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 勉強会  医学講習会： 

「いまさら聞けないシリーズ 胃･大腸画像編」 

          (県北バージョン） 

  津山中央病院 内科副部長 河合大介先生 

 ■担当者から皆さまへ 
暑中お見舞い申し上げます！ 

 毎日汗かきながら戦う皆さんへ、お待たせしました県北での「今さら聞けないシリーズ(画像編）」 

始まりまーす！河合先生がご用意くださった胃・大腸の画像のみならず、カプセル内視鏡の画像 

情報まで、ぜ～んぶご覧に入れます！県南開催時に参加出来なかった皆さまも、県北に集合！ 

 皆でもっと熱くなりましょうよ！ 

               津山中央病院   花村 典子 

 ▼日時：平成28年８月21日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：津山中央病院  

     岡山県津山市川崎1756 

       慈風会記念ホール A会議室 

  ▼参加費：500円 

  ▼駐車場：無料 

        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 ：okayamagets@wi.kualnet.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 

８／１８  
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◆◆7月の勉強会報告◆◆ 

 

 初めて内視鏡の勉強会に参加させて頂きありがとうございました。 

循環器領域を専門にしていましたので内視鏡領域では新人ですが、「いまさら聞けないシリーズ」と表題

にあるように、とてもわかり易く興味をかきたてられるような内容で非常に楽しかったです。 

 今後は勉強会等に積極的に参加させて頂き、他施設の方々と職種を超えて交流が持てたらと思って

います。これからよろしくお願い致します。 

 

               岡山赤十字病院 臨床工学技士  

                              大池俊輔、番家大輝 

 今回初めて勉強会に参加させていただきました。いまさら聞けないシリーズ、去年大好評と聞き楽し

みにしていました。勉強会のために分かり易い画像を沢山用意していただき、異常な粘画像と正常な

画像を詳しく丁寧に説明され、違いがよく分かりました。ESD ERCP EST EVLの手技についても動画

で説明があり、内容を確認しながら見る事が出来ました。今回の勉強会の内容を院内に伝えたいと思

います。ありがとうございました。 

                                        重井医学付属病院  

                                                        亀山千賀子 

白髭先生！２年連続で講師を引き受けて 

くださって本当に感謝です！ 

たくさんの画像ありがとうございました。 

恒例のディズニーシリーズ 
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◆◆7月の勉強会報告◆◆ 

  

  ユーモア溢れる講義ありがとうございました。初めての参加でしたが、楽しい時間を過ごす

ことができました。講義は予想以上に踏み込んだ内容で、改めて内視鏡に興味のわくものでした。検

査画像も盛りだくさんで、普段自分が見ている画像を思い浮かべながら学ぶことができました。特

に、pit patternに関しては、日々の業務ではDr領域だと思い、それほど気にもとめていませんでし

たが、少し見方が分かると次に必要な物品（ピオクタニン使うかなとか、生検かな、外科紹介かな…）

などを予測し動くこともできるし、何よりほんの少し内視鏡面白い！なんて思えるような気がします。

難しい領域で避けて通ってきた分野ですが、今後はもう少し足を踏み入れて学んでいきたいなと思い

ました。                     岡山医療センター      

                                 高木香菜   

 講習会ありがとうございました。いまさら聞けないシリーズは2回目の参加でしたが、前回と内容も 

違って、新しい知識を習得することが出来ました。講習会数日後のERCPで講習会で教えていただいた 

手技が実際に使われていたときは、さらにイメージがつきやすかったです。また、普段画像をゆっくりと 

みることができないため、医師の目線で解説つきでみることができ、理解が深まりました。 

 また、機会があればEUSやERCPの画像の解説もしていただけると嬉しいです。 

次はどんなディズニープリンセスの話が聞けるのか楽しみです。 

今回は大変実りのある研修会に参加させて頂きありがとうございました。これらのことを 

今後現場に活かしていきたいです。次回の研修を楽しみにしてます！！！ 

 

              川崎医科大学附属川崎病院 内視鏡センター一同 

 初めて内視鏡勉強会に参加しました。日曜日の午前中にも関わらず熱心な方々が多く来られており、びっくり

しました。 

 白髭先生の講演は我々医師が日頃見落としがちなコメディカルの方々の動きも詳しくお話いただきました。

また、J-NET分類など、最新の所見も盛り込んでいただき大変勉強になりました。今後、自身としても様々な

検査をしていく上で非常に勉強になる有意義な会でした。ムーランルージュは一回見ておきます。 

 第３弾、また呼んでください。ディズニーネタも楽しみにしています。ありがとうございました。 

                         岡山ろうさい病院 消化器内科医師 

                                        渡邊 行人 

さすが！白髭先生！ろうさい病院からも５名の医師の 

参加がありました。ありがとうございました！ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RiouE5YZRXhjAAhx.U3uV7/SIG=12t1n6brq/EXP=1469428409/**http%3a/www.sozai-library.com/wp-content/uploads/2013/06/00780-450x337.jpg
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月日 テーマ 講師 会場 

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！＊ 

◆◆2８年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 

昨年の勉強会で好評で要望の多かった「いまさら聞けないシリーズ画像編」のpart2を 

ろうさい病院の白髭先生に講義していただきました。 

まずは上部消化管内視鏡検査をノーカットで画像の解説をしながら、初心者のスタッフにもどこを 

どの様に観察しているのかわかりやすく説明していただきました。 

その他NBI・Pitパターンについての画像、ESDや緊急内視鏡でのEVLの動画はその時々の先生の心の声も聞く

ことが出来ました。こんな時先生はこんな事を考えながら観察や治療をされているのだと言う事がよくわか

り、平素介助をする時にその心の声を感じながら対応出来れば、よりスムーズに被検者にとってもより苦痛を少

なく検査を受けていただけるものだと思いました。 

参加された方々も食い入るように画像を見られており、充実した勉強会になったものと確信しました。 

白髭先生、お忙しい中たくさんの画像や動画を準備いただきありがとうございました。 

昨年のアンケート結果を考慮され少なめにされたというディズニープリンセスの話も随所に入れられ、参加者

を和まされ楽しい勉強会になりました。 

                          まつお内科クリニック    

                                  池上 洋子 

←お忘れ物です！ 

ご連絡は桑田までm(_ _)m 
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◆◆７月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(岡山中央病院） 

参加人数 76名 
参加施設 32施設 
回収率  8７％ 

テーマ   医学講習会 
      画像編 
開催日時  平成２8年7月24日（日） 
会 場   岡山中央病院  
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勉強会の内容 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
＊まだ初心者のようなものなのでとにかく基本が嬉しいです。基本の手技を復習できるような勉強会をしてい 
 ただけたら参加したいです。 
＊処置具の洗浄・滅菌はどうしていますか？内腔のあるものなどどのように洗浄していますか？ 

＊各施設で機械の配置や使用物品もスタッフの役割分担も違うと思うので実際の現場を見れる勉強会があっ 
 たらと思います。 
＊施設見学などあると良いと思います。×３ 
＊大腸内視鏡時の用手圧迫など×３ 
＊PEGについてもまた教えていただけたらありがたいです。 
＊看護記録について。電子カルテでどのような様式で業務しながらどのように入力しているのか知りたいです。 
＊インジゴ⇒酢酸インジゴの違いが知りたい。 
＊内視鏡看護や介助のポイントが知りたいです。 
＊たくさんの画像を見るのが嬉しいです。EUSやIDUSの画像の見方など詳しく教えていただけたらありがたい 
 です。 
＊鎮静に関して(使用薬剤と注意事項、観察、同意についてetc) 
＊今さら聞けないシリーズは今後も色々な項目でやって欲しいです。×５ 
＊ESD・ERCPなどの使用器具の詳しい説明をして欲しい。 
＊実技的な勉強、下部の腹部圧迫、鉗子の取扱いなど。 
＊げっつのホームページで今日の画像が見れたらいいのにと思います。 
＊カプセル内視鏡について、取り付け方、画像の見方 

＊内視鏡センター配属され９ヶ月経って様々な処置を勉強中です。初期学習内容⇒応用編(緊急時対応etc)に 
 ついて講義お願いします。 
＊止血術について医師の方から講義。技師の方から必要物品や心得みたいな事を講義してほしい。 
 SBチューブの挿入はほぼ経験がないので（手順はうっすら覚えていますが）教えて欲しい。 

参加回数 内視鏡経験年数 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RiouE5YZRXhjAAfR.U3uV7/SIG=12j7pm7md/EXP=1469428409/**http%3a/aaatoyo.com/download/gif-parts/kakigori-suika-uchiwa.gif
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＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 

＊ESD治療から離れて早６年。最近の治療内容、NBIとピットパターンの違いなど分かりやすくてとても良い講義 

 でした。この講義のための動画が緊急時にも撮影出来るくらいベテランの医師ならではの解説が随所に 

 加味されてましたね。＊画像を見ながらの説明でとてもわかりやすかったです。×多数 

＊内視鏡一年目の看護師です。今日の勉強会の内容はとてもわかりやすく良かったです！途中出てくるディ 

 ズニーも最高でした。ディズニー大好きなのでもっと話をしていただけたらと思います。 

＊画像を見ながらなので本当に良く分かりやすかったです。間の休憩も楽しく過ごせました。また今さらシリーズ 

 よろしくお願いします。 

＊時に休憩が入ってリフレッシュして次の題に行けるので分かりやすかった。 

＊開始時間は早朝ではないので助かります。時間も長すぎず短すぎず良い。 

＊とても貴重な画像を見させていただきました。初めて見るものばかりでありがたかったです。勉強になりました。 

＊毎日見ている画像でしたが、「あれは何かなあ・・・。」と思っていても聞けずに過ごしていましたが本日の勉強会

で理解出来たことが多々ありました。×多数 

＊たくさんの画像で詳しく説明があり、実践では体験出来なく理解しながら落ち着いた状態で学習出来ました。 

 院内の勉強会で是非発表したいです。 

＊今後検査に付いたときに役立てていこうと思います。  

＊動画を見ることで当院では行っていない手技も知ることが出来、興味深かったです。またピロリ菌感染の胃所見
など復習することが出来ました。 
＊他県に行かずに無料でこれだけの画像と内容を見せていただけるのは本当にありがたいです。 
 ポカホンタスⅡが観たくなりました。＊ポカホンタスⅡは私も好きではないです。 
＊色々なデバイスの使ってある動画が見れて良かったです。 
＊今まで看護師としての立場でしか検査やESDについていなかったけど、診断についても興味が出た。ピオクタ 
 ニン染色の時にpitpatternに注目してみようと思う。もっとここを詳しく教えて欲しかった。白髭先生とは以前 
 岡山医療センターで一緒に働いていた(内視鏡ではないですけど・・)ので今回の講師をしてくださると言うこと
で初めて参加しました。プリンセスの話を交えての講義楽しく受けることが出来ました。実際の画が多く分かりやす
かったです。 
＊資料はちょっと見にくかった。     ＊分類の文字が小さすぎて読めなかったのが残念でした。 
＊資料はカラーが良かったなあ。（pittpatternが資料にあったので） 
＊休憩時間が欲しかった。一年前の知識に加えることが出来、理解がより深まった。 
＊画像見ながら細かい説明があり、ただ見るだけではないので良く頭に入りました。 
 退屈にならないように、ディズニーの話もあり良かったです。×６ 
＊当院では治療内視鏡をしていないので、動画を見せていただくことで教科書上では分からない部分がイメージ
出来て良かったです。      ＊時間が短いと思った、もっと聞きたかったです。 
＊胃・大腸に関してきちんと復習出来た。ERCPはめったにみれないが、キレイな動画でビリルビン結石・コレステロー
ル結石が見れた。      ＊第３回してください。 
＊今後は検査中に私もポリープなどの診断は何かなど考えてみます。 
＊当院ではCS時にまだ水中観察していないので、とてもきれいに見えることを知れて良かったです。 
＊pitpatternとか言葉は知っていたが、今回の講義で画像と一致しました。 
 ちなみに私もアリエルのショーは前回のバージョンの方が好きでした。後先生のアニメに対する情熱がヒシヒシ   
感じられました。(内視鏡以上に・・？） 
＊普段の映像で分かりやすかったです。NBI分類の今後の変更の話など全く知らなかったので、医師目線の動向を
知ることができてよかったです。 
＊動画のライブ解説はやはりとても分かりやすいです。当院は治療内視鏡をしていませんがとても勉強になりまし
た。＊動画での勉強会は初めてで、時間があっという間に過ぎ有意義な勉強をさせていただきました。ESDデバイ
スの各種のとくちょうを次回はもう少し詳しく教えていただけたらうれしいです。 
＊テーマは今さら聞けないから良かった。勉強会の内容も画像がいっぱいあって良かった。せかせかしていなかっ
たので理解出来た。何となくこうなのかな？と思っていたことが分かったので今後に活かせる。ろうさい病院は清
水先生といいスライドの画像が大きくて見やすかったです。 
＊いつも内容がたくさんありすぎて理解が出来ない部分がたくさんでしたが、今日くらいの量が良かったです。 
 また動画たくさんみせてください。画像のカラー資料大きめが欲しいです。 
＊丁寧に画像解説していただき分かりやすかったです。＊ERCPのことがもっと聞きたかったです。 
＊大腸NBI分類の資料が小さくて見えにくかった。ピオクタニン染色用のチューブがどんなものか見てみたい。当院
は普通の散布チューブ又は洗浄チューブを使用しています。 

＊（一名だけ・・）ディズニーの話はいらない。  

◆◆７月の勉強会アンケートつづき・・◆◆ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivcbV9KFXkR0AThCU3uV7/SIG=1284hea2n/EXP=1470318165/**http%3a/www.sozaidaisuki.com/web/herb/herb-mix8-3.gif
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◆◆技師会からの情報①◆◆ 

  岡山県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：平成２９年２月５日(日)     

    開催場所：川崎医大附属病院 ８階大講堂 

 

＊来年から機器取扱い講習会開催しまーす！＊ 

消化器内視鏡技師認定試験・更新用 

「第14回消化器内視鏡看護委員会」報告 
＊開催日時：平成28年6月26日(日) 9：50～16：00 

＊開催場所：石川県地場産業振興センター 

＊参加者 ：北陸地方を中心に124名 

-プログラム- 

講義「内視鏡看護概論・検査前・中・後の看護について」 

シンポジウム：内視鏡看護倫理「内視鏡における抑制とは」 

特別講演：「看護倫理について」  長谷川美栄子先生(日本看護倫理学会 理事長) 

 

なお、前日には「事例検討会」を行い各地・各施設の情報交換会をしました。 

看護委員会は内視鏡看護の質の向上を目指して、日本の各地に出かけて、内視鏡に携わる全ての看護

師の皆様と供に勉強を続けています。今回は北陸新幹線が開通して初めて北陸で行いました。皆様とも

に、強い参加目的意識を持って参加されました。看護師特有の異動により、基礎的看護のセミナーは必

要であります。と、同時に時代に即したテーマでの講演や、発表も取り入れながら、患者・被検者に安

全・安楽・安心・満足を提供できるように看護を勉強していきましょう。内視鏡看護師は施設によりま

すが、守備範囲の広い業務をこなしています。まず、内視鏡の知識・スキルが出来ていないと看護もつ

いていかないと思います。その為、私達の岡山県は、月に一度定例会の内視鏡の勉強会をしています。

これらをふまえ他の職種の人達とお互いに専門性を持って頑張りましょう。 

        日本消化器内視鏡技師会 看護委員  

                  岡山ろうさい病院 遠部 絹子 

＊お知らせ＊ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RiouE5YZRXhjAAgR.U3uV7/SIG=11vvpjihq/EXP=1469428409/**http%3a/illpop.com/img_illust/year/aug05.png
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＊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。）  

①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 参加申込み受付中！ 

                          一般演題募集中！ 

 

②機器取扱い講習会・実践編 

      開催日：11月20日(日)     

      開催場所：鳥取県：鳥取県保険事業団ホール 

◆◆技師会からの情報②◆◆ 

学会長：竹田 直美 

     （福井総合病院 内視鏡室） 

会  期：平成28年11月4日（金）～5日（土） 

会  場：京都市勧業館 みやこめっせ 

     京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 

     TEL 075-762-2630 

     アクセス 

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

 ◆岡山県消化器内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。 

         okayamagets@wi.kualnet.jp   

＊詳しくは・・・ 

岡山県から一題も出ていません(>_<) 

http://www.irasutoya.com/search/label/%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88?updated-max=2016-07-16T10:00:00%2B09:00&max-results=20&start=60&by-date=false
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