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作成 2017.06.24 

 

 勉強会   

  ▼日時：平成29年7月2日(日)10:00～12:00 

 ▼会場： チクバ外科・胃腸科・肛門科病院  ２F研修室 

               倉敷市林２２１７                     

  ▼参加費：500円 ▼駐車場：無料 
＊駐車場のお願い＊ 

 病院前の「第1駐車場」から入っていただき、「第2駐車場」へ駐車してください。 

ご協力よろしくお願いします。（駐車料無料）  

 ■担当者から皆さまへ 
  7月は、医学講習会、第2弾は下部内視鏡検査の基礎編です。講師には、当院の瀧上隆夫院長で

す。解剖生理から用手圧迫を含めてお話し頂く予定です。 

 そして、ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱様より、EMRやESDでは病変の挙上を保ち安全に切

除できるよう粘膜下注入剤として使用している『ムコアップ』の、情報を頂く予定です。 

残りの時間は、業務のいろいろな悩みなど・・・情報交換の時間をもうけています。一緒に楽しく！学び

ませんか？皆様のご参加をお待ちしています。 

                チクバ外科・胃腸科・肛門科病院     

              田中 広子 

        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⇒ 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 

6／28

   ①医学講習会 

 「大腸内視鏡検査の基礎と実際」 

   ～約90.000例の経験から～ 

   チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 

          瀧上 隆夫先生 

  ②情報交換会（ほんのちょっとですが・・） 

7月 
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EMRやESDでは病変の挙上を保ち安全に切除できるよう粘膜下注入剤として使用している 

ムコアップの、皆さまに有用な情報を頂く予定です。 

◆製品詳細◆ 

ヒアルロン酸ナトリウム溶液が粘膜層と筋層の距離を保ち、 病変の挙上をしっかりキープします。 

＊医学講義の後、 

ボストンサイエンティフィックジャパン様よりご紹介いただきます。＊ 
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◆◆6月の勉強会報告①◆◆ 

                              
  本日、初めての勉強会に参加させていただきました。喜多先生の御講義、大変面白く実りある内容
で、勉強になりました(^^)また、情報交換会では他院の先輩方とお話させていただき、緊張しましたが 

大変楽しい時間となりました。他院での取り組みを聞かせていただき、とても興味深く、自院に帰って 

自分も注意していきたいこと、スタッフ間で広めていきたいことなど、大きな実りとなりました。 

大変素敵な機会に参加させていただき、ありがとうございました。 

                             

                                 鏡野国保病院  竹井 紗矢香 

 このたびは貴重な勉強会に参加させて頂いてありがとうございました。 

私は、４月から内視鏡室勤務になり経験も未熟なため今回の勉強会で内視鏡の基礎を教えて頂

き、今後の業務に生かしていけると感じました。 

 また、その後の情報交換会で他施設の方と話ができ日ごろの疑問に思っていることなどを教え

て頂いたりして大変有意義な時間でした。 

 岡山市民病院、技師会のスタッフのみなさんありがとうございました。また機会があれば積極的

に参加させて頂きたいと思います。 

 

                         赤磐医師会病院 臨床工学技士 松尾瞳 

 

何と講義の合間にストレッチ運動をしてくださり、 

ちょっとした気分転換になっていました(*^_^*) 

喜多先生 

ありがとうございました。 
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 内視鏡センターに配属されて１年経過し参加させていただきました。 

初めの喜多先生の講義は解剖生理から実際のカメラの画像を用いてしていただいたのでとても

分かりやすく、今まで検査介助に付いていても「今はどこの部分を観察しているのか」という

ことが曖昧であったりしましたが、講義を聞いて結びつくことがたくさんありました。 

 情報交換会でも何を話題として話をしたらよいのか分からないなーと最初は思いながら参加

しましたが、自分のところでやっているやり方しか知らなかったので、いろんな施設でやって

いるやり方を知ることができて勉強になりました。セデーション一つにしても、転倒・転落予

防のために検査後の患者の移動をなくすために検査台ではなくストレッチャーで検査を行って

いる施設、セデーション後の拮抗薬は全例使用していない施設などたくさんの事が勉強になり

ました。 

                   岡山医療センター 境 香奈子 

◆◆6月の勉強会報告②◆◆ 

 今回｢上部消化管内視鏡検査の基本について」に参加させて頂きました。私は内視

鏡業務につき初めて1年3ヶ月とまだまだ分からないことが多いです。喜多先生の講

義では実際のカメラ画像と照らし合わせて解剖学を紹介くださり、いつも業務で見

ている画像を思い出しながらとてもわかりやすく説明してくださいました。普段疑

問に思っていたNBIの見方も学ぶことが出来ました。また実際にガン予防に適したト

レーニング方法を皆さんで体を使って実践してみたりと楽しく学ばせていただきま

した。 

 後半の情報交換会では現場で良く上がる疑問点や、各施設で上がっている問題点

など参考になることばかりの意見が出てとても勉強になりました。自分の施設でし

か内視鏡に携わったことがないために、自分の中の普通のことが他の施設ではあま

りされていないことだったり、鎮静時の介助方法や、患者さまが楽に検査を受ける

ための工夫だったりと知らない事、まだ遭遇したことの無い事例等たくさん聞くこ

とができました。明日からの業務に即実践することができる内容ばかりだったので

しっかりと臨床で還元できるようにしたいと思います。 

 研修会場の岡山市民病院のみなさん、運営して頂いた技師会の皆さんありがとう

ございました。              松田病院 石川 咲穂 

さすが基礎編！ 

一年未満の方も多かっ

たです。先輩の言葉は

響いたのかしら？ 
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   今年は１月、６月と当院で病院見学会、医学講習会と多数の方にご参加いただきました。 

   色々と不慣れでご迷惑をおかけしましたが、皆様のご協力で無事に終わることができました。 

   喜多医師の講義、分かりやすく興味深く聞いていただけたのではないかと思います。 

   日々の業務に役立てて頂けたらと思います。 

 

                            岡山市民病院 小林博子 

 今回久しぶりに勉強会に参加させてもらいました。いつも勉強になることが多く 

情報交換の場では同じ悩みや疑問を共有することができ、配属されて1年のスタッ

フ、5月に配属されたばかりのスタッフも有意義に会に参加することが出来ました。 

 今回の学びを日々の業務に活かしていこうと思います。 

                   岡山医療センター 山下 知里 

 今年度の勉強会も始まったばかり・・・ 

役員も都合の付く日はなるべく参加するつもりではいますが、中々行けない日も(T_T) 

ご参加の皆さまにも勉強会の運営の面でも色々とお手伝いをお願いしたいと思っており

ます。お声かけさせてくださいね！ 

       

◆◆6月の勉強会報告③◆◆ 

初めて会って話すんですもの！ 

すぐに話が弾むわけ無いです。 

でも同じ悩みを持つ人が見つかりますよね。

一つでも得る物があれば儲けもの(^_^)v 

＊お願い＊ 
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◆◆6月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(岡山市民病院） 
参加人数  94名 
参加施設  34施設 
回収率   81％ 

テーマ   医学講習会・情報交換会 
開催日時  平成２９年6月18日（日） 
会 場   岡山市民病院 多目的ホール 

0 10 20 30

①１年未満

②１年～５年未満

③５年以上

④未記入

内視鏡経験年数

0 20 40 60

①０～５回

②６～１０回

③１１回以上

④未記入

勉強会参加回数

0 50 100

①自分の時間
②公休(出…
③休暇を…
④未記入

勉強会参加状況

0 20 40 60 80

①できる

②マアマアできる

③どちらでも

④あまり出来ない

⑤不満

今後に生かせる

0 20 40 60 80

①満足

②やや満足

③どちらでも

④やや不満

⑤不満

理解出来た

興味深かった

0 20 40 60 80

①満足

②やや満足

③どちらでも

④やや不満

⑤不満

勉強会の時間

開始時間

テーマについて

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
＊今後も初めて内視鏡に関わるかたに向けての勉強会、看護、処置、介助があるとありがたいです。 
＊治療内視鏡に対する勉強会を開催して頂きたいです。 
＊他院の内視鏡室を見学してみたいです。 
＊技術的な講義、技師免許のことが詳しく知りたい。 
＊技師免許の取得について(インターネットで調べたけど、自分の理解が合っているのか不安なので) 
＊（今回と）同じような下部バージョンも期待しています。 
＊医学講習会希望です。精神科の先生や、カウンセラーの先生などからも、スタッフのチームワークについても 
 考えていきたいです。 
＊側視鏡、ブロンコファイバーなどの洗浄方法 

＊内視鏡に携わるスタッフが向上できるよう定期的な勉強会は必要だと思います。 
＊あるあるのことを題にしてもらったり、会開催までに題を用意してもらうと話しやすいので、会の運営をお願い 
 します。 お世話になります。 
＊まだ配属になって1ヶ月なので解剖生理を含め、基本的な内容の勉強会があると嬉しいです。 
＊疾患の病態についてこれからも詳しく勉強会を開いて欲しいです。 
＊ERCPについて⇒砕石具の取扱いなど、看護師が介助をするので処置具の手元の操作が分かるものを学びたい 
 です。 
＊いつもお世話ありがとうございます。今後も末永く続くよう願っています。 
＊記録の仕方 

＊講義は発展的なこと、応用編なども是非して欲しい。 
＊内視鏡でモチベーションを保つには・・・(何があった？！大丈夫？  今度悩み語ろう会か何かしましょうか？） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1496045318/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50YWthLmpwL3RhZGEvY2F0ZWdvcnkva2lzZXR1LzdnYXR1L2xfaW1nL2tpczA3MjJsLmdpZg--/RS=%5EADBjU8_Qia.sYBd6K.R7FkF_LjQgO8-;_ylt=A2RCKwmGhSpZFDgAB0GU3uV7
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＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 

ー医学講習会・情報交換会ー 

＊ワールドカフェ初めて参加しました。EGDについての問題点は出なかったですね、座談会みたいになりました。 

＊資料のスライドがもう少し大きいと後から見直しやすいです。合間にスクワットで身体を動かすのが良かった。 

＊毎回とても勉強になります。意見交換は生かせることが多いのでとても助かります。 

＊各施設の前処置について聞くことができて良かった。昔からの方法と言うことで続けるだけではダメだなと 

 改めて気付きました。 

＊基本を勉強したかったので勉強になりました。情報交換会で色々な話を聞かせて頂き勉強になりました。×２ 

 こういう勉強会があると,初めて内視鏡に関わった方々が助かると思います。 

＊解剖の資料も分かりやすかった。今まで口腔、咽頭の解剖部位の記録が困っていたが、分かりやすかった。 

＊グループワークで、鎮静のことが深く話が聞けて良かったです。 

＊講義のEGD検査の内容がよく分かりました。情報交換会はとても内容が充実していました。 

＊他の施設の状況を知れて今後のためになった。×５ 

＊他病院の患者への説明や同意書などについて聞くこともでき、ディスカッション出来る時間は良かったです。 

 お忙しい中ありがとうございました。 

＊医師の講義は分かり易い説明で再認識することも多く、勉強になりました 

 情報交換会は他院の情報を色々聞くことができよかったです。×６ 

＊初めて参加させていただきました。他院での実施のこととかが分かったり、参考にさせて頂くことがたくさん 

 あった。 

＊他の病院の意見なども聞かせて頂いたので楽しかったです。今後に生かせていけるような気がする。 

 生かせていきたいと思います。×４ 

＊講義はとても聞きやすかったです。たくさんの勉強会に参加したのですが、一番分かり易く聞きやすかったです。 

＊喜多先生の話し方、とてもわかりやすく良かったです。×４ 

＊経鼻内視鏡のことも聞けて良かったです。 

 もっと詳しくピロリ菌の話が聞きたいです(感染経路・検査方法・除菌のこと）。 

＊ワールドカフェでは前処置の方法などについて他院のやり方を教えてもらえて大変参考になりました。 

 遠方からですが、参加した甲斐がありました。 

＊内視鏡検査に関する基礎解剖からがん予防についてもとても分かりやすく勉強になりました。 

＊写真がたくさんあったので、実際の検査を思いながらヒモづけできたので分かり易かった。 

＊初めての参加だったのですが、各病院、施設などで様々な方法や取扱いなどがあるのだなと情報交換会を通し 

 て感じました。勉強会については分かり易く内視鏡検査について概要を理解できよかったと思います。 

＊分かっていたつもりでも忘れていた基本をしっかり思い出せました。他病院との違いが色々勉強になりました。 

＊資料の字が小さくて見づらかったです。看護介助のあり方？等もっとあれば良かったです。 

＊分かり易い画像と共に講義して頂き普段分からず不安に思っていたことが理解できとても有意義でした。 

 意見交換も他院の取り組みを知ることが出来良かったです。ありがとうございました。 

＊とても分かり易く楽しく聞くことができました。やさしい胃カメラを心がけていきたいです。 

＊いつも準備ありがとうございます。いろんな施設のいろんな話が聞けて大変良かったです。×６ 

 持ち帰って生かしていきたいです。 

＊内視鏡勉強会は参加は初めてでしたが、医師の講義もわかりやすく大変勉強になりました。 

 情報交換会では他院での取り組みを聞き、とても興味深く参考になりました。 

 当院でも本日の学びを提案していきたいと考えています。大変楽しい時間をありがとうございました。 

＊内視鏡センターに配属になり一年経ち、ERCP等の治療に直接介助することが多くなり、さまざまな病院の方の 

 意見が聞けて参考になりました 

＊久しぶりに参加しましたが、基本に戻って勉強することができました。ありがとうございました。 

＊基礎をずっと勉強会でもしてもらいたいと思っていたので今回とてもよかったです。 

 内視鏡がまだ経験年数が少ないのでとても勉強になりました。×３ 

＊内視鏡検査だけでなく、その前後の流れについても勉強していかなければならないと感じた。 
＊基本を振り返ることが出来ました。画像を示して具体的に説明してくださったので分かり易かったです。 
＊各施設の現状について情報交換が出来、貴重な時間を過ごせました。 
＊内視鏡検査の基本を学べて、検査の介助の時などに役立てる事が出来そうです。がんの予防などは医療だけ 
 でなく一般の方向けでとても分かり易かったです。 
＊講義は解剖～ピロリ菌～画像と多岐にわたっていてとても分かり易く勉強になりました。 
＊喜多先生の講義は実際の胃カメラの写真と解剖学を一緒に紹介していただいたのでとてもイメージがつきやす 
 く理解しやすかったです。＊合間にスクワットで身体を動かすのが良かったです。 

◆◆アンケート続き◆◆ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1496045217/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50YWthLmpwL3RhZGEvY2F0ZWdvcnkva2lzZXR1LzdnYXR1L2xfaW1nL2tpczA3MjBsLmdpZg--/RS=%5EADB5vQovbNfrG43C69qEviDI.2vO6Y-;_ylt=A2RCK.8ghSpZYHEAggyU3uV7
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月日 テーマ 講師 会場 

8月20日（日） 

10:00～12:00 

医学講習会 

感染管理 

ジョンソン＆ジョンソン 

  神 貴子先生          

津山中央病院 

9月10日（日） 

10:00～12:00 

9/3（日） 

医学講習会  

今さら聞けないシリーズ画像編（基礎） 

第14回中国地区消化器内視鏡技師研究会 

（鳥取県） 

岡山ろうさい病院 

  白髭 明典先生 

岡山市民病院 

参加費：500円 

10月 

10/13～１0/14 

学会月にて休み 

第79回日本消化器内視鏡技師学会(福岡県)  

    

11月19日(日) 

10:00～12:00 

 

11/12(日) 

医学講習会 

内視鏡検査時の緊急対応について 

 

機器取り扱い講習会 実践編（岡山県） 

倉敷中央病院  

救急認定看護師 

  多賀 真佐美先生 

倉敷中央病院 

参加費；500円 

12月17日（日) 

10:00～12:00 

医学講習会  

消化器内視鏡技師認定試験対策講座 

岡山ろうさい病院 

  清水 慎一先生 

岡山市民病院 

参加費：500円 

1月14日(日) 

10:00～12:00 

情報交換会： 

看護記録について（ワールドカフェ） 

  

 

 

倉敷第一病院 

 

◆◆平成29年度の内視鏡勉強会計画◆◆  

＊青字は全国・中国地区の勉強会案内です＊ 

               ＊お知らせ＊ 
9月の勉強会の開催場所が変更になりました。 

            ご注意くださいませm(_ _)m 

 

                 ＊お詫び＊ 
岡山県消化器内視鏡技師会のホームページをご覧の皆さまに 

お詫びがございます。 

勉強会情報の欄の勉強会予定に去年のものを掲載していました。 

 訂正しておりますので、ご参照くださいませ。            

            大変ご迷惑おかけ致しました。 
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◆◆技師会からの情報◆◆ 
①9/3（日）第14回中国地区消化器内視鏡技師研究会 

              （鳥取県）  
  注意：今年度から中国地区は研究会のみで、機器取扱講習会は行わないことになりました。 

   機器取り扱い講習会いは各県開催に参加していただきたいとのことです。 

                 ⇒最終ページに案内掲載 
 

 

② 

    

 
          

 
      学会長：川原 政幸 

         （公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院）     

      会  期：平成２９年１０月１３日（金）・１４日（土） 

      会  場：アクロス福岡 

            福岡市中央区天神１－１－１ 

   

   ＊内視鏡学会よりお知らせ＊です。 

        １０月博多の技師学会ですが、宿泊が取れない状態だそうです。 

        参加される方は、早めに予約を取ってくださいとのことです。 

 

③11/12（日）10:00～15:00 

   中国地区消化器内視鏡機器取り扱い講習会 実践編（岡山県）  
      会場：岡山国際交流センター 

      参加申込み資格： 

   機器取扱いセミナー基礎編を５年以内に受講した内視鏡技師会員 

      参加申込み：９/１～１０/２(当日参加不可）  

                 詳細は先月のげっつで！     

④2018年2月4日（日） 

   第19回岡山県消化器内視鏡技師研究会 
      会場：川崎医科大学附属病院 8階大講堂 

ご案内 

 ◆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 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1496049988/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWcvMjAxNTA3LzAybC9nYXRhZy0wMDAwOTIyNS5qcGc-/RS=%5EADBC4pebxEiOP_Bor_K41RObz2sets-;_ylt=A2RivcTDlypZjDoAUBiU3uV7
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岡山市民病院の小林さんが発表してくださいます！ 
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