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■担当者から皆様へ 
２年に一度の診療報酬改定。毎回わかりやすい解説で大好評！今回もボストンサイエンティフィックさんにご協力 

いただきます。Ｎｓさん、ＭＥさん、医事課の方の参加も大歓迎です。 

会場は現在交渉中です。おかやまげっつ７９号でお知らせいたします。 

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

勉強会 平成２６年度 内視鏡に関する診療報酬改定 
          講師：ボストンサイエンティフィック様 

▼日時：２０１４年４月２０日（日）（予定） 

▼会場：未定（次号でお知らせします） 

 

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 

          ※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。 

お知らせ 
■２月２３日 第１５回岡山県消化器内視鏡技師研究会参加の皆様へ 

   ・事前申し込みの際、届いたハガキを必ず持参してください。受付時にはハガキに記している番 

    号が必要です。またランチョンの弁当引換券になります。 

   ・駐車場料金は自己負担となります。 

   ・３０分以上の遅刻・早退には「出席証明書」は発行されませんのでご注意ください。 

 

■平成２６年度の勉強会について 

   現在年間計画を企画中です。おかやまげっつ７９号でお知らせできると思います。 

   希望の勉強会の内容があればぜひお声かけください。また会場の協力もぜひお願いします。 

   メールにてお知らせくださいね。 

 

■名称変更しました。 

   岡山県内視鏡技師会⇒岡山県消化器内視鏡技師会 

   内視鏡看護勉強会  ⇒内視鏡勉強会 
       （内視鏡はチーム医療です。職種の垣根を越えてみんなで勉強したいと思います。） 
 

■おかやまげっつ 今号からプチリニューアルしました。 



 

１月１９日 念願の淡路先生のお話

を聞くことができました。 

先日は内視鏡看護勉強会に参加させていただきありがとうございました。１９日当日はとても寒い雪のちらつく日

でしたが、岡山中央病院ということで参加しやすい場所でした。淡路先生の経歴は事前に紹介されていたので期待

はしていましたが、想像以上でした。話の内容は最新の検査情報から現場の裏話まで先生のご経歴からしか聞けな

い話で とても勉強になりました。また話の途中、先生のダジャレはとても面白く、３分に１回は笑っていまし

た。２時間があっという間に感じ、終了後も興奮の冷めない状態で講演内容は仕事への意欲となりました。主催の

皆様に感謝し、次回もぜひ参加したいと思います。                田中胃腸科 吉部 利江 

この度、念願の！？受講が実現し、ウワサ通りの「豆知識の宝庫」に大変感銘を 

受けました。淡路先生の２６万例の内視鏡経験値と他施設とのネットワークの広さ

には脱帽です。検査中のげっぷを防ぐコツや 腸管洗浄剤に消泡剤を添加するより

実は１リットル飲用時点で服用したほうが効果的とか、新薬○○○・・・のアナ

フィラキシー様症例等々、テキストには載ってない重要な知識が集約されていまし

た。これぞ我々の知りたかったことです。常に過密スケジュールで多忙な淡路先生

の為話（タメバナ）を拝聴できたことは、本当に幸運でした。が・・・正直２時間

では物足りなかったことは否めません。欲をいえば、もう少しゆっくり時間をかけ

て受けたかったのが率直な感想です。 

パート２・３と続くとしたら次の予約は数年先でしょうか？？（＾＾）     倉敷第一病院 武貞 菜穂子  

勉強会報告 

１月の岡山県内視鏡看護勉強会は、講義「明日に繫ぐ、内視鏡介助術」の

テーマで行い、４８名の方が参加して下さいました。今回は、これまでの

様に医師・業者等の講演と異なり、同じ現場で活躍の淡路誠一先生の講義

を企画しました。 

  淡路 先生は、御存じの方も多いと思いますが、豊富な経験・実績をお持ちの上、人

脈も広く、趣味も豊かで講義の随所にしのばれました。全国各地で講演活動をされて後進

の育成にも精通されています。 

 同じ技師・看護師としての視点でのお話しなので、ﾃｷｽﾄにないような、実践的な豆知識もたくさんあり、今後

の私達の介助・看護に十分活かせる事と思います。参加者の感想はこの”おかやまげっつ”に掲載していますの

でご参照ください。 

 この講義が、現場を大事にして、現場での情報交換をうまく行い、岡山県内視鏡の発展のために一助になった

事と感謝申し上げます。                        岡山ろうさい病院 遠部 絹子 

淡路先生の講義を楽しみに参加させていただきました。講義内容が「内視鏡検査・処置の介助方法」と言うことで

興味深々でした。先生が看護師と言うことで同じ立場からの目線での講義に大変感動しました。また、とてもユー

モアのあるトークで本当にあっという間に時間が過ぎてもっと延長して聴きたいぐらいでした。講義内容は介助方

法はもちろんの事、問診から承諾書の受け取り方、前処置法からアナフィラキシー対応等、細かい話でした。さら

に、安全面についても「自分を防御できなければ患者の防御はできない」と言われた言葉に医療従事者、介助者と

して基本的な所を再認識させられました。頂いた資料は先生が作成された７項目のマニュアルでした。先生へのメ

ルアドも掲載されていたので是非メールを送りたいと思っています。        松田病院 錦織 恵美子 

今回の勉強会、淡路先生の講義を聴くことができ、とても有意義な２時間でした。 

３２年２６万例からの学びは本当に明日から役立つものでした。さっそく伝達講習をしました。 

毎回勉強会は、新しいことを知る貴重な場所です。技師会の皆様ありがとうございます。 

                             笠岡中央病院 徳川 由起子 



勉強会アンケート 

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
＊大変興味深かったです。 もっとゆっくり講義を聞きたかったです。

＊いろいろ新しい事があり 勉強になり つかえる。 変更できることが多く よかった。
＊内視鏡はまだまだ初心者なので とてもわかりやすかった。先生のトラの巻使用して、自信につなげたいです。

新しいことを知り得るよい機会となりました。
＊基礎的な事から応用まで分かりやすく講義して頂き とてもためになりました。また、是非開催して頂きたいです。
＊内視鏡の処置の介助の最先端の話を聞けてよかったです。介助について知らない事もあり、勉強になりました。

＊役立つ情報ばかりで ２ｈｒが あっという間に過ぎました。ありがとうございました。
＊今まで行っていた介助ができているかどうかの確認にもなり、又、新しい手法のわかりやすい 大変参考になった。
＊ゲップの止め方、腹部圧迫などの方法をよくわからなかったので、今日理解できてよかったです。

＊とても興味深い内容が短時間過ぎて、もっともっと時間と資料が欲しかったです・・・・・！有り難うございます。
日総研調べてみます。

＊楽しくお話を聞く事ができ、勉強になりました。
＊講義もとても興味深かったですが、マメ知識がとても参考になりました。
＊知識がふえる事で自分の不安が減り、安心して介助できると思いました。また、淡路技師からの講義がききたいです。

同じ介助者の立場でのお話だったので役に立つことが多くて これから、仕事をする楽しみができた。
＊介助する側なので 今後いかせていきたいと思います。もっと聞きたかったです。ありがとうございました。

＊たいへん勉強になりました。ぜひまた聞きたいです。
＊テキスト上では学べない マメ知識が多くとてもよかった。時間が短すぎてもったいない。 １日して欲しい。
＊何気なくしている業務の中で気付きがたくさんありました。参考になることが多々あり良かったです。

先生へのＭａｉｌ情報もお土産になりました！
＊新たな知識を得る事ができました。
＊わかりやすく内容がまとまっていたので 今後の参考になりました。

＊大変興味深く 明日からの看護に使える内容でした。ありがとうございました。
＊分かりやすくよかったです。 ＥＲＣＰ・ＥＭＲなど詳しく知りたいし 教えて欲しいです。

＊同じＮｓ、技師目線での話はＧｏｏｄ！！
＊細かいポイイトや どうしてそれが必要なのかという根拠がとても 分かりやすく、興味深かったです。

現場の方には 役にたつ内容だなあと感動しました。

＊今後の介助に役立てたいと思います。 ありがとうございました。
＊今まで参加した勉強会の中で １番役に立つと思いました。ありがとうございました。

＊淡路先生の講義は とても楽しく勉強させて頂きました。Ｄｒ・Ｎｓ・技師の視点で幅広く学習でき、あっという間の
２時間貴重な学習をさせていただきました。

＊大変感動しました。この様な勉強会は何度も参加したいと思いました。現在の仕事に役立てていきたいと

思いました。
＊２時間あっというまで、まだまだ詳しく聞いてみたいなと思いました。
＊も少し ゆっくりお聞きしたい部分もありましたが、資料を見直してみます。ありがとうございました。
＊ＣＳ時の圧迫方法について今までコツが分からなかったので知ることができてよかったです。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊いいものは、時間をかけて欲しい。
＊もう少しこの勉強は 特に勉強になったので 時間をつくってほしい！
＊ほんじつの様な講演がよいです。
＊まだまだ現場ですぐ実施できる内視鏡での介助のポイントについて学んでいきたいです。
＊淡路先生に シリーズでして欲しい。
＊ＣＦの前処置方法について 詳しくしりたい。
＊内視鏡介助の実技の勉強会。 ＣＦ時の圧迫方法・実技等。
＊大腸の用手圧迫法や声掛けなど実習・実践形式の勉強会もしていただきたいです。
＊土曜日にも何日かお願いします。
＊又、勉強会をお願いいたします。
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参加人数 48名
参加施設 23施設

回収率 83％

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 松田病院
まつおクリニック 川口メディカルクリニック
岡山ろうさい病院 川崎医科大学附属川崎病院
岡山済生会病院 川崎医科大学附属病院
岡山西大寺病院 倉敷第一病院
岡山赤十字病院 津山中央病院
岡山大学病院　 田中胃腸科
笠岡中央病院 湯原温泉病院
玉島中央病院 南岡山医療センター
金田病院 備前市立備前病院
佐藤胃腸外科 その他
勝山病院

テーマ 明日に繋ぐ 内視鏡介助術

開催日時 平成２6年1月19日（日）

会 場 岡山中央病院 会議室



昨年５月より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。 

今回は次年度より役員になっていただく松田病院の紹介です。 

医療法人 天和会 松田病院 

       

   病床数135床（一般病棟９７床・療養病棟３８床）  

     消化器（肝・胆・膵）外科領域における急性期医療を担っています。  

     2013年4月より、認定看護師による看護専門外来を開設しました。  

 

◆内視鏡室紹介  

   内視鏡検査室1部屋 検査ベッド2台） 放射線科使用  

   内視鏡システム ＯＬＹＭＰＵＳ2台 内視鏡洗浄機2台  

   スコープ  

     ＧＩＦ：3本 経鼻：1本 側視：1本 斜視：1本  

     ＣＦ：2本 ＢＦ：2本  

 

◆スタッフ構成（手術・中央材料室併設で内視鏡担当は2～4名/日）  

   内視鏡医師3名・非常勤医師1名  

   看護師6名（うち内視鏡技師2名・パート1名）  

   臨床工学技師6名（うち内視鏡技師2名）  

   医療事務1名  

  

 

◆内視鏡検査数（Ｈ24年度実績）  

   上部内視鏡検査数922件・ＥＩＳＬ件数13件・上部ＥＭＲ・ＥＳＤ件数11件  

   下部内視鏡検査数364件・下部ポリぺク・ＥＭＲ件数101件  

   ＥＲＣＰ件数22件  

 

◆特徴・プチ自慢  

   当院は24時間対応で内視鏡検査を行っています。 

   胃カメラは予約をしていなくても絶食で来院 

   されれば当日検査可能です。 

   2012年に内視鏡室の改装をしました。以前は 

   いかにも検査室と言う雰囲気の室内でしたが、 

   現在は、温かいぬくもりのある室内とアロマや 

   ＢＧＭを利用して患者さんが少しでもリラックス 

   して検査が受けられるように配慮しています。 

   スタッフも看護師のみでなく臨床工学技士 

   （ＭＥ）が内視鏡業務に携わっています。 

   経験を重ねたＭＥから積極的に内視鏡技師を取得 

   しており今年も受験予定者がいます。 

   パラメディカルの連携にて、より良いチーム医療を目指しています。  

 

 松田病院から 

倉敷中央病院へバトンタッチ！ 

リレートーク 



最近の話題 

＝内視鏡取扱講習会報告＝

1/23 岡山市北区（会場：岡山赤十字病院）

機械も人と同じように働き続けていけば調子が悪くなることもあります。
ただ、ドコが悪いのか話してはくれません。
この講習会では、そういった機械の状態を確認するトラブルシュートも盛り込んでいます。
機械は患者さんを検査するための大切なパートナーです。
知らないうちに泣かせていませんか？？
ポイントをおさえることで、機械の声が聞こえてくるはずです。

オリンパスメディカルシステムズ(株)

担当者より

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

サービス担当

嶋 智子

営業担当

遠藤 雄介

次回予告

日 時 ：平成26年2月27日（木） 15：00 ～ 16：00

場 所 ：新見商工会議所 1F 第1研修室

新見市高尾2475 - 7

会 費 ：無料

駐車場：無料

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。 

 オリンパスメディカルシステムズ（株）様が昨年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。 

今年度、県内を６エリアに分け講習会を開催します。２月が最終回です。 

いつも私たちがお世話になっている内視鏡に関わる業者さん

から現場で役に立つ情報を教えていただきます。 

いつもお世話になっている業者さんへ 
 私たち内視鏡の現場で役に立つ情報や新製品の情報・注意情報などなどをぜひ 
 教えてください。よろしくお願いいたします。原稿は下記まで・・・。 

    info@okayamagets.jp 

 



●日時：２０１４年５月１６日（金）１７日（土） 

●会場：ベルサール渋谷ファースト 

     東京都渋谷区東１－２－２０ 

●会費：７，０００円 

●テーマ：研究から紡ぐ内視鏡技師の未来 

技師会からの情報 
   第７２回日本消化器内視鏡技師学会 

●日時：２０１４年１０月２５日（土） 

●会場：大阪国際交流センター 

     東大阪市天王寺区本町８－２－６ 

●会費：７，０００円 

●テーマ：安心・安全・安楽・満足な内視鏡医療を提供するためのチーム医療 

   第７３回日本消化器内視鏡技師学会 

   消化器内視鏡看護セミナー 

   中国地区消化器内視鏡技師研究会 

●日時：２０１４年６月１５日（日） 

●会場：徳島市立文化センター 

●日時：２０１４年９月２１日（日） 

●会場：広島県 

   カプセル内視鏡読影支援技師認定制度 

Ｖ 

この情報は川崎医科大学附属病院

の河上さんからの情報です。 

詳細は“日本カプセル内視鏡学会

ＨＰをご確認ください。 

今年からカプセル内視鏡読影支援技師認定制度ができ、 

内視鏡技師も積極的にカプセル内視鏡の読影に関わっていくことができるようになりました。 

詳しくは下記をご参照ください。審査料・認定料には10,000円が必要です。 

 

2014年1月  1日  申請書類受付開始 

2014年3月31日  申請〆切 

2014年8月  1日  認定書発行 

 

小腸ＣＥ読影支援技師資格は4年毎に更新しなければならない。 

更新を申請するにあたっては次の書類を本学会理事長に提出する。 

 １）小腸ＣＥ読影支援技師■更新書 

 ２）本学会準学会員証明書（資格認定日から継続して本学会準会員であること） 

 ３）本学会が実施する小腸カプセル内視鏡ｅラーニング受講修了証（写） 

 ４）本学会員の指導の下、小腸カプセル内視鏡検査の画像診断支援を年間10症例以上経験したことを記した 

   実績証明書 

      ◆岡山県内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。 

              info@okayamagets.jp 

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

詳しいご案内は次ページを 

ご覧下さい。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW3Mw_fFSGAIA9zeU3uV7/SIG=12pg95a76/EXP=1391677104/**http%3a/techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060906/120863/capsule.jpg


第12回消化器内視鏡看護セミナーのご案内 
 

日 時 ：2014年６月15日（日曜日）9：50～16：00 （受付開始 9：20～） 
会 場 ：徳島市立文化センター １階ホール 

            〒770-0851  徳島市徳島町城内1番地  ℡088-653-2185 

受講料 ：日本消化器内視鏡技師会会員：5000円（昼食代含む）非会員：8000円（昼食代含む） 
募集人員 ：300名（先着順） 
主 催 ：日本消化器内視鏡技師会 内視鏡看護委員会 
後 援 ：公益社団法人 日本看護協会 
     公益社団法人 徳島県看護協会 
 

 
 

《プログラム》 

  講義Ⅰ「内視鏡看護総論」                     （10：00～10：45） 

      講師：岡山ろうさい病院 日本消化器内視鏡技師会 内視鏡看護会委員   遠部 絹子 

 

  講義Ⅱ「内視鏡看護概論：内視鏡における前・中・後の看護」 （10：45～12：15） 

           講師：服部病院    日本消化器内視鏡技師会 内視鏡看護会委員長   上田 道子 

 

-------------- (昼食：お弁当を配布します・休憩：12:15～13:15) -------------- 

 

  特別講演「事故事例で学ぶ医療リスクマネジメント 
～記録の法的な意義とその記載方法～」  

                （13：15～14：45） 

                     講師：関谷法律事務所 弁護士 宗像 雄先生            

------------------------------- （休憩：15分）-----------------------------    

  講義Ⅲ 「看護委員会作成のガイドラインの紹介」          （15：00～15：50） 

講師：富山赤十字病院 日本消化器内視鏡技師会 内視鏡看護委員会副委員長 大橋 達子   
                        

    

   第12回消化器内視鏡看護セミナー実行委員長 南 千代 

   事務局：〒673-0413   兵庫県三木市大塚218-3  服部病院   

内視鏡看護セミナー事務局  上田道子 

     お問い合わせ先 Fax：(0794)82-4399  E-mail：tokushima2014@yahoo.co.jp 

※お問い合わせはFaxまたはE-mailでお願いします。 

※迷惑メール対策をしている方は事前にメールが受信できるように 

設定の変更をお願いします。 

 

テーマ：「つなごう内視鏡看護」 

内視鏡看護は、あらゆる健康レベルを対象としており、保健・医療・福祉の領域で展開されま

す。内視鏡検査・治療を受ける患者に、「安全・安心・安楽・満足」な一貫した看護を提供し、

内視鏡チームの充実・関連部門（病棟・外来・地域）との連携を図ることができるように、施

設内の組織化を行い、さらに他の医療機関や地域においても、継続的かつ一貫性のある看護が

提供できるように、地域支援システムの構築に参画し、「内視鏡看護をつないでいきましょ

う！」。 
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