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作成 2014/11/03 

■担当者から皆様へ 

紅葉が色づき始めすっかり秋らしくなって参りました。 

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。 

県北での勉強会は今年度は最終回になります。 

内視鏡検査中に血圧が下がったり、呼吸がとまったり・・・どうしたらいいの？！とい

う時の為の『内視鏡検査中の急変時の対応』を金田病院さまの会場をお借りして、

岡山ろうさい病院、救急認定看護師の畠山さんに講義、実践を教えていただく予定

となっています。 

滅多にない機会ですので、ぜひ皆さまご参加ください。 

多数の方の参加をお待ちしております。      担当者：湯原温泉病院 村山綾子 

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

勉強会 

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。 

 

▼日時：２０１４年11月16日（日）10：00～12：00 

▼会場：金田病院        真庭市西原６３番地  TEL(0867）52-1191 

▼参加費：５００円 

医学講習会「内視鏡検査中の急変時の対応」 

        講師：岡山ろうさい病院 救急認定看護師 畠山様 

申込〆切 

 

11月11日 

ＪＲ 

 

ＪＲ姫新線美作落合駅下車徒歩５分 

バス 

 

備北バス・さくらバスなら金田病院前

下車徒歩１分 

中鉄バスなら落合上町停留所下車徒歩

３分 

自家用車 

 

中国自動車道 落合ICより３分 

岡山県真庭市西原 落合大橋南詰め駐車

場入口よりお入り下さい。２１０台駐

車可能 
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報告 

 この度初の試みで、文化祭なるものを開催いたしました（いつもワールドカフェなど独創的なアイディアマンの倉敷

第一病院の嶋津さんの考案）。ただ初めて故にどこから手を付けて良いのやら？と悩みつつ段取りを進めました。しか

し内容にあまりピンと来ないのか事前申込みの数は低迷。一時はもう数人でも楽しくやろう！と腹をくくっていまし

た。 

 19日当日、準備品やポスターなど持参してくださる方々は、早い時間にもかかわらず準備時間にきちんと集合されま

した。ただあまりにもスムースだったので次回からは30分以上遅くても良いようです。すみません！ 

まず10時から①各展示ブースの病院の方に、工夫の経緯や使い方の説明を発表していただき、その後各テーブルに

行き質問してもらったり感想をメモに記入してもらったりしました。②他に模造紙に質問コーナーを創っていました

が、なかなか閑散。これでは質問者があまりにも寂しいので、各病院の方にノルマとして一言ずつ答えて頂きました

(各々記入したポストイット貼付)。 

 ③実は今回の目玉は結構ここからの喫茶コーナー時間かもしれません。一か所に飲み物・おやつを用意していました

が、見学を終了した参加者がそこに座って雑話しながら何となく各病院の状況を聞ける空気になって来ていました。 

見学しながら業者の方々に質問してみたり…。 

 皆さんやはり他施設のしている事には興味津々と思っておられることが、改めて良く分かりました。日々の業務の中

でもっと良くしていきたいという向上心の表れですよね。こういう活動で交流することにより、岡山県内の病院同士の

ネットワークつくりをしていきたい狙いが一歩進んだと思える瞬間でした。 

 展示品を用意してくださった皆さま、参加してくださった皆さま、オリンパス・味の素製薬の業者の方々、お休みの

ところ本当にご協力ありがとうございました。 

                                           桑田 洋子 

参加病院・業者 人数

チクバ外科胃腸科肛門科病院 3

まつお内科クリニック 1

岡山ろうさい病院 3

岡山西大寺病院 5

岡山大学病院 1

玉島中央病院 1

光生病院 1

水島協同病院 3

川口メディカルクリニック 1

倉敷第一病院 4

倉敷中央病院 4

倉敷平成病院 2

南岡山医療センター 2

オリンパス 2

味の素 2
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アンケート 
0 10 20

①１年未満

②１年～５…

③５年以上

④未記入

内視鏡経験年数

0 10 20

①０～５回

②６～１０回

③１１回…

④未記入

勉強会参加回数

0 20 40

①自分の時間

②公休(出…

③休暇を…

④未記入

勉強会参加状況

0 20 40

①満足

②やや…

③どちら…

④やや…

⑤不満

開催時間

勉強会に関して

0 20 40

①満足

②やや…

③どち…

④やや…
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質問コーナー 展示

文化祭の内容

0 10 20

①希望

②希望(内容…

希望(何年か…

④希望しない

⑤未記入

文化祭の開催希望

文化祭の感想・内容に関してのアイディアなど 
＊初めての試みですが良かったと思います。 

＊テーマも決まったものの展示もあった方が良いかな。他施設はどうしているのか知りたい。 

＊(他施設での)ERCP・大腸ポリペクESD・胃カメラ・PEGなどのパス・説明・同意書 

＊それぞれの施設での工夫が見られ大変勉強になりました。当院でも取り入れたいものや感心するものなどとても興

味深く見させて頂きました。 

＊細かい工夫や普段聞くことのできない情報の交換ができ良かったと思います。 

＊開始(準備)時間は今回のような内容ならもう30分は遅くても良いかも・・。他施設の取り組みを聞けて自施設の業

務改善につなげられて良いと思う。又、発表も堅苦しく考えなくて良いので、スタッフの教育(育成)にもなると思

う。なので発表は職場のスタッフレベルにしてもらう方が良い(管理者ではなく？)。 

＊新しい発見！今回のこと毎年してほしいです。 

＊他施設はどうしているのだろうかと日頃から疑問に思う事が多かったので、興味深く参加しました。展示・質問

コーナーなど分かりやすかったです。 

＊他施設との懇親ができ、会話が弾みました。初めての試みですが、明日から役立つアイディアがいっぱいでした。 

＊色々な施設で工夫している部分が見えて視点が広がった気がしました。参加病院がもう少し多ければよかったなと

思いました。 

＊中々他施設に見学に行くことが出来ないので、(今回の形式)良いなあと思いました。 

＊100均グッズや各自考えられたグッズを使用して、低コストでの工夫を写真付きで見れて明日からでも実践できる

ようなアイディアがあり勉強になりました。 

業者の方より：施設での工夫を見ることが出来、勉強になりました。 

  

展示について 
＊内視鏡室の看護師は実質一人なので、説明書作りは外来看護師・病棟看護師に至るまで内視鏡に関わる事の説明をお

願いしています。検査に関することもですがこの様に参考になるものを見せていただき、自分がこれから作る必要の

あるものを再確認できました。 

＊各施設の生検・説明用紙など同じ題材で情報交換しても面白いかもしれません。 

＊参考にさせてもらおうと思うことがたくさんあって良かった。他病院の方と情報交換が出来て良かった。 

＊参加しやすい感じで良かったです。 

＊他施設の工夫が良く分かって参考になりました。 

＊今日のために手作りで準備し、いっぱい作っていたので感動でした。(倉敷平成病院の良かったです。) 

＊(展示の場所に)展示品だけでなく、その施設の方が居られた方が良かった。 

＊他院の工夫を見ることができ参考になったので、当院に持ち帰りスタッフと検討したいものも多くありました。 

＊他院の工夫を見て勉強にとてもなりました。新人マニュアルを参考にしたいと思います。他院の組織の工夫を当院で

も参考にしたいと思っています。体位の工夫の枕もESDで使用してみたいと思います。 

＊検体の置き方について当院でも改善の余地があると思った。 

＊熱消毒の現状(感染管理の観点からの工夫)←業者の方 

業者の方より：毎回みなさんの日常の努力はすごいなと思っています。私たちも期待の応えるよう頑張ります。時間は

早すぎず遅すぎずだと思っています  
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③質問コーナーについて 
＊情報交換できてよい。 

 

④内視鏡勉強会に今後望むこと 
＊いつも計画してくださりありがとうございます。この勉強会があり、成長できました。 

＊ESDの麻酔について 

＊日曜日より土曜日の午後の方が良い。 

＊地域・近隣の病院がどんなことをしているのか知りたいです。 

＊講義形式が多いと思いますが、実技を含む勉強会があればいいなと思います(用手圧迫とか)。 

＊各施設でのインシデント・アクシデントの事例が知りたいと思います。 

＊病院見学など機会があればぜひさせて頂きたいです。 

＊前処置に関する勉強会 

業者の方より：みなさんとメーカーとの意見交換会などがあるとよいかもしれません。実は我々も皆さんとの会話の

中からサービス、製品開発のヒントを探しています。 

 各施設の工夫や特徴など分かりやすく大変勉強になりました。又参加させて頂きたいです。ありがとうございまし

た。 

 各施設それぞれ工夫を凝らしたアイディアが大変面白かったです。私は製薬メーカーですが、臨床現場の工夫も少

しわかったような気がしました。 

倉敷第一病院 

日本消化器内視鏡技師会 

看護委員会 

水島協同病院 

倉敷中央病院 

チクバ外科 岡山西大寺病院 

岡山ろうさい病院 
岡山大学病院 

南岡山医療センター 

川口メディカルクリニック 

倉敷平成病院 
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リレートーク 

 

 
 

病床数553床  
一般病棟501床  小児病棟27床 
緩和ケア病棟25床 

 
♪内視鏡センターの紹介 
  内視鏡室：6部屋（2部屋は透視室） 
  内視鏡洗浄器：7台（オリンパス） 
  内視鏡システム：オリンパス6台・フジフィルム1台 
  スコープ保有台数：上部 GIF-HQ290 1本，GIF-Q260 6本，GIF-H260Z 3本 
              GIF-Q260J 1本，経鼻 2本など 
           下部 PCF-Q260AI 8本，CF-H260AI 1本，PCF-H260AZI 2本 
           側視鏡 3本 
           超音波専用機 1本 
           EUS-FNA用 1本 
           ダブルバルン小腸内視鏡 2本 
           気管支鏡 5本 

 

 
 
♪スタッフ構成 
  内視鏡医師15名（消化器12名，呼吸器3名）， 非常勤医師3名 
  看護師10名（内視鏡技師4名）， 臨床検査技師2名（内視鏡技師2名）， 看護助手2名， 

事務2名 
 
♪内視鏡検査件数（2013年） 
  上部消化管内視鏡 7,529件（ESD 77件，EISL 87件，止血術 216件） 
  下部消化管内視鏡 4,006件（ポリペクトミー・EMR 812件，ESD 37件） 
  ERCP 399件， EUS-FNA 36件， ダブルバルン小腸内視鏡 32件， カプセル内視鏡 55件 
  気管支鏡 250件 
 
♪当院の特徴 
  当院は今年度から新センター長に那須淳一郎医師を迎え，新体制で皆一丸となって日々の業

務をこなしています。多い日は上部50件，下部30件近い検査数があり，戦場そのものの空間です

（笑）。忙しい中でも患者さんに安全に楽な検査を受けてもらうように心がけています。 
  平成27年度には新病棟が完成し，内視鏡センターもそちらへ移転することが決まっておりま

す。機会がありましたら，ぜひ見学に来てください。 

http://www.okayamasaiseikai.or.jp/index_html
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平成26年度勉強会 

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

技師会からの情報 

   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 

案内はすでに皆様の施設に送付

しています。まだお手元に届い

ていない方は最後のページに添

付しています。 

セデーションの後の「帰宅条件」のアンケートにご協力ください 

アンケートは次のページに・・・ 

   第73回日本消化器内視鏡技師学会に参加しました～！ 

第73回日本消化器内視鏡技師学会に参加して来ました。 

今回はカプセル内視鏡をテーマに、ランチョンセミナーの講演をさせていただきました。 

講演後のフロアでの質問や、会場を出てからの質問など、たくさんあり、皆さんカプセルに参入し

てきており、困られたり行き詰まったりされてるんだと感じました。 

たくさんの方に興味を持っていただき、内視鏡技師として積極的に関わっていくことができたら

と、思います。中四国地区は小腸カプセル内視鏡読影支援技師20名と、とても少数です。 

カプセル自体を持っている施設が少ないのかもしれませんが、持たれている施設は出来ることから

是非、関わってみてください。 

               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 

一般演題募集中 
 

〆切１２月２７日 
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最近の話題 

 

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 

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。 
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