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 作成 2019.04.01 

 

 勉強会 医学講習会 

  JEDについて 
   川崎医科大学大附属病院 松本 啓志先生 

    オリンパス(株）・富士フィルム(株) 

    レイシスソフトウェアーサービス(株) 

 ▼日時：2019年4月21日(日)10:00～12:00 

 ▼会場：岡山中央病院 ２F セミナー室 

     岡山市北区伊島北町６－３ 

 ▼参加費：500円 ▼駐車場：無料 
     ～9時半から受け付け開始です！～     

＊病院前が混み合いますので、早めにお越しくださいね＊ 

 ■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 

４/１８

 4月の勉強会は新たな取り組みである「JEDについて」川崎医科大学附属病院の松本啓志先生 

より、講演をしていただきます。JED Projectとは何？指導施設におけるJED対応義務化って？… 

など、もうすでに動き出しているJEDについて知識を深めていきましょう。またそのために必要なシステム

については、オリンパス（株）のSolemio QUEV（ソレミオ キューブ）,富士フイルム（株）のNEXUS(ネクサス)に

ついて、検査運用、レポート入力、統計・集計など、それぞれにおいての説明を依頼しております。そして、

所見入力支援システムとして、レイシスソフトウエアーサービス（株）より説明をいただきます。 

 ぜひ、この機会に一緒に勉強しましょう。多くの方の参加をお待ちいたしております。 

                                   担当 岡山ろうさい病院   三好 朱紀 

                                                   梶原 みゆき 
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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 
回収率   80％ 

テーマ   ：医学講 消化器内視鏡技師認定試験対策講座 
開催日時 ：2018年12月16日（日） 
会 場   ：岡山市民病院 多目的ホール 
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今後に生かせる

＜勉強会に対する意見・感想＞ 
 
＊自施設の勉強会の資料にしたいと思います。 

＊先生の講義を聞きまだまだ知らないこと分かっていない事柄が多々あり、勉強不足を痛感しました。 

 あと3ヶ月しっかり勉強して合格できるように頑張ります。 

＊「試験対策」として大変参考になりました。しっかり勉強したいと思います。 

＊自分のところで見る事ができないものを教えてもらってありがたいです。 

＊いっぺんに講義を聴いて頭がパンクしそうですが、もう一度整理して読み直そうと思います。 

＊とてもわかり易かったです。苦手な所が知れてよかったです。Eテレの話もとても楽しかったです。 

＊役員の皆様いつも大変お世話になりありがとうございます。今回資料の字が大きく見え易かったです。 

＊清水先生お忙しいとは思いますが次回を楽しみにしています。 

 （勤務先では上下部内視鏡検査のみですので大変勉強になります。） 

＊頭の体操のため初めて参加しました。かなり忘れている部分が多く、まめにﾘﾊﾋﾞﾘが必要だと痛感しました。 

＊いつも楽しくありがとうございます。最終回といわずよろしくお願いします。 

＊たくさんの資料と解説ありがとうございました。検査・手術は大変わかり易く勉強になりました。 

＊練習問題をおりまぜながらの講義で有意義でした。3月の試験に向けて改めて頑張ろうと思いました。 

＊資料がA3になっていて見やすかったです。最新の話も一緒にしてくださるので日々働いている中で気づかず 

 変化していっていることを知る事が出きる大事な機会なのでリピート出来ます。清水先生は最後なのですか？ 

 先生の熱量ある休憩時間が大好きなので寂しいです。 

＊たぶん4回目の清水先生の講義を受けさせてもらいましたが、資料が大きくなっていて見やすくなっていて良 

 かったです。お金を払ってでもいいので可能ならカラーが希望です。今年、技師試験を受けましたが、何度も 

 見返して参考になりました。ありがとうございました。今年も楽しかったです。 

＊時々挟む先生のおもしろい話であっという間に時間が過ぎたように思いますが、内容は充実しとても勉強にな 

 りました。今回が最後？とても残念です。 

＊内視鏡分野のハード的なところの不足を補える。実症例のビデオなどがあるともっとよく理解が進みます。 

＊胃癌治療ガイドライン第5版（2018年1月）の改訂内容が良くわかりました。先生のBarrett食道の説明は何度お 

 聞きしてもとてもわかりやすいです。Boerhaave症候群についても再認識しました。丁寧な講義ありがとうござ 

 います。マンガのお話しもいつも癒されます。ありがとうございました。3時間お疲れ様でした。 
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  清水先生！今年も長い時間ご講義いただき本当にありがとうございました。 

 

    毎回本当に現場を見ているような内容でご講義いただき、とても分かりやすく感謝です。 

  いつも冬で万全な体調でないこともあるのですが、軽やかにお話ししてくださるし、いつものEテレに 

  しても漫画にしてもちょっとほっとする話の持って行き方もほっこりして大好きです。  

      大変お世話になりました。  

    前述のアンケートにありますように、引き続き講義をお願いしたいとの要望は多いです。 

  でもご多忙にてそろそろ先生にもお休み頂かないといけないと常々思っています。が・・ 

  先生のご厚意で今年度の勉強会までは内視鏡基礎講座を担当していただけることになりました。 

        お楽しみに！ 

                           岡山県消化器内視鏡技師会役員一同 

◆◆12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＞ 
 
＊清水先生の講義をまた聞きたいです。 
＊内視鏡医の講義は普段自施設ではできないので時々あるとありがたいです。 
＊来年も清水先生の受験対策講座をしていただけたらうれしいです。 
 

＜内視鏡勉強会に対する意見・感想＞ 
 
＊試験対策にとてもよい勉強会＆スライドでした。以前に技師試験を受けたときも資料を握り締めて受験させて 

 もらいました。ありがとうございました。 

＊試験を受ける上で対策講座をしてくれるのはとてもありがたいです。今回を最後にせずまたお願いします。 

＊いつも上司の医師が選択した機材などを使い患者さんの対応に関しては看護師の方々がやってくださっている 

 ので今回の勉強会でどのようなことに気を付けているのか、どういった理由で選んでいるのか等もっと勉強し 

 ないといけないなと思わせたいただきました。大変勉強になりました。ありがとうございました。 

＊3時間なら13時～16時？12時～15時でもよかったかもと思いました。参加費500円の方が参加率が高まるか 
 もと感じた。資料は白黒でカラーが入らないと認識できない部分がありその場面は残念だった。 
 カラーでなくても識別できればよいができない部分があればカラーでお願いできればと感じた。 
 今日は胆膵治療が時間があったので説明もあり満足でした。ありがとうございました。 

岡山ろうさい病院 清水 慎一先生 

＊毎回勉強になります。最終回とのコトでしたが、来年もぜひ聞きたい内容でした。 

＊現在していませんが、数年の間に変わってきている。頭に刺激をあたえるのもいいものですね。 

＊当院で行なっている検査・処置のほぼすべてが講習で登場し日頃の知識の再確認ができました。 

 今後の日々の業務に生かせそうです。ありがとうございました。 

2月の研究会はたくさんのご参加ありがとうございました。 

研究会の時に配布しました20周年記念誌は、ただいま各施設さまに 

順次送付させていただいています。是非ご覧くださいませ。 
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月日 テーマ 講師 会場 参加費 

5月 

5/31～6/1 

学会月にて休み 

第82回日本消化器内視鏡技師学会

(東京) 

      

6月16日（日） 

13:00～15:00 

 
6/23 

上部消化管の疾患 
  

 

第17回日本消化器内視鏡技師看護 

セミナー（岡山） 

岡山大学病院 

   川野 誠司 先生 

岡山中央病院 

  

 

岡山コンベンション 

センター 

500円 

7月７日（日） 

14:00～16:00 

下部消化管＋小腸の疾患  川崎医大附属病院 

  半田 修 先生 

川崎医大附属病院 500円 

8月18日（日） 

10:00～12:00 

感染管理 
  

津山中央病院 

感染認定看護師       

落合病院 500円 

9月29日（日） 

10:00～12:00 

 

9/1 

今さら聞けないシリーズ 画像編 

こんな時どうする？･･･大失敗編 

 

中国地区消化器内視鏡技師研究会 

(山口) 

岡山ろうさい病院 

白髭 明典 先生 

岡山赤十字病院 500円 

10月20日（日） 

10：00～12：00 

胆膵系の疾患 倉敷中央病院 

   石田 悦嗣 先生 

倉敷中央病院 500円 

11月 

11/22～11/23  

学会月にて休み 

第83回日本消化器内視鏡技師学会 

(大阪)  

      

12月15日（日）     

10:00～13:00 

消化器内視鏡技師認定試験対策講座  
  

岡山ろうさい病院 

清水 慎一 先生 

開催場所未定 

  

1000円 

お弁当 

1月 研究会準備にて休み       

◇◇2019年度内視鏡勉強会予定表 ◇◇ 
          「テーマ」：学習編 疾患を知る＆感染管理    

 

 今年度も始まりました。 

 毎年悩みに悩んで勉強会計画を立てております。 

 テーマを掲げて話し合いして結果、今年は知識の年となりまして、なんと医学講義 

 オンリーになりました。 

 色々な病院の医師や看護師に多忙の中ご無理を言いまして、当日の講義までに 

 多大な準備をしていただいています。毎月500円の参加費(12月のみ1000円)  を頂くこ

とになりますが、何卒ご理解いただくよう重ねてお願いいたします。 

   毎年言っていますが・・ 

   今年も他施設・多職種と交流しながらいろいろ楽しく学びましょうね～(*^-^*) 

  PS:今年度ご講義お願いした先生方のご都合で、勉強会開催時間に従来のものと 

     変更がある月(6月・7月）があります。ご注意くださいませm(__)m 

＊中国地区の研究会・機器取り扱い講習会(実践編）の案内は4月末発送予定です。＊ 
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    川崎医大附属病院：消化管内科学 准教授 松本啓志先生 
 

 この度、岡山消化器内視鏡技師会顧問を拝名いたしましたので、御挨拶申し上げます。 

 私は山口県宇部市の出身で、平成元年に川崎医科大学（20期生）入学しました。 

四半世紀近く川崎医科大学にお世話になっております。当教室の初代木原彊教授、飯田三男雄教授、春間賢教授、塩谷昭

子教授までの教室の歴史とともに歩むことができて大変光栄に存じます。同大学内科研修医を経て、平成10年消化管内科

学（旧消化器内科Ⅱ、飯田三雄教授）に入局しました。平成12年から大学院に進学し、平成16年に博士号（春間賢教授）取得

後、アメリカ・カルフォル二ア州立大学ロサンゼルス校（UCLA）に留学しました。平成19年帰国した後は、消化管内科学で再び

お世話になっております。 

 現在、大腸がんを一番のテーマに掲げています。近年、本邦では食の欧米化に伴い大腸がんの死亡率および罹患率が

増加しています。私の身内も大腸がんで亡くなっており、私にとっては非常に身近でやるべき仕事と使命感を感じておりま

す。臨床では新しい大腸がん検査として大腸CT検査の普及・がん検診への導入、研究では肥満によるがん増悪および運動

によるがん抑制の解明を行っています。また、腸内細菌叢（マイクロバイオ―タ）と消化管疾患、特に炎症性腸疾患やアレル

ギー性胃腸疾患の研究を進めさせていただいています。 

 まだまだ伝統ある技師会の顧問になれる器ではないかとは十分承知いたしておりますが、誠心誠意全力を尽くす所存で

ございます。今後ともなお一層の御支援・御指導・御鞭撻のを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

略歴 

平成7年 川崎医科大学 消化管内科学 卒業 

     川崎医科大学附属病院 内科研修医 

平成10年 川崎医科大学 内科学（消化器II）臨床助手 

平成16年 川崎医科大学大学院 修了 

平成17年 University of California, Los Angeles (UCLA),  

         Division of Digestive Disease,  Postdoctral Fellow 

平成19年 川崎医科大学 内科学（食道・胃腸）講師 

平成29年 川崎医科大学 内科学（食道・胃腸）准教授 

◆◆技師会よりお知らせ①◆◆ 

新顧問ご紹介 

新役員ご紹介 

皆様 はじめまして    

  この度岡山県消化器内視鏡技師会の役員を勤めさせていただくことになりました 

  金田病院 臨床工学技士の大嶋と申します。 

  内視鏡業務に携わる臨床工学技士という立場から、現在内視鏡に携わっている、 

  もしくはこれから内視鏡業務に携わろうと思っている方々に何か発信することが出来ればと思っています。 

  まだまだ知らない事ばかりなので、この機会に自分も色々な内視鏡業務について皆さんと一緒に学び・経験 

  する事が出来ればと思っています。 

  わからないことばかりですが、一生懸命頑張ろうと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

金田病院 臨床工学技士 大嶋 勝さん 

 岡山赤十字病院 内視鏡看護師 寺元佐智子です。 

 皆さまの仲間に入れていただき、嬉しく思っています。 

 お邪魔になるかもしれませんが、これから皆さまと、いろいろな活動が 

 できるように頑張りますのでよろしくお願いします。 
 

岡山赤十字病院 看護師 寺元 佐智子さん （No Photo） 
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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②◆◆ 

 

① 

 

 

 

    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 

②第17回消化器内視鏡看護セミナー 

    開催日時：2019年6月23日(日)９：５０～１６：００ 

    開催場所：岡山コンベンションセンター ３階コンベンションホール 

    ＊何とこのセミナーの前日6月22日(土)にもイベントがあります！＊ 

  消化器内視鏡看護勉強会 

    開催日時：2019年6月22日(土)１３：００～１５：００ 

    開催場所：岡山コンベンションセンター 4階４０５会議室 

    締め切り6月1日まで 定員70名先着順 

お知らせ 

   昨夏は西日本豪雨で、晴れの国岡山でも各地で大きな被害にあいました。 

内視鏡勉強会でも当日中止になるという、勉強会始まって以来の事態になりました。 

その節は皆様には大変ご迷惑をおかけしました。 

 この度、当日の天候で中止になるかどうかの確認用にすぐ 

岡山県消化器内視鏡技師会のホームページにリンクできるように、 

QRコードを作成しました。 

スマホで読み込んでください。リンク後はお気に入りの追加登録 

よろしくお願いいたします。 

これ！ 
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