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 作成 2018.05.25 

 

 勉強会 医学講習会 
 今さら聞けないシリーズ： 

 画像編：緊急内視鏡(ERCP・EISL含む） 

  岡山ろうさい病院  白髭 明典先生 

 ▼日時：平成30年6月17日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：岡山中央病院 2Fセミナー室 
          岡山市北区伊島北町6-3                                

  ▼参加費：500円 ▼駐車場：無料 

 ■担当者から皆さまへ 

                                   

 
      

 

 

 

   

 

 

        申込み方法（メールか郵送でお願いします）  
           ■〒700-0913  

                     岡山市北区大供2丁目2-16      川口メディカルクリニック 桑田 洋子宛  

           ■Ｅ－Ｍａｉｌ⇒ okayamascope@hi3.enjoy.ne.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。  

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

申込〆切 

6/13

 今年も少しずつ暑くなってきました。時々、肌寒い時もありますが、体調崩さぬように 

気を付けてくださいね。 

 さて、6月の勉強会は、お待たせしました。我らの先生、岡山ろうさい病院の白髭先生 

「今さら聞けないシリーズ」（緊急画像編）です。もちろん、ＥＧＤ、ＣＳの基礎画像からＥＲＣＰ

やＥＩＳなどの処置画像もあります。日頃、私たちが介助についている中で、この検査の時

は、このような処置をするんだ～とか、今は、どういう症状になっているの？など 

画像と一緒に分かりやすく勉強出来ます。新しく内視鏡に携わる方からベテランの方まで

たくさんの方々に聞いて頂きたいです。 

 画像の合間には、ディズニーの話も聞けるかもです。 

絶対、役に立つと思いますので一緒の勉強しましょう。お待ちしております。 

                        岡山ろうさい病院 梶原みゆき 三好朱紀 

6月 

http://www.kohjin.ne.jp/hospital/central/access.html
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◆◆4月の勉強会報告①◆◆ 

 ボストンサイエンティフィックジャパン様の内視鏡の診療報酬についての講義は、とてもわか

りやすく、質問にも丁寧に答えて下さり、今後の業務にも役立ちます。 

 多忙な業務の中、検査後のコストチェックを過不足なく、適正に診療報酬を算定できるよう

に確認するのは看護師の役割であり、その重要性を再認識できました。請求まで円滑に行う

のは、医師、看護師、事務のチーム医療によるもので、今更にしてコスト知識は不可欠である

と思いました。 

 使用材料の無駄をなくすなど留意できますし、コストチェック表の効率化・簡素化も必要で

はないかと問題提起もできます。 

 このように内視鏡の手技料・算定可や不可の薬剤や材料、算定方法など知ることで、日々

の業務の視野を広げ、視点を変えてみることができ、とても有意義な講義でした。この機会

をいただき、ありがとうございました。 

 

                            岡山大学病院  小倉 通世 

 勉強会に参加させていただき、診療報酬改定についてとても勉強になりました。 

一つ一つ丁寧に分かりやすく説明して下さりとても勉強になりました。 

今後に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

                           川崎医科大学附属病院   影山 裕美 

 毎日の内視鏡検査、治療のコストについて学ぶ貴重な時間を過ごすことができました。診療

報酬の変更点など細かな部分も丁寧な説明があり、理解がしやすいものでした。また、会場に

来られていた方々がコストに強く興味を持たれていることに驚かされました。私自身、初めて

勉強会に参加させていただきましたが、大変勉強になりました。是非、機会がありましたら、

他の勉強会にも参加させていただきたいと思います。ありがとうございました。     

                             

                           株式会社カワニシ  安木 帝童                          

ボストンサイエンティフィックジャパンの斉藤さん、 

錦川さん、明石さん大変お世話になりました。 

 

 

 

最後の商品紹介も参考になりました。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1526871786/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmVlLWlsbHVzdC5zcGFjZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wMy90ZXJ1dGVydWJvdXp1MDEuanBn/RS=%5EADBHF0_.bogZpIKJ4NpnxUmrW5sROA-;_ylt=A2RiomBp5QBb21IAFBOU3uV7;_ylu=X3
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1526871786/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50YWthLmpwL3RhZGEvY2F0ZWdvcnkva2lzZXR1LzZnYXR1L2xfaW1nL2thdGF0dW11cmkucG5n/RS=%5EADBdzJOYCjCuJsN1wCIPKwhKckR8HQ-;_ylt=A2RiomBp5QBb21IAIhOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZG
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◆◆4月の勉強会報告②◆◆ 

 内視鏡勉強会に初めて参加させていただきました。 

診療報酬改定についてということで医事の立場として大変興味深く、日頃の料金算定業務の 

再確認ができました。また、診療報酬改定に伴い算定できるようになった材料のことなど、 

自分では気付けていなかったことを知ることができ大変勉強になりました。 

今回の勉強会で得たことは、参加できなかった他の事務スタッフにも伝達し情報共有したいと 

思います。 

 またこのような医事にも関わりがある勉強会の際には参加させていただきたいと思いまし

た。ご講義ありがとうございました。 

 

                倉敷中央病院  外来医事課 

                     東田 佳代子 

 今回の診療報酬改定では、ボストンサイエンティフィックジャパン様に今年もお世話に 

なりました。 

 日頃の業務では、コストについては疎い私ですが、内視鏡検査に使用する物品の選択や

必要経費などを検討することが、日本の医療費削減の一歩にも繋がるように思いました。 

また、保険点数では、内視鏡看護が評価され、大腸検査前の洗腸指導や内視鏡検査前後の

説明などが看護必要度として認められる日が来るようにしたいなあと考えてしまいまし

た。 

 今年度の初回の勉強会でしたが、皆様のご協力のおかげで無事に終了することができま

した。ありがとうございました。 

                  

                 岡山大学病院 光学診療部 

                     三宅 百合江 
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◆◆4月の勉強会アンケート結果◆◆ 

勉強会アンケート結果(岡山大学病院） 

参加人数 42名 
参加施設 25施設 
回収率   85％ 

テーマ  ：診療報酬改定について 
        内視鏡編 
開催日時 ：平成30年4月15日（日） 
会 場  ：岡山大学病院 マスカットキューブ 

【勉強会に対する意見・感想】 
＊いつも気になるコストのこと教えていただきありがとうございました。 
＊看護師のため、コストについて知らないことが多く、参考になりました。 
＊改定後の点数が確認できました。最新情報ありがとうございました。 
＊内視鏡検査のみしていくだけでなく、材料の見直しなど経済的な事も考えていかないといけないと思った。 
＊処置に対してコストを考えたことは少しありましたが、改めてじっくり考える時間(きっかけ)を頂けて勉強になり 
 ました。 
＊新しい情報を得ることができ良かったです。すぐに現場へ持ち帰り確認したいと思います。 
＊これから算定していく上でとても参考になりました。ありがとうございました。 
＊材料のことなど知らなかったことを知ることができ勉強になりました。 
＊内視鏡に限定した診療報酬の講義を受ける機会がなかったので話を聞いてよくわかった。 
＊包括、DPC、出来高などいつも聞いているが実はよくわかっていない事が私の問題。 
 コストの事も気にしながら検査、処置をすすめていく必要があります。勉強します。 
＊とても良かったです。資料の字がもう少し大きいとありがたいです。 
 昨年同様「点数一覧表」をおかやまげっつにupしていただきたいです。是非ともお願いいたします。 
＊わかりやすくまとめてあり理解しやすかったです。 
＊これからコストチェックに役に立ちます。 
＊診療報酬について少しだけわかった様な気がします。わかりやすい資料をありがとうございます。 
 家でもう一度見直して勉強します。 
＊いつも気になるコストの事を教えていただきありがとうございました。 
＊当院においてESD,ERCP等の治療、検査については他院より医師を招き行っている現状である。 
 対象となるものが少ないが、診療報酬についての理解が深まり勉強になりました。 
＊わかりやすく良かったです。新商品の紹介はありがたいです。 
＊商材を取り扱っている者として、現場の方から保険、手技料など質問をされた際に答えられるように 
 しようと思えた会でした。 
＊普段なかなか詳しく勉強する機会がない内容だったので非常に勉強になりました。 
＊業者の立場として聞かれることの多い内容でした。非常に勉強になりました。 
＊大変勉強になりました。知らないことを質問したかったけど、わからないこともあったので、次回当院にて 
 行ってもらいたいと思いました。是非医師にも聞かせたいと思います。 
＊医事課の方からの説明があればよかったと思います。 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 

＊他病院(他施設)とのディスカッション、工夫していることなど 

＊内視鏡における患者教育、看護について(事例を通して）勉強できたらと思います。 

＊内視鏡看護を中心にERCP等処置具について詳しく知りたいです。医師側が看護師に求めることも知りたいです。 

＊CF時の用手圧迫方法  各施設での方法や使用している物品について  各疾患の講義 

＊いつもありがとうございます。業務、処置、疾患についても興味があります。 

 最近はスタッフの人間関係の構築やリスクマネジメントの専門の方からのお話も聞いて勉強したいと思います。 

＊いつも大変なことをありがとうございます。 

＊経験が一年未満であるので、特に実践に即役立つ技術、方法を実技を行って学びたいです。 

＊内視鏡の勉強会：医学講義が岡山で受けれたらうれしいです。 

＊内視鏡室看護師のラダー教育について 

＊セデーション時の対応、薬や(その後)検査後の管理、観察について知りたいです。 

＊基本的な事を学ぶことができる会もあれば大変助かります。 

＊今後ともよろしくお願い致します。何か必要な情報がありましたら、お声かけください。 



 5 

4月に講義をしてくださった、ボストンの方から訂正が入りました。以下ご確認ください。 

1 © 2018 Boston Scientific Corporation. All rights reserved.

大腸EMRでのムコアップ償還請求について

日帰り 入院

病院

クリニック －

日帰り 入院

DPC病院

非DPC病院

クリニック －
請求
OK

請求
OK

請求
OK

請求
OK

請求
OK

請求
OK

短手3包括

短手3包括

今まで 2018年4月より

DPC施設で入院時の特定保険医療材料が、短手3包括から出来高に変更。

※最終的な可否は、各エリアの支払基金により審査されます

出来高

2018年4月より、大腸EMRで、ムコアップ償還請求できる範囲が広がります。

2 © 2018 Boston Scientific Corporation. All rights reserved.

参考資料

2

平成30年3月5日版 厚生労働省保険局医療課「平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ」より

3 © 2018 Boston Scientific Corporation. All rights reserved.

検 査

注 射

投 薬 画 像

処 置 入院料

手 術 食事 リハビリ

内視鏡
検査

etc.

特定保険医療材料

薬 剤

参照：DPC点数早見表 医学通信社

大腸EMR 算定イメージ比較（出来高／DPC／短手3）

出来高 短手3

包 括

手 術 食事 リハビリ

内視鏡
検査

etc.

特定保険医療材料

DPC

包 括

ムコアップ
償還価格 7,680円/本

ムコアップ
償還価格 7,680円/本

短期滞在手術等基本料③

- 14,163点 （2cm未満）
- 17,699点 （2cm以上）



 6 

 ◆岡山県消化器内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。  

            Okayamascope@hi3.enjoy.ne.jp  

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

◆◆平成30年度内視鏡勉強会予定表◆◆  
  今年度「テーマ」：実践編  検査の介助、手技、看護 

月日 テーマ 講師 会場 参加費 

7月 8日（日） 

10:00～12:00 

ＥＲＣＰ講習会  

 ＋ハンズオンセミナー(業者未定) 

  

川崎医大附属病 

吉田 浩司 先生 

川崎医大附属病院 500円 

8月19日（日） 

10:00～12:00 

内視鏡看護について 

（情報交換会？講義？）→検討中 

  岡山市民病院   

9月9日（日） 

10:00～12:00 

9/16（日） 

未定 

  

第15回中国地区消化器内視鏡技師研究会

（広島） 

      

10月21日（日） 

10：00～12：00 

未定       

11月 
11/2(金) 

  ～11/3(土)  

11/11(日) 

学会月にて休み 

第81回日本消化器内視鏡技師学会 

(京都)  

中国地区機器取り扱い講習会 実践編 

（山口） 

      

12月16日（日）     

10:00～13：00 

消化器内視鏡技師認定試験対策講座  

        （3時間） 
  

岡山ろうさい病院 

清水 慎一先生 

岡山市民病院 1000円 

お弁当 

配布あり 

1月 研究会準備のため勉強会休み       

2/17（日） 第20回 岡山県消化器内視鏡技師研究会  

       (川崎医大附属病院) 

  

  

    

 

 

 

＊未だ勉強会内容の空白の欄があって申し訳ありません。 

今講師をしてくださる方のご都合を伺いながら調整中です。 

来月には準備できると思いますので、ご了承くださいませm(_ _)m＊ 


