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 作成 2019.03.18 

        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⇒ okayamascope@hi3.enjoy.ne.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 

研究会報告(特集号）  

第20回岡山県消化器内視鏡技師研究会報告  
 第20回岡山県消化器内視競技師研究会は、今回352名の方の参加をいた

だき、盛会のうちに会を閉じることが出来ました。参加していただいた皆様、

ありがとうございました。 

 今回の研究会は、一般演題・教育講演に加え、シンポジウムも企画し、短い

時間ではありましたが、充実した時間を過ごせたかなと思います。また、岡山

県内視鏡技師会設立20年目に当たり、記念誌と記念品（マスキングテープ）も

作成しました。記念誌は、ここ10年間のあゆみをまとめたものです。作成して

みるとこんな勉強会もあったと懐かしく思いました。講演をしてくださった先生

方は50名を超えています。お忙しい中、遅くまで資料作成に時間を費やし、

多くの学を私たちに与えてくれています。本当に感謝の一言に尽きます。 

 研究会・勉強会ともに参加人数も多くなってきています。皆様のやる気・思い

に答えられるように，これからも役員一同で頑張っていきますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。最後に、ご協力いただいた全ての皆様、企業の方々に

感謝致します。ありがとうございました。 

                岡山県消化器内視鏡技師会会長 梶原 みゆき 

会長挨拶 

新顧問紹介 

 このたび川崎医大附属病院の松本 啓志先生を岡山消化器内視鏡技師

会の顧問にお迎えすることとなりました。 

 岡山県の内視鏡診療のレベルアップのため、技師や介助者の知識技術向

上という大きな課題に取り組む本会としては，松本先生の御業績，そして

内視鏡診療に関する御経験，御見識はこのうえなく貴重なものだと考え，

顧問をお願いすることになりました。技師会にとって心強い支えとなるもの

であり，企画・運営について有益な御助言をいただけるものと喜んでおりま

す。 

 清水先生共々多忙な日常業務に加えご負担も多いかと思いますが 

何卒よろしくお願い致します。 
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◆◆研究会報告①◆◆ 

一般演題 

岡山旭東病院 田中 真琴さま 

岡山ろうさい病院 服部 知絵さま 

湯原温泉病院 村山 綾子さま 

倉敷中央病院 岡崎 美千代さま 

コメンテーター：川崎医大附属病院 松本 啓志先生 

座長：岡山市民病院 小林 博子 

 教育講演 

講師： 

 岡山ろうさい病院 清水 慎一先生 

司会：川口メディカルクリニック 桑田 洋子 

会場からの活発なご質問

ありがとうございました 

 「内視鏡治療の変遷と 

        内視鏡技師の将来」 何だか先生の講義がジョ

ブズみたいでしたね(^_^)v 
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◆◆研究会報告②◆◆ 

 20周年記念シンポジウム 

「臨床工学技士による内視鏡業務への参入」 

          ～業務の実際から今後の展望まで～ 

 講師：NTT東日本関東病院 臨床工学技士 

   志賀 拓也さま 

倉敷中央病院 箱崎 大樹さま 

松田病院 窪津 徹さま 金田病院 大嶋 勝さま 

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 奥野 学さま 

シンポジスト 

コメンテーター：川崎医大附属病院 

            松本 啓志先生 

座長：川崎医大附属病院 

             河上 真紀子 

岡山県内視鏡勉強会報告 

消化器内視鏡機器取り扱い講習会 基礎編 

松田病院 錦織 恵美子 

(内視鏡勉強会リーダー） 

オリンパス株式会社 
講師：坂口 彰啓さま 

 田中 雅人さま(認定講師） 
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◆◆研究会アンケート結果①◆◆ 

 

3について：・移動2。・人事配置の都合2。   

・配置換え2。 ・病院の考え。今は部署が変

わった。 ・まだ資格をとっていないから。     

・上司から移動に関しては通達されるため。  

・育休中。病棟勤務へ移動2。就職活中。    

・仕事をしていない。管理職で応援のみ。 

4について：・若干の手当て支給あり。給与。

待機料あり。 

1．職種 2．技師資格の有無 
 技師資格希望 

 3．資格は活かせる部署か？ 4．資格の優遇 

5．一般演題について 
５：一般演題について 

・興味深かった        ・他院の看護が知れて良い 

・内視鏡室での鎮静、洗浄など他院の取り組みを知ることが出来た 

・どの演題も内視鏡で問題になることで、他病院の取り組みを知ることができてよかった 

・刺激になった        ・新しい話題と感じなかった 

・初めて参加させていただきましたが、とてもわかりやすかった 

・他院での業務の取り組みがわかった 

・セデーションのこと、ＣＦ前処置のことなど自分達もじっさいに直面している所なので、 

他施設での取り組みがしれて参考になった。  ・セデーションの基準を決めることは大切

と思った  ・時間の制限があると思うが、発表が早い  ・質問をまとめる時間がなかった 

・工学技士さんはメカに強いというイメージ。点検をチェックしてくれている。これから役立てられると思う。                      

・情報共有が必要と感じた     ・ＥＳＤの勉強会      ・母体数が小さいのに（仕方ないが）有効といっていいのかなと感じた 

・ＣＦ前処置のモサプリドを取り入れたいと思った      ・知識が広がった 

・鎮静剤使用について統一を図るための取り組みについて、まずは見直しから（現状把握）を考えていきたいと思った              

・これからの立ち上げの伴い参考になった           ・スライドの赤字が見えずらい。 

・基本の部分が再確認できた                     ・あっさりとまとめている印象 

・４施設とも安全に患者さんが安心して安楽に検査が受けられるように工夫されていると思いました      

・知らないことばかりで勉強になりました。            ・治療ではなく検査に関する演題が多かったので参考になりました。     

・とても参考になりました。                   ・他の医療機関での問題点への取り組み方を知ることができ勉強になった。       

・鎮静剤使用に興味があったから。            ・一人一人の発表がもう少し時間があればと思いました。  

・もう少しあたらしいことを知り得る内容であればありがたい。     ・他の病院での情報が勉強になりました。                  

・他施設の方の工夫を知ることができてよかったです。          ・勉強になる内容でした。     

・今現在していることが多く悩み解決につながらなかった。麻酔のこととか、下剤のこと。       

・倉敷中央病院よかった。病院によって鎮静をかけずにカメラをするところがあった。   ・声が小さいことがある。   

・早口、画面が次々変わり。               ・川大松本Drコメントよかった。         ・休日の若い先生の洗浄習慣よいと思う。      
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◆◆研究会のアンケート結果②◆◆ 

6．教育講演について 
・わかりやすかった    ・話が長く感じました。 ・楽しく興味深く聴くことができました。    

・歴史がわかり勉強になりました。      ・資料の字が小さくて見えにくかった。                                         

・後半の内容が参考になった（AIのこと、JEDのこと）  ・内視鏡の始まりから未来のこと

まで、簡単でわかりやすく説明してくれて勉強になった。これからAIがどんどん入ってきて

変化してくる現場もおぼろげながら想像できた。  ・話が上手なので感心しました。     

・清水先生の講演は楽しくわかりやすいから。     ・はじめて聴くことがたくさんあり楽し

かったです。   ・内視鏡の歴史を学べた、内視鏡検査に抵抗がある人（←臨床的に検査

をしたほうがよい人）への上手な声がけ方法は明日から早速利用したいと思います。     

・近未来の新しい情報を提供して頂き大変勉強になりました。     ・歴史から将来にい

たるまで、わかりやすかった。AIが開発されるとより診断力↑につながると思う、がんばって

ほしい。   ・現状がだいぶわかった。    ・わかりやすい内容で聞きやすかったです。消化

器Drの目線で講演いただけるので勉強になる。  ドックに関する演題はとても良かった。 

・歴史を含め、将来について興味がもてました     ・治療内視鏡変遷の講義で内視鏡技術や処置具の進歩を感じました 

・内視鏡検査にかかわるようになって日が浅いので、内視鏡の歴史や患者のアンケートや統計を教えて頂き勉強になった 

・Ｎｓの役割を充実させていきたいと感じた       ・ほぼ同じ業務を行っているが、職種の違いで観点の違いも分かった         

・色んな情報をおりまぜ、楽しくお話しいただき、よかったです       ・歴史より具体的な内視鏡の話が聞きたかった 

・今後のことについては、ＡＩの事など新たなことが知れ、技術機器の進歩に伴い自分達の役割がより問われていくのかとかんじた 

・ＡＩの話し、内視鏡・技師の話、貴重な話を聞けた          ・膨大の資料をまとめて、分かりやすく講演をしていただきよかった。

懐かしかった。  ・国家資格はうれしいことです。意欲がわきます     ・今度内視鏡室ＡＩ導入などの情報がきけたこと 

・内視鏡の歩みと今後の発展（ＡＩ技術）を知ることができてよかった  ・古来のカメラからＡＩやビックデータ等興味深い講義でした 

・とてもわかりやすくお話が上手だった。ＣＥのやる気がうかがえた    ・パワーポイント（スライドが小さすぎて見えにくかった） 

7．シンポジウムについて 

・関係のあるCEの業務内容を知ることができ、その中での内視鏡へ携わる業務が詳しく知れた。   ・当院でもCEが介入してくだ

さっており、今後の方向性が確認できました。  ・各施設のCEの役割を知ることができました。  ・これまでの研究会でもCEの業務

内容等紹介されていましたが、今回のシンポジウムでとてもよく理解できました。   ・内視鏡分野では、他職種であってもとても心強

い存在だと思いました。機器管理は、業者頼りですが、同じ業務をしている方から教えてもらうとうれしいですよね。  ・初めての試み

で興味深く聞けた。  ・当院も臨工が参入しており今後の課題も見えた。         ・他病院のCEの活動が聞けてよかった。当院で

も参入していく方針なので参考になった。  ・臨床工学技士が内視鏡室で業務にあたっているということをはじめて知りました。参入

されるようになり何年もたつようですが機械のトラブルがあった場合もしてくれると心強い存在だと知りました。   ・当院でも内視鏡

でのCEのかかわり方に問題や疑問が多くあるため、どのシンポジウムの発表もわかりやすくてよかったです。  ・自分の施設にもCE

さんがいてくださると心強くていいなと思いました。  ・志賀拓也講師の講演が非常にわかりやすく参考になりました。   ・当院には

看護師しかおらず臨床工学技士などの他部門との接点がないため内視鏡介助にあたり何に気をつけどんな業務をされるのか、機

器メンテナンスなどとても重要な話を聞くことができ勉強になりました。    ・当院もCEが入り始めているがまだまだの現状です。内

視鏡だけでなく他の業務を行っていることや、洗浄作業に対する抵抗もあり主体的に取り組んでいる状態ではありません。やはり病

院として配属を命令するといったことが必要なのかもしれません。  ・やはり機器管理分野では私たちNsは不得意な分野であるため

共働できるようになることが今後理想と考えます。どの病院の方も主体的に取り組まれており感心しました。    ・機器管理、医師の

代わりにＥＳＤの介助等多様に業務を行っていることがよくわかりました。    ・わかりやすくまとめてくれていました。   ・業務指針に

ついてわかった。   ・志賀さんの講演がとてもよかったです。内視鏡業務に臨床工学技師が携わることですごくメリットがあることが

わかった。 ・CE介入していないので参考になりました。病院に訴えていこうと思います。  ・CEの仕事現状がよくわかった。  ・4施設

もよかった。人間関係大切ですね。  ・各シンポジストの名前がなかった。   ・PC前日には作動確認すること（PC持参）。  ・工学技

士さんがいると検査がよりスムースに進むと思います。  ・会場からのCEの活発な意見があって良かった。 

・病院の規模によるがＣＥが参加してきてくれるというのは、いいなと思う 

・当院にはＣＥがいないため、どのようなポジションで仕事をされているのか興味があ

りよかった  ・臨床工学技師さんが内視鏡に参入してくださるととてもたすかる。とて

も頑張っていると感動した  ・他施設のＣＥの業務について詳しく聞けたのでよかった  

・ＣＥの現場の声がきけたことはよかった  ・チームとして協力者として今後ますます 

ＣＥは必要と思うのでとても興味深く聞いた   ・ＣＥとのコミニュケーションの大切さ

がわかった   ・ＥＲＣＰ時の体位、ＸＰに敷くマットの工夫など    

・工学技士の立場を理解したうえで放射線技師として考えさせられた                    

・CEとしての役割について学ぶことが出来ました。 

・ＣＥ導入を検討しているので、看護師の役割分担も含めて勉強になった   
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◆◆研究会のアンケート結果③◆◆ 

8. 20年記念誌について 
・20周年おめでとうございます。日々の業務外での技師会の活動は、とても大

変だろうと思います。持ち帰りしっかり拝読させて頂きます。皆さんが日ごろから

思っていらっしゃることを受け止めて日々の業務の参考とさせていただきます。 

・とても立派なものでした。    ・見やすそうだし立派な本だと思います。      

・今までの歴史がわかってよかった。   ・記念になるものを頂きありがとうござ

います。    ・P57清水先生の[資格及び認定医]の医師免許所得はH19年

でなくH9年でしょうか。・   色々な内容が入っていて、今後業務を行ううえで

プラスになると思いました。  ・流れが分かった   ・歴史が知れた事で、頑張ろ

うと思えることができた。  ・過去の取り組みがよく分かった。  ・振り返ること

が出来た、懐かしかったです。  ・県外からの参加のため、知らなかった。         

・20年の歩みが良くわかった。  ・10年のあゆみ満載でした。 

・志賀先生の「大 流、消化器内視鏡の介助・ケア」の本は愛読させてもらっています 

・松本先生、清水先生、志賀先生、臨床工学技士     ・２０年の歩みがよくわかった 

・皆さまの努力のたまもので、日頃のご尽力に頭がさがります    ・これからじっくり読んでみたい 

・記念誌は、ほしくない    ・記念誌と抄録が一緒になってコンパクトでよかった 

9 勉強会の希望する内容        

・カルチノイド、IPMNについて。                                                                                  

・ピロリ菌について×9.再感染率、ピロリがいると胃がんか潰瘍になるかのメカニズム。一度除菌をして何年たったら生検などの検査

ができる？3次除菌もあり？保険適応について。   ・ピロリ菌最新と効果、ピロリ感染の予防効果について知りたいです。          

・ピロリ菌の治療・検査について。やり方は病院によってちがうのか      ・ピロリ菌検査法のメリット・デメリットを詳しくお願いしたい

（スタッフも混乱している）   ・「ピロリ菌がいそうな胃」とよく聞きますが、どこで判断されている？                             

・ガイドワイヤー操作のコツ、安心できる看護、内視鏡での急変対応、疾患と治療、胆道系疾患のデバイス操作。                 

・確実な消毒と洗浄方法について。                                                                              

・大腸・食道・胃粘膜所見のいろいろな画像、ピロリ菌の有無の診断基準（内視鏡画像から見て）。胆道系疾患×3、             

内視鏡室での感染リスク。                 ・ PEG患者で困ったこと、対処法など。                                                  

・画像をふまえた勉強会、いまさら聞けないシリーズの内容をもう一度あったら勉強に行くたいと思いました。                    

・ERCPの介助に関する勉強など2。         ・小腸疾患など。    ・スコープの培養検査について2。                               

・カメラで経注腸液注入法の援助について。   ・食道疾患、静脈瘤、止血について。    ・スコープ洗浄法ブラシの通し方の検証。   

・技師会としての方向性が知りたい。         ・JEDについて。   ・ＥＳＢＬやＶＩＥなど感染症に対する対応                          

・検査室の具体的な掃除の方法。１日の終わりの掃除。１検査毎に行っている掃除方法    ・胃炎・逆食・バリックス              

・ＥＵＳ-ＢＤ・ＢＦ・ＥＢＵＳ-ＴＢＮＡについて     ・ＣＲＥなど    ・潰瘍性大腸炎 クローン病                               

内視鏡的止血術について  保険点数について  ＭＥとの関わり方                                                     

・感染管理：スコープだけではなく、ベットや機器について教えてほしい                                                  

・培養の仕方を詳しく知りたい。病院によってちがうのか？  血液が飛んだり、感染ＣＤの便がとんだときなど 基礎知識  透視室の

感染管理   ・スコープ管理   ・胆道系疾患や処置の意味・ＬＥＣＳ     ・機会があれば参加したい                        

・施設見学ができてよかった      ・透析患者における大腸カメラの前処置について                                      

・ＥＲＣＰ時の体位、ＸＰに敷くマットの工夫など      ・ＧＵ・ＤＵについて良性所見と悪性所見について                        

・レーザー治療について             ・検査でよく見かける画像を少なくていいので、大きく・ゆっくり・じっくりみたいです。        

・洗浄用のシンク内に損傷防止のためにスポンジマットを敷いているが、どのような洗浄消毒をしているのかを知りたい           

・スコープの洗浄管理、消毒液の種類について洗浄室の見学など    ・内視鏡におけるヒヤリ・ハット                         

・検査中の処置具の取り扱いについて ・炎症性腸疾患の患者について、疾患や洗腸についての注意点                       

・医師が検査後に内視鏡を受け散る際の清潔不潔の操作情報を    ・緊急内視鏡看護                                   

・内視鏡から手術についてのつながり等が知りたい   ・胃がん・大腸がんについて    ・最新治療 
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◆◆研究会のアンケート結果④◆◆ 

10 技師会に対するご意見        

・内視鏡に勤務するようになり、何もわからない状態で、業務に入っていたが、こういう技師会の勉強会に参加させて頂くことで、知識も

技術も少しずつ向上できていてとてもありがたいと思う。                                                              

・毎月勉強会は参加、ネット申し込みのみで各施設への案内はないですよね。                                             

・プリオンに対する対応、ガイドラインにはのっていますがそれでしているのかどうか。                                        

・場所がわかりやすく広くてよかったが、駐車場代についても配慮してほしい。                                              

・Drにストレスを感じさせない上部消化管カメラ介助の方法などを教えて頂きたい。                                        

・現在内視鏡業務から離れているため念に1度の研修は現在の状況を知ることができる機会でありとてもありがたい会となっている。

今後の開催も楽しみにしています。                                                                               

・とても楽に内視鏡を受けられるコツ、機器の開発を多くの人に（施設に）知ってもらいたい。古風な手技を使っているところが多い。                                                                   

・寒い中準備等お疲れ様でした。雪やインフルなど心配でした。聞き取り扱い講習も一緒に受けれるので助かっています。          

・お弁当が終わりだと思っていたのでよかった。CEとNsの業務の境が少しわかったように思います。グレーゾーンそのままでという思い

と守られないとという思いが共存します。                                                                           

・はじめて知りました。これからも技師会を盛り上げてください。ご発展を期待しています。                                    

・午後、テキストをもらっていない方がいた。CPの不手際？演題後に手間かかりすぎ？                                       

・ガイドラインについて。どの程度参考にすればいいのか、機能評価に向けては。誰に聞けばいいのですか。                       

・倉敷中央病院の施設見学希望。  ・他県の技師会と日をずらしてほしい。                                              

・ＣＥにスポットをあてて頂きありがとうございました                                                                  

・いつも準備が大変だと思います。本当にお疲れ様です。施設見学は毎回楽しみにしているのでお願いしたいです。               

・勉強になりました。今後も参加したいと思います                                                                    

・県外参加での申込に歓迎いしていただきありがとうございました。節目での記念誌等岡山の技師会良いと感じた               

・技師バッチは販売せず、資格を持っている技師には配布してほしい。費用も出しているので                                 

・２０周年おめでとうございます。梶原会長をはじめ、中国地方をまとめて頂いて今回は素敵なテーマで大変勉強になりました。      

・福山から岡山の参加でもいいのでしょうか？                                                                       

・倉敷はマスキングテープは有名なので地域活性化の面でもいいポイントに目をつけられていいなと思った                     

・ＣＥの育成とレベルアップのためにも、県内でＣＥが活かせる取り組みをしてほしい                                        

・会場のアクセスがよかった       ・このような勉強会があることをもっとアピールしてはどうか                                

・各施設の内視鏡室の施設見学・日々の業務役割、導線について                                                      

・毎月ある勉強会で１回が大体２時間だと思うが、医学講習会の受講証明書として毎回帰り際に手渡しで頂けると助かります       

・意欲がわいた   嬉しかったです。ありがとうございました。大変お世話になりありがとうございました。                         

・会場がとても寒かったです。  ・天井から冷たい風が出る。         ・会場が少し暗く手元が見えにくかった。メモ取りで困った。 

 

 

 

・もっといろんなグッズがあったらいいなと思います。                                                                

・内視鏡のフィギアみたいなのがついたボールペンとか。グッズ増やしてほしい。もらえなかった。                            

・マスキングテープのイラストがとても面白い       ・幅広いものがあるとイラストがしっかり見えていい                      

・マスキングテープめずらしいです                

11．マスキングテープについて 

＊アンケートのご協力ありがとうございました！＊ 
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◆◆お世話になりました：受付周辺・機器展示◆◆ 

 受付風景 

機器展示 
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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・・・。  

          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 

 

＊今年度も大変お世話になりました。   

        ご協力ありがとうございました。＊ 

    2018年度顧問医師と役員一同 

 ・・と研究会を手伝ってくださった皆さまです。 

＊機器展示業者＊ 

・カイゲンファーマ 

・キューピー株式会社 

・株式会社トップ 

・新鋭工業株式会社 

・興研株式会社 

・堀井遺品工業株式会社 

・ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

・コヴィディエンジャパン株式会社 

・オリンパス株式会社 

・ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 

・富士フィルムメディカル株式会社 


