覧になってくださいね。 

＝内容紹介＝ 
 医療事故や医療事故訴訟を事前に防ぐために、看護師が日常業務をどのように見直して行くべきか、実際の訴訟

事例を題材として、その重要ポイントを解説。フレッシュナースなす子とベテランナースお松のホンネトークをからめな

がら、よりわかりやすくアプローチ。「Q&A」や「キーワードチェック」のコーナーではさまざまな疑問点の解消を目指す。

イラストや「コーヒーブレーク ナースにおすすめシネマ」のコーナーなども盛り込み、楽しく学べる1冊。 

▲村山さんちで咲いた花々 

テーマ 講師 場所

8月18日 （日） 医学講習会：ＥＳＤについて（Ｎｓの介助）
岡山医療センター
　　　山下先生 岡山医療センター

9月28日 （土） 情報交換会：ＣＦ前処置・介助について ー 津山中央病院

10月20日 （日） 施設見学 ー 岡山労災病院

12月15日 （日） 内視鏡基礎講座
岡山労災病院
　　　清水先生 未定

1月 情報交換会：未定 ー 未定

月日

時間：日曜日は10:00～12:00
　　　　土曜日は15:00～17:00

病院名 人数 病院名 人数
1 おおもと病院 1 10 作用共立病院 2
2 チクバ外科胃腸科肛門科病院　 1 11 成羽病院 3
3 旭ケ丘病院 1 12 川口メディカルクリニック 1
4 井原市民病院 2 13 中島病院 3
5 岡山市民病院 4 14 津山第一病院 3
6 岡山赤十字病院 1 15 津山中央病院 9
7 岡山大学病院 1 16 湯原温泉病院 1
8 光生病院 1 17 南岡山医療センター 1
9 佐伯北診療所 3 18 薬師寺慈恵病院 2

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4880027316/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=465392&s=book
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近くでの勉強会を開催してくださりありがとうございました。 

やはり勉強は大切で、忘れかけていることを再度認識できよかったと思います。 

ポリペクのスネアの掛け方・高周波の対極板の装着部位やチェックの仕方など・ＥＳＤのカットの違

い、実際やってみてこうなるのかと見ることができました。症例が少ない診療所ですが、この勉強を

通じて内視鏡看護を深めていきたいです。                佐伯北診療所 神本 明美 
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           機器講習会では、高周波内視鏡処置具の種類から各デバイス別の特性や環境に 

           応じた使用上の注意点に加えて、止血デバイスの特性に関して、説明させていただき 

           ました。 

高周波処置の基礎的な部分を学習していただけたと思っております。普段、何気なく使用しているクリップに

も様々な種類と特性がある事は、新たな発見ではなかったでしょうか。 

また、ハンズオンでは、2テーブル（高周波機器を用いた処置具特性の確認、クリップ・留置スネアの使用

方法）を実機に触れながら、使用方法を再確認いただけました。特に、留置スネアは、使用前準備に慣れが

必要なため、苦手と言われた方が多数いらっしゃいました。各施設で取扱いの説明も致しますので、遠慮な

くオリンパスまでお問合せください。 

 今後も内視鏡看護勉強会を通じて、内視鏡関連機器の日常業務における疑問点、気付き等、お伝えして

いくと同時に、オリンパスも皆様からの声を活かせるように勉強会等行っていきます。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。         オリンパスメディカルシステムズ㈱     松井 昇 

▲オリンパス高周波体験 ▲オリンパス高周波の説明 
▲オリンパス処置具講義 

▲処置具についての説明風景 ▲アムコ高周波の説明 

▲アムコ高周波講義 



          ６月１６日の機器講習会に、多数のご参加を頂きありがとうございました。 

１８施設・４０名の参加があり、前半の座学講義・後半のハンズオンセミナーともに皆さん熱心に

受講しておられました。 

特に後半１時間のハンズオンセミナーが好評で、活発な質疑応答がなされて時間が足りない程

の盛り上がりでした。 

当日は前半・後半で場所の移動があったのですが、参加者の皆さんのご協力のおかげで大きな

混乱もなく無事に終えましたこと、改めて感謝申し上げます。 

今回は業者さんに普段なかなか聞くことの出来ない疑問点や、トラブル対応の基礎などを直接

教えてもらえ、明日からの業務にすぐにでも生かせる内容でした。 

アンケートの結果から「県北でもっと勉強会をしてほしい。」との声を毎回いただきます。 

可能な限り要望に応えて行けるよう、役員一同努力して参りますので今後ともどうぞよろしくお

願い致します。 

                                                        津山中央病院  藤原まゆ美 
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       勉強会アンケート結果（津山中央病院） 

参加人数  40名 

参加施設  18施設 

回収率    55％ 

テーマ   機器講習会（高周波について） 

開催日時 平成２5年6月16日（日） 

会 場   津山中央病院（会議室）    
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＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
＊高周波がよくわかった。(今まで、言われるようにしていたので)
＊高周波の構造が少しわかってよかったです。
  いつも取り扱っているがわからないことばかりだったので、勉強になりました。
  実際に使用することが少なかったので触れてよかった。
＊実際にスネアを使ったり、高周波の設定の違いを感じる事が出来てとてもよかった。
＊骨折のプレートが入っている人のポリぺクはどうしたらよいか不安だったので質問できてよかったです。
  ありがとうございました。
＊すぐ明日にでも使える内容、疑問に思っていてもなかなか解決できないことがすっきりしてよかったです。
＊業者の方からワンポイントアドバイス参考になりました。
＊わかりやすく現場で生かせて行けると思います。
＊とても勉強になりました。
＊京都学会でも質問されていた方がいましたが、もしも培養で菌が出たときどのような対応が必要か。
  もしもカメラで感染者が出た場合、訴訟になったらどのくらいの損失か・・・等知りたいです。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊県北での勉強会を増やしてほしい。
＊いろいろなポイントに分けて細かく教えてもらいたい。
＊県北でもたくさん講習をしてほしい。
＊ハンズオンセミナーはとてもわかりやすかったです。
＊ERCPについて
＊私事で申し訳ありません。当院は内視鏡室の看護師は1名です。
　外来の看護師4名が私がいないときは代わりに来てくれますが、時にしか来られない状態です。
　外来業務が忙しく内視鏡も勉強したいけど自分の時間はなかなか使えない様子です。
　今後講義が動画でPCより見られたら嬉しいなと思います。
　勉強会参加者にDVD貸出等できたら嬉しいと思います。
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５月より新企画リレートークを始めました。 

内視鏡技師会、勉強会に参加の病院を毎月リレーでつなぎ

紹介していきます。 

今回は岡山ろうさい病院の紹介です。 

独立行政法人労働者健康福祉機構 岡山ろうさい病院  

       病床数：３５８床（ＩＣＵ１０床 ＨＣＵ８床） 

 

  平成２５年５月１日に地域に親しまれる病院を目指して、名前もやさしく「岡山ろうさい病院」に 

  変わりました。 

 

◆内視鏡センターの紹介 

  内視鏡室：４部屋   リカバリー室   ＣＦ前処置室：１部屋   Ｘ－Ｐ室 

  内視鏡洗浄器：４台（オリンパス ＯＥＲ－３） 

  スコープ：ＧＩＦ１１本（フジ：１） 経鼻３本（フジ：２） ＣＦ１１本 

       側視鏡３本  ＤＢ，ＶＣＥ，ＢＦ６本 

 

◆スタッフ構成 

  常勤医師 ５人 

  常勤看護師 ５人 嘱託 ２人 受付・クラーク 

 

◆内視鏡件数（平成24年） 

  ＧＩＦ：３３５４件 ＣＦ：１４２１件  

  胃ＥＳＤ：３０件 胃ＥＭＲ：１１件 

  食道ＥＳＤ：１１件 大腸ＥＳＤ：１０件  

  大腸ＥＭＲ：３２７件 ＥＩＳ：３３件 

  ＰＥＧ：４８件 ＥＲＣＰ：１５９件 

 

◆特徴     

  岡山県内視鏡技師会の顧問でもある清水先生を 

  筆頭に若い先生達とフットワークよく仕事を 

  しています。最新の機器を導入して最先端の 

  技術を提供できると自負しています！ 

 

◆プチ自慢 

  新病院になりきれいで明るく落ち着いた雰囲気の中で検査が受けれます。電子カルテ導入に伴い 

  仕事が効率的になりました。 

  白衣以外に検査着が２種類あって、何を着てもよく その日によって自由に選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
岡山ろうさい病院から 

チクバ外科胃腸科肛門科病院へバトンタッチ！ 

 お知らせ 

 １０月２０日（日）に岡山県内視鏡看護勉強会で岡山ろうさい病院の内視鏡室施設見学 

 を予定しています。 

 今からスケジュール調整して おＮＥＷな施設を見に行きましょう。 



 

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 

●日時：２０１３年１０月１２日（土） 

●会場：財団法人 日本教育会館（一ツ橋ホール） 

     東京都千代田区一ツ橋２－６－２ 

●テーマ：内視鏡に求められる「安全」・「安心」 

 

●日時：２０１３年９月８日（日） 

●会場：山口県 防府市地域協働支援センター（ルルサス）防府駅前 

●会費：４，０００円 当日集金 昼食は各自で準備を 

●人数：約１００名（要予約） 

●機器取り扱い受講証あり 

●問合せ先：島根県立中央病院 角森正信氏 

●日時：２０１３年１１月１０日（日）１０：００～ 

●会場：岡山コンベンションセンター 

●会費：４，０００円 当日集金  

●内容：１・研究発表 ２・機器取り扱い講習会（基礎編） 

●研究会出席証・機器取り扱い受講証あり 

●問合せ先：岡山労災病院 梶原みゆき氏 

 

 

申し込み方法は 

おかやまげっつ７１号を

ご覧になって下さい。 

ＨＰから見れます。 

☆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。 
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