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◆◆技師会からのお知らせ◆◆
4月の内視鏡勉強会の開催中止について
現在発生している新型コロナウイルス感染症の日々拡大している状況の変化をうけ、各施設さま苦慮されておられ
ると思います。今回岡山県消化器内視鏡技師会も慎重に検討を進めて参りました。日本消化器内視鏡技師会の方
針を受け、参加者の健康と安全を最優先に考慮し、4月の勉強会の開催を中止させて頂くことになりました。ご参加を
予定されていた皆さまには多大なご迷惑をおかけ致しますことを深くお詫び申し上げます。
今後の対応、方針に関しましては決定次第ご案内いたします。

感染対策に関わる医療従事者としましては、新型コロナウイルスの感染拡大が一日でも早く終息することを願ってい
ます。
岡山県消化器内視鏡技師会 役員一同
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◆◆12月の勉強会アンケート結果①◆◆
勉強会アンケート結果(岡山市民病院）
参加人数 51名
参加施設 31施設

テーマ
：医学講座 消化器内視鏡基礎講座
開催日時 ：2019年12月15日（日）
会 場
：岡山市民病院 多目的ホール

＊ 勉強会に対する意見・感想＊

岡山医療センター
清水 慎一先生

・とても分かりやすく聞くことができました。ありがとうございました。
・次から次へと新しいことが出てきてとても勉強になりました。
・とても分かりやすくて勉強になりました。
スタッフとして介助についている毎日で何をどのように勉強するのか分からず参考になりました。
・清水先生立派な資料いつもありがとうございます。バレット食道の説明はとても分かりやすいです。
毎年、復習になります。
・最近の試験の傾向がわかりよかったです。ＥＵＳ-FＮＡについても最新の治療について勉強出来てよかったと思い
ます。
・前半は、電気が消えていたのでプリントが見えづらかった。大変勉強になりました。
・内容が多く丁寧に講義して頂きありがとうございました。ＥＲＣＰの内容は最後ではなく中間に入れて頂くとあり
がたいです。（いつも時間が足りなく、もっと詳しく聞きたいので）
・先生の質問に答えることが出来なさすぎて本番が不安になった。また、職場で特別授業お願いします。
・先生がまとめてくださったスライドは本当にポイントおさえてあって私が知らないことも入ってて勉強になりま
す。この資料を参考にしてもっと勉強しなくてはと思っています。今日はありがとうございました。
・問題が半分程しか分からなかったので不安になりました。たくさん当てて頂きありがとうございました。
・すごく勉強になりました。分かりやすかったです。是非、来年もやって頂きたいです。よろしくお願いします。
・ＥＵＳはしていませんが治療法を聞くことが出来て勉強になりました。
・解剖や普段の業務ではしたことがない手技について知ることが出来た。
・よい復習のきっかけになりました。いつもお疲れ様です。
・機器のことは普段使用しているため分かるが薬剤関連は、今日説明して頂き分かりやすかった。
・勉強不足のため時間が過ぎるのが早く感じた。今後、仕事にも活かせる内容が多かった。
・資料が大判でカラーなのでとても見やすく自宅で復習しやすいようにされていてとても良かったです。
ありがとうございました。
・カラー拡大されていて資料が良くなっていて見やすかったです。ＥＵＳをしていないので動画は分かりやすかった
です。
・いつも大ボリュームでありがとうございます。カラー資料で分かりやすかったです。以前との変化したところを
特に強調して教えてもらえるので毎年でも聞きたいです。来年も清水先生お願いします。
・今回は、写真や図がカラーになっていたのでとても分かりやすったです。
3時間を感じさせない講義でとても勉強になりました。
・清水先生の講義毎回楽しみにしています。今回も分かりやすい講義ありがとうございました。
・技師試験を受ける方対象と思っていましたが、そうでない方も参加可能であり、参加させて頂きました。
内視鏡業務に携わっていた証として技師資格が取得できるといいです。大切なところがよくわかりました。
・技師はとっていますが、現在の施設は治療は行っていません。忘れてしまうことも多いので再学習させて頂けま
す。ポイントが分かるのでありがたいです。資料が見やすくとてもありがたいです。
・7回目の参加です。復習３割、あとの7割は清水先生のマンガの話が楽しみで参加しています。
同じ話でもかまわないので今後もよろしくお願いします。この間、白髭Ｄｒが寂しそうに見えました。
・いつもありがとうございます。試験を受ける予定はありませんが、内視鏡検査介助につくＮＳとしてとても勉強に
なりました。ありがとうございました。ホボクリム初めて食べました。おいしかったです。リピします。
・とても勉強になりました。試験が受けられたら頑張ります。
・技師試験の対策になったのと今後の業務に活かせると思ったので良い復習になりました。
自分が見たことのない処置についても知ることが出来大変有意義でした。

2

◆◆12月の勉強会アンケート結果②◆◆
＊技師会への要望＊
・各施設の感染対策についてや鎮静の管理についての意見交換の場があっても良いと思いました。
・いつも勉強になります。ありがとうございました。Ｅテレ見ます。日々の業務の勉強にもなりました。
・これからも清水先生の講義お願いします。
・毎回、お世話になります。参加できる機会が少なくなりましたが来年度もよろしくお願いします。
施設見学勉強になります。
・いつもありがとうございます。ＥＵＳやダブルバルーン内視鏡など実物をみたことがないのでいつかはハンズ
オンや見学出来れば嬉しいです。
・ベテラン内視鏡技師さん達のテクニックなどレクチャーしてほしいです。
・同じことでも何度でも聞きたい。自分が覚えられているか分かっているのか確認のためにも。自信がつくまで。
内視鏡検査、処置、治療の時業務ＮＳに何を望んでいるのか知りたい。

＊今後の研修テーマ、希望＊
・病理スライドなどの見方
・ＥＲＣＰ 画像診断 ・ERCPなど困難な症例の場合にデバイスの使用方法や特例な使用方法などあれば知りたい
・他院で工夫していること
・施設見学
・大腸前処置はもちろん、胃カメラ・経口・経鼻の麻酔についても施設ごとに工夫とかあれば知りたい
・他院との情報交換 グループワーク
・処置具ハンズオン トラブルシューティング
・内視鏡看護
・洗浄培養検査 陽性が確認された場合の対応
・災害対策
・胃瘻造設や交換について。自己抜去時の対応など他施設のマニュアルを知りたい。
・鎮静について ・鎮静の方の観察方法について ・鎮静剤使用しての内視鏡で注意すべき看護・安静時間など
・CF前の便秘コントロールについて
・CF前処置の各施設の現状。今後統一に向けてなど
・今までたくさんのテーマに参加させていただき参考になりました。
・内視鏡の手洗浄（オリンパス）
・何か違うことをしてもいいのでは。
・治療系の内視鏡勉強会（ESD,ERCP,電気メスのモードなど）
・洗浄・消毒の重要性が再確認できた。
・毎月開催していただけることがありがたいです
・新しく使用している薬剤（モビコールなど）で、業務・患者負担軽減などがあれば共有を。
・オリンパスの機器について
・上下部スコープの選択について勉強して欲しい
・食道疾患についての勉強会をお願いしたい ・疾患について ・肺・胃・大腸・膵・胆を病態生理から教えてほしい
・ESTについて
・小腸疾患について
・上部内視鏡検査の解剖生理やピロリ菌についての勉強
・大腸内視鏡検査の圧迫介助について
・JEDは必要なのか？
・本年度の胃炎（ピロリ感染）のテーマの講義、続きを期待したい
・最近話題のヘリコバクタースイス、ハイルマニイについて詳しく知りたい
2月の研究会でのアンケートより
・春間先生のお話しをもう少しゆっくり聞きたかった
・システム機器のしくみ・画像診断
・業務をしながらでなかなか画像をみて…という所まで追い付けない事がしばしばある
・画像を見るポイントや病変の画像の解説などを聞ければいいと思った
・県外からの参加だったが、機会があれば今後も参加していきたい
・いまさら聞けないシリーズを開催してほしい
・検査画像が多いのが良い
・新人にも指導するための、分かりやすい目的などの説明の仕方など
・消化器チームでうまくやって行く方法
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◇◇2020年度内視鏡勉強会計画予定◇◇
月 日

テーマ

講師

会場

令和2年4月

JED（中止）

5/22(金)
～5/23(土)
6月(日)
(14か21）
日程未定
7/19(日)

学会月にて休み
第84回日本消化器内視鏡技師学会（神戸）
医学講義：上部内視鏡

喜多雅英先生

岡山市民病院

岡山市民病院

医学講義：下部内視鏡

下立雄一先生

倉敷中央病院

倉敷中央病院

8/30(日)

小腸について

井口俊博先生

岡山大学病院

岡山赤十字病院

9/13(日)

テーマ未定

10/18(日)

胆膵内視鏡

松本啓志先生
川崎医大附属病院
秋元 悠先生 岡山赤十字病院

川崎医大附属
病院
岡山赤十字病院

11/6(金)
～11/7(土)

学会月にて休み
第85回日本消化器内視鏡技師学会（奈良）

12/13(日)

消化器内視鏡技師認定試験対策講座

清水慎一先生
岡山医療センター

岡山市民病院
（６月以降確定）

令和3年
2/14(日)

岡山県消化器内視鏡技師研究会

学会延期です。

川崎医大附属
病院

＊今年は前代未聞の事態です。今の時点での今後は予測不可能なので、あくまでも予定であり、変更の可能性はあります。
ご了承くださいませ＊

◆◆新勉強会リーダー◆◆岡山市民病院

小林 博子が担当になりました。宜しくお願い致します。

◆◆新役員紹介◆◆
この度、岡山県消化器内視鏡技師会の役員をさせていただくことになりました
岡山医療センターの細川瑞枝です。研究会への参加はさせて頂いたことはありますが、
役員としては初めてなので、わからないことが多く至らない点もあり、
ご迷惑をおかけすることもあるかもしれません。
皆様のご指導をいただきながら、頑張りたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

◆◆退任役員挨拶◆◆
①岡山医療センター 山下 千里
お世話になりました。

短期間ではありましたが、

②今回、初めて座長をさせて頂きました。舞台からの景色は
緊張感もあり、 これだけ多くの方々が内視鏡に携わっておられ
勉強されているのだと改めて感じました。一般演題では、上部、
下部内視鏡のこと、鎮静剤のこと、胃腸瘻カテーテルことなど、
参考になることがたくさんありました。教育講演では松本先生の
「腸」に関すること、特別講演では、春間先生の「上部消化管」に
関することを聞くことが出来て新しい知識を学ぶことが出来まし
た。 良い経験をさせて頂きました。2年間色々お世話になりまし
た。
ありがとうございました。
岡山ろうさい病院 三好 朱紀
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◆◆技師会よりお知らせ◆◆
①第85回日本消化器内視鏡技師学会のご案内
開催は延期
に
なりました

②令和2年9月6日（日）中国地区消化器内視鏡技師研究会（島根県）
③令和2年12月6日（日）機器取り扱い講習会（実践編） 広島県
＊5月連休明けに各施設に案内状発送予定＊

＊ 後記＊
今年はオ リ ン ピ ッ ク イ ヤーでわ くわ く す る年を
迎える予定で した よね 。 しか し今 、パ ンデ ミ ッ ク
で日本で も今後の収束の時期すら予測で きずに
色々と予定が立ちませんね 。 なので今年度の勉強
会計画はあ く ま で も予定 とい う こ と に な り ます 。
連日テ レ ビやネ ッ ト で新型 コ ロナウ イルスの情
報が更新されていますが 、やや錯綜 してい る感 も
あ り ます 。
その毎日変わってい く多方面の情報を冷静に分析
し て判断する こ と も必要な時期を迎えま したね 。
自分はも ち ろん 、周 りの方々を守ってい きたい
ですよね 。
皆 さ まお身体大切に～ ( *^_ ^*)

◆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
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