
 1 

 作成 2017.10.18 

 

 勉強会  内視鏡中の急変時対応について 
   

    倉敷中央病院救急認定看護師 

         多賀 真佐美先生 

 ■担当者から皆さまへ 
                                                  

 とても、過ごしやすい(勉強しやすい)季節が、やってきました。 

今回の、勉強会には、当院の救急認定看護師 多賀 真佐美 先生のお力を借り、急変時の対応「急変

時徴候に気づく」をテーマにお勉強をしたいと思います。 

 日ごろ臨床の場面で急変を経験したことはないでしょうか?そこで、生命を維持するための基礎的知

識をつけ、生命が危険にさらされる前に急変の状態をキャッチできる力をつけていきましょう。 

 実際の、内視鏡で関わる場面での内容も盛り込んでもらう予定にしています。必ず、明日からの臨床

で役立つと思います。患者を守り、医療者を守れるよう、皆で勉強していきましょう！！ 

            倉敷中央病院  小野 房枝 

 ▼日時：平成29年11月19日(日)10:00～12:00 

 ▼会場倉敷中央病院 大原記念ホール 

           倉敷市美和１－１－１                                 

  ▼参加費：無料(計画表には参加費500円とありました 

      が無料でした。失礼致しました。） 

 ▼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 

11／14
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507986266/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWJveC5qcC9kYl9pbWcvc296YWkvMDAwMDQvNDAwNDIvd2F0ZXJtYXJrLmpwZw--/RS=%5EADBGuF32b7Wk_fGo7b2_rtT5wYIFyo-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUXZy


 3 

◆◆9月の勉強会報告◆◆ 

 白髭先生、講義ありがとうございました 

 忙しい業務の中、準備してくれた画像や動画(特別にインジゴ散布多め)をみせていただきありがとう

ございました。GERD ・ 胃炎・  潰瘍 ・ ポリープ  ある なしは、わかっても分類まで理解出来ていないも

のもありましたが、先生のポイントをおさえた解説と特徴的な所見のある画像をみてよくわかりまし

た。見方がわかると、検査介助の役に立つと思います。 

 安心、安全、安楽な内視鏡検査を受けていただくためには、技術ばかりではなく知識を深めていく事

も大切だと感じました。 

 今回は、ディズニーの話が少なめでしたね…。何か圧力でもあったのでしょうか� 

 

                           岡山赤十字病院 池田 香織 

「基本用語がわかる画像の読影」の参加を終えて 

  白髭先生の講演を初めてお聞きして導入の雰囲気づくりや実際の画像を写しながらの説明、

トイレ休憩中の映画の話をいれてみたりで、２時間があっという間に終わっていました。 

専門医としての日々の努力と技術力、そして活躍されていることが講演を通してわかりました。 

それにくらべて日々の看護業務の中、内視鏡業務の勉強不足を実感しました。しかし、これにく

じけず頑張っていければと思っています。 

  最後に、内視鏡技師の方々と一緒に勉強をする機会を頂き、ありがとうございました。 

 

                     原尾島クリニック    山本 真理湖 

＊ディズニーのお話でこの素敵な笑顔です。 

   ちょっとぼやけていてすみません！＊ 

白髭先生今年もありがとうございました。 
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  勉強会に参加いただいた皆さん、ありがとうございました。 

白髭先生の講演も今回で３回目になります。毎回、たくさんの画像・動画を準備していただき

本当に感謝しております。今回は、「知ってて当然の用語集」としてポイント解説付きのテキ

ストがあり、より一層わかりやすく少し賢くなった気がします…。講演中、時々話されるギャ

グ？も画像・動画とともに、パワーアップしており、とても楽しく聞かせていただきました。

もちろん、勉強になりました。本当にありがとうございました。 

                岡山ろうさい病院   梶原 みゆき 

 先日は勉強会に参加させて頂きありがとうございました。 

  

 医師より講義を受ける機会がほとんどなく、今回の講義で基礎知識のなさを実感しました。 

実際にGIFしている動画で説明を受けることで、検査医が何をみているか、みている部位がど

こなのかがよくわかりました。また、NBIとピットパターンは違うこと、ピロリ菌感染してい

る胃としていない胃の違い、など基本的なことが理解できました。 

検査介助や後輩指導に活かしたいと思います。 

  以上が勉強会に参加しての感想です。 

計画されている勉強会の内容が、どれも興味深いものなので、今後も勉強会に参加させていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 
  

               東広島医療センター 外来 善裕子 

 今回「今さら聞けないシリーズ画像編(基礎)」の勉強会に参加させて頂きました。 

勉強会への参加は２回目で少し緊張していましたが、ブルゾンちえみのダーティワー

クが流れて白髭先生の講義が始まり、笑みがこぼれ一瞬で和みました。 

 毎日の検査の中で先生同士の会話で飛び交う用語。聞き耳を立てて聞いても難し

い…自分で調べても難しい…となかなか結びつかないところがありました。 

白髭先生の実際のノーカットの検査画像での講義は興味を引きとても分かりやすく、

画像の見方、見分け方を楽しく学ぶ事ができました。そして、翌日からの検査の介助

に付くのがとても楽しみになりました。貴重な時間をありがとうございました。 

 

              岡山済生会総合病院   藤井智美 

＊今回初めて広島からご参加の方です。私たちが毎年皆さまのご意見を頂きながら 

必死で考え準備している勉強会の内容を気に入ってくださって本当に嬉しい瞬間です(^_^)v＊ 
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◆◆9月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(岡山市民病院） 

参加人数  70名 
参加施設  35施設 
回収率   85％ 

テーマ   今さら聞けないシリーズ：画像編 
      知ってて当然の用語集 
開催日時  平成２9年月10日（日） 
会 場   岡山市民病院 多目的ホール 

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 

＊聞いたことある、でも良く知らないことが少し分かってきた。 
＊所属施設では取扱件数が少ないため、色々な症例画像を見ることができて有意義でした。 
＊勉強会の内容は動画が丁寧でわかりやすかったし、ポイントを教えてくださったので理解できた。 
＊医師が研修医と話している内容が今までよりも理解できそうです。 
＊もっと学習したいくらい満足しました。動画がとても分り易かったです。×２ 
＊いつも楽しい講義です。×３  ＊良い勉強会でした。 
＊医師の講義を受けることが無いので治療、診断のことがよく分かった。 
＊EPBDは見たことがなかったので勉強になりました。資料の字の大きさが大きくて良かったです。 
＊実際の動画を見ながらの解説だったので分かり易かった。検査中に医師同士で話しているPitPatternやJNET 
 分類などの用語の意味を知ることができた。その違いがハッキリ分かった。 
＊白髭先生お疲れさまでした。画像編集ありがとうございました。 
＊たくさんの動画と詳しい説明でとても勉強になりました。×３ 
＊今回のように画像を用いて頂けたら大変分かり易い。×５   ＊画像が多く大変勉強になりました。 
＊ふだんなんとなく内視鏡画像を見ていることもあったが、今回色々な分類を教わったので今後の検査の際に 
 少しでもその分類に沿った観察を内視鏡施行医と一緒にして行けたらと思います。 
＊今後の業務を行う上で先を読むという材料になると思います。 
＊講義の内容ですが、一年未満（の内視鏡経験）なので正常がまだよく分かりません×２。 
＊先生がゆっくり画像の解説をしてくださったので、とてもわかりやすかったです。 
＊内視鏡業務に入ったばかりで画像の事も分かっていませんでしたが、今日詳しく教えてもらい内視鏡新人の 
 私でも理解することが出来ました。   ＊毎日忙しく一人で業務しているので改めてよく勉強になりました 

＊実際の動画で正常な胃粘膜とピロリ菌感染がある胃粘膜を連続して比べることができて理解できた。 
＊改めて自己研鑽のヒントを頂いたように思います。画像もたくさん用意してくださって大変勉強になりました。 
＊今回くらいのスライド枚数とスピードぐらいがじっくり見られて良いです。 
＊ユーモアを交えながら講義をしてくださり、楽しみながら学ぶことができました。 
＊長年内視鏡に携わっていますが、ここまで画像を見ながら解説を聞くことは無いので、大変おもしろかった。 
 分かり易く時々先生の介助のポイントの言葉も入り大変勉強になりました。 
＊とても勉強になりました。勤務先でも活用できるように頑張ります。 
＊以前も先生の講義を聞かせて頂いてとても勉強になりましたが、今回も＋αな情報があったりして今後に活か 
 せそうです。      ＊改めて画像と説明を聞いて理解が深まりました。 
＊色々笑いもあり講義もとても勉強になりました。難しい内容もありましたが、復習して明日からの仕事に活かし 
 ていきたいと思います。    ＊基礎から実践までの復習が出来良かった。 
＊詳しくて分かり易いです。当院での勉強会に伝えていきたいです。 
＊眠くならない工夫が満載であっという間に勉強会終了となりました。お忙しい中ありがとうございました。 
＊今まで不勉強なため初めて聞くような事もありましたが、分かり易く興味深い勉強会で参加することができ
良かったです。     ＊初心者にも分かり易く勉強になりました。 
＊お話に合わせて画像が拝見できて分かり易かったです。もう少しゆっくりよく分からない私としては見たかっ
たです。     ＊分類がよく分からなかったけど、画像と合わせて見せてくださったので良かったです。 
＊画像や動画をしっかり見れて勉強になりました。 
＊先生のボソボソと語られている内容が、先生の多くのご経験から中々貴重な情報があり、聞き漏らしたくない 
 と必死で聞いていました。説明の後のすぐ動画という方法は分かり易い。今回は先生の話し方もゆっくりだっ 
 たし、以前の講義からの工夫が一杯でありがたかったです。でもちょっと動画が長いところもあったので、もっ 
 たいないかなーと思う場面もありました。わがまま言って申し訳ありません。その分、他の画像も見れるしと 
 思って。 
    ＊お忙しい中、画像の編集や、講義内容をご用意くださってありがとうございました 

   ご協力くださった岡山ろうさい病院の皆さまにも本当に感謝です。ありがとうございました。 
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◆◆9月の勉強会アンケート続き◆◆ 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
＊今日のアンケートにもありましたが、色々な施設の鎮静剤使用の現状を知りたいです。時々過鎮静になること 
 があり、他院の基準、プロトコールなどがあれば教えて頂きたいです。 
 当院のはプロポフォールしかありませんが。 
＊今年度あったのですが、CSの用手圧迫について 

＊毎年やり始める人がいるので、基本的な内容の勉強会も続けてやって欲しいと思います。 
＊来年も白髭先生の講義をお願いします。 
＊たくさんの画像、症例を知りたい。 
＊内視鏡でよく使う薬剤についての特集があっても良いかもと思いました。 
＊カプセル内視鏡の読影のコツ 

＊鎮静評価について 

＊止血方法、色々なパターンのものを。動画もお願いします。 
＊来年も画像で学ぶ勉強会を開いて欲しいと思います。 
＊各病院で内視鏡の勉強されているのか、スキルアップ等どうされているのか知りたい。 
＊各施設のよって実施している内容も様々だと思いますが、初心者でも分かるよう基本をしっかりと習得できる 
 勉強会も希望します。 
＊技師ではありませんが、よりわかりやすい勉強会を開催していただければと思います。 
＊岡山市民病院の施設見学がしたいです。 
 
＊大腸検査や色んな処置、手技についても医師がどの様な事を考えながら検査しているか、介助に何を望んで 
 いるのか細かく教えて欲しいです。 
 内視鏡室勤務歴が3ヶ月で腹部圧迫や患者への対応、声掛けなど日々とまどうこともあります。 

 それが判れば介助の仕方、医師が望むこと患者が楽な方法を考えながら介助に付けると思うので教えて欲しい        

勉強会に関して 勉強会の内容 

 ＊お疲れさまです！まだ検査に付くのが精一杯の時期ですよね？日々の業務のこと覚えるのが先って

感じですよね。もう患者の気持ち考えてくださってて素晴らしいですね。 

 そこで・・・まず貴女の回りにとても素敵な先輩いませんか？ 

必ず一人は患者とスムースに会話をし、医師の介助もスマートに熟している人が居ますよね？ 

それは年数だけ稼いでもできることではありません、その方の視野の広さと感性が素晴らしいのです。 

今は行動、声掛けを頂いて学んでください。 

 介助中の声掛けの仕方はまず先生の声掛けに耳を傾けて聞いてみて！ 

そのタイミングで言うんだーと感じることあります。そこを頂いて患者に声かけて挙げて。 

どこがしんどいポイントなのか、どこが突っ張っているのか、どこで空気が入っているのかなどお声掛

けておられますよ。患者のしんどい気持ちにより添ってあげてね。最初の問診から和ましてあげて。＊ 

 またそういう面での勉強会を計画したいとは思っています。検討しますね。   桑田 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507983617/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy0yaFZ0cS04VlBXQS9VcUJiUW1ld3J4SS9BQUFBQUFBQWJiVS83Y3BEUTFhWVYtWS93MTIwMC1oNjMwLXAtay1uby1udS90aHVtYm5haWxfbGluZV9hdXR1bW4uanBn/RS=%5EADBtf
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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①◆◆ 

＊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。）  

◆◆平成29年度の内視鏡勉強会予定◆◆  
月日 テーマ 講師 会場 

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 

  ◆◆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 

10月の学会参加の方々お疲れさまでした。 

今年の勉強会のあと2回でございます。12月は毎年大好評の清水先生の基礎講座です。 

1月は何回か要望のあった看護記録についてです。 

以前開催したときは何と参加者13名と少なかったですが、話しやすくて楽しかった覚えが 

あります。是非ご参加くださいね～！ 

＊申込みはお早めに！＊ 
   役員一同仕事の後やお休みなどに 

   研究会の準備に取りかかっております。 

   なるべくお早めの申込みを 

   何卒よろしくお願いいたします。 
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第19回岡山県消化器内視鏡技師研究会および 

         機器取り扱い講習会（基礎編）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    平成30年2月4日（日） 9時30分〜15時45分（受付開始8時30分〜） 

                  9時30分～研究会   13時～機器取り扱い講習会 

２、会   場    川崎医科大学附属病院 ８階大講堂 

            岡山県倉敷市松島577   

   ３、日  程  

      １）一般演題 

      ２）教育講演  「直下型地震における病院機能と家庭生活の実際」  淡路 誠一先生            

      ３）当院の内視鏡室紹介         

      ４）機器取り扱い講習会（基礎編）  今年度は富士フイルムメディカル（株）です。 

 

   ４、参 加 費  ４,000円 研究会のみ、機器取り扱い講習会のみの参加でも、参加費は同じです。 

                     当日受付にて集金させていただきます。 

 

   ５、参加申込について 

往復ハガキに必要事項（次ページ見本を参考に）を記入のうえ右記まで郵送下さい。 

受付完了次第、受付票を郵送します。 

【お願い】 申し込みは平成30年1月10日必着でお願いします。 

返送された受付票は研究会当日受付へお持ちください。 

申し込みは往復ハガキ１人１通でお願いいたします。 

当日参加も可能ですが、事前申し込みにご協力ください。 

 

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、治療・処置介助、 

感染対策、業務改善など日常業務の中で考案、工夫された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(仮)を記入し、郵送もしくはE-mailで 

連絡をお願い致します。後日、詳細をご連絡させていただきます。 

演題締切  平成29年12月28日（木）までに申し込み下さい。 

 

７、演題の送付先および問合せ先     

〠702-8055  岡山市南区築港緑町１丁目１０番２５号 

岡山ろうさい病院 内視鏡室 梶原 みゆき 

                         e-mail：miyuki_0420jp@yahoo.co.jp 

                              ＊電話での問合せはご遠慮ください 

mailto:miyuki_0420jp@yahoo.co.jp
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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」 

   「機器取り扱い講習会出席証明書」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。尚、機器取り扱い講習会においては遅刻・早退は認められません。 

（参加のみは可能です） 

 

９、参加申し込みの送付先 

〒700-8557 岡山市北区北長瀬表町3丁目20番１号 

       岡山地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院   

内視鏡室  小林 博子宛 

下記の記入方法を参考に間違えないように記入をお願いします。 

  往信（表）         返信（裏）  

       〒700-8557 

      
      岡山市北区北長瀬表町                                   参加申込書 

          3丁目20番１号       何も記入しないで        参加者の住所 

       岡山地方独立行政法人       ください          及び         下記を参考に記入もれが 

       岡山市立総合医療センター                  名前を記入       ないように全ての記入 

        岡山市立市民病院                                  をお願いします。 

 内視鏡室   

 

小林 博子 

 〒700-8557                  第19回岡山県消化器内視鏡技師研究会および 

  岡山市北区北長瀬表町3丁目20番１号        機器取り扱い講習会 参加申込書 

   岡山地方独立行政法人              フリガナも記入してください 

   岡山市立総合医療センター         ①参加者氏名 

   岡山市立市民病院 内視鏡室 

             小林 博子      ②勤務先および所属（部署） 

 

 
 

    切り取って宛名ラベルとして        ③勤務先住所・勤務先TEL         

  お使いください             〒 

                          

                              

                               TEL 
                          

                         ④参加希望にレ印をして下さい 
                               □技師研究会 

                               □機器取り扱い講習会                        

                       

 

  返信（表）         往信（裏）  

   岡山県消化器内視鏡技師会 
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1982年より熊本地域医療センター勤務。現在に至るまで内視鏡業務一筋35年以上、

28万件以上の介助を経験している。また、海外発表を含め、講演、執筆など多数あり、

院内では技師教育ビデオを多数制作し、後輩の育成・指導に貢献している。日本消化器

内視鏡技師会（前九州支部長、評議員、学術委員）、九州消化器内視鏡技師会（前会

長）、熊本県消化器内視鏡技師会（発起人、顧問）内視鏡スキルアップ講座塾・塾長、そ

のほか内視鏡関連の団体において活躍中。2011年に第66・67回合同日本消化器内視

鏡技師学会の学会長を務める。 

講師：淡路誠一氏  

 熊本地域医療センター 内視鏡検査課 

 消化器内視鏡技師／救急救命士／看護師 

岡山地区開催日時：2017年12月2日(土)１０：００～16:00 

    開催場所：福武ジョリービル 

受講料：19000円 

 ※昼食代は含まれません。昼食は各自でご用意ください。 

 ※最少催行人数15人。これに達しないときは，開催を中止する場合がございます。 

  あらかじめご了承ください。 

※ご参加いただくには事前のお申し込みが必要です。 

セミナーのねらい 

◆◆技師会からの情報②◆

 消化器疾患患者のケアを担当する看護師にとって、日常的に実施される内視鏡業務を理解することは不可欠です。

本セミナーでは、卓越したスキルを持ち、「患者の不安を軽減するには、初対面時の笑顔とその後の雑談力による信頼

関係が、安心安全な検査に導くこと」を提唱する第一線の講師が、知っておきたい消化器内視鏡の検査や治療におけ

る看護のポイントについて分かりやすく解説します。また、緊急企画として「熊本地震から学ぶ内視鏡室安全対策」

2月の岡山県の研究会にもご講義頂く先生です。 

専門性の高いセミナーです。是非ご参加を！ 

先生の長年のご経験から、皆さんのお知りになりたい介助のコツなどもお教え頂けますよ！ 



 11 

 

１．上部・下部消化管内視鏡検査における看護 

 １）検査前の観察とケアポイント 

   ～問診、咽頭麻酔、セデーションなど 

 ２）検査中の観察とケアポイント 

   ～吃逆（しゃっくり）、曖気（げっぷ）の止め方など 

 ３）検査後の観察とケアポイント 

   ～SBAR式病棟申し送り、リカバリーから帰宅基準まで 

 ４）超音波内視鏡～準備品から介助まで 

２．大腸内視鏡検査の手順と介助 

 １）腸管洗浄液 

 ２）用手圧迫法 

 ３）点墨法 

 ４）留置スネアの操作法 

３．ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）における 

  注意点と介助方法 

４．内視鏡治療における看護と手技・介助のコツ 

 １）EMR・大腸ポリペクトミーのポイントと上手に行うコツ 

 ２）緊急内視鏡～吐血、下血時の注意点と介助法 

 ３）ERCPにおけるEST、ERBD、砕石と胆膵治療におけるポイント 

 ４）ESD～デバイスの取り扱い方、介助の実際まで 

 ５）EUS－FNA（超音波内視鏡下穿刺吸引法）の実際 

５．検査中における機器トラブルの対策 

 １）これで安心！ 吸引・送気・送水のトラブル 

 ２）これで解消！ 画像抽出のトラブル 

 ３）これで安全！ クリップの取り扱い方とクリップの吸引トラブル 

６．まとめ・質疑応答 

プログラム 

☆参加申し込みに関する内容確認・変更・追加・お支払い状況などのお問い合わせは 

 お客様センターフリーダイヤル 0120-057671 におかけください。(平日9 時～18時まで)  

 

★このセミナーのプログラム内容、受講対象、持参物品や今後の予定に関するお問い合わせは 

 メールにて受け付けています。fukuoka@nissoken.com 

 お電話の場合は、TEL (092)414-9311におかけください。(平日9時15分～17時30 分まで)   

※返信はパソコンから行います。携帯電話・スマートフォンでメールを受信される場合は、 

 受信拒否になる可能性がありますので、必ずドメイン指定許可を設定ください 

＊詳しくは“日総研13750”で検索を！＊ 
申込みも案内がありますよ(*^_^*) 

 

尚このセミナーに関してのお問い合わせは、 

事務局では承っていませんのでご了承くださいませ。 

mailto:fukuoka@nissoken.com%20?subject=担当者への質問メール13750&body=お名前・電話番号・お問い合わせ商品名を明記の上、質問内容をご記入下さい。
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508335173/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy13U1EyZVZUUkFlTS9Wa0xIVm1ZQ0VRSS9BQUFBQUFBQTBWUS92Z2ZVOERVUnpiMC9zODAwL3N0dWR5bmlnaHRfYm95LnBuZw--/RS=%5EADB5LEEdlD4wOYmv3yfDtRNEyQJ7gs-;_

