
 1 

 作成 2018.02.28 

 

  

        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 

  

研究会報告(特集号）  

第1９回岡山県消化器内視鏡技師研究会報告  

      岡山県消化器内視鏡技師会会長    梶原 みゆき 

落合病院 看護師 

  大原小百合さま 

倉敷中央病院 臨床工学技士 

          吉竹 浩太郎さま 

松田病院 看護師 

   錦織恵美子さま 

コメンテーター：岡山赤十字病院 

        井上 雅文先生 

座長：水島中央病院 

        野尻 夕香さま 

  一般演題 

第19回岡山県消化器内視競技師研究会を終えて 

 今回の研究会では、県内外から330人の方の参加をいただきました。 

寒い中、研究会にお越しいただいた皆様に感謝致します。 

 また、今年度より、一般演題の座長を役員以外で行うことになり、座長をしていただ 

いた水島中央病院の野尻さんと、コメンテーターの井上先生には、活発な発表の場を 

作っていただき感謝致します。教育講演の淡路さんのお話は、貴重な体験から教えて 

いただくことが多くあり、災害に対して危機管理の大切さを改めて知らされました。 

本当にありがとうございました。 

さて、来年度は20周年と記念の年となります。特別な会となるように、今から構想を練り進めています。そこで、

皆様にお願いです。まずは演題のご協力をお願いします。演題が集まってこその研究会です。多くの施設からの演

題発表をお待ち致しております。また、アンケートでいただいた意見をもとに、今年度の勉強会も興味のある内容を

組み込んで行きたいと思います。多くの方に参加していただけるように、役員一同頑張ってまいります。 

最後に、ご協力いただいた全ての皆様、企業の方々に感謝致します。ありがとうございました。 
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 教育講演 

｢熊本からの警告」 

 ～直下型地震における病院機能と 

             家庭生活の現実～ 

             熊本地域医療センター 

                 淡路 誠一先生 

 司会：岡山市民病院 

        小林 博子   

       湯原温泉病院  

        村山 綾子さま 

 川口メディカルクリニック 

           桑田 洋子 

当院の内視鏡室紹介 

岡山県消化器内視鏡技師会 勉強会報告 

消化器内視鏡機器取扱い講習会 

富士フィルムメディカル株式会社 

       講師： 関 正広さま 
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◆◆研究会アンケート結果①◆◆ 

医師

看護師

准看護師

臨床検査技師

放射線技師

臨床工学技士

無回答

①参加者：職種 

持っている

持っていない

②内視鏡技師の有無  
 

④技師のある方に：職場での優遇はあるか？ 

はい

いいえ

無回答

③資格を活かせる部署に居ますか？ 

はい

いいえ

無回答

＊はいの方：資格手当 

         給与 

         待機料がでるようになった 

⑤一般演題について 

大変満足

満足

普通

やや不満

不満

無回答

・勉強になったが、自分が小さい病院務めなので細々と内視鏡をしている所の演題も聞きたい 

・内視鏡を離れて１年たった。勉強になった。 

・「当院の内視鏡紹介」ではこえが小さすぎてわからなかった。本人に伝えるか、音を大きくしてほしかった（3） 

・モニターが見えにくい回（ブルーに白文字）があった。（2） 

・当院で施行する事のない症例に触れることが出来た。また、起こり得る症例の検討が出来た。 

・各施設の工夫、考え方がわかり参考になった。（2）   ・当院ではない手技や症例の発表が興味深かった。（2） 

・安全安楽に検査する意味で、考えやすい内容で関心がもてた。 

・食道のＥＳＤや小児の内視鏡は勉強になった。   ・当院だけでは経験できない演題や参考になる演題もありよかった。 

・チーム医療の大切さがわかった。（5） ・臨床につなげられる内容ばかりではなかった。 

・身近に感じていたこと、思ってもいない事が演題になっていて、勉強になった。（3） 

・他院の取り組みについて知ることができた。   ・今一度、気付かせてくれる。 

・普段のケアレベルのものから、特殊な手技のものまで発表があり勉強になった。 

・生検後の患者へは口頭のみでしか説明してないので、紙での説明も検討していきたい。 

・内視鏡に関わる色々な問題点と対策について、知ることができた。 

・コメディカルにも協力してもらう必要性をかんじた。   ・小児の前処置がどういうものか見落として残念 

・小児から高齢者に関して治療や看護に対しての演題でとてもよかった。 ・他院の苦労や改善点が分かりよかった 

・発表内容やパワポに物足りない   ・検査後の説明を改めて考え直さないといけない 

・万人に理解できる説明用紙   ・小さい病院でも学んだチーム医療の大切さを生かしていきたい 

・松田病院の発表もっと詳しく聞きたかった   ・当院では見たりできないことが聞けてよかった 

・他施設の現状が知ることができた   ・特殊な検査を知ることができた。 

・他部署の連携が必要 

・いろいろな演題で参考になりました 

・貴重な症例の発表で内視鏡検査 治療の幅広さと可能性を感じた 

・小児の研究は参考になった 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1519653241/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdGsuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvaW1nL2lsbHVzdC9zaW1wbGVfcGVhY2hfYnJhbmNoLnBuZw--/RS=%5EADB5ckpZKTzSo1fwQEAlpK2XFAGslA-;_ylt=A2RivQD4v5JaeywA7CaU3uV7
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◆◆研究会アンケート②◆◆ 

大変満足

満足

普通

やや不満

不満

無回答

⑥教育講演について 

・危機管理が大切と思った。（2）・即活用できる資料と内容だった。 ・写真が多すぎた。 

・内視鏡についての演題を希望 ・生の声がありがたかった。 ・報道では知りえない現場の様子がわかった。 

・南海トラフ対策として非常に参考になった。・大変さが伝わった。・時間が短かった。言い内容を聞きたかった。 

・他職種との連携の大切さや具体的な事例をもとに考えさせられた。 ・今後震災での対応が参考になった 

・経験者のマスコミに出ないリアルな映像、写真は大変重く身につまされた 

・大震災のすごさを知った。現在も復興を頑張られている様子が伝わった 

・いつ起こるかわからない災害は予測できない。だからこそ日々の準備と自分が何ができるのか考えたいと思いました 

・もっと危機感を持たないといけないと思いました  ・個人でもできること、準備がよくわかった 

・リアルでした  ・もっと時間を使って受けたかった。 

・現実を見せていただき心身共に苦労されたことや教訓がよく伝わりました。以前に作った防災バックを見直そうと思 

  いました。   ・岡山県は改めて良いところと感じた。 

・防災対策の見直しをしようと思う。今後に活用したい   ・対策不足を感じた。 

・地震体験から具体的な対策や現状を教えて頂いた  ・淡路先生のファンです 

・家族か仕事かずっと悩んでいます。 ・地震対策の話をきくことはあまりないので参考になりました 

・沢山の資料を準備していただいて貴重な講演でした ・防災訓練を見直したい 

・ブルーシートの大切さを知りましたマジックも   ・当院でも講演をお願いしたいほどです 

・知らないこと、目を背けていたことを教えていただく良い機会になりました 

・災害は経験した人に対する意識を今までより持たないといけないと 

 実感できた。 

・貴重な体験を細かく伝えてくれたり今後の改善に役立てる（２） 

・災害に対して心構えが必要だと思った。（9）・災害についてもう一度見直す。 

・天才の予備・準備などの意識づけを身につけたい（2） 

・防災訓練は年間計画にありますが安全管理上、地震対策も必要と感じた。 

・災害の少ない岡山だがいつ被災するカわからない怖さを感じた。 

・ブルーシートの準備～していきたい。・危機管理が大切と思った。（２） 

・地震による被害について眼が得ることが出来た。 

⑦機器取扱い講習会について 

大変満足

満足

普通

やや不満

不満

無回答

⑧機器講習会開催時期について 

毎年開催

隔年開催

その他

無回答

・カラーが分かりやすかった  ・資料・説明を上手でした  ・基礎について学べた（３） 

・丁寧でわかりやすかったが、前半は毎回同じなので隔年はどうか、前半がもったいないので違う内容から毎年開催はどうか 

・再認識できた（8）  ・聞き取りやすかった（2）  ・詳しく理解せずに介助についていたので、よかった 

・普段、フジを使用しているので勉強になった。（4）  ・超音波のことは未経験で分からなかった ・役立てられる 

・手に触れたり、器械器具に消毒・洗浄 基礎なのでパンフや参考資料も配布があればいい 

・使用しているのがフジなので満足です  ・わかりやすかった ・忘れていることも思い出すことができた 再確認できた 

・大変勉強になりました オリンパスも聞いてみたい  ・機器の洗浄がわかりやすかった 

・勉強になるが時間が長い  ・フジとオリンパスの違いを教えてほしい  ・映像処理 原理 ファイスなど 

・毎回同じ  ・業務に生かせる内容 
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⑨研究会全般について 
・事前申し込みでお弁当が出たから   

・建物の外にも案内があり、ありがたかった。（2） 

・症例発表が現場に活かせる。   

・勉強会報告があり、興味がわく内容etcは来年度、受講のきっかけになると思う。 

・他施設の紹介は参考になる。  ・岡山県技師会の勉強会へどんどん参加したい。  

・講堂が寒かった。 

・昼食時、勉強会の案内がアナウンスされてよかった。 

⑩岡山県消化器内視鏡技師会に対する要望： 
   頂いた貴重なご意見は、今後の活動に活かしていきたいと考えています。ありがとうございました。 

大変満足

満足

普通

やや不満

不満

・時々の参加だが新しい事を知ったり、復習になりずっと参加していきたい。 

・研究会で技師資格を今後取得したい人向けの講習をしてほしい。  ・毎回近医でお願いします。 

・医学講習会をお願いします。  ・往復はがきをやめませんか？（2） 

・児童の参加は控えてほしい。受付で断ってほしい。足音・出入りなどうるさかった。許しているとこれからも増えると思う。 

・ホームページの定期的な更新・おかやまげっつも最新版を載せてほしい 

・年間の勉強会・研究会の日程を見やすくしてほしい  ・岡山県臨床工学技士会とのコラボはどうでしょうか？ 

・ＥＲＣＰに関しての発表が聞きたい（２） ・大変勉強になった。 ・岡山県民として自慢です。 

・平日の勉強会を検討して欲しい。⇒申し訳ありません。要望は良くあるのですが、現在役員が何月か分けて担当し、ボラン  

 ティアで計画しお世話させて頂いています。皆仕事もありますので、平日は現実的には今のところ不可能です。 

・福岡からの参加！勉強会などＤｒを巻き込み積極的に行われていてびっくりした。福岡にもぜひ！ 

・個人のモラルでしょうが、風邪ひきの方へのマスク着用を呼び掛けてほしい。 

 （マスクもせず手で押さえる事もなく隣で咳をされていた。） 

・今後とも色々企画参加させて頂きたいと思います。   ・県北開催増やして欲しい。 

・法律に関する事：内視鏡技師であれば検査技師も、工学技士も、看護師も誰でもが組織への薬剤注入、切除などの行為が 

  できる。検査技師や工学技士の役割 

・勉強会の参加は他県からでも可能か？⇒もちろん！是非いらしてくださいね。事務局にメールで事前申込みしてください。 

・会場が暗くスライドもどちらも見えにくかった。  ・他施設の情報、新しい情報提供してもらってありがたい 

・げっぷの抑え方が聞きたかった。⇒また来ていただきましょうね。 

・お弁当美味しかった。 弁当があって良かった。⇒事前申込みのメリットにしてみました。 

・各施設での洗浄マニュアルがあるが、最新のマニュアル改訂をしているところが見たい。 

・弁当なくてもよい （各自） ・休憩時間（トイレ）とってほしかった ・トイレもう少しあるとありがたい 

・時間内に終わらせてほしい  ・もう少し 早く情報が欲しい HP ホテル 勤務希望のこと 

・メーカー前面に出してよいのか？ ・土曜日に開催希望 ・研究会の雰囲気が良い(広島？数件） 

・スムーズな進行役員の方 準備ありがとうございます。 ・さまざまな企画考えていた

だき感謝 

・毎回 準備ありがとうございます ・他よりいつも熱心でイベントも多く助かっている  

・寒い中ありがとうございます。 ・いつも、活発かつ熱心に活動していただき感謝     

・異動で内視鏡離れる人へのケアしてほしい。⇒具体的にどんな内容でしょうか？ 

 

 

＊受付風景＊ 
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＊機器展示＊ 

オリンパス（株） 

カイゲンファーマ（株） 

新鋭工業（株）   興研(株) 

富士フィルムメディカル（株） 

堀井薬品工業（株）   (株)トップ 

キューピー(株)  ゼオンメディカル(株) 

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株） 

ボストンサイエンティフィックジャパン  

総合司会： 

  チクバ外科胃腸科肛門科病院 田中 広子 

機器展示業者 
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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 

＊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。）  

平成29年度内視鏡勉強会参加者数

0
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94

105

28

69

94

55

14

看護師

看護師

人数 医学講習会

機器講習会

情報交換会

94

県北
開催

業者

感染管理

救急認定

上部・経鼻

下部

内視鏡画像

内視鏡基礎

記録

講義と実施

今年の研究会も無事終えることが 

できました。このメンバーでお世話 

させていただきました。 

皆さまご協力ありがとうございました。 


