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発行：岡山県内視鏡看護勉強会 

 第１３回岡山県内視鏡技師研究会 
 

＊開催日時   平成２４年２月２５日(土)  午後２時～５時   （受付午後１時３０分～） 

＊会  場    くらしき健康福祉プラザ  ５Ｆ プラザホール   

＊参加費・申込方法・問い合わせは 案内チラシをご参照下さい。 

               

プログラム   1. 一般演題   （5題） 

              ①大腸内視鏡検査前処置も検討 

                     ～リン酸ナトリウム製剤（錠剤）とポリエチレングリコール（液剤）を比較して～ 

                     倉敷平成病院          工藤 優子 
 

              ②抗血栓療法症例における内視鏡検査の現状 ～岡山県でのｱﾝｹｰﾄ調査の実施から～ 

                     岡山県内視鏡看護勉強会    村山 綾子（真庭市国民健康保険 湯原温泉病院） 
 

              ③岡山県内視鏡看護勉強会の役割を考える 

                     ～大腸内視鏡看護に関するアンケート調査を実施して～ 

                     岡山県内視鏡看護勉強会   桑田 洋子 （川口メディカルクリニック） 
 

              ④内視鏡看護師に求められるもの  ～事例から振り返る～ 

                     まつお内科クリニック      池上 洋子 
 

              ⑥気管支鏡におけるチーム医療への取り組み  ～検査前カンファレンスの継続から～ 

                     国立病院機構  南岡山」医療センター  黒岡昌代 

             

            2. 当院の内視鏡室紹介 

                     国立病院機構  岡山」医療センター     難波 澄江 

             

            3. 教育講演    「大腸内視鏡用手圧迫について」 

                      講師：津田 純郎先生   

                            岡山市医師会総合メディカルセンター附属診療所長 
 

            4. 岡山県内視鏡看護勉強会報告 

                     岡山県内視鏡看護勉強会   遠部 絹子（岡山労災病院） 

先月 １月の勉強会               参加人数 ： ２６名 

                           参加施設 ： １５施設 

❖開催日時：平成２４年１月２０日 

❖会  場 ： オルガホール （岡山駅西口） 

❖テーマ  ： 情報交換（ヒヤリハット） 
情報交換を行いましたが、話・内容だけが独り歩きしな

い様に、口外をしない様にして下さい。情報を共有する

事により、事故を未然に防ぐ事を目的としています。 

http://matome.naver.jp/odai/2129480542238659001/2129488485239433703
http://matome.naver.jp/odai/2129480542238659001/2129480553138660703


　　開催日時 テ　ー　マ (予定会場)
　４月１５日　(日) H２４年度診療報酬改定について

10：00～12：00 　　　　　(岡山赤十字病院)
　５月１２日(土) 全国学会(東京)
　５月２０日(日) 機器講習会<基礎編>(津山中央病院)

10：00～12：00 　トラブル対応まで 　
　６月　９日(土) 機器講習会(倉敷中央病院)

15：00～17：00 　高周波+処置具
　６月１７日(日) 内視鏡看護セミナー(東京)
　７月１５日(日) 感染対策セミナー

10：00～15：00 土井英史先生
　８月１９日(日) 事例検討会

10：00～15：00 内視鏡看護を語ろう
　９月第1ｏｒ第2日曜 中国地区消化器内視鏡技師研究会
　９月１５日(土) 医学講習会＜抗凝固剤について＞

15：00～17：00
１０月１３日(土) 全国学会(神戸)
１０月２１日(日) 機器講習会<基礎編>(チクバ外科病院)

10：00～12：00 　トラブル対応まで
１１月１１日(日) 中国地区機器講習会(オルガホール)
１１月１８日(日) 内視鏡基礎講座(津山中央病院)

＜技師試験受験対策＞
１２月１５日(土) 医学講習会＜食道疾患＞

15：00～17：00
　１月１９日(土) 情報交換

15：00～17：00

お知らせ 

次年度より、【日本消化器内視鏡技師学会】【岡山県内視鏡

技師研究会】において、研究発表をされた方は、岡山県内

視鏡技師会より奨励賞として、図書券をお贈り致します。自

己申告ですので、発表された方、施設の方はお申し出下さ

い。 

第６８回 日本消化器内視鏡技師学会のご案内 

 
会 期：平成２４年５月１２日（土曜日） 

会 場：ガーデンシティー品川 （旧ホテルパシフィック東京）  東京都港区高輪3-13-3 

学会長：藤井秀康 （昭和伊南総合病院 消化器センター）  

 

メインテーマ  [原点に戻りチーム医療の重要性～内視鏡技師に求められているものは何か～] 

 

【シンポジウム】        ～内視鏡における看護とは何か・何を求められているのか～ 

【パネルヂィスカッション】  ～内視鏡室におけるリスクマネジメント～ 

【要望演題】          ～内視鏡室における苦痛の軽減の工夫（鎮静剤や細経スコープの使用や補助具の工夫など）～ 

【一般演題】          ～内視鏡室における日常業務における取組～ 

 

※岡山県内視鏡看護勉強会より「抗凝固薬・抗血小板薬療法に関して」研究を行いました。当学会で発表をします。 

  アンケート調査に多くの施設の方々にご協力をして頂きました。医師・看護師を始め皆様に感謝とお礼を申し上げます。  

                                                       （８９施設より回答を頂きました。） 

平成２４年度勉強会(案) 
今年は、大幅に改訂されました。毎年事務

職の方の参加が有ります。各施設の事務職

の方もお誘いの上、ご参加下さい。 

第６８回消化器内視鏡技師学会・内視鏡看護委員会企画 

 

    事例検討会参加募集のご案内 

 

 ～事例を通して内視鏡看護を考えてみませんか！～ 

 

 開催日時   平成２４年５月１２日(土)  13：00～14：30 

 会場      ガーデンシティー品川  第４会場(アネモネ) 

 申込方法   参加者名・施設名・施設住所・連絡先(方法) 

           を記入 

 申込先     担当：遠部絹子(岡山労災病院) 

              ＦＡＸ：086-262-0214 

              ＭＡＩＬ：ｏｈｉｓａｍａ＠ｍｓ13．ｍｅｇａｅｇｇ． 

                   ｎｅ．ｊｐ                 

     第10回消化器内視鏡看護セミナーのご案内 
  
日 時 平成24年6月17日（日） 9：50～16：30  

                                                                   （受付開始 9：20） 

会 場 ニッショーホール(東京・虎の門) 

受講料 日本消化器内視鏡技師会会員  

                                  (平成24年合格者を含む)：5000円、  

                                                                   非会員：8000円 

募集人員            300名（先着順） 

主 催 日本内視鏡技師会 内視鏡看護委員会 

後 援 公益社団法人 日本看護協会 

今後の会報を御覧になって 

確かめて下さい。 

http://matome.naver.jp/odai/2129480542238659001/2129488485239433703
http://matome.naver.jp/odai/2129480542238659001/2129480553138660703


勉強会アンケート結果（オルガホール）

参加人数  26名 

参加施設  15施設 

回収率    70％ 

テーマ   情報交換（ヒヤリハット） 

開催日時 平成２2年1月21日（土） 

会 場   オルガホール（貸し会議室）    

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 

＊他病院の内視鏡事情に大変興味があたので、とても楽しかった。 参考になりました。 

＊色々な意見を聞け勉強になりました。 参考にしたいと思います。 

＊他施設の状況がよくわかって良かったです。 

＊日頃の不満・ストレスを話す事ですっきりしました。他の病院でも同じ様な問題があり、少しほっとした面もありました。 

＊施設によって、件数や処置の内容は様々ですが、悩んだり困ったりしている事は似てる事が多く、とても参考になりました。 

＊他施設の意見を聞いて、今後の業務に生かせると思ったし、先輩の色々な困難があっても頑張っている様子を知れて 

   私も元気になりました。 

＊たまには、こう言う内容もほっこりしてよいと思います。 

＊テーマの中味をもう少ししぼってやると 深く入れるのではと 思う。 

＊意見交換や新しい発見が出来てよかったです。 

＊他施設の現状が詳しく聞けて参考になった。施設間の交流に役立つ。 

＊色々な施設の話が聞け 参考になりました。 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 

＊ＣＦの前処置が様々でした。 

＊医師による勉強会をしてもらいたい。 

＊今までと同様に県内の施設どうしの情報共有やレベルアップを図れる会だったらよいと思います。 

＊ヒヤリハットは今後も希望したいです。 
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