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 勉強会 医学講習会：ERCP～胆膵内視鏡の基礎知識 
   川崎医大附属病院 消化器センター  

    肝・胆・膵内科副部長 吉田 浩司先生 

 ▼日時：平成28年９月4日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：  川崎医大附属病院 別館６F 大会議室                         
                      倉敷市松島577 

  ▼参加費：500円 

 ▼駐車場： 

 ■担当者から皆さまへ 
今回は、毎年注目の集まるERCPがテーマです。今年は胆膵 ひとすじの吉田浩司先生に講義をしていただ

きます。ERCPと言えば、デバイスの種類も多く、新しいデバイスの開発も進んでいる上に、手技もさまざまで、わか

らないことだらけですよね。処置がうまくいかないと時間も長くなり、鎮静も覚めてきて、患者さんの体動も激しく

なり、医師のイライラもつのり...悪循環となった経験はありませんか？医師が何がしたいのかを考えながら、患者さ

んの管理をしていくことが大切なことになります。そのためにも、解剖から手技の細かいところまで一緒にお勉強

しましょう。 

長年たずさわっているから、完璧!!と言う方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、復習を兼ねて、お時間のある方は是非参加してみてくださ

いね。お待ちしております。 

       川崎医科大学附属病院  河上真紀子 

        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 

９／１

   ＊お願い＊ 
 

  

   

 
 川崎医大附属病院さまには勉強会研究会の開催場所

として使用料も空調代金も請求をされず、度々ご提供

いただいています。駐車料金がかかることに関しまし

てはご了承ください。（技師会）  

 

駐車料金は個人負担でお願いいたします。 

  1時間100円、 

以後1時間毎に100円加算となります。 

9月 

＊当日他の学会と重なっています。第２駐車場もご利用を！＊ 
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◆◆8月の勉強会報告◆◆ 

  

 今日は勉強会に参加させていただきありがとうございました。 

ふだん消化管を内側から見ることがほとんどありませんでしたが、講義では実際の内視鏡

治療の映像や画像が豊富だったためイメージがしやすかったです。 

また、河合先生の講義内容も初学者にも説明が分かりやすく、画像の見方や内視鏡でのポ

イントを知ることができたように思います。消化器内視鏡技師の仕事にも 

興味があるので、今後も勉強会に参加させていただきたいと思います。 

 時々当院でもLECSがあるが、今後入ることがあればOPEスムーズにいくように 

OPEナースとして介助していきたいと思います。 

良い刺激になりました。ありがとうございました。 

 

                岡山大学病院看護師 森隆弘  

県北での勉強会嬉しいです！！ 

もう少し回数(1回以上）があると良いのですが。 

講義は画像があってわかりやすかったです。 

                 日本原病院   右近 美和 

久々にご参加頂きました。 

隣り合わせの方と色々お話も出来ておられたようで良かったです。 

また情報交換会にもご参加くださいね～！ 

まだ内視鏡に携わっておられないのにいずれ必要だからと今回初めてご参加 

頂きました。熱心ですね！情熱があるうちにいっぱい学んでくださいね～！ 

河合先生丁寧にご講義いただきありがとうございました。 
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暑い中県北まで出席ありがとうございました。 

県北での初「今さら聞けないシリーズ画像編、胃から大腸」を津山中央病院 河

合大介先生に講義していただきました。 

内視鏡から視る食道→胃→小腸→大腸の疾患から治療まで症例を交えて丁寧に解りやす

く講義をして頂きました。忙し中、沢山の画像を用意していただきありがとうございまし

た。会が終わってから河合先生に感想を聞くと、医師だけでなく技師や看護

師とチームワークが大切でその力が内視鏡を受けられる方に反映するので良

い会でした、皆さんすごいですね。と言葉を頂きました。 
内視鏡に携わ る私達のモチベーションが上がったように感じました。 

皆さん有り難うございました。 

               津山中央病院 花村典子 

本日は久しぶりの勉強会に参加させていただきました 

 河合先生には、たくさんの内視鏡画像をみせていただき、基礎からわかりや

すく勉強になりました。胃の画像の6種類の中から悪性と良性をみわけるのは潰瘍周

囲の浮腫や、粘膜の異常がないか見分けるのが難しかったですが、面白かったです 

ESDも当院では行っていないため、実際の画像をみせていただき勉強になりました 

 河合先生、花村さん、津山中央病院の皆様、お世話になりありがとうございました 

年に一度の県北での開催のため、今以上に県北の施設からも多く参加していただけたら、

もっと盛り上がると思います！ 

 次回県北での開催時にも、皆様、是非多数ご参加お待ちしてます 

 

                  湯原温泉病院 村山 綾子 

 

＊津山中央病院のスタッフの皆さま 

県北開催ではいつもお世話になっております。＊ 

 今回の勉強会に参加して、実際に 当院で行っている検査や治療もあり  

改めて基礎から学ぶことができました。一番 興味があったのが 画像を用いての処置の

場面でした。実際にじっくり画像を見ることが少ないので勉強になりました。  

ありがとうございました。 

                  津山中央病院 大笹 ひとみ 
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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  27名 
参加施設  16施設 
回収率   94％ 

テーマ   医学講習会； 
      今さら聞けないシリーズ(画像編) 
開催日時  平成２8年8月21日（日） 
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＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 
＊専門医の先生の医学講習は勉強になります。 
＊用手圧迫×２ 
＊感染対策 
＊これからも新しい治療法など画像で話していただきと分かりやすいです。×３ 
＊消化器内視鏡技師の業務内容についてや試験についての内容など講義をしてくださると嬉しい
です。 
＊看護師が行う技術も学びたいです。×２ 
＊県北でも器具の手技についての勉強会をしていただけるとありがたいです。看護師が検査中に
気をつけないといけない 
 点など教えていただきたいです。 
＊今後も基礎的な事を幅広く教えていただきたいです。今さら聞けないシリーズを定期的にして欲
しい。 
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＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 
＊河合先生には緊急内視鏡の呼び出しもあってお忙しいのに、たくさんの資料・スライドの準備本当

にありがとうございました(自らの画像も込みで）。 

＊今回の参加者にはまだ内視鏡に携わっていないのに今後を考えて勉強をしたいという方も居ら

れて、先生の講義は初歩から入っていただきとても助かりました。 

＊これからの内視鏡の展望まで教えていただきありがとうございました。病院勤務から離れて、最

新情報が学会参加のときくらいしかなかったのでとても勉強になりました。 

＊多くの画像をみせてもらいながら疾患や緊急内視鏡治療がわかりやすく学べて勉強になりまし

た。 
＊画像をたくさん加えて頂き、症例も教えて頂きとても勉強になりました。ありがとうございました。 
＊資料の画像がカラーであればより嬉しかったです。×４ 
＊とても画像が多く説明も分かりやすく勉強になりました。症例に対しての病気の所見をいくつも 
出題していただいて今後の検査に対してつながっていけるなと思います。 
＊基礎と画像でよりわかりやすかったです。2時間たっぷりと勉強出来ました。 
 
＊津山で開催される貴重な勉強会、いつも(できる限り）参加しています。今回は岡山まで行っても 
聞きたい内容でしたが、津山でやって頂きとてもありがたいです。わかりやすく、かつ詳しく説明して
頂き理解を深めることができました。明日からの業務に活かしていきます。普段見ることのない症例
も画像や動画を交えて見れたこと、小腸カメラや新しい治療法ピットパターン等、新しい知識となり
ました。濃く分かりやすい内容とても良かったです。ありがとうございました。 
 
＊当院ではここまで治療しておらず、画像見ながら勉強になりました。良く理解出来ました。 
＊あまり経験がありませんので、今日の「今さら聞けないシリーズ」はとても理解しやすくたくさんの
症例や河合先生自身の思いもお聞かせ頂いて大変勉強になりました。ありがとうございました。 
 
＊内視鏡を勉強し始めて5ヶ月、まだまだ知識不足ですが現場でも症例と合わせて聞け、分かりやす
かったです。大腸に関してはまだまだわからず勉強していきたいです。ありがとうございました。 
 
＊今回はこれからの内視鏡検査を勉強していくということで参加させて頂きました。基礎もまだま
だ分かっていないので、少し難しいなと感じ、理解出きたというところはどちらでも(アンケートでは)
にさせて頂きました。しかし先生の講義はとても分かりやすく多くの学びになったので、これからの
内視鏡看護に活かしていきたいです。 
＊画像があり分かりやすかったです、しかし(自院の）ファイバーが古いため実際の検査で観察出来
ないのが残念ですが、しっかりと勉強だけはしていきたいと思います。 
＊今日の勉強会は基礎的な事を学びました。初心に戻って今後の医療に臨んでいきたいと思いまし
た。 
＊勉強会を開いていただき改めて日々忘れかけていた事を思い出しました。明日からまた頑張って
検査につきたいと思います。 

◆◆８月の勉強会アンケート続き◆◆ 

皆さま遠方までありがとうございました。 

夏の疲れが出てくる時期となりました。   

たまには自分の身体を労ってあげましょうね～(*^_^*) 
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◆◆技師会からの情報①◆◆ 
今後の勉強会・研究会予定 

①中国地区消化器内視鏡技師研究会・機器取扱い講習会・基礎編 

      開催日：9月11日(日)     

      開催場所：島根県：松江テルサ 

②機器取扱い講習会・実践編 

      開催日：11月20日(日)     

      開催場所：鳥取市：鳥取県保険事業団ホール 

③第18回岡山県消化器内視鏡技師研究会・ 

      機器取扱い講習会・基礎編 
  開催日：平成２９年２月５日(日)     

  開催場所：川崎医大附属病院  

          ８階大講堂 

 

◆◆2８年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 

＊何と3時間に！

消化器内視鏡技師認定試験・更新用 

＊来年から機器取扱い講習会開催しまーす！＊ 

月日 テーマ 講師 開催場所 

10/16(日) 

10:00～12:00 

機器講習会：内視鏡処置具 

     (ハンズオンセミナー) 

  高周波について 

オリンパス 

アムコ 

倉敷中央病院 

 

11月  学会月にて休み     

12/１８（日） 

10:00～1３：４0 

医学講習会：内視鏡基礎講座 

 午前：１０：００～１２：００/午後：１２：４０～１３：４０） 

岡山ろうさい病院 

 清水 慎一先生 

   

岡山中央病院 

 

1/１５（日） 

10:00～12:00 

施設見学：情報交換会 

医学講習会：内容未定 

岡山市民病院 

 景山 宏之先生 

岡山市立 

  市民病院 

 

演題募集！ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimE70uKVX_BsAEU.U3uV7/SIG=12su4ojrv/EXP=1470564980/**http%3a/www.naru-web.com/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-28_144719.jpg
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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：竹田 直美 

     （福井総合病院 内視鏡室） 

会  期：平成28年11月4日（金）～5日（土） 

会  場：京都市勧業館 みやこめっせ 

     京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 

     TEL 075-762-2630 

     アクセス 

     http://www.miyakomesse.jp/ 

     日本消化器内視鏡技師会より 

    ＊消化器内視鏡技師認定試験に関するお知らせ＊ 

     第36回（2017年3月実施分）から認定試験実施要領が変わります 

   主な変更点は、 

   ・ 面接試験は廃止され、書類審査と筆記試験のみとなります 

   ・ １種、2種の試験は統合され、同一の試験内容となります 

   ・ 医学講義受講は消化器内視鏡の基礎20時間のみとなります 

   ・ 筆記試験は従来の基礎的医学と消化器内視鏡の基礎となります 

      ＊詳しくは・・・技師会のホームページで確認を！ 

http://www.miyakomesse.jp/
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