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  1月のテーマ月のテーマ月のテーマ：：：   講義講義講義～内視鏡検査・処置の介助法～～内視鏡検査・処置の介助法～～内視鏡検査・処置の介助法～   
                                    講師：熊本地域医療センター講師：熊本地域医療センター講師：熊本地域医療センター   内視鏡技師内視鏡技師内視鏡技師   淡路誠一先生淡路誠一先生淡路誠一先生   

 

   ◆日時：2014年1月19日（日）１0：００～１2：００ 

   ◆会場：岡山中央病院 ２階 セミナー室 
                                  岡山市北区伊島6-3 ＴＥＬ（086）-252-3221   
   ◆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 1月16日（木）  
             ※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 

  今回講義いただく淡路誠一先生は熊本地域医療センターで長年内視鏡に携わっておられまして数々の役員や委員会、研究

会や勉強会などの企画をされておられます。熊本で合同開催された内視鏡技師学会で学会長という大役をこなされました。そ

こで私は演題発表・座長などをさせていただいたご縁でメールのやり取りをさせていただいております。（メール文もかなりユニー

クな内容です）日総研などの講師もされており、一度はお話を聞いてみたいと思っておりましたので岡山県内視鏡看護勉強会で

ご講義いただけるということで大変楽しみにしております。  是非皆さまも経験豊富な淡路先生からご教示いただき2014年

も深く内視鏡を学んでいきましょう。                  川崎医科大学附属病院 内視鏡・超音波センター河上真紀子 

  

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

次年度の勉強会の内容や講師など現在計画中です。 

詳しくは次号でお知らせできると思います。 

また「こんな勉強会して欲しい！」という希望があれば 

役員にお知らせ下さい。 

明けましておめでとうござ

います。 

今年度最後の勉強会です。

淡路さんのお話を聞けるな

んて超ラッキーですよ。 

第６１回日本消化器内視鏡

技師学会のスペシャリスト

セミナーのＥＳＤ介助セミ

ナーのインストラクターも

されました。Ｎｓさん・内

視鏡技師さん・ＭＥさん・

業者さんどなたでも参加Ｏ

Ｋです。 

駐車場は無料です 
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今回は技師試験受験対策講義ということで岡山労災病院の清水先生にお話しをしていただきました。 

内視鏡の一般知識や消化管疾患など、幅広い内容を２時間でおさめなければならないのでとてもスピーディでしたが、

そのなかでもポイントになることはきちんと押さえて教えてくださったり、受験には出ないかもしれないけれど・・・といい

つつ詳しく教えてくださったり。本当に２時間とは思えないほどの内容でした。時間があれば、もっと詳聞きたいと思い

ました。 

< div>私は、内視鏡に関わってまだ１年ですが、まだまだ分からないことだらけで周りの先輩がたについていくのがやっ

とです。内視鏡技師会の勉強会には何度か参加させていただいていますが、いつも新しい発見や知識を得ることがで

きて自分の力になっていると思います。 

いつも興味深い勉強会を開催してくださる技師会のみなさま、本当にありがとうございます。 

                                                         玉島中央病院 進藤幸恵 

12月15日に倉敷第一病院で行われた技師試験対策の勉強会に参加させて頂きました。 

スコープの構造から試験に毎年出題されている疾病の解剖や内視鏡でみた時の写真を分かりやすく説明

して頂き、本当に為になりました。 

業務に追われ、一人ではなかな か勉強が進まない時もありますが、ポイントを抑え試験に向けてラスト

スパート頑張りたいと思います。 

岡山労災病院の清水先生、お忙しいなか本当にありがとうございました。 

                                                  川崎病院 堀 喜久恵 

 内視鏡に関しての基礎知識から病態生理、普段の看護に生かせる内容も多く、分かりやすい内容でした。また、試験

対策ということで、ガイドラインに沿った新情報や保険適応の検査などの情報も得ることができて勉強になりました。

講義後半駆け足で、もう少しじっくり聞きたかったですが、これからの勉強ポイントがつかめるような内容だったと思い

ます。                                                     岡山大学病院 采女典子 

清水先生の内視鏡技師試験対策講座を受けると、内視鏡学会の最近の話題など、新しい知識を習得できます。今年

度はカプセル内視鏡の保健適応の拡大や、パテンシーカプセルの構造、開通性の評価法など新しい情報をキャッチす

ることができました。もちろん内視鏡基礎講座も盛りだくさんで、2時間があっという間に過ぎてしまいました。    

                                                       岡山大学病院 三宅百合江 
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寒い中、勉強会にご参加いただきありがとうござい

ました。今年で４回目になる内視鏡基礎講座～内

視鏡技師試験対策～は、これから技師試験を受け

る方も既に技師資格のある人にも最新の情報を知

ることの出来る人気の勉強会です。毎年講師の先

生方は私達のために前回技師試験の問題をチェッ

クして資料を作成してくださいます。お忙しい中、

本当にありがたい事です。 

きっと来年度の勉強会にも組み込まれると思いま

す。ぜひご参加下さい。 

            倉敷第一病院 嶋津 志織 

清水先生より受験対策の話をききながら、「そうそう、それ

よ」と思ったり「あれ、これ知らないな」と思ったりしているうち

に、あっという間にすぎた2時間でした。 

当院ではしていないことも学べる、貴重な内容でした。 

消化器内視鏡技師の受験生対策と思っていましたが、そう

ではなく、技師の資格をとっている方にもぜひ参加していた

だきたいと思う講義でした。 

               南岡山医療センター  前川 紀子 



       勉強会アンケート結果（岡山ろうさい病院） 

病院名 人数 病院名 人数

1 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 1 10 松田病院 2

2 岡山ろうさい病院 3 11 川口メディカルクリニック 1

3 岡山西大寺病院 2 12 川崎医科大学附属川崎病院 3

4 岡山赤十字病院 1 13 倉敷第一病院 1

5 岡山大学病院 3 14 倉敷中央病院 1

6 玉島中央病院 1 15 南岡山医療センター 2

7 近藤病院 1 16 備前市立備前病院 1

8 金田病院 1 17 尾道市立市民病院 1

9 佐藤胃腸外科 2

参加人数　27名
参加施設　　17施設
回収率　　81％

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
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＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
＊独学での勉強より、話を聞きながらの方が頭に入りやすく、２時間とても充実できた時間でした。

＊試験まで今日の講義を参考に勉強していきたいと思う。

＊時間が短かったので、またこのような会があれば参加して勉強したい。

＊もう少しゆっくり聞けるとよかったです。

＊すごくわかりやすかったです。資料も詳しく分かりやすかったです。

＊要点がまとまっていて大変わかりやすかった。もう少しじっくりお話を聞きたかった。

＊資料のコピーの空白のところがいくつかあったのが残念です。

＊試験前で医師の勉強会を開いていただいてありがたかったです。

＊もう少し時間があったら良かったです。

　資料に写っていないところが多くあり、聞きながら気にして書かないといけなかったのでせっかく集中して聞きたかったのに残念でした。

＊解剖の絵や写真で分かりやすく教えて頂きとても良かったです。

＊普段の臨床にも必要な知識の再確認、学習ができて有意義でした。

＊専門的な詳しい講義ありがとうございます。何回受けさせていただいても勉強になります。

　たくさんのスライドも用意してくださり感謝の一言です。

＊勉強会の内容が豊富であり、とても勉強になったが、早足でありもっと詳しく聞きたかった。休憩を挟んでほしかった。

＊毎回思うのですが、今回の試験対策も内視鏡室に勤務するスタッフ全体に役に立つ内容でした。

　　試験受ける方対象だけではない内容だったと思う。

＊スタッフがみんな知っておくべき内容が網羅されていて、すごく勉強になった。
　これだけの内容を用意するだけでも先生にはありがたいです。時間が３時間くらいあってゆっくりお聞きしたかったです。

＊先生の説明はとても丁寧で分かりやすかった。

＊資料がもう少し大きいと助かります(小さい字が見えにくかった）。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊実際に用具を使用した介助方法(スネア・クリッピング・留置スネア）高周波の使用方法

＊感染対策？洗浄、用具など？
＊看護勉強会だとは思いますが、他の施設のＭＥの取り組みを知りたい。

＊他の施設のＭＥがどこまで管理し、看護や業務の境界線が知りたい。
＊年１回の試験対策で様々な知識が復習できました。

　　先生の資料はとても凝っていてお時間かけて頂いていると思います、ありがとうございました。
＊日常業務にすぐ活かせる内容だと嬉しいです。

＊毎回勉強になります。ありがとうございます。
＊ＣＦについての講義をしてほしいです(初心者用）。

＊今年は用手圧迫がなかったので、新人看護師のためにも定期的に勉強会をしてほしい。
＊学術講義：治療・疾患について

＊技師受験対策講義は新人スタッフ、受験前後、すべてのスタッフに最新の情報が組み込まれてとてもいいと思いました。

テーマ　　内視鏡基礎講座
　　　　　　　(内視鏡技師試験対策）

開催日時　平成２５年１２月１５日（日）

会　場　　　倉敷第一病院　ＩＳＡＭホール



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。 

今回は川崎医科大学附属病院の紹介です。 

川崎医科大学附属病院から 

松田病院さんへバトンタッチ！ 

川崎医科大学附属病院 
 

倉敷の中庄駅から徒歩10分程度のところにある川崎医科大学附属病院という医科大学，福祉大学，短期大学，リハビリ

テーション学院などのさまざまな教育施設が併設された病院です。 

特定機能病院に指定され、ドクターヘリなど三次救急や二次救急の体制も整えています。 

内視鏡検査は『24時間いつでも診療を行う』という基本理念に基づき、基本的にはお断りをせず、緊急を要する場合は当日

検査を行っております。 

日々の検査では医師が協力してくださいますが、看護師としてゆっくり患者様と関わる時間を持つことが正直難しい現状に

あります。 

1日30件～50件の検査・処置をめまぐるしいスピードで行っております。 

＊年間件数推移はグラフに示しております。 

ルチーンの件数は横ばいですが、処置がめまぐるしく増加しており、穿刺ドレナー

ジ・ESDなどのハイリスクな処置を一日中していることもあるんですよ。 

 

こんな中でもスタッフ同士で工夫してコミュニケーションをとり、お互いに信頼し合

い精一杯心を込めた医療が提供できるように努力しております。 

毎年、クリスマスには春間教授のご好意でケーキの差し入れがあります。 

みんなが笑顔でいれるのもこういうメリハリあってのものだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ一同、日々勉強・邁進していきますので今後ともよろしくお願いいたします。 

 

●内視鏡・超音波センターの施設・スタッフ紹介 
  検査室5室・透視室1室・超音波検査室6室・リカバリー6床 

 

  医師：食道・胃腸内科18名・胆膵インターベンション科2名・呼吸器内科6名 

  看護師：4名（内視鏡技師３名・１名は13時まで勤務） 

  看護助手兼洗浄員：2名 

  クラーク：1名 
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看護勉強会の講義でもお馴染みの岡大HP・岡田Dr

による医学講習会が2月6日津山で開催されます。 

富士フィルムの協賛で、コメディカル向けに機器

展示やディスポ製品のサンプル配布・商品説明も 

あります。是非ご参加下さい！     

          津山中央病院 藤原まゆ美                         

お申込み・お問合せは 
 富士フイルムメディカル（株） 

        妹岡（いもおか）様まで 

     電話：０８６－２４６－６１９１ 

●日時：２０１４年２月２３日（日）１０：００～１５：３０ 

●会場：川崎医科大学附属病院 ８階大講堂      

●内容：１）一般演題 

    ２）シンポジウム     「内視鏡で必要な記録って、なに？」 

    ３）ランチョンセミナー  松江赤十字病院 消化器内科部 副部長 串山 義則先生 

                     『大腸内視鏡検査での前処置方法の新たな試み』 

    ４）教育講演       川崎医科大学附属病院 食道・胃腸内科 教授 春間 賢先生 

                     『ヘリコバクター・ピロリ感染に関する最近の話題』 

    ５）当院の内視鏡室紹介 

                   時末消化器科内科医院 

    ６）岡山県内視鏡看護勉強会報告 

    ※機器展示もあります。 

●参加費：３，０００円（当日集金） 

●日時：２０１４年５月１６日（土）１７日（日） 

●会場：ベルサール渋谷ファースト 

     東京都渋谷区東１－２－２０ 

●テーマ：研究から紡ぐ内視鏡技師の未来 

 

現在２１０名の参加申込みを

頂いております。 

申込みを忘れていた方！まだ

大丈夫と言うことなので大至

急!お申込み下さい。（１月中
は可） 

また申込みをしたのに受付票

（ハガキ）が届いていない方

はお声かけ下さい。（ハガキは

ランチョンのお弁当引き換え

券になります。） 



 

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 

＝ 内視鏡取扱講習会報告 ＝

12/19 備前地区（会場：備前市立市民センター）

次回予告

日 時 ：平成26年1月23日（木） 14:30 ～ 15：30 ←開始時間がいつもより30分早いです！

場 所 ：岡山赤十字病院 2F講義室 （詳細は追ってご案内いたします）

会 費 ：無料

駐車場：有料（施設駐車場をご利用ください）

テーマ『修理費抑制』

・検査前の点検方法
（安心した検査を行うために）

・修理費抑制のために、明日からできること
（よくある故障原因と故障予防方法）

・正しい洗浄・消毒方法
（洗浄・消毒！の前にすべきこと）

講習会内容

スタッフ同士の知識伝達は日常的にされていることだと思います。
しかし伝える言葉のニュアンスが少し違うだけで、間違った取扱い方法になってしまうケースも
ゼロではありません。
定期的に取り扱いのおさらいを含めて、このような勉強会を活用していただければ幸いです。
少人数制の会にすることで、皆様の「疑問を解消できる場」「修理抑制方法をさらに深めて頂ける
場」を目指しております。

オリンパスメディカルシステムズ(株)

サービス担当

嶋 智子

営業担当

遠藤 雄介

担当者より


