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       12月のテーマ月のテーマ月のテーマ：内視鏡基礎講座：内視鏡基礎講座：内視鏡基礎講座   
                           ～内視鏡技師試験対策～～内視鏡技師試験対策～～内視鏡技師試験対策～   
                                    講師：岡山ろうさい病院講師：岡山ろうさい病院講師：岡山ろうさい病院   清水慎一先生清水慎一先生清水慎一先生   

 

   ◆日時：2013年12月15日（日）１0：００～１2：００ 

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

   ◆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 12月10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 

  今年もやります！内視鏡基礎から技師試験対策 

  （前回の内視鏡技師試験問題をもとに）まで盛り 

  だくさんの内容です。岡山ろうさい病院の清水先生の講義はいつも大好評です。これから技師試験を  

  受ける人はもちろん技師資格のある人も振り返りや最近の情報キャッチのためにぜひご参加ください。 

  多くの皆様の参加をお待ちしています。                    倉敷第一病院 嶋津志織 
  

 

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

今年度最後の内視鏡看護勉強会は１月１９日岡山中央病院で

開催予定です。 

勉強会の内容や講師など現在計画中です。 

詳しくは次号でお知らせいたします。 

会場が少し寒い

かも・・・。 

しっかり着込ん

できてね＾＾ 
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今回は、内視鏡センター見学に参加させていただきありがとうございました。 

当院とのスケールの違いに感動しながら拝見させていただきました。 

感染対策の勉強会に参加しても、それをどう現場で応用していけばいいのか悩んでおりましたが、しっ

かりと写真撮影もさせていただき当院で活用できるものを今後取り入れていきたいと思っております。 

今後ともよろしくお願いいたします。            倉敷紀念病院 看護部 外来 川口眞須美 

初めて岡山県の内視鏡技師会のイベントに参加させていただきました。 

内視鏡業務に本格的に参入するようになり、いままで当院が行ってきたやり方を看護師より教えてもらって 

日々業務にあったっていますが、同じ内視鏡業務を他施設ではどのように行ってるのだろうと思っていました。 

他施設を見学するという機会が無い中で、今回のような施設見学は、同じ内視鏡業務を行う上で 

施設・スタッフによって、業務・室内のあちらこちらに数々の工夫・努力されている面をみることができ大変勉強になりま

した。 

初めての参加でしたが、スタッフの方々が温かく接していただき嬉しく思いました。 

また参加されていた方々が熱心だったのが素晴らしかったです 

今後も機会があれば、技師会イベントに参加させていただこうと思います。             金田病院 大嶋 勝 

  9月の県北での勉強会に引き続き、10月の内視鏡技師勉強会(施設見学)においても、新しい腸管洗浄剤モ

ビプレップの紹介の時間を頂きましてありがとうございました。 

今回は岡山ろうさい病院の内視鏡室見学会ということで、出席者に交じって普段足を踏み入れることがない内視鏡

室を一緒に見学させていただきました。 

施設の設備はもちろんのこと、検査を受ける患者さんが来院してから検査を終了して帰るまでの流れや、そこにかか

わる技師・看護師の方々の介助や配慮などを伺うことができ、大変勉強になりました。 

6月に発売したモビプレップのコンセプトは、患者様、医療従事者にとって「よりやさしい前処置の提供」ですが、そこに

は各ご施設の内視鏡検査の前処置方法や、服薬指導体制などを知ったうえで、各ご施設の事情に合った使用方法の

提供が必要だということを改めて感じました。 

発売して4か月が過ぎ、全国各施設でのモビプレップの服用方法や洗浄効果に対する評価などの情報も徐々に蓄積

されてきています。 

今後は製品情報に加えて使用実態の情報も提供できるかと思います。弊社MRが各ご施設に伺わせていただいた際

には宜しくお願いいたします。                               味の素製薬 岡山営業所 長岐彰 
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当日は、雨の日にもかかわらず５１名の方が見学に来て下さり有難うございました。 

日々の様子がわかるように、実際に検査室をセッティングした上で説明をさせていた

だきましたが、十分な対応が出来ておらず申し訳ありませんでした。 

しかし、最新スコープ290シリーズ、電子カルテ、そして、何種類かあるユニホーム

などなど・・・いかがだったでしょうか？何か参考となる事柄はありましたでしょう

か？ 

みなさんから頂いたご意見は、早速、現場に活かしていきたいと思います。また、知

らなかったことも逆に教えていただき勉強になりました。 

これからも、患者さんに「安心・安楽・安全・笑顔」を提供出来るように、スタッフ

一同頑張っていきたいと思います。 

最後に、遠くからいらしてくださった方々、感謝いたします。 

                      岡山ろうさい病院 鷲尾 由美子 



       勉強会アンケート結果（岡山ろうさい病院） 

参加人数　　59名
参加施設　　24施設
回収率　　　　72％

テーマ　　 施設見学（ろうさい病院）
開催日時　平成２５年10月20日（日）
会　場　　　岡山ろうさい病院　内視鏡センター
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＜本日の勉強会に対する意見・感想＞
＊うちの病院も現在新しくするにあたって、内装などいろいろ思案しているところなのでいいところも悪いところも参考になった。
＊他施設の見学は初めてで、大変興味深かったです。当院でも活かせるところはあると思うので改善に努めていきたいです。
＊色々見学させていただき勉強になりました。ありがとうございました。新病院建築にも役立つと思います。
＊1月から当院も新施設となるため、とても参考になりました。
＊内視鏡室に入りだして1か月未満のためわからないこともありましたが、質問にも丁寧に答えていただき勉強になりました。当院はセンター化されて
いないため、センター化されていることのスムースさ専門性に非常に刺激をうけました。取り入れれるところは取り入れて患者の負担軽減につながれ
ばいいと思いました。
＊病院建てかえにあたり、色々と教えて頂き勉強になりました。他病院の人の質問も勉強になりました。
＊当院の内視鏡室で生かせることが何点かあったのでぜひ活用していきたいと思う。
＊ありがとうございました。当院も数年後に新築されるので参考にさせて頂きます。
＊他院の施設を見学することでとても勉強になりました。当院でも新しくとり入れてみようと思うこともあり、カンファレンスで話し合ってみようと思います。
お世話になりました。
＊担当NSが初めからPｔに付き添い検査することで、Ptにも安心感があると思いとてもいいと感じました。
＊内視鏡室の状況で参考になりました。
＊他院の検査がどうされているか見学することができ参考になりました。
＊とても色々見られて参考になること改善できることたくさんでした。お世話になりありがとうございました。
＊お忙しい中見学会ありがとうございました。患者さんにもやさしい、スタッフにもわかりやすいくふうをされていてすごいと思いました。
今後もよりよい安全な内視鏡を一緒に勉強させてください。
＊施設の状況・現状を詳しく説明していただきありがとうございました。自施設で参考にし、改善等検討していきたいと思います。
＊当院もこれから改築していくのですごく参考になりました。ありがとうございました。
＊丁寧な説明をありがとうございました。新病院になり良かった点、始めたら困った点などまた教えてください。

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞
＊情報交換：こんな便利なものがあるとか、こうしたら効率良いとか？
＊内視鏡機器管理、生理・病理学
＊施設見学もっとふやしてもらえるとうれしいです。当院は内視鏡室が2部屋になって、検査が円滑にすすんでいるようないないような・・。
スタッフの動線や検査待ちの患者さんの動線が気になっています。

＊感染対策など随時情報を発信してもらいたいです。
＊他病院の見学もしたいです。
＊できるだけ日曜はさけて欲しい。子供があずけれないから。(託児があればいいなと思います）
＊ERCP、処置について勉強できたら。

病院名 人数 病院名 人数
1 セントラルシティ病院 2 13 光生病院 1
2 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 1 14 国立療養所長島愛生園 2
3 井原市民病院 1 15 佐藤胃腸外科 2
4 岡山ろうさい病院 8 16 重井医学研究所付属病院 2
5 岡山市立せのお病院 2 17 瀬戸内市民病院 1
6 岡山市立市民病院 5 18 川口メディカルクリニック 1
7 岡山西大寺病院 2 19 川崎医科大学附属川崎病院 2
8 岡山赤十字病院 3 20 倉敷紀念病院 4
9 岡山大学病院 7 21 倉敷成人病センター　 3
10 笠岡市立市民病院 1 22 倉敷第一病院 1
11 吉田病院 1 23 倉敷中央病院 1
12 金田病院 2 24 南岡山医療センター 4



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。 

今回は川口メディカルクリニックの紹介です。 

川口メディカルクリニックから 

川崎医科大学附属病院へバトンタッチ！ 

川口メディカルクリニック                
   無床内科診療所として肝・胆・膵・消化管専門医療を行い、デイリハを有した 

     クリニックです。 
１．内視鏡室紹介 

  平成22年6月に内視鏡専門医の大家先生が赴任してこられてから、従来あった富士 

  フィルム製の経鼻内視鏡とともにオリンパス製の経口内視鏡と大腸内視鏡が加わり、 

  日帰り大腸ポリープ切除術ができるようになりました。 

 現在：経鼻スコープEG-580NW１本530NW1本、経口スコープGiF-Q260 1本、 

大腸スコープCF-Q260AI1本(＋来年から細径PQ260を導入予定です）   

  
2.スタッフ構成 

 医師1名 看護師2名(クリニック内には看護師9名、内視鏡介助可能6名）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

３．特徴・プチ自慢  

週4日、一日EGD多くて7名、CS3名。2名の看護師で問診などの外回りと検査介助担当が居り、患者一人ひとり

にゆったり関わっていける。希望あれば鎮静剤使用もOK、土曜日も午前中あります。 

大腸内視鏡前処置は院内でも可能。 

 

  院内は白と濃い茶を基調に落ち着いた雰囲気です。受付事務は美人で笑顔と評判。 

臨床検査技師で毎年個展を開く画家さんもおられ、院内でも絵が見られます。      

 

  他院からの紹介患者が多く、開業医などを含めて医師や医療従事者が検査に来られるパターンも。 

1回受けた患者からの口コミ紹介も多いです(先生が穏やかで丁寧です！）。 

クリニックなので、結果説明などは夕方仕事帰りに受診可能です。           

                                     

内視鏡検査件数年度推移
平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

EGD 785 1035 1093 655
CS 218 342 415 267
(ポリペク) 63 104 130 93

9月まで



今回、岡山での中国地区消化器内視鏡研究会開催は、アクセスの良さだけではなく、日頃の岡山県内視鏡技師会

の活発な活動のたまものだったのでしょう、会場後方席まで埋まって予想通りの参加者数でした。大勢の参加者の

中、一般演題の座長をさせていただきましたが、発表者が言いたいことを十分言える雰囲気に出来たのか、会場の参

加者が疑問を解決できる場に出来たか、時間を気にし過ぎて十分な討議が出来なかったかな…と座長としては反省し

きりでした。 

自分としては、各施設で頑張っておられる様子を聴かせていただき、その後の講演も大変興味深く、明日からまた

がんばろうと元気をもらいました。ありがとうございました。 

安来市立病院 野澤誠子 

今回の中国地区消化器内視鏡技師研究会は、役員を入れて５４０名の参加をいただきました。もしかして、中国地区 

第１０回にして最高の参加人数だったかも・・・だそうです。当日は、あいにくの雨にも関わらず遠くからの参加本当に 

ありがとうございました。 

機器展示会場にも、多くの方が参加してくださり、業者の方々からもお礼を言われました。 

来年は広島県を予定しております。今回の経験を活かし、次はもっといいものを皆さんに提供していける技師研究会に 

していきたいと思ってます。最後に、演題発表をして下さった皆様に感謝いたします。    

                                                  岡山ろうさい病院  梶原 みゆき 

 

今回の学会では当院から2題の演題を発表させていただきました。 

いつもながらのカプセルの発表と、もう一つは、『咽頭麻酔について』。内視鏡スタッフ全員（と言っても4名ですが）を巻き込み、

倫理審査からアンケート作成・施行・集計・解析まで協力して行いました。 

いつものようにまたギリギリになってからスライド作成に取りかかったため、発表された宗近さんと、東京のファミレスで0時ころ

まで打ち合わせと読み練習をしました。すみません(・。・;いつも計画的にしなければと、反省するところです。おかげさまで、立

ち見の出るほどの会場で、無事発表を終えることができました。全国学会は演題数も多いですし、お話をされる方々も分り易く

楽しく進行してくださいます。遠方での開催が多いですが、機会があれば是非みなさんも参加してくださいね。 

                                     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 

第７１回日本内視鏡技師学会へ参加しました。とても大勢の参加で、会場によっては入場制限がかかるほどの盛況でした。 

発表内容も様々で、前処置、感染管理、業務改善、教育などなどあり、内視鏡診療を行うなかで様々な問題があり、その解決

に取り組んでおられる方々の熱気が感じられ、私もパワーをもらいました。 

ランチョンセミナーでは、カプセル内視鏡の読影支援について聞くことができました。実際の動画をもとに詳しく講義があり、 

ふだんカプセル内視鏡にかかわることがない私にも、わかりやすい内容で、とても勉強になりました。 

また、岡山県内視鏡看護勉強会として取り組んできた抗血栓療法症例への対応についての研究も、第６９回に続き今回の学

会でも発表させていただきました。岡山県内視鏡看護勉強会の継続した取り組みに高い評価をいただきました。 

抗血栓療法症例についての研究は、今回の発表をもって終了いたします。皆様のご協力に心より感謝いたします。 

これからも、岡山県内視鏡看護勉強会として様々な問題へ取り組んでいければと考えています。 

今後もよろしくお願いいたします。 

                             岡山県内視鏡看護勉強会 研究チーム 南岡山医療センター  黒岡 昌代 

お忙しい中、 

ご参加ありがとう 

ございました。 

中国地区内視鏡技師会ＨＰ会員登録のお願い 
●登録されると研究会などのイベントのお知らせが 

 届きます 

●研究会の参加申込みがＨＰから行えます 

             （設定のある研究会のみ） 

詳しくは中国地区消化器内視鏡技師会ＨＰをご覧下さい 



●日時：２０１４年５月１６日（土）１７日（日） 

●会場：ベルサール渋谷ファースト 

     東京都渋谷区東１－２－２０ 

●テーマ：研究から紡ぐ内視鏡技師の未来 

 

●日時：２０１４年２月２３日（日）１０：００～１５：３０ 

●会場：川崎医科大学附属病院 ８階大講堂      

●内容：１）一般演題 

    ２）シンポジウム     「内視鏡で必要な記録って、なに？」 

    ３）ランチョンセミナー  松江赤十字病院 消化器内科部 副部長 串山 義則先生 

                     『大腸内視鏡検査での前処置方法の新たな試み』 

    ４）教育講演       川崎医科大学附属病院 食道・胃腸内科 教授 春間 賢先生 

                     『ヘリコバクター・ピロリ感染に関する最近の話題』 

    ５）当院の内視鏡室紹介 

                   時末消化器科内科医院 

    ６）岡山県内視鏡看護勉強会報告 

    ※機器展示もあります。 

●参加費：３，０００円（当日集金） 

●申込み〆切： １２月２８日（土）●参加申込について 

    施設名・郵便番号・住所・電話番号・氏名をご記入の上、官製はがきにて一人一枚で 

    申し込み下さい。受付票をお送りいたします。受付票はランチョンセミナーのお弁当 

    引換券となりますので、当日は必ず持参してください。 

    なお、メールでの受付はしておりません。 

●参加申込の送付先   

    〠702-8055  岡山市南区築港緑町１丁目１０番２５号 

 岡山労災病院 内視鏡室 梶原 みゆき宛 

 

プログラムが改編されてから岡山県では初の講習会となりました。 

講習会時間も少し長くなりましたね。皆さん気づきましたか？ 

しかし、講習内容に大きな変更点があるわけではありません。 

内視鏡や処置具、周辺機器の原理構造および正しい取扱方法について、 

また内視鏡および処置具の洗浄・消毒・滅菌について講義しました。 

ただ正しい取扱方法を学ぶだけではなく、皆さんが普段実施している作業の意味を 

理解するのに役立つ情報もたくさん含まれていました。 

機器取扱講習会に何度も出席している方も、初めて参加された方も 

是非今一度講習会の内容を復習してみてください。きっと新しい「気づき」がある 

はずです。また復習してみて、新たな疑問が生まれたらオリンパスにお知らせください。 

私たちが訪問して、その疑問を解消いたします！                     オリンパスメディカルシステムズ(株)  
 

申込みはお早めに！ハガキは一人１枚でお願いします。（これがランチョ

ンの引換券になります）ハガキを送ったのに参加受付票が届いていない 

場合は岡山ろうさい病院の梶原までお知らせ下さい。 

一般演題まだまだ募集中です！ 

詳しくは“岡山県内視鏡技師会”ホームページをご覧下さい。 



 

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 

＝ 内視鏡取扱講習会報告 ＝

11/14 岡山市（北区除く）・玉野地区（会場：灘崎文化センター）

テーマ『修理費抑制』

・検査前の点検方法
（安心した検査を行うために）

・修理費抑制のために、明日からできること

（よくある故障原因と故障予防方法）

・正しい洗浄・消毒方法
（洗浄・消毒！の前にすべきこと）

講習会内容

普段何気なく作業していることに、どんな意味があるのか？どうしてこの手順を踏まなければいけ
ないのか？疑問を持って業務をこなされている方が多いように思いました。
今回はそういったみなさんの「なぜ？」に答えるような講習会を心がけました。
私達の業務はすべてのご施設様に安心・安全な医療機器を提供することです。しかし開業医様
への訪問がなかなか出来ず皆様のニーズを汲み取ることができていないことが現状です。
このような勉強会を通じて、皆様の声をお聞かせいただければ幸いです。

オリンパスメディカルシステムズ(株)

担当者より

サービス担当

嶋 智子

営業担当

遠藤 雄介

次回予告

日 時 ：平成25年12月19日（木） 15:00 ～ 16：00

場 所 ：備前市市民センター 第1講習室

http://www.city.bizen.okayama.jp/shimin/shisetsu/kouminkan/riyou.html

備前市西片上17-2

会 費 ：無料、駐車場：無料


