
 1 

 作成 2019.06.23 

 

 勉強会 医学講習会 

  大腸・小腸疾患について 

  ～タイトル：燃える腸～ 
      川崎医科大学大附属病院  

           半田 修先生 

 ▼日時：2019年7月7日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：倉敷市松島577  

      川崎医大附属病院 別館6階大会議室 

 ▼参加費：500円  

 ▼駐車場：自己負担になります⇒ 
    ～9時半から受け付け開始です～    

 ■担当者から皆さまへ 
 6月の上部に続き、7月は下部・小腸についての勉強会です。 

基礎知識から疾患など、盛りだくさんの内容を依頼しております。 

4月から川崎医大に赴任されてこられた先生で、私も半田先生の講義をお聴きするのは初めてで

すので、とても楽しみにしております。 

 京都から来られたので、関西弁と楽しいノリを交えたお話になると思いますので、お時間の

ある方は是非聴きに来てください。 

 

  川崎医科大学附属病院    河上 真紀子 

 

 

                                    

 
      

        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⇒ 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 

7/4
1時間100円、 

以後1時間ごとに 

100円加算となります。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560687605/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNTY4MDE2NTcxNzQ3OTAyMzQyLw--/RS=%5EADBpn6Sf8JAdqdQnLSUp2RjYmiVSvA-;_ylt=A2Rivcx04gRdnkEAuBKU3uV7
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6月の勉強会は岡山大学病院の川野誠司先生による『上部消化管の疾患』、主

に ピロリ菌、バレット食道の診断・治療についての講義でした。 

皆様からは、「明日からの検査は、画像に( ﾟДﾟ)くぎ付け！」「明日からはピロリ菌の未感染・

現感染・既感染かを考えながら画像を見ていきたい!(^^)!」「今まで知らなかったバレット食道

の見方が理解できた(^^)/」「ESDやEMR－Cの病理診断が面白かった(^^♪」などの感想があ

り、参加者全員が講義内容に満足されたと回答がありました。 

 日頃テストから遠ざかっている私も、ピロリ菌のミニテストを楽しく受けることができまし

た。残念ながら全問正解ならず( ;∀;))。あっという間に2時間が経過していました。 

 今回の勉強会で得たことを、それぞれの現場で内視鏡検査・治療を受けられる方々のため

に、活かして頂けたら幸いです。 

ご協力ありがとうございました。 

                      岡山大学病院 光学医療診療部 三宅百合江     

    ◆◆6月の勉強会報告◆◆ 

岡山大学病院 消化器内科 川野 誠司先生 

＊上部内視鏡検査について＊ 
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◆◆6月の勉強会アンケート結果①◆◆ 

勉強会アンケート結果(岡山中央病院） 

参加人数  71名 
参加施設  32施設 
回収率    91％ 

テーマ   ：医学講義 上部内視鏡検査について 
開催日時 ：2019年6月16日（日） 
会 場   ：岡山中央病院 2Fセミナー室 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
 
 

  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 9 27 25 4   

  ①０～５回 ②６～１０回 ③１１回以上 ④未記入   

勉強会参加回数 29 11 23 2   

  ①自分の時間 ②公休(出張扱い) ③休暇を取って ④未記入   

勉強会参加状況 57 1 0 3   

  ①満足 ②やや満足 ③どちらでも ④やや不満 ⑤不満 ⑥未記入 

テーマについて 61 4 0 0 0 0 

開始時間 41 9 9 6 0 0 

勉強会の時間 51 10 3 0 0 1 

  ①満足 ②やや満足 ③どちらでも ④やや不満 ⑤不満 無回答 

興味深かった 64 1 0 0 0 0 

理解出来た 51 14 0 0 0 0 

  ①できる ②まあまあできる ③どちらでも ④あまり出来ない ⑤不満 無回答 

今後に生かせる 60 5 0 0 0 0 

＊内視鏡2年目なので、基礎的な勉強会はありがたいです。今後も参加します。 

＊下部消化管疾患や小腸（DBE）の治療についても講義をしてほしい 

＊ESDについての研修をお願いしたい 

＊今日のような勉強会を部位別に分けて何度かして頂けると嬉しいです。 

＊下部（UCやクローンなど含め）や、胆膵などもお願いします。 

＊今後も現場で活かせる実話を含めた内容の勉強会を望みます。 

＊リーダー看護師育成について、内視鏡技師免許取得者との差別化は可能なのか、育成方

法について知りたい。 

＊疾患・診断について ＊病理の見方 

＊アカラシアについて  

＊開始時間の全体のアンケートでは⇒やや不満6…できれば午前中が良い。 

       満足・どちらでも…59（午後の計画を希望と記入1名）でした 

今回は先生のご都合により変更いたしました。 

多数の方に参加して頂きありがとうございました。 

＊薬についての勉強会をお願いしたい。 

＊画像診断についてもっと知りたい。 

＊いろんな講師の先生の方が楽しいかなと思いました。いつもお世話になります。 

＊役員の皆様ありがとうございました。 

 なかなか参加できず申し訳ありませんが、今後も楽しみに参加させていただきます。 
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◆◆6月の勉強会アンケート結果②◆◆ 
＜内視鏡勉強会に対する意見・感想＞ 
 

＊ピロリ菌についてあまり勉強したことがなかったのですが、とてもわかりやすく講義して頂き今後の仕事に役立 

 てていけると思います。内視鏡の介助をする時、画像の見方が変わってくると思います。ありがとうございまし 

 た。 ＊画像の見方がよく分かった。（3） ＊2時間の研修があっという間に過ぎました。 

＊分かりやすい講義で、ピロリのクイズもありとても楽しく学ぶ事ができました。（2） 

＊最近のトピックスをふまえ、もう少し講義を聞きたいと思いました。 

＊内容もとても勉強になり、明日から画像をしっかりと見て、自分なりにピロリ菌未感染かなど考えて画像をみた 

 いと思いました。 

＊病理的な画像もあり、分かりやすかった。クイズ形式があり、勉強になりました。解説があり分かりやすかった。 

＊食道ESD後の病理につても勉強していきたいと思った。（粘膜筋板・印環細胞癌・EMR-C等） 

＊ピロリの現感染・未感染・既感染について特徴を教えていただき、理解することが出来ました。 

＊ピロリ陰性・陽性、（未・現・既感染）のミニテストが面白かったです。検査中に活かせそうです。 

＊ピロリ菌の画像を用いたテストは、とても勉強になり、理由がしっかり理解できて良かった。 

＊ピロリの現感染・未感染・既感染について特徴を教えていただき、理解することが出来ました。 

＊現在は、内視鏡に携わっていませんが、久しぶりに勉強しました。 

＊要点を絞ってあり、初心者にも分かりやすく、自分で考える時間があったので頭に残りやすい内容でした。 

 明日からの検査に役立てます。ありがとうございました。 

＊日頃から川野先生のお話はとても分かりやすく、興味深いので、このような時間を作って下さったことに感謝し 

 ています。 ＊内視鏡経験が浅いので、色々知ることが出来て良かったです。 

＊今日学んだことをもとに、日々の検査や治療につくときにもっと積極的に質問をしてみたいと思いました。 

＊検診業務のため、上部消化管内視鏡のみに従事しています。バレット食道、ピロリ感染胃粘膜はいつも頭をひね 

 るところでしたので大変参考になりました。このたび、技師試験に合格することが出来たので、様々なことに興 

 味を持って学んでいきたいと思います。 

＊疾患に関する話を聞く機会が、なかなかないのでとても良かったです。とても勉強になりました。 

＊普段は何となく画像所見を見ていたのですが、再学習することで、今後の所見の見方の参考になりました。 

＊明日から画像に 『( ﾟДﾟ) くぎづけ 』です。画像がたくさん見れて分かりやすかったです。 

＊普段先生が、「ピロリ菌除菌後の胃だねえ」と言われるのが、どこを見ているのか疑問でしたが、これからは自 

 分でも予測しながら検査についていこうと思います。他にも、とても為になる話をたくさん聞かせていただき、 

 ありがとうございました。  ＊とても詳しく疾患の診断についての勉強が出来ました。 

＊ピロリ菌感染、未感染は介助に入る時に、気にして見ていましたが、「既感染」というワードは頭になかったので 

 勉強になりました。ESDの病理診断も面白かったです。 

＊昼食後で眠くなるのでは…と思っていましたが、興味深く受講出来ました。明日からの胃カメラの検査につきな 

 がら今日の講義を活かしたいと思います。ありがとうございました。 

＊川野先生に、ぜひ次回も講義をしてほしいです。第二弾を希望します。（5） 

＊分かりやすく教えていただき、大変参考になりました。川野先生、非常に勉強になるご講演ありがとうございま 

 した。教科書などで良く見る内容でしたが、先生の分かりやすい説明のお陰で、教科書よりも理解しやすく勉強 

 になりました。大きく2種類の疾患に分けての講義は、内容が濃くて、時間もありとても理解しやすかったです。 

＊実際の内視鏡画像を沢山用いて、詳しく話をして頂けて、とても分かりやすかった。（2） 

＊自分自身が、ピロリ除菌をしているので、興味のある研修内容でした。 

＊具体的な症例をたくさん取り上げて興味深いお話で良かった。（3） 

＊自分が診断することはないですが、画像の見方を知ることができて良かったです。 

＊胃炎の京都分類が良く理解出来ました。これからは、ピロリ菌に感染しているかどうかという目線で内視鏡映像 

 を見てみようと思います。  ＊詳しくわかりやすい内容で良かったと思います。 

＊食道がん、ピロリ感染・バレット食道について、今まで知らなかった情報がたくさんありました。 

＊画像テストは、すごく難しかったけど楽しかった。説明して下さって理解が出来ました。（2） 

＊バレット食道の見方が少し分かりました。観察をしっかりできるような介助が大切ですね。ピロリ感染の有無によ 

 る京都分類の大切さが分かりました。未感染や除菌後の胃がんについて注意が必要と分かりました、熱心なご 

 講義ありがとうございました。       次ページに続く   

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560687792/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc2FzYWdhd2EtYnJhbmQuY28uanAvdGFkYS9kZXRhaWwucGhwP2lkPTI1MSZhbXA7Y2lkPTQmYW1wO2NpZDI9MTM-/RS=%5EADBuSfa3gWPtVBd.vxih0hR5ECJX6M-;_ylt=A2RinF4w4wRd_hYAJCWU3uV7
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月日 テーマ 講師 会場 参加費 

8月18日（日） 

10:00～12:00 

感染管理 
  

津山中央病院 

感染認定看護師       
津山中央病院 500円 

9月29日（日） 

10:00～12:00 

 

9/1 

今さら聞けないシリーズ 画像編 

こんな時どうする？･･･大失敗編 

 

中国地区消化器内視鏡技師研究会 

(山口) 

岡山ろうさい病院 

白髭 明典 先生 

岡山赤十字病院 500円 

10月20日（日） 

10：00～12：00 

胆膵系の疾患 倉敷中央病院 

   石田 悦嗣 先生 

倉敷中央病院 500円 

11月 

11/22～11/23  

学会月にて休み 

第83回日本消化器内視鏡技師学会 

(大阪)  

      

12月15日（日）     

10:00～13:00 

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 
  

1000円 

お弁当 

1月 研究会準備にて休み       

◇◇2019年度内視鏡勉強会予定表 ◇◇ 
          「テーマ」：学習編 疾患を知る＆感染管理    

 

＊お知らせ＊     8月の 

勉強会の場所が落合病院⇒津山中央病院に変更になりました。 

＊バレット食道について理解出来ました。バレット食道についての知識が乏しかったので、これからは

日々の画像の見方を変えていきたいと思いました。 

＊自分で考えながら講義を受けることができて良かったです。 

＊画像をいつも見ていますが、見ただけでは、なかなかピロリ菌の有無の判定が難しいです。 

 まだまだ聞いてみたい勉強会でした。 

＊ピロリ感染について具体的な症例を用いて説明があり、わかりやすく、実践に活かしたいと思います。 

 ありがとうございました（20）勉強になりました。分かりやすかったです。本当に楽しい2時間でした。 

＊今日の講義くらいで一枚一枚のスライドを、ゆっくりの説明が良いです。ミニテストの1～25の解説を

じっくり振り返りながらみて見たかったです。また、川野先生にお願いしたい。 

＊とても分かりやすかったです。（3） 

＊医師がどのように画像を見ているのか分かりやすかったです。 

 講義の内容を絞られていて深く学べて良かったです。 

＊定期的に講義を受けたいと思いました。 

＊クイズもあり、大変勉強になりました。今後は、今日学んだことを活かして、見る目を磨いていきたい

と思います。 

＊これからは、教えて頂いた知識をもとに、検査介助についきたいと思います。 

＊アルコールや胆汁逆流などピロリと関係ない胃炎はどのように考えたらよいでしょうか？京都分類では

どこに入るのか。入らないのか。→京都分類は、ピロリ菌分類なので、入りません。アルコール自体

が胃炎の原因にはなりません。 

＊岡山大学病院ではARMSはされているのか。 

 ARMS…逆流防止のための粘膜切除術。昭和大学の先生が考案。噴門部直下の緩んだ噴門部をEMRのように 

    何回か切除してその治癒過程で狭窄して固くなるのを利用して逆流を改善させる方法 

→岡山大学では、ARMSは、出来ない技術ではありませんが、保険適応がなく、実施していません。 

         アンケート内容続きへ 

 ＊当日出た質問内容と答えです＊ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560688124/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93b3JrcGxhemEuZXhibG9nLmpwLzIzMzQ1ODI0Lw--/RS=%5EADB75WvpuI5jpiW0sHj_1L.ZO_rzmc-;_ylt=A2RiomJ85ARdzRIA7huU3uV7
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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◆◆ 

①第16回中国地区消化器内視鏡技師研究会 
  開催日：2019年9月1日(日) 9:15～受付 

  開催場所：山口県健康づくりセンター(山口県総合保健会館） 

 

②内視鏡機器取り扱い講習会(実践編) 
  開催日：2019年11月10日(日)10時～15時 

  開催場所：パルメイト出雲(島根県） 
  募集人数：100名(当日参加不可） 

      参加資格：日本消化器内視鏡技師会会員、 

                もしくは5年以内に基礎編を受講済みの方 

   学会長：山口 謙二 

   会  期：2019年11月２２日（金）～11月２３日（土） 

   会  場：大阪国際会議場グランキューブ 

            大阪市中之島5丁目3-51 

            https://www.gco.co.jp/access/ 

https://www.gco.co.jp/access/

