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 作成 2019.11.25 

 

 勉強会 医学講習会 

 消化器内視鏡技師認定試験対策講座 

        ～基礎講座～ 

 岡山医療センター 清水 慎一先生   

 ▼日時：2019年12月15日(日)10：00～13：00 

 ▼会場：岡山市民病院  1F多目的ホール 

      岡山市北区北長瀬表町三丁目20番1号  

 ▼参加費：1000円 ▼駐車場：無料 

      軽食付き 

 ■担当者から皆さまへ 
  勉強会最終月、12月がやって参りました。毎回、大好評の清水先生による医学講習会「消化器内

視鏡技師認定試験対策講座」を開催します。 

 毎回内容盛りだくさん過ぎて時間が足りなくなりますので、今年も3時間講義を決行致します。これか

ら技師認定試験を受けられる方はもちろん、今年から新しく内視鏡業務に携われた方、ベテランの方

も日々の仕事での振り返りが出来ます。 

 毎年、講義を楽しみにしている方も多いと思うので、今後も続けて頂けると嬉しいですね。 

寒い時期になりましたが、たくさんのご参加お待ちしてます。 

              

                岡山ろうさい病院  梶原 みゆき 

                          三好 朱紀 
 

        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 
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https://okayama-gmc.or.jp/shimin/about/outline
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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 95名 
参加施設 32施設 
回収率   70％ 

テーマ   ：医学講習会 ERCPについて+施設見学 
開催日時 ：2019年10月20日（日） 10:00～12：45 
会 場   ：倉敷中央病院 付属予防医療プラザ 

 
 *勉強会に対する意見・感想* 
 ・ビデオを使用し、詳しい説明だったので勉強になりました。 

 ・健診センターも参考になることが多くありました。 

 ・感染対策もしっかりしておかれるので、治療内視鏡室や運用についても勉強させてほしい 

 ・ＥＲＣＰの勉強会がなかなかないためとても興味深く聞くことができました。 

 ・経験的にしてきたことに根拠が持てた。 

 ・初めて見る動画もあり、納得できることが多くあった。 

 ・「知識を持つ」「技術は後からついてくる」先生の一言納得 

 ・ＥＲＣＰの基礎知識として知っておかなければならないことが理をもってわかりよかった。 

 ・内視鏡の勉強会として年間行事に取り入れてほしい。 

 ・ＥＲＣＰの内容を理解するのは難しいと思いましたが、今回は使用しているカメラや解剖整理について理解できた 

  のでよかった。 

 ・同じレベルのことができるとは思いませんが、少しでも当院で行かせることを生かしていきたいと感じました。 

 ・十二指腸ファイバーは、背泳ぎの見え方ときいたことがありましたがイメージがわかなかった、今回の画像でよく 

  わかりました。 

 ・簡単そうに説明してもらいましたがＥＲＣＰは奥が深いと思います。だから、私も色々知りたいと思います。 

 ・治療内視鏡にかかわっていないので少し難しかった。  ・とても勉強になりました。 

 ・少し、イメージする材料になりました。が、難しい。 

 ・匠の技だと思います。とても難しい症例がみられるとは思いませんでした。面白動画どころではないと思いました。 

 ・解剖がいろいろな角度から説明していただき理解しやすかった。 

 ・なかなか勉強する機会がないので定期的にやってほしい  ・お忙しい中勉強会ありがとうございました。×２ 

 ・石田先生の講義、すごくわかりやすかったです。 

 ・当院にもこんな先生がいらしたら…と思いました。うらやましい限りです。（笑） 

 ・ＥＲＣＰ時の処置具などに関する感染管理について教えてください。 

 ・ＥＲＣＰにつくことがなかったので少し難しかったですが、イメージすることができたので、今後に生かしていきた 

  い。    ・すごく興味深く、楽しくわかりやすく学べました。  ・協力体制、羨ましく思いました。 

 ・医療体制が整ってチーム医療が確立しており勉強になりました。 

勉強会に関して 勉強会の内容 

＊勉強会の内容、理解、今後の④⑤の方の理由としてERCPを行っていないため 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1574591850/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3QvZGVjb3JhdGlvbi9saW5lLzM3MjUy/RS=%5EADBkKI3nIf8xRKQIInXbUMRS0ZCdDo-;_ylt=A2RimFLpC9ldFRkAWymU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1574591850/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3QvZGVjb3JhdGlvbi9saW5lLzM3MjUy/RS=%5EADBkKI3nIf8xRKQIInXbUMRS0ZCdDo-;_ylt=A2RimFLpC9ldFRkAWymU3uV7
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*内視鏡勉強会に今後望むこと* 
 

◆◆10月の勉強会アンケート結果②◆◆ 

・医療安全の重要性を改めて思いました。ひとつでも参考に実践したいです。  

・信頼できる医師がいるのは医療安全面でもとても大事だと感じた。    

・患者を守れる看護師になりたいです。・処置具などの続きの勉強会もまた聞きたいです。 

・２時間の勉強会の時間が本当に勉強会になります。     

・透視とカメラの映像が同時に見ることができとても勉強になった。    

・当施設でもＥＲＣＰは緊急・予定を問わず多くあり、介助するにあたりＩＣＬＳの勉強など強化していき、安全な

検査処置がしていけるように設備を含めた見直しをしていきたいです。      

・解剖からわかりやすく説明をしていただき、スコープの動きに対する視野方向を教えてもらい、よりわかりやすく

なりました。      

・リスク管理参考になりました  

・普段、自分の勉強ではどうしても理解において限界があるため実際に先生の話の中での具体例やビデオが見られて

イメージしやすかったです。     

・ＥＲＣＰ介助には解剖を理解することが改めて重要だと感じました。   

・乳頭の高さの違いでカテーテルガイドの挿入方向が変わってくるというのがすごく検査介助に役立つと思った。 

・当施設ではＥＲＣＰはＪＦ２６０とＪＦ２４０しか（1本ずつ）しかないので、ＪＦ２４０を使ってと医師に言っ

ていましたが、5度しか見えないのだと思うと検査が重なるとすぐに洗ってでも260を使ってもらえるようにしない

といけないと思いました。こんな危険なことをしているとは思っていなかった。     

・ＥＵＳのこともありよかったです。自分の病院でもＥＵＳが多いが難しくあまりできていないので。   

・自分の病院ではあまり胆膵系の処置をすることがないので大変参考になりました。  

医療安全の面でもとても充実されており、うらやましい限りです。（救命医の立ち合いがあること、機器の充実、

人員の充実うらやましいです）    

・ＥＲＣＰの介助につくことがあるがよくわからずストレスだった。今日の講義を聞いて少し好きになった。 もう

少し長い時間お話を聞きたいです。    

・必要な知識カメラについてなど学ぶことができました。     

・ＥＲＣＰ処置に介入して4か月目になり振り返りができました。    

・とてもハイレベルだったけど、自施設ではありえない手技は新鮮でした。   

・ＥＲＣＰ時のファイバーの動きや、挿入時の向きなど新鮮な話が聞けて大変面白かったです。個人的にはもっと話

を聞いてみたいと思える内容でした。    

・施設見学がゆっくりできたので参考にさせていただきます。    

・初めての参加でしたが、見学ではグループでいろいろな施設の方とお話ができたり有意義な時間でした。 

*勉強会に対する意見・感想つづき* 

         

   

1 ＥＲＣＰの介助・処置 

2 具について詳しく勉強できたらと思う    

2 治療用の施設見学      

   

3 石田先生に内視鏡における安全管理について講義を聞きたい    

4 鎮静・鎮痛管理方法と記録        

5 医療安全対策と看護         

6 緊急時偶発症の対応について        

7 内視鏡センターでの医師の役割看護師の役割はどのようにわけているのか？   

 カンファレンスをしているのかなど他院の現状を教えてほしい。    

8 技師試験を受けようと思っているので12月の勉強会楽しみにしています。   

9  内視鏡介助のＮＳがどういう動きをしているのか、処置の時など。  

10 倉中の内視鏡センターの見学をまた企画してほしい。     

次年度参考にさせて頂きます(*^_^*) 

ありがとうございます。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1574591965/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QuZG93bmxvYWQvYXJjaGl2ZXMvMTg3OTk-/RS=%5EADBQVM7aswiIF4imOwXugEZ7GRNTos-;_ylt=A2RivbRdDNldDXgAlDmU3uV7
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◆◆10月の勉強会報告◆◆ 

倉敷中央病院 消化器内科石田 悦嗣 先生 

  
 お祭り、行楽シーズンにもかかわらず、多くの方に参加していただきありがとうございました。                    
今回は、１．ＥＲＣＰを理解する。２．Ｒｉｓｋ管理  ３．胆膵疾患に対する内視鏡診療 のテーマでの勉
強会でした。              
 石田先生の講義は皆様の頭を少し柔軟にしてくれたのではないでしょうか。そして、難しいと思えて
いたＥＲＣＰが少し身近に思えたのではないでしょうか？「ああそういうことだったんだ」と密かに納得
された方もおられたかもしれませんね。さらに、いろいろなキーワードが出てきたと思います。「チーム
医療」「教育体制」「鎮静」「タイムアウト」「患者守って、自分を守る」etc お役に立てるものがありまし
たら、うれしいですね。 
 予防医療プラザ内視鏡センターでは、熱心に見学、質問をしていただきありがとうございました。
利用できるものはしっかり利用していただければと思います。そして、私たちも他施設を参考にして、
取り入れていきたいと思います。 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 



 5 

◆◆今月の情報交換コーナー◆◆ 

●夜間・休日の緊急内視鏡検査の看護師の対応状況について  

※情報提供を呼びかけました。 

A病院：医師だけで対応。入院が決まるとその病棟看護師が呼び出されるケース有。 

   ↓他院ではどうされているか。 

B病院：救急外来看護師が対応。内視鏡ができる看護師が救急外来勤務の時はいいですが 

止血処置やERCPなどは、かなり不安な場合あり。オンコールの医師が2人体制なので 

助けてくれている。医師も様々なので本当に大変。看護師もオンコールがベストと 

ではと考えている。 

C病院：内視鏡看護師はオンコール。 

D病院：夜間、休日オンコール。内視鏡医師1～2人と内視鏡看護師1人で対応。 

E病院：内視鏡看護師は夜間、休日は拘束体制。内視鏡看護師だけでなくＩVRの看護師と二人でどちらにも対応。 

F病院：オンコール。内視鏡スタッフで、当番(連絡をする順番)をきめている。都合が悪ければ、次の人に病棟から連絡が

ある。 

G病院：2・3ヶ月に1回の救急外来勤務に内視鏡看護師も含まれている。 

当番の医師は日勤の救急勤務の看護師を確認する人もいて、内視鏡看護師であれば通常勤務かのようにカメ

ラの選択やジェットがいるなど注文が多くなる。 

不馴れな看護師が介助に入るより患者の安全、感染管理も含めて内視鏡看護師が対応する方が多方面におい

てもお互いに良いのではと思っている。 

H病院：現状、夜間はオンコール医師と救急外来勤務の副師長が対応している。日勤は外来看護師(2・3ヶ月に1回のペー

スで勤務)または病棟看護師が検査に入る。 

一応、毎年4月に副師長や救急外来勤務の病棟看護師を対象に内視鏡看護師が勉強をしているが、効果を実感

したことはありません。 

月に1件程度、洗浄方法(ケイビがフジため)や物品の位置について問い合わせを受けて対応している。 

医師からは、勉強会をしているが、急患時に看護師が全く動けない・準備もできないから意味がないなどなど不

満が溜まってきており、ERCPだけでもオンコール対応できないのかと内視鏡看護師のオンコール対応ができる

体制を押している状況。 

時間外検査は、育児短時間勤務者・育児時間勤務者は、未就学児がいるので免除ではなく対象外といった感じ

です。妊婦さんはいません。ただ、休日の日勤であれば救急外来勤務と同様に動ける可能性はあると思う。 

I病院：看護師5人で、1ヶ月ずつ待機表作ってしています。 

    夜間出勤して日勤もあり、22時～5時までに呼ばれた場合、出勤した時間にもよるが、 

朝から休養もあれば、昼から休養もあり。 

そうなると翌日の、内視鏡スタッフは、一人マイナスになるので、日勤が過酷になる。 

日勤で、居残りで検査がある場合も待機の看護師と、もう一人内視鏡看護師で検査につくが、帰ってからすぐに

待機は、呼ばれることもあるので、疲れることも多々あり�  

内視鏡の医師は、緊急で内視鏡看護師が、待機していることは助ってる様子。 

J病院：24時間・365日オンコール体制。基本的に工学技士が対応。しかし、都合で対応できないことも…。 

内科の看護師が夜勤・休日日勤なら、普段からEGD.CS介助についているから処置、洗浄対応してくれる。対応出

来ない場合は直ぐコールがやってくる。 

働き方改革もあり、看護師だけでなく工学技士、医師の働き方について、今後検討が必要と思われる。 

K病院：時間外、夜間も救急の看護師が対応。日々の内視鏡看護師は夜間出ることはありませ 

ん。救急の看護師は研修に来てもらって、3回終われば、夜間の対応をしても

らうようにしている。 

内容は呼吸心拍監視装置の装着とか、看護記録(バイタルのみ)だけです 

 

L病院：夜間・休日の拘束を看護師2名で担当している。（拘束対応者１0名＋0.5名） 

拘束回数は、平均して土・日は各1回/月、平日は4回/月 程度である。 

拘束時間は、平日は16:30～翌日8:30まで。 

土日は12:45～翌々日8:30まで。 

日曜祝日は8:30～翌日8:30まで。 
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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84回日本消化器内視鏡技師学会(神戸） 
 

今年も12月で勉強会は終了します。 

毎年産みの苦しみで計画をしていますが・・何とか最終月を迎えま

した。 

講師の先生方、参加の皆さまのご協力のおかげで楽しく役に立つ

勉強会になっていると思います。 

 次年度もまた参加の方々だけでは無く、岡山県の内視鏡従事の

方々に役に立てるような情報を提供して行けたらと思っています。 

＊来年も何卒よろしくお願いいたします。＊ 

第21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） 
   

     次ページに案内を添付しています。 
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第21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  令和2年2月16日（日） 9時30分〜16時15分（予定） 

                     （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（予定） 

      ＊プログラムは決定次第、岡山県消化器内視鏡技師会ホームページにてお知らせします 

 

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Ⅰ 「こんなに変わった上部消化管疾患」 

          川崎医科大学 総合医療センター 総合内科学２ 特任教授  春間 賢 先生      

     3）教育講演Ⅱ 「すべての病気は腸からはじまる：腸内細菌と心と脳」 

               川崎医科大学附属病院  消化管内科学 准教授  松本 啓志 先生 

 

     4）当院の内視鏡室紹介 金田病院 内視鏡室 

     5）岡山県内視鏡勉強会 報告 

6）機器取り扱い講習会（基礎編） 富士フイルム編 

 

   4、参 加 費 事前申し込み 4,000円(弁当付き)   

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。 

              （注） 事前申し込みをされていない方は参加費が5,000円となります。（弁当なし） 

   5、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・タイトルを記入し、メールで連絡をお願い致し 

ます。  

演題締切  令和1年12月28日（土）までに申し込み下さい。 

 6、抄録について 

       演題名、施設名、所属、筆頭演者（〇印）、共同演者、 

       本文（発表内容）の順で、本文は1480字（40字×37行）でお願いします。 

抄録締切  令和2年1月15日（水）までにメールでお送りください。 

 
※利益相反：日本消化器内視鏡技師会ホームページに掲載している「消化器内視鏡技師領域 

の研究おける利益相反に関する規程」を参考に利益相反に関する自己申告を行ってください。 

       アドレス：http://www.jgets.jp/riekisouhan_kitei.pdf  

 

（演題/抄録送り先）  E-mail：miyuki_0420jp@yahoo.co.jp 

              〒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 

＊電話での問合せはご遠慮ください 

http://www.jgets.jp/riekisouhan_kitei.pdf
mailto:miyuki_0420jp@yahoo.co.jp
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6、抄録について 

       演題名、施設名、所属、筆頭演者（〇印）、共同演者、 

       本文（発表内容）の順で、本文は1480字（40字×37行）でお願いします。 

抄録締切  令和2年1月15日（水）までにメールでお送りください。 

 
※利益相反：日本消化器内視鏡技師会ホームページに掲載している「消化器内視鏡技師領域 

の研究おける利益相反に関する規程」を参考に利益相反に関する自己申告を行ってください。 

       アドレス：http://www.jgets.jp/riekisouhan_kitei.pdf  

 

（演題/抄録送り先）  E-mail：miyuki_0420jp@yahoo.co.jp 

              〒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 

＊電話での問合せはご遠慮ください 

 

7、参加申込について 

      今回より、参加申し込みは申込フォームを利用し参加していただくことになります。 

下記アドレスにアクセスし、必要事項を明記し送信してください。（お一人づつで申し込み 

ください）一度送信しますと、内容の変更ができませんのでご注意ください。 

 

 https://docs.google.com/forms/d/1lrE5HVxBBIexs5ock-MYZJ9CKVBKR1TFmrfo974Ji-c/edit 
 

受付が完了しましたら、返信メールが届きますので、必ず確認してください。 

 

【お願い】 申し込みは令和2年1月25日（厳守）でお願いします。 

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。 

 

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」を発行します。（時間を過ぎた場合は参加証の発行はできませんが 

聴講参加は可能です） 

 

【個人情報について】 

    寄せられた個人情報は、岡山県消化器内視鏡技師研究会の目的以外には使用いたしません。 

    また、 

個人情報の散逸、紛失、改ざん、漏洩などのないよう適切な措置をとり、安全に管理します。 

                                   

主催  岡山県消化器内視鏡技師会 

後援  中国地区消化器内視鏡技師会 

協賛  オリンパス株式会社 

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 

富士フイルム株式会社 

是非ご参加を！ 

http://www.jgets.jp/riekisouhan_kitei.pdf
mailto:miyuki_0420jp@yahoo.co.jp
https://docs.google.com/forms/d/1lrE5HVxBBIexs5ock-MYZJ9CKVBKR1TFmrfo974Ji-c/edit

