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  ５月のテーマ月のテーマ月のテーマ：：：①医学講習会①医学講習会①医学講習会      

         ～上部内視鏡検査での解剖生理について～～上部内視鏡検査での解剖生理について～～上部内視鏡検査での解剖生理について～   
                                             講師：佐藤胃腸外科講師：佐藤胃腸外科講師：佐藤胃腸外科   佐藤嘉高先生佐藤嘉高先生佐藤嘉高先生   

                                 ②グループワーク「上部内視鏡検査の介助について」②グループワーク「上部内視鏡検査の介助について」②グループワーク「上部内視鏡検査の介助について」   
         ◆日時：2013年５月1９日（日）１0：００～１2：００ 

                      ◆会場：倉敷第一病院 ６階 （ＩＳＡＭホール or ラウンジ） 
                                                    倉敷市老松町5-3-10  TEL(086）４２４－１０００ 

         ◆参加費：500円 （今年度より講師の先生をお迎えするときに参加費をいただくこととなリました） 

                ◆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 

         ◆申込み〆切 ５月１４日（火） ※資料や会場準備がございますので必ず期限内にお申し込み下さい 

 

 
 

■担当者から皆様へ 
 5月は京都の学会もありますが、続けて看護勉強会を開催したいと思います。先月に続く

基礎編として上部内視鏡検査の解剖生理を倉敷市の佐藤胃腸外科 佐藤嘉高先生にお願

いしてご講義いただく予定です。普段検査についていても胃のどの部分が見えているのか、

ESD上でも粘膜層・筋層の深さの判断など、何年介助をしていても（お恥ずかしい話です

が）よく理解しているとは言い難く・・・。今回のご講義は初心者だけでなくベテランの方で

も新しい発見があると思います。 

 約1時間の講義のあとは、検査介助についてのグループワークをしようと思っています。今

している介助で困っていることや悩み、もちろん皆にお知らせしたい良い介助の方法伝授で

も良いのです。以前げっつでも載せていたチクバ外科のピロリ菌検査の組織を採るための爪

楊枝の入れ物など、工夫していることも教えてください。スムースに介助出来たら仕事が楽

になり患者のためになり、最後はチームのためになります(話が大きい！)。 

お互いに出し合って欲しいものを持って帰りましょう！ 

 それから検査体験者の意見をいただくなど生の声を聞いて患者の気持ちを知るというの

も考え中です。集いましょう！            川口メディカルクリニック  桑田 洋子 

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

6月16日 （日） 機器講習会：高周波・処置具について ｱﾑｺ・ｵﾘﾝﾊﾟｽ 津山中央病院

7月21日 （日） 医学講習会：リスクマネジメント
広島大学
　　　日山先生 岡山赤十字病院

8月18日 （日） 医学講習会：ＥＳＤについて（Ｎｓの介助）
岡山医療センター
　　　山下先生 岡山医療センター

9月28日 （土） 情報交換会：ＣＦ前処置・介助について ー 津山中央病院

10月20日 （日） 施設見学 ー 岡山労災病院

12月15日 （日） 内視鏡基礎講座
岡山労災病院
　　　清水先生 岡山労災病院

1月 情報交換会：未定 ー 未定

月日

時間：日曜日は10:00～12:00
　　　　土曜日は15:00～17:00



新任看護師、臨床工学技士と共に参加しました。機器講習会～基礎編で、トラブル対応の具体的な例

を説明して頂き、生検鉗子を摘む際、力まず介助したいと思います。また会場では他の病院で新たなス

タートを切った仲間と会え、とても楽しく参加できました。前洗浄、消毒を厳重に行い、安心して受けて頂

ける検査であるよう取り組みます。 

 会場では勉強会スタッフの計らいで、国立病院機構南岡山医療センター・黒岡昌代さんに気管支内視鏡処置に関す

るアドバイスを頂くことができ感謝しています。いつでも相談に乗っていただけるネットワークであり、とても心強い限り

です。 

 真庭市落合の醍醐桜を観に行きました。満天の星空にライトアップされた桜は壮観で、1000年もの永きに渡り咲き

続ける姿を思い感動しました。平成12年岡山県内視鏡技師会が発足され、今まで内視鏡に関わるスタッフのスキル

アップに多大なる貢献をされ、私も多くを学びました。今後もますますのご発展をお祈りします。 

 ご協力くださいました岡山赤十字病院スタッフ、岡山県内視鏡技師会の皆様に感謝しています。 

ありがとうございました。                                      岡山市立市民病院 村上 正博 
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先日は2時間という短い時間で充実した内容の勉強会を開催して下さり、ありがとうございました。先日一緒に参加

させて頂いた看護師は、今月復帰された副師長で約1年かけて内視鏡センターで業務等を覚えて頂こうと計画してお

り、大変分かりやすく日々の内視鏡業務に役立てれると喜んでいました。 

 今回の感想ですが、内視鏡に携わるようになり８月で2年目を迎えようとし今月からは後輩ができ内視鏡看護、内視鏡

で扱うデバイス、洗浄業務等の指導をしていくことにあたりこの度の勉強会は分かっていた「つもり」でい

たことがまだあるなと痛感しました。検査中のトラブルシューティングにおいては吸引・送気共にオリンパ

スさん富士フィルムさんが講義された事が日々の業務の中であるあると頷き日々の、就業前点検であっ

たり部品の劣化を念頭に業務に携わり、患者さんが安全・安楽に検査が行えるようにチームで取り組ん

で行かなければいけないなと考えさせられました。 

 この度は、オリンパスさんが持ってこられていた部分的にスケルトンになったファイバーを触る事が出来

なかったので次回機会があれば手にとってご指導いただけたらと思いました。 

                             岡山医療センター 内視鏡センター看護師  山下 知里     

私は今年1月から内視鏡看護に携わっているまだまだ未熟者です。そんな私

にとって今回の機器講習はとても勉強になりました。私たちの心がけ、注意

力で防げるトラブルも多々あること。内視鏡の構造・取り扱い･トラブル対処

法・・・日頃『？』と思っていたことを解決することもできました。正直この3ヶ

月間毎日バタバタで日々を振り返る余裕がありませんでしたが、今回の勉強

会を機に立ち止まり、自分自身の日頃の介助・内視鏡の取り扱いについて、

改めて振り返ることができたと思います。まだまだ疑問なこと・勉強したいこ

とがたくさんあります。今後も勉強会に参加してレベルアップしていきたいと

思います。 

                 岡山赤十字病院 内視鏡センター 寺元 佐智子 

病院名 人数 病院名 人数 病院名 人数
1 川口メディカルクリニック 1 11 おおもと病院 1 21 光生病院 1
2 倉敷第一病院 1 12 上田医院 1 22 玉島中央病院 1
3 岡山市立市民病院 3 13 南岡山医療センター 2 23 岡山医療センター 2
4 瀬戸内市民病院 1 14 田中胃腸科 3 24 玉島協同病院 1

5 村上記念病院 1 15 チクバ外科胃腸科肛門科病院　 3 25 湯原温泉病院 1
6 岡山済生会総合病院 4 16 佐藤胃腸外科 2 26 川崎医大 1
7 日生病院 2 17 岡山労災病院 2 27 津山中央病院 1
8 薬師寺慈恵病院 2 18 松田病院 4 28 岡山赤十字病院 7
9 吉田病院（大阪） 1 19 倉敷中央病院 3 29 自宅 1

10 福島病院（大阪） 1 20 岡山大学病院 8



今回の機器講習会では、内視鏡の基礎構造、内視鏡検査前の準備、内視鏡取扱いの注意点に関し

て説明いたしました。 

内視鏡にかかわる業務に就かれて、2年以内の方が多数参加されており、内視鏡の基礎的な部分を

学習していただけたと思っております。特に、内視鏡機器のトラブルシュート及び、故障回避の講義

は、日常の業務に役立つところではないかと思い、今回は基礎講義でしたが、応用も含めて継続し

てお伝えしていきたいと思っております。 

また、ハンズオンでは、2テーブル（トラブルシュート、ベッドサイド洗浄手順）実機を用いて説明いたし

ました。実機を見て触れての講義は、前半の講義の再確認になったと思っております。 

今後も内視鏡看護勉強会を通じて、基本的な部分、日常業務における疑問点、普段は気付きにくい

点、などお伝えしてきたいと思っております。 

今回の講義も含め、別の事でもご不明な点がございましたら、遠慮なくオリンパスまでお問合せくだ

さい。今後ともよろしくお願いいたします。 

          オリンパスメディカルシステムズ   松井 昇 

今回の講習会では、内視鏡の構造 又、具体的な故障例を挙げながら日常の取り扱いにおいての

注意点を説明させて頂きました。日常業務の中で常に意識して頂いている基本的な内容が多かっ

たように思いますが、メモを取りながら熱心に聴講して頂きありがとう御座いました。 

今回は主にスコープに特化した説明となりましたが、実際の現場では、画像が記録されない、モ

ニターに画像が映らないなど様々な問題点や疑問点があるように思います。 

 今後ともこのような会を通して、機器の取り扱いを理解して頂き、皆様から頂いた声は今後の内

視鏡機器の質の向上へと活かして行きたいと考えております。本当に有難う御座いました。 

                 富士フイルムメディカル株式会社 内視鏡センター中国 妹岡 紀光 
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４月15日の勉強会に、参加していただきありがとうございました。 

今回テーマが、機器取扱い基礎編でしたので、内視鏡の経験が5年より短い

方の参加が多くあり、看護勉強会への参加が初めての方もおられました。

「ファイバーの持ち方から」教えてほしいと、お願いしていましたので、ベテラ

ンの方には物足りない内容になったかもしれませんが、今回の内容を指導す

る際に活用していただければ、勉強会の目的のひとつである「岡山県の内視

鏡技術のレベルアップ」につながるのではと考えています。 

また、会場提供、当日の案内などなど、岡山赤十字病院のスタッフの方々に

はお世話になりました。深く御礼申し上げます。   

                南岡山医療センター 黒岡 昌代 

日赤の内視鏡スタッフの

皆様、色々お世話になり

ました。 

有り難うございました。 



       勉強会アンケート結果（岡山赤十字病院） 

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
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今後に生かせる

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
＊再度みなおしができました。ありがとうございました。

＊内視鏡の点検・洗浄時の注意などよくわかりました。今後役立てたいと思います。

＊ベットサイド洗浄から保管迄、動画があればわかりやすかったと思います。

＊室内に人が立っていてくれてわかりやすかった。ありがとうございます。

＊日頃の業務で、自分が知らない事、できていない事の再確認になりよかったです。ありがとうございました。

＊内視鏡の経験年数が少ない人ほど、参加すべき内容だと思った。

＊昨年と同じ様な内容だったように思いますが、基本にもどれてよかったです。

＊新しい気づきが毎回ある。

＊故障予防に取り組んでいて、先端保護キャップ導入を申請中ですので、とても役立つ内容でした。

＊よく理解できました。

＊ふりかえりの基礎講座大変よく理解できました。

＊基本的なことがわかってよかったです。

＊改めて再確認できたのでよかったです。ファイバーの大切な取扱いが再度勉強できてよかった。実践していこうと思う。

＊機器を実際に見ながら説明があってわかりやすかったです。

＊ずっとイスにすわったままでなくよかった。

＊内視鏡経験があさいので、今日のテーマは適切でした。

＊基本的な事なので勉強になりました。

＊感染管理の勉強会（内視鏡スコープと内視鏡室での注意、保管、空調等、内視鏡スコープと環境について、カメラの培養方法等）履歴も含む

＊講義の時間をもう少し長くして欲しかった。資料がなかったので、記録しながらスライドを見るには時間が短すぎました。

＊いつもお世話になりありがとうございます。

＊内視鏡はデリケートな機械だという意識を持ち、忙しい業務の中でもていねいな取扱いを心がけたいと思いました。

＊4月～内視鏡に配属されたばかりなので、わかりやすかった。

＊内視鏡看護を始めて2年少し過ちました。今日の勉強会で始めて分かったこともありとてもよかったです。

＊内容が理解でき、毎日の業務に生かせる事ができます。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊高周波に関する問題など

＊ＥＲＣＰの処置についてしてほしい。

＊技師試験に機器、洗浄についての問題が出るので講義の中でその followをして欲しい。

＊内視鏡室における教育ツール（チックリスト・マニュアル等）・ＥＲＣP時の介助・呼吸器、消化器の解剖生理と介助のポイント

＊内視鏡検査、ＯＰの介助・実際について勉強したいです。

＊実際の消毒洗浄ビデオも見たいと思いました。

＊土曜日のＰＭ開催も年に何回かはお願いしたい。

＊今後も役立つ勉強会をおねがいします。

＊会費500円よいと思いました。悩まれたと思いますが、勉強会と思えばお安いと思います。

＊全くわからないところからなので、基礎（手技や物品など、看護も）を教えてほしい。

＊大腸内視鏡の介助方法、手圧方など。



岡山県内視鏡看護勉強会も６年目に入りました。ここまで順調に続けてこれたのは、みなさまの内視鏡に対する思いと協

力のおかげと感謝しております。さて、４月に入り、内視鏡室に新しいスタッフがはいられた施設はもとより、もっと内視鏡

を勉強したい方、今年は技師免許を受ける予定の方など、今年も一年間を通して、絶対ためになる情報を提供していきま

す。どんどん参加してみてください。４月は既に終了しましたが、機器講習会には、約５０人の参加をいただきありがとう

ございました。また、今年度から、参加費をいただくことが役員会で決まりました。ただし、講師の先

生をお迎えして講演をしていただいた場合のみです。一人500円の参加費ですが、ご協力をお願い

致します。 

日本消化器内視鏡技師会よりお知らせすることがあります。機器取り扱い講習会（基礎編）のテキス

トが新しくなり、講習時間が２時間から２時間３０分になります。また、日本カプセル内視鏡学会んい

おける読影支援技師認定制度委員会が発足し、川崎医科大学附属病院の河上真紀子さんが委員に

なられました。また、新しい情報が入りましたらお知らせいたします。 

では、今年も一年間よろしくお願いします。               岡山労災病院  梶原 みゆき 

新企画！ 
今回より新企画リレートークを始めます。 

内視鏡技師会、勉強会に参加の病院を毎月リレーでつなぎ

紹介していきます。 

まずは倉敷第一病院から紹介します。 

一般財団法人 淳風会 倉敷第一病院  

       病床数：１９１床（一般：123 回リハ：48 緩和：20） 

◆内視鏡センターの紹介 
  2008年1月に増築した新館に内視鏡センター開設。（それまでは放射線科 

  に間借りをして検査してました） 

  内視鏡検査室：2室 ＣＦ前処置室：3室 内視鏡洗浄機：2台 

  超音波洗浄機：2台  

  スコープ ＧＩＦ：3本 経鼻：2本 ＣＦ：3本 側視：1本  ＢＦ：2本 

               

◆スタッフ構成 
  内視鏡医師：常勤1名 非常勤2名 

  看 護 師：10名（手術課所属で内視鏡担当は3～5名/日）    

  介 護 職：2名  

◆内視鏡検査件数 

 

◆特徴・プチ自慢 

 
内視鏡センター全体のエリアは広いです。患者様が過ごすロビーやＣＦ前室はゆっ

たりとスペースをとっています。検査室はやや狭いけれど小回り抜群！無駄な動線

なし！です。 

Ｎｓは手術課チームなので治療内視鏡は お・ま・か・せ！ 

ＧＩＦ検査時間は１人３０分の枠で行っています。なので多くの件数はこなせませ

んが患者様１人１人に検査前の説明・検査時間・結果説明に十分な時間をとり小規

模病院ならではの丁寧な対応を心がけています。 

倉敷第一病院から 

湯原温泉病院へバトンタッチ！ 

うち治療内視鏡は 

  上部7％  

  下部17％ 

 岡山県内視鏡技師会事務局の嶋津は倉敷第一病院で勤務しています。 

今は内視鏡には携わっていませんが地域医療センターでの内視鏡予約業務で 

どうにか内視鏡とつながっています。 

5月19日の勉強会でぜひ当院に足を運んで下さいね。 



 

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 
            会長：梶原 みゆき 事務局：嶋津 志織 

●日時：２０１３年５月１１日（土） 

●会場：京都テルサ（京都府民総合交流プラザ） 

●参加費：５，０００円 

●テーマ：内視鏡技師の目指すもの 

         「究極の内視鏡検査・治療をめざす」 

●日時：２０１３年５月１２日（日）１０：００～１７：００ 

●会場：京都テルサ（京都府民総合交流プラザ） 

 

  ※第７０回日本消化器内視鏡技師学会の翌日開催で会場も同じです。 

   ぜひもう一泊して参加して下さい。 

看護委員会企画「事例検討会」今回も企画しました。 

 13:20～14:20 第4会場にて 

  今回は津山中央病院の藤原まゆみ様に事例を提供していただき、参加者 

  みんなで事例「大腸内視鏡 前処置」を通して内視鏡看護について深めて 

  いきます。ぜひご参加下さい。            遠部 絹子 

●日時：２０１３年９月８日（日） 

●会場：山口県 防府市地域協働支援センター（ルルサス）防府駅前 

●会費：４，０００円 当日集金 昼食は各自で準備を 

●人数：約１００名（要予約） 

●機器取り扱い受講証あり 

●問合せ先：島根県立中央病院 角森正信氏 

●日時：２０１３年１１月１０日（日）１０：００～ 

●会場：岡山コンベンションセンター 

●会費：４，０００円 当日集金  

●内容：１・研究発表 ２・機器取り扱い講習会（基礎編） 

●研究会出席証・機器取り扱い受講証あり 

●問合せ先：岡山労災病院 梶原みゆき氏 

今年度より機器取り扱い講習会は2時間30分になります。（昨年度までは2時間）

また「機器取り扱いテキスト」も新しくなります。 


