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作成 2016.09.25 

 

 勉強会  機器講習会・ハンズオンセミナー 
  高周波機器（アムコ・オリンパス） 

   内視鏡処置具（オリンパス） 

           倉敷中央病院 

 ▼日時：平成28年10月16日(日)10:00～12:00 

 ▼会場： 倉敷中央病院 外来棟3階 大原記念ホール 
               倉敷市美和 1-1-1                                  

  ▼参加費：無料 ▼駐車場：無料 
          ＊駐車券は必ず会場までお持ちくださいね＊ 

 ■担当者から皆さまへ 
今回、処理具の取り扱いについて、プロの方から手取り、足取り指導を受けたいと思います。

根拠を持った確実な検査介助・・・頭と体に焼き付けていただければと思います。 

ぜひ、日ごろ？？と思っていることを持ち寄って、すっきりしましょう。 

処置の介助をする機会のない方もぜひ、参加して体験してください。 

今回の研修会準備は、倉中臨床工学技士が担当しました。 

             倉 敷 中 央 病 院 内 視 鏡 セ ン タ ー   小 野 房枝 

        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 

10／13

  ＊大原記念ホールへの案内は 

       次のページにあります。＊ 
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◆◆機器講習会施設案内図◆◆ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474338509/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tleWFraWRvb3Jpc2hpbmt5dS53ZWIuZmMyLmNvbS9pbWcvc3V6dW11c2kucG5n/RS=%5EADBaw9bc1tHy0cQcaJY1TpwGJIFu7w-;_ylt=A2RCMY1MTd9XqFgAjUCU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474338509/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tleWFraWRvb3Jpc2hpbmt5dS53ZWIuZmMyLmNvbS9pbWcvc3V6dW11c2kucG5n/RS=%5EADBaw9bc1tHy0cQcaJY1TpwGJIFu7w-;_ylt=A2RCMY1MTd9XqFgAjUCU3uV7
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◆◆９月の勉強会報告◆◆ 

 本日はERCPの講義と聞き、普段検査介助で手技に戸惑う事もあり、もう一度基礎から勉強したいと 

いう思いで参加させていただきました。先生の講義では膵臓、胆嚢、肝臓の解剖生理や疾患について、

治療について等スライドでわかりやすく説明していただき、とても勉強になりました。超音波内視鏡の画

像やCT画像の比較画像も勉強になりました。途中にスライドで紹介される先生方の仲の良さそうな写真

もチームワークの良さにつながっているのだなと感じました（笑） 

 今回勉強した内容を今後の仕事に活かして行きたいと思います。お忙しい中、講義頂いた吉田先生、

会場準備してくださったスタッフの皆さんに感謝します。ありがとうございました。 

                           倉敷成人病センター 看護師 小郷 泉 

 

 今回の内視鏡勉強会はＥＲＣＰについてということでとても興味がありました。 

勉強会は解剖生理から始まりＥＲＣＰの手技や注意点などわかりやすく、丁寧に教え

ていただき、再学習、再認識することができました。 

「乳頭部に対しては観音さまを拝むがごとく」検査・治療の成功を祈りながら、勉強

会で学んだことを生かして日々 患者様のために頑張りたいと思います。 

 ありがとうございました。     岡山市民病院    藤岡さおり 

＊吉田先生お忙しいところ本当にありがとうございました！＊ 

 吉田先生お忙しいところ本当にたくさんの資料やスライドをありがとうございまし

た！ERCPにつく技師の心得と言うより、治療前のシュミレーションはどの緊急内視鏡に

も通ずるという点で共通でしたね。   

 他にも基礎的な解剖生理から病態生理まで本当に勉強になりました。膵胆道がん危

険因子にIPMNがあることは聞いていましたが、今回その具体的な裏付けがわかり、当

院でもフォローされている患者が多いので改めてCT画像を見てみようと思いました。 

最新治療をもご講義頂きとても刺激になりました。 

 本当に医師の講義にも思えるほどの講義でありがたかったです。 

欲を言えばもう一度同じものをお聞きしたいです。一度では覚えられないです！ 

ぜひまた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 
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  業者として道具の知識ばかりを勉強してきましたが、現場的な考え方を学ぶことが 

 でき有意義でした。 

  今後も機会があれば新人教育目的も含めて参加させていたければと思います。        

                         株式会社 カワニシ  牧 一也  

＊何と業者の方のご参加もありました！ 

どんどんご参加くださいね！一緒に勉強しましょう！＊(*^_^*)

＊川崎医大の河上さんと吉田先生は、前日夜から当日まで徹夜で資料やスライドの用意をしてくださって

います。（吉田先生は前日まで他県で部下の学会発表などの準備に携わっておられました。） 

                                                         本当に感謝です(T_T)！＊ 独り言・・ 

     9月の勉強会では胆膵の基礎知識を含め、ERCPなどをテーマに学びました。 

    検査に携わるもの、内視鏡技師として知っておくべきことや、先生からの 

   メッセージが込められている内容があり、心に突き刺さるようなご指摘もありました。

私はまだまだ勉強不足ですが、皆さんはシミュレーション出来ていますか？ 

患者さんに、安全かつ、できるだけ楽に検査を受けていただくために、検査につく前に、目的

や患者さんの状態を把握した上で、必要物品の準備や検査の流れを考えながら、介助について

いきましょうね。 

 駐車場の件、準備の不手際、資料の見にくさなどでご迷惑をおかけして、申し訳ありません

でした。今後とも、勉強会のご参加お待ちしております。 

 

               川崎医科大学附属病院  河上真紀子 

  ERCPの基礎知識について学ぶことができました。普段見ている手技だけでな

く、危険因子やCTの膵臓の見方など詳しく知ることができ、より理解を深めること

ができました。また、愛護的に手技を行う、という吉田先生の言葉が非常に印象

的でした。私達看護師も、愛をもって補助に臨めるようにしたいと思いました。 

 

     川崎医科大学府属川崎病院 内視鏡センター    内田裕子   
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◆◆９月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(川崎医大附属病院） 
参加人数  ６５名 
参加施設  ２４施設 
回収率   ９４％ 

テーマ   ERCP胆膵内視鏡基礎知識 
開催日時  平成２8年９月４日（日） 
会 場   川崎医大附属病院 別館6階大会議室 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
 
＊専門医の講義はとても勉強になります。胆膵インターべーション学勉強になりました。 
＊実際の手技のポイント実践編 

＊とにかく初心者向け、今さら聞けないシリーズをしていただけると嬉しいです。 
＊CS時の用手圧迫について勉強会で取り扱って欲しい。 
＊緊急でSBチューブ使用することがあると思いますが、私は今まで一回しか使用経験が無くて不安です。出来
れば講義お願いします。 
＊大腸検査前の前処置の食事について 

＊臨床で役立つ講義(画像を含んだ）を今後もお願いします。一般的な内容と応用も知りたいです。 
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今後に生かせる

＊吉田先生の講義は本当に医師向けと言っても良いく

らい内容が高度でした。 

ちょっと難しかったという参加者の意見もありました

が、内容は知りたかった事満載でした。 

是非時間延長でもう一度お願いしたいと言う意見も！

実現したいです(*^_^*) 
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 ＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 

＊ERCPの手技についてよくわかりました。ありがとうございました。 

＊内視鏡勤務に入ったばかりでERCPは見学させてもらっている段階です。今回の勉強会で病態生理、解剖を 

 含めてのERCPについて勉強出来てわかりやすかったです。 

＊今までよく理解出来ていなかったところの勉強会だったため、とても良い機会でした。今回学んだことを 

 活かしてERCPの検査介助につきたいです。 

＊当院はERCPは行っていませんが、胆膵肝十二指腸・・・の疾患からCEA-19-９の値、糖尿病A1ｃなどの血液検査 

 の異常など勉強になりました。 

＊実際に胆膵の内視鏡検査に関わることはなくなりましたが、問診でのポイントなどを教えていただき、今後 

 活用することができます。ありがとうございました。 

＊かなり詳しく講義いただきとてもありがたいと思いました。せっかくの資料が縮小されすぎて文字が読めず 

 とても残念です。×３     有料でも良いので、“読める･見える”資料が欲しかったです。 

＊ERCPをする目的が当院ではほぼ胆石のため、目新しい言葉や方法を知ることが出来て良かったです。 

 医学的な部分が多くて難しかったです。 

＊詳しくてよく分かった。ユーモアもあり楽しかったです。×４ 

＊看護師が医師の介助（ERCP)をすることがあるので、看護師が行う介助のポイントとか知りたい。 

＊ERCPの手技の動画などもっと詳しく教えて欲しかったです。 

＊画像が分かりやすかったです。今後に活かせるに関しては現在の施設でERCPを行っていないため出来ない 

 と記入した。 

＊ERCPやCTの画像を見て勉強していきたいと思います。 

＊解剖から治療までとてもわかりやすい講義でした。毎年のようにERCPの勉強会に参加しますが、忘れること 

 は早い！先生の話で自分が忘れている事がいっぱいで、分からずにやっている処置、業務が多いと思った。 

＊持ち帰る資料の字が見えないのでもう少し大きくしてもらいたいと思いました。 

 両端ピックテールの意味が分かりました！ 

＊検査についてまだ少ない症例にしか立ち会っていないけれど、看護師としての（検査内容をシュミレーション・ 

 内容を理解）役割を教えていただいた気持ちになりました。 

 肝胆膵は奥深いですが、日々学習していきたいです。 

＊新しい手技についても教えてもらえて良かったです、診断etcについても詳しく教えていただけて良かった。 

＊日々の業務を振り返ることができました。明日から検査や介助に付くときはしっかりシュミレーション等心が 

 けて行いたいと思います。吉田先生ありがとうございました。 

＊基礎から入り、又多くのスライドで説明が分かりやすかった。内視鏡でもERCPは処置が多く困難な事が多い。 

 が、筋を通しシュミレーションが大事なこと、予後に影響すると思った。技師として大事だと思った。 

＊ERCPについてどのような疾患を疑ってその検査・処置をしているのかを知ることが出来て、とても今後に活か 

 せると感じた。 

＊多くの資料を準備してくださり本当に医学生の講義を受けさせていただいているような感覚でした。 

 解剖生理から治療面について細かい知識を幅広く習得出来ました。内科的知識だけで無く外科的な知識もつ 

 なげることができました。先生の熱意がすごく伝わりました。ありがとうございました。 

＊基礎から専門的なところまで詳しく講義をしていただきとても興味がもてました。安全で適切な治療の介助 

 を心がけていきたいと思います。 

＊ERCPは各施設でどこまで行っているかが様々で、基本的な病態学から最先端の治療、外科的、ケモにも少し 

 触れられておりとても興味深く学ばせて頂きました。自身のキャリアアップにもつなげていきたいです。 

＊毎日ERCP検査の介助についていますが、復習になりました。 

＊医師が見ているところを知ることが出来て良かったですが、難しかったです。ステントの選択や画像の見方に 

 なるほどと思いました。 

*画像が今まで分からなかったけど、分かりやすく解説されたので良かった。 

＊日常では聞けない様な事をお話しいただいてとても勉強になりました。 

＊もっと多くの時間聞きたいと思った。またEUSFNA、EUSHGSについて詳しく勉強してみたい。 

＊現在から最先端まで詳しく教えて頂きありがとうござました。大変参考になりました.×４ 
＊経験が浅いので基礎の勉強会がすごく勉強になります。今後も開催して頂きたいです。 

＊ともかく難しかったです。まだまだ知らないことも多くありました。今回当院にもEUSFNAが入るので勉強にな 

 りました。 また最近膵石の処置をしたので分かりやすかったです。  

◆◆９月の勉強会アンケート続き◆◆ 
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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・・・。  

            Okayamagets@wi.kualnet.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：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 

      

③第18回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  

②機器取扱い講習会・実践編 

   開催日：11月20日(日)     

   開催場所：鳥取市：鳥取県保険事業団ホール 

↑＊詳しくは最終ページに！＊ 

＊演題募集＊

①第3回集中医学講義 
開催日：11月6日(日) 

開催場所：京都三笑堂プロセスセンター4階 上田ホール 

  内視鏡技師認定を目指す方、技師の自己研鑽のためにもご参加くださいね！ 

＊注目！＊ 
岡山県からは 

倉敷中央病院さま、川崎医大附属病院さまが発表されます！ 

梶原会長は座長を務められます。お世話になります。 
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◆◆技師会からの情報②◆◆ 

◆◆2８年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 

月日 テーマ 講師 会場 

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 

 午前：１０：００～１２：００/午後：１２：４０～１３：４０ 

 

岡山ろうさい病院 

 清水 慎一先生 

   

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！＊ 

                    ＊＊お詫び＊＊ 
 岡山消化器内視鏡技師会のホームぺ－ジの勉強会計画で、9月の川崎医大での 

勉強会の日程の掲載ミスがありました。 

 せっかく参加したいと思って細かくホームページを見てくださっていたのに、大変ご迷

惑をおかけしました。ここに謹んでお詫び申し上げます。 

 今後は役員でも、内容にチェックするよう努めていきたいと思っていますが、 

皆さまも何かありましたら教えてくださいね！ 

 そしておかやまげっつにも色々掲載しておりますので、合わせて 

ご覧くださるようご案内申し上げます。 

                    

                     岡山消化器内視鏡技師会 役員一同 

 

＊お忘れ物です＊ 
7月の岡山中央病院勉強会の際に日傘の 

忘れ物です。 

川口メディカルクリニックの桑田が保管しておりま

す、お心当たりの方はメールにてお申し出ください。 
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第18回岡山県消化器内視鏡技師研究会 

  および機器取り扱い講習会（基礎編）ご案内     
                                   

      １、開 催 日    平成29年2月5日（日）  
                  9時30分〜15時45分（受付8時30分〜） 

              9時30分～研究会   13時～機器取り扱い講習会 

             
     

    ２、会   場    川崎医科大学附属病院 ８階大講堂 

    ３、日  程  

         １）一般演題 

         ２）教育講演      「消化器内視鏡 の進歩とチーム医療」 

                     岡山大学病院 消化器・肝臓内科学 教授 岡田 裕之先生 

         ３）当院の内視鏡室紹介          津山市河辺 布上内科医院 

         ４）機器取り扱い講習会（基礎編） 

 

    ４、参 加 費  3,000円   

          研究会のみ、機器取り扱い講習会のみの参加でも、参加費は同じです。 

                     当日受付にて集金させていただきます。 

 

    ５、参加申込について 

往復ハガキにて郵送ください。 

受付完了次第、受付票を郵送します。 

  申し込みは平成29年1月15日必着でお願いします。 

返送された受付票は研究会当日受付へお持ちください。 

申し込みは往復ハガキ１枚につき、お１人様でお願いいたします。 

返信面表書き（返送先）のご記入もお忘れないようにお願いいたします。 

当日参加も可能ですが、事前申し込みにご協力ください。 

円滑に運営ができるように皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。         

６，＊演題募集！＊ 

演題締切 ： 平成28年12月28日（水）までに 
 

今回から開始時間が早くなっております、ご注意を！ 

消化器内視鏡に関することなら、どんなことでも！ 

前処置、治療・処置介助、感染対策、業務改善など日常業務の中で 

考案、工夫されたことなどをご発表ください。 

発表時間は7分です。 

発表される施設は、施設名・発表者・タイトル(仮)を記入し、 

郵送もしくはE-mailで連絡をお願い致します。 

後日、詳細をご連絡させていただきます。 
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７、演題・参加申込の送付先および問合せ先     
      〠702-8055  岡山市南区築港緑町１丁目１０番２５号 

                   岡山ろうさい病院 内視鏡室 梶原 みゆき 

                            e-mail：miyuki_0420jp@yahoo.co.jp 

                                  ＊電話での問合せはご遠慮ください 

 

      ８、出席証明書 

            出席者には、日本消化器内視鏡技師試験受験・資格更新に必要な 

            「技師研究会出席証明書」 「機器取り扱い講習会出席証明書」を発行します。 

            ただし、３０分以上の遅刻、早退の場合は証明書の発行はできません。 

尚、機器取り扱い講習会においては遅刻・早退は認められません。 

（参加のみは可能です） 

切り取って宛先ラベルとしてお使いください ↓ 

〒702-8055                     

    岡山県岡山市南区築港緑町1-10-25       

     岡山ろうさい病院   内視鏡室      

                  梶原 みゆき 

申込用紙（切り取ってハガキに 

貼って使用してください） 

【個人情報について】 
     寄せられた個人情報は、岡山県内視鏡技師研究会の案内目的以外には使用いたしません。 

    また、個人情報の散逸、紛失、改ざん、漏洩などのないよう適切な措置をとり、個人情報を安全 

    に管理します。 

                        

                        主催  岡山県内視鏡技師会 

                      後援  中国地区消化器内視鏡技師会 

                      協賛  ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 

                                   オリンパス株式会社  

  第18回 岡山県消化器内視鏡技師研究会 

          および機器取り扱い講習会（基礎編） 
 

      参加する方に必ずチェックをしてください 

          （両方参加される方は2箇所にチェック） 

 

     □研究会      □機器取り扱い講習会 

        

                       

   ① 参加者氏名 （フリガナ） 

             

 

     

   ② 勤務先（施設名） 

 

 

 

   ➂ 勤務先住所とTEL 

           または 自宅住所 
                            

mailto:miyuki_0420jp@yahoo.co.jp
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＊この医学講義に関しての申込み・お問い合わせは、 

           岡山県内視鏡技師会は行っておりません。＊ 

ご注意！ 


