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 作成 2022.09.01 

        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   

              ■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 

第3回岡山県消化器内視鏡技師会勉強会 

 

『内視鏡検査室における感染管理』 
 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院  
            感染管理認定看護師 看護師長 木村 聖子先生 

▼日時：2022年11月13日(日) 

10：00～11：30          

▼参加費：1000円 

▼事前申し込み 10月14日(金)まで 

▼事前振り込み必要 10月17日(月)まで   

※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 

 

★コロナウイルス感染の出口が見えない中で、皆さんはどのように格闘されていま

すか？  

各施設で感染対策を行いながら、日々業務に携わっておられると思います。 

今回は感染管理のエキスパートの先生にご講演していただくことになりました。 

感染の基礎と内視鏡室における感染対策について学習していきたいと思います。 

これを機会に、自施設（内視鏡室）の感染対策・管理を考えるきっかけになればと

思います。 
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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◆◆ 
 参加者 110名 

 参加地域 北は北海道から、南は九州でした 

＊本日の岡山県消化器内視鏡技師会勉強会はいかがでしたか？ 
◆ わかりやすかった 48 

◆ ちょうどよかった 34 

◆ 難しかった      22 

   総計          104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊本日の勉強会の時間はいかがでしたか？ 
◆ ちょうどよかった     59 

◆ 長かった        31 

◆ 時間が足りなかった    14 

   総計        104 
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◆◆岡山県消化器内視鏡技師会勉強会 

                        アンケート結果◆◆ 

＊岡山県消化器内視鏡技師会勉強会で今後勉強会で取り上げてほしい内

容はありますか？ 
◆ ありがたい事にいつも興味がある内容ばかりです。 

◆ 今後もこのような試験対策講習会を継続して頂けると有り難いです。 

◆ 過去問題で間違いやすい問題などの解説等をしていただきたいです。 

◆ 大腸用手圧迫法についてや大腸挿入困難時の介助について。 

◆ 看護師が医師の介助をする上での必要な知識や技術、安全に円滑に内視鏡をする上での注意

点などを学びたいです。 

◆ 大腸ファイバーにおける、切除部位とかの表示法。 

◆ 内視鏡の介助について教えてもらいたいです。 

◆ コロナ下で内視鏡業務を行うにあたり、コロナ前との変更点や注意点などがあったら教えて

いただきたいです。 

◆ 画像（EUS、CT、MRCP、透視下内視鏡、ERCP時等）の読み方、具体的手技について。 

◆ 静脈瘤治療。 

◆ 試験対策について、問題の解説内容では、したことのない分野については分かりにくいた

め、実際に試験問題に出た内容について、説明があると嬉しいです。 

今後も試験対策の講義を続けていただきたいです。 

◆ 咽頭反射が強い人の前処置の工夫について。 

内視鏡での機械類を医師に渡す時の介助方法(特に私は機械を抜く時が苦手です)コツを教え

てください。 

◆ 気管支鏡。 

◆ 来月の試験を踏まえて来年の3月の試験の前に傾向と対策をしてほしいです。 

◆ 高周波治療・レーザー治療について。 

◆ デバイスの種類や特徴について。 

ESD、ERCPでどのデバイスがよく使用されるか向き不向きについて知りたいです。 

◆ 内視鏡の洗浄方法。 

◆ 今のような内容を定期的にしてもらえるとありがたいです。 

◆ 処置具の取り扱い・介助のポイント。 

◆ 休日、夜間の緊急内視鏡検査対応について。 

◆ 膵臓、胆嚢、肝臓の解剖や検査、治療法 胆膵を基礎から詳しく教えていただきたいです。 

◆ 内視鏡の過去問題などあるといいと思います。 

◆ 内視鏡洗浄。 

◆ 消化器疾患について。 
◆ 分かりやすい解剖生理。 

◆ ホルモン、消化酵素。 
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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◆◆ 

＊岡山県消化器内視鏡技師会に対して要望などあれば何でも記載してく

ださい。 
◆ 清水先生の講義を休憩時間も含め毎年楽しみに拝聴しております。来年も楽しみにしており

ます！ 

◆ お忙しい中いつも勉強会の開催、ありがとうございます。感謝でしかありまあせん。司会の

桑田看護師さんの言われた通り清水先生の講義は(休憩時間も)試験対策以外にも仕事でも自

己学習でも最近の治療内容など役立つ事ばかりです。これからも勉強会に参加させていただ

きたいです。ありがとうございました。 

◆ 勉強会の参加費用がもう少し安いとありがたいです。 

◆ 今回の医学講習会受講証明発行を希望致します。 

本日はこのような講習会を主催して頂きありがとうございました。 

◆ 大変、勉強になりました。また参加したいと思います。ありがとうございました。 

◆ 参加費の領収書も発行していただけるとよいのではないかと思いました。 

◆ 本日は、お忙しい中貴重な試験対策講座を開催いただき感謝申し上げます。 

それでは、受講証明書の発行をお待ちしております。ありがとうございました。 

◆ いつも勉強会の開催ありがとうございます。内視鏡に入ったばかりでわからないことも多い

ので、色々な内容で開催していただいて感謝しています。これからもよろしくおねがいしま

す。 

◆ この受講料はとても良心的で、参加しやすいです。次回は11月ということですが、毎月開催

してほしい気持ちです。 

◆ 資料をオンラインに載せるのが、今回遅くて忘れる所でした。 

よろしければ、もう少し早目にお願いします。 

◆ 今回なかなかzoomにログイン出来ず、複数のデバイスでログインにチャレンジしたので重複

していたら申し訳ありません。参加させて頂いてありがとうございました。とても勉強にな

りました。 

◆ 長時間ありがとうございました。スピードが早かったので理解するのが難しかったです。ま

た参加したいと思いました。 

◆ いつも沢山資料を作成してくださって感謝しています。 

資料印刷期間をもう少し延長してもらえると嬉しいです。今回資料印刷にかなり時間がかか

りました。 
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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◆◆ 
＊岡山県消化器内視鏡技師会に対して要望などあれば何でも記載してく

ださい。 
◆ わかりやすい講義でまた機会があれば是非参加したいと思っています。 

岡山県内視鏡技師会は積極的に活動されているところも素晴らしいと思いま

す。 

◆ 内視鏡初心者ですが、多岐にわたりわかりやすい講義にとても勉強になり助か

りました。もう少し時間を延長していただいて、まだまだお話を聞かせていた

だきたいと思いました。これを通じて内視鏡や消化器疾患に興味を持っていた

だける医療者が増えることを願います。ありがとうございました。 

◆ お忙しい中、色々な試みで勉強会をしていただき、とても勉強になります。あ

りがとうございます。 

◆ コロナ後もZOOMでの講習会を続けてほしいです。 

地域が遠くても参加できるので。 

◆ 膨大かつ詳細な資料のため事前学習をしたかったです。資料を早めにアップし

ていただけると幸いです。 

◆ 今後、講演資料を予定通りにアップしていただけると助かります。 

◆ 試験に出やすいものをポイントとしてまとめられる資料があると見返した時に

重点的に覚え易いと思いました。また試験に対しておすすめの本等ありました

ら，経験者の方からどの様に勉強されたか聞いてみたいです。 

◆ これから技師試験を受けさせていただくので、とても勉強になりました。 

◆ 試験要項等が分かりにくい場合がある。(医師用なのか、他職種向けなのか、会

員登録が必要なのか等('-'  ).........。) 

わかりやすいホームページにして欲しい。 

◆ WEB開催を増やしてほしい。 

◆ お疲れ様です。なかなか普段は一つ一つ細かいところが勉強できないので、と

てもわかりやすく学べて良かったです。ありがとうございました。 

◆ 試験対策の勉強会を多く開催してほしいです。 

◆ Webではなく、会場での勉強会がいいですね。 

画面に入るまで戸惑いました。 
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＊岡山県消化器内視鏡技師会に対して要望などあれば何でも記載してく

ださい。 

 
今回ご参加いただいた県外の受講者様より嬉しいメールを頂きましたのでご紹介さ

せていただきます。 

 

岡山県消化器内視鏡技師会 

内視鏡勉強会主催者の皆様 

  

この度は大変お世話になりました。 

ZOOM退出後アンケート回答が出来ませんでしたので、こちらに感想を送らせたい

ただきました。 

私の無理なお願いにもかかわらず受付を受理していただき大変感謝しております。 

独学に近い分野の勉強が進まず難渋しており大変貴重な機会と思い、申し込みさせ

ていただきました。 

レジメをプリントアウトさせていただき目を通す中で感じたことは、 

こんなにわかりやすくまとめられた膨大なレジメを作成してくださる医師が 

岡山県にいらっしゃるということに感嘆いたしました。 

患者に対して安全安楽を提供するために、言葉にせずとも医師が患者や画面から目

をそらさず処置ができるよう 

看護師が介助ができたら。 

その充実のために学んでいると言っても過言ではなく、 

今回無謀と思いつつ試験にチャレンジすることにしました。 

まだ結果は出ておらずこれからも学び続けるわ

けですが、私にとって今回の岡山県主催の勉強

会は貴重な駆け込み寺となりました。 

ありがとうございました。 

岡山県消化器内視鏡技師会の益々のご発展を祈

念いたしております。 

◆◆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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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 

令和4年11月13日 

(日) 

内視鏡検査室における感染管理 倉敷中央病院 感染管理認定看護師 看護師長 

木村 聖子 先生 

令和4年12月18日

(日) 

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9月11日 

第18回 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 

※お知らせ 
消化器内視鏡技師バッジ・内視鏡看護に関するガイド集を販売させていただこう

と思います。 

必要な方はメールをいただければ、必要事項をご連絡させていただき

ます。 

 

＊ 消化器内視鏡技師バッジ       １個 ５００円 

＊ 内視鏡看護に関するガイド集 第２版 １冊 ５００円  
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