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 作成 2018.11.27 

 

 勉強会  

 ▼日時：平成30年12月16日(日)10:00～13:00 

 ▼会場：岡山市民病院 多目的ホール  

      岡山市北区北長瀬表町3丁目20－1 

 ▼参加費：1000円(軽食付き）▼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⇒ okayamascope@hi3.enjoy.ne.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 

12/9 

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 
12月 

＊駐車券は必ず会場までお持ちくださいね＊  
軽食の準備の都合上従来より 

締め切りが早いです ご注意を！  

３時間 

■担当者から皆さまへ 

 おまたせしました。毎年、好評の清水先生による医学講習会「消化器内視鏡技師認定試験対策講座」

を開催します。これから、技師試験を受けられる方々は、もちろん、日々の忙しい仕事の中で「あっそう

だった。」とか「これってどうだったかな？」とか見直したり、再確認出来たりと、ベテランの皆さまも得る

ものが、たくさんあると思います。 

 講座の合間に、いつもの清水先生のおすすめも聞けるのでは？と、楽しみにしています。 

（私は、前に清水先生のおすすめの漫画を読みました（笑）） 

たくさんのご参加お待ちしてます。 

 

                    岡山ろうさい病院  

                          梶原 みゆき 

                          三好 朱紀 
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◆◆11月の勉強会報告①◆◆ 

 

    

 

吉田 浩司先生 

 内視鏡経験は少なく、最近、胆膵治療に入り始めたばかりのため、解剖生理を含めて説明して 

下さり理解しやすかったです。短時間に多くの内容であったので、各分野をそれぞれ更に詳しく介助 

方法や看護のポイントも含めて知りたいと思いました。 

                            岡山大学病院 看護師 宮本渚 

 先日は内視鏡勉強会の開催ありがとうございました。 

今回の勉強会は基礎から応用まで幅広く講義してくださり非常に勉強になりました。 

特に膵臓・肝臓の解剖学や病理学について知識が不十分だと感じていたので、参加して大変 

良かったと思います。最後にはERCPで使用するデバイスを実際に操作することができ、デバイスの

特徴や操作のコツ、注意点などが理解できました。 

 次回このような勉強会があれば参加したいと思います。 

 

                      倉敷中央病院 医療機器管理室   嘉山 裕介                                                

 胆膵内視鏡治療、介助に必要な解剖、生理の基礎知識をとてもわかりやすく講義してください 

ました。ERCPについてはERCP後膵炎などの合併症を予防するために、介助者としてできることを

たくさん示してくださいました。検査の進行の二手先まで読むは心がけて行きたいと思います。 

いい介助が患者さんの予後を良好なものにできるなら、これからもがんばろうと思いました。EUSが

膵癌のスクリーニングに必要な検査であると言うことが分かり、EUSを使用した治療について貴重

なお話を聴けました。基礎的な事から最新の内容まで盛りだくさんの講義でした。 

 

                        岡山市民病院 金島 愛子 
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◆◆11月の勉強会報告②◆◆ 

 7月の台風による豪雨のため、変更になっていた胆膵領域の勉強会に参加してくださって 

ありがとうございました。 

 学会の翌日でしたが、はしごしてくださった方もいらっしゃいました。 

勉強会では、細かい解剖生理から処置について、また処置介助のポイントなどもりだくさん

で、もっとたくさんの方に聞いていただきたいような内容でした。 

 不作の資料や、肉声での講演とご不便をおかけしまして、申し訳ありませんでした。 

  吉田先生の講義は、何度聞いても、うなずける内容で、皆さん胆膵大好きだけど、難しい

分野で…また、リクエストがあれば、2年後にお願いしようと思っています。 

  今回は、先生の都合で更なる日にちの変更もありましたが、またの参加をお待ちしており

ます。 

                  川崎医科大学附属病院  河上  真紀子 

 吉田先生の講義は胆膵基礎知識から始まり、ERCP.EUS.EUS-FNA.等、日々の業務 と、関連

づけながら受講する事が出来、大変有意義な講義でした。中でも、★患者様に安全で、安楽な検査

や治療を受けていただく為には、私達が十分な情報収集を行い、状態や目的を把握する事。 ★チー

ムで良いリズムを作る為には、事前の準備と、2件先を読み次の患者様を呼ぶタイミングを知る事の 

大切さ。を強く学びました。   処置具の取り扱い方のセミナーでは、メタリックステントのリリース等の

貴重な体験をさせて頂きました。 

 今回の学びを、今後の内視鏡業務に活かしていきたいと思います。次回の研修も楽しみにしており

ます。 

        ＊役員からのひとりごと＊ 

  さて今回も、吉田先生と河上さんは学会帰りで勉強会の  

  準備してくださり・・・また徹夜でした(>_<)  

  お忙しいスケジュールの合間を縫っての資料作りだった 

           そうです。   本当に感謝です。 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
＊土曜日の研修があると助かります。よろしくお願いいたします。 
＊日頃見ている画像と比較して学習したいため可能なら資料がカラーだとありがたい。 
＊CO2使用下でのモニタリング方法を教えていただきたい。 
＊吉田先生のこの講義は研究会の時の教育講演でも良いのではと思った。ほかの方にも是非聞かせてあげ 
 たいくらい。とても分かりやすいし、胆膵を網羅している、検討してほしい。 

アンケートより 

＊ハンズオンセミナーの様子です＊ 
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「ERCP胆膵内視鏡の基礎」 平成30年11月4日(日) 
                    川崎医大附属病院 別館６F 大会議室    

                      
参加人数 ４１名 
参加施設 ２１施設  回収率 87％ 

◆◆1１月の勉強会アンケート結果①◆

 
＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 
 
＊ERCPも含め治療内視鏡は外部の医師を招いてしか行われず、年に数件あるかないかですが、解剖生理を 
 含めとても分かりやすかったと思います。 
＊とても参考になりました。もしお願いできるならカラーコピーの資料で頂けたら助かります。 
＊胆膵に関しての様々な内容の講義をしていただき大変勉強になりました。 
＊肝臓、膵臓について解剖学・病理学的な内容を講義してもらい大変勉強になりました。今まで不明に感じ 
 ていたこと(特にERCP)について詳しく説明していただき非常に良かったです。 
＊病態生理だけでなく、内視鏡技師試験問題や検査、採血データ、画像も交えながらの説明はとても分かり 
 やすく勉強になった。    
＊１日でもよいくらいです。長くても良い。 
＊すごくよく分かり、先生がどう考えて治療されてるのかなども参考になりました。 
＊ERCPは得意分野のつもりでしたが、解剖や疾患の機序を学ぶとまだまだ知っておかないといけないことが 
 多いなと実感しました。大変勉強になりました。 
＊解剖から講義していただいたのですごく良く分かりやすかったです。まだ内視鏡経験が浅いのでとても 
 興味深く講義を受けることができました。 
＊前回よりも基礎から最新の情報まで細かくわかりやすく教えていただき本当に良かったです。  
 こんなに濃い内容を勉強できる機会はなかなかないので、もっともっと当院スタッフにも参加してもらえ 
 ばよかったと思いました。 
＊詳しく教えくださったので勉強になりました。この内容であれば、できれば２～３回（ハンズオンも含め 
 て）に分けて講義していただけるとありがたいです。 
＊胆膵の基本をおさらいしてくれて良かった。画像がたくさんあったので参考になった。開始時間はもっと 
 早い時間がありがたい。 
＊とても詳しく病態の説明をしていただきよく分かりました。（すべて医師の指示だったので）今まで出来て 
 いなかった検査データや画像を見たりして予測される処置について自分でも考えて行動しようと思います。 
 そして振り返りをしたいです。勉強会の時間は、興味深い資料が多くもっと時間が長くてもよかった。 
＊病態生理から治療について詳しく学ぶことができました。 
＊難しい分野であるため２時間では理解しづらかったが、解剖生理学などの基礎から説明があったため 
 日頃の業務と結びつけながら学習することができました。普段不明確だった点が少し明確になりました。 
 また胆膵内視鏡の介助面、看護面のポイント等もあれば（私がまだ半年の経験しかないもので・・） 
 経験が未熟な内視鏡看護師には分かりやすいなと思いました。 
＊とても分かりやすくて時間があっという間に過ぎてしまいました。半日でも一日でも良いのでもっと教えて 
 いただきたいと思いました。実際ERCP中は看護師一人で余裕なく患者さんを見ていて医師に聞きたいこと 
 も聞けない状況なので今日様々なことが聞けてとても勉強になりました。 
＊資料はカラーだとより分かりやすいと思います。先生のお話はわかりやすく勉強になりました。 
＊膵胆道系の疾患の勉強になりました。 
＊内視鏡室が物品も人員も充実していないので、講義や物品の取り扱いなど医師と話をしたりする時間が 
 ほとんどないためとても勉強になった。医師がなぜ急いでいるのかわかったように思う。 
＊自分の施設では胆膵内視鏡をすることがなく今回は参加でき知識を広げることができました。 
 カテーテル類も触れてよかったです。 
＊日々記録員になりがちであったように思う。反省しています。 
＊先生の説明はとても分かりやすい！解剖生理って、学生時代から離れてしまい分かっているようで作用機序 
 のようなものはなかなか細かく理解できていないなと実感しました。疾患、検査、データの見方など、 
 ERCP検査までの準備内容まで充実した内容でした。大満足！周りの方々もこんな良い内容なら時間延長で 
 も良いくらいという声を聞きました。 
＊業者の方々にも来ていただいて、ハンズオンをしていただいて良かったです。細かい使用方法や、医師の 
 要望に従ってどう工夫していけばよいのかなど中々普段お聞きできないが、こういう場面で業者の方に使用 
 方法をお聞きできるのは本当にありがたい。 
＊先生はさらっと流されていましたが、時々面白いスライドが入っていましたよね？ 
 コメントもなかったですが・・・残念。 
＊ERCPって緊急でも予定検査でも医師の技術は重要です。とても時間との戦いでもある、でも慎重にしない 
 と術後のリスクがとても高いし、ましてや外科に渡すときに膵管を傷つけると手術できないこともあると 
 初めて知ったかも？イライラして検査してもらってはいけないんだと実感しました。 
＊ERCP検査の準備ってとても大事だとわかりました。物品機材の準備だけでなく、患者の把握、シュミレー 
 ション…終わったら振り返りも必要。 
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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・・・。  

            Okayamascope@hi3.enjoy.ne.jp  

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

◆◆技師会よりお知らせ◆◆ 

  第20回 岡山県消化器内視鏡技師研究会・ 

            機器取り扱い講習会(基礎編）：オリンパス編 
     開催日時：2019年2月17日(日) 9時半～16時15分  

     開催場所：川崎医大付属病院 8階大講堂  

→詳細は最終ページへ 

 パワーポイントを活用した勉強会は非常に分かりやすく大変勉強になりました。 

消化管、胆膵治療に関わるデバイスにおいてまたお手伝いできることがございましたら

お声かけて頂けますと幸いです。本日は本当にありがとうございました。  

                         オリンパス株式会社 

◆◆業者の皆さまありがとうございました◆◆ 

     オリンパス株式会社 

   ボストンサイエンティフィックジャパン 
の方々に講義終了後にハンズオンセミナーを 

していただきました。 

遅くまでご協力ありがとうございました(*^_^*) 



 6 

第20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）のご案内     
                                     

                                     

                                  岡山県消化器内視鏡技師会 
    

    表記研究会を下記の通り開催いたします。ご多忙とは存じますが、ご出席下さいますよう 

  ご案内いたします。 

   また、研究会で発表していただく一般演題を募集いたします。多数ご応募下さい。 
 

                    記 

 

  １、開 催 日    平成31年2月17日（日） 9時30分〜16時15分（受付開始8時30分〜） 

                  9時30分～研究会   13時30分～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 

            岡山県倉敷市松島577   

  ３、日  程  

    １）一般演題 

    ２）教育講演      岡山県内視鏡技師会顧問 岡山ろうさい病院   清水 慎一先生      

    ３）シンポジウム 「臨床工学技士による内視鏡業務への参入」 

                     ～業務の実際から今後の展望まで～ 

    ４）機器取り扱い講習会（基礎編） オリンパス編 

 

  ４、参 加 費  4、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 

往復ハガキに必要事項を記入のうえ下記まで郵送下さい。受付票を返送致します。 

【お願い】 申し込みは平成31年1月20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人１通でお願い 

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。 

事前申し込みをされた方には、昼食を準備致します。 

 

      （参加申し込みの送付先） 

〒701-0192 岡山県倉敷市松島577 

川崎医科大学附属病院  内視鏡・超音波センター   河上真紀子 宛 

         記入方法は裏を参考に間違えないように記入をお願いします。 

６、演題募集について 

    消化器内視鏡に関することなら、どんなことでも構いません。前処置、検査・治療介助、    

    感染対策、業務改善など日常業務の中で考案、工夫されていることなどをご発表ください。 

発表時間は6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。 

 

演題締切  平成30年12月28日（金）までに申し込み下さい。 
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（演題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」 

      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。 

      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。 

      すべて受講していただいた場合のみ、「出席証明証」を発送します。  

      （参加のみは可能です） 

（記入方法） 
往信（表）          返信（裏）          返信（表）         往信（裏） 

〒701-0192 

  岡山県倉敷市松島 577                                  参加申込書 

                      何も記入しないで      参加者の住所 

   川崎医科大学附属病院       ください           及び         下記を参考に記入もれが 

    内視鏡・超音波センター                   名前を記入       ないように全ての記入 

                                                 をお願いします。 

       河上 真紀子 

 

〒701-0192                   第20回岡山県消化器内視鏡技師研究会および 

    岡山県倉敷市松島 577             機器取り扱い講習会 参加申込書 

     川崎医科大学附属病院           フリガナも記入してください 

     内視鏡・超音波センター         ①参加者氏名 

      

        河上 真紀子           ②勤務先および所属（部署） 

 

 

 切り取って宛名ラベルとして        ③勤務先住所・勤務先TEL         

お使いください                〒 

                          

                               

 

TEL 
                           

                ④参加希望にレ印をして下さい 
                       □技師研究会 

                       □機器取り扱い講習会                        

                                   

mailto:miyuki_0420jp@yahoo.co.jp

