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■担当者から皆様へ 
1･患者さんは病理医という医師がいることすら知らない方が圧倒的に多く、まして名前などはいくら長く入院されてい

た方でもまったくご存知ないと思います。しかし、病気の診断、その進行の度合、最良の治療法の決定、手術手技および

手術による切除範囲の決定、治療の効果の判定等々、臨床医との緊密な連携のもとに病理医は患者様が来院されたご

く早い時期から深いかかわりをもっているのです。実際、病理医が顕微鏡で観察して作成した病理組織診断書をもとに臨

床医が治療法や手術の手技の決定や決断をすることが非常に多いのです。内視鏡や手術で病変部の一部を採取した生

検材料や手術で摘出された臓器から標本を作成し、顕微鏡で良・悪性の判定や、病名、進行度、転移の有無などの判定

をしています。また、手術前に生検材料での組織判断が困難な場合や切除範囲の決定のために術中迅速診断も行ってい

ます。 今回も是非田口先生の講義をもう一度聞きたい、勉強したいという強い希望があり、再度計画をしました。良い検

体の取り方、顕微鏡検査までの処理・過程・診断等を実際に顕微鏡を見ながら説明・講義をしていただきます。 

2･侵襲の強い内視鏡検査・治療に勤務しておいて、これまでヒヤリとしたこと・アットハットした事は、皆さん一度や二度

ではないと思います。また、検査・処置の高度化・拡充にともない、あるいは患者さんの希望によりセデーションをかける機

会も増えています。個人的には経験してはいないけど、キシロカインショック・ブスコパンショックあるいは麻酔による事故

は、どこかで実際におこっています。今回、齋藤先生から基礎からセデーション時の患者管理：鎮静法と患者管理・鎮静の

目的・鎮静の程度・使用薬剤(拮抗薬)・偶発症発生率・モニタリング帰宅条件・長時間内視鏡処置の問題点  等々 ミッ

チリ教えて頂きましょう。                                        岡山ろうさい病院 遠部絹子 

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

勉強会 医学講習会 

  1･病理組織の取り扱いについて  
             講師：田口孝爾先生(岡山ろうさい病院病理医) 

  2･内視鏡検査で使用する薬剤について（鎮痙剤・鎮静剤） 

       ～麻酔医の立場から～ 
          講師：斎藤智彦先生(岡山ろうさい病院麻酔科医) 

▼日時：２０１４年５月２５日（日）10：00～13：00 

▼会場：岡山ろうさい病院 大会議室（旧外来棟３Ｆ）：
田口孝岡山市南区築港緑町1-10-25  TEL(086）262-0214 

▼参加費：５００円（お茶・軽食あり） 

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。 

申込〆切 

 

５月２０日 

今回は２本立て！３時間の予定です。 

軽食も準備しますよ。申込〆切過ぎてのお申込みや申込

なしの当日参加の方は、軽食の準備ができませんので必

ず期限までにお申し込みください。 

駐車券はお帰りの際、事務

所で処理をしてもらってく

ださい。 



勉強会報告 

いよいよ新年度が始まりました。今年もまた皆様からのアンケートや全国の動きを見ながら勉強会の内

容を検討していましたが、中々内容の吟味や開催場所の確保が出来ず、計画発表が大変遅くなりまし

た。今年は、医学講習会と皆さま参加型のイベントを設けています。準備などまだまだ大変なこともあ

ります が、皆様のご協力をお願いすると思います。皆さま勉強熱心な方が多く常に刺激を受けておりますが、いつ

も言っている横のつながりを大切にしながら岡山県の内視鏡従事者のレベルアップを図っていきたいと思っています、 

何卒よろしくお願いいたします。 

  さて4月は2年に一度の診療報酬改定に合わせ、今回もボストンサイエンティフィックの方に（専門家ではないと言えば

そうなのに・・・ありがたい！）今回改定の内視鏡に関する部分を重点的に丁寧に講義いただきました。その上参加者の質

問を持ち帰り、また回答を準備いただく手はずになっております。トピックスでＣｏｌｄ Ｐｏｌｙｐｅｃｔｏｍｙのご説明を受け、新

鮮に驚きました。お忙しいところたくさんご準備いただきまして本当にありがとうございました。 

  後半約1時間、日本消化器内視鏡技師会の看護委員をなさっておられるろうさい病院の遠部さまに、内視鏡にも看護

の重要さをご講義いただきました。その後参加者からの看護場面の意見を頂き、活発に会場から各病院での試みや情報

提供があり、皆さま色々工夫されておられるな～と感心し嬉しく思いました。 

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

講師：ボストン 錦川さんより」・・・ 

 この度は貴重なお時間を頂戴しまして有難うございます。拙い説明で申し訳ございませんでした。2年に

1回の診療報酬改定に伴い保険制度も見直され、さらに複雑になっております。理解を深めるため少しでも

皆様の一助になればと考えておりますので、勉強会などご施設でご依頼がありましたらお気軽にお声かけ

ください。 

先日は久しぶりの勉強会への参加で、毎年更新される診療報酬改定の話題ということで興味深く聞かせ

ていただきました。特に胃瘻造設に関しての点数改定については聞いていたものの、実際に数字として

知ったのは今回の勉強会が恥ずかしながら初めてだったので、年間症例として多く胃瘻造設を行っている

病院の スタッフとして考えさせられました。医師との話し合いでも今後の課題になることであると検討できて、加算点

数、評価のことなど知ることができてよかったです。バルーン拡張術の点数などに関しても勉強できることが多く、有難い話

題だったと思います。ボストン様の新たな製品に関しては、どちらも当院でも導入が進められており、常にフレッシュな話題

が聞くことができて、参加できてよかったです。このような場を設けていただいてありがとうございました。 

                                            岡山済生会総合病院内視鏡センター 安達真由美 

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 2 坂出市立病院 1
旭ヶ丘病院 1 松田病院 1
岡山ろうさい病院 3 川口メディカルクリニック 1
岡山済生会総合病院 3 川崎医科大学附属病院 1
岡山市立せのお病院 1 川崎病院 1
岡山西大寺病院 2 倉敷スイートホスピタル 1
岡山赤十字病院 3 倉敷第一病院 1
岡山大学病院 6 倉敷中央病院 3
笠岡市立市民病院 1 津山中央病院 2
吉田病院 1 湯原温泉病院 1
光生病院 1 南岡山医療センター　　 2
高梁中央病院 1 尾道市立市民病院 1



アンケート テーマ 消化器内視鏡関連手技における
診療報酬改定について

開催日時 平成２６年 ４月２０日（日）
会 場 岡山中央病院 セミナー室

参加人数 ４１名
参加施設 ２４施設

回収率 ８２％

勉強会参加状況

テーマについて

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
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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＞
＊ＭＥの立場からステントやデバイスなどを決定する際、医師に点数を聞かれることが多いのでとても勉強になりました。
＊内視鏡にポイントを絞った診療報酬の改定で興味深く分かりやすかった。
＊Ｃｏｌｄポリペクトミーという言葉を初めて聞きました。
＊保険点数改定してまだ1か月もたっていないので、当院でも医事課との連携がまだまだだと反省です。
＊胃瘻に関してはまだ知らないことが多すぎるなあと感じています。
＊回転回収ネットの実際を知り、使用を進めていきたいと思いました。
＊診療報酬の改定について資料も準備していただき、責任感ある熱心な説明ありがとうございました。
＊日々の業務の中でのコスト意識がさらに高まった。
＊タイムリーな内容で勉強になりました。
＊日々の業務の中で看護ということを常に考えながら頑張っていきたいと思いました。
＊具体的な説明でわかりやすく、価格(物品の）提示してあったので良かった。
＊ＣoldPolypectomyを初めて知ったので、とても良い勉強になりました。知らない事がまだまだたくさんあるので、
今後も勉強会に参加して知識を高めていきたいと思います。
＊ボストンの方にわかりやすく教えていただきありがとうございました。
またお忙しい中この勉強会を開いてくださったスタッフの方々、ありがとうございました。
＊開始時間は朝起きて家事をした後参加できる時間帯である。
＊算定内容の意味が良く分かりました。
＊医事課からの説明だけでは分かり難かった部分が良く分かりました。ありがとうございました。
＊ＣoldPolypectomyに対して興味があります。出血も少ないと聞きましたが、
出血した場合は、クリップ等の止血処置に移行するのでやはりポリペクの同意書が要るのでしょうか？。
＊ＰＥＧに関して・・・4月に入り外科の医師も施行するようになった感じです。逆にＰＥＧ件数増えた気がします。
＊当院でもＰＥＧ造設はされる方が多いですが、きびしい点数へ変更になったことは全く知らなかったので

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊他施設のＭＥの活動について。
＊いろんな情報交換のできる場になれば嬉しいです。
＊文化祭面白くて楽しそうですね。楽しみにしています。
＊感染対策の工夫
＊2013年10月に改訂された内視鏡看護記録の実践についての報告(施設の取り組み）
＊消化器ではないのですが、ブロンコについて。＊ブロンコのことも勉強したい。
＊医師による講義をお願いいたします。
＊ＥＳＤ等に用いる機械の出力設定などの意味など。
＊いつも新しい風を入れることができる勉強会でありがたいです。忘れっぽくて基本的なことも守れているのか不安になりますが,
再確認できてとても良いと思います。ありがとうございます。



技師会役員紹介 前月の続き！第２弾です！ 

理事  藤原 まゆ美            

                                   津山中央病院 

 

津山中央病院の藤原です。内視鏡センター配属１２年目になります。経験は長いですが、岡山県

内視鏡勉強会では参加するたびに新しい知識を得ています。 

皆さんと共に日々、研鑽していきたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

理事  村山 綾子 
                                   湯原温泉病院 

 

子育てと仕事の毎日の中、内視鏡技師の資格があることを知り、保育園の息子が寝静まってから

勉強し、合格することができました。早いもので、気がつけば、その息子も高校受験生です…。

『過去と他人は変えられない。未来と自分は変えられる』をモットーにしています。勉強会に参

加される皆さんも慌ただしい毎日を過ごされていると思いますが、県北での勉強会を担当してい

ますので、よかったら是非ご参加ください。今年度もよろしくお願いします。 

理事  河上 真紀子            

                                川崎医科大学附属病院 

 

役員をさせていただいて今年度で2年目となります。 

昨年度は微力ながら出来る限りのことをさせていただきました。私の14年の内視鏡経験を生かし、

何かお役にたてることがあれば全力を尽くしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

平成26年度勉強会 

大変お待たせいたしました。 

今年度の勉強会予定をやっと皆様にお

知らせできます。ぜひスケジュール調

整して参加してくださいね。 

テーマ 講師 場所 参加費

6月22日 （日）
情報交換会：記録について
　　（ワールドカフェ） 倉敷第一病院

7月13日 （日）
感染管理履歴管理について
（洗浄器についての講義あり）

ジョンソン＆ジョンソン
津山中央病院

8月24日 （日） 医学講習会：ＥＲＣＰについて

岡山労災病院
　　　清水先生 岡山中央病院 500円

9月27日 （土）
医学講習会：大腸内視鏡：解剖生理・疾患・
　　　　　　用手圧迫について

倉敷中央病院
土井先生 倉敷中央病院 500円

10月19日 （日） 内視鏡文化祭 倉敷第一病院

11月16日 （日） 医学講習会：内視鏡検査中の急変時の対応 救急認定看護師 金田病院 500円

12月14日 （日） 医学講習会：ＭＥの立場から

大阪大学附属病院
阿部真也先生（ＭＥ）

川崎医科大学附属病院 500円

1月18日 （日） 医学講習会：内視鏡基礎講座2.5時間

岡山労災病院
　　　清水先生 岡山中央病院 500円

月日



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。今回は岡山県消化器内視鏡技師会初代会長、 

時信さんのお勤めの佐藤胃腸外科の紹介です。 

佐藤胃腸外科から 

岡山赤十字病院へバトンタッチ！ 

リレートーク 

佐藤胃腸外科     病床数：１９床 

 

◆内視鏡室の紹介 
内視鏡室 ３室（上部２室 下部１室） 

内視鏡システム オリンパス製３台（２台ＮＢＩシステム） 

スコープ 上部内視鏡 ９本 

     下部内視鏡 ５本 

内視鏡洗浄機 3台 

スタッフ構成 

内視鏡医師  ３名 外来診察も兼任 うち１名は非常勤 

内視鏡技師長 １名  

看護師    ９名 外来と兼任 うち内視鏡技師６名 今年２名増員予定 

 

◆内視鏡件数 平成２５年度 
 上部内視鏡 ３６５９件 

下部内視鏡 ２３１９件 

ＥＳＤ 全麻下１６件 静麻下２６件 計４２件 

 

◆当院の紹介 
平成24年6月から、有床診療所となり、内視鏡検査・内視鏡診断・治療を中心とした体制の施設になりました。 

以前は、午後からは消化器外科手術も行っていましたので、外来業務に加え、内視鏡室・手術室兼任看護師とし

て、日々忙しく、患者さんとの関わりも「思いとは違い」薄いものであったように思います。 

現在では、午前、午後共に外来業務兼任の内視鏡室勤務ではありますが、患者さんとゆっくり向き合える時間が持

てるようになりました。 

土曜日は、働く方々の為に以前より、検査件数を増やすように体制を整えています。 

 

今後も、可能な限り、検査を受ける方々のニーズに合った体制の改善を目指し、検査を受けられた方が「ここで検査

を受けて良かった」の言葉を数多く聞けるように皆で協力して行きたいと思います。 



●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 

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

詳しいご案内は日本消化器内視鏡技

師会会報No52のP247・248または

“おかやまげっつ７８号”最終ペー

ジを参照ください。 

最近の話題 

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 

 

詳しいご案内はまだ…。 

５月下旬～６月にかけて案内があ

る予定です。 

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。 

今回は味の素製薬株式会社さまから情報提供をいただきました。 

 

「新薬と臨床」第６３巻第３号別冊（平成２６年３月１０日発行）の 

「高齢者におけるpolyethylene  glycol plus ascorbate solution（モビプレップ®）の 
                      安全性および有用性の検討」 

読んでみたい方は、ご自身で味の素さんに声をかけてね。 


