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作成 2016.02.28 

        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17回岡山県消化器内視鏡技師研究会報告  
第１７回岡山県消化器内視鏡技師研究会に参加いただきありがとうございました。 
 参加人数は２６８人でした。寒い中、多くの方に参加していただき感謝します。 

 また、アンケートに答えていただきありがとうございます。  

 皆様からいただいた意見をもとにこれからももっとたくさんの情報を提供できるように 

 役員一同協力し、頑張っていきたいと思います。 

 

           岡山県消化器内視鏡技師会 会長  梶原 みゆき 

ランチョンセミナー 

  河上さん 

教育講演：宗像 雄先生 

司会：清水先生 司会：小野さん 

 一般演題 

技師会会長 

  梶原さん 

内視鏡室紹介 

   景山 宏之先生 

福山医療センター 

    渡辺さん 

松田病院：錦織さん 

座長：田中さん・コメンテーター：景山先生 
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◆◆機器展示◆◆  

１０社の出店 

  を頂きました。 

◆◆受付◆◆  
 技師会副会長 

   池上さん 

＊司会進行お疲れさまでした！＊ 

＊各業者の方々、一日お疲れさまでした＊ 

＊会場係をしていただいた成和産業さま・カワニシさま 

   ご協力ありがとうございました＊ 
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◆◆アンケート◆◆  

■大変満足 ■満足 ■普通 ■やや不満 
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一般演題について
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教育講演テーマ
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ランチョンセミナーについてランチョンセミナーについて 一般演題について 教育講演について 

①開催日程について 

参加者：２６８名 

アンケート回収：１９８名 

時期：インフルなど感染症の流行する時期なので１～２月は避けてほしい 

多くの人が参加しやすい 

更新手続きがギリギリになるため 

開催曜日：休日なので参加しやすい、勤務の都合上日曜日の為参加しやすかった 

休日は子供が休みなので出来れば平日が良い  

土日であればお昼をはさまず午前・午後どちらかにして欲しい 

子供の学校行事も少なく、日曜日でありがたいです 

仕事が休みであり、参加できるから 

出来る事なら土曜日だと嬉しいです・土曜日が望ましい、または休憩は短くても半日 

土曜日午後からの方が出席しやすいかな・日曜日もいいのですが、土曜日もあると嬉しいです 

土日が休みの為土日開催で良いと思う 

日曜日は仕事が休みなので適当・日曜日は休みなので参加しやすいです 

平日の出席が難しいため休日が良いです・平日は休みが出来にくい 

開催時間について 

1つ1つしっかり聞けていいです  

午前中だけの研究会はまだまだ短い気がします 時間のゆとりがもう少しほしい 

朝、早すぎず夕方までかかるような時間ではないのがよい 

帰宅までの都合で15時頃に終了していただけるとありがたいです  

スタートがもう少し早くてもよいかと思いました 

午前中の開催にして欲しい、子供を預けなければならないため 

時間は腰が痛い ランチョンもあるので座りっぱなしきつい 

できればAM or PMでまとめてほしい 

道中に時間がかかるので早い時間に終われるのでよいです 

長くも無く短くもなかった 

休みが潰れてしまう 

私的には半日が望ましいですがやはりそれでは不十分かと思うので 

0%

87%

13%

開催時間

短い ちょうど良い 長い

http://3.bp.blogspot.com/-uYIlYlQUVzk/UZRBgr5dKsI/AAAAAAAASoE/iPyeccDrRIE/s800/setsubun_mamemaki.png
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◆◆研究会アンケート続き◆◆ 

駐車場について：安心して駐車できる・広い 

行きやすく駐車場に困らない 

時間が長いので駐車場の費用負担が無い方がありがたい 

駐車場が混み合う･出るのに時間が掛かる 

駐車場代がかかるのが負担 余裕を持って早めに行くと駐車場代が増える  

終了後出るのに並ぶと駐車場代が増えるかもしれない 

駐車料金が発生するのでできれば駐車券発行してもらえればと思う 

会場について：駅からも近く、駐車場もあり便利・交通の便が良い・会場が広い･きれい・すごしやすい 

車で来ることが出来る 

県内東の方に住居があるため岡山市内であるともっとよいのですが・県北から参加なので 

交通の便もよく、わかりやすいです 来やすいです 良かったです 

自宅や勤務地に近かった 

ぜひまたここで 

駐車場がたくさんあるから・駐車場がひろい（無料じゃないのがネックだが・・）  

1人ずつテーブルがありメモをとりやすい 

駐車場等にも困らず、わかりやすい場所でよかった 

机があるので助かります 女子トイレが少ないかな 

どの方面からもアクセスの良い岡山駅周辺の施設がよいのでは 

初めてこちらに来たが迷うことなく来れたから 

わかりやすい 駅に近い 

②場所･会場について 

5時間超えの長時間処置に伴う術後肺炎の原因が術前の口腔ケアにて減少できるという研究発表は興味があった 

口腔ケアへの着目が素晴らしいと思った 当院でも検査前にぜひ実施したいとおもった 

口腔ケア・洗腸についてと知りたかった演題で他院のやり方が聞け大変に参考になった 

ACLS担当の方のスライドが早すぎて良く見えなかった 

ACLSの勉強会について：新人のMEの事がスライドにありましたが、MEだけでなく新人であれば対応はなかなか難しいので

は？と思いました。新人のNSはできるのでしょうか？職種の隔たりを役員さんの発表で感じるのは残念です 

ACLSの勉強会も参加してみたかったです 

ガスモチンの利用により前処置の効果が上がると言う研究結果を見て導入してみたいと思った  

腸管洗浄剤をモビプレップに変更して1年たたない程度なので興味を持って聞けた 

ニフレックとモビプレップは当院でも両方使っているのでとても役立てられる演題だったと思います 

鎮静剤の評価と監視についても取り組みたい内容であったので大いに勉強になりました 

他施設のうちの病院では行っていないことが多く今後取り入れる必要性を感じた 気づける機会となりよかった 

色々な取り組みが聞けて今後も積極的に勉強していきたいと改めて考える機会になりました 

技師研究会に参加するのは初めてなので新鮮だった 

興味深い4演題でした・他院での状況同じような問題などが共有できました 

関連施設の方に質問・声かけして活発に 

時間制限のある中での発表だと思うが、もう少し詳しい内容の発表を期待していたので、少し残念です 

テーマは興味があったが内容がわかりにくかった 声がちいさい 資料が少ない 早口等 

取り組み方書類など各施設が考え抜いたもので大切なものと思いますが抄録集に入れて欲しい 

パワーポイントを使用している場合はそのプリントがあると後からの振り返りの時助かります 

発表時に発表される方の横に出ていた表（問診票など）が小さすぎて見えなかった 参考にしたいと思われている人もい

たのではないかと思いました 

聞き取りにくい時があった、 一部声が聞きとれず残念でした 

発表の声？マイク？が小さく聞きとりにくい事があったのが残念でした 

マイク音量について会場より声があがりスタッフが動いたが、早く動くと良いと思う 

マイクの位置が問題で声が届いてない事が明らかなのだから、マイク係がもっと気を利かせるべきだと思います 

一般演題が少しワンパターン化している様な気がします  

内視鏡のインシデント・アクシデントの事例報告等知りたいと思いました 

③一般演題について 

96%

4%

場所

適当 不適当
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④教育講演について 

「経過観察」と「ほったらかし」は同じ事、ドキッとしました  

全てをカルテに記録する事がとても重要だとわかりました 

医療安全委員会に所属しているので、興味深く聞くことができました 

医療安全については、病院内でも大切な課題である 

医療安全について普段と少し違った視点で聴くことができ大変ためになりました 

業務、コール対応処置で充分に記録が出来ない現状です 

タイムリーに記録が出来ないのですが、思い起こして記録するように心がけます 

記録の必要性重要性かわかった 病院目線と行政目線の差が多く大きくある事がわかった 

記録の不足について日々検討しています 今回の講演で記録の充実を早急に進めて行こうと思いました 法律からの記録

について等も理解でき良かったです 

具体的な例を出して教えてほしい カルテの記載は大切 医療事故調査制度は再発防止が目的というのは理解できた 

書面に書いていても言った言わない等の事で問題が起こる事があります 

説明がとても具体的客観的で勉強になりました・タイムリーな内容でした 

とても管理者として再認識させていただきました ありがとうございました  

とても聞きやすくわかりやすい内容で参考になりました・視野、視点が広がった 

とても興味深かった 眠気が吹っ飛びました 弁護士さんの声の大きさ、面白さよかった 

苦手とする法律の事をわかりやすく説明していただき良くわかりました  

日々の積み重ね カルテの記録・説明・アセスメント・内容等 

病院でも安全対策委員会があり研修会などありますがそれとは違い今日のお話はよくわかりました、違う立場からのご講演

でとても興味深く聞くことが出来ました 

普段法律に関わる話を直に聞くことがないのでとても良かった 

法律について新しく学べたので勉強になりました、身近な事で改めて考え直せた 

難しいテーマの話だと思いましたがとてもわかりやすく丁寧に教えていただき、あっという間の時間でした、インフォームド

コンセントや記録の大切さを再確認しました  

医療安全事故の説明などカルテの記録のあり方などわかりやすく自分の為になりました 当院でも皆さんに聞いてもらい

たいと思いました 

やや時間が長く大切な内容ではあるが、長時間休憩なしで全力の講演であったので疲れた 

内視鏡以外の勉強会で聞く方がよい 

時間通りに終わって欲しい 長すぎる 

お弁当が美味しかった・普通の幕の内が良かった 

お弁当が少し良くなかった 

カプセル内視鏡に関わった事がないので興味深かったです、当施設では実施していないので残念です 

カプセル内視鏡にかかわる経験がないので流れ等知ることが出来て良かったです 

当院ではカプセル内視鏡は行っていないため、初めて聞くことや初めて目にする画像にとても興味を持ちました 

未知な部分なので参考になりました 

わかりやすく説明され、知らない人が聞いても理解できる内容でした 

カプセル内視鏡の画像を含め大変勉強になった 

カプセル内視鏡の読影支援技師があるのを知り興味をもった 

カプセル内視鏡は職場にも無く触れた事がありませんが、動画などすごく興味深く聞かせていただきました。 

カプセル内視鏡をもっていないので関心がなかった 

協賛会社が無い中ありがとうございました 

興味ある内容だったので有意義だった 

今回が最後ということで残念です、今回で終了するのが残念です 

ランチョンセミナー最後という事で残念に思いました   
自分も検査時画像に集中してしまいます 

数年間仕事をしていなかったのでとても勉強になりました 

楽しかった 

ちょっと眠たくなった 

無駄な時間がない 

⑤ランチョンセミナーについて 
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ありがとうございました 新情報がわかりとても良かったです 

いつもお世話になりありがとうございます 

医療安全と医療事故調査制度についての講演がとても良かった 

おかやまげっつの更新を早くして欲しい 

看護師と内視鏡技師何が違うのだろうか 技師の免許を持っているから他に何ができるというのだろうか 

研究会の抄録集を参加前にネットで見る事はできますか？演題内容を事前に知ることで質問も出しやすくなると感じました 

今後岡山県内視鏡勉強会が技師資格に関連したポイントになりませんでしょうか、なるようにしていただけませんでしょうか 

次回もこの弁当なら弁当はいりません。持参して会費を下げた方がよい、準備も大変でしょうから 

資格試験の為の医学講習会をどこで受ければいいのかがわからず困っています 

質問が会場から無いのが残念だった 

スライドの案内6/2（日）は違うような・・来年も川大ならお弁当屋さん予約発注制？もあり？ 

他施設との情報共有ができ大変役立っている 

駐車料金の問題を解決してほしい そろそろ県北でも研修を行ってほしい 

どの内容も時期（情勢）にあった興味深いものでした 

内視鏡のベストな記録とは 

内視鏡の本当に基礎講座があると嬉しいです また認定試験の対策をもっとして欲しい 

初めての参加でした 色々な気づきがありベテランと思われる病院のスタッフの方でも今現在も試行錯誤しながら前進し

ていく姿に明日も頑張ろうと言う気になりました。 

研究会に参加させてもらうと日々何気なくしている業務の振り返りが出来たり、とても参考になります 今後も出来るだけ

参加させてもらいたいと思います  

⑥その他 

   アンケートを回収してみて、皆様より質問や意見をたくさんいただきました。 

   今回は、いただいた意見の一部だけになってしまいますがお答えしたいと思います。 

研究会を土曜日に開催してほしい……多くの方に参加していただきたいと考え、開業医も休みで 

  ある日曜日に研究会をすることにしました。また、午前か午後どちらかにして欲しいという意見

もありますが、内容に満足していただけるものを提供するということで一日開催としてます。 

会場について……３年連続で川崎医科大学附属病院を利用させていただいていますが、会場使用

料も、２月の寒い時期なのに空調費も請求されていません。そして前日から役員が総動員でして

いる会場準備が可能であること、駐車場が多くあること、駅から近いことなどを考えて決めまし

た。駐車料金が発生しご迷惑をおかけしますが、乗り合わせや公共交通機関をご利用頂くなど

ご検討ください。岡山駅周辺で会場を探した場合、使用料が高いこと、駐車場の問題、前日の会

場準備ができず当日バタバタしてしまうなどの問題が以前ありました。 

  なお以前のように県北でも研究会をしたいと考えてます。検討中です。 

演題について……正直、中々演題が集まっていないのが現状です。最低でも３題以上集まらないと

研究会として認められず、皆様に参加証明書を発行することができなくなります。現在は何とか

役員施設にお願いして演題を集めています。 

  どうか皆さま、身近で興味のある内容で演題をどんどん出して皆で意見を出し合い、活発な研

究会にしましょう！是非お願いします。 

  まだまだたくさんのご意見がありました。 

  マイクの位置、音響、声が聞き取りにくいなど次回は改善していきます。 

  また、とても良かった、勉強になりましたなど嬉しい意見もたくさんいただきました。 

  

＊技師会よりアンケートへの回答

＊研究会ご参加の皆さま＊ 

アンケートにて貴重なご意見ありがとうございました。 

次年度に活かせていけるよう検討していきたい 

と思っております。     役員一同 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1288pn9tt/EXP=1456733172;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUkx3WTg0V2IwZFRVVDJBcGllbnphdmVkWXprYm5mWXhhYXVHdFNESXFqTVdIeVdpNmd1bmtfdVZJBHADNDRPcDQ0S2s0NE96NDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDNzYEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**ht


 7 

アンケートにもご指摘頂きましたが、 

６月の日本消化器内視鏡技師会：看護セミナーの日程に間違いがありました。 

謹んで訂正と新たな情報を掲載させていただきます。 

 

①消化器内視鏡看護勉強会 

  開催日時：平成28年6月2５日(土) １５：００～１７：００ 

  開催場所：石川県地場産業振興センター  

        石川県金沢市 鞍月2丁目1番地   

   募集人数：７０名(先着順) 

   ※参加費、なし 

   ※この企画は従来、全国技師学会で看護委員会企画において 

   「事例検討会」として実施していた内容を、そのまま移動したもの 

    です。 

 

②第14回消化器内視鏡看護セミナー 

  開催日時：平成28年6月26日(日) １０：００～１５：３０ 

  開催場所：石川県地場産業振興センター    

   ※更新ポイント規定により、２ポイント加点あります。 

 

      ※詳細は日本内視鏡技師会報(３月発刊)をご参照下さい。 

                ＊看護委員会；遠部さまより情報提供＊ 

 

 

 

               

                大変ご迷惑をおかけしました。 

お詫びと訂正 
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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・・・。  

            info@okayamagets.jp  

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

 

顧問： 

清水先生 

平成27年度勉強会参加者数
医学講習会

施設見学

機器講習会

看護師による
感染管理

講義と実地

(人数）

県北
開催

＊今年度も大変お世話になりました 

  次年度もよろしくお願いいたします＊ 

       岡山県消化器内視鏡技師会役員一同 


