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 作成 2018.08.26 

 

 勉強会  

 ▼日時：平成30年9月9日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：総合病院 落合病院  

         3F 記念ホール  

    岡山県真庭市落合垂水251  

 ▼参加費：無料 ▼駐車場：無料 

        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 

9/6  

■担当者から皆様へ■    

 残暑お見舞い申し上げます 

この度の県北での勉強会は、川崎医科大学  救急認定看護師の寺戸先生に「内視鏡の緊急時の対応」

について計画をしています。急変時どうしたらよいかと不安に思うこともあるかと思います。起こっ

てしまったときの対応について、また、起こらないようにするためにはどうしたらよいか 

など知るよい機会になればと思います。 

 まだまだ暑い日が続きます。県北とは言え避暑地には程遠い気温です。体調に気をつけられまし

て、お忙しい時とは思いますが参加お待ちしております！ 

                                            総合病院 落合病院    大原小百合 
 

 

 

        

  

 「内視鏡時の緊急対応について」 
 

 講師：川崎医科大学附属病院 

      救急看護認定看護師 寺戸 由加さま  

9月 

車の方はナビに上記住所を入れて 

いらしてくださいね～！(*^_^*) 

尚、交通状況で、岡山から津山までの間は汽車が 

通っていますが、津山から勝山方面はまだ不通の状態ですので、 

汽車でお越しの際は交通情報を確認してください。 
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◆◆8月の勉強会報告①◆◆ 

今回の上田先生の勉強会に参加させていただき、大変有意義でした。 

内視鏡に携わっている方ならよくわかる「内視鏡あるある」から、「内視鏡、へーそうだったの

か！」といった新しい知見など、随所に、うなずいたり、感心したりの連続でした。 

 マロリー経験あります、用手圧迫経験あります。でも用手圧迫時に腸管をイメージしてい

たか？と言われると、漫然と医師の指示のまましていたかもしれません。 

今回の勉強会で、経験的に得ていた自分の看護に意味を持たせることができました。 

上田先生ありがとうございました。そしていつもお世話をしてくださっている役員の 

皆様ありがとうございました。 

 

                 倉敷中央病院 内視鏡センター 田中 悦子 
 

会場の写真 

上田さんの写真 

 内視鏡看護においてまだまだ知識不足な所があったと改めて感じました。常に技

術革新が行われている分野です。今回の勉強会を通して自分自身に新たな課題が

出来ました。五感を研ぎ澄ました観察、フィジカルアセスメント等、これまで以上に

患者さんの立場に立って内視鏡看護に携わって行きたいと思いました。 

 貴重な講義をありがとうございました！ 

 

                     倉敷紀念病院    松本 亜希子 

  日本消化器内視鏡技師会 

 看護委員会 委員長 上田 道子さま 
講

師 
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 勉強会ありがとうごさいました。   

患者さんの不安、苦痛、不満など軽減できるよう努力していきたいと思います。 

自分の職場に下部内視鏡がないのですが、勉強になりました。 

ありがとうごさいました。 

              

                倉敷シティ病院             山形    久子 

◆◆8月の勉強会報告②◆◆ 

＊上田さんと当日の役員一同です、お世話になりました！＊ 

基本のお話とともに実体験に基づくお話を入れてくだ

さり私たちの中にスッと内容が入ってきました。 

実感できました。 

分かりやすく、しかも知りたかった内容満載で 

大満足でした。 

遠方から来て頂き、本当にありがとうございました。 
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◆◆8月の勉強会報告③◆◆ 

＜勉強会に望むこと＞ 
＊なかなか参加できませんが、いつも刺激となり改めて学ぶことも多くありがたいです。 

＊処置具 検査毎の違いなど  ＊治療内視鏡の援助、物品など 

＊検査、処置ごとの診療報酬など 盲点、点数アップのコツなど 

＊他施設との意見交換がしたい ＊内視鏡で使用する薬剤の勉強をしたい（薬剤師など） 

＊今回のような勉強会を計画して欲しい  ＊資料はカラーが良い 

＊各施設でのESDEMRについてのやり方、介入方法など勉強したいです 

＊出来れば土曜日にもしてほしい 

◆◆8月の勉強会アンケート結果①◆◆ 

岡山県では７月に豪雨災害に見舞われたにも関わらず、沢山の方の参加を頂きありが

とうございました。内視鏡看護に関心を持ち高い向上心への表れと思います。 

このたびは、内視鏡技師会看護委員長の上田道子先生に「内視鏡における看護」を

テーマに講義して頂きました。「今、求められる内視鏡看護」「検査、治療における前・中・

後の看護」「偶発症発生時の看護」「鎮静・鎮痛薬剤投与時の看護」についての講義内容

でした。私達と同じ目線からの臨場感あるわかりやすい講義でした。 

腹部の用手圧迫法のポイントでは、大腸を３Ｄでイメージするとわかりやすいと蛇管を

使った大腸の模型（上記写真参照）を作って来て見せて下さいました。スタッフの教育ツー

ルなどに役立つと思いました。 

主に下部消化管検査の看護についてでしたが、中でも前処置に関する全偶発症の1/4

が「腸管洗浄剤」が占めていて、死亡例も出ている。と言ったような情報がありました。ス

タッフ間でしっかりと共有し、前処置の患者の便通管理の大切さを知ることが重要となり

ます。 

患者が、安全・安心・安楽・満足して内視鏡検査・治療を受けられるために必要なもの

は何か？を再認識することができたと思います。  

                               

                         松田病院 錦織 恵美子 

 上田さん作成の 

 蛇管で作った大腸の模型 

 どこが弛むのか分かりやすい！ 
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◆◆8月の勉強会アンケート結果②◆◆ 

参加人数 75名 
参加施設 27施設 
回収率   ８4％ 

テーマ  ：講義 内視鏡における看護 
開催日時 ：平成30年8月19日（日） 
会 場  ：岡山市民病院 多目的ホール 

勉強会アンケート結果(岡山市民病院） 

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 
＊久しぶりに聞いて勉強になりました。 ＊モチベーションが上がりました 

＊興味深くきくことができました。 明日から早速自分に生かせそうです。 

＊講義で患者さんへの気遣う気持ち、触れて支えることが大切という言葉が心に響きました。 

＊看護師ではないが一スタッフとして勉強になりましたが、看護師中心の印象が少し気になりました 

  （自分もほぼ同じことをしているので）←臨床放射線技師の方もご参加頂きました。 

＊内視鏡に関する知識は浅く今回でとても勉強になりました。  ＊明日からの実践に役立てたいです。 

＊医師によりやり方が違い、対応に悩むことが多いですが患者さんの為と思い頑張ろうと思います。 

＊検診、健診でもリスクがたくさんあるのだと改めて感じました。明日から意識して頑張りたい 

＊上部内視鏡検査のことももっと聞きたかったです 

＊日々の復習になりました。 何故  ダメなの  作ってみようと思いました。 

 ←なぜだめなのか患者さんに分かる様に、理由を書いて待合室に貼り紙をしていると患者さんに理解してもらえると 

 先生が言われていました。例えば「大腸前には便通を良くしておく理由は、洗腸に時間がかかるため」「胃カメラの 

 後は、のどに麻酔が残っていて、誤嚥する可能性があるから1時間は飲食ができない。」など。  

＊大腸検査に携わっているので大変参考になりました。  ＊偶発症、対応少し不安です。 

＊用手圧迫 蛇腹で教えていただきイメージしやすく勉強になりました。 

＊内視鏡看護も安心、安全、安楽 頑張ります。 ＊内容が新鮮でした 

＊模型での圧迫は分かりやすかったです。  ＊基礎的な知識分かりやすくなぜと思っていたことが解決できた 

＊下部のポイント沢山学べた分かりやすく看護師の役割、重要性を感じました 

＊分かりやすく日常業務に直結する内容だったのでよかった ＊日常意識せずにやっていることの意味を再確認できた 

＊日々の介助の復習見直しができよかった  ＊興味深い勉強会でした 今までの疑問が解決しました。 

＊タッチング、声掛けどれもなくてはならないことばかりだと改めて思いました 

＊看護師は患者の味方だけと思っていましたが、医師のよき理解者でもなくてはならないと思いました 

＊講義は具体的で分かりやすく明日から使えるものばかりでした 

＊ポイントをおさえて説明していただき不足している情報も盛りだくさんでとても勉強になりました。 

＊今後は医師と患者の間の橋渡し頑張りたい。  ＊大腸のモデルは作って活用したい 

＊具体的な事例は分かりやすく再確認できた  ＊明日から、人間に対する限りない関心 モットーに頑張ります 

＊とてもわかりやすかった。ルーチン化している現状を変化させていきたいです 

＊具体的でわかりやすかった    ＊先を読んで対応することが大切 

＊看護師側からのポイント、ヒントを教えていただきよくわかりました、同時に看護師としての役割を改めて考えまし

た。 

＊とても勉強になりました、明日からの現場にとりいれたいです 

＊大変興味深い内容でもっともっと講義を聞きたかった。 

＊毎日、業務をこなすことになっている 一つ一つ根拠があることなど改めて振り返ることができた 

＊用手圧迫のコツがよくわかった。下部で鎮静無の患者に膝立している足を支えていたら、意識ある患者に支える必要

はないと言われたが、自分は間違っていなかったと安心した 

＊本当に具体的な症例も上げて下さりとても興味深い講義で2時間あっという間でした 

＊もう少しゆっくり聞きたいくらい盛りだくさんの講義でした。明日から生かせる勉強でした。 

＊内容の濃い勉強会でした 様々な内視鏡看護について振り返りができ勉強になった 

＊20年前の看護セミナーに参加させていただきました。現在は他部署で勤務していますが、今回上田先生の講義を聞く

ことができ患者さんにとって善きことをスタッフで共有して継続していくことの大切さを改めて感じました。  

＊大変わかりやすく看護の基本に立ち返ることができた講演でした。ありがとうございました。 
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◆◆平成30年度内視鏡勉強会予定表◆◆  

月日 テーマ 講師 会場 参加費 

9/15(土) 

13：20～16：40 

 

 

 

9/16（日） 

第21回岡山胆膵診療技術向上研究会 

  (川崎医大総合医療センター) 

 

 

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 

施設見学   倉敷中央病院    

11/2(金) 

  ～11/3(土) 

  

11月11日(日) 

10:00～12:00 

 

 

11/11(日) 

第81回日本消化器内視鏡技師学会 

(京都)  

 

胆膵内視鏡の基本 

処置具ハンズオンセミナー 

   (オリンパス・ボストン） 

中国地区機器取り扱い講習会 実践編 

（山口） 

 

 

 

川崎医大附属病院 

吉田 浩司先生  
 

 

 

 

川崎医大附属病院  

  

 

 

500円 

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 

軽食 

準備あり 

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) 

  

  

    

 

 

 

 7月には、西日本豪雨の影響で初めて勉強会を、朝突然中止とさせていただきました。 

参加予定だった皆さまには大変ご迷惑おかけしました。 

 

吉田先生の講義は前回も好評でしたので、是非開催したいとの役員 

からの声で時期を検討した結果、学会月ですが11月11日(日)に決定 

しました（ERCPについての講義です。）。 
 

実はおかやまマラソンの日であり、技師会としては機器講習会(実践編)の日でもあります

が、もし可能でしたら、ご参加くださいませm(_ _)m 

＊お知らせ＊ 
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 ◆岡山県消化器内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。  

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

◆◆技師会よりお知らせ◆◆ 

＊お知らせ＊ 
演題には倫理的配慮が必要“内視鏡COI開示”でネット検索してみてください。 

日本消化器内視鏡技師会における利益相反（COI)に関する指針が出ています。 

①第21回岡山胆膵診療技術向上研究会 
     開催日時：平成30年9月15日(土)13：20～16：40 

     開催場所：川崎医大総合医療センター ２階 川﨑 祐宣記念ホール 

              研修医・学生・コメディカル参加費無料 

                                →詳細は次ページへ 

②第１５回中国地区消化器内視鏡技師研究会 
      開催日時：２０１８年９月１６日(日)９時～１５時４５分 

       開催場所：JMSアステールプラザ 

               広島県中区加古町４－１７ 

                           

③ 

 

       「どこまでできる、内視鏡検査と治療」 
     学会長：松本 裕子 

     会  期：平成３０年１１月２日（金）・３日（土） 

     会  場：京都パルスプラザ    京都府総合見本市会館 

               京都市伏見区武田鳥羽殿町５ 

                                         →詳細は最終ページへ 

 

 

 

 

④内視鏡機器取り扱い講習会(実践編） 
     開催日時：２０１８年１１月１１日(日)１０時～１５時 

      開催場所：防府市地域協働支援センター 

               山口県防府市栄町１丁目５－１ 
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