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■担当者から皆様へ 

 今回は、「記録」をテーマに、グループワークを計画してい

ます。倉敷第一病院 嶋津さん推薦の「ワールドカフェ」ス

タイルで、今回が3回目です。 

テーブルに椅子、模造紙・サインペン、お茶やお菓子を用

意します。自由にメモしたり、食べたり飲んだり、聞いたり

答えたり相談したり、気楽なグループワークです。今年の岡

山県内視鏡技師研究会のシンポジュームのテーマでもあり

ましたが、さらに身近な悩みや、多施設の現状など情報交

換できる機会にしていただけたらと思います。皆様のご参

加お待ちしています。      
         担当 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 田中 

 

  

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

勉強会 
情報交換会 

      ワールドカフェ「記録について」 

▼日時：２０１４年６月２2日（日）10：00～12：00 

▼会場：倉敷第一病院 ６階 ＩＳＡＭホール 
田口孝倉敷市老松町5-3-10  TEL(086）424-1000 

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 

 

６月１８日 

▼昨年５月のワールドカフェの様子 

今回は皆様のご希望にこたえてワールドカフェ 

オンリー！ 

２時間ばっちりしゃべり倒しましょう！ 

グループ分けがあるので必ず申し込んでください。 

テーマが「記録」です。持ち出し可能であれば自院

の記録用紙の持参も可能です。 

いろんな方面から記録について話しましょう。 



勉強会報告 

今回の内視鏡勉強会は、岡山ろうさい病院麻酔科医師、斉藤先生より「内視鏡時の鎮静について

知っておきたい豆知識」を、岡山ろうさい病院病理診断科医師、田口先生より「病理組織診断業務の

概略」についての講演をお聞きしました。 

日々行っている業務の中でどちらも内視鏡をする上で注意をはらって関わらなければなりません。ど

ちらのテーマも興味をもって勉強会に参加しました。 

鎮静（催眠・鎮痛）について、鎮静薬単独使用時の注意について、酸素投与について、病理組織標本

の作製過程など知らなかったことがたくさんあり、あらためて今回の勉強で学ぶことが出来ました。 

勉強会で学んだことをこれからの内視鏡検査業務で役立てていきたいと思います。 

岡山ろうさい病院のスタッフの皆様お世話になり有難うございました。                  

                                               チクバ外科 丸山 泉 

今回のテーマは 

「内視鏡時の鎮静について知っておきたい豆知識」岡山労災病院麻酔科 斎藤智彦先生  

   「病理組織診断業務の概略」  岡山労災病院 病理診断部 田口 孝爾先生でした。 

 鎮静に関しては 日頃よく行うことでもあり、セルシン、ﾐﾀｿﾞﾗﾑなどなじみの薬品や鎮静と鎮痛などよく使う言葉な

ど出てきて、最初は フムフムと聞いていました。しかし、だんだん講義が進むにつれ、薬物代謝（１コンパートメントと

２コンパートメント）・・・？ 

ＰＩＯ2＝ＦiO2×（760－47）・・・？？？ と頭の中が？マークで一杯になってきました。 

そこへ、つかさず斎藤先生より「わからない方はわかったふりなどしないでよろしいですから」とありがた～いお言葉

が・・・。丁寧にも、講義の最後にはわかりやすいまとめもあり、大変勉強になりました。 

 病理に関しても日ごろお世話になるところである反面、提出した検体がどのように処理されて結果がかえってきてい

るのか全く知らない部分でした。しかし、しか～し、その方法は、固定（10％ホルマリン液）から始まって→水洗・切り出

し→脱水（アルコール）・脱アルコール（キシレン）・パラフィン包理→・・・・・？？ Ｈ-Ｅ染色？？？そして聞いたこともな

いような用語が延々と並ぶのでした。まあざっくりまとめると、私たちが提出した爪楊枝の先くらいの検体は、病理の

先生の大変なご努力で診断が出ているということでした。感謝！！ 

 そして、病理検査室のレジェンドと称される田口先生でさえ、「知らないことは見えない」という言葉をモットーとさ

れ、日々精進されていることに感動を覚えました。田口先生より未熟な私たちにこそ、その言葉が必要だと思いまし

た。今後はその言葉を戒めにして、努力を続けたいと思います。 

 帰りには、参加した他のメンバーと一緒においしいランチを食べ（ホントはこっちが目的？）満腹、いや満足して帰った

のでありました。                                          倉敷中央病院 田中悦子 

セントラルシティ病院 2 佐藤胃腸外科 2
チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 4 松田病院 1
まつお内科クリニック 1 水島協同病院 3
旭ヶ丘病院 2 川口メディカルクリニック 1
岡山ろうさい病院 6 川崎医科大学附属病院 1
岡山市医師会総合メディカルセンター 1 川崎病院 3
岡山西大寺病院 9 倉敷中央病院 4
岡山大学病院　 6 南岡山医療センター　　 3
笠岡市立市民病院 1 美作市立大原病院 1
玉島中央病院 1 ？ 1
光生病院 1



アンケート 
テーマ 1.病理組織診断業務の概略

2.内視鏡時の鎮静について

知っておきたい豆知識

開催日時 平成２6年5月25日（日）
会 場 岡山ろうさい病院 会議室

参加人数 54名
参加施設 21施設

回収率 85％

       5月の勉強会には２１施設、５４人の参加者がありました。地理的にも分かりにくい所で、皆様迷わず

に到着できましたか？ 

セキュリティーの事もあって、会場に直ぐに入れず迷った方もいらっしゃったとも聞いています。案内に不備があっ

た事を紙面を 

お借りしてお詫び申し上げます。予定時間も３時間とさせて頂きました。それでも皆さん最後まで聞いて頂きお

疲れ様でございました。 

 今回は、講義２題を計画しました。1、内視鏡室の鎮静について知っておきたい豆知識→講師：斎藤智彦先生

(岡山ろうさい病院麻酔科医) 

2.病理組織診断業務の概略→田口孝爾先生(岡山ろうさい病院病理医) 

 どちらも、内視鏡業務には欠かせない重要なテーマ・内容でした。皆様の声・感想から、それぞれに得るところ

も大きかった事がうかがえました。 

また、鎮静に関して、講義の第２弾の要望や「帰宅条件」等の今後の課題もみえてきました。「安心・安全・安楽・

満足」な内視鏡医療・看護を提供するためにもまだまだ多くの事をともに学び、研鑽を積んでいきましょう。田

口先生のお年は80歳です。人生の大先輩として、そのお人柄や仕事に対する思いを感じて頂けたら嬉しいで

す。(個人的な思いです)                              岡山ろうさい病院 遠部 絹子 
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＜内視鏡勉強会に今後望む事＞
＊カプセル内視鏡
＊内視鏡技師の試験を受けるための勉強内容や、どんな準備がいるか、(書類や提出日時・方法など含め)などの勉強会が

あればと思う。
＊薬剤について、とてもわかりやすく、日頃している事・注意が必要な事が確認できました。
＊薬剤について、また、おききしたいです。
＊CO2モニターの事が出てきました。呼吸器の勉強で、CO2の事も聞きましたが見方や、危険な時対応方法を知りたい

です。
＊内視鏡業務に係わることに最近なり、日々勉強の連日です。基本的なことから学びたい考えており、又参加させて下さい。
＊さまざまな知識を増やしていきたいと思います。事務職にも参加できる、医師による講義などお願いいたします。
＊今後も定期的に行ってほしいと思います。
＊せっかく県内にあるたくさんの施設が集まってるため、毎回３０分程度でもいいので横のつながりがもてる場をもっても

良いのでは？？
＊内視鏡での主な病気について勉強したいです。
＊内視鏡室での看護師は緊急時対応、不安除去がとても大切なので、繰り返し勉強会をしていただきたいです。
＊腹部圧迫法など、手技が学べる勉強会がしてほしいです。
＊内視鏡室見学会してほしいです。
＊内視鏡のＮＢＩ・色素使用などについて。
＊鎮静剤使用の検査・処置時の看護に生かせる(現状の見直し)



＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
＊明日から生かせる内容が多く、楽しく聞かせていただきました。
＊鎮静については 各病院ではどうされているのかなども含めて パート2もしてほしいです。
＊病理に関しては、大腸ポリープのピットパターンなどの(ちがいの)説明があるとよかった。
麻酔科の医師の話は、知識としてとてもためになりました。(今までの指導の裏付になりました。)

＊薬剤についても病理についても多少難しいところもありましたが、勉強になりました。有難うございます。
病理に関してはどういう事に注意して組織を採取したり、ホルマリンにつけたらよいかなど、私達のできる、
しなければならない事項を教えて頂きたかった。
鎮静剤については もっと具体的なことで、聞きたいことがいっぱいありました。

＊病理診断のところは、良い病理診断が出来るために 私達のすべきことを具体的に教えて頂けたら良かったと
思いました。

＊病理は専門的すぎて、わかりにくかった。
＊斎藤先生の講義で鎮静剤のとくちょうや注意がよくわかりました。
CO2の事はあまり意識していなかったのですが、今後はもっと注意深くみていきます。
田口先生の講義では、組織のとりあつかいがまちがっていたり、おくれたり、時間がたってしまうと、病理診断が
つかない事を画像でみせてもらった。取扱いには慎重に行います。

＊とても勉強になりました。今後の業務にいかしていける内容が多くあったので、実践していけるところは実践して
いきたいと思います。

＊業務にかかわる内容なので、理解を深める事が出来ました。病理の事も大変興味がわき、今後に生かしたい
と思います。

＊４月から入職したばかりの 新人ですが、大変勉強になりました。もっといろいろなお話や基礎的なこ事から
勉強したいとおもいました。

＊とても分かりやすく新人の私でも理解する事ができました。麻酔科の先生や病理の先生に講義を受ける事は
なかったので、貴重な勉強会になりました。

＊麻酔ーとても分かりやすかって、今後、自施設で何をしなければがわかった。
病理－先生のパワーにびっくりしました。前回よりは興味を持って聞く事が 感謝。

＊斎藤先生の話が大変勉強になりました。いろいろ、意識せず原理を理解せず薬や酸素を使用していたことに
こわいと感じましたが、これからも、使用方法を理解して仕事をしていきたいと思いました。田口先生の講義は
マニアック。でも、話が面白いです。

*(事務職です)最近新任医師がsedationについて厳しく言われていました。来院方法など本日の講義を元に
説明させて頂きたいとおもいました。

＊今回初めて参加したが、たいへん面白く説明して下さり、勉強になりました。
＊受講証明書は毎回ないのでしょうか？今回ありませんでした。
＊病理の内容はあまり関わらないので、一つの参考として聴かせて頂きました。鎮静については勉強になる事が

多く、興味深かった。
＊鎮静についての知識が深まった。病理提出後の知らなかったことを知ることができた。
＊(テーマについて)今年度セデーションのあり方、検査中・後の観察について改善したいと考えているためタイムリー

だった。(田口先生)もっと現場レベルにあった内容(検体組織の取り方、扱いなど)が良かった・・。スライドを
見せられても・・・。参加が初めてだから分からないが皆さんの知りたい内容だったんでしょうか？(今後に生かせる)

管理者として安全文化を構築するため問題の抽出に役立つ。今年度から内視鏡室の師長も兼務(もともとＯＰ室
師長)することとなり、他施設でのやり方、考え方などももっと知りたいと思いました。(質問の時に少し出ましたが・・)
斎藤先生の講義はＯＰ室にも携わる看護師としても復習を兼ね、とても勉強になりました。

＊講義が楽しかったです。
＊鎮静についての知識が深めることができてよかったです。病理の組織を実際に見れて良かったです。

＊現場で使用している事なので 大変役にたちました。ありがとうございました。
＊多くの施設からの参加者があり、大きい病院でもスタッフが不安や疑問を持ち、業務されている事を知り、自分達も

もっと勉強しなければと思いました。

＊勉強不足で少し難しかったです。興味あるテーマだったので参考になりました。
＊病理組織は難しく、まさしく「知らないものは見えない」のことばが、心に残っています。有り難うございました。
＊内視鏡をはじめたばかりなので、これからはこのような勉強会に参加して 勉強をしていきたいと思います。

＊(検査時間)県北からでも参加しやすかった。(病理について)検査技師ではありますが、難しかった。麻酔医・病理
医がいない病院なので、普段聞けないけど知りたい情報が満載でとても有意義な勉強会でした。県北からの

参加ですが、遠くても来てよかったです！！
＊少し難しい事も話されましたが、鎮静と鎮痛の違い、副作用など分かりやすく、とてもよかった。病理は難しすぎで

した。もっと、勉強します。

＊鎮静についてはぜひ第２弾 お願いしたいと思います。大変参考になりました。病理は専門すぎて分かりません
でした。でも診断はすごく大変なんだと思いました。



平成26年度勉強会 

テーマ 講師 場所 参加費

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

技師会役員紹介 
第３弾です！これで全員です 

会計  黒岡 昌代            

                                  南岡山医療センター 

 

役員をしていますが、現在は内視鏡室勤務ではなく、外来のなかで、検査のオリエンテーション

や内視鏡室への案内等で内視鏡に関わっています。直接的ではありませんが、内視鏡技師だから

できるオリエンテーションやご案内ができればと思っています。 

理事  前川 紀子 
                                  南岡山医療センター 

 

内視鏡をはじめて１４年になりますが、いまだ勉強会に出席すると、新たな発見があり驚くこと

もあります。1人で勉強することも大事ですが、皆で楽しく勉強して身につけましょう。 

いろんな方と会うことを楽しみにしてます。 よろしくお願いします。 

理事  花村 典子           

                                    津山中央病院 

 

 内視鏡から離れ、内視鏡を受ける方のサポートや取り巻くサポーター達への情報伝達を 

 行っています。皆さんと一緒に安心して受けられる内視鏡・満足が得られる内視鏡となるよう 

 サポート側とのライン作りが出来たらと思っています。よろしくお願いします。 



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。今回は岡山赤十字病院の紹介です。 

岡山赤十字病院から 

光生病院へバトンタッチ！ 

リレートーク 

  病床数：500 床 岡山赤十字病院

 

1. 内視鏡センターの紹介  

内視鏡室：8 部屋 

        内視鏡洗浄機：7 台（オリンパス・ジョンソン＆ジョンソン・カイゲン） 

        内視鏡システム：オリンパス 5 台・フジフィルム 2 台 

        スコープ保有台数： GS 6 本    

経鼻（オリンパス 2 本・フジフィルム 4 本） 

                  CS 7 本 

                  超音波専用機 1 本 

                  側視鏡 1 本 

                  ダブルバルーン小腸内視鏡 1 本 

                  気管支鏡 5 本 

 
2. スタッフ構成   内視鏡医師：10 名（消化器 6 名・呼吸器 4 名） 

           非常勤医師：1 名 

           看護師：10 名（内視鏡技師 5 名）   

           看護助手：2 名                             

           受付：4 名                               

                                              
3. 内視鏡検査件数  上部内視鏡：5347 件                           

           下部内視鏡：1850 件                          

           ESD：上部 42 件・下部 10 件                       

           EMR・ポリペク：663 件                         

           ERCP：276 件                             

           緊急内視鏡：107 件                            

           気管支鏡：367 件       （平成 25 年実績） 

 
4.  特徴  当院は、三次救命センターであり、24 時間内視鏡も対応しています。経鼻内視鏡も好評の

ようで、4 月よりドックの枠を増やして対応しています。ERCP の処置も多岐にわたり、勉

強の日々です。 

また、ブロンコは、年々件数が増加しており、今では県内 2 番目の多さのようです。5 月に

記念すべき 7777 例目を迎えています。 

6 月には、透視台を更新する予定であり、さらなる技術の向上を目指していきます。多忙な毎日ですが、

医師・スタッフが協力し、より安全で安楽な検査ができるよう努めています。 



技師会からの情報 

●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 

   第11回中国地区消化器内視鏡技師研究会 

●日時：２０１４年９月２１日（日） 

●会場：広島市中区加古超４－７ アステールプラザ 

●内容；教育講演「カプセル内視鏡(仮）」 

    機器取り扱い講習会（基礎編） 

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

 

詳しいご案内はまだ…。 

もうそろそろ案内があると 

思います。 

      ◆岡山県内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。 

              info@okayamagets.jp 

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 

 

１０月１９日の勉強会「内視鏡文化祭」について・・・。 
事務局に「文化祭ってどんなことするんですか？」「内容がわからない

けれど楽しみ！」などのメールをいただいております。 

今回初トライです。まだ役員で内容は練っていませんが今考えている内

容をざっくりとお伝えします。（担当者の私見ですが・・・） 

勉強会に参加いただいている施設の方に何か１品、１作品、1題以上持ち寄っていただ

き披露する会にしたいと思います。「こんな工夫しています」「こんな便利グッズ使っ

てます」「１００均で見つけた内視鏡に役立つグッズ」「処置具の収納術」「洗浄室の工

夫」「電子カルテの内視鏡記録フォーマットカスタマイズしました」「狭い内視鏡室を

広く使う工夫」「オリエンテーションこうしてます」などなど参加条件は必ず１施設最

低１つ作品を出すこととします。実物のグッズを持参するもよし、写真で紹介するも

よし、ｐｐｔで発表するもよし・・・。業者さんにも参加いただき素晴らしい作品を

コラボで商品化したり？？？とにかく楽しい会にします。参加したい皆様！今から作

品の準備をお願いします。詳細が決まり次第お伝えします。 

以前紹介した 

チクバ外科の工夫 

http://www.irasutoya.com/2012/11/blog-post_5164.html

