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        ８月のテーマ月のテーマ月のテーマ：医学講習会：医学講習会：医学講習会      
～ＥＳＤについて～～ＥＳＤについて～～ＥＳＤについて～   
                                                   講師：岡山医療ｾﾝﾀｰ講師：岡山医療ｾﾝﾀｰ講師：岡山医療ｾﾝﾀｰ   消化器科消化器科消化器科   医長医長医長   山下晴弘先生山下晴弘先生山下晴弘先生   

～内視鏡治療での看護と介助～内視鏡治療での看護と介助～内視鏡治療での看護と介助      

                                    当院ＥＳＤにおける内視鏡看護師の役割当院ＥＳＤにおける内視鏡看護師の役割当院ＥＳＤにおける内視鏡看護師の役割～～～   
                    講師：岡山医療ｾﾝﾀｰ講師：岡山医療ｾﾝﾀｰ講師：岡山医療ｾﾝﾀｰ   内視鏡センター内視鏡センター内視鏡センター   看護師さま看護師さま看護師さま 

    ◆日時：2013年８月１８日（日）１0：００～１2：００ 

   ◆会場：岡山医療センター  西棟  内視鏡センター ８階 研修室 
                                  岡山市北区田益1711-1 ＴＥＬ（086）-294-9911 

   ◆参加費：５００円          

   ◆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 ８月13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 
2011年に新棟に移転し早くも2年が経過しました。今年度は新しいメンバーも加わり緊張感の中にも和気あいあいと

した雰囲気の中で患者さんが安心して検査を受けていただけるように日々頑張っています。今回、前半に消化器科医長 

山下先生にESDについてスライドを用いて熱く語って頂き、後半は内視鏡看護師より当院のESD介助の現状・使用している

デバイス、ESD介助の一人立ちまでの過程などについての内容で計画しています。 
また、駐車券は会場までご持参下さい。                               担当 岡山医療センター 細川、山下 

 
 

 

 
                                                   

                                 

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

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 未定

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

岡山医療センター アクセスと院内案内図は 

次ページを参照下さい 



・岡山方面からお越しの場

合：国道５３号線でお越しください。山陽

自動車道の高架をくぐってすぐ左側の側

道に入って下さい。  

 

・津山方面からお越しの場合：国道５３号線で

お越しください。国立病院の看板が見えた

ら左側の側道へ入ってください。  

 

・岡山空港方面からお越しの場合：国立病院の

看板が見えたら左側の側道へ入ってくださ

い。国道５３号線の高架下の信号を右折して

ください。  

 

 

西棟ｴﾚﾍﾞｰﾀ 

・時間外出入口ｴﾚﾍﾞｰﾀから時間外受付前を通り左に曲

がって下さい。放射線待合ﾎｰﾙ前をまっすぐ行くと西棟ｴﾚ

ﾍﾞｰﾀがありますので８階までお越しください。 



 広島大学準教授の日山 亨先生、通称ひーちゃんの講義をうけてきました。 

講義で解ったことは、ひーちゃんは奥さまと猫ちゃんに弱いということです。奥さまは法律を教えておられて、い

つも家庭の食卓では言い負かされているらしい・・・？ 

「まさか4回目の○○で・・・！」「Ａちゃん（永ちゃん？）は起きていた？」「内視鏡で見えたものは・・・？」事件な

どこれらは講義を受けた人だけにわかる、リスクマネージメントの事例です。何か知りたくなったでしょう・・？紙

面の都合上この先を知りたいと思われる方は、今回の講義に出席した方にお聞き下さいませ。 ということで

大変興味深い講義でした。 

とこれでは皆様に申し訳ないので、私がこの講義から強く感じたことは 

   ①100％安全なことはない、前回大丈夫だったから今回も・・はない 

   ②患者に生じた悪い結果がすべて病院の責任ではないが、最善を尽くしたか 

   ③責任追及よりも再発防止に重点を 

   ④現実に大変忙しい現場では、すべての患者に同じようなことはできない、リスクわけをしっかりして 

    対応をする 

   ⑤ガイドラインと証拠（記録）は大切     などなどです。 

医療者としては、リスクという恐ろしい内容の話でしたが、大変楽しく学ぶことができた講義でした。 

                                                 倉敷中央病院 田中 悦子 

参 
加 

者 
の 
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 今回の医学講習会では、リスクマネジメントについて日山先生の貴重なお話が聞け、とても勉強に

なりました。 
実際の訴訟事例から、重要なポイントを解説して頂きました。事例も内視鏡に関するものが多く、

身近に感じました。中でも、内視鏡検査を何度も受けていても、薬剤によるアナフィラシキーショック

がおこるという事例に驚き、改めて危険と隣り合わせにあることを感じ、身の引き締まる思いがしま

した。 
 また、「患者さんとのコミュニケーションが大事」という言葉が印象的でした。しっかりコミュニケー

ションをとって信頼関係を築けば、トラブル回避に繋がるので、繁雑な業務の中でも、ポイントを

捉えた関わりをするように努めていきたいと思いました。      岡山赤十字病院  栗坂 幸子 

「リスクマネジメント」と聞くと気が重くなりがちなテーマでしたが、実際の判例を提示され参加者

も当事者として考えることの出来る講義でした。 

またところどころで「おすすめシネマ」と題して映画の紹介をされたり、2部ではサナダ虫Ｔシャツを

着て登場され寄生虫博物館の紹介をされたりと、とてもリラックスして受けることができ、あっとい

う間の2時間でした。 

多様な業務を行う中でいつ何時自分が当事者になるかわからないからこそ、平素のヒヤリハットを

みんなで共有し各施設にあった対応を考え再発防止に重点をおく必要がある事 また実施した事

を記録に残しておくことの大切さを再認識しました。有り難うございました。 

                                       まつお内科クリニック 池上 洋子 



▲日山先生 自らマイクを持って質疑応答に対応されました。 

▲左：日山先生  右：岡山労災病院 清水先生 

今回も日曜開催でしたが、待望のリスクマネジメントの医学講習会に多数のご参加 

    ありがとうございました。 

 医師の会でも講演会を頻回にされておられる有名な先生に岡山まで来ていただきました。 

講演中も難い話を理解しやすいようにスライドを工夫してくださっていました。会場からの質問には自ら出向い

て優しい笑顔で頷きながら聞いてくださり、本当に気さくで周りにもとても気遣いのある優しい先生という印象

でした。 

 講義は私たちの周りによくある場面を挙げての事例ですから、明日からの仕事にすぐ役に立つ内容でした。い

つも触っている薬品に関してのアナフィラーキシーショックの事例や皆さんもいつも困っておられるだろう鎮静

剤使用希望患者の車での来院時での対応などの内容で、日常の業務には背中合わせでどれだけ危険が潜んでいる

のか、改めて認識させられました。 

 私たちには日常ですが患者さんにとって検査は非日常であり、特に内視鏡検査は体への侵襲性が高いものとい

うことを再認識して、気持ちに寄り添い観察眼(注意能力)を持って接していきたいと思いました。 

 日山先生も結局真面目に一生懸命仕事をすること、患者さんの気持ちに訴えられるものは精いっぱいやってい

る姿を見ていただくしかないのかも？ということを言われていました。 

しかしすべてのことに全力投球は、逆に疲弊してしまいお互いに良いことにならない。付き合いの長い良く分

かっている患者さんには甘えても良いのでは？力の出し方をバランスとるべきという考え方には共感しました。 

 今回十分に段取りができていなかった私でしたが、ろうさい病院の清水先生をはじめとした役員の皆様、 

日赤病院のスタッフの方々には色々と大変お世話になりありがとうございました。 

                              川口メディカルクリニック   桑田 洋子 
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・・・でＴシャツの正体は？ 

目黒にある寄生虫館の人気商品 

       立体サナダＴシャツ 

 表面がモコモコして半立体になっていました。 

この目黒寄生虫館は“寄生虫”を専門に扱った世界

で唯一の研究博物館だそうです。内視鏡にもリスク

にも関係ない話しのようですが、アニサキスさんも

展示されているとのことで全く無関係ではありませ

ん。 

･･･ということで前半の講演後、先生は衣装チェン

ジして後半の講演となりました。 

この日参加されなかった皆様！ 

 気になっていませんか？講師の日山先生 前ページの

講演風景の衣装はスーツでしたが、このページの写真は

Ｔシャツ！講師なのに・・・って。 

 答えは先生の講演の途中でリスクに関係ないオヤジ

ギャク含めた心がホッし、元気になる情報提供でした。 

前号のおかやまげっつ72号にも紹介しまし

たが、もう一度・・・。 

日山先生の書籍“訴訟事例から学ぶ看護業

務のリスクマネジメント”を岡山県内視鏡

技師会にご寄付いただきました。見たい方

は、技師会事務局にお声かけ下さい。 

もちろん購入もできますよ。（購入はご自

身でお願い致します） 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4880027316/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=465392&s=book
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4880027359/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=465392&s=book


病院名 人数 病院名 人数
1 おおもと病院 1 13 光生病院 1
2 オリンパスメディカルシステムズ 1 14 佐藤胃腸外科 2
3 チクバ外科胃腸科肛門科病院　 3 15 重井医学研究所付属病院 1
4 まつおクリニック 1 16 淳風会　健康管理センター 1
5 井原市民病院 1 17 松田病院 1
6 岡山ろうさい病院 5 18 水島協同病院 3
7 岡山済生会総合病院 2 19 川口メディカルクリニック 2
8 岡山市立市民病院 5 20 川崎医科大学附属病院 2
9 岡山西大寺病院 1 21 倉敷第一病院 2

10 岡山赤十字病院 5 22 倉敷中央病院 1
11 岡山大学病院 5 23 津山中央病院 2
12 玉島中央病院 1

       勉強会アンケート結果（岡山赤十字病院） 

　内視鏡経験 　勉強会参加回数 　勉強会参加状況

　勉強会テーマについて 　勉強会の内容　興味深さ 　勉強会の内容　今後に生かせるか
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　勉強会に対する意見・感想
・先生の書かれたリスクマネジメントを読もうと思いました

・先生の話も面白く具体例などあり、わかりやすかったです

・今後職場でいかせたり、見直しが出来る内容でした

・日常業務の中での「慣れ」や「死角」を今一度見直していきたいと思います

・改めてインフォームドコンセントの大切さ、記録に残す事の重要さがわかりました

・実際の事例をあげての説明だったので、わかりやすかった

・大変参考になり、興味深い話を聞かせていただいて良かったです

・書類の大切さはわかっているつもりでしたが、普段何気なくとっている説明用紙・問診・同意書が後々重要になる事がわかりました

・普段から気になっていた問題を面白く楽しく教えていただけたと思います　リスクマネジメントの本読んでみたいと思いました

Ｉ・Ｃの重要性　私たちも日々注意しないといけない　患者さんに良い医療を提供できるようにチームでベストを尽くして行きたいと思いました

・アナフィラキシーショック4回目・20回目でもおこりうる事もあるという事　改めて慣れてはいけないと思いました　今後も勉強が必要だと思いました

・検査治療時の同意書をとる　内容を確認して検査に当たる事の重要性が再確認できました　

　たくさんあって大変ですが医療者側も患者側も安全に検査をするためにしっかりとって行こうと思いました

・今まで何事もなく検査出来ていた事がありがたいなと感じました　前回トラブルが無かったから・・と言う考えを改め

　いつどこでリスクが発生する危険があるかわからないと言う事は頭の片隅に置いておこうと思いました

・検査回数に関係なく薬剤使用に伴うショックには充分気をつける必要があると改めて痛感しました

・テーマだけで考えるとむつかしいないようかな？と思いながら参加させていただきましたが、最初から最後まで（笑）のある講演をして頂き

　ありがとうございました

・機器的に関する訴訟事例も取り上げられ、非常に興味深いお話を聞かせていただきました　ありがとうございました

・事例を通してわかりやすく説明していただき、今後はカルテ記入や説明の徹底をしっかりやって行こうと思います

・記録を書く・残す必要性を再確認できました　クレーマー対応も組織対応が必要　医療事故を起こす・起きてしまう事を防止しても起こる事があるが

　同じ事故を繰り返す事が無いように振り返る必要がある事が大切な事を学びました

・リスクに対して起きた事から学ぶ事　注意義務不足を考え業務をしていきたいと思います

・とてもわかりやすく勉強になりました　普段内視鏡で仕事しているうえで気をつけなければいけない事同意書の事など検討していきたいと思います

・わかりやすい講義だった

・実際に起こった事例を用いてわかりやすく具体的な講演をしてくださり、自分の日常業務に置き換えて考える事が出来て良かった

・今後に生かしたい話がたくさんあり参考になりました

・検査対応の中で記録の事や同声かけして対応しているか　同意書などの事もより理解出来ました　今後に役立ったと思います

・今日の勉強会はこれから私たちが気をつけなければいけない事が多く自施設に持って帰って検討したい事が多くありました

・日山先生のユーモアあふれる講演楽しかった

・少しの行為が大きな事故につながる事が実感できた　忙しくなりがちだが、自分の身を守るため注意していきたい　とても楽しく聞けました

・ジョークも交えての講義で理解しやすかったです　振り返りが出来ました

・興味深い内容で考えさせられました

　勉強会に望む事
・いつもお世話になります

・各施設のＩＣＮやＩＣＴなどの関連スタッフやＲＭ達も内視鏡勉強会に参加してくれたらいいですね

・土曜日にして欲しい　胆膵系の解剖生理やＥＲＣPについての勉強会をして欲しい

・また機会がありましたら,参加させてください

・大変でしょうが続けてもらえるとありがたいです

・内視鏡検査時の看護記録の勉強会をお願いします

・ＥＲＣＰ時の介助（実際にガイドワイヤー・カニューレ他処置具の操作）

・内視鏡治療に関わるnurseの介助法　手技に関わる事を知りたい　CFポリぺクなど

・事例を使っての講演はありがたいです



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。 

今回はチクバ外科・胃腸科・肛門科病院の紹介です。 

医療法人 天馬会 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院  

       病床数：６０床 肛門疾患を中心とした消化器専門病院です 

 

１．内視鏡室の紹介 

 内視鏡検査室：3部屋   リカバリー室 

 内視鏡洗浄器：4台（オリンパス OER4：2台 OER3：2台） 

 内視鏡システム：オリンパス３台、富士フィルム１台 

スコープ：GIF9本（オリンパス８本、富士フィルム１本） 

      CF13本（オリンパス１３本） 

 

２．スタッフ構成 

 内視鏡医師：7名（検査医3名） 

 非常勤医師：1名 

 看護師：8名  臨床工学技士：1名  

看護助手：2名  診療クラーク：1名  

事務員：1名 

 

３．内視鏡検査件数 

 平成２４年度実績  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．特徴 

 白を基調にした造りで明るく落ち着いた中で検査が受けられます。 

 最新の機器を2013年６月から導入して最先端の技術を提供できると 

 自負しています。 

 上部内視鏡検査より、下部内視鏡検査数の方が多いのが特徴です。 

 

５．プチ自慢 

 オリンパスさんから、「検査数が多い中、機器の故障が少ないです」と 

 言っていただけました。 

 

全内視鏡検査数 １２６５４件 S状結腸内視鏡検査数 １３５２件 

上部内視鏡検査数 ５２８２件 ポリペク・EMR件数 ６４８件 

大腸内視鏡検査数 ６０２０件 ESD件数 ３３件 

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院から 

津山中央病院へバトンタッチ！ 

全内視鏡検査数と大腸内視鏡検査数
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有志で事例検討会をしましょう。そして内視鏡看護を深めていきましょう。 

第72回内視鏡技師学会（東京 Ｈ26.5.17）にて看護委員会企画で内視鏡看護についてシンポ

ジウムを計画しています。シンポジストとなり この事例検討会の結果を発表します。 

希望者で勉強会を始めたいと思います。 

有志の方はご連絡を下さい。（岡山県内視鏡技師会事務局まで） 

詳細は8月18日の岡山医療センターでの勉強会の後に説明を行います。 

                        提言者：内視鏡看護委員会 遠部絹子 

 

 ●日時：２０１３年８月２４日（土）14:00～17:00 

 ●場所：岡山衛生会館 三木記念ホール 

 ●講演・講師 

     １・「誰でもできるバリウム検査での胃がんリスク判定 

                    ：ワンストップ型胃がん検診をはじめよう」 

           公立大学法人奈良県立医科大学放射線医学教室 助教 伊藤 高広先生 

 

     ２・「胃がんで亡くなる人をなくすための戦略」 

        北海道大学大学院医学研究科がん予防内科学講座 特任教授 浅香 正博先生 

 

                             ※受講料は無料です 

                             ※事前申し込み不要です 

●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 

●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」 



 

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 
 

申し込み方法は 

おかやまげっつ７１号をご覧になって下さい。 

ＨＰから見れます。 

一般演題 

募集中 

第15回の岡山県内視鏡技師研修会（平成26年2月開催予定）の準備が始まりました。 

参加者の皆様からの要望にお応えできるよう役員一同で検討しています。 

正式な発表はもうしばらくかかりますが・・・今まで土曜の午後開催でし

たが日曜日の開催になります。シンポジウムを取り入れます。ランチョン

セミナーも取り入れます・・・。（予定） 

特別講演は旬な話題を考えています。 

楽しみにしていて下さい。 

最近の話題 

 「マルチソサエティ実践ガイド（改訂版）について」 
  以前より言われいた「マルチソサエティ実践ガイド（改訂版）」が発行されました。 

  名称が変更されておりますが「消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイド 

  ライン第1版」の改訂版となります。 

  今回から「推奨度」が記載されておりますが、特に開業医では今まで持っていなかった 

  設備や、実施していなかった手順などが増えてくる事と思います。 

  

今回の情報は（株）IHIシバウラ環境事業部様より教えていただきました。 

岡山県内視鏡技師会では新しい情報を共有していきたいと考えています。 

皆様からの情報お待ちしています。 

下記のアドレスまでお願い致します。 


