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 作成 2021.09.06 

        配信発送元 
           ■〒719-3193 

                 岡山県真庭市西原63      社会医療法人 緑壮会 金田病院  大嶋 勝 宛  

              ■Ｅ－Ｍａｉｌ⇒ 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 

 

  Web勉強会 

講演会 
    「小腸内視鏡とIBD」 
岡山大学病院 消化器内科  井口 俊博 先生 

 ▼日時：2021年10月7日(木)19：00～20：30 

▼参加費：無料 

▼メールでの事前申し込み必要 

    ＊詳細は次のページ参照 

★申し込みページ:オリンパスアカデミー 

★申し込み締め切り:10月3日(日) 

★今回、小腸内視鏡・IBD(炎症性腸疾患)に関する講義

をしていただけることになりました。消化器内視鏡でも

小腸は専用のデバイスが必要な臓器なので、小腸内視鏡

を実施していない施設の方・またIBDについて学んでみ

たい方、非常に勉強になるのでは…。この機会に小腸内

視鏡・IBDについて学んでみませんか？ 
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※事前申込制のため、次のページからお手続きください。 
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◆◆8月の勉強会アンケート結果①-1◆◆ 

講師：倉敷中央病院     

下立 雄一 先生 

＊特別講演「 下部消化器内視鏡の現状と展望 ～検診を含めた基礎から応用まで～」

はいかがでしたか？ご意見やご質問がございましたらご記入ください＊ 

 
◆ 用手圧迫はいつも難しいと思っていたので、医師に聞きながらやっていきたい。 

◆ 日常の業務で役立つ講義ありがとうございました。腹部圧迫や検査前に患者さんにリラック

スをしてもらうための声掛けなど、とても勉強になりました。 

◆ 用手圧迫の説明のとき、実際にスコープの動きを見せてもらえてイメージがつきやすかっ

た。 

◆ まだ下部内視鏡の業務は入ったことがないが、同じ職場のスタッフから「用手圧迫はどのよ

うにしたらいいのか分からない」と聞くことがあったため「用手圧迫=難しい」との印象があ

りました。しかし、わかりやすく用手圧迫方法を講演していただき、今後、下部内視鏡の業

務につくようになれば、生かしていきたいと思いました。 

◆ 大腸内視鏡検査にまだついたことはないですが、とても分かりやすい講義でした。動画があ

ることでカメラでどのように見えているのかを知ることができました。 

◆ 大腸カメラ前処置しか行えておらず、検査の実際、用手圧迫を知れて良かったです。自身も

家族歴があり、便潜血検査の必要性を感じました。 

◆ 下部大腸内視鏡の用手圧迫については、経験でしか学べなかった部分でしたが理論的な説明

で分かりやすく理解できました。検診での便潜血陽性者のみ受診率が高いこと。便潜血から

がんの発見に有効であること。毎年便潜血に陽性となる方の検査の必要性についてガイドラ

インがあることがわかった。受診者に毎年受ける必要性がないと言われることも多いので、

今回学んだことを含めながら検査の必要性を伝えていきたいと思います。 

◆ 凄く楽しく興味をもって視聴する事が出来ました。なかなか、スタッフへこういった研修に

参加がないので勧めていきたいと思いました！研修を受けると、色んな視点が出てきて向上

できます！医師の思いが聞けて同じ思いで一緒にやっていきたいと思いました。 

内視鏡画像診断支援プログラムを以前、テレビで観ており講演を聞いてみたかった 

下部消化管内視鏡では看護師による用手圧迫法について、医師との連携で介助に必要な知識

が学べた 

◆ 大腸カメラの挿入時のサポートの仕方を書いてありいつも、医師が下腹部を上げるように押

してとか言ってくれますが、言われなくもサポート出来たらと思ってたので、そこが学べて

良かったです。 

◆ EMRやコールドポリペクトミーの適応、仕方、こうして欲しいなどのＤr.の意見をお聞きす

ることができて勉強になりました。 

◆ とてもわかりやすかったです。外出ができない中、自宅で勉強ができて助かりました。 

◆ 大腸内視鏡の経験が浅い私にとって、今回の講演は今まで受けたどの消化器系の講演の中で

も分かりやすく、即実践にいかせる内容でとてもありがたかったです。腹部圧迫の位置やエ

ビデンスは、医師が指示されたところを押さえるばかりで、なぜそ

こを押さえるのかの部分が説明を受けつつも今までうまく理解でき

ていなかったのが、大腸やカメラの動きから分かりやすく解説して

いただき、とても良く理解ができました。 

 
 

 参加者 175名 

 参加地域 北は北海道から、南は宮崎でした 
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◆ 当院でもドックの大腸検査を行っているのですが、前処置の浣腸にも手を取られ忙しいので

少し疑問に思っていました。講演を聞いて必要性を感じたので頑張ろうと思いました。用手

圧迫、憩室炎についても勉強になりました。ありがとうございました。 

◆ 講演は写真や動画を多用していたので、イメージがわきやすく、内視鏡介助初心者としては

大変わかりやすかったです。ありがとうございました。 

◆ 先生に割り当てられた時間が少なかったように感じた 

◆ 大腸内視鏡検査についてわかり得た内容でしたがまた思い直すことや小技など聞かせて頂き

ましたり、また私達の声がけとても大切であることが確認できました。 

◆ 内視鏡看護の本を購入しました。内容を理解しているつもりですが、自分が理解ができてい

ないからいざ人に説明したりした時にうまく説明が出来ないこともあるのでできる人になり

たいです。人に教える秘訣があればお願いします。 

◆ 受講してみて、用手圧迫について疑問に思っていた箇所が明確になり、また画像や動画を用

いての説明がとても分かりやすく勉強になりました。 

◆ ポリープの種類や、対象対応などとても詳しく教えていただき勉強になりました。出会った

時から検査は始まっているの言葉が印象的で自分達もそうありたいと感じました。 

◆ とても分かりやすい講演でした。用手圧迫やコールドポリペクなど知りたい内容が聞けてよ

かったです。 

◆ とてもわかりやすかったです。便検査が結構大切なことや、普段自分が検査についたあとの

何気なくされている処置が大事な処置であったことがわかりました。また腹部の圧迫方法の

パターンが、わかりやすく学習できたのもよかったです。 

◆ 内視鏡介助につく際どうしても圧迫の仕方が分からないまま実施していました。今回の講義

と資料で現場で活かせるようにしていこうと思います。 

◆ とてもわかりやすい内容の丁寧な講演をして頂きありがとうございました。動画があり、

日々の業務で関わっている様々な治療内容について再度学習することができました。先生か

らのアドバイスを今後の看護に生かしていきたいと思います。（声かけ、不安の軽減など） 

◆ 先生のお話がとても分かりやすく、どうしてその行為が必要なのかが理解出来ました！大腸

癌というものを改めて勉強させて頂き新たな知識を得ることが出来ました！本当に貴重な講

演をありがとうございました。 

◆ 大腸内視鏡検査に関する基本的な内容であり、使用する器具や診断方法、介助方法など、

日々の業務で、活用できる内容で、詳しく説明していただき、とてもわかりやすいものでし

た。進行ペースもちょうどよい感じで落ち着いて聞くことができました。上部に関しても講

義していただきたいです。 

◆ 配属されて2ヶ月程ですが、初心者にも分かりやすいていねいな講義でした。勉強になりま

した。医師の指示されるままに用手圧迫をしていましたが、今後は圧迫する意味をきちんと

考えて実施していこうと思いました。 

◆ 子育て中のため、オンライン講座は大変有り難く、今回もとても勉強になり、あっという間

に時間が経ちました。ありがとうございました。 

特に、下部検査の用手圧迫については日頃より「私のこの方法でちゃんと圧迫出来てるのか

な、、？」と思いながら介助についていましたので、具体的にイメージが湧き、大変分かり

やすかったです。早速、思い浮かべながら日頃の診療介助についております。 

◆◆8月の勉強会アンケート結果①-2◆◆ 
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＊岡山県消化器内視鏡技師会 勉強会のテーマで取り上げてほし

い内容があればお聞かせください＊ 

 
● ERCPがいつも長時間になり、患者さんに負担をかけているのでスムーズに行える方法 

● 日頃 内視鏡検査の場に接する機会が少ないので、いろいろな症例の画像や映像などを拝見出来たらと

思います。 

● 潰瘍性大腸炎 

● 胃カメラの安全な取り外し、カメラの損傷を防ぐにはどの点に注意したら良いか。カメラの修理が増え

てきている現状がありもう一度教えて頂きたいです。 

● 検診における胃カメラの重要性や気を付けるポイントなどがあれば知りたいです。 

● コロナの感染対策、洗浄、患者への対応の現状 

● アンダーウォーターEMRについて。 

● 病理に関してやトラブル時などの対応の仕方。 

● 出血があったり、吐血下血患者の人に何を用意すれば良いかなどが知りたいです。 

● ピロリ菌除菌の流れ 

● ガストログラフィンを使用した大腸造影 

● コロナが落ち着いたら、施設見学復活させていただきたいと思います。 

● 上部内視鏡の咽頭麻酔、経鼻チューブ挿入時など、感染予防の防具についてなど感染予防について 

● 内視鏡看護における勉強会があれば嬉しいです。 

● 今回も内視鏡機能の最新を教えて頂いて良かったので、検査法や治療なども引き続き最新をお教えくだ

さいませ。 

● 下部内視鏡検査の前処置についてと排便スケールの観察の仕方(スケールが5であっても不良であったり

スケール3でも良であったりします) 

● 大腸内視鏡の前処置の排便管理や気をつける点スムーズに進めるための工夫などがしりたいと思いま

す。 

● 他部署との連携について（外来⇔内視鏡室⇔病棟においての申し送り・タイムアウトの実際について） 

● 様々なディバイスの設定方法やトラブルシューティングについて 

● 今年に入り、日々の内視鏡検査において、経鼻内視鏡の件数が、経口件数より超える状態になってきて

います。前処置の勉強を再度してみたいので、機会があれば是非取り入れて欲しいです。 

● 胃カメラの時の患者さんへの適切な声掛け。経鼻内視鏡前処置の方法を、ドクターサイドから教えて頂

きたいです。 

● ERCPについて（検査内容、介助ポイントなど基本的な内容から器具について） 

● 小腸内視鏡検査等実施施設が限られている検査について勉強してみたいです。 

● ダブルバルーンについて。介助や注意点、観察ポイントなど教えて頂きたいです。 

● 検査や治療時にスムーズにすすむには技術が大切。そのために内視鏡介助者の技術(生検、局注、スネ

ア、グリップなど)的なことについて基本的なことから応用までいろいろ学びたい。 

 

 

※皆さまから頂いた、貴重なご意見を参考に今後の勉強会テーマの

参考にさせて頂きたいと思います。 

◆◆8月の勉強会アンケート結果②◆◆ 
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＊「オンライン開催」についてお聞かせください。ご参加にあ

たりお困りな点はございませんでしたか？＊ 
 

● オンライン講習は初めてだったので パソコン操作が不安でしたが 無事

終了できて良かったです。 

● 会場講演だと、それほど疲労感がないのですが、 

オンラインでの講演 視聴2時間 集中は疲れました。 

● 機械操作が苦手なため、もしうまく講演が聞けれなかったらどうしよう

かという不安がありますが、講演会場へ行くまでの時間や労力を省けるため、気軽に参加しや

すいと感じます。 

● 途中でどうしたら良いのか悩みましたが、再度入り直すと視聴することができたので良かった

です。自宅で視聴できるのは良いと思います。ありがとうございました。 

● 機械のトラブルで通信が途切れた状態になった時、時々アナウンスは入れて下さったのですが

今一つ状況がつかみにくかったので、もう少しつめて情報をアナウンスしてもらえるとありが

たかったかなと、感じました。オンラインならではのトラブルだなぁと思いました。 

講演に参加出来、貴重な時間を過ごす事が出来ました。ありがとうございました。 

● 今回携帯電話で勉強会に参加しました。最初音がスピーカーにならず開始するまでに時間がか

かりました。以前パソコンで参加したことはありましたが、困ることはありませんでした。事

前の説明用紙に携帯電話の参加方法に、音声OFFとスピーカー出力方法も記載してほしいで

す。よろしくお願いします。 

● スマホで視聴するよう準備していたのですが、音声が出力出来なくて、参加できませんでし

た。次回はパソコンからアクセスしようと思います。 

● これだけコロナの感染者が増えると集まっての開催は抵抗があります。 

これからも、続けていただけるとうれしいです。準備をしてくださった皆様、ありがとうござ

いました。資料の送付が有料でもあれば嬉しいです 

● 途中、中断はしましたが、オンライン開催は、正直子供がいる自分の状況からすると、開始直

前まで自宅にいられて、子供を誰かに預けず受講できるので、会場に行けないことを理由に今

までならあきらめていた講演会も積極的に受講ができ、オンライン開催自体は、とてもありが

たいと思っています。今後もオンライン開催であれば積極的に受講させていただきたいと思っ

ています。 

● 時間が合わないこともあるので単位がなくてもオンデマンドなどもあれば助かります。 

● パソコンだけでなくスマホからも資料が印刷が可能であるとありがたいです。 

● 接続トラブルが起きた時に自分が何か失敗したのかと少し不安になる程度です。 
● 途中で途切れてしまった時には、自分のネット環境が悪いのかととても焦り・不安になりまし

たが、すぐにチャットにメッセージが表示され現在の状況が把握でき安心できました 
子供の夏休み中ということもあり、今回は2時間でちょうど良かった。2時間以上の長時間勉強

会の受講は、難しかったと思う。 

◆◆8月の勉強会アンケート結果③-1◆◆ 

今回はオリンピックの関係でネット環境に不具合が生じご迷惑をおかけして大変

申し訳ございませんでした。 

皆様に入りなおしていただきお手数をおかけ致しましたが、無事配信をすること

ができ感謝申し上げます。 
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● 無料でこのような講義が受けれるとはありがたいですが、有料でも受けたい内容でした。先生

に講義料金をもっとお渡しできるように有料でも良いかと思いまして。 
● 今回、登録迄に手こずり参加を諦めていましたが、OLYMPUSの担当の方に登録を手助け頂い

て感謝致します 
● 初めの部分で音声が聞こえなかったのが自分の端末の問題なのかわからず焦ったので、何か不

具合が会場であった場合は画面上でそのことが分かるようにしてほしかった（音声不具合のた

め調整中など）。チャットに記載はあったがわかりにくい。 
● オンライン開催前に資料を提供いただきとてもわかりやすかったです。ただ、もう少し資料を

提示していただけたらと思いました。4分割でコピーしたので、少し小さかったので・・・ 

⇒ 印刷時の設定で2分割にも出来ると思うので、印刷の際に印刷設定を確認してみてください。 

● 不慣れで設定に時間がかかった。しかし、移動時間などがなくどこでも参加できるので大変満

足でした。 

● 私は大丈夫でしたが、同部署で携帯で講義の画像が送られてくるが、音声がどうやっても出な

いという方が3名いました。 

携帯を消音はしていなかったようですが原因や注意事項・対策があれば教えてください。 

● オンラインがうまくできず、病院の端末で拝見したので、他の人に教えてもらい拝見できまし

た。 

● オンラインということで自宅で参加することが多いのですが、日勤終わりの１９時〜の開催に

なると大変です。帰宅してしまうと子供や家事で勉強会の参加が難しいので、わがままいうと

今回のような曜日・時間だととても嬉しいです。 

● 印刷枚数が多かったので、インクや紙が切れてしまいました。早目に準備出来ていれば良かっ

たと反省しました。 

オンラインは、現地に行かずに受講できるので時間的にも金銭的にも有り難いです。 

● オンライン開催で最新の現状や情報を知ることが出来るので嬉しく思っています。 

チャットなどしたことがないので徐々にできるようにしていきたいです。 

● 今回初めてオンライン勉強会に参加しました。前もって資料をタウンロードするようになって

いたので、準備し受講しました。Webセミナーへの入場は15分前からだったのですが、うまく

入場できているか大変不安な気持ちでした。もう少し余裕を持って30分前くらいから入場可能

であれば、落ち着いて入場し準備が行えたのではないかと思いました。色々なオンライン勉強

会やWebセミナー等がありますが、今後受講するものがセミナーの入場までの手順等が統一し

たものであれば、安心して受講できると思いました。 

● コロナの感染拡大が継続するとこで、遠方の私も参加することができました。 

開始するまでドキドキしましたが、無事に終了してホッとしました。特に困ったことはなかっ

たです。時々、音声が途切れた事がもったいなかったです。 

● パソコンで視聴しています。レイアウトのアイコンが表示されないため、画面を最大限にする

ことができません。（画面の端が表示されません。） 

ミュート・参加者のマークが講義が開始されても消えません。（その部分のスライドが見えま

せん）前回も同じ内容を質問して、画面をタップすればよいと返事をいただきましたが、画面

をタッチしてもかわりません。 

◆◆8月の勉強会アンケート結果③-2◆◆ 

技師会でおこなうweb勉強会も6回目となりメンバーも少しづつ慣れてきました。 

オンデマンドや講義資料についてなど様々な意見をいただきますが技師会から講師料や配信で必要な経費

など持ち出しでやっております。参加費をいただくと振り込み手数料や振り込み方法などが煩雑となるた

め現在は無料で開催しているのが現状です。改善できるところはその都度対応させていただきますので、 

ご不便をおかけすることもあるかと思いますがご協力よろしくお願いいたします。 
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皆さんからのご意見の中で多い、スマートフォンから勉強会に参加したと

きに、音声が聞こえないというトラブルに関して、対処方法に関して一緒

に勉強していきたいと思います。 

Zoomミーティング中に相手の声や音が聞こえない！考えられる

10の原因 

1) 相手、もしくは自分の音声がミュートになっている 

2) ホストによって参加者がミュート設定されている 

3) イヤホンがパソコンやスマホにつながっている 

4) スマホの設定でZoomアプリによるマイクへのアクセスが許可されていない 

5) Zoomミーティング参加時にオーディオへの参加を許可していない 

6) 古いバージョンのZoomを使用している 

7) 音が聞こえないのではなく、小さすぎる 

8) 他のアプリが本体オーディオに干渉している 

9) 使用しないはずのBluetoothイヤホンやスピーカーと自動接続されている 

10)パソコンやスマホ、マイクなどのハード側に問題がある 

※1から10まで音が聞こえないことの原因がありますが、上から順

番に可能性が高いです。  

1）相手、もしくは自分の音声がミュートになっている 
まずは音が聞こえないと言われた側(もしくは両方)のPC・スマホの画面左下の

マイクのアイコンをチェックしましょう。 

ミュートになっているとマイクのアイコンに赤い斜め線が入ります。 

ミュートを解除して再度音が聞こえるかをチェックしてください。 

2） ホストによって参加者がミュート設定されている 
ホストは参加者を任意で音声やオーディオをミュートにしたり、解除することができま

す。 

3) イヤホンがパソコンやスマホにつながっている 

9） 使用しないはずのBluetoothイヤホンやスピーカーと自動接続されている 

原因3）・9）に関しては音声出力でデバイスが接続されている可能性があるということで、まとめて解説し

たいと思います。 

意外と多いのがこのケース。音が聞こえないと思ったらPCやスマホにイヤホンが刺さっていたり

(無線接続されていた)、使用する予定のないBluetoothイヤホンやスピーカーに接続されていて本体や

使うはずのイヤホンから音が聞こえないケース。  
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4) スマホの設定でZoomアプリによるマイクへのアクセスが許可されていない 
iPhoneやAndroidスマホ、タブレットでZoomを使用する際にはアプリをダウンロードしてから

ミーティングに参加しなくてはいけません。 

初めてZoomを立ち上げた際には”このアプリのマイクへのアクセス権限を許可しますか”とい

うメッセージが表示されているはず。 

その際に「許可しない」を選んでしまっているとZoomミーティングが始まっても音が聞こえな

いという現象が起こります。 

もし音が聞こえないことがスマホやタブレット側で「許可しない」を選んでし

まっているのであれば以下の方法で設定し直しましょう。 

 

☆iPhoneやiPad(iOS)スマホやタブレットの場合 
● “設定”アイコンをタップ 

● “設定内”「Zoom」タブをタップ 

● マイクをオンにする 

☆Androidスマホやタブレットの場合 
● “設定”アイコンをタップ 

● “設定”内の「プライバシー」をタップ 

● 「権限」内の「マイク」を選択 

● Zoomを選び、”このアプリのマイクへのアクセス権限”をオンにする 

5） Zoomミーティング参加時にオーディオへの参加を許可していない 
Zoomミーティングに参加する際には必ず”他のユーザーの音声を聞くにはオーディオ

に参加してください”とアプリから許可を求められるはず。 

この際に誤って「許可しない」を選択しているとオーディオ機能が働かないので音が聞

こえないということになります。 

6）古いバージョンのZoomを使用している 

7）音が聞こえないのではなく、小さすぎる 
PC、スマホ、共に起こり得るのが本体のスピーカーの音声設定が小さすぎる。 

音量調整をしてみましょう。 

8）他のアプリが本体オーディオに干渉している 

10）パソコンやスマホ、マイクなどのハード側に問題がある 
原因8）・10）に関してはスマートフォン・PC・タブレット等の端末が故障、もしくはア

プリに不具合があるということで、まとめて解説したいと思います。 

上記のチェックをしてみても音が聞こえないことが解決されないのであれば、いよいよパソコ

ンやスマホ、マイクなどが故障している可能性があります。 

この場合はパソコンやスマホ、タブレットからZoomを一度閉じた上で再起動してみるのが良

いでしょう。 

それでも音が聞こえない場合、本体やイヤホンを変えてみるしかありません。 

引用資料 

NEC NECネッツエスアイ 

Zoomが始まっているのに音が聞こえない?その原因や設定見直し方法とは | NECネッツエスアイ 

(nesic.co.jp)  

 
STRES Magazine 

Zoomで音が聞こえない、音が出ない場合の具体的な対処法  

https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/sound-trouble/
https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/sound-trouble/
https://officialmag.stores.jp/entry/zoom-sound-trouble/
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◇◇2021年度内視鏡Web勉強会計画◇◇ 

日時 内容 講師 

10月7日(木)19時 小腸内視鏡とIBD 岡山大学病院 井口 俊博先生 

12月19日（日）

午前 

胆膵内視鏡のいろは 岡山赤十字病院 秋元 悠先生 

12月19日（日）

午後 

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 

令和4年1月23日

（日） 

内視鏡スタッフのための消化器内視

鏡webセミナー  
『患者さんにとって快適な大腸内視

鏡の秘訣、教えます(o^―^o) 』 

他一般演題2題 

EAファーマ共催 

岡山大学病院 消化器内科 原田 馨太先生  

令和4年2月20日

（日） 

岡山県消化器内視鏡技師研究会 

特別講演2題 

仮題『検診内視鏡について』 

仮題『診断・治療内視鏡について』 

他 

 

淳風会健康管理センター倉敷 間部 克裕先生 

川崎医科大学附属病院 消化管内科学 梅垣 英次先生 

  

OLYMPUSさまのご協力でWeb勉強会の開催が出来るようになりました。 

今現在決定している内容です。 

また追って日時も決定していきますので、今回はこの内容でご案内いたします。ご了承ください。 

なお、技師免許取得に必要な医学講座の証明書は発行できます。 

メールでの申込時に必要事項にチエックを入れてください。よろしくお願いいたします。 

※２０２２年２月２０日（日）岡山県消化器内視鏡技師研

究会は、開催に向け準備しています。コロナウィルスの感

染状況を踏まえ開催方法等詳細に関しては順次ご案内させ

て頂きます。 

 ◆岡山県消化器内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。  

  岡山県消化器内視鏡技師会ホームページ http://www.okayamagets.jp 
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第17回中国地区消化器内視鏡技師研究会（WEB開催）のお知らせ

9月5日（日）に予定しておりました研究会を下記日程に変更し開催いたします

 開催日時 ： 2021年11月28日（日）12時開始～16時30分（予定）WEB開催

 申込期間 ： 2021年8月15日～10月31日 （事前申し込み要）

 内容 ： 一般演題・教育講演・シンポジウム（予定）

 参加費 ： 5,000円 （事前振り込み）

 申し込み方法

下記のいずれかの方法で参加申し込みフォームに接続してください

 URL

https://forms.gle/MaNQMM5szqbtJ6QU8

 QRコード

 主催：中国地区消化器内視鏡技師会

 問い合わせ：（担当）浜田医療センター 金高美香 E-mail：mika@mbg.nifty.com

9月5日(日)に予定しておりました、第17回中国地区消化器内視鏡技師研究会をWEBにて開催いたします。 

事前申し込みが必要となります。 

URLもしくはQRコードからアクセスしていただき申し込みをお願いします。 

WEB開催ということで、参加しやすいのではないでしょうか？ 

この機会に是非参加してみてください。 

＊表記講習会を現地開催からWEB開催へ変更します。

開催日時：2021年10月31日（日）10時～15時（約1時間の休憩含む）
参加費 ：5000円 定員：500名（事前申し込み要）
申込期間：2021年8月10日～9月30日（事前申し込み要）
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「内視鏡機器取扱い

講習会」を受講済みの方に限ります。
＜参加申込方法＞
下記のいずれかの方法で参加申し込みフォームに接続、
お申込みください。

URL https://forms.gle/1w4T6cM8STUDxQ5w9 QRコード

中国地区内視鏡機器取扱い講習会(実践編)

主催：中国地区消化器内視鏡技師会
問い合わせ：JA広島総合病院 内視鏡センター 石崎 淳子

E-mail：hiro.naishikyou@hirokouren.or. jp

10月31日(日)に予定しておりました、中国地区内視鏡機器取扱い講習会（実践編）をWEBにて開催いたします。 

事前申し込みが必要となります。 

URLもしくはQRコードからアクセスしていただき申し込みをお願いします。 

WEB開催ということで、参加しやすいのではないでしょうか？ 

この機会に是非参加してみてください。 

※実践編には参加資格がございますので、ご注意をお願いしたと思います。 


