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 作成 2018.10.27 

 

 勉強会 医学講習会 

 ①胆膵内視鏡の基本～Again～ 
   川崎医科大学附属病院 胆膵インターベンション科 

               准教授  吉田浩司先生 

 ②処置具ハンズオンセミナー 

 ▼日時：平成30年11月4日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：川崎医大附属病院 別館6階大会議室 

        倉敷市松島577  

 ▼参加費：500円 ▼駐車場：自己負担 
         

 

 ■担当者から皆さまへ 

        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 

11/1

1時間100円、 

以後1時間ごとに 

100円加算となります。 

 一昨年の9月にもご講義いただいた先生ですが、好評でしたので今年もやらせていただきます。 

胆膵の分野と言えば、ERCPだけではなく、超音波内視鏡を使用した検査や処置、経皮的なドレナージ

など、様々です。最近では胃の術後の方でも経皮ではなく小腸内視鏡を用いて乳頭からの処置が出来

るようになりました。 

 処置につく前にどう言う処置をするか、シミュレーションできていますか？ 

処置具や手技が変化している中、処置の進行状況に合わせて患者さんの全身状態の変化を観ることが

できるように皆さんで勉強しましょう。 

 講義の後に、ガイドワイヤーのトルクのかけ方や、クラッシャーのハンドル取付方法、バスケット

による採石手技、EZ clip装填方法などを体験していただこうと考えています。 

お時間の許す方は是非触ってみてください。 

 

  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 

11月 

お待たせしました！ 
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◆◆10月の勉強会報告①◆

  

①まずカンファレンスルームで→ 

 小野師長さんから具体的な説明がありました。 

←②まず最初に案内係の方から自己紹介とご挨拶がありました。 

    ちょっと嬉しい！患者の気持ちになりました。 

施設見学開始 

③受付の方：次々と順番に来る参加者に 

  丁寧に説明してくださいました。→ 

  確認する事、渡すもの多いので大変です。 

 大規模病院だけあって、全てのことに対応できるだけの設備が整っていました。患者

さまの個別性にも配慮のできる構造・設備になっており、安全安楽に検査を受けるこ

とができるのではないかと感じました。なかなか小規模のクリニックではハード面を実

現することは難しいと思いますが、患者さまのニーズに応えられるようなクリニックに

なれるように、ソフト面だけでも充実していきたいと感じました。 

 お忙しい中、見学会を開催していただきありがとうございました。 

 

                     ふちもとクリニック(倉敷市) 

                              板村 崇美 

 施設規模の違いはありましたが、検査・治療内視鏡検査記録、鎮静の評価記録な

ど観察項目、確認項目など、記録について当院でも参考にさせていただきたいと思

います。 

 また、検査環境におかれましても、薬品管理・部屋担当準備など、スタッフ統一

できるようチェックリストを作成されており、大変参考になりました。ありがとう

ございました。 

 

                井原市民病院 中材・OP室  

                    内視鏡  小玉 美幸 
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◆◆10月の勉強会報告②

 

 倉敷中央病院の内視鏡センターは検査件数が多い❗❗❗ファイバーの数がハンパない❗❗❗ 

徹底した物品の管理❗❗❗人員の充実❗❗❗検査室が整備され清潔でキレイ❗❗❗ 

何回もいいなぁ…とつぶやいてしまいました。 

  確認や点検や記録する事が多いのは大変だなぁ～と思いました。 

看護師さん、ＣＥさん、洗浄員さん、クラークさん、皆さんそれぞれの持ち場で丁寧に説明や案内をして

下さり本当に感謝してます。ありがとうございました。 

 実際の現場を体験をしてみたいです。 

                                                    岡山赤十字病院    池田香織   

先日は貴重な休みの日に倉敷中央病院の皆さまありがとうございました。 

 

広く整った内視鏡センター、素晴らしくうらやましく思いました。 

また患者さんの安全を守るための工夫を細部までされていて当院でも見習うべき点が多くあり、

参考にさせていただきたいと思いました。 

                           岡山市民病院 安藤 栄恵 

 行楽や運動会など、行事がある中で、多くの御施設の方に参加していただきありがとうござ

いました。最初は、「あっという間に内視鏡の案内が終わったらどうしようか？」と心配していま

した。が、２時間が足りないような感じで終了しました。皆さんの？？質問で有意義な時間が

過ごせたのではないかと思いました。当院のスタッフもよい刺激になったと思います。 

現在の内視鏡センターは、毎年毎年、課題や目標を挙げて、取り組んだ結果です。さらに改

善活動に取り組んでいき、進化していきたいと思います。そのためには、他施設との情報交換

は必須です。これからもよろしくお願いします。 

 

                             倉敷中央病院  小野 房枝 

④内視鏡の保管庫が後ろに見えます。 

 さて何本あるでしょう？まだこのスペースの見えないところで 

 小腸内視鏡も隠れています。 

 洗浄室での一場面です。 

＊倉敷中央さまの充実した人員配置、スペースの確保などには、やはりデータを出して上と掛け合いながら 

  少しずつ申請が通り、やっとの実現のようです。一朝一夕では出来ない努力ですよね。参考にします。＊ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538390510/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzE2MDAv/RS=%5EADBGCQ29pNTJz5fKA6f4Mty2kjXv3Q-;_ylt=A2RivcttqLBb7WcA4QeU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538390552/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL21vLWthLmNvY29sb2ctbmlmdHkuY29tL2Jsb2cvMjAxMC8xMS9wb3N0LWI1OTcuaHRtbA--/RS=%5EADBIUPC457OvtpkIjHNigSEi9QvHN8-;_ylt=A2RimVKYqLBbAW0A9R2U3uV7
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◆◆10月の勉強会トピックス◆◆ 

 ＊レントゲン下の内視鏡室＊ 

 光源にくっついている 

 機械の大きさにびっくり！ 

“シーリングペンダント” 
 と言います。 

 手術室のように足下に配線が無く、 

 しかもアームで移動できます。 

内視鏡室には内視鏡画像がよく見えるようになる 

ブルーライト照明（LRD照明システム） 
設備を導入してある部屋がありました。 

水族館みたい～�(^_^)v 

本当に隅々まで見せてくださり、とても丁寧に説明くださいました。 

各々の部署での役割がしっかりしていて、皆さん誇りを思って 

仕事されているな～と感心しきり！ 

説明一つ一つ自信を持って話してくださっていたから。 

 

朝早くから職員総出で、誠にお世話になりました。 

いつも学ぶことが多くて・・・感謝です(*^_^*) 
 

 先日はお疲れ様でした、大変お世話になりました。 

倉敷中央病院さんの見学においてたくさん学ぶべきことがありました。 

学んだことを一つづつ整理し、当院で活用できるようアレンジしていきたいと思います。 

 倉敷中央病院さんの内視鏡スタッフの皆さん休日にもかかわらず、お接待・ご案内いただき有難う 

ございました。その姿に脱帽でございます。貴重な時間有難うございました。 

 

        参加者の中からこんなご意見もメールでいただきました。 ありがとうございました。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538393785/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5rYWlub2EuY28uanAvaHBfYXV0dW0vZG93bjJiYWNrLmh0bWw-/RS=%5EADB10TaU6Acl9k0JM2xBFgWQxUlKuo-;_ylt=A2RCL504tbBbNxEAmQiU3uV7
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◆◆10月の勉強会アンケート結果①
勉強会アンケート結果(倉敷中央病院） 

参加人数 41名＋倉中23名 
参加施設 26施設 
回収率   90％ 

テーマ   ：施設見学 
開催日時 ：平成30年10月21日（日） 
会 場   ：倉敷中央病院 内視鏡センター 

 

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞ 
 
＊施設の規模は圧巻です 
＊細かい配慮や工夫参考にしたいと思いました。 
＊とても参考になりました。 
＊細かいところまで取り決めがあり勉強になりました。 
＊洗浄の方の説明もていねいで勉強になりました。とてもきれいに使用されていました。 
＊洗浄の担当者の方のプロ意識を肌で感じました。 
＊とてもくわしく教えていただきありがとうございました。とても広く、きれいでおどろきました。 
＊とても分かりやすかったです。 
＊勉強になりました。 
＊防災参考になりました。 
＊とても興味深く、参考になりました。 
＊人員の配置がうらやましく感じました。 
＊うらやましいの一言です。 
＊（患者さんの立場になって）流れに添って移動しながらの説明でイメージがわきやすくとても勉強になりました。 
＊2時間では短いと感じるほど興味深い勉強会でした。患者さんに安心、安楽に検査が受けられるように生かして 
 いきたいと思います。 
＊リスクの回避の手段が色々工夫されていてとても勉強になりました。 
＊最近の治療をされるためにどれだけ事前に準備ができているのかが大切であると思う。 
 （何もおこらなくてあたり前だが、これだけの症例数でもきちんとできていることが素晴らしい！） 
 各部署の担当（受付け事務や洗浄アシスタントetc）が各々の仕事に誇りをもってされているなぁと説明内容を 
 おききしていて感じられました。 
＊他院の事知らないのでよい機会でした。 
＊Ｎｓの方やＣＥさんの説明がわかりやすかったです。 
＊診察からチェック用紙など大変参考になりました。 
＊最先端の設備が見学できて良かったです。 
＊規模の大きさにビックリしました。 
＊業務をスムーズに行うため、看護師、ＣＥ、補助看さんの役割をしっかり分担されていてとても参考になりました。 
 また、患者さんの情報収集に関するアンケートを細かく、検査についていないスタッフでも分かりやすいなぁと思い 
 ました。 
＊これから内視鏡分野に多職種がかかわっていこうとしているのでクラークさんＣＥさんにも話が聞けて良かったで 
 す。 
＊他施設を見学できる機会が今までなかったので参考になった。 
＊もっと時間をかけていろいろ聞きたかったくらい充実していました。 
＊とても有効でした。少しでも見習いたいと思います。 
＊初めて施設見学に参加させてもらいました。患者確認や感染管理など徹底されていて感心しました。 
 自分の施設でも取り入れれるところは考えていきたいと思いました。 
 （たくさんのスタッフの方が勤務されていてすごいと思いました。 
＊今まで、自分の病院のことしか知らなかったので、他病院の管理方法や内容を知れたことはとても良く勉強に 
 なりました。今日のことを持ち帰って生かしたいです。 
＊自分の病院の違いや、取り扱いで気をつけていること、注意を受けやすい点などを知ることができて勉強になり 
 ました。またどういった工夫が患者さんに喜ばれているかやＣＥの方、看護師の方の役割分担などを知ることが 
 できてよかったです。 
＊非常に参考になった。自分は一人で介助・洗浄・前処置と全てやっているがそういう施設の見学もしてみたい。 
 （クリニックはどのように感染に気を付けてカメラをやっているか） 
＊Ｎｓ・ＣＥ・クラーク・医師の連携がとれているんだと思った。役割についての説明が分かりやすかったです。 
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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 

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) 

  

  

    

◆◆10月の勉強会アンケート結果②

 

＜内視鏡看護勉強会に今後望む事＞ 

＊岡山日赤ＨＰの内視鏡センター見学希望 

＊今後も施設見学していただきたいです。 
＊勉強会が情報交換の場になり、知識が広がると良いなと思います。 
＊内視鏡の看護記録の仕方 

＊ＣＥの仕事について詳しく知りたい。 
＊ポリペクトコールドポリペクトミーの違いやそれぞれの注意点ｅｔｃを教えてほしい。＊ 

今年も残すところ2ヶ月になりました。 

天候不良で初めて勉強会の中止を余儀なくされた 

あの猛暑・水害がずいぶん前のことのようです。 

もうすっかり寒くなってしまいました。被害を受けられた方は 

この冬に備えて準備は間に合っていますか。心配です。 

 

さて、後は12月の恒例の基礎講座のみとなりました。 

また3時間の医学講義を予定しています。 

内視鏡勉強会のまさに最終仕上げでございます。 

  日々の仕事に役立てていただくために、自己研鑽に勤しみましょう。 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538390552/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTQ0NDM-/RS=%5EADBq.QKwJ8wMPNsgKG6lcxxMNEHlX8-;_ylt=A2RimVKYqLBbAW0A7h2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538398440/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDE3OS5odG1s/RS=%5EADBivAEx9igbgH0VOnRv1P2889.Yww-;_ylt=A2RimFBnx7Bb.CsARQOU3uV7
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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◆◆ 

    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：川崎医大附属病院8階大講堂 

                     →詳細は最終ページへ 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

    学会長：関 美喜男（日本赤十字社原町赤十字病院） 

    開催日時：２０１９年５月３１日（金）・６月１日（土） 

    開催場所：ベルサール渋谷ガーデン 
                東京都渋谷区南平台町１６－１７ 

                     住友不動産渋谷ガーデンタワー 

＊まだまだ演題募集中＊＊ 
＊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。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538396763/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDEyLzAzL2Jsb2ctcG9zdF82MTY2Lmh0bWw-/RS=%5EADBg7UXJPurnRFaQ3NvpXDG3iXITkU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU29CWng1Q
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538398614/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubmFydS13ZWIuY29tL3dwMTEvaWNob3UtZnJlZS1pbGx1c3QuaHRtbA--/RS=%5EADBf82TjET6.jYcoNJjSeO.9qd1j6Y-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTI0OCZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NUcWdQZ
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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。 
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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） 

〒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 

 

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

〒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
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538398118/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NlYXNvbi1mcmVlaWxsdXN0LmNvbS9hdXR1bW4vYXV0dW1uLWwxMS5odG1s/RS=%5EADBvF2JEIxlrHX7cCludrYB7sIatKU-;_ylt=A2Rivc4mxrBbezkAjxyU3uV7
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