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作成 2015.10.29 

 

 勉強会  ①施設見学 

    水島中央病院 内視鏡センター 

 ②医学講義：当院における内視鏡治療の現状     

    水島中央病院 

         緒方 正敏先生 

▼日時：2015年11月15日(日)10:00～12:00 

▼会場：水島中央病院 内視鏡センター 

    倉敷市水島青葉町４-５ （086）444-3311   

▼参加費：500円    

▼駐車場：無料 

 （カードの無料処理をするので会場にご持参ください） 

■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 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。  

        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 

11／8

11月 

水島中央病院への案内は・・ 

 今回は久しぶりの施設見学です。今年2月の岡山県消化器内視鏡技師研究会で、施設をご紹介くだ

さった水島中央病院の内視鏡センターを実際に見せていただけることになりました。また、病院見学と

緒方先生の講義(上記)も予定しています。 

 なお院内ご案内の準備の都合上、必ず事前申し込みが必要となりました。申し訳ありませんが、先着

順で参加申込みの人数制限をさせていただきます。ご了承くださり、ご協力をよろしくお願いします。 

                           南岡山医療センター 黒岡 昌代 

お早いお申し込みを！ 
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◆◆水島中央病院へのの地図
◆◆ 



 3 

◆◆9月の勉強会報告◆◆ 

 

 基本構造についての知識の整理と、機器の故障予防について学ぶことが出来き、有意義な勉強会でした。

実際に現場で体験したことのある画像ノイズなど、直接役立つ内容でした。 

 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院のお話しで、当院内視鏡室でもMEの配置があれば、スコープ管理などが 

より効率的になると思いました。 

これからも、勉強会に参加させていただき、内視鏡看護に役立てていきたいと思っています。 

 

                                岡山大学病院     矢野朋美 

チクバ外科 診療管理部長 

      奥野さま、ありがとうございました！ 

オリンパス渡辺さま 

 今までCE の話といえば、スゴく専門性が高い印象を持っておりました。でも今回はそうそう

そこが大事、ホントそうよねとうなずけることが多くとてもよかったです。機器や処置具など

CE目線での徹底した日常管理を専門とする人材が羨ましい限りでごさいます(^_^) 

 内視鏡部門全体をマネージメントできることってホント大事ですよね(^.^) 

                              倉敷第一病院   武貞 菜穂子 
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勉強会終了後の風景 

＊今回５病院のMEからの参加申込みがあり 

各病院のMEの方々の交流がありました。＊ 

＊オリンパスさまよりスケルトンスコープの展示があり、 

 参加者からの質問にも答えていただきました。＊ 

＊チクバ外科さまより、お茶と飴の差し入れを頂きました。 

  参加者の誘導などご案内・早朝からの準備 

                       ありがとうございました(*^_^*) 
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＊お休みのところ 

ありがとうございました＊ 

 9月の内視鏡勉強会は、機器講習会！第2弾！ 

「内視鏡機器トラブルシューティング」オリンパス（株） 渡辺邦彦様、 

「当院の内視鏡機器と内視鏡室運営について」 

チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 臨床工学技士・内視鏡技師 奥野 学さんによる講演でした。 

日々の業務では、患者さんの安全・安楽！そして、機器の安全使用・管理は欠かせません。機器の

廃棄・使用可能の判断など悩んだ時は、機器に詳しい業者さん、臨床工学技士さんとチームで解決

し、適切な管理が必要と実感しました。この勉強会は、解らないこと悩んでいることを話し合える

時間でもありますね。ひとつでも明日からの業務に役立てていけたらと思います。 

 また、勉強会が終わって、参加いただいた臨床工学技士の皆さんで交流の時間もありました。 

参加いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

     チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 田中広子 

 

＊オリンパスメディカルの皆さま＊ 

渡辺さま・松井さま 

 この度は貴重なお時間を頂き、また、大勢の方に聞いていただき、ありがとう

ございました。 

 今年度のメインテーマは「トラブルシュート」という事で、いろいろなシュ

チュエーションを想定して資料を作成しました。送気が出来ない、吸引が出来な

い、画像がおかしい等、ご施設で発生するであろうトラブルをまとめました。 

トラブル発生時の切り分け手段として少しでもお役に立てたら光栄です。 

 

 田中様はじめとして役員の方にも、事前打ち合わせから当日までご対応頂き、

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 
 

                            オリンパス株式会社 渡辺 邦彦 

運動公園の紅葉が素敵です。お散歩コースにどうぞ！ 



 6 

◆◆9月勉強会アンケート◆◆ 
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◆◆9月の勉強会参加者感想◆

◆  (アンケートより抜粋） 
・MEのかたのお話を初めて聞いた、素晴らしいと思った。 

・とても身近な内容だったのでとても興味深かった。 

 MEの業務内容が参考になった。当院でも週に２回直接介助に入っている。 

 本当はチクバ外科のような業務内容が良いのだな･･･と思ったが？！ 

・いつも行っている洗浄方法に間違いはなかったと思った。 

・内視鏡業務について半年で、トラブルシューティングや内視鏡の構造など勉強できる機会が 

 あまりなかったので助かりました。ありがとうございました。 

・資料も見やすく細かな注意事項も明記されていてとてもわかりやすかった。 

・初めての参加だったが、色々な情報が聞けて良かった。 

・オリンパスさんの説明がとてもわかりやすかった。MEさんの話はとても参考になった。 

 当院にもMEがいるので検討の余地がある。 

・分かりやすく知識の整理になった。・機器の取扱いがよく分かった。 

 発生する異常・原因・予防策などが具体的でよく分かり有意義だった。今後も参加したい。 

・トラブルを防ぐために注意するべき事が解った。 

・早々に確認できるトラブルシュート・ME管理業務は興味深く聞くことができた。 

 業務分担と言う部分で伝達反映していきたい。 

・病棟勤務となり久々の技師会参加となった。振り返りができ良かった。MEさんの話を聞き 

 機械管理者が不在にて今後病院収益にもっと目を向けていけたら良いなと課題に思った。 

・MEの見極める目大事だと思う。あーそうそう！本当にそう！と納得できる話だった。 

・送水タンクの接続を抜いた時の水だれの原因が解って良かった。 

・最近スコープのピンホールがあるので処置時鉗子などの先端は充分に気をつけていこうと思う。 

・ME業務として管理をしっかりしてもらえると本当に助かる。 

 検査介助付きながらのトラブル対応、業者との対応など集中しなければいけない時 

 すごくリスク高いのでお願いしたいと思った。 

・機器について日頃気をつける点が分かったので、他のスタッフにも伝えたいと思う。 

・機器・処置具の管理運営について専門の方がいてうらやましいと思った。 

 キチンとされていて取り入れられることは取り入れたい。 

  ー内視鏡機器トラブルシュート・内視鏡機器と内視鏡室運営についてー 

                   (チクバ外科胃腸科肛門科病院） 
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◆◆勉強会アンケート続き◆◆ 

◆◆27年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 

月日 テーマ 講師 会場 

12/20(日) 

10:00～

12:30 

医学講習会：内視鏡基礎講座 

 

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 

2.5時間 

＊内視鏡勉強会に今後望むこと＊ 
・機能評価について 

・ベッドサイド洗浄についてもう少し詳しく話がきかせてもらえたらと思う。 

・他施設での患者への情報収集方法や説明方法などの情報交換がしたい。 

・他病院との交流を深めるためのディスカッションしていきたい。 

 ⇒次年度では、また勉強会で時間設けますね～(*^_^*)良かったらご参加ください。 
・H290Zシリーズのトラブルについて知りたかった。 周辺機器・UCRなどのトラブルについて 

 も知りたい。 

深まる秋・・・ 

あっという間に晩秋となりました。 

内視鏡業務上必要な知識・技術を 

今年度中にもう少し勉強しましょうね！ 
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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・・・。  

            info@okayamagets.jp  

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

◆◆技師会からの情報◆◆ 

 

＊いつもお世話になっている業者さまへ＊  
私たち内視鏡の現場で役に立つ情報や新製品の情報・注意情報などなどを 

ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。原稿やご提案は下記まで・・・。 

 

◆◆第１７回岡山県消化器内視鏡技師研究会のご案内◆◆ 

■開催日・時間 平成2８年２月７日(日) 10：00～15：00 

■会場 川崎医大附属病院 ８階 大講堂 

■内容 一般演題・教育講演 

     当院の内視鏡室紹介など 

     ランチョンセミナー(予定) 

■参加費 ３０００円 

 

■駐車場 1時間100円、 

       以後1時間毎に100円加算 

＊来年の研究会は例年より 

時期が早くなっております＊ 

 

申込みはお早めに！ 

＊研究会のご案内は・・・ 

 
     

＊今回の技師免許更新から、 

  参加した学会・研究会・等の出席証明書、受講証などは、 

    コピー不可で、原本を提出することになりました。 
   ・今回の日本消化器内視鏡技師会報（No,５５）の229ページにも記載されています。 

    ご確認ください。 

    理由は、不正が発覚したからだそうです。 

   ・日本消化器内視鏡技師会のホームページのお知らせにも掲載してあります。 

   

新情報 
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    第17回岡山県消化器内視鏡技師研究会のご案内     
                                        

                                    岡山県消化器内視鏡技師会 

                                    http://www.okayamagets.jp/ 
    
    

    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28年2月7日（日） 10時〜15時（受付９時〜） 

 

２、会   場    川崎医科大学附属病院 ８階大講堂 
           〠701-0114 岡山県倉敷市松島577   

   ３、日  程  

      １）一般演題 

      ２）教育講演    「リスクマネジメント（仮）」 弁護士  宗像 雄 先生 

      ３）ランチョンセミナ－（予定） 

      ４）当院の内視鏡室紹介 
       

 

   ４、参 加 費    3,000円 ※当日会場受付にてお支払い下さい。 

 

   ５、参加申込について 

申込用紙に必要事項を記入したものを往復はがきに貼り付け、投函してください。 

同施設の場合も一人一通で申し込みをお願いします。 

順次、受付番号を付した返信はがきを郵送します。 

また、返信はがきは当日必ず持参してください。 

       【当日参加も可能ですが、準備の都合上、事前申し込みにご協力ください。】  

  

       締め切り  平成28年1月10日（日）までに申し込み下さい。  

 
  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、治療・処置 

      介助、感染対策、業務改善など日常業務の中で考案、工夫されたことなどをご発表 

      ください。 

      発表時間は7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27年12月28日（月）までに申し込み下さい。 
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７、演題・参加申込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ので 

      ご注意ください。（参加のみは可能です） 

 

 

 
      

        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【個人情報について】 

  寄せられた個人情報は、岡山県内視鏡技師研究会の案内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、個人情報を安全に 

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  ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 

                            オリンパスメディカルシステムズ株式会社  

切り取って宛先ラベルとしてお使いください  

 〒702-8255 

  岡山県岡山市南区築港緑町１-10-25 

   岡山ろうさい病院 内視鏡室 

       

        梶原 みゆき 

  

  第17回 岡山県消化器内視鏡技師研究会 

     

                             

① 参加者氏名 （フリガナ） 

              

 

     

                         

② 勤務先（施設名） 

 
 

 

 

                           

③ 部署名  

      
 

 

                    

④ 勤務先住所とTEL、または自宅 

申込用紙 
(切り取ってハガキに貼って使用してください。） 

mailto:miyuki_0420jp@yahoo.co.jp

