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               ９月のテーマ月のテーマ月のテーマ：情報交換会：情報交換会：情報交換会      
～  ＣＦ前処置・介助について～～  ＣＦ前処置・介助について～～  ＣＦ前処置・介助について～   グループ討議グループ討議グループ討議   

                                             ～  経口腸管洗浄剤～  経口腸管洗浄剤～  経口腸管洗浄剤（ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ）（ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ）（ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ）説明～説明～説明～   味の素製薬さま味の素製薬さま味の素製薬さま                  
                                 

    ◆日時：2013年９月２８日（土）１５：００～１７：００ 

      ◆会場：津山中央病院 健康管理センター ３階 Ａ会議室（駐車場無料） 
                                                津山市川崎1756 ＴＥＬ（0868）-21-8111     

    ◆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 ９月２０日（金）  
        ※グループ分けや資料の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 
今回は県北、津山での開催です。 

前回５月に行った大好評のワールドカフェを用いたCF前処置、介助についての 

情報交換会です。 

日頃、疑問に思っていること、他の施設ではどうしているのだろう？とざっくばらんに質問や意見を言い合える絶好の機会

です。疑問に思っていたことが解消されてスッキリしたと言ってもらえるような会にしたいと思います。多数の方のご参加を

お待ちしております。                                           担当 湯原温泉病院 村山綾子                                         

 
 

 

 
                                                   

                                 

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

▼５月のワールドカフェの様子 

今回はワールドカフェ方式の 

グループ討議です。 

 カフェのようなオープンでリラッ

クスした雰囲気の中で自由な話しを

通してイキイキとしたやりとりや新

たな発想を生み出す手法 

 議長も書記も発表者もいないよ。 

ご注意！ 
久々の土曜日 

開催です。 

テーマ 講師 場所

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(技師試験対策）
岡山労災病院
　　　清水先生 倉敷第一病院

1月19日 （日） 情報交換会 ー 岡山中央病院（予定）

月日

時間：10:00～12:00



 岡山医療センター 山下Drの講演を聴講させていただきました。 

 内視鏡的画像診断について、鮮明な画像を見ながら、説明していただき、とても勉強になりました。 

 内視鏡Nsから新人Nsの教育計画や、ESD介助についての説明をうけました。 

 Dr1人、Ns1人でESDを実施されると聞き驚きです。当院ではスタッフ4人体制でESDを実施しています。 

 ESD実施中の内視鏡室の様子を見たいと思いました。 

                             松田病院    原 妙  黒瀬 まりら  

参 
加 

者 
の 

声 

先日はお忙しい中勉強会を開催していただきありがとうございました。 

ESDの講義ということで、当院でもESDを導入して数年が経過しておりますが、直接医師か

らの講義も少ないため興味深く拝聴させていただきました。 

時間の問題もあり、動画が見れなかったことが少し残念でした。 

当院でも新しくスタッフが二名移動で加わり、特殊技術なので教育の面でいろいろと苦労が

あるのはどこも、共通の課題であると痛感しました。 

今後スタッフでのチームとしての技術アップを目指し、勉強会で得た情報を共有し活用して

いきたいと思います。 

改めまして先日はありがとうございました。 

                            岡山済生会病院 内視鏡センター 森浩美 

先日は内視鏡勉強会に参加させて頂き、ありがとうございました。 

 私は今年の3月より内視鏡に携わらせて頂いています。知識も経験も浅く、まだまだ慣

れないことも多いので、一日も早く患者様に安心で安全な看護が提供できるようにと7

月の勉強会より参加しています。 

 今回の勉強会では、当院ではまだ行われていないESDについての看護と介助についてで

した。 

まず山下先生の講義で、「ESDの教育は、正しく観察することから」という言葉に刺激を

受けました。今の私は物品の準備、介助をしたり、バイタルサインをとったりということに

集中しており、肝心な組織の状態観察は十分に行えてないことも多かったです。今後は症

例を重ねていき、正常、異常の診断が患者様のアセスメント、ケアつながるようにしてい

きたいと思います。 

また、岡山医療センターにおける徹底した教育計画の実際にもすごいと思いました。 

2回参加しただけでも学びが多く、考えさせられる勉強会です。 

これからも参加させて頂き、実践に生かせれたらと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。         岡山西大寺病院 森寺みか 

岡山医療センターの山下先生・ス

タッフの皆様色々お世話になりまし

た。時間外受付あたりにおられた

ガードマンさんが親切に会場案内を

してくださり迷わず会場に行けまし

た。有り難うございました。 



       勉強会アンケート結果（岡山医療センター） 
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今後に生かせる

【勉強会に対する意見・感想】

＊多施設でのESD状況が分かり勉強になった。

＊山下先生の講義は、画像が沢山あり分かりやすかったです。Nｓ1人でESDというのはすごい・・・の一言でした。

＊Dｒ講義の資料があれば助かります。

＊うちの施設にはない NBIやESDなどについて とても勉強になりました。

＊ESD等の治療がない状況で、内視鏡治療の看護、介助について具体的に教えて頂き理解できました。ありがとうございました。

＊わかりやすい講義をありがとうございました。

＊マイクの音量が途中小さくなって聞き取りにくい時があったので残念。スタッフがわきあいあいとしていて、いいなーと思いました。

ゆったりとした教育体制のように思いました（←医療センターは）

＊当院でも食道・胃・大腸のESDを少ないスタッフで行っているので とても参考になりました。通常のスコープ NBI/拡大でのと

酢酸と段階をふんでのスライドはとても分かりやすかったです。

＊ESD教育

＊山下先生の看護師に対する信頼感はすごいものだと思いました。うらやましい・・・です。

＊専門的な内容で とても勉強になりました。山下医師が言われた 内視鏡介助はプロ意識が大切であり、レベルを上げることを

常に求められている。これからも頑張りたいと思います。

＊先生の声がマイクから離れていて聞きづらい所があった（席が後のせいですか？）。レジメ以外の資料がほしい。

＊看護だけでなく、技術面のことも教えて頂ければ幸いです。ぜひ、多施設の手技を学びたいです。

＊電子カルテ記録について もう少し聞きたかった。

＊多施設の実際のESD手技を見るチャンスがないので、映像が流れなかったのは残念でした。一人でESD介助につき、Pｔ状態

把握、管理、準備など全て行っているのはすごいと思いました。

＊（前半）ESD講義は大変よく分かりましたが、マイク音量が一定せず聞き取りにくいところがあり少し残念でした。

（後半）ESD一人Ns介助はプロのNsとして看護自立の面では大変すばらしいが、Pｔにとっては不安が増長し危険度が高いのでは。

危機管理面で問題がある。

＊自分の職場ではESDの際、Dｒの介助人数が多く恵まれた環境にあるため、自分自身の知識等をもっと増やし、看護レベルをあげ

ていかなければならないと、多施設での状況を聞き思いました。

＊山下Dｒの講義はとても難しい部分もありながら、基本的なことも聞かせて頂き、知識の向上になりました。

＊病院によって看護師がどこまでするのかに差があると思いました。癌の診断の仕方など勉強になりました。

【勉強会に今後望む事】

＊大腸検査前説明（前処置に関して）は、外来Nｓ or 外来クラーク or 内視鏡Nsが行っているのか？

＊医師による講義を増やしてもらいたい。

＊大腸ステント、イレウス管についての講義を聴きたい。

＊ERCPの講義が聴きたい。

＊ERCPの勉強会をしてほしいです。

＊今後、ERCP等に関することを 取り上げて頂けたら幸いです。

＊機能評価に関連した対策。クリニカルラダー（内視鏡室）

＊各病院における内視鏡の実際、看護、検査前の患者訪問、清潔操作、体位の工夫など、大腸検査の前処置の実際。

＊各病院の施設見学。

＊子育てをしながら自分の休みを使っての参加なので県北の参加は難しい。

病院名 人数 病院名 人数
1 チクバ外科胃腸科肛門科病院　 6 14 瀬戸内市民病院 1
2 まつお内科クリニック 1 15 川口メディカルクリニック 1
3 岡山ろうさい病院 3 16 川崎病院 7
4 岡山医療センター 8 17 倉敷第一病院 1
5 岡山済生会病院 2 18 倉敷中央病院 3
6 岡山市立市民病院 4 19 長島愛生園 1
7 岡山西大寺病院 2 20 津山中央病院 1
8 岡山赤十字病院 3 21 田中胃腸外科 1
9 岡山大学病院 6 22 湯原温泉病院 1

10 佐藤胃腸外科 1 23 南岡山医療センター 3
11 重井医学研究所付属病院 1 24 尾道市立市民病院 1
12 松田病院　 3 25 薬師寺慈恵病院 1
13 水島協同病院 3

参加人数　　　　65名 (回収率　　72％)
参加施設 25施設



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。 

今回は津山中央病院の紹介です。 

財団法人 津山慈風会 津山中央病院  

       病床数：５３５床 三次救急救命センターを配した県北地域の拠点病院です。 

 

 

１、内視鏡センターの紹介  

              内視鏡検査室：７部屋  

                        リカバリールーム 

                        大腸検査・前処置室（専用トイレ室） 

              内視鏡洗浄機：７台（上部用４台＋下部用３台） 

              内視鏡システム：オリンパス７台・フジノン１台 

              スコープ保有台数：GIF1４本（うちフジノン２本） 

                           CF１１本 

                          経鼻用１本 

                          超音波専用機２本 

                          側視鏡２本 

                          ダブルバル－ン小腸内視鏡２本 

                          気管支用３本 

２．スタッフ構成    内視鏡医師：１６名 

              非常勤医師：６名 

              看護師：１２名（うち内視鏡技師 ４名） 

              看護助手：２名 

              受付事務：３名 

 

３，内視鏡検査件数 上部内視鏡 ６９３４件 

              下部内視鏡 ３２３４件 

              気管支鏡   １１２件 

              ダブルバルーン小腸内視鏡 ５７件 

              ERCP ４６５件 

              EUS-FNA ３６件          合計１０８３８件（平成２４年実績） 
 

４．特徴         当院内視鏡センターは２００９年より年間件数１００００件を超え、 

              一日平均５０件の検査・処置を行っています。 

              数年前からはダブルバルーン小腸内視鏡・カプセル内視鏡も導入し、 

              全消化管検査が可能となりました。 

              検査件数増加に伴い、多忙な毎日ですがDrを含めスタッフが一丸となって 

              日々の業務に取り組んでいます。 
 

 

 

 

 

 

津山中央病院病院から 

南岡山医療センターへバトンタッチ！ 

▲洗浄履歴管理システム 

▲カプセル内視鏡システム 

▼内視鏡スタッフ 
9月28日には 

ぜひお越し 

下さいね 



●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 

●会費：５，０００円 

●テーマ：内視鏡に求められる「安全」・「安心」 

●シンポジウム 

     安心して受けられる検査・治療を目指して ～内視鏡技師の役割～ 

●パネルディスカッション 

     内視鏡機器・施設の安全管理を考える 

 

●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。 

岡山県内視鏡技師会からの

申し込みはおこなっていま

せんのでご注意下さい。 

岡山県内視鏡看護勉強会からも１題発表が決まっています。 

●日時：２０１４年２月２３日（日）１０：００～ 

●会場：川崎医科大学附属病院 ８階大講堂 

●内容：特別講演 

    一般演題 

    シンポジウム 

    当院の内視鏡室紹介 

    ランチョンセミナー などなど 

▲第１４回岡山県 

内視鏡技師研究会 

の様子 

   今回からより多くの方にご参加いただける

ように日曜日開催としました。 

内容も新しい取り組みを今、企画中

です。 

詳細は“おかやまげっつ”でお伝え

していきますのでご確認下さいね。 

今からスケジュール調整してて下さ

いませ。 



 

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 

●最近の話題● 
 オリンパスメディカルシステムズ（株）様が今年８月より内視鏡検査をされ

ている開業医・クリニックを中心に内視鏡取扱講習会を行っています。 

内視鏡の取扱・管理・洗浄方法を実機を見ながらオリンパスサービス担当者よ

り説明してくださいます。 

対象は医師・看護師、その他内視鏡に関わるスタッフどなたでもＯＫです。 

開催日は開業医さまが参加しやすい木曜日の午後となっています。 

今年度、県内を６エリアに分け講習会を開催します。 

８月に開催した津山エリアの講習会は、和気藹々とした雰囲気で好評だったそうです。 

ご都合が合えばぜひ参加してみて下さい。 

９月開催案内と今後の予定は下記をご参照下さい。 

内視鏡取扱講習会in倉敷 ご案内 

日 時：平成２５年９月１９日（木）１５：００～１６：００ 
場 所：倉敷商工会議所１階 第２会議室 
               （倉敷市白楽町２４９－５） 
会 費：無料    駐車場：無料 
 
  ◆テーマ：『取扱・管理方法 ～修理費抑制に向けて～』 

  ◆内 容：取扱・管理・洗浄方法 

          実機をご覧いただきながらサービス担当者より 

                           ご説明致します。 

       岡山県西部エリア限定・少人数制で行います。 

       日頃の疑問、ちょっとした質問もお聞かせ下さい。 

  ◆申し込み方法（ＦＡＸまたはＥｰｍａｉｌ） 

       ＦＡＸ：０８６－２２３－５４３３ 藤沼宛 

       メール：yutaka_fujinuma@ot.olympus.co.jp 

  ◆申し込み〆切  ９月１３日（金）まで 

  ◆お問合せ先   ０８６－２３３－０３６６ 

           オリンパスメディカルシステムズ（株）藤沼 豊 

①ご施設名 ②お名前  

③職種 

  を教えて下さい。 

※本講習会は消化器内視鏡医

学講習会受講証明書発行の対

象ではありません。 

【津山エリア（実施済）】
2013年8月1日（木）

【対象地区】

久米郡、勝田郡、津山市

苫田郡、英田郡、美作市

【東部エリア】
2013年12月上旬

【対象地区】

備前市、和気町、瀬戸内市、赤磐市

【西部エリア（次回）】
2013年9月19日（木）

【対象地区】

倉敷市、笠岡市、井原市

総社市、小田郡、浅口市

【岡山市・北区】
2014年1月中旬

【対象地区】

岡山市北区

【岡山市・南部エリア】
2013年11月上旬

【対象地区】

中区、東区、南区、玉野市

【北西部エリア】
2014年2月中旬

【対象地区】

高梁市、新見市、加賀郡、真庭市

講習会 エリア別日程

この講習会に関しては 

岡山県内視鏡技師会での 

申し込み・お問合せは行って

おりません。 


