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■担当者から皆様へ 

あけましておめでとうございます。 

本年も内視鏡勉強会をよろしくお願いいたします。 

新年初の勉強会は、毎年好評の清水先生の内視鏡基礎講座で

ございます。 

勉強会後の感想に、毎回講義の充実した内容に関して満足

のコメントを頂いています。と言う事で今年は先生にご無理

を言いまして、初の2時間半と拡大版でお届けします。 

内視鏡検査に関わる解剖生理から消化器疾患、そして内視

鏡の最新情報にいたるまで、あまりにも網羅しすぎていて資

料が細かくなり小さいとご意見いただいていました。今年は

もう少し大きくして頂くようお願いしています。お楽しみに！ 

 毎年講義受けているのに毎年何かしら新しい発見があっ

て、そして時々癒される画像がチラホラでて・・・。 検査室に

新しく配属になった方はもちろんベテランの方も本当に勉強

になります。 

ちなみに始まりは10時ですが、終わりが12時半になりますの

で、軽食を用意する予定です。 

お休みのところすみませんが、少しお時間をくださいませ。 

是非ご参加を！   

          川口メディカルクリニック     桑田 洋子 

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

勉強会 

申込み方法（メールか郵送でお願いします） 
   ■〒710-0826 岡山県倉敷市老松町5-3-10  

                                            倉敷第一病院 地域医療センター 嶋津志織宛 

    ■Ｅ－Ｍａｉｌ info@okayamagets.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。 

 

▼日時：２０１５年1月18日（日）10：00～12：30 

▼会場：岡山中央病院 ２階セミナー室         

                岡山市北区伊島北町6-3  TEL(086）252-3221 

▼参加費：５００円 

医学講習会「内視鏡基礎講座」 

          講師：岡山ろうさい病院 清水慎一先生 

申込〆切 

 

1月16日 
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勉強会報告 

まだまだ、臨床工学技士が内視鏡業務に関与する施設が少ない中、最前線で頑張っている技

士のお話が聞けたことは、今後の業務の参考になったのではないかと思っています。 

グレーゾーンが多い領域の業務なので、チーム内でコミュニケーションを図りつつ、内視鏡領域での臨床工学技士

の業務の拡大ができればと思いました。 

また、個人的にyoutube画像を使ったスライドに興味深々でした。             金田病院 大嶋 勝 

12月14日の大阪医科大学附属病院 阿部 真也先生による『MEの立場から』の勉強会に参加させていただき

ました。自分も臨床工学技士なのでどのような事を講演されるのか楽しみにしていました。講演では、今までグ

レーゾーンであったMEの内視鏡業務が業務指針に明記されるように作成中との嬉しい情報から、MEの専門性

を看護師さんに知ってもらうためのクイズや、ESDにおける電気メスの細かな設定など少し難しい話しの間に動

画を使った注意力テストを入れたスライドがあり、あっという間の2時間ですごく勉強になり有意義

な時間でした。内視鏡業務をしているMEはまだまだ少ないのにこのようなMEをメインにした勉強

会を開催してくれた阿部先生をはじめ、技師会の皆様、ありがとうございました。 

                                             松田病院 小川 貴康 

当院は内視鏡室に参入し始めたばかりなので、同じMEである阿部真也先生のご講演を拝聴できることを楽しみ

にしていました。一点だけに注目していると本当に重要な事を見落としてしまう、ということを動画を通して楽

しく学び、周りを意識する大切さを学びました。高周波装置についても具体的な設定とモードの違いを丁寧に説

明して頂き、非常に参考になりました。これからMEが入ることでより安全でスムーズな検査・治療ができるように

頑張っていきたいと思います。阿部先生、お忙しい中本当に有り難うございました。岡山技師会の皆さま、今後

も鳥取から勉強会に参加させて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

                                             鳥取大学医学部附属病院 岡本 華奈 

お聞きしたいことが

いっぱい！ 

大阪医科大学附属病院 

 阿部真也先生 
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12月の内視鏡勉強会は大阪医大から臨床工学技士の阿部さんによる講演でした。 

さすが工学技士さん，スライド作成がお上手！そしてマニアック！きっととことんこだわらな

く 

        ては気が済まないのでしょう…というような素晴らしいスライドでした。 

内容はかなり濃く，あっという間の2時間ちょっとでした。 

事前に岡山の取り組みなども”おかやまげっつ”を読んで情報収集して下さって，参加者が飽きないようにい

ろいろ考えて下さっていました。 

とても寒い日でしたがなんと『暖房が壊れている』というびっくりするようなトラブルに見舞われ，講師をはじ

め全参加者がコートを着ての聴講となりました。 

大変申し訳ありませんでした。こればっかりはトラブルシューティングとでも申しましょうか… 

器械にはトラブルがつきものだなぁと実感！！風邪を引かれていないか心配しております。 

内容の濃いスライドを可能な限り提供して下さるとのことでしたので，欲しい内容，質問等詳しく記載いただ

き，河上（kawa.maki@live.jp）までいただけば，窓口とならせていただきます。 

見直すべきところ，勉強がまだまだ必要と実感した勉強会でした。 

講師の阿部さん，参加者の皆様ありがとうございました。 

                          川崎医科大学附属病院 内視鏡・超音波センター河上 真紀子 

技師会からの情報 

   第16回岡山県消化器内視鏡技師研究会 

●日時：２０１５年２月２２日（日）  １０：００～１５：００ 

●会場：川崎医科大学附属病院 ８階 大講堂 

●内容：一般演題・特別講演・ランチョンセミナー・ 

    当院の内視鏡室紹介・勉強会報告など 

●会費：３，０００円 

お申し込みは必ず 

往復はがきで 

お願いいたします。 

大変貴重な講演ありがとうございました。 

当院内視鏡Cにかねてから希望していた臨床工学技士2人が配属されて5ヶ月がたちます。 

最初は、どんな指導をしたらよいのだろうか？どこまで習得してもらったらよいのだろうか？ 

などなど、分からないことだらけでした。まだ5ヶ月ですが、当初期待していた内容は、ほぼ習得してくれてい

ます。今後は、自己をどれだけ磨けるかだと思います。スタッフの指導と共に医師の指導は、大きな力に変わっ

ていきました。医師や看護師からの信頼は厚く、今では、教えてもらうことだらけです。 

どこまでが臨床工学技士の出来る範疇なのかを今回のお話を参考にして患者を守り・本人たち守って行きた

いと思います。少し、肩の力を抜いて臨床工学技士がのびのびと？専門職を発揮できる内視業務環境を整え

て行きたいと思います。「内視鏡になくてはならない臨床工学技士２人です」 

＊＊先生には、まだまだ、聞きたいこといっぱいです＊＊またの機会を希望します。 

                                                  倉敷中央病院  小野 房枝 
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アンケート 
参加人数　　　　35人 (回収率　　80％)

参加施設 20施設※ＭＥさんの出席人数は9名でした。
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今後に生かせる

【勉強会に対する意見・感想】

【勉強会に対する意見・感想】

＊内容のこい勉強会で、すごく為になりました。今後の業務に生かせればと思います。

＊トラベルシューティングについての話、参考になりました。いつもトラブルと 少しは考えて対応するのですが、いつもＭＥ

さんを呼んでいるので私たちが考えて対応できるようにしないといけないと思いました。病院に帰って伝え、勉強して

いきたいことです。

＊寒かった。会場案内をちゃんと出して下さい。 ＭＥのことがよくわかった。

＊内視鏡業務を始めたばかりで、今回の勉強会で色々知れた。

＊エアコンをきかせて欲しかった。寒くて集中できなかった。ＥＳＤも介助3～4回程しかついてないので講義が難しかった。

資料があるとよかったです。興味をもって関わることの大切さ。関心をもっていれば気づけることの大切さを改めて考

えさせられました。

＊ＭＥさんからのお話楽しみにしていました。視野を広く持ち、すばやいチェックとメモ。が、大切と再確認できました。

ていねいな説明と素晴らしいパワーポイント ありがとうございました。

＊本当に寒かった。

＊室温環境では、頭も冴えて集中力も高まり、訓練により周囲への気づきが生じ、内視鏡に携わる医療従事者としての

意識向上につながるという実感を得た勉強会でした。

＊かなり専門的な話が詳しく聞けて良かった。

＊ユーモアのある講義で楽しく受けることができました。高周波のメカニズムが少し理解できたように思います。

＊まだまだ、勉強不足と感じました。

＊資料、レジメがほしかったです。暖房がなくてとても寒かった。

＊ＭＥさんと一緒に働くことでより良い治療を提供できることが良くわかった。

＊チーム医療ということ これから内視鏡室にＭＥさんの力を発揮してよりよい医療提供のできる施設となってほしい。

＊今から内視鏡業務に参入していくのにとても参考になりました。来てよかった。

＊とても勉強になりました。もっと勉強しないと、と思える講義でした。電気メスの設定や扱いなど経験知を分けてもら

えたと思いますが、自分の受け皿が小さくて本当にもったいないことをしたと思っています。

＊前もって、会場点検の大切さを感じました。

＊部屋が寒すぎる(環境を整えてほしかった)

＊寒いので集中できなかった。 トレーニングが大切だということを体験で実感できた。

【勉強会に今後望む事】

＊専門的な勉強ができ、よかったです。 ありがとうございました。

＊Ｈ．27年岡山県内視鏡技師学会で新しい情報を学習できるのがいまから楽しみです。

＊できれば土曜日の昼間にしてほしい。
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リレートーク 
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最近の話題 

＝ 内視鏡取扱講習会報告＝

12/11 岡山市南部・玉野（会場：灘崎文化センター）

現在多くのご施設で洗浄消毒装置が使用されています。

洗浄機にセットする前に用手洗浄する必要がありますが、その理由をご存知でしょうか？

ブ ラ ッシングの方法や、AWチャンネル洗浄アダプターを使用する理由はご存知でしょうか？

日ごろご使用いただいている機器の「特徴」を知ること、皆さんが実施している作業の「意味」を
理解していただくことが、正しい洗浄・消毒の実施するための第一歩となります。

今後もこのような勉強会を通じて、内視鏡の基本的な部分や日常業務における疑問点、普段は

意識しにくい部分などお伝えしていきたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

オリンパスメディカルシステムズ(株)

担当者より

サービス担当

田中 雅人

営業担当

石井 達也

・内視鏡の用手洗浄、処置具の洗浄・滅菌方法

（工程の1つ1つの意味を確認）
・漏水検知の重要性を説く
（修理抑制、高額化を防ぐための重要ポイント）
・ご施設で使用している洗浄機は消毒のみ？洗浄・消毒？
（正しい洗浄・消毒を実施する）

講習会内容

実際の機器を準備し、ご説明させて頂きました！

次回予告

日 時 ：平成27年1月15日（木） 15：00 ～ 16：00

場 所 ： 備前市市民センター 第一講習室

会 費 ：無料
この講習会に関しては岡山県内視鏡技師会での申し

込み・お問合せは行っておりません。 

ご自身でオリンパスさんにお問い合わせください。 

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