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

 2022年も岡山県消化器内視鏡技師会よろしくお願いいたしま

す。なかなか先の見えないコロナウイルス感染。そのような中

でも2021年オンライン形式でというコロナ禍ならではの方法で

勉強会・研究会を行ってきました。2022年も、まだまだ手探り

なところもありますが皆さんの『内視鏡愛』をくすぐるような

勉強会・研究会を企画・運営していければと役員一同考えてお

ります。 

 さて新年最初は、内視鏡技師会研究会を開催したいと思いま

す。これまで対面方式で行っていましたが、今回はコロナウィ

ルスの感染拡大に配慮しオンラインでの開催となりますが、

奮ってご参加していただければ幸いです。 

令和4年2月20日(日)岡山県消化器内視鏡技師研究会 

申し込み締め切り2月4日(金) 

詳細は10ページご参照ください。 
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◆◆12月の勉強会アンケート結果◆◆ 
講師：岡山赤十字病院     

秋元 悠 先生 

＊特別講演「胆膵内視鏡のいろは」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＊ 
◆ 胆膵内視鏡は、件数も多く具体的な症例や動画の説明が聞けて、とても良かっ

た。 

◆ 現在は病棟で内視鏡検査や処置、治療を受ける患者さんの看護をしています。

デバイスの操作方法など、技師として学ぶことが多くありました。 

◆ 久しく現場を離れていましたが講演を聞いてよみがえりました。処置具をすぐ

出せるようにすること。またその器具の特徴、使用方法などきちんと熟知して

おくことが大切。それには日々デモンストレーションをしておく必要があると

と感じました。  

◆ 知りたい分野でありながら、講義として受けたことがなかったので、解剖生理

含め先生が何を目的として検査を行っているのかがよくわかりました。今後の

検査介助に生かしていきます。 

◆ 胆膵の介助につく時のポイントを教えて頂き、大変勉強になりました。 

◆ 高度な治療や検査の情報がわかりありがたかった。難しい技術の方法もありま

したが検査の順番やスコープの選択のコツについても説明して下さり医師にも

聞いて頂いて頂けたら良いようなだったと思いました。 

◆ ERCPの手技と目的、処置具の選択など細かく説明がありとても分かりやすいく

大変勉強になりました。ありがとうございます。 

◆ まだ経験が浅いので、基本的なところを学習できてよかったです。普段の介助

からわかる範囲だけでなく、解剖など医学的なところが聞けたのもよかったで

す。 

◆ 所属している病院では、胆膵内視鏡(EST・ERCP)は行っていないため、内視鏡

技師の受験勉強をするにあたり苦手とするところでした。受講してもまだ難し

く感じますが、資料を復習し理解を深めていこうと思っています。 

◆ 今までのERCP講義の中で詳しく（デバイスの種類など）分かりやすく教えて頂

きありがとうございました。 

◆ 当院では、胃カメラ・大腸カメラともに生検程度の手技のため、肝胆膵系の症

例は難しかったのですけど、最先端医療を見させていただき面白かったです。 

ありがとうございました。 

◆ 今回は消化器の中で胆・膵に絞っての講義だったので

色々な部門ではなかったので、受けやすかったです。 

使用物品など詳しく説明されていたのですが、もう少

し、看護師として、検査前・中・後どういうことに注意 

すればよいのかという部分を講義していただけたらと思

いまいした。 

 参加者 135名 

 参加地域 北は北海道から、南は宮崎でした 
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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＊ 
◆ ESD  
◆ 緊急止血術  

◆ EVL、EISL 

◆ 内視鏡センターと病棟との連携、内視鏡医が病棟ナースに求めることについて。 

◆ 大腸ステント 

◆ 大腸炎症性疾患の内視鏡所見について 

◆ 胆膵エコーやERCPの画像の勉強会 

◆ 大腸内視鏡検査における腹部圧迫法 

◆ 下部内視鏡的粘膜切除術の介助のこつ 

◆ 留置スネア、回転クリップ、ポリープ切除のスネアリングなどの処置具の取り扱

い方 

◆ 内視鏡検査中の急変時の対応、急変に気付く観察ポイント 

◆ 内視鏡検査中の簡潔でわかりやすい看護記録 

◆ スコープの取り扱い 

◆ 介助の仕方の注意事項と圧迫の仕方をよろしくお願いします。 

◆ EMR、ESDについて 

◆ PEGの造設・交換・管理等の注意点 

◆ 各々検査時の看護ポイントを教えて頂きたいです。 

◆ 内視鏡のことなら、どんな事でも勉強になります。内視鏡に携わり5年目になる

この一年を通して内視鏡が楽しいと思えるようになりました。 

◆ ERCPの検査介助について 

◆ 下部内視鏡検査の自宅での前処置について 

 
 

※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。 

 

※コロナ禍が落ち着けば、施設見学・体験型の勉強会企画も計画したいと思います。 

◆◆12月の勉強会アンケート結果◆◆ 
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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？＊ 
 

● 午前の部は途切れ途切れでうまく聞けなくて残念でした、、 

● 今後もオンラインでの開催を希望致します 

● 時々音声の途切れがあり通信環境改善で来たらと思った。 

● 時に、音声や画像が途切れましたが、概ね良好でした。 

● 無料のオンライン開催は大変ありがたいです。 

● 音声が途切れて聞きとりづらい所がありました。 

● 今後もオンライン開催お願いします。 

● オンラインで参加しやすい  

● 時々音声が途切れましたがその他は良かったです。 

● スライドや音声が途切れ途切れになる事がある 

● 音声が途切れた時、自分だけなのか、皆なのかが分からず不安になった。が、資料があったの

でよかった。 

● 画面が固まるところがありました。 

● 平日の夜が助かります。 

● オンライン開催なので致し方ない部分もあると思いますが、途中音声が途絶えるハプニングが

何度かあったので、今後改善されると嬉しく思います。 

● 自宅で受講できることは非常にありがたいです。是非続けてほしいです。 

困った点は、医学講義受講証明の連絡がいつ頃になるのか凡そでよいので連絡を頂きたいで

す。 

● 配信中に何度も音声が途切れて、集中出来なかったのは残念です。 

● とくにないです。会場に行く手間や、子供の預け先を考えなくてよいのは助かります。資料が

あるので、少し聞き逃してしまったところも、振り返れるのがとてもよいです。 

● WEBでの受講は今回で5回目の参加でしたが、今回もパソコンで受講しましたが音声が聞こえ

ないトラブルがありました。所属している病院には同じ勉強会を受講している人はなく、誰に

も相談できず大変焦りました。 

オリンパスの参加方法を再度見直し、無事に受講することができました。 

● ありません。子供もいるのでオンラインはとても助かります。 

● 今回コロナ対策でオンライン開催でしたがコロナが落ち着いていても、これからもオンライン

開催で良いと思います。 

● 受講証明書の出し方がよくわからなくてメールさせていただきましたが届きましたのでありが

とうございました。ご迷惑をお掛け致しました。 

● 毎回のことですが、資料のダウンロードが、もう少し早くできるようにしてほしいです。（開

始日3日前とかは厳しいです。） 

トラブルがあった時の連絡がメールのみになっているので、緊急のことを考えて、電話の連絡

先が1つほしいです。 

◆◆12月の勉強会アンケート結果◆◆ 

⇒今回は配信環境の不具合により音声や画像の途切れなどがあり、大変ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。 

 午後からの配信は場所を急遽変更して行いました。 

⇒資料の掲載については業者のデバイスなどが講演で使用されており、著作権の保護こと、先生の資料作成時間などの兼ね合 

 いで直前の掲載となりますことをご了承ください。講師の先生から、数日掲載したら必ず消去するという約束で資料配布の  

 許可をいただいております。 

⇒お問い合わせ対応に関しまして、個人の携帯番号を掲載すると個人情報になりますのでメールのみで対応させていただきます。 
（中国地区の研究会で問い合わせに携帯電話を使用したものは、学会の業者が入っていくださってるのでその方の職場の携帯と、中国地区の技師

会の所有物を使用しました。） 
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◆◆12月の勉強会アンケート結果◆◆ 

講師：岡山医療センター     

清水 慎一 先生 

＊特別講演「消化器内視鏡技師認定試験対策講座」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＊ 
◆ いつもたくさんの最新情報から丁寧な内視鏡の全部位の機種に関するもの、疾患治療に網羅

した講義ありがとうございます。 

先生の頭の中にある知識が膨大すぎて、講義中、毎回為になる内容でコメントがポツポツ出

てくるのが楽しみです。先生の解説はとても面白いし、楽しいです。あの脱線話も（メイ

ン？笑）いつも目の前で笑いながら頷いているのに今はリモートで寂しいです。 

◆ 内容が盛りだくさんだったので時間的な制限があり、1つ1つのスライドにかける時間が短い

ような気がしました。もう少し1つ1つのスライドの説明を深く詳しく聞きたかったです。 

◆ 来年4月に技師試験を受ける予定なので、傾向と対策が聞けてよかったです。今後試験対策と

して自身で勉強する上で参考にしたいと思います。 

◆ 長時間お疲れ様でした。途中の休憩と５分の中断は一緒に出来なかったのでしょうか？ネッ

トの不具合は仕方ないですが、もう少し時間配分の仕方を考えて頂けたらと思います 

◆ 普段業務で行わないことも含まれており、大変勉強になりました。 

◆ 毎年新しい治療、検査情報を入れて講義を頂きありがたいです。技師資格は持っています

が、年に一回の試験対策勉強会で知識を補えてます。ありがとうございました。 

◆ 自分の勉強不足もあり、普段関わりのない専門用語や略語が流れるようなスピードで講義が

あった時がついていくのに大変でした。 

◆ 内視鏡技師の試験を受験するにあたり、画像が沢山ある大変わかりやすい講義をありがとう

ございました。休憩時間の清水先生の和菓子やピンチョスの本もとても興味深く、癒される

時間でした。 

◆ 当院では、胃カメラ・大腸カメラともに生検程度の手技のため、時々難しい用語が出てきて

戸惑いましたが、受験するにあたり必要なことを知ることができ有意義な時間を過ごすこと

ができました。コロナがおさまり、会場でお話を聴くことができることを待ち望んでいま

す。 

◆ 清水先生のおすすめの本の紹介ありがとうございました。 

コロナ禍で試験が延期延期になり、正直、士気が下がってしまっていたのですが、清水先生

や岡山内視鏡技師会の皆様の活躍されている姿をみて、内視鏡技師資格を持ちたいと励まさ

れました。 

◆ テキストをダウンロード出来るのは良いと思ったのですが、パスワードのメールを消去して

しまいました。再度教えて頂けると助かります。 

どうしてもweb参加だとメモを取るのが大変なので、テキストは振り返れますし、とても良い

と思います。 

◆ 講義の内容はとても詳しくよかったのですが、内容が濃いのと、時間に対して多すぎるた

め、スピードについて行くのが大変でした。改めて1日かけて講義していただきたいくらいで

す。 

資料のことですが、カラーでお願いしたいのと、A4に9スライドは

小さすぎて文字が見えません。できれば４スライドでお願いしたい

です。内視鏡の画像がイメージできないし、文字が見えません。 

 参加者 135名 

 参加地域 北は北海道から、南は宮崎・熊本でした 

⇒資料は今後はカラーで提供していただくように依頼しております。 

 資料を印刷される際は4分割や2分割に変更が可能ですのでそちらで対応をお願い 

 します。 
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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？＊ 
 

◆ 時に、音声、画像の不具合が、ありましたが概ね良好でした。 

◆ 今後もオンラインでの開催を希望致します 

◆ 音の設備が途切れ途切れでしたね、、、。 

◆ オンラインでは音声や画面が固まる事がありました。 

◆ 画面が小さくて、見えにくかったです。 

◆ 自宅で受講できることは非常にありがたいです。是非続けてほしいです。 

困った点は、医学講義受講証明の連絡がいつ頃になるのか凡そでよいので連絡を頂きたいで

す。 

◆ 音が時々途切れたりすることがあった 

◆ 私のように県外のものも気軽に参加出来ます。 

自宅でパソコンを使用し受講しましたが、途中にWi-Fiの状態が悪く中断してしまうことがあ

りました。今後は事前に確認し、環境を整えて受講できるようにしようと思います。 

◆ 音声ですかね。後は、受講証明書の出し方がわからずメールをさせていただいたのですけど、

返信が届きました。お忙しい中ありがとうございました。 

◆ 音声が途切れることが多すぎるとおもいます。 

資料のことですが、午前中のは、PDFをクリックしたらパスワードを入力することなくすぐ資

料画面に変わったのですが、午後の資料は、PDFをクリックしても、中々画面が変わらず、資

料画面になりませんでした。なぜ、ここまで違いがあるのですか？正直ダウンロードができな

いかと思いました。 

◆◆12月の勉強会アンケート結果◆◆ 

⇒ 午後も音声・映像でご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありませんでした。オンライン配信にあたり配慮

しているのですが、どうしてもネットワーク環境に左右されることがあるので、配信側・受講者双方のネッ

トワーク環境を考慮しつつ勉強会を開催出来ればと考えています。 
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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 

令和4年2月20日

（日） 

12時30分～16時 

岡山県消化器内視鏡技師研究会 

特別講演2題 

特別講演1『11万人の消化器癌死を

救う内視鏡検査、内視鏡スクリーニ

ング』 

特別講演2『メディカルスタッフが

知っておきたい内視鏡診断・治療の

ABC』 

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、コロ

ナウィルスの感染状況を踏まえWEB開催に向け準備しています。 

12ページをご参照ください。 

 ◆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 

2022年度内視鏡Web勉強会計画 
令和4年6月19日(日)  

炎症性腸疾患について  チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 垂水研一先生 

  

その他にも感染症に関する内容・胆膵内視鏡に関する内容・消化器内視鏡技師認

定試験対策講座を計画しています。 

開催日時・内容等適時更新予定です。 

御礼 

1月23日(日)に開催されました。 

内視鏡スタッフのための消化器内視鏡Webセミナー 

岡山県消化器内視鏡技師/EAファーマ株式会社共催 

参加数:175名 

お休みのところ多数のご参加をいただき誠にありがとうございました。 
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第22回岡山県消化器内視鏡技師研究会(WEB開催)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.開催日時 2022年2月20日（日） 12時30分〜16時00分 

（配信開始12時00分〜） 

      ＊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 

    お手数ですが各自でダウンロードしていただき、印刷をお願いいたします 

 

2.開催形式 WEB開催  

  

   3.日程・申込方法について  

     1）一般演題  

     2）教育講演Ⅰ 「11万人の消化管癌死を救う内視鏡検診、内視鏡スクリーニング 

  〜不安や苦痛なく受けられる安全かつ高精度な内視鏡検査を目指して〜」 

             淳風会健康管理センター倉敷 センター長 

淳風会ロングライフホスピタル 消化器内科部長 間部 克裕 先生       

     3）教育講演Ⅱ 「メディカルスタッフが知っておきたい内視鏡診断・治療のABC」 

             川崎医科大学附属病院 消化管内科学 特任教授  梅垣 英次  先生 

     4）岡山県内視鏡勉強会 報告 

 

   4.参 加 費  4,000円   

      参加申し込み後に指定口座に参加費を振り込んでください(振込手数料は本人負担で 

お願いいたします) 

 

      5.参加申込について 

      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://forms.gle/emt9iMRHQUNLcbhd8              

＊受付が完了しましたら、返信（申し込み完了）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2022年2月4日（厳守）でお願いします。 

＊研究会の期日が近づきましたら視聴用のURLを申し込みの際に入力していただいた 

メールに送らせていただきます。 
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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・タイトルを記入し、メールで連絡をお願い致します。  

演題締切  2022年12月25日（土）までに申し込み下さい。 

 

 7.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  2022年1月15日（土）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：m_kawakami_1106@yahoo.co.jp 

          〒701-0192  岡山市倉敷市松島577 

川崎医科大学附属病院 内視鏡センター 河上 真紀子 

＊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。 

視聴後に研究会中に出すキーワードを入力していただき正答の場合のみ、「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 

http://www.jgets.jp/riekisouhan_kitei.pdf
mailto:m_kawakami_1106@yahoo.co.jp
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