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岡山県内視鏡技師会ホームページ http://www.okayamagets.jp 

勉強会 

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 info@okayamagets.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。 

 

    ▼日時：２０１５年４月1９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 TEL(086）462-1111  

    ▼参加費：５００円 

■担当者から皆様へ 

                                      
 2月22日に開催された岡山県消化器内視鏡技師研究会にご参加された方々，お疲れ様でした。短い時間にギュッと凝縮…

もっと聞きたいことたくさんありましたが，明日から生かせる，勉強になることばかりでした。立地や駐車場代などでご不便をお

かけいたしますが，4月も川崎医大で勉強会をさせていただくことになりました。 

 4月はABC検診について一緒に勉強しましょう！ 

胃がんのリスクファクターであるヘリコバクターピロリ菌の検査法はいろいろあります。内視鏡検査だけでも様々な方法がありま

すよね。胃の粘膜を見て，H.p陽性か陰性か，わかりますか？ 

胃がん撲滅に向けて，当院の総合診療部 井上和彦先生が松江赤十字病院にいるころに血清H.pylori抗体とPG法を組みあわ

せたABC分類を開始されました。現在では8月から真庭市の中学生に無料感染検査を始めることで話題になっています。 

この講義を聞けば，内視鏡に関わる上で欠かせない“胃がん”の検査方法やABC

分類，除菌治療まで，患者さんに何を聞かれても答えられるようになれます！』 

                      川崎医大附属病院   河上 真紀子 

  

 
 

 

 

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） 

医学講習会「ヘリコバクターピロリ除菌と 

胃がんリスクABC検診」 

       講師：川崎医大附属病院 総合臨床医学 

                井上 和彦先生 

申込〆切 

 

４月１2日 

 
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。  

お願い 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdDR3QwBVMRwA6RGU3uV7/SIG=12kj4umvk/EXP=1426167031/**http%3a/www.okayama-himawari.net/teikei_kakusya/img/illust121.png
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◆◆1月の勉強会報告◆
 

消化器内視鏡技師試験受験対策講座に参加させて頂きました。 

普段、仕事している上で必要な薬のこと検査のこと、病体生理まで幅広く分かりやすい

講義でした。今回、二回目ということもあり改めて勉強出来て良かったです。 

いずれ、内視鏡技師免許の試験を受けようと思っているのでまた、参加させて頂きたい

です。ありがとうございました。       岡山ろうさい病院 三好 朱紀」 

清水先生、技師会の皆様、大変貴重な勉強会をありがとうございました。当院の内視鏡検査の件数は多くはあり

ませんし、勉強する機会も少ないので、毎年好評の講義とのこと、とても楽しみに参加させていただきました。

講義では、検査に関わる解剖生理から消化器疾患、検査や内視鏡的治療、最新情報と充実した内容で、あわせて

内視鏡技師試験対策のお話もあり、本当に勉強になりました。今後も自己研鑽を重ねるとともに、定例勉強会に

積極的に参加させていただきたいと思います。               柵原病院           森広  恵 

 

大変貴重なご講演ありがとうございました。 

1月18日（日）の岡山ろうさい病院 清水慎一先生による 「医学講習会 内視鏡基礎講座」に参加させていただきま

した。私は、昨年の4月より、オリンパスメディカルシステムズ株式会社にて、岡山の各現場で奮闘されていらっしゃ

る先生やスタッフの方々のお役に、少しでも立てられるよう営業担当として活動させて頂いております。 

今回、初めて参加させて頂きましたが、清水先生に非常に内容の詰まった、分かり易いご講演を行って頂き、内視鏡検

査に関わる内視鏡システム、スコープの基礎的なお話から、消化器疾患に対する治療の選択など、メーカーの立場から

しても、非常に勉強になる内容でした。途中、ブレイクタイムでは、清水先生のオススメの絵本紹介などもあり、楽し

く受講させて頂きました。 

2時間半の講演とは思えないくらい、時間があっという間に過ぎてしまい、充実した時間を過ごす事ができました。 

清水先生をはじめ、会の準備を行って頂きました岡山技師会の皆さま、このような機会をいただきまして、誠に有難う

御座いました。今後も、皆様のお役に立てられるように精進して参りますので、宜しくお願い致します。 

                    

                  オリンパスメディカルシステムズ㈱ 石井 達也 

先日は、勉強会に参加させていただき、ありがとうございました。 

とてもわかりすい講義で内視鏡技師試験前に知っていたら・・・ と試験勉強の時に本だけでは、なかなかイメージが

わかず苦労したことを思い出しました。当院では、内視鏡治療は行っておらず その方面のことは全く経験がありませ

んので勉強会に参加し、少しでも深めていけたらと思っています。         

                          医療法人誠和会 倉敷紀念病院外来看護師 川口眞須美 

 私たちは、内視鏡室での勤務年数が1年未満ですが、内視鏡基

礎講座ということで、今回の勉強会に参加させていただきました。

内視鏡に関連した基礎的な知識から、疾患、それぞれの検査、治

療についてなど、多岐にわたり教えていただき知識を深めることが

できました。内視鏡に関するすべての検査の介助を経験していな

い未熟な私たちですが、得た知識を日々の業務に生かしていけれ

ば、と思いました。     

     岡山大学病院     坪井 美和子  門脇 志穂  藤原 愛子 
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 1月は毎年恒例になりましたが、ご好評の清水先生の内視鏡基礎講座を岡山中央病院で 

開催いたしました。 

 ５月に引き続き２時間半の拡大版です。もちろんランチボックス付です。 

いつもたくさんの資料とお話で時間が足りないと意見を頂いていましたが、今回批判覚悟

で時間延長を試みました。いかがだったでしょうか？  

本当に新人からベテランまで何回聞いても、毎回何かしら新しい内容を盛り込んでくだ

さっていて、しかもここでも癒しの映像が入っていて楽しみながら勉強になりました。 

               川口メディカルクリニック  桑田 洋子   

27年度内視鏡勉強会計画 

本年度は学会開催月の5月･10月は勉強会を 

        お休みにさせていただくことになりました。 
ご注意！ 

月日 テーマ 講師 会場 

6/７（日） 

10:00 ～

12:00 

機器講習会：新しい洗浄機について(30分) 

講習会：内視鏡の感染管理について(1.5時間) 

Ｊ＆Ｊ 

神様 

倉敷中央病院 

 

7/12

（日） 

10:00 ～

12:00 

医学講習会：基礎編「いまさら聞けないシリーズ：画像編」

(1.5時間) 

情報交換会？(30分) 

岡山ろうさい病院 

 白鬚 明典先生 

岡山中央病院 

8/9（日） 

10:00 ～

12:00 

講習会「いまさら聞けないシリーズ： 

内視鏡で使用する薬剤について」(1時間) 

 ワールドカフェ：薬剤に関してのヒヤリハット(1時間) 

津山中央病院  

  薬剤師さん 

津山中央病院 

9/6（日） 

10:00 ～

12:00 

講習会：内視鏡機器トラブルシューティング(1時間) 

講習会：内視鏡機器管理等の話(1時間) 

オリンパス(担当未定） 

チクバ外科 

  ME奥野さん 

チクバ外科・ 

胃腸科・ 

肛門科病院 

11/15

（日） 

10:00 ～

12:00  

施設見学：水島中央病院 

医学講習会：内容未定(1時間？) 

水島中央病院担当者 

センター長 緒方 正敏先生 

水島中央病院 

  

12/20

（日） 

10:00 ～

12:30 

医学講習会：内視鏡基礎講座(2.5時間) 

役員会13:00～ 

岡山ろうさい病院 

 清水 慎一先生 

岡山中央病院 

1/17

（日） 

10:00 ～

12:00 

講習会と実地：内視鏡検査中の急変対応 岡山ろうさい病院 

 救急認定看護師  

   畠山さん 

岡山ろうさい病

院 

                

           5/29(金)～5/30（土）第74回日本消化器内視鏡技師学会(小倉)  

             6/28(日)第13回内視鏡看護セミナー (愛知県刈谷市） 

          9/13(日)第12回中国地区消化器内視鏡技師研究会(山口県下関市) 

        10/10（日）第75回日本消化器内視鏡技師学会(東京) 

             11/8(日)機器講習会(広島)→来年（平成28年）は岡山県開催。 

他開催予定 
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リレートーク 

岡山大学病院 
                                 〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 

                                 TEL：086-223-7151（代）FAX：086-235-7636 

病院の運営方針  

   Artful & Heartfulな 岡大病院をマグネットホスピタルに 
 

病床数 ： ８４９床   一般病床 （８１３床） 
精神病床 （３４床） 

感染病棟(2床） 

               

ただ今、新総合診療棟の基礎造り中 

 

 

 

 

光学医療診療部の紹介 

  主な診療内容  
上部消化管内視鏡検査 ： 咽頭・食道・胃十二指腸疾患の診断と治療 

      ダブルバルン小腸内視鏡検査・カプセル内視鏡検査 ： 原因不明の小腸出血・腫瘍の診断 

      下部消化管内視鏡検査・大腸カプセル内視鏡検査 ： 大腸疾患の診断と治療  

      早期癌の内視鏡的切除 ： 咽頭・食道・胃・大腸の内視鏡的切除術 

      膵・胆道内視鏡検査 ： 膵臓・胆嚢・胆管疾患の診断と治療 

      気管支内視鏡検査 ： 肺癌など呼吸器疾患の診断 

スタッフ ： 専任医師９名、専任看護師19名（時間短縮・部分育児休業・パート勤務者含） 

臨床工学技士1名（兼任）事務職員３名、看護補助者５名のほか消化器内科、消化器外科 

呼吸器内科・外科および総合内科の内視鏡専門医が検査・治療にあたっています。 

  検査・治療件数 （平成26年実施件数） 

      上部消化管内視鏡検査・治療 7200件   下部消化管内視鏡検査・治療  2500件          

        胆膵内視鏡検査・治療      1300件   呼吸器内視鏡検査・治療      340件 

     小腸内視鏡・腹腔鏡など     180件  

メッセージ ： 患者さま、そのご家族に対して検査や治療に対する不安や苦痛を軽減し、安全に検査が 

受けられるよう、医師と看護師が連携して個別性・専門性・継続性のある適切な看護を 

提供するように心がけています。 

                     ほとんどの看護師が子育て真っ最中のママさんナース、ちょっと一段落した中堅ママさん 

パパさんナース達でアットホームな雰囲気のなかで働ける職場です。 

毎年 消化器内視鏡技師の試験にチャレンジするなど 

家庭と仕事の両立をしながら、お互い様の精神で頑張っています。 

 

一人一人が光学医療診療の分野での 

専門性を深め、日々の看護業務さらに 

自己研鑽に頑張れる自慢のチームです。 

                

                

       

   

岡大病院より 
岡山医療センターへバトンタッチ 
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学会長：大波多歳男 

     （大分三愛メディカルセンター 消化器病センター） 

会  期：平成27年 5月30日（土）【前日イブニングセミナー開催】 

会  場：西日本総合展示場新館 

     福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１ 

     TEL 093-511-6848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊平成26年度はこのメンバーで頑張ってきました。 

皆様のご理解ご協力のおかげで技師会、勉強会、研究会の運営も無事予定通り終わりました。 

大変お世話になりました。次年度はメンバー交代して新たに出発します。 

今年度も何卒よろしくお願いいたします。                 役員一同                     
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