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 作成 2017．01.03 

 

 勉強会 ①施設見学・情報交換会 

②医学講習会： 
 「消化管出血を診るＤｏｃｔｏｒの 

     頭の中をのぞいてみよう！」 

     岡山市立市民病院 景山 宏之先生    

 ■担当者から皆さまへ 
 明けましておめでとうございます！ 

本年も岡山県消化器内視鏡技師会運営にご理解ご協力を何卒よろしくお願いいたします。 

 いよいよ皆さま待望の施設見学です。最新の機器を取り揃え、体制も整えられたＮＥＷ市民病

院です。移転後やっと引き受けてくださいました。是非皆さま見学させて頂きましょうね！ 

 そして昨年の研究会で病院紹介してくださった景山先生よりご講義も頂きます。お楽しみに！ 

① 多目的ホールに集合    内視鏡室見学 案内    約90分 

     人数によりますが、時間が余れば情報交換などもやりたいと思います。 

② 景山 宏之先生による医学講義 ＆ 質疑応答  

  「消化管出血を診るdoctorの頭の中をのぞいてみよう！！」  

   ～ 日常の診療に役立つ豆知識あり、 

      漢方についても少しお話しします～  約３０分                                     

   

       岡山消化器内視鏡技師会  

          川口メディカルクリニック 桑田 洋子 

       担当：岡山市民病院       小林 博子 

 ▼日時：平成29年1月15日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：岡山市立市民病院  1階内視鏡室(見学） 

                  1階 多目的ホール(講義) 
                  岡山市北区長瀬表町3-20-1                

  ▼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

        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 

１／１２

1月 
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◆◆岡山市民病院駐車場入口◆◆ 

◆◆岡山市民病院◆◆ 

＊
見
学
＊ 

＊医学講義＊ 

◆◆岡山市民病院一階見取り図◆
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◆◆12月の勉強会報告◆◆ 

  

 ２年前に内視鏡室に配属となり、はじめて参加した内視鏡勉強会が、今回と同じ清水先生の内視鏡 

基礎講座でした。２年前は未経験の検査も多く、勉強会で得た知識と実際が今一つ結びついていません

でしたが、今回は技師認定試験の受験を目指しており意気込んで参加させていただきました。 

  

 過去の試験内容から｢このテーマについては毎年出題されている｣というように具体的に示していただ

き、内容も多岐にわたって最新の情報を教えてくださり、３時間半があっという間に過ぎた密度の濃い時

間でした。そして、間で流してくださった♪ごめユニコーン♪のメロディもやっぱり頭に残っています（笑） 

 今回の講座で得た知識を技師試験、今後の検査で役立てたいと思います。ありがとうございました。 

                     

                             岡山大学病院 光学医療診療部  門脇志穂 

 年明けの認定試験に向けて、解剖生理学から病理学、薬理学、内視鏡検査と診断・

治療まで、たくさんの資料を用意してくださってご講義いただきました。 

いつも業務に流されてしまいがちですが、およそ4時間、しっかり学ぶことができま

した。 

      清水先生、技師会の皆様、ありがとうございました。 

              

                      柵原病院    森広  恵 

清水先生！ 

 この度３時間という長時間に対応してくださって 

 本当にありがとうございました。 
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 12月の勉強会は、毎年、恒例の清水先生による～「内視鏡技師資格試験対策講座」でした。

24施設、51名で、新人の方、資格試験挑戦中又は資格試験に挑戦しようか～と悩んでいる方、

毎日のルーチン業務の中でも、知識を深めたいと思っておられる方々の参加がありました。前回

の皆様からのご意見を参考に、情報の詰まった見やすい資料を準備いただき、清水先生の丁寧な

楽しい講義3時間となりました。いかがでしたか？さらなるステップアップに役立てていきま

しょう。参加いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。 

 また、会場を提供していただいた岡山中央病院の皆様、清水先生、本当にありがとうございま

した。 

 

           岡山県消化器内視鏡技師会会長 労災病院 梶原みゆき 

              チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 田中広子 

     

 昨年の「岡山げっつ」を見て、来年はぜひ参加 

したいと思っていたので参加できて良かったで

す。老眼の進行がすごいので、暗い中資料を見る

のが大変でした。でも資料が充実しているので、

あとで読み返したいと思います。 

ありがとうございました。 

 清水先生のファンになりました。 

 長ければ長いほど・・・やはり長くなりましたね。 

先生もお疲れでしたね、本当にありがとうございました。 

TVやマンガのコーナーは、トイレ休憩に使え、ある意味 

良かったです。ちょっとマニアックで楽しいし・・・。 

 先生の独り言のようにボソボソと言われている解説内容

に、ポイントが けっこうあったりして、必死でメモしてい

ます。基礎的な内容が加味されているのでありがたーい！ 

先生のお話しをお聞きしていると、外科との連携や患者さん

へのやさしさを感じられてすばらしいと思います。 

＊アンケートより 

      抜粋＊ 
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◆◆１２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  51名 
参加施設  24施設 
回収率   82％ 

テーマ   内視鏡基礎講座 
開催日時  平成２8年１２月１８日（日） 
会 場   岡山中央病院 
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勉強会の内容 

【勉強会に関して】 
＊静脈瘤の項は難しかった。（今後に生かせる）分かってするのと分からずにルーチンでするのとでは 
 違うと思う。 
＊（今後に生かせる）画面の見るポイント、処置での注意点が理解できた。 
＊（理解できた）経験年数が少ないので、働いている病院で行なってない事については難しかった。 
＊（勉強会の時間）長くても3時間でお願いします。 
＊（今後に生かせる）肝胆膵勉強中なので・・・。 
 
【勉強会に今後望む事】 
＊経鼻内視鏡の前処置について。 
＊今後も勉強会の継続をお願いします。応急処置や機材の取扱い方etc.くわしく知りたいです。 
 準備お疲れ様でした。 
＊施設間の手技などの情報交換がもっとしたいです。 
＊処置具などの物品管理の方法について。 
＊基礎を今後もしてもらいたいです。 
＊経鼻内視鏡の前処置について。 
 

皆さまたくさんご意見ありがとうございました。 

また勉強会の内容を検討させて頂きます。 

今年も何卒よろしくお願いいたします。 
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◆◆１２月の勉強会アンケート続き◆
【勉強会に対する意見・感想】 
＊清水先生の講義は非常に分かりやすく、とても勉強になりました。 
 また参加させていただきたいと思います。 ありがとうございました。 
＊清水先生の講義が一番分かりやすくておもしろいです。 
 たくさんの資料作りが大変だと思いますが、ぜひ続けてほしいです。 
＊今自分が関わっている仕事のど真ん中で非常に勉強になりました。 
 普段勉強できない臨床の部分が特に為になりました。 
＊今日は分かりやすい講義をして頂きありがとうございました。 
＊スライドがきれいで見ていて分かりやすかったです。 
 2回位に分けてシリーズでゆっくりとお話ししてほしいなと思いました。 
 あまりにも寒くてつらかったです。どうして暖房が・・・。 
＊今回は資料が大きくてよかったです。資料作成は大変だと思います。 
＊資料がカラーだと画像が分かりやすかったと思います。 
＊前回も参加させていただきました。毎回、勉強になったと満足して帰っています。 
 先生のマニアックな話も個人的に好きです。技師試験を受験しようか悩んでいるところです。 
 
＊たくさんの資料をもってありがとうございました。 
＊重要なポイントがわかり、3月の試験に向けて引き続き勉強を頑張ろうと思った。 
＊多量の資料をムダにしないように努めたい。 
＊今回も大変勉強になりました。ありがとうございました。 
 できれば、試験の問題を解き、解説するような内容がもっとほしかったです。 
＊前回より、資料が見やすくなって良かったです。 
 内容から、この程度の時間は必要だと思うが、自分の集中力が最後の方はなくなりそうだった・・・。 
 
＊技師は2年前にとりましたが、自施設では 治療は行なっておらず 勉強になりました。 
＊当院では検査のみしか行なっていないので、知らない事がたくさんで勉強になりました。 
 長い時間で、もりだくさんの内容なのに、楽しくてあっという間に終わってしまいました。 
 ありがとうございました。 
＊勉強会初めてで すごく勉強になりました。 
＊とてもわかりやすかった。 
＊私にとっては、難しい部分も多かったですが、知っておくべきことを たくさん教えていただけたので 
 勉強になりました。 
 
＊もう少し技師試験に向けての対策講座だと思いました。 
＊たくさんの資料提供 講義ありがとうございました。いつもありがとうございます。 
＊内容が盛り沢山でありがたかったです。ありがとうございました。 
 先生の本の紹介や0655の話楽しかったです。 
＊今回もとても満足できる内容が盛りだくさんでした。明日からの仕事に生かしていきたいと思います。 
 ありがとうございました。 
＊大変勉強になりました。いつもお世話になりありがとうございます。 
 
＊盛り沢山の内容で 十分な理解はできませんが とても勉強になりました。 
＊長時間ありがとうございました。 
＊実際にやったことのない手技の内容など丁寧に説明して頂いて大変勉強になりました。 
＊日常勉強していて理解できなかった事（EVL,EIS,ERCP etc.）を勉強できたので助かりました。 
 今回も画像を交えた説明で分かりやすかったです。 
＊大変分かり易い内容で勉強になりました。 
＊先生の勉強会わかりやすかったです。ありがとうございました。 

今年もしっかり栄養摂って頑張りましょうね～(*^_^*) 

何をするにも身体が資本ですよ！ 
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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)    

           9:30～開始(8:30～受付）  

   開催場所：川崎医大附属病院 8階大講堂  

 ＊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。   

◆◆技師会からの情報①◆◆ 

＊いよいよ2月に研究会開催＊ 

まだ申込みされてない方はお早めに。 

まだまだ募集中！ 
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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②◆◆ 

＊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。）  

①２０１６年度 感染対策セミナー 

  日時：平成２９年１月３１日(火)10:００～16:00 

  場所：大阪ＹＭＣＡ国際文化センター 2階ホール 
 日本の感染対策は、ネットワークや地域連携などにより、良質の情報提供がなされ、ここ十数年それぞれの医療機関で与えられた環境で地道にコ

ツコツと実践してきたと思われます。しかしながら、いくら良質な情報提供がされても、結局のところ実践するのは現場の“人”である以上、その人々

が実施してくれなければ何の意味も成しません。 

 そこで今回は、このような背景を受けて実践現場の皆さんが“ これからやるべきこと”は何なのかを一緒に考え、それを導いてくれるかもしれない

欧米の“アイディアと最新情報”を織り交ぜながらお話しさせていただきます。参加された方々が、何か得るものがあるセミナーを目指したいと思い

ますので、感染対策の初心者の方から経験のある方まで、また、職種を問わず広い領域からの参加をお待ちしております。 

尚、セミナー当日は多くの企業展示も行っておりますので、展示会場でも是非情報をお持ち帰りください。 

                                             

②２０１６年度 感染対策セミナー(手術室・中材） 

  日時：平成２９年3月5日(火)10:００～16:00 

  場所：岡山商工会議所 4階 
 日本でも手術部位感染サーベイランスの普及により、様々な感染対策が従来にもまして実践されるようになってきました。しかしながら、手術部位

感染は複合要因である為、予防的抗菌薬投与だけが適正であっても、その周辺のEvidence がないがしろにされていては、予防可能な感染を防止す

ることができません。 

 そこで今回は、日常業務の基本的な感染予防策はもちろんのこと、日頃あまり語られない実践者が知っておきたい感染予防策を、欧米の最新情

報（全米手術室看護学会（AORN）『周術期プラクティスのためのガイドライン2015 年版』、2014 年1月に公表したCDC の手術部位感染予防ガイド

ライン草案など）を織り交ぜながらお話させていただきたいと考えております。 手術室、中材の経験年数に関わりなく、明日の業務から実践できる

内容を心がけてお話したいと思いますので是非ご参加ください。 

                                            特定非営利活動法人日本感染管理支援協会 理事長 土井英史 

（株）カワニシ様より 

   情報提供頂きました 

＊このセミナーに関しての申込み・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。＊ 

・・詳しくは、日本感染管理支援協会のホームページをご覧ください。 

③第15回日本消化器内視鏡技師看護セミナー 

 日時：平成29年6月25日(日) 

 場所：静岡県浜松市 
 プログラム(予定)  Ⅰ.講義「内視鏡看護・・・・・」 

           Ⅱ.緊急内視鏡治療  浜松医科大学医学部附属病院光学医療診療部  大澤 恵先生 

           Ⅲ.「緊急内視鏡時の看護師の役割」(仮題) 

                        浜松医療センター救命センター看護長 

                        日本救急看護認定看護師会副会長(広報担当) 

 

                                     日本消化器内視鏡技師会 看護委員会委員 

                                             岡山ろうさい病院 遠部 絹子 
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◆◆オリンパスメディカル(株）からのご案内◆◆ 
        ＊書類のスキャンの状態が悪く線がゆがんでいます。申し訳ありません！＊ 
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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 
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