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作成 2016.03.20 

 

 勉強会  平成28年度 内視鏡に関する診療報酬改定 

    ボストンサイエンティフィックジャパン 

            錦川 学さま 

 ▼日時：平成28年4月10日(日)10:00～12:00 

 ▼会場： 岡山中央病院 ２Fセミナー室                                    
              岡山市北区伊島北6－3 

  ▼参加費・駐車場：無料 

 ■担当者から皆さまへ 
 

 いよいよ平成28年度勉強会が始まります！ 

まず今年の4月はやはり 2年に一度の診療報酬改定に関して：

内視鏡バージョンで、ボストンサイエンティフィックジャパンの錦川

さまよりご講義頂きます。 

毎回具体的でわかりやすく好評です。気軽に講義を引き受け

てくださっていますが、その準備も大変だと思います。一生懸命

調べてきてくださるので是非皆さまもしっかり聞いて、質問してく

ださいね。そのときに答えられなくてもその後調べてくださるとい

う特典付きです。助かりますね(*^_^*)今回ももちろん医事の方の

ご参加もお待ちしております。ご推薦くださいませ。 

最後にちょっぴりボストンの処置具に関してのご案内

もあります。 

今年度も何卒よろしくお願いいたします。 

              
              川口メディカルクリニック  桑田 洋子 

        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 info@okayamagets.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 

４／7

申し訳ありません！ 

事前の通知と違いますが、 

講師の都合で日程変更になりました。 
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◆◆1月の勉強会報告◆◆ 

 今回「内視鏡検査中の緊急対応」という、避けて通れない内容でした。 

 以前、上部内視鏡検査中に一過性に意識消失があった事がありました。循環器疾患の既

往がありましたが、過去の検査ではトラブルはなく、鎮静剤は使用していませんでした。

急変時 落ち着いて対応ができるよう勉強したいと思い参加させていただきました。 

『起こりうるさまざまな変化を予測して、対応の準備をしていれば、仮に急変が発生して

も患者さんの生命危機を回避できる可能性がある。』 という事を改めて勉強できました。

高齢者の検査を行う場面が多いので、急変の可能性を常に考えて準備したいと思います。  

    お忙しい中 お世話頂いた皆様に感謝いたします。  

        赤磐市国民健康保険熊山診療所 看護師 松井和子 

 初めて参加させていただきました。 

いままで急変時は、経験とコツ？で予測して対応していましたが、 

勉強会で患者のアプローチの方法や、急変対応のＡＢＣＤを具体的な症例を通して 

学ぶことができました。 

今後、より系統立てのアプローチを心掛けて、スムーズな対応ができるように生かしていきたい

と思います。「何かがおかしい」ということに気が付いて、予測察知することの大切さを他のス

タッフにも伝達していきたいと思います。とても充実した学びの多い勉強会でした。 

今後も積極的に参加していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

  

                   

           大西病院 谷本瑞枝 菅野弥生 形山里美 
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 今年度最後の勉強会は1月17日(日)、ろうさい病院を会場に「急変時の対応」について多くの人と勉強

をしました。昨年県北での勉強会の後、“県南でもこの様な内容をして欲しい“と言う要望が多く、今回県

南実施に至りました。参加人数は71名。講師は前年度同様おかやまろうさい病院の救急看護認定看護

師の畠山悦子先生でした。2時間の講義の中から内視鏡検査中の救急看護の一端に触れることができま

した。 

  急変時の本質として、平穏期 ⇒ 前兆期 ⇒ 急変前期 ⇒ 急変後期 ⇒ 安定期 と時系列によ

る分類が示されました。 

平穏期：◆症状安定   

      ◆既往症・原疾患の治療状態を把握し、適切に管理していれば急変を未然に防げる事も多い。 

前兆期：◆いわゆる「前ぶれサイン」が見られる段階。 

       ◆この段階でサインを察知して対応できれば、急変を回避する事も可能。 

急変前期：◆まさに「急変対応」実施中。 

         ◆他の患者さんへのケア・観察がおろそかにならないように注意が必要。 

                 また、家族への配慮が大事。 

急変後期：◆急変対応が一段落した状態。 

         ◆メモを集め、記録していく段階(記録する人を決めておくのもよい) 

安定期：◆病状安定 

       ◆この時期「事例の振り返り」を行い、次に起こるかもしれない急変に備えることが大切。 

  一人一人の内視鏡検査を受けられる方に、安全な内視鏡を提供できるよう

に、(勉強会後の感想にもあったように)今後も皆で内視鏡独特の急変に対する

看護について事例を通して学んだり、情報交換をして内視鏡を受ける人達の安

全を守る為に勉強をしていきましょう。 

 

 たくさんのご参加ありがとうございました！ 

                 岡山ろうさい病院  遠部 絹子 

岡山ろうさい病院の畠山さま 

今年も本当にありがとうございました！ 

 今回、内視鏡技師会勉強会の講師に呼んで頂きありがとうございました。 

「急変対応は難しい」「怖い」という声をよく聞きます。しかし、決して怖いものではありません。 

患者の観察を継続的に行い、変化に気づいた時には、先ずはABCが安定しているかどうかを評価

し、 異常があれば介入しながら体系的にアプローチを続けていくことが大切になります。これは、 

特別なものではなく常日頃からそういう意識を持って関わることで自然に身に付くものだと思いま

す。   ぜひ、今回の講義から現場に活かせる何かを見つけていただきたいと思います。 

    最後に、岡山県の内視鏡が更に発展しつづけることを期待しています。 
                      

             岡山ろうさい病院：救急認定看護師 畠山 悦子 
畠
山
様
よ
り 
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＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
 
＊技術的な知識やコツなど。初心者向けの勉強法。突然異動などあり、一からの勉強が必要な事がある。 
＊薬剤について。薬剤使用後のショック時の対応。  

＊内視鏡の基礎知識、薬剤について 

＊内視鏡のコスト的な事  内視鏡の環境・清掃等のきめ事があるのか？  記録について   緊急・救急対応に
ついて 

＊日曜の午後からの勉強会も一度実施して頂きたい。 
＊内視鏡的治療時のディバイスの使用方法。 
＊新人でも分かりやすく基礎的なものをお願いします。 
＊新人として内視鏡に入った人のラダーがあれば・・・・・ 
＊胃カメラの前処置の方法。 
＊内視鏡の看護師以外にも今回の様な他部署の看護師からの話が今後も勉強会に取り入れて欲しいです。 
＊機能評価について 

＊緊急、出血性の内視鏡の対応・準備・直介の心がまえ～処置～具体的に・注意点   

    休日看護師一人でできる事 

＊(クリニックや医院でのマウスピース等の消毒方法を教えて下さい) 
＊高周波について   点墨について 

＊毎回今回の内容をして欲しい。 
＊ERCP時の実際の介助実践。 

＊EMR時の看護、医療機器含む看護師の心がまえetc 
＊ろうさい病院は参加しやすいので 是非ろうさい病院で勉強会をやってほしい。 

＊新人(内視鏡業務が初めての人)に対する指導方法。 
＊今後も業務に役立つ内容を基礎から、少し進んだ事まで教えていただけるとありがたいです。 
＊CF前の前処置からポリペクまでの看護、スネアの操作方法、腹部圧迫のコツなど教えて頂けたらと思います。 

＊CF時の圧迫のコツ 

◆◆1月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(岡山ろうさい病院） 
参加人数  71名 
参加施設  32施設 
回収率   86％ 

テーマ   急変時の対応 
開催日時  平成２8年1月17日（日） 
会 場   岡山ろうさい病院 会議室  
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◆◆1月勉強会アンケート続き①◆◆ 
＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 
 

＊事例を使って、自分で考えて発表するため、理解しやすかった。空いた時間に実例がきけてよかった。 

＊急変時対応は何度研修を受けても学びになる。コメディカルとの連携について、何かあれば教えてもらいたい。 

＊症例検討もあり、より考える事ができて今後に生かせると思う。 

＊内視鏡独特の治療中の急変に対する看護について学びたい。内視鏡処置中の痛み、出血時etc。 

＊まだすごい急変に合った事がないので、今日学んだ事を頭において、Ptに対応していきたいと思いました。 

 有難うございました。 

＊症例をふまえながらの研修だったので自分でアセスメントしながら症例を検討できたので良かった。 

 内視鏡中の急変時の対応についてもう少し内容があれば嬉しかったです。 

＊急変はあまりないため、普段急変時の対応をアセスメントしながらおこなえているか、どの様に行えばよいか、 

 とても勉強になりました。 

＊緊急の対応は突然であわててしまいます。あわてると次の動作もあわてて、予測ができなくなります。 

 このような勉強会で予測の訓練、対応の準備を行って、あわてないようにしたいと思います。 

 又、自分だけではなく、皆が(スタッフ)が、協力して準備できるような手順書づくりも必要と思いま

した。 

 ありがとうございました。 

＊バイタルを過信せず 急変を予測し 系統立てた患者アプローチの仕方が学べた。 

＊とても わかりやすかったです。 

＊日々の業務の中で、急変時、いつでも対応できるよう 心構えをしています。 

 今日の学びを活かせたいと思います。 

＊日頃の検査であまり急変に関わることがなかったため、具体的に説明して頂き実際その場で対応ができる 

 かなぁとイメージができました。お忙しいのに貴重な講義を有難うございました。 

＊評価する事は、仕事を長くしていると身について来ている様に思いますが、勉強不足もあり、予測することへの 

 知識不足だなと感じました。これからも他方面から参加していきたい。 
＊内視鏡室に入りたての新人です。当院は検査のみ(生検・ポリペクあり)で小規模ですが、高齢者が多く急変時に 

 不安があったのですが、勉強して少しは自分に備えができたかと思います。有難うございました。 
＊急変時の対応について勉強になりました。有難うございました。 

＊他院との情報交換ができれば、ありがたいと思います。 
＊内視鏡だけでなく、緊急で来られた患者さんの見方を詳しく知る事ができて、今後の自分の行動が変わる 
 きっかけになった。色んな視点でみていかないといけない事が分かった。 

＊とても分かりやすく勉強になりました。スライド資料の字が小さく見えにくかったのと、色合いが水色に黒字とか 

 見えなかったのが残念です。  老眼者が居ることも考慮して頂けると大変助かります。 

＊ＯＰ勤務の時、急変事例に合った事があり、怖い思いをしましたが、人員の確保とその人員の配置、使用薬剤の 

 保存など、重要だとその時に痛感しました。今日もその振り返りとして、とても勉強になりました。 
＊緊急な状況に対応できる技術や知識も改めて必要な事が勉強できた。数値だけでなく視ることの大事さを 
 感じた。 全ての内容が、再確認できてとても勉強させて頂けて、感謝しています。 
＊再確認できた。 ＳＢＡＲでの報告の仕方は知っているが、急変時ひもあわてずに活用したい。 
＊内視鏡の経験がまだ少なく、急変に当たった事もないので、知識をまず習得できたのでよかった。 
 内視鏡だけでなく、看護についても改めて知識を得る事ができたのでよかった。 
＊出血による状態を考える機会があまりなかったので、考える事ができてよかったです。 
 急変する可能性があるので、今回学んだ知識を活かしたいと思います。有難うございました。 
＊日々の業務に生かしていきます。有難うございました。 
＊昨年１０月から(外来から)センターへ移動あり、知識不足のため日々急変に立ち合い毎日勉強していますが、 
 救急認定の看護師さんからの話がきけてよかったです。 
＊分かりやすかったです。施設へ持ちかえり、高齢者のセデーション時の対応を見直したいと思います。 

＊事例を使った講義が分かりやすかった。  今後に生かしていきたいです。 
＊改めて視点が勉強になりました。  

＊いつも色々な勉強会を計画して下さり ありがたく思っています。 
 

http://3.bp.blogspot.com/-iENalUz5fRs/UvTeReR7rfI/AAAAAAAAdmU/IUJnJvlB9-4/s800/sakuramochi_doumyouji.png
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＊有難うございました。急変時のアセスメントの仕方 大変勉強になりました。 

 内視鏡の処置中・処置後に起こりうる急変時の対応(内視鏡でよく使用する薬を使った時急変したらどうす 

 るか処置中にどういう急変が起こって対応していくか)etcも知りたかった。 

 最後にでた経験した急変と対応に興味をもちました。 
＊内視鏡中の対応についての事をもう少し多く話してほしかった。 
 私は予測をする為の検査前の情報をしっかり申し送りをうけようと思いました。 
＊院内のスタッフへ伝達したい。もしくは講師に来て頂きたいです。 
＊内視鏡をしている上で、必ずいつかは経験する急変なので、とても勉強になりました。 

＊普段、内視鏡の検査の介助についていて、今日出た質問や講義の事が多々あり、疑問に思っている事が 

 聴く事が出来ました。 

＊患者さんの情報の取り方を分かりやすく学ぶ事ができました。(ABCDE)急変にそなえて、準備を整える事も 

 大切だと思いました。 
＊初めて勉強会に参加しました。私は内視鏡検査の経験も少ないので、具体的症例を使って考える事ができて 

 よかったです。「何かおかしい」予測した行動がとれるようになれたらと思います。 
＊当院ではまだ 内視鏡の検査の件数も少なく勉強不足もあり、まだ、急変も起こってないという事もあり、 
 急変時の対応をもっと厳密に念頭においておかないといけないと改めて感じました。今日は有難うござい 
 ました。 

＊初めて参加させて頂きました。具体的にどの様に考えていけばいいのか症例を通して学ぶ事ができ、勉強 

 になり今後も参加していきたい。 

＊色々な症例を知りたい。きっと予測のつかない事もあると思うので話を聞いてみたい。 
＊とても勉強になりました。内視鏡中に急変はまだ経験した事がありません。今後、今日の勉強した事を頭に 
 入れて仕事をしたいと思います。 

＊日々の看護にも生かせる内容だったので勉強になりました。 
＊楽しみにしていました。有難うございました。 

＊毎回検査時にはいつ急変がおこるのかと、恐い思いをしながら行っています。今後の仕事に少しでも役立 

 てていきたいです。 
＊検査のみですが、毎回、何がおこるのか、不安半分で介助についています。緊急の対応するのにも思いこみ 

 などもあり、冷静に考える間もなく時が過ぎている事もあります。 

 今後全ての処置、検査においての対応に役立たせることができると思います。有難うございました。 
＊急変時のマニュアル、デモストが必要だと思いました。 

＊私はCEで普段 看護視点で業務を行えていなかったのですが、今日の勉強会、特にABCD評価に関しては 

 今後の自分のために、とてもいい勉強になりました。有難うございました。 

＊大変興味深い勉強会を有難うございました。当院でも高齢者の方でセデーション使用後に呼吸抑制が来る 

 症例も少なくないので、改めてアセスメントや事前準備が大切であると思いました。スタッフ間で情報共有 
 したいと思います。 

＊事例があったので、自分でABCDに分けてアセスメントができ、勉強になった。バイタルサインと出血の推定は 

 知らなかったので、覚えておきたいと思った。 

＊内視鏡室に勤務して半年ですが、勉強になりました。毎回参加したいと思います。 
＊事前に質問用紙を頂いておいて、それにお答え頂くと大変ありがたいと思いますが、とても分かりやすく 

 参考になりました。有難うございました。 

＊急変時の報告でSBAR使用の話がありました。アセスメントのところで今回の症例の分で鎮静剤過剰投与 

 による・・・と言う事でしたが、なかなかその部分のところはDrの指示の部分でもあり、言いにくい所もあるな 

 と思いました。当院ではとりあえず、人員確保と言う事で第一call師長で「急変です！」という形にしています。 

    今日は有難うございました。 

◆◆1月勉強会アンケート続き②◆◆ 
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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・・・。  

            info@okayamagets.jp  

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

◆◆技師会からの情報①◆◆ 

＊いつもお世話になっている業者さまへ＊  
私たち内視鏡の現場で役に立つ情報や新製品の情報・注意情報などなどを 

ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。原稿やご提案は下記まで・・・。 

 （おかやまげっつに掲載するか、勉強会にご参加いただくか？など。）  

■学会長：尾﨑 貴美 

     （近森オルソリハビリテーション病院） 

■会  期：平成28年 5月13日（金）～14日（土） 

■会  場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 

     大阪市北区中の島5-3-5 

     TEL 06-4803-5585 

     

①消化器内視鏡看護勉強会 

  開催日時：平成28年6月2５日(土) １５：００～１７：００ 

  開催場所：石川県地場産業振興センター  

        石川県金沢市 鞍月2丁目1番地   

   募集人数：７０名(先着順) 

   ※参加費、なし 

   ※この企画は従来、全国技師学会で看護委員会企画において 

   「事例検討会」として実施していた内容を、そのまま移動したものです。 

 

②第14回消化器内視鏡看護セミナー 

  開催日時：平成28年6月26日(日) １０：００～１５：３０ 

  開催場所：石川県地場産業振興センター    

   ※更新ポイント規定により、２ポイント加点あります。 

 

      ※詳細は最終ページをご参照下さい。 

                ＊看護委員会；遠部さまより情報提供＊ 

＊4月の勉強会でパンフレットが来る予定です。 
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◆◆技師会からの情報②◆◆ 
今後の勉強会・研究会予定

③中国地区消化器内視鏡技師研究会・機器取扱い講習会・基礎編 

      開催日：9月11日(日)     

      開催場所：島根県：松江テルサ 

④第77回 日本消化器内視鏡技師学会 

    開催日：11月5日(土) 

      開催場所：京都市 

⑤機器取扱い講習会・実践編 

      開催日：11月20日(日)     

      開催場所：鳥取市：鳥取県保険事業団ホール 

◆◆2８年度の内視鏡勉強会計画◆

月日 テーマ 講師 会場 

5月 学会月にて休み     

6/１９（日） 

10:00～12:00 

情報交換会：ワールドカフェ 

 胃内視鏡検査の介助と看護について 

  岡山ろうさい病院 

7/２４（日） 

10:00～12:00 

医学講習会：基礎編「いまさら聞けないシリーズ：画像編」 

昨年に続いてのパートⅡ（ERCP・大腸その他） 

岡山ろうさい病院 

  白髭 明典先生 

岡山中央病院 

  

8/２１（日） 

10:00～12:00 

医学講習会：基礎編「いまさら聞けないシリーズ：画像編」 

県北編（胃･大腸その他） 

津山中央病院 

    講師未定 

津山中央病院 

  

9/４（日） 

10:00～12:00 

ERCPについて 川崎医大附属病院 

  吉田 浩司先生 

川崎医大附属病院 

  

10/16(日) 

10:00～12:00 

機器講習会：内視鏡処置具(ハンズオンセミナー) 

高周波について 

オリンパス 

アムコ 

倉敷中央病院 

  

11月  学会月にて休み     

12/１８（日） 

10:00～1３：４0 

医学講習会：内視鏡基礎講座 

(技師認定試験の面接について･梶原さん) 

 午前：１０：００～１２：００/午後：１２：４０～１３：４０＋役員会 

岡山ろうさい病院 

  清水 慎一先生 

  梶原 みゆき 

岡山中央病院 

  

1/１５（日） 

10:00～12:00 

施設見学：情報交換会 

医学講習会：内容未定 

岡山市民病院 

景山 宏之先生 

岡山市立市民病院 

  

＊何と3時間に！

＊詳細はまた・・m(_ _)m 
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趣旨：勉強会に参加し、情報交換により内視鏡看護の質の向上に繋げていきましょう！ 

1）共通事例をもとに、グループ（5～6人）に別れて、リフレクションに沿って事例検討を行います。 

→「リフレクション」に沿った事例検討方法を学び、内視鏡看護を振り返り、再構築を行います。 

2）各施設との情報交換により、問題解決につなげるための課題を見出して、現場に活かしましょう。 

≪消化器内視鏡看護勉強会ご案内≫ 
 

日  時：平成28年6月25日(土) 15：00～17：00（受付開始 14：45） 

     〔第14回消化器内視鏡看護セミナー開催前日〕 

開催場所：石川県地場産業振興センター     

     〒920-8203 石川県金沢市鞍月２丁目１番地 

 Tel:076-268-2010  Fax:076-268-2859   E-mail:jibasan@isico.or.jp 

受 講 料：無料 

募集人数：70名（先着順） 
主  催：日本消化器内視鏡技師会 内視鏡看護委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局：日本消化器内視鏡技師会 内視鏡看護委員会 内視鏡看護勉強会事務局 上田 道子 

〒673-0413 兵庫県三木市大塚 218-3 医療法人社団 一陽会 服部病院   

       FAX：0794-82-4399 〈注〉お問い合わせはFAXのみでお願いします。 

お申込み方法 【メールのみの受付です】 

    受付期間は平成28年3月14日（月曜日） ～ 5月31日（火曜日）です。 

＊E-mail：kango2015@yahoo.co.jp 宛に送信して下さい。 

＊メール件名には「勉強会申込み」と入力してください。 

＊メール本文には下記の①～⑥を必ず入力してください。申込書の代わりとなります。 

①氏名（ふりがな）②勤務先：所属：③職種：                   

④連絡先住所：どちらかに○：勤務先・自宅     

  住所：〒      TEL：    FAX：                        

⑤内視鏡技師資格  有 ： 無 

⑥内視鏡技師認定番号    

＊メール申し込み後10日以内に、お手元に返信が 

ない場合は、必ずFAXでのご一報を下さい。 

＊返信メールが届かない場合があるため、迷惑メ 

ール対策の方は必ず設定の変更をお願いします。 

 

※交通アクセス   金沢駅から約４km       

●タクシーご利用の方  

JR金沢駅西口より約10分 

●バスご利用の方 JR金沢駅西口より約20分 

金沢駅西口6番乗り場「工業試験場行」または 

「消費者支援センター行」乗車「工業試験場」下車 
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＊注意：看護セミナー参加申込み期限はまだ掲載ありませんでした。 

    また日本消化器内視鏡技師会ホームページをご確認ください。 


