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作成 2014/10/05 

■担当者から皆様へ 

  この勉強会が始まって初の試みです。「他院の様子を知りた

い」「こういう時どうやっているんだろう？」「何か便利なグッズな

いかな？」など普段のもやもやした気持ちが晴れるかもしれま

せん。勉強会ではなかなかできない他院のスタッフと雑談？も

できますよ。ぜひご参加ください。       （桑田・田中・嶋津） 

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

１０月勉強会 

展示ブース 
「内視鏡用処置具ハンガーの作成」     「当院の生検セット」 

「当院の処置台」                 「ESD時のﾏｳｽﾋﾟｰｽの工夫」 

「食器洗浄器を使った感染対策」       「当院の検査パンツ」      

「当院のトイレ紹介」                 「当院における安全なPEG造設の試み」  

「廃材を使ったﾛｰﾙｼｰﾂのｽﾘﾑ収納」    「回診車を使った処置具の収納」 

「ビーズケースを使った先端キャップ・先端フードの収納」      

「病理組織採取後のﾎﾙﾏﾘﾝ容器個別管理の工夫」             などなど・・・  

現在までに申込の 

あった出展作品の 

一部を紹介します。 

質問ブース 

・ゴム付きマウスピースのゴムの消毒はどうしていますか？ 

・スコープ保管庫内の掃除について教えてください。 

・咽頭麻酔の時間と方法を教えてください。 

・セデーション使用後の帰宅の判断基準どうしてますか？ 

申込〆切 

 

10月10日 

申し込みはまだまだ間に合います！ぜひご参加ください。 

申し込みは、メールまたは次ページの申込書（FAX）を 

ご利用ください。 

文化祭の詳細は最終ページに案内があります。 

一緒に楽しみましょう＾＾ 

業者さん・メーカーさんへ 

 お気軽にご参加ください。もしかしてこれか

らの内視鏡検査に有用な商品開発のアイデアも

あるかも…。差し入れも大歓迎ですよ＾＾ 

参加される場合は技師会役員にお声かけくださ

い。事務局へのメールでもＯＫです。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeDAp5TBU9W8AGkqU3uV7/SIG=12ftqmvk7/EXP=1412576937/**http%3a/www.sozai.rdy.jp/shirokuro/09/bunkasai1/sozai/06.jpg
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■申込先

　　【郵送】　〒710-0826　倉敷市老松町5-3-10

　　　　　　　　　　　　倉敷第一病院　地域医療センター　嶋津宛て

　　【ＦＡＸ】　086-424-1682　（倉敷第一病院　地域医療センター）

　　【メール】　info@okayamagets.jp

　　◆作品展示ブースの他に「質問ブース」を設けます。

　　　ぜひ他の病院に聞いてみたい質問があれば記入して下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（セデーション後の帰宅の判断はどうしてますか？など）

申込〆切　平成26年9月30日（火）

※参加条件は1施設1作品以上の持ち込みが必要です。

ＦＡＸ（０８６）４２４－１６８２

　　◆参加者名

※電話でのお申込みお問合せは行っておりません。

　　◆作品の写真撮影（　ＯＫ　・　ＮＧ　）　　◆長机　（　　　　本）使います

※作品・資料は自院の規定に従って持ち出しして下さい。

※ステージでのｐｐｔ発表は企画していません。

岡山県消化器内視鏡技師会

文化祭（平成26年10月19日）　参加申込書

◆参加施設名

　 ◆作品名

■作品持参　　□資料　　□写真　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□作品持参　　□資料　　□写真　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□作品持参　　□資料　　□写真　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

例）　100均の●●を使った処置具の収納

①

②

１０月１０日まで延長
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勉強会報告 

倉敷中央病院 土井 顕先生による「大腸がんの観点から見た大腸内視鏡」の勉強会にスタッフ

6名で参加しました。講義の中での、前処置時のリスクアセスメントや体位による空気の移動

など今後の業務に活かし、より安全・安楽な検査提供が出来るように頑張っていきたいと思い

ます。分かりやすく楽しいスライドで（ミリオネアは古い！という手厳しいスタッフもいましたが...）あっという間の

2時間でしたが、参加したスタッフ一同とても満足して家路につきました! 

土井先生、お忙しいなか参加者を飽きさせない工夫を凝らしたスライド作り本当にありがとうございました。 

また、勉強会を企画・準備・開催してくださる技師会の皆さま、ありがとうございます。 

                                                   水島協同病院 村上 千鶴 

「９月２６日の大腸内視鏡についての勉強会に参加させていただきました。 

今回は個人的に待ちに待っていた勉強会で、とても楽しみにしていました。 

土井先生の準備してくださった資料は、症例もあり自分なりに考えながら勉

強することができました。 

中には先生の子供さんの癒され写真や笑いを誘うようなスライドもあり飽き

ることなくあっという間の時間でした。 

前処置や用手圧迫はまだまだ勉強不足の所もあるので、これを機にもっと勉

強していきたいと思っています。ありがとうございました。     

                              玉島中央病院 進藤幸恵 

大腸検査をテーマに多くの方にご参加いただき、スタッフ一同大変喜んでいます。皆様からの 
感想の中にありましたように土井先生の講義は、楽しく、わかり易く、・・・今後に生かせる内
容だったのではないでしょうか。 

     アイスブレイク：絶妙でしたね。 
TAKE HOME MESSAGE 
大腸内視鏡検査は時に危険を伴う(検査中だけでなく前処置でも！) 
・適応と禁忌は紙一重 
・大腸内視鏡検査、ポリペクトミーは大腸癌死亡率を下げるエビデンスがあります！ 
・前処置でおかしなことがあればまず通過障害を念頭に診察、検査を依頼しましょう 
・術者と介助者の協力でより楽な検査を提供できます(圧迫、体位変換) 
・解剖、体位による空気の移動の理解を     
   おさらいしましょうね！！   
「コールドポリペクトミー」  ボストンサイエンティフィック 明石 泰広様   ありがとうございました。 
 
＊＊皆様 倉敷中央病院にお越しのさいは、内視鏡へお立ち寄りください。＊＊   

                                                 倉敷中央病院  小野 房枝 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeDKf4TBU6X4ABSeU3uV7/SIG=123gjqt37/EXP=1412576031/**http%3a/www.yoshie.bz/sampl/flower/momiji/02.png
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アンケート 
テーマ： 大腸検査
開催日時： 平成 ２６ 年 9月 27日（土 ）

１５時～１７時

会 場 ：倉敷中央病院 研修センター

参加人数 88 名
参加施設 31 施設
回収率 63% 

勉強会参加状況

テーマについて

0 20 40

①１年未満

②１年～５…

③５年以上

④未記入

内視鏡経験年数

0 20 40

①０～５回

②６～１０回

③１１回以上

④未記入

勉強会参加回数

0 20 40

①自分の…

②公休(出…

③休暇を…

④未記入

勉強会参加状況

0 20 40 60

①満足

②やや満足

③どちらでも

④やや不満

⑤不満

勉強会の時間

開始時間

テーマについて

勉強会に関して

0 20 40 60

①満足

②やや満足

③どちらでも

④やや不満

⑤不満

理解出来た

興味深かった

勉強会の内容

0 20 40 60

①できる

②マアマアできる

③どちらでも

④あまり出来ない

⑤出来ない

今後に生かせる

＜番号選定理由＞

テーマについて

１．今の自分に身近だった

開始時間について

１．もう一時間でも早い方が・・

２．子供の用事ができ、勉強会に参加できた。

３．午前の勤務後に余裕を持って来れた。

４．半勤の後参加できるのでよいが、終わりが遅くなるのでもう少し早い時間がよい。

５．朝がよい。

勉強会の時間について

１．もう少しながくてもよい。講義が楽しい。インパクトがある。→重要なものがわかり易い。

２．乳幼児がいるので保育園に預けられる曜日、時間で嬉しい。

興味深かったについて

１．用手圧迫についてさらに詳しくお聞きできるとうれしかった。

２．土井先生の講義は大変興味深く分かりやすく聴くことが出来ました。

３．患者の声賭けに生かせそう

今後に生かせるについて

１．介助者の立場での心得を改めて学ぶことが出来ました。危険性や患者さんの

安楽を常に念頭に今後に生かしていきたいと思います。

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
1. 土井先生の軽快な語りと途中でのアイスブレイク（ちょっとした体操）などあり、あっという間に時間が経過していて非常に楽しい勉
強会でした。圧迫法など実際にデモストできる時間があればもっと身につくことが出来たかも・・・

２．用手圧迫法について勉強できて良かった。解剖から方法がわかり、実施できると思った。安楽な検査が受けられるように勉強した
い。

３．土井先生の話はユーモアがあってスライドもわかりやすく理解できました。今さら？と思うことで聞けれないことことも理解できました。
また、土井先生の勉強会を希望します。

４．内視鏡経験は浅いですが、今回の講習会を通して大腸内視鏡について分かりやすく学ばせていただきました。前処理の危険性か
ら用手圧迫等、今後に生かしていただきます。

５．分かりやすく、勉強になりました。まだまだ、新米Nsで用手圧迫など難しいのですが、今日のことを踏まえて少しずつやってみます。
６．日々の業務の中で理解しているようで出来ていない点、原点（初心）に戻って講義を聴いてよかったです。分かりやすく楽しい講義
でした。

７．興味深い内容プラス楽しいスライドで、あっという間の講義でした。
８．大腸内視鏡に携って２年程度なので、大腸K及びCFについて基本的な点や実際に役立つ情報（前処置のリスク）を教えていただく
機会があり助かりました。とても楽しく学べました。

９．用手圧迫は、医師の言われるまま、こんな感じ？で圧迫していました。今回のお話で、どうスコープが 進められるか良くわかりまし
た。資料も詳しくわかりやすかったです。（術中体位変換の意味もわかりました）

１０．基礎的な部分からだったため、分かり易く良かった。
１１．内容も大変よく参考になりました。
１２．腹部圧迫について詳しく書いてあったので、空気の動きなどを理解しながら検査に取り組みたいです。
１３．途中に笑いをふくんだスライドでなごみました。初めての参加でしたが、して良かったです。
１４．土井先生のスライドがおもしろかったです。
１５．楽しく聴けました。
１６．現在は直接内視鏡に入っていませんが、CFの前処置のオリエンテーションに本日のお話を参考にしながら患者さまに説明してい

きたいと思います。
１７．楽しくユーモアがあり分かりや数勉強会でした。日々の業務に生かしていきたいと思います。
１８．愉しい講義でした。あっという間に１時間が過ぎてしまい、もっと聴きたくなる感じがしました。わかりやすかったです。
１９．リズムのある口調で楽しく聞けました。TAKE  HOME  MESSAGE よくおぼえておきます。参加者の人数の多さでおどろいた。
２０．分かりやすい講義ありがとうございました。
２１．おもしろく理解できてよかった。
２２．大腸カメラの適応について再確認することが出来ました。前処置に対する合併症についても恐ろしさを知ることが出来ました。
２２．笑いのある講義で、リラックスして聴かせて頂きました。
２３．忙しい中、準備等疲れ様でした。
２４．圧迫法など再確認できました。土曜日の勉強会が良かったです。
２５．とても分かりや数内容で先生のスライドが大変おもしろく、あっという間の時間でした。
２６．日頃、前処置に難渋していることもあり、また危険なことも理解でき、大変勉強になりました。用手圧迫もあまりよく理解できていない

まま検査の介助についていましたが、勉強できたので生かせると思う。
２７．土井先生のお話は、とても分かりやすく、良い機会でした。
２８．日曜日希望します。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
１．年１回でも交流会（茶話会的な）があると情報交換する場になるのでうれしいです。せっかく県内の内視鏡スタッフが集まっ
ていても全く顔や名前，施設も知らない。

２．腸、胃デモ機を使用してみたい。画面で見るとどの位置か分からない。デモか他の施設の内視鏡検査一連を見てみたい。
３．これからも参加してみたいです。
４．ポリペク後の看護やERCP後の看護について内視鏡とははなれますが、再度勉強したいです。
５．内視鏡前処置から処置中処置後真での患者さの観察ポイントなど教えていただきたいです。
６．高周波 ICC →V１０の知識があまりないので講義していただけるとありがたいです。
７．ESDに関する勉強会
８．今後も分かりやすく実践的な内容をお願いします。
９．他施設の見学会など企画していただけると情報交換の場として活用できます。
１０．医学講習会的なERCPに関する内容について、勉強会を開催して頂きたい。（処置時、看護、介助も含む）
１１．（土）が希望
１２．医師における消化器内視鏡に関する勉強会の場合は、講義時間（２０時間以上）内視鏡技士認定試験が適応になる証明

書が出るとありがたい。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeDKf4TBU6X4A9SaU3uV7/SIG=12h7lnf8e/EXP=1412576031/**http%3a/livedoor.blogimg.jp/watanomi0627/imgs/6/d/6d8aab4f.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCqa4DBUpVkAEyGU3uV7/SIG=125kh568o/EXP=1412575770/**http%3a/illpop.com/img_illust/season/oct02_a07.png
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平成26年度勉強会 

セントラルシティ病院 2 柵原病院 1
チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 3 市立備前病院 1
まつお内科クリニック 1 重井医学研究所付属病院 1
井原市民病院 1 松田病院 1
岡山ろうさい病院 3 水島協同病院 6
岡山医師会総合メディカル 1 瀬戸内市民病院 1
岡山市立せのお病院 3 成羽病院 1
岡山市立市民病院 2 川崎医科大学附属病院 1
岡山西大寺病院 2 川崎病院 9
岡山赤十字病院 1 倉敷リバーサイド病院 3
岡山大学病院 8 倉敷第一病院 2
笠岡中央病院 2 倉敷中央病院 21
玉島中央病院 1 田中胃腸科 1
近藤病院 1 南岡山医療センター 1
光生病院 1 芳野病院 1
佐伯北診療所 5 ３１病院８８名

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

リレートーク 
今月はお休みさせていただきます。すいません。 

今回は2013年5月から始めたリレートークに参加いただい

た病院を紹介します。 

倉敷第一病院 
チクバ外科胃腸科肛門科病院 湯原温泉病院 岡山ろうさい病院 

松田病院 倉敷中央病院 

津山中央病院 南岡山医療センター 川口メディカルクリニック 川崎医科大学附属病院 

佐藤胃腸外科 岡山赤十字病院 

岡山光生病院 玉島中央病院 井原市立市民病院 

ご協力いただける

病院さん！ぜひ事

務局まで声をかけ

てください。 

http://www.kawaguchi-hp.or.jp/kenshin/
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A7dPLVxqwDBUyG4AoymDTwx.;_ylu=X3oDMTBncmpvZXJpBHNlYwNzcgRzbGsDbWVkaWE-/SIG=14b5c62g9/EXP=1412581930/**http%3A/ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%2580%2589%25E6%2595%25B7%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E7%2597%2585%25E9%2599%2
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A7dPLVDZwDBU320AiYyDTwx.;_ylu=X3oDMTBncmpvZXJpBHNlYwNzcgRzbGsDbWVkaWE-/SIG=14qoaoo3g/EXP=1412582041/**http%3A/ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25B2%25A1%25E5%25B1%25B1%25E8%25B5%25A4%25E5%258D%2581%25E5%25AD%2597%25E7%2597%2
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A7dPLVD.wDBU320AL5CDTwx.;_ylu=X3oDMTBncmpvZXJpBHNlYwNzcgRzbGsDbWVkaWE-/SIG=18inipm2u/EXP=1412582078/**http%3A/ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%259B%25BD%25E7%25AB%258B%25E7%2597%2585%25E9%2599%25A2%25E6%25A9%259F%25E6%25A7%2
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A7dPLUawvjBUvg4ASdCDTwx.;_ylu=X3oDMTBncmpvZXJpBHNlYwNzcgRzbGsDbWVkaWE-/SIG=167dumq5e/EXP=1412581488/**http%3A/ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25B7%259D%25E5%25B4%258E%25E5%258C%25BB%25E7%25A7%2591%25E5%25A4%25A7%25E5%25AD%2
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   第73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16回岡山県消化器内視鏡技師研究会 

●日時：２０１５年２月２２日（日）  １０：００～１５：００ 

●会場：川崎医科大学附属病院 ８階 大講堂 

●内容：一般演題・特別講演・ランチョンセミナー・ 

    当院の内視鏡室紹介・勉強会報告など 

●会費：３，０００円 

最近の話題 

案内発送は１１月初旬を予定しています。 

ぜひ一般演題の発表をお願いします。 

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。 

内視鏡取り扱い講習会 
 ●日時：２０１４年１０月１６日（木）  １５：００～１６：００ 

  ●会場：岡山県北西部（新見市内を予定しています） 

  ●会費：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。 

ご自身でオリンパスさんにお問い合わせください。 

技師会からの情報 

会場が変わりました。 
     第15回（昨年）と 

     同じ川崎医科大学附属 

     病院大講堂をお借りす 

     ることになりました。 

 

◆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 
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