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 作成 2022.03.31 

        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 

 

『IBDてなんなん？ -ちょっと治療もね-』 
 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 垂水研一先生 

▼日時：2022年6月19日(日) 

10：00～11：30           

▼参加費：1000円 

▼事前申し込み・事前振り込み必要 

  ※詳細に関しては、準備出来次第ご案内させていただきます。 

  ※2022年度より参加費を頂くことになりました。ご理解・ご協 

   力宜しくお願いします。 

★申し込み:岡山県消化器内視鏡技師会ホームページ、もしくはおかやまげっつ 

 

★2022年度も継続してオンライン勉強会を開催したいと思っています。 

 最初のオンライン勉強会は、6月にIBD（炎症性腸疾患）に関して。消化器内視鏡   

 検査に携わっていると関わりの多い疾患だと思われます。 

 この機会に一緒に深く学んでいきましょう。    
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◆◆岡山県消化器内視鏡技師会研究会 

                        アンケート結果◆◆ 

＊本日の岡山県消化器内視鏡技師会研究会はいかがでしたか？ 

ご意見やご質問がございましたらご記入ください＊ 
◆ ウェブ視聴は3回目でしたが面白かったです。ただそちらからのメール文字化け

して見られないところがあったので、無事接続できるか不安がありました。 

◆ マウスピース、業務の改善、富士フィルムの内視鏡、最新治療と盛りだくさん

で、準備も大変だったと思います。役員の皆様、お世話になりました。 

◆ 最後の梅垣先生で、画像での病変の診断（萎縮胃炎の診断、胃炎、ピロリ菌

等）をもっと詳しく知りたかった。 

先生方がどういうふうに胃の中をみているのかもっと興味がわきました。 

◆ 一般演題を前もって録画してくださっていたことで、トラブルが少なくなって

いて、とても視聴しやすく感じました。 

臨床工学技士の業務参加している施設が増えている中で、当院では、なかなか

理解してもらえない状況に悩まされております。あきらめずに、今日の発表の

内容も報告していこうと思います。 

また、特別演題は、お二人の先生とも、とても分かりやすい内容で、聞き取り

やすく講演していただき、ありがとうございました。画像も多く、とても興味

深く視聴させていただきました。 

◆ 過去に勉強したことを忘れていることを自覚しました。 

学びの必要性を感じました。 

◆ 凄く勉強になりました。明日からの業務に役立つ事もありました。部署内で伝

達講習を行なおうと思ってます。 

◆ わかりやすい講演内容、身近な内容で明日からの仕事のモチベーションに繋が

りそうです。 

◆ 日頃の業務に生かせる興味深い内容だった。 

 web開催で安全に講演視聴できてよかったです。 

主催の内視鏡技師会メンバーの皆様お疲れ様でした。 

◆ 研究会や学会から少し遠のいていたので、久しぶりに勉強できて刺激になりま

した。 

◆ 大成功だったと思います。運営に携わっていただいた皆

様お疲れ様でした。 

◆ 久しぶりの研究会で心待ちにしておりました。現在は現

場から離れておりますが、やはり内視鏡が好きだと再認

識しました。貴重な講演をありがとうございました。 

 参加者 230名 

 参加地域 北は北海道から、南は九州でした 
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◆ 今回初めて参加させていただきましたが、とてもおもしろくまた参加したいと思いま

した。今後の開催情報などがメールなどで配信されるなどありましたら教えて頂きた

いです。 

◆ クリニックで勤務しているため、ほぼ検診目的のEGD、便潜血の精密検査でのCSの検

査にしかかかわりしかないので新しい知識を得ることできました。 

◆ ESD、処置具、タスクシェアの内容が役に立つと思いました。 

◆ 健診の重要性がデータからも確認出来、モチベーションが上がりました。 

◆ 音声や画像が途切れて困った。 

◆ NsとCEのタスクシェアはとても興味深い内容でした。 

◆ 一般演題では、ギャグレスマウスピースのことが興味深かったです。当院でもサンプ

ルを頂いていましたが、まだ使用出来ておらず、今後使用していきたいと思います。 

お2人の先生方のお話も、医師だけでなく看護師、内視鏡技師にもとても参考になり

ました。 

職場のスタッフと学んだことを共有し、今後の業務に活かしていこうと思います。 

◆ まだ内視鏡経験が浅いので分からないことが多いですがとてもいい勉強になりまし

た。ありがとうございました。 

◆ 臨床工学技士として内視鏡技師の資格を取りたいと思っています。内視鏡業務にどの

ように関わっていったら良いか参考にさせていただきます。分かりやすい講義をあり

がとうございました。 

◆ まだまだ勉強不足で、自分の未熟さも感じますがとても参考になりした。 

よりよい介助ができる様、今日の学びをいかしていきたいと思います。 

◆ チーム医療、最先端の内視鏡手技、ESDの症例画像など多岐にわたり学習できまし

た。貴重な資料もたくさんありました。かなりの知識向上につながり、今後の内視鏡

介助に役立ちます。ありがとうございました。 

◆ 分かりやすくすごく勉強になりました。 

◆ 内視鏡技師の資格取得のため、本日は、参加させて頂きました。今後の内視鏡治療、

スクリーニング検査の際に役立つ内容が多くあり、勉強になりました。ありがとうご

ざいました。 

◆ 携わらない内容もあったため、少し難しく感じた講演もあった。 

◆ 内視鏡介助が、今日の講演で勉強になりおもしろなりそうな気がした。 

◆ 他施設での取り組みがわかり、自施設でも今後の参考になると思いました。 

教育講演は大変勉強になりました。 

◆ 抗凝固剤や抗血栓薬に対する考え方や、検査前の飲水、薬の内服に対する考え方も変

わってきているのだと理解できました。現在の施設ではERCPやESDの処置がありませ

んが、今回の講演を聴いて、また携わりたいと思いました。 

◆◆岡山県消化器内視鏡技師会研究会 

                        アンケート結果◆◆ 
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◆ 今、内視鏡業務をしていないので、内視鏡の精度が良くなっている事を知り、びっくりしてい

ます。 

◆ コロナ禍で、貴重な研究発表と大変勉強になった教育講演を聴くことが出来たことは、良かっ

たと思います。検診の重要性がよくわかりました。今後の内視鏡検査介助にも活かしていきた

いです。会の運営もとてもスムーズにされていたと思います。いつも、ありがとうございま

す。 

◆ 最新の内視鏡の動向を知ることが有意義な研修会だった。 

◆ Web開催による研修会に初めて参加させていただきました。 

日頃の業務を振り返ったり、前向きな気持ちになることができたりと、とても充実した時間が

持て、本当に良かったです。小規模な病院で、いつも検査に携わる看護師はひとりですので、

こうした研修に参加することの必要性を改めて感じています。 

関係者のみなさまに感謝しています、たいへんありがとうございました。 

◆ 現在は内視鏡業務から離れているが、教育講演での実際の動画を見ながら説明していただき大

変分かりやすく実際の現場に復帰したいと感じました。 

また、今は健康診断を扱う部署にいるため、健康診断の重要性について再確認し、周知してい

きたいと思います。 

また一般演題においては、CEについて興味深くうかがい、最近の議題にあがっていたので、最

近の流れを知ることができました。 

◆ コロナ禍の中ご尽力いただき有難うございました。 

パソコンで視聴していたせいか、アンケートへ移行できませんでした。アンケート及びキー

ワード入力はこちらに入り直して答えさせていただきます。 

お手数おかけします。よろしくお願いします。 

◆ 今回の研修に関して、担当者様と運営者様それぞれにメールいたしましたが、返信のないまま

研修が終わってしまいました。何かしらの連絡をいただきたかったです。 

当初の案内では午前中の研修でしたが、午後に変更されており、結局、勤務変更いたしまし

た。職場への移動等で、パソコンと携帯でログインしたため、接続時間にズレがあるかもしれ

ませんが、よろしくお願いします。 

◆ 久々に受講ができ、とても有用な研修となりました。 

他院の取り組み（他職種間のタスクシェア・マウスピースの工夫）も参考になりました。教育

講演は2件とも画像やデータは多くとても分かりやすかったです。 

Webでの研修会にも慣れてきて不備なく受講できました。役員の皆さま、お世話になりまし

た。 

◆ とても分かりやすい講演内容で勉強になりました。 

内視鏡センター看護師として画像の所見が分かるともっと楽しく業務が行えるようになると思

いました。 

◆◆岡山県消化器内視鏡技師会研究会 

                        アンケート結果◆◆ 
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◆ 一般演題で、CEが介入する事で業務の効率化が図れ、医療の質向上につながっているとありま

した。CEが居られ羨ましいです。 

教育講演1が、興味深かったです。検診の重要性。ドックは35歳以上で、若い人は胃カメラを

する確率は、低いように思います。便潜血陽性でも、症状がなければ内視鏡を、受けない傾向

にあると感じます。 

◆ 職場的に施設外で集合することが難しい状況で、WEB開催は ありがたかったです。 

◆ コロナの影響でこのような研究会に初めて参加しました。参加できてよかったです。 

◆ 検診で内視鏡検査に従事しています。教育講演は、上部消化管内視鏡検査の内容が多く大変参

考になりました。内視鏡診断の理解を深めて、検査Dr.と検査を受けてくださっている方に、よ

り良い検査介助の実践を目指したいと思います。 

◆ 教育講演では、動画や画像ありわかりやすかったです。 

◆ 音声が時々途切れ、残念な時もありましたが、比較的快適に視聴することができました。 

がん死亡率を下げるために、日本の予防医学を充実させることが必要なことがよく分かりまし

た。 

◆ 経鼻の内視鏡の進化がすばらしいと思いました。 

◆ 当院でもサンプルでギャグレスマウスピース○R があり、症例限定（検診で若年者）して使用し

ております。 

研究発表内容を参考に症例を見極めて使用したいと思いました。 

◆ 先生方のお話は動画も多く、見やすくとても興味深いものでした。 

◆ 日頃の内視鏡室業務に役立つ内容でした。 

◆ 貴重な講演ありがとうございました。明日からこの学びを活かせながら働きま

す。 

◆ 最初のパソコンの操作が分からなく電話で問い合わせし無事参加できました 

◆ 日頃の業務を振り返り、また来年度の検診業務に向けての課題が明確になり、大変勉強になり

ました。 

コロナ禍で大変ななか色々と丁寧にご連絡いただきありがたかったです。 

◆ 健診業務に携わり、上部内視鏡検査担当しております。 

全処置のプリビナや抗凝固薬内服者の生検などとても参考になりました。 

◆ 以前のように情報を得られる機会が少なくなっているので、開催を楽しみにしておりました。 

明日からの業務に活かしていきたいと思います。CEの介入についても参考にさせていただきま

す。 

◆ 教育講義では医師の目線で見た内視鏡検査、治療について非常にわかりやすく講義してくださ

り大変勉強になりました。 

◆ 資格更新の為研修に参加させていただきました。 

内視鏡を離れている為、全ての抗血栓薬原則継続など、そうなんだと勉強になりました。 

今内視鏡に携わる事はないのですが、研究発表から当院でも取り入れる事が出来るヒントも

あった様におもいました。又、勉強しなくてはと思える意識付けとなる研修会になり充実した

時間でした。感謝いたします。 

◆ 基本的な知識が学べて、初心に帰って確認ができた。 

◆ 私的にはWEBは往復の時間もなく、助かります。WEBでも何の問題もないと思います。 

◆ WEB開催お疲れ様でした。全発表を通して非常にためになる内容であり、明日からの業務へと

活かせる講演でした。演者の皆様、また開催スタッフの先生方に感謝申し上げます。ありがと

うございました。一点忌憚なく申し上げますと、WEB開催にしては開催時間が長いと思いまし

た。約3時間半PCの前にかぶりつくのは正直しんどいです。 

◆◆岡山県消化器内視鏡技師会研究会 

                        アンケート結果◆◆ 
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◆ 健診によるスクリーニングの大切さがよくわかりました。日本の若い世代の健診受診率が世界

的に低いとは知らなかったので驚きました。企業もですが、自営業や個人での検診受診率が向

上するような対策ができるといいのかと考えました。また、内視鏡検査はチーム医療だという

考え方には賛同しました。今後もっと専門性が求められる分野だと思うので、各専門職が一つ

のチームとして内視鏡医療が進歩していって欲しいと思います。 

◆ ESDの実際、処置具、タスクシェアがとても今後に生かせる内容でした。 

◆ とても分かりやすく、内視鏡にさらに興味を持つ事ができました。ありがとうございました。 

◆ 早口だったり音声が大きかったり、小さくなったり、音声が途切れたりしたが最後まで聞けて

良かったです。 

教育講演１の内視鏡スクリーニングが興味深く分かりやすかった。 

◆ 専門性の高いチーム医療を目指していきたいと思った。 

◆ 日々上部内視鏡検査に追われていますが、一つ一つの検査の見方がかわる教育講演がきけて大

変勉強になりました。 

◆ 通常業務では見れない症例や手技を見る事が出来、とても嬉しく勉強になりました。 

◆ コロナ禍の中、ウェビナーという形で開催していただき、ありがとうございました。普段であ

れば、岡山まで出向くことは難しいのですが、逆にこのような状況のために研究会に参加で

き、今後に活かせるお話をうかがうことができ嬉しく思っています。あり

がとうございました。 

◆ 他施設でのコメディカルの取り組みや先生方による充実した講演で、明日

からの業務に生かせるようなセミナーでした。 

◆ 臨床工学技士との業務の関わり方が参考になりました。 

◆ ピロリ菌の除菌前後の検査の関わりが勉強になりました。 

◆ 専門的で難しい事も多かったですが、今内視鏡に携われていないので、や

はり内視鏡センターで働きたいなと思えました。 

◆ ESDの手技やデバイスの使用方法が見ることができ有意義でした 

◆ 途中、なぜか休憩のたびに度々画面上で退室させられたのかアンケート入力画面に切り替わ

り、その度に入室し直しました。退室ボタンには触れていないのに何故でしょうか。1度目の

休憩の際も何かBGMがあれば良かったのにと思いました。 

◆ 今日は大変貴重な研修内容をありがとうございました。当院でもCEを今年度より導入していま

すので.とても参考になりました。また教育講演では大変興味深いお話や意欲の向上になる内

容で明日からまた研鑽していきたいと思います。 

◆ 間部先生の研修にて、健診の重要性を知ることができた。必要な人に必要な検査を行い、医療

従事者の努力次第で早期発見・治療・そして死亡率の低下へと導くことができるということが

印象に残った。 

ESDの手技や事例に関する情報、緊急時の対応など院外での事例が知ることが出来て良かっ

た。明日から見直してみようと思えるところがあり、勉強になりました 

◆ 当院内視鏡室でも医師、内視鏡技師（看護師）、CEと連携し、日々の多忙な業務を行ってお

り、今日の研修会に参加し今後、さらにチーム医療が必要となってくる中で、大変参考にな

る、素晴らしい発表を聞かせていただきました。 

また、今後の業務に役立てていきたいと思います。   

◆◆岡山県消化器内視鏡技師会研究会 

                        アンケート結果◆◆ 
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◆ 普段、皆さんが行っていらっしゃる内視鏡検査での現場の様子が良くわかり、自分の私設での

活動と照らし合わせながら、振り替えることができて、とても勉強になりました。 

また、講演をしてくださった先生のお話は、専門的な内容で、今後も内視鏡検査の介助を行っ

ていく上で、病態のことを考えながら、施行医がどのように考えて見ているのか、一緒に見て

いけたら、また、スキルアップに繋がると思いました。 

貴重なお話をありがとうございました。 

◆ キーワードは今までの会・講演などの中では一番わかりやすかったと思います。 

◆ 画像でわかりやすく説明してもらい、とても勉強になりました。DL確認してみます。 

◆ チーム医療の中での技師の役割を再確認できました。自分が楽しんで介助につくためにも、病

態に関する知識を深めていこうと思いました。 

◆ とても内容の濃い研究会で大変勉強になりました。演題発表頂いた演者の皆様、先生方、役員

の皆様ありがとうございました。 

◆ 教育演題1.2とも、大変分かりやすくて、勉強になりました。検診の重要性と理解を知ることが

できました。病態の分類などJNET分類で調べて、内視鏡業務します。ありがとうござました。 

◆ 胃カメラの検診の大切さがよくわかりました 

◆ 今までにない形式での研究会開催となり、準備が大変だったことと思います。 

とてもスムーズな流れで、充実した内容でした。 

お疲れさまでした、そしてありがとうございました。 

◆ 教育講演Ⅰで内視鏡スクリーニングの重要性を改めて感じました。今後も患者さんにとって、

苦痛が少なく、安全な内視鏡検査を提供していきたいと思います。 

◆ スムーズに進んでよかったです。みなさま、お疲れさまでした。 

◆ 私は臨床工学技士ですが本日の講演会大変参考になりました。 

明日からの内視鏡業務にチーム医療に少しでも貢献できるよう努め

てまいります。 

◆ 間部先生わかりやすくて又聞きたいです。 

◆ 梅垣先生のESD講義が終わった16時にいきなりパソコンの電源が落

ちて再起動したのですが既にキーワード3の発表が聞けなく解答できませんでした。12時30分

からきちんと参加していたので何とか出席証明証の発行を是非ともお願い致します。梅垣先生

の3/26キンキライブも参加しようと思います。今回の先生お２人方の講演は、最新で即臨床に

役に立つ内容でとても勉強になり参加して本当によかったと思いました。ありがとうございま

した。また、演題発表された方々の内容も日々の感じるところを取り上げておられ共感し大変

勉強になり参考にさせて頂こうと思いました。 

◆ 本日の研究会でのお話とても勉強になりました。検診センターで働いているので間部先生の内

視鏡検診についてのお話は特に興味深く聞かせて頂きました。 

多少音声が乱れることもありましたが、全体的にはスムーズに落ち着いて話が聞けたので良

かったと思います。 

◆ 間部先生の講演は、いつも、もっともっと聞きたいと感心いたします。検査後の患者さんが間

部先生の結果説明を聞き悩みを解消され笑顔で帰宅される姿が重なる場面を思い返しながら聞

けました。 

梅垣先生のご講演も明日から検査やESD介助にさらに関心高く望める気持ちが高まりました。 

◆ 講習会を受けることにより、学ぶことがたくさんあって勉強になりました。このような機会を

与えてくださり感謝します。 

◆◆岡山県消化器内視鏡技師会研究会 

                        アンケート結果◆◆ 
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◆ 本日の技師研究会を以前から楽しみにしていました 当院でもCEも関わりや物品類の管理など

問題を抱えています 今後の参考になりました 先生方の講演も大変勉強になりました 間部

先生、梅垣先生ありがとうございました  

◆ 一般演題では岡山赤十字HPのタスクシフトについて興味深かったです。当院でもこのようにで

きたらなぁと感じました。 

◆ 音声や画像など特に視聴に問題はありませんでした。対面での開催でなくても十分ではないか

と感じました。ただ、視聴者からの質問は開催中に受け付けていただきたいです。 

◆ 症例もあり興味深く見ることができました。ありがとうございました。 

◆ 先生方のわかりやすい基礎から応用の講演で、とても理解しやすかったです。 

お忙しい中、Web研修ありがとうございました。 

◆ 間部先生のお話で、健診の重要性を再認識しました。 

私は普段外来勤務なのですが、患者様で検査を嫌がられる方には必要性を説明していこうと思

います。 

◆ コロナ感染を心配することなく参加できてよかった。スマホで参加したが、映像が小さくて見

づらかった。PCを使用すればよかった。参加日時が限られていたので視聴できる期間があると

参加しやすい。ありがとうございました。 

◆ 分かりやすく参考になりました。またいつか会場での参加もしたいです。 

◆ 勤務している病院では内視鏡にCEが関わっていないため、CEの介入が羨ましく思いました。 

間部先生・梅垣先生の講演は沢山の画像がありとても勉強になりました。 

大腸がん・胃がん検診の大切さを改めて感じ、日々の内視鏡介助を内視鏡医と共に病態を考え

ながら、これからも内視鏡スタッフの一員として頑張ろうと思いました。 

◆◆岡山県消化器内視鏡技師会研究会 

                        アンケート結果◆◆ 
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ZOOMは、パソコン、スマートフォン・タブレットを使って参加することができます。  

【ZOOMには部屋がある】 

Zoomには「ミーティングルーム」という部屋の概念があります。主催者が部屋を準備して、そこに参加者が入室す

る、という考え方です。 

① 主催者がミーティングルームを準備する 

② 主催者が参加者にミーティングルームのIDとパスワードをお知らせする 

③ 参加者がIDとパスワードを使ってミーティングルームに入る  

参加する場合は、主催者から送られてくるミーティングルームのID（URLで案内してもらえることもあります）と

パスワードで、Zoomのミーティングルームに入室します 。 

【ZOOMに参加するには…】 

まずは、パソコン・スマートフォン・タブレットにZOOMアプリをダウンロードしよう。 

■パソコンの場合 

 下記 URL より、「ミーティング用 Zoom クライアント」をダウンロードします。 

 https://zoom.us/download#client_4meeting  

 

 

 

 

 

ダウンロードしたインストーラーを起動すると、インストールが始まります。Zoom はシンプルな アプリのため、

インストール自体に時間はかかりません。また、情報を入力する必要もありません。  

 

 

 

 

 

ミーティングに参加から、主催者から送られてきた、URLをクリックする。 

もしくは、ミーティングIDとパスワードを入力してミーティングに参加できます。 
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■スマートフォン・タブレット 

Androidの場合 

 「Google Play ストア」から「Zoom Cloud Meetings」をダウンロードしてください。 

下記 QR コー ドからもアクセスできます。  

 

 

 

 

 

 

iphone・ipadの場合 

「App Store」から「Zoom Cloud Meetings」をダウンロードしてください。 

下記 QR コードからも アクセスできます。  

 

 

 

 

 

 

スマートフォン・タブレットの画面にZOOMのアプリを確認します。 

アプリを起動して、「ミーティングに参加」をタップして、ミーティングID・パスワードを入力してミーティング

に参加します。 

※インターネット検索でZOOMのダウンロード・接続方法検索していただければ、分かりやすく

説明されているので、そちらも参考されてもよいかもしれません。 

参考資料 

ゼロからはじめるZOOM 技術評論社 

Zoom アプリのダウンロード方法  インターネット検索 
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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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◇◇2022年度内視鏡Web勉強会計画◇◇ 

日時 内容 講師 

6月19日(日) IBD・下部消化器内視鏡検査

について 

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院  

垂水研一先生 

7月31日(日) 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11月予定 感染対策について（仮題） 講師未定  

令和5年1月予定 胆膵内視鏡に関して（仮題） 

 
岡山大学病院 消化器内科 

松本 和幸先生 

2022年度も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。 

 ◆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5月13日(金) 14日(土) 

第88回 日本消化器内視鏡技師会学術集会 

みやこめっせ（京都市勧業館） 

2022年9月11日 

中国地区消化器内視鏡技師会研究会 

オンライン方式にて開催予定 

詳細は準備出来次第ご案内させていただきます。 
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