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作成 2015.12.06 

 

 勉強会   医学講義：内視鏡基礎講座 

   岡山ろうさい病院 清水 慎一先生 

 ▼日時：2015年12月20日(日)10:00～12:30 

 ▼会場：岡山中央病院２Ｆ セミナー室  

          岡山市北区伊島北6-3     TEL(086）252-3221  

 ▼参加費５００円・駐車場無料 

 ■担当者から皆さまへ 
  

みなさん、お待たせしました！今年度もやってきました！「内視鏡基礎講座」の勉強会です！清水先

生によるわかりやすい講義のお時間です。 

消化器内視鏡技師認定試験の申請はお済でしょうか？試験対策に役立つ一般基礎、疾患、検査・治

療についてと内容は盛りだくさんです。そして、最新情報も交

えながらの充実した時間になること間違いなしです。新人さん

は指導してもらったことがよりわかりやすくなるでしょう。2~3

年目で業務に慣れてきた方はより納得できるでしょう。中堅の

方はより自信が持てるでしょう。 

ベテランの方はより確信に繋がることでしょう。それぞれの

経験年数の方、みなさんの知識の向上に役立つと思います。 

昨年度に引き続き講義時間は2時間半となっております。 

軽食をご用意してお待ちしています。 

是非ご参加ください。  

                

                 松田病院 錦織 恵美子 

        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 

１２／１２ 

今回２．５時間です！ 

1２月 

※資料や会場準備、今回は軽食準備がございますので 

     必ず期限内にお申し込み下さい  
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◆◆11月の勉強会報告◆◆ 

  ＊水島中央病院施設見学＊ 

 水島中央病院の緒方先生、内視鏡のスタッフのみなさまには忙しい業務の中準

備してくださりありがとうございました。大変得るものが多い勉強会でした。他

施設での工夫点では参考になることも多く刺激を受けました。会の中では参加者

からたくさんの質問が出て他施設への関心の高さを実感しました。 

 今後も岡山県内視鏡技師会に積極的に参加し、つながりを深め内視鏡の知識と

技術を高めていきたいと感じました。 

                  渡辺胃腸外科病院  藤原 フサエ 

内視鏡センター長、緒方先生 

 緒方先生の講演では、異なる施設の現状を少し理解することが出来ました。 

 施設見学に関しては、大変満足しました。 

私たちは看護師なので現場を大事にすることから始まるので、皆で情報交換は重要である。 

全体のレベルアップがあってこそ、自分たちの環境・境遇も上がると思う。 

 この企画はそれの一助となると思う。 

水島中央病院には大きく二つ感激しました。 

①患者さまのスペースがセンターの中で割合として多く取ってある(患者の視線)。 

②内視鏡と外来がうまく連動できる協力様に出来ている(コラボ・チーム医療の視点)。 

    施設見学から案内・・・時間と労力がかかったことと思います。 

     

    本当にありがとうございました。          岡山ろうさい病院  遠部 絹子 
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 １１月の勉強会は久しぶりの施設見学として、水島中央病院の内視鏡センターを見せていただきました。 

 施設見学だけでなく、講義ありコーヒーブレイクありの盛り沢山な内容であっという間の２時間でした。 

なかでも術者を守るシールドカーテンや、工夫をされた処置具掛けは今後取り入れていけたらと思いました。 

 また、緒方先生をはじめスタッフの方々の、私たち参加者への「おもてなし」に感激しました。ハード面は取り

入れることが難しいこともありますが、おもてなしの心は明日から取り入れることができるので今後に生かし

ていきたいと思います。施設見学は施設を見せていただくだけでなく、その施設の方とふれ合うなかで得るこ

とも多いのだと改めて感じた勉強会でした。 

      水島中央病院の皆様、本当にありがとうございました！ 

 

                                  南岡山医療センター  黒岡 昌代 

MEさんの手作り処置具掛け台です。 

この下にビニール袋を設置できる容器があり、 

処置具先端が不潔にならないよう工夫。 

病院さまからの差し入れです！ 

     ありがとうございました。 

 雨になりそうな日2015/11/15に水島中央病院 内視鏡センター見学を行い多数の方々の参加があり、

ありがとうございました。2014/6月に開設し、水島地区の地域医療に貢献すべく日々努力しております。    

当院の取り組みの一端を見ていただき、何か皆様の心に留まることが一つでもあればと思い受けたものの、

勉強会の幹事など誰も経験したことがなく、私個人はあたふたしておりました。 

 いろいろ手の回らないところもありましたが、スタッフが準備をきちんとしており技師会の皆さんのお力添

えや看護部長、内科師長、近くを歩いていた院長（！）、名誉院長（！？）に助けていただき、何とか無事に

終わることができました。スタッフも会には手慣れておりませんので前後２班に分けて（これなら半分で済

む！と甘く考えておりました・・・）講義と、センター内部の紹介という形で行いました。講義内容は当院で

行っている処置（ESD、EPLBD ステント挿入など）について症例を含めて紹介し、センター内部紹介は機器

やセンターでの流れ、連携を中心に説明し、資料を作りましたがいかがだったでしょうか。短い時間でした

が、質問が多く、内視鏡技師の皆様の意欲には驚かされました。 

 規模に対してまだまだ症例数も少なく、足りない部分も多いので内容は物足りないと思いますがこれから

地域に向け、頑張ってまいりますので今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 
 

                                水島中央病院 内科 緒方正敏 先生 
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◆◆11月の勉強会アンケート◆◆ 

勉強会アンケート結果(水島中央病院） 
参加人数 44名 
参加施設 23施設 

回収率   95％ 

テーマ  施設見学・医学講義 

開催日時 平成２７年11月15日（日） 

会 場   水島中央病院 内視鏡センター  
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②看護師(内視鏡技師）
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⑤ＭＥ

⑥その他
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①大変満足

③どちらでも

⑤不満

講義の満足度
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◆◆11月勉強会アンケート続き◆◆ 

 

 水島中央病院の内視鏡センタースタッフの方々(名誉院長先生・院長先生・事

務長さま・看護部長さま・内科師長さま）にたくさんの準備と共に、とても丁寧な

対応をしていただきました。 

 勉強できただけでなく、気持ちの良い時間を過ごすことが出来ました。 

本当にありがとうございました！勉強会へのご協力に心より感謝いたします。 

                                              役員一同 

 

水島中央病院の内視鏡センターの皆さま 
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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・・・。 

 （おかやまげっつに掲載するか、勉強会にご参加いただくか？など。）  

＊本のご紹介＊ 

日本消化器内視鏡技師会の役員(多職種

の執筆者)で編集された幅広い分野での 

内容の本だそうですよ。 

 ちなみに岡山県技師会の役員、 

川崎医大附属病院の河上さんも 

共同執筆されていまーす！ 

是非お読みくださいね(*^_^*) 

  

２０１５年も残すところ１ヶ月をきりました。 

皆さまには技師会・勉強会の運営にご理解ご協力ありがとうございます。 

暮れも押し迫ってまいりますと、慌ただしくなり一年の疲れもでてまいります。 

   

        皆さまご自愛くださいますように・・・m(_ _)m 

月日 テーマ 講師 会場 

1/17（日） 

10:00～

12:00 

 

講習会と実地訓練：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  

    畠山さま 

 

岡山ろうさい病院 

◆◆27年度の内視鏡勉強会計画◆◆ 
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訃報 

岡山県消化器内視鏡技師会発足に携わり、その後も顧問をしていただいていた 

 岡山中央病院の越智浩二先生が１１月１５日にお亡くなりになりました。６３歳でした。 

“平成10年秋、第56回日本消化器内視鏡学会総会の附置研究会として、第41回日本消化器内視鏡技師研究会

が岡山で開催されました。 総会長であった岡山大学の原田英雄教授のもとで、運営を仕切られていた越智

浩二助教授（現在岡山中央病院）から、「岡山県も技師研究会活動をやらないか」と声を掛けていただいた

のがきっかけとなり、平成12年2月、第一回研究会を開催、以来毎年研究会を開催し現在に至っています。” 

    ご生前のご厚情に深く感謝するとともに、故人のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します 

◆◆技師会からの情報◆◆ 

◆◆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・勉強会報告など 

     ランチョンセミナー 

■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！ 
＊機器展示も 

ありますよ！＊ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1JcdKkdWAUYAYHGU3uV7/SIG=11vkl5k9r/EXP=1447590813/**https%3a/t.pimg.jp/005/388/476/1/5388476.jpg
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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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  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 

 

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 

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

