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 作成 2017.08.31 

 

 勉強会 医学講習会：今さら聞けないシリーズ：画像基礎編 
 

  「基本用語がわかる画像の読影」     
       

        岡山ろうさい病院  

         白髭 明典先生  

 ■担当者から皆さまへ 
 残暑お見舞い申し上げます。今年の暑さはいつもとちょっと違っていますね。熱帯夜があま

りなかったような？！と思っていたらお盆明けから急に暑くなり・・・そして最近夜には虫の

声が。秋がもう近い？ 

 さて、9月の勉強会は好評の“今さら聞けないシリーズ：画像基礎編”でおなじみの  

岡山ろうさい病院の白髭先生にご講義頂きます。私たちは毎日見ているのに、中々“今どこ見

てる？病状どうなってる？”って医師に確認できない時ってありますよね？・・・なので配属

になったばかりの方から超ベテランまで、ぜひ聞きにいらしてくださいね(*^_^*) 

 今年もEGD・CSはもちろん、ERCP・EISの画像も取り揃えてくださってお話し頂く予定です。 

しかも普段口にされている知っていて当然の医学用語に当てはまる画像を見せながらご説明く

ださるそうです。例えばRAC、Barett食道、GERD、胃炎の京都分類などだ

そうです。先生さすが講義に進化が！ 

 内容は研修医レベルだそうですよー❤各病院の研修医の方にも是非、 

ご参加を・・見なきゃ損ですよ！       
 患者さまのためにも一緒に勉強しましょうね～！ 

 

           川口メディカルクリニック 桑田 洋子 

 ▼日時：平成29年9月10日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：岡山市立市民病院 1階  多目的ホール 
           岡山市北区北長瀬表町3-20-1                                 
  ▼参加費：500円 ▼駐車場：無料 
          ＊駐車券は必ず会場までお持ちくださいね＊ 

        申込み方法（メールか郵送でお願いします）  
           ■〒700-0913  

                     岡山市北区大供2丁目2-16      川口メディカルクリニック 桑田 洋子宛  

           ■Ｅ－Ｍａｉｌ⇒ okayamagets@wi.kualnet.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。  

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

申込〆切 

9／7

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1503309799/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltZzAxLmdhaGFnLm5ldC8yMDE1MDkvMDJvL2dhaGFnLTAwMDA3MDIwMzAucG5n/RS=%5EADBVVALlzGbVsY1503aPFYs0j3EFLA-;_ylt=A2RivbVmXplZRBAAKCOU3uV7
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◆◆岡山市民病院駐車場入口◆◆ 

◆◆岡山市民病院◆◆ 

＊医学講義＊ 

◆◆岡山市民病院一階見取り図◆◆ 

↓北長瀬駅の駐車場・駐輪場

は市民病院の管轄では無いの

で、無料になりません。 

ご注意くださいませ。 

ご注意を！ 
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◆◆8月の勉強会報告◆◆ 

  今回勉強会に参加させて頂き、改めて内視鏡室の感染管理の大切さを痛感いたしました。洗浄、

交叉感染、環境清掃の重要性や他施設の方々の情報意見交換も大変勉強になりました。 

 神先生のお話もとてもわかりやすく、ありがとうございました。    

                      

                              日本原病院 右近 美和   

今回は内視鏡室における感染管理という興味深いテーマでした。 

内視鏡業務に携わるなかで、感染管理がいかに重要か改めて感じました。 

先生の講義も分かりやすく、自分の職場での感染管理について見直す良い機会になりました。。 

質疑応答でも、他施設さんのいろんなお話が聞けてとても参考になりました。 

本日は勉強会に参加させていただき有難うございました。 

                    

                                津山第一病院   田中利枝 

＊毎回のわかりやすい講義に加えて 

今回も後半は現場の声に耳を傾けてくださり 

有意義な質疑応答でした。 

本当にありがとうございました。＊ 

 神 貴子先生 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1503310040/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5uYXJ1LXdlYi5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTQvMDkvMDg5MjE0LmpwZw--/RS=%5EADBa.diAZR4dVHDT6qIQy4pOyC8oxI-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU3F6SVo1
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洗浄の重要性について、行うことの意義は理解し日々行ってはいますが、高水準消毒が意味

あるものになる為にも大変重要な工程であることを再認識しました。チームで行う医療の現

場だからこそ、看護師だけでなく内視鏡に関わる他職種スタッフも含め、皆で共有し実践し

ていくことが大切であると思いました。 

感染についても、交差感染など、感染の起こり得るリスクを回避出来るよう、環境や設備の

制約のある中でも厳重なルールをもって取り組む必要があると感じています。  

大変有意義な勉強会に参加させて頂き、ありがとうございました。 

 

                      津山中央病院 

                        内視鏡  前田 香織  
 

普段当たり前のように行われている業務に対し、振り返りながら受

講することができ、内容も興味深かった。講習会では意見交換が活

発に行われていたため、他施設での工夫や方法について当院と比

較することができた。 

 

           津山中央病院 臨床工学部 

                     森口 裕太 

早朝から津山に駆けつけてくださった

ジョンソン＆ジョンソンの方々 

お世話になりました。 

お土産頂きました❤ 

ハンドクリームと 

マウスウォッシュ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1503309799/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHBvcC5jb20vaW1nX2lsbHVzdC95ZWFyL3NlcHRlbTA2LnBuZw--/RS=%5EADBowjbTPwzWTYXWQn9_eLQyLXOWQc-;_ylt=A2RivbVmXplZRBAAHiOU3uV7
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 お忙しい中、勉強会にご参加頂きありがとうございました。 

患者サービスの中で重要な安全の提供と言う面での感染管理の実践では、世の中の流れや菌の

変化などでしょっちゅうガイドラインとにらめっこしながらですよね。 

 今回神講師の時代に適合した的確な講義内容と各施設からの意見からの情報交換など聞かせ

て頂き、皆と共有、共感もでき楽しい勉強会ができました。大変感謝いたします。 

 また遠くまでお越しくださりありがとうございました。 

           

          県北役員一同代表 津山中央病院 花村 典子 

      

 

勉強会お世話になりました 

日頃から気を付けて内視鏡洗浄に携わっておりますが 先日の勉強会でさらに気を引き締め

て日々の業務に携わって行きたいと思いました 

他科の感染制御も知ることが出来てよかったです。 

医院に持ち帰り スタッフと相談して直ぐに対応していける事もあり 出席させて頂きあり

がとうございました。 

                         布上内科医院 岡田 智子 
 

＊いつも県北では津山中央病院さまには 

ご無理を言っております。 

こちらこそありがとうございましたm(_ _)m 
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◆◆8月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(津山中央病院） 

参加人数  28名 
参加施設  16施設 
回収率   ８９％ 

テーマ   内視鏡室の感染管理 
開催日時  平成２9年8月20日（日） 
会 場   津山中央病院 

  

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 
＊他施設の取り組みをよく知ることができました。とても勉強になりました。わかりやすい講義でした。 
＊芽胞についてわかりやすくとても理解できました。＊他施設の情報が聞けて参考になりました。 
＊感染管理について良く理解できました。 
＊通常業務においてICTチームに参加しており、内容的に今後の業務に役立てたいと思いました。 
＊業務改善しなければいけない課題がみつかりました。ありがとうございました。 
＊当院の課題がハッキリして対策を取らなければならないと感じました。 
＊医院に持ち帰り皆と共に勉強していきたいです。大変勉強になりました。 
＊スコープの培養、どの部分を調べるのが良いでしょうか？(調べたことが無くて心配になりました） 
＊日々何となくアルコール綿(ウェットタオル）などで物品や室内の清拭をしていたが、アルコールで消毒したつ
もりになるのではなく｢菌を拭取って捨てる」という意識が大切な事を学びました。 
＊大変参考になりました。わかりやすい講義ありがとうございました。 
＊神先生の講義は何回お聞きしても新しい発見だらけ。分かり易いし身近なテーマで、明日からでもすぐ使える
内容です。また何回でもお聞きしたい。情報交換にもうまく助言をくださるのでとても参考になりました。 
＊他院でどのようなことに気をつけておられるかうちの病院とはちがう環境で施設基準などでの内容を学ぶ
ことができ、大変興味深い学びでした。 
＊高水準消毒剤を使用しているから大丈夫であると言うことでは無く、洗浄の重要性が理解でき再確認するこ
とができました。安心で安全な検査、治療のためにもスタッフ間で共有し取り組んでいきたいと思いました。 
＊わかりやすく具体的に色々と勉強になりました。芽胞のことや交叉感染など当院でも対策の参考になること
が多かった。 
＊神先生の話はとてもわかりやすい。実践しやすいように話をされるので身につきやすい。 
＊疑問に思っていたことが確認できて良かった。 
＊講義の中で、一般論に事例を絡めてあるとより興味深く聞けたと思います。 
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興味深かった

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
＊培養(洗浄器・内視鏡・環境など）をどうしているのか。＊感染対策 

＊うちはこうしているけど他の施設はどうしているのだろうということを聞きあえるような勉強会、意見交換な
ど。  ＊機能評価を乗り越えるための勉強会。＊ERCPの介助について、処置具の特徴について等知りたい。 
＊各施設における鎮静による検査時の工夫について話あいをしても良いかもと思います。 
 当院は看護師2人体制で対応しているが人員不足が今後起りそうなので、一人で鎮静患者の対応している人の
意見が聞きたいと思います。 
＊胆道系の講義をしてもらいたい。 
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◆◆平成29年度の内視鏡勉強会予定◆◆  

月日 テーマ 講師 会場 

10月 

10/13～１0/14 

学会月にて休み 

第79回日本消化器内視鏡技師学会(福岡県)  

    

11月19日(日) 

10:00～12:00 

 

11/12(日) 

医学講習会 

内視鏡検査時の緊急対応について 

 

機器取り扱い講習会 実践編（岡山県） 

倉敷中央病院  

救急認定看護師 

  多賀 真佐美先生 

倉敷中央病院 

参加費；500円 

12月17日（日) 

10:00～12:00 

医学講習会  

消化器内視鏡技師認定試験対策講座 

岡山ろうさい病院 

  清水 慎一先生 

岡山市民病院 

参加費：500円 

1月14日(日) 

10:00～12:00 

情報交換会： 

看護記録について（ワールドカフェ） 

  

 

 

倉敷第一病院 

＊青字は全国・中国地区の勉強会案内です＊ 

◆◆技師会からの情報①◆◆ 
＊お知らせ＊ 

＊徽章について＊ 
・作成の意図：消化器内視鏡技師が、徽章をつけることで、 

  認定技師の自覚を促し、同時に施設の職員及び患者に 

  広報する意図をもちます。    

・販売対象：日本消化器内視鏡学会の行う消化器内視鏡技師 

  認定試験に合格し、日本消化器内視鏡技師会会員となっ 

  た方に販売します。 

・販売開始：9月10日の勉強会から 

・価格：１個500円です 

  技師免許をお持ちの方は、是非購入してください。 

  日本消化器内視鏡技師会は、 

   内視鏡技師バッジの販売を始めました。 
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 ◆岡山県消化器内視鏡技師会へのお問い合わせは・・・。  

            Okayamagets@wi.kualnet.jp  

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

◆◆技師会からの情報②◆◆ 

＊いつもお世話になっている業者さまへ＊  
私たち内視鏡の現場で役に立つ情報や新製品の情報・注意情報などなどを 

ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。原稿やご提案は下記まで・・・。 

 （おかやまげっつに掲載するか、勉強会にご参加いただくか？など。）  

 

 

学会長：川原 政幸 

     （公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院）     

会  期：平成２９年１０月１３日（金）・１４日（土） 

会  場：アクロス福岡 

     福岡市中央区天神１－１－１ 

＊内視鏡学会よりお知らせ＊です。  

１０月博多の技師学会ですが、宿泊が取れない状態だそうです。  

参加される方は、早めに予約を取ってくださいとのことです。  

 

 

内視鏡機器取扱い講習会(実践編） 

   開催日時：平成29年11月12日(日)10:00～15:00 

   開催場所：岡山国際交流センター・イベントホール 

  ＊申込み受付期間：9月1日～10月2日(当日参加不可)＊ 

 

              詳しくは・・⇒ 

 

第19回岡山県消化器内視鏡技師研究会及び 

             機器取扱い講習会   

   開催日時：平成３０年２月４日(日)9:30～15:45    

   開催場所：川崎医科大学附属病院 8階大講堂 
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    ＊技師会の方にご案内が来ました。興味のある方はご参加くださいませ。 

  尚、岡山県消化器内視鏡技師会からは申込み、お問い合わせは 

                           行っておりません＊ 


