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         ６月のテーマ月のテーマ月のテーマ：機器講習会：機器講習会：機器講習会      
         ～高周波の基礎を学ぼう！周辺機器（ﾃﾞﾊﾞｲｽ）の管理とトラブル対応～～高周波の基礎を学ぼう！周辺機器（ﾃﾞﾊﾞｲｽ）の管理とトラブル対応～～高周波の基礎を学ぼう！周辺機器（ﾃﾞﾊﾞｲｽ）の管理とトラブル対応～   
       10:00～11:00 機器講義  アムコ・オリンパス 

       11:00～12:00 ハンズオンセミナー 

                          アムコ・オリンパスのブースに分かれて機器講習 
                        （オリンパスのブースは毎回好評のスケルトンスコープの展示もあります。今回は展示のみ） 

 

◆日時：2013年６月1６日（日）１0：００～１2：００ 

◆会場：津山中央病院 健康管理センター３Ｆ Ａ・Ｂ会議室 （駐車場無料) 
                                 津山市川崎1756 ＴＥＬ（0868）-21-8111           

◆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 6月11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 
毎回好評な機器講習会！今月は津山での開催です。 

今回は高周波機器でお馴染みのアムコさん、内視鏡処置具のパイオニア・オリン

パスさんの協力を得てのコラボ企画です。日頃の業務の中で、「ポリペク中に高周

波が通電しない！どうしたらいいの？」」「切開が生焼けになる！原因は？」「ポリ

ペクのスネアがうまく掛からない！もっと使いやすいスネアはない？」「処置中の

デバイスの手入れはどうすればいいの？」「ESDの時のドライカットとエンドカットの

違いって？などなど、困ったり、疑問に思ったことはありませんか？ 

今回はそんな「高周波トラブルあるある」を含めた内容で、それぞれ専門業者さんに講義してもらえる絶好の機会です。 

多数の方のご参加をお待ちしております。                                                      担当   津山中央病院 藤原まゆ美  

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

テーマ 講師 場所

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



 久しぶりの技師会参加でした。普段、検査の介助に付いてるときも何とな～く解剖が解ってる・・・ 

 程度の知識しかありませんでした。今回、佐藤先生の講義を聞いてあらためて解剖生理の勉強をしてみる  

  と,今までの勉強不足を痛感いたしました。講義は解りやすく、先生のやさし～声に癒されました♪ 

 内視鏡動画での解剖の説明も大変わかりやすかったです。 

 また、グループワークがスッゴく楽しかったです。「ワールド・カフェ」、良いですよ！！ 

 色々と研修に行ってますが苦手なのがグループワーク・・・。今回も初めは緊張しましたが、お菓子を食べ 

 ながら他院の内視鏡看護師さん達と話していると、いつの間にか緊張してたことなんか忘れて話しに夢中。 

 様々な意見が聞けて、とても参考になりました。今後も「ワールド・カフェ」、開催してほしいです。 

                                                                                               市立備前病院 石井 球枝 

先日は、医学講習会話、グループワークに参加させていただき、ありがとうございます。佐藤先生の講習の

中で、人体解剖でスコープとの位置関係の説明をきき、検査前の体位のととのえ方に気をつけるようになり

ました。また、検査時のスコープ操作で与えるしんどさの原因が分かり、介助する時に声かけを行うタイミング

や、気持ちに共感した言葉を使うよう心がけています。佐藤先生の言われた「やさしい内視鏡検査」で安全に、安心して

検査を受けていただけるように、やさしい内視鏡看護を行っていきたいです。 

 ワールドカフェ初めて参加させていただきました。とても話しやすい雰囲気で、同じような看護を行っている同士の活発

な意見交換ができました。あっという間でしたが、現場にたくさんのことを提案する内容を持ち帰ることができました。 

 ６月の勉強会には、MEと参加させていただきます。今から楽しみにしております。  

 別件ですが、１月の情報交換会に参加させていただき、内視鏡診療ガイドライン変更に伴う問題についてアドバイスを

もらいました。院内の内視鏡委員会でその内容を話したところ、承諾してもらえ、来週から院内のガイドラインに沿って診

療することとなりました。経験豊富な技師の方からのアドバイスなので説得力がありました。 

真剣に相談にのっていただき、ありがとうございました。                                   井原市民病院 渡邊 美由紀 
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５月の勉強会に参加された方へ 
 医学講習会の資料を佐藤先生からい
ただくことができました。 
ご希望の方ははメールにてお知らせ下
さい。 
紙ベースで郵送致します。 
 〒・住所・（病院名）・氏名を入力 
 して下記アドレスに連絡下さい。 

  info@okayamagets.jp 

病院名 人数 病院名 人数
1 チクバ外科胃腸科肛門科病院　 4 13 水島協同病院 5
2 旭ケ丘病院 1 14 成羽病院 1
3 井原市民病院 1 15 川口メディカルクリニック 1
4 岡山市立市民病院 1 16 川崎医大 2
5 岡山赤十字病院 1 17 川崎病院 9
6 岡山大学病院 4 18 倉敷成人病センター 8
7 岡山労災病院 1 19 倉敷第一病院 4
8 玉島中央病院 1 20 倉敷中央病院 4
9 光生病院 1 21 南岡山医療センター 2

10 佐藤胃腸外科 10 22 楠本病院 1
11 松田病院 1 23 日赤病院 1
12 備前市立備前病院 2



 5月の京都学会の1週間後にもかかわらず、23施設66名のご参加をいただきました。皆様のご要望に即してい

たかなと、今回の計画段階での思いが通じて良かったです。 

さて貴重な休日にご無理を言いまして、倉敷の佐藤胃腸外科の佐藤嘉高先生に上部内視鏡検査での解剖生理に

ついてご講義いただきました。まさに要望の通り・・いやそれ以上で本当に目からうろこの内容も満載でした。何と実

際の胃カメラの写真と合わせて、咽頭から食道、胃・十二指腸へのイラストにスコープの挿入した状態のイラストを入

れ込んだスライドが手作りされており大感激！十二指腸に入る前のスコープの伸び具合まで表わしてありました。最後

に出た実際の動画も、本当に短い時間で挿入され、送気も最小限度で患者の苦痛を考慮した検査をされているのが

よくわかりました。ありがとうございました。それから後日参加者からの要望の資料の提供がありました。重ね重ね御

礼申し上げます。 

そして今回グループワークに取り入れた“ワールドカフェ”というスタイルですが・・・倉敷第一病院の嶋津さんが経験

された方法で推薦してくださった方法です。何しろ記録係や司会など負担も無く、飲みながら食べながらなんてとても

リラックスできました。模造紙にペンで書きながらという方法も気楽で楽しかったですね。せっかくのご意見なので、今

回各グループで記入していただいた内容をまとめてみました。（おかやまげっつには掲載しません） 

この度、終了時間が遅くなったことで皆様にご迷惑おかけしましたことをお詫び申し上げます。 

でもワークではもうちょっとおしゃべりしたかったですね。 

今年度から医学講習会では参加費のお願いしましたが、皆様のご協力でスムースにいきました、御礼申し上げます。 

                                                川口メディカルクリニック 桑田 洋子 
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ワールドカフェテーマ 
     「患者さんが安心してＧＩＦ検査を受けるために私たちに 

                出来る介助とはどのようなことでしょうか」 

初めての取り組みのワールドカフェの様子を紹介しますね。 

会場の雰囲気はこんな

感じ！飲み物が少なく

てごめんなさい。 

急なご指名にも快く対応いただき有り難

うございます。 

◆ワールドカフェの模造紙の意見をまとめてみました。 
初めての体験で、しゃべりながら自分で書いているのと、書記のように

みんなの意見を書いているのとあったのかな？書くことで、テーブルの

人の話の整理（テーマが決まる）が しやすかったかな？ 

1つのテーマで、何人かの意見が聞けているようでした（グループ交代が

あるので１０人以上） 

内容は 

・検査前の説明（呼吸法、不安の軽減など） 

・咽頭麻酔の方法 

・記録について 

・メディケーションの方法と観察 

・直接介助の看護について（声掛け・タッチング・呼吸方法など） 

・職場の環境（ハード面、ソフト面など） 

・医師とのコミュニケーションの取り方 

・抗凝固剤の情報        など多様でした。 

 

現場の「ある！ある！」と、目に浮かぶような感じで読ませていただき

ました。 
このような、様々なことを 個人差のある患者さんへ対応しているわけ

ですね。改めて奥深さを感じました。 

                   チクバ外科 田中 広子 

話し合った内容は一部オフレコもありますので掲載は控えま

す。どうしても知りたい人は事務局までご一報下さい。まと

めたものをそっと送ります。 

（岡山県内視鏡看護勉強会参加施設のみ） 



       勉強会アンケート結果（倉敷第一病院） 

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
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５月より新企画リレートークを始めました。 

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。 

今回は湯原温泉病院の紹介です。 

真庭市国民健康保険 湯原温泉病院  

       病床数：１０５床（一般：50 療養：55） 

   

 内視鏡室：1部屋 

 内視鏡スタッフ：常勤医師・常勤看護師が曜日別で担当しています 

 内視鏡件数：平成24年 ＧＩＦ：253件 ＣＦ：63件 

 

◆特徴     

  高齢者の患者さんで基礎疾患を持っておられる方が多いので胃カメラ検査時には副作用のないミンクリアを 

  ほぼ全例に使用しています。 

 

◆プチ自慢 

  湯原温泉の旅館組合と行っている『湯けむりドック』があります。湯原温泉郷の宿にお泊まりいただき、 

  人間ドックと正しい温泉の入り方も指導するという宿泊プランです。 

  『湯けむりドック』は採血、心電図、胸部写真.…と31項目の基本項目の他、20項目のオプション検査も受診 

  可能です。また、胃透視の代わりに血液検査にてペプシノゲン法にて胃がん検診を行います。その為、前日、 

  当日の食事制限はありません。 

  昨年は、『湯けむりドック』にプロレスラーの武藤敬司さんが来院されました。温泉は気持ちよく、人間 

  ドックも受けることが出来てよかったとおっしゃられていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆湯原温泉病院 村山綾子から一言 

  当院では内視鏡検査を受けられる方は高齢者が多いので、わかりやすい説明、親切・丁寧をモットーに満足し 

  て検査を受けていただけるように日々業務に取り組んでいます。 

  6月16日は県北、津山で勉強会が開催されます。ぜひ、皆様参加してください。 

湯原温泉病院から 

岡山ろうさい病院へバトンタッチ！ 

5月1日から 

岡山労災病院 

      ↓ 

岡山ろうさい病院 

に変わっています。 

「人生が変わる1分

間のイイ話」で紹介

されたそうです。 



第85回日本消化器内視鏡学会総会の方に参加させていただきました。 

パネルディスカッション『カプセル内視鏡の現在と未来』というセッションで 

発表し、近未来のカプセルについて学ぶことができました。 

PillCam Colonや自走式カプセル内視鏡の開発等様々な討議が行われておりました。 

カプセル内視鏡読影専門技師認定制度についても紹介があり、本格的に内視鏡技師も関

わるようになることを痛感いたしました。 

本学会は当院春間教授が学会長を務めさせていただき、参加者7018名と大盛況を遂げ

ることができました。 

学会開催の裏側を見ることができたり、拡大プログラムでは招待250名のみの夜の清水

寺の貸し切りに同行させていただきました。(受付のお仕事もしつつ…です。) 

たくさんの学会や勉強会に参加させていただくことで、自分自身の学力やモチベー

ションのアップにつなげていけたらと思います。また、ゆっくりお話しさせていただ

く機会があれば、情報交換等よろしくお願いいたします。 

     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 

津山中央病院の藤原まゆ美さんの事例をもとに参加者が５～6人でＧＷを行いました。【看護リフレ

クション】をもとに「事例フォーマット」を活用し日頃の看護実践を振り返り内視鏡看護を理論的

にわかりやすく深めていきました。 

藤原まゆ美さんの事例提供者としての思い 
今回は「事例提供者」だということは伏せて検討会に参加でき、とても貴重な経験をしました。もっと厳

しい意見や感想がグループワークで出るかと思いきや、逆に同情？してもらえる意見や擁護して下さる方

もいて新鮮でした。事例を提供する者としての思いは第一に守秘義務が守られるか糖衣心配がどうしても

起こります。しかしそこは組織に対する信頼があったので安心して提供させていただきました。あとは事

例の書き方として、起こった事実をありのままに書くようににしましたが、感情のところで多少の自己弁

護が入ってしまったかもしれません。事例検討もただ闇雲にＧＷするのではなく今回のようにリフレク

ションに則って行うことが大切だと感じました。 

貴重な経験をさせていただき本当に有り難うございました。 

参加者 難波美恵子さんの感想 
京都の学会に行ってきました。今回は内視鏡検査中の介助やスタッフ教育に関して少しでも役立つ情報が

あればと思って参加しました。 

初日はあいにくの雨でしたが、会場では全国から多くの人が集まっていました。一般演題はカプセル内視

鏡検査などの先端技術のものから身近な検査の工夫などもあり、各病院に合った話が聞けたと思います。

機器展示も含めて明日からでもすぐに使える工夫や知識を得ることができました。（ホントにちょっとし

たことなんですけど）津山中央病院の藤原さんが提供された事例検討にも参加しました。多忙の中での内

視鏡看護のあり方について参加者みんなで話し合いました。翌日の内視鏡セミナーの講義も含めて今回得

た情報を持ち帰り少ないスタッフではありますが情報共有したいと思います。 

今回のテーマである「チーム医療における内視鏡看護師の役割と責任」を考えてみました。

特別講演：『検査を補助しつつ検査を受ける人をケアするということ』（神戸市立看護大学教

授 林千冬先生）を聴講し内視鏡分野における看護の専門性を発揮するために看護師の役

割・責務が明確に可視化出来たのではないでしょうか。       報告：遠部 絹子                          



 

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１０月１２日（土） 

●会場：財団法人 日本教育会館（一ツ橋ホール） 

     東京都千代田区一ツ橋２－６－２ 

●テーマ：内視鏡に求められる「安全」・「安心」 

 

●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 

 

 

次ページの案内を 

参照下さい。 

最近の話題 
 オゾン水による内視鏡洗浄消毒機ってご存じですか？ 

  ＩＨＩシバウラのオゾン水内視鏡消毒器は処理時間２／３に短縮し、業界唯一の厚生労働省認可を取得 

  しているそうですよ。 

  機能水による内視鏡洗浄機に関して興味のある方は2012年7月14日に発行された「機能水による消化器 

  内視鏡洗浄消毒器の使用手引き」を見てはいかがでしょうか。 






