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 作成 2019.10.06 

 

 勉強会  ①医学講習会 

  胆膵系（ERCP) について 
   倉敷中央病院 消化器内科 

       石田 悦嗣 先生  
 ②施設見学(ちょっぴり予防医療プラザ見学） 

 ▼日時：2019年10月20日(日)10:00～12:00 

 ▼会場： 倉敷中央病院 付属予防医療プラザ5F 
                   倉敷中央病院西側(外来玄関よりさらに西へ徒歩30秒？） 

      倉敷市鶴形1-11-11  

 ▼参加費：500円 ▼駐車場：無料 
         ＊駐車券は会場にご持参ください＊ 

 ■担当者から皆さまへ 

   

 コスモスも秋風に揺れるころとなりましたが、皆様もお変わりないでしょうか？ 

暑さも一息つき、色々なことに挑戦しやすい季節です。あなたの秋は？ 

今回は、胆膵系（ＥＲＣＰ）についての勉強会を予防医療プラザ５Ｆにて開催します。 

ＥＲＣＰを行われていない施設もあると思いますが、内視鏡を語る上では、外すことができません。知識の

一つとして、持っておかれるのもよいと思います。そして、行われている施設の方は、専門的な知識を持た

れるとよいと思います。 

 さらに、勉強会の後、予防医療プラザ２Ｆ内視鏡センターの見学も予定にしています。 

内視鏡センタースタッフ一同（本院・予防医療プラザ）お待ちしています。 

                                        倉敷中央病院  小野 房枝 

＊倉敷中央病院「駐車場西」をご利用ください。 

  予防医療プラザ北側（裏入り口）になります。 

        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 

10/16

10月 

 開催場所に 

     注意！ 
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地上から 

やや上方から 

◆◆10月の勉強会開催場所◆◆ 
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◆◆9月の勉強会アンケート結果◆◆ 

勉強会アンケート結果(岡山赤十字病院） 

参加人数 83名 
参加施設 35施設 
回収率   98％ 

テーマ   ：医学講習会 今さら聞けないシリーズ(画像編)失敗編 
開催日時 ：2019年9月29日（日） 
会 場   ：岡山赤十字病院 センター棟4階 

 9月の勉強会は86名の参加をいただき、岡山ろうさい病院白髭明典先生による「今さら聞けな

いシリーズ 画像編 こんなときどうする？…大失敗編」の講義でした。実際の動画を見せていた

だきながらの講義でとても興味深く、わかりやすかったです。「たとえ穿孔する可能性があってもト

ラブルシューティングさえきちんとしておけば大丈夫！！」という白髭先生のお言葉がとても胸に

残りました。「失敗は成功の基！！」そのためには、もっともっと勉強し経験を積まないといけない

な。と再認識しました。 

会場が直前に変更になりましたこと、準備の不手際などご迷惑をおかけして、申し訳ありませ

んでした。今後とも、勉強会のご参加お待ちしております。    

                         岡山赤十字病院 寺元佐智子 

1．参加者施設での内視鏡施行状況 

 
2．参加者の内視鏡経験について 

 
3．勉強会参加回数 

 
4．勉強会参加状況 

 
5．勉強会に関して 

 
 

①内視鏡検査のみ（生検・ポリぺクを含む）26 ②治療内視鏡まで 35 

1年未満 10 1年～5年未満 29  5年以上 37 

①（今まで）～5回 37 ②（今まで）6回～10回 15 ③（今まで）11回～ 24 

①自分の時間 69 ②公休（出張扱い）0 ③休暇を取って 6 

  ①満足 ②やや満足 ③どちらでもない ④やや不満 ⑤不満 

1）テーマについて 62 ⒕ 1 1 0 

2）開始時間 69 7 1 1 0 

3）勉強会の時間 66 9 1 0 0 

4）勉強会の内容           

興味深かった 69 9 0 0 0 

理解できた 52 ⒚ 5 1 0 

今後に生かせる 

              

できる 
49 

まあまあできる 
21 

どちらでも 
5 

あまり出来ない 
１ 

出来ない 
0 

初めての担当、お疲れさまでした！ 
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◆◆9月の勉強会報告◆◆ 

＊勉強会に対する意見・感想＊ 
○解説付きで、動画・画像を多くみられて大変わかりやすかったです。（31名） 

○動画は「百聞は一見にしかず」でした。 

○LECSをはじめ、治療の画像がたくさん見ることができてよかった。（7名） 

○トラブルシューティングの重要性を改めて感じた。（5名） 

○実際の画像で医師がどのように考え、手技を行っているのか。 

 看護師としての観察などもとてもよくわかりました。（４名） 

○緊迫した画像を見せていただきありがとうございました。（3名） 

○トイストーリーのキャラクターがよかった。（3名） 

○すごく勉強になりました。新鮮でした。（2名） 

○他院の内視鏡を見られる機会がないので、貴重な学びとなりました。（2名） 

○技師試験の勉強の時にしか目にしなかった処置や処置具が実際に使われていて、 

 改めて内視鏡治療に感動しました。（2名） 

○超拡大内視鏡、エンドブレインシステムのお話が面白かったです。（2名） 

○正常・異常粘膜の判断についてよく理解できた。 

○当院でも医師と話しをして介助者として必要な技術・知識を看護師で共有できるように考えたい。 

○非常にわかりやすかった。 

○勉強会の時間も集中力が続く長さだったので良かった。 

○知識を深めることができました。 

○穿孔を見たことがなかったので、動画で見られてとてもよくわかりました。 

○「やっちまった編」面白かったです。 

○LECSの腹腔鏡側の画像を見るのは初めてだったのでわかりやすかった。 

○難しかったです。 

○いつもたくさんの動画をありがとうございます。中々勇気の要る失敗編を公開くださって、感謝です。 

 しかもそんなに数あるわけでは無いのに、良く探してくださったと思います。 

 その都度の対応の仕方の伝授くださったので、勉強になりまし

＊内視鏡勉強会に今後望むこと＊ 
○白髭先生にまた講義をしていただきたい。（⒑名） 

○CT画像と内視鏡画像の比較の事例があれば聞いてみたい。 

○検査中の介助・看護記録について学びたい。 

○他施設看護師との情報交換。 

○上部検査で早期癌（特に未分化癌）の画像と共に勉強会をしてほしい。 

○初心者向けの基礎編勉強会をしてほしい。 

○食道の疾患と治療についての勉強会をお願いしたい。 

○JEDについて知りたい。 

○内視鏡センターの間取りを知りたい。 

○検査技師の立場からヒアリなど参考になる話も聞いてみたい。 

○今回のように画像が多めだとわかりやすい。 

皆さまいつも貴重なご意見を

ありがとうございます 

白鬚先生いつもありがとう

ございます。 
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◆◆令和元年度内視鏡勉強会予定表◆◆  

◆◆9月の中国地区研究会報告◆◆ 

          

月日 テーマ 講師 会場 参加費 

11月 

11月10日(日) 

 

11/22～11/23  

 

学会月にて休み 

内視鏡機器取り扱い講習会(実践編） 

(島根県） 

第83回日本消化器内視鏡技師学会 

(大阪府)  

      

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  

  

岡山医療センター 

清水 慎一 先生 

岡山市民病院 

  

1000円 

お弁当 

付き 

1月 研究会準備にて休み       

            第16回中国地区消化器内視鏡技師研究会に参加して 
久しぶりに中国地区技師研究会に参加しました。 

施設からは一人で参加しましたが、岡山県内の施設の方と偶然な出会いもあり、楽しく有意義な旅！いえ、研究

会になりました。新幹線：新山口駅から山口線（単線）に乗り換えて約20分、湯田温泉駅から田んぼや山あいの緑に

囲まれた会場に着きました。どこか懐かしく温かみのある会場でした。お弁当に山口特産のフグの天ぷらが入ってい

て( ﾟДﾟ)美味しかったですよ!(^^)! 

さて、研究会ですが、一般演題8例、教育講演2題、災害に対する内視鏡室の取り組みのシンポジウムと内容が濃

く、同一会場で、全てが行われ集中して発表や講演を聞くことが出来ました。質疑応答も活発で地方学会ならでは

の良さを実感しました。 

昨年の西日本豪雨時の広島県や岡山県の病院の現状や実際の取り組みを知り、大変なご苦労があったことを知

り、やはり災害対策に力を注がなければならないと実感しました。淡路先生の特別講演「熊本からの警告」～災害列

島への自覚～では、最近は忘れないうちに災害が発生すると言われまして、確かにいつどこで何が起こるか想定でき

ない時代になったと再認識しました。 

当部署でも、防災月間9月に災害時シミュレーションを実施しましたが、実際に行うと気づきがあり課題も出まし

た。訓練しても時が経てば人間は忘れてしまい、スタッフも入れ替わります。定期的に訓練を続けることがやはり大切

だと実感しています。講演での「防災対策を怠れば、それは人災である。」の言葉を忘れないようにしたいと思ってい

ます。 

 研究会終了後は、会場の最寄り駅：湯田温泉駅の線路脇の無料の足湯に浸かり、ほっと一息して癒されました。偶

然に山口線SLに乗られた方もいらっしゃった様です。何て良いところだろう、また、来たいなあと思いながらお土産

コーナーで、かまぼこや外郎（ういろう）をちょっぴり試食させていただき帰路に着きました。 

年が明ければ2月に岡山県の消化器内視鏡学会があります。皆様の積極的なご参加をお願いいたします。  

                                           岡山大学病院 三宅百合江 

 9月1日、山口県山口市にて第16回中国地区消化器内視鏡技師研究会が開催され、参加させていただきました。 

内視鏡に関わる知識や、技術の習得と研究の推進を図ることを目的に、講演や一般演題の発表がありました。 

 当院からも、「大腸内視鏡検査前処置の検討」と題し、腸管洗浄剤の管理や消化器運動機能改善薬の服用で腸管

洗浄の時間短縮や、患者さんの負担軽減が図れ、正確な診断や安全な治療が行えたという発表を行いました。 

 研究会で学んだことを業務に活かし、患者さんに優しい検査前処置の検討に 今後も取り組んでいきたいと思いま

す。 

                                        湯原温泉病院 内視鏡室 村山綾子 

恒例の３時間です！ 

今年度最後の勉強会は恒例の清水先生の講義です。 

締めくくりに相応しい内視鏡に関する基礎知識満載！お楽しみに～(^_^)v 
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●内視鏡スコープの保管について  ※情報提供を呼びかけました。 

＜問題提起＞ 

A病院：内視鏡室のスコープ保管庫内の壁とスライドドアの桟（さん）にカビ発生。 

現在、保管庫の気管支鏡は、当日の使用前洗浄を必須としている。 

↓他院ではどうされているか。 

B病院：気管支鏡の保管については、アルコールフラッシュ後、消化器内視鏡と同じ扱いでア 

クセサリー（鉗子栓・ボタン類）をつけない状態でぶら下げています。 

保管庫の中には水取りゾウさんを置いています。 

これで、幸いにも、今までトラブルがあったことはありません。 

C病院：D病院：E病院：F病院 →保管方法と状況は、上記B病院と同様。 

B病院：アルコールフラッシュ後のスコープは、20分以上は外にかけている。その後、収納。 

<問題提起＞ 

A病院：気管支鏡を扱う医師の手袋は、清潔手袋で滅菌手袋は使用していません。消化管と同様にスコー

プの準備も清潔手袋で行っている。気管支の吸引では、使用する手袋は滅菌なので疑問あり。 

↓他院ではどうされているか。 

G病院：スコープの保管と洗浄は消化器内視鏡と同様に保管。手袋は消化器内視鏡検査時と同様に、気管

支鏡時も準備から検査施行まで滅菌ではなく清潔手袋で実施している。気管支鏡時はN95マスクを

着用している。 

 

J病院：【ドアのカビ】 

湿度の問題だと思います。 

空調を２４時間回し、温度・湿度管理が必要でしょうか。 

    当院では薬品庫の冷蔵庫のドアに水滴がつきカビの原因になるため毎日、ドアとレールを拭い

ています。外の天候に左右されます。（除湿器も回しています） 

    【保管庫のスポンジ】 

昔のスコープ保管庫は、壁にスポンジが付いており次第に朽ちてきていた。以前は、 

古いスポンジ部分を密封してシートを張り、ビニールシートを清拭していた。 

    現在、スポンジの部分に業者に依頼してプラスチック板をつけて保護し、1回/週の清掃を行っ

ている。環境清拭用ワイプ「クリネル」使用。  

    新しい保管庫は最初からスポンジは保護されており、清掃しやすい様になっている。 

    ガイドラインに準じて、1回/年は、スコープ培養を行っている。心配な場合は落下細菌培養検

査を行ってはどうだろうか。 

    温度・湿度環境を整えないとスポンジを取っても他のところで、カビが生えそうですね。施設

環境部があればそこと相談されたほうが良いと思います。 

 

A病院：その後、夜間の空調管理を見直し、休日・夜間も冷房を使用し温度・湿度の空調管理 

を行っている。 

    保管庫内の壁スポンジ除去を相談したが、すぐには剥せず、剥がすには高額な費用が 

かかる。今後除去する予定である。新しい保管庫の購入も検討している。 

カビに対して、壁スポンジは、数日間かけてルビスタ消毒とアルコール清拭を繰り返し、現在

も、始業前に全ての保管庫の扉の内外・桟（扉のレール）のアルコール清拭をしつつ異常がな

いか観察を行っている。保管庫内に除湿剤を入れている。 

気管支鏡検査については、アスペルギルス肺炎に留意しなければならない。 

気管支鏡スコープについては、医師の協力を得て、当日に使用する可能性のあるスコープを事

前に把握して当日の使用前洗浄を続けている。 

※日本呼吸器内視鏡学会:洗浄消毒ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは、保管方法は気管支スコープも消化管スコープ

と同様であった。 

◆◆今月の情報交換コーナー◆◆ 
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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◆◆ 

   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/ 

第21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）                                    

   1、開 催 日  令和2年2月16日（日） 9時30分〜16時15分（予定） 

                     （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（予定） 

   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  

 注意！ 

             ＊参加申込について＊ 
  今回より、参加申し込みは申込フォームを利用し参加していただくことになります。 

     ⇒次のページから案内を掲載しています。 

       申し込みフォームをコピペして、パソコンやスマホで使用してくださいませ(*^_^*) 

                 『Googleのアカウントがない方はアカウントの作成が必要ですが、 

                           今後も申込フォームを使用しようと考えておりますので 

                            ご面倒をおかけしますが登録をお願いいたします』  

https://www.gco.co.jp/access/
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第21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  令和2年2月16日（日） 9時30分〜16時15分（予定） 

                     （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（予定） 

      ＊プログラムは決定次第、岡山県消化器内視鏡技師会ホームページにてお知らせします 

 

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Ⅰ 「こんなに変わった上部消化管疾患」 

          川崎医科大学 総合医療センター 総合内科学２ 特任教授  春間 賢 先生      

     3）教育講演Ⅱ 「すべての病気は腸からはじまる：腸内細菌と心と脳」 

               川崎医科大学附属病院  消化管内科学 准教授  松本 啓志 先生 

 

     4）当院の内視鏡室紹介 金田病院 内視鏡室 

     5）岡山県内視鏡勉強会 報告 

6）機器取り扱い講習会（基礎編） 富士フイルム編 

 

   4、参 加 費 事前申し込み 4,000円(弁当付き)   

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。 

              （注） 事前申し込みをされていない方は参加費が5,000円となります。（弁当なし） 

   5、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・タイトルを記入し、メールで連絡をお願い致し 

ます。  

演題締切  令和1年12月28日（土）までに申し込み下さい。 

 6、抄録について 

       演題名、施設名、所属、筆頭演者（〇印）、共同演者、 

       本文（発表内容）の順で、本文は1480字（40字×37行）でお願いします。 

抄録締切  令和2年1月15日（水）までにメールでお送りください。 

 

※利益相反：日本消化器内視鏡技師会ホームページに掲載している「消化器内視鏡技師領域 

の研究おける利益相反に関する規程」を参考に利益相反に関する自己申告を行ってください。 

       アドレス：http://www.jgets.jp/riekisouhan_kitei.pdf  

 

（演題/抄録送り先）  E-mail：miyuki_0420jp@yahoo.co.jp 

              〒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 

＊電話での問合せはご遠慮ください 

 

http://www.jgets.jp/riekisouhan_kitei.pdf
mailto:miyuki_0420jp@yahoo.co.jp
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   7、参加申込について 

      今回より、参加申し込みは申込フォームを利用し参加していただくことになります。 

下記アドレスにアクセスし、必要事項を明記し送信してください。（お一人づつで申し込み 

ください）一度送信しますと、内容の変更ができませんのでご注意ください。 

 

 https://docs.google.com/forms/d/1lrE5HVxBBIexs5ock-MYZJ9CKVBKR1TFmrfo974Ji-c/edit 
 

受付が完了しましたら、返信メールが届きますので、必ず確認してください。 

 

【お願い】 申し込みは令和2年1月25日（厳守）でお願いします。 

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。 

 

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」を発行します。（時間を過ぎた場合は参加証の発行はできませんが 

聴講参加は可能です） 

 

【個人情報について】 

    寄せられた個人情報は、岡山県消化器内視鏡技師研究会の目的以外には使用いたしません。 

    また、 

個人情報の散逸、紛失、改ざん、漏洩などのないよう適切な措置をとり、安全に管理します。 

                                   

主催  岡山県消化器内視鏡技師会 

後援  中国地区消化器内視鏡技師会 

協賛  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株式会社 

富士フイルム株式会社 

6、抄録について 

       演題名、施設名、所属、筆頭演者（〇印）、共同演者、 

       本文（発表内容）の順で、本文は1480字（40字×37行）でお願いします。 

抄録締切  令和2年1月15日（水）までにメールでお送りください。 

 

※利益相反：日本消化器内視鏡技師会ホームページに掲載している「消化器内視鏡技師領域 

の研究おける利益相反に関する規程」を参考に利益相反に関する自己申告を行ってください。 

       アドレス：http://www.jgets.jp/riekisouhan_kitei.pdf  

 

（演題/抄録送り先）  E-mail：miyuki_0420jp@yahoo.co.jp 

              〒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 

＊電話での問合せはご遠慮ください 

https://docs.google.com/forms/d/1lrE5HVxBBIexs5ock-MYZJ9CKVBKR1TFmrfo974Ji-c/edit
http://www.jgets.jp/riekisouhan_kitei.pdf
mailto:miyuki_0420jp@yahoo.co.jp
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