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 作成 2018.09.30 

 

 勉強会 

 

 ■担当者から皆さまへ 

                                    

 

 ▼日時：平成30年10月21日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：倉敷中央病院 内視鏡センター  

     倉敷市美和1-1-1  

 ▼参加費：無料 ▼駐車場：無料 

        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 

申込〆切 

10/18 

コスモスが秋風にゆれる頃となりましたが、皆様もお変わりなくお過ごしでしょうか。 

暑さも一段落した秋は過ごしやすく、様々なことに挑戦しやすい季節でもあります。 

あなたの秋は？食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋・・・・ 

 今回は、倉敷中央病院内視鏡センターの施設見学です。何か参考になることがあればと思い

ます。多職種の方も参加していただき、いろいろな情報交換をしていきましょう。 

内視鏡スタッフ皆（クラーク・洗浄担当者・ＣＥ・看護師）でお待ちしています。 

  

        なお、内視鏡センター（１-７０）は、２棟1階 食料品売店横です。 

  

                  倉敷中央病院 小野 房枝 

～施設見学～ 

    倉敷中央病院 
10月 

お楽しみの！ 
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◆◆9月の勉強会報告①◆◆ 

 

   川崎医科大学附属病院 

      救急看護認定看護師  寺戸 由加さま 

＊ありがとうございました。大変勉強になりました。危機感を持って仕事に取り組まないとい

けないと感じました。具体的な内容でありポイントを絞って対応するなど良くわかりました。 

＊とても勉強になりました。ありがとうございました。 

＊遠方で雨の中での参加でしたが、内視鏡検査時だけでなく、改めて急変時の対応について

学ぶことが出来とても勉強になりました。 

＊急変時対応やおこすメカニズム等分かりやすい学習でした。内視鏡後の観察など気をつけ

た対応していきたいと思いました。 

＊内視鏡以外でも生かせると思う。 

＊基本に戻り学習できて良かった。 

急変時の記録について、部署に統一出来れば良いと思います。 

＊治療内視鏡(下部も）を行っていないので緊急対応の場面がほとんど無い。実際に対応する

事に不安がある。具体的な話で分かりやすかったです。 

＊急変のメカニズムから見逃さないポイントetc.新しい知識や振り返りが出来ました。 

色んな場面で活用できる内容で、チームに広めようと思っています。日頃からセンスを磨くよ

うに活かしていきます。 

＊具体的なお話だったので、非常に分かりやすく勉強になりました。 

＊急変についてメカニズムから基本に戻れる内容で勉強になりました。経口腸管洗浄剤によ

る遅延型アレルギーの発症等勉強になりました。 

＊県北での勉強会は年に1回しかない貴重なものですごく勉強になりました。急変の前兆サイ

ンをキャッチできるように患者さんの観察を行っていきたいと思います。ありがとうございま

した。内視鏡検査時の緊急対応はすごく良かったです！ 

＊大変勉強になりました。低体温→アシドーシスになる危険や前処置の時に気をつけることが

多くあることも改めて勉強できました。大変分かりやすくもっと聞きたいと思いました。 

＊講義の話し方が落ち付いていて聞きやすく、内容も具体的で分かりやすく、初心に戻れる

事が多く本当に勉強になりました。 

検査は体調を崩して来院された方に対してだけでなく、検診の方も居られるので、急変で何

かあること自体があってはならないこと。毎回心してかかっているつもりでも日々緊張感は

なくなっているのが現状。今回のことでまた勉強にもなり、気づきにもなり・・・。 

また今回来られなかった方々にも是非聞かせてあげたい講義だと思いました。 

＊参加の方々の感想＊ 

参加人数 22名 
参加施設 13施設 
回収率   86％ 

 「内視鏡時の緊急対応について」 
                総合病院 落合病院 記念ホール 
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◆◆9月の勉強会報告②◆◆ 

＜内視鏡勉強会に今後望むこと＞ 
＊専門分野の専門の話はとても勉強になります。今後も計画していただきたいです。 

＊毎回画像「今さら聞けない・・・」が分かりやすく勉強になります。 

多くの画像・事例を紹介して頂けると助かります。 

＊定期的(何年に1回でも）急変時の対応は勉強会を開いて欲しい。 

 先日は大変な天候にも関わらず遠方からも県北の勉強会にに来ていただき有難うご

ざいました。 

 今回は救急看護認定看護師の寺戸先生による「内視鏡検査時の緊急対応について」

でしたが、内視鏡だけに限らず日頃の業務でも充分に役立つ内容でした。また、とて

もわかりやすい資料をもとに丁寧に教えて頂き、有意義な時間を過ごす事が出来まし

た。 

 講師の先生、また手伝ってくださったスタッフの方々、本当にありがとうございま

した。 

              総合病院 落合病院 大原 小百合 

朝からこの日は 

すごーい雨でした☂ 

帰りもこんな感じ・・ 

通行止めもあり、 

どこを通ったら良いのか 

ヒヤヒヤしながら帰りました。 

皆さま無事に帰られて 

良かったです。 

 

         本当にお疲れ様でした(*^_^*) 
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◆◆平成30年度内視鏡勉強会予定表◆◆  

月日 テーマ 講師 会場 参加費 

11/2(金) 

～11/3(土) 

 

11月4日(日) 

10:00～12:00 

 

 

11/11(日) 

   第81回日本消化器内視鏡技師学会 

              （京都)  
 

胆膵内視鏡の基本 

処置具ハンズオンセミナー 

   (オリンパス・ボストン） 

 

中国地区機器取り扱い講習会 実践編 

（山口） 

 

 

 

川崎医大附属病院 

吉田 浩司先生  

  

 

 

 

川崎医大付属病院  

 

 

 

500円  

12月16日（日）     

10:00～13：00 

消化器内視鏡技師認定試験対策講座  

        （3時間） 
  

岡山ろうさい病院 

清水 慎一先生 

岡山市民病院 1000円 

お弁当 

配布あり 

1月 研究会準備のため勉強会休み       

2/17（日） 第20回 岡山県消化器内視鏡技師研究会  

       (川崎医大附属病院) 

  

  

    

 9/16(日)に中国地区の研究会に行ってきました。 

 岡山県の役員も座長・シンポの司会など多方面に活動されていました。 

お世話になりました。 

 一般演題で岡山ろうさい病院の方が“大腸内視鏡説明用紙におけるパンフレット・

問診票の効用”で発表されていました。お疲れ様でした。 

 教育講演Ⅰは、広島大学の麻酔科医師による“消化器内視鏡の鎮静について” 

やはり9月の緊急対応の内容に準じた内容でした。内視鏡検査には血管迷走神経

反射やアナフィラキシーなど患者の起こりやすい状況が多く、常に注意が必要。 

 教育講演Ⅱは、亀田総合病院の鎌田さんによる“大腸内視鏡の用手圧迫を理解し

よう！”をテーマに、大腸の解剖をスコープと照らし合わせながら説明してくださった。

その中でも亀田での内視鏡技師と医師との信頼関係で介助やら内視鏡室を任され

ているな～と感心しました。 

 さてシンポでも各県より様々な規模の施設から大腸内視鏡の前処置について発表

させて頂きました。色々な工夫で前処置されている様子が参考になりました。 

        このような機会を与えてくださって、ありがとうございました。 

                         川口メディカルクリニック   桑田 洋子 

研究会報告 

  お詫びです。 

11月に急遽ERCPの勉強会を開催することにしましたが、吉田先生のご都合で 

11月11日→11月4日に変更になりました。度々の変更でご迷惑おかけいたします。 

秋の学会後ですし、また連休ですのでご都合宜しい方、ご参加くださいませm(_ _)m 
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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 

◆◆技師会よりお知らせ◆◆ 

 

 

    「どこまでできる、内視鏡検査と治療」 
     学会長：松本 裕子 

     会  期：平成３０年１１月２日（金）・３日（土） 

     会  場：京都パルスプラザ    京都府総合見本市会館 

               京都市伏見区武田鳥羽殿町５ 

 

 内視鏡機器取り扱い講習会(実践編） 
     開催日時：２０１８年１１月１１日(日)１０時～１５時 

      開催場所：防府市地域協働支援センター 

               山口県防府市栄町１丁目５－１ 

                         →詳細は次ページへ(申込期限間近） 

      

  第20回 岡山県消化器内視鏡技師研究会・ 

            機器取り扱い講習会(基礎編）：オリンパス編 
     開催日時：2019年2月17日(日) 9時半～16時15分  

     開催場所：川崎 医大付属病院 8階大講堂  

＊演題募集中＊

＊お知らせ＊ 
演題には倫理的配慮は必要です。 

“内視鏡COI開示”でネット検索してみてください。 

日本消化器内視鏡技師会における利益相反（COI)に

関する指針が出ています。 

→詳細は最終ページへ 



 6 



 7 



 8 

第20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31年2月17日（日） 9時30分〜16時15分（受付開始8時30分〜） 

                  9時30分～研究会   13時30分～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      岡山県内視鏡技師会顧問 岡山ろうさい病院   清水 慎一先生      

    ３）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～ 

    ４）機器取り扱い講習会（基礎編） オリンパス編 

 

  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を記入のうえ下記まで郵送下さい。受付票を返送致します。 

【お願い】 申し込みは平成31年1月20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。 

事前申し込みをされた方には、昼食を準備致します。 

 

      （参加申し込みの送付先） 

〒701-0192 岡山県倉敷市松島577 

川崎医科大学附属病院  内視鏡・超音波センター   河上真紀子 宛 

         記入方法は裏を参考に間違えないように記入をお願いします。 

６、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、検査・治療介助、    

    感染対策、業務改善など日常業務の中で考案、工夫されている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30年12月28日（金）までに申し込み下さい。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538323293/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDI0Ny5odG1s/RS=%5EADBzL7AwiHTsmrtA0S4BtAEwl5UDto-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTUxJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1Rnc2plcFpqMmdSZUpNNWlEVjVRYWFBW
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（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 

 

   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」 

      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。 

      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。 

      すべて受講していただいた場合のみ、「出席証明証」を発送します。  

      （参加のみは可能です） 

（記入方法） 
往信（表）          返信（裏）          返信（表）         往信（裏） 

〒701-0192 

  岡山県倉敷市松島 577                                  参加申込書 

                      何も記入しないで      参加者の住所 

   川崎医科大学附属病院       ください           及び         下記を参考に記入もれが 

    内視鏡・超音波センター                   名前を記入       ないように全ての記入 

                                                 をお願いします。 

       河上 真紀子 

 

〒701-0192                   第20回岡山県消化器内視鏡技師研究会および 

    岡山県倉敷市松島 577             機器取り扱い講習会 参加申込書 

     川崎医科大学附属病院           フリガナも記入してください 

     内視鏡・超音波センター         ①参加者氏名 

      

        河上 真紀子          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                        

                                   

mailto:miyuki_0420jp@yahoo.co.jp

