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作成 2016.01.04 

 

 勉強会  講習会と実地訓練 
  -内視鏡検査中の緊急対応- 
     岡山ろうさい病院救急認定看護師 

             畠山さま 

▼日時：2016年1月17日(日)10:00～12:00 

▼会場：岡山ろうさい病院  旧外来棟 ３階大会議室 

      入り口：時間外通用口から 

      当日会議室の施錠は開放しますが、その通路 

      途中ロックの掛かる場所あり、案内人配置予定。 

     岡山市南区築港緑町１-１０-25 

▼参加費：無料 ▼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 
   

 早いもので、今年度最後の勉強会となりました。 

今年度も同じ内視鏡を担当する者同士、情報交換・知識、 

技術の習得と多忙な中で頑張りましたね。ただ、先程のアンケート結果からも分かりますよう

に、内視鏡検査・治療は偶発症をはじめ危険と隣り合わせです。日頃から、危機感を持ち合わせ

て、対処できるようにシュミレーション、訓練を励んでおきたいと思います。昨年に引き続いて

救急看護認定看護師による、ＡＣＬＳの講義実技を計画しました。実践能力を高めたい人、また

内視鏡室で新人等に教育を担当する人達、皆で内視鏡を受ける人たちの安全を守る為に勉強をし

ましょう。 

  なお、実技がありますので少し動きやすい格好で参加してくださいね。 

        岡山ろうさい病院 遠部 絹子 

        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 
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◆◆12月の勉強会報告◆

 

 消化器内視鏡技師の試験対策ということで基礎講座を開いていただきありがとうございました。 

今年度、受験をしようと思っているため改めて勉強を始めようという良いきっかけになりました。 

 清水先生のお話は大変わかりやすく、基礎的な事をしっかりと理解することができました。色素の

中にもどういった原理を利用しているかその色素が何なのか、また疾患ごとに抑えておくポイントを

学ぶことができました。勉強の話だけでなく面白いお話も聞けて良かったです。 

 今回の試験で合格できるようにしっかりと勉強していきたいと思いました。また、試験に向けてだけ

でなく日頃の業務にも生かせるように勉強していきたいと思いました。 

 

                 松田病院 臨床工学技士 平尾拓一 

 12月の内視鏡勉強会に参加させて頂きました。大変貴重な講義ありがとうございまし

た。清水先生の講義は、毎回内容が濃く、資料もたくさんあるにも関わらず、丁寧で分

かりやすいので、何時間でも講義が聞きたくなります。途中休憩にいつもの「23:55」を

期待してましたが、今回は「赤毛のアン」と「かくかくしかじか」でした。仕事に勉強

にと、日常にどっぷり浸かっている私達が、忘れてしまっている大事な「何か」を思い

出させてくれた深い良い話しでした。内視鏡について勉強中の私ですが、清水先生のポ

イントを参考に勉強を深めていこうと思います。 

 当直の間、スライド作りお疲れ様でした。 

                     倉敷第一病院    白神さな恵 

担当者の用意した 

本日の軽食です！ 

今回の清水先生のおすすめ漫画です！ 

２０１５年マンガ大賞に選ばれています。 
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先日は勉強会に参加させて頂き有難うございました。 

私は普段人間ドックでの内視鏡業務に携わっているので、技師試験受験対策の内容につい

ていけるかしら？とも思っていましたが、清水先生の熱心な講義と興味があるお話を伺い新

しい事が学べる喜びを久々に実感しました。 

ドックでの胃の健診は「胃レントゲン検査」が通常でしたが、最近は「胃内視鏡」を希望され

ている方が増加していると感じています。より内視鏡への勉強を深めて安全で苦痛が少ない

介助ができるようになりたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。 
 

                     倉敷中央病院 総合保健管理センター 

難波 有美子 

 清水先生の講義には74名の方の参加申し込みを頂きました。先生の講義の必要性を

実感しました。当日は皆さんが真剣に講義に聞き入ってる様子を見て内視鏡検査に対す

る基礎的な事や技師試験に向かう姿勢が感じられたように思います。 

 清水先生の講義は本当に分かりやすく、「抗血栓薬の取り扱い」についてなど詳しく

盛り込まれていました。また、時折挟む先生の癒しネタにリラックスできたことと思い

ます（笑）。2時間半の時間もあっという間でしたね。今後の業務や試験対策に大いに

役立つ事間違いなしです。 

 

                     松田病院 錦織恵美子 
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◆◆12月勉強会アンケート◆◆ 

      ー内視鏡基礎講座ー      (岡山中央病院） 

＊内視鏡勉強会に今後望むこと＊ 
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内視鏡経験

・日曜で無く土曜日の昼からやって欲しい。）   

・感染に関すること（消毒、洗浄、保管、ＰＰＥ）  

・たくさんあった中でＥＳＤ・・・等1つ1つじっくり学びたい 

・初心者向け    

・基礎をくわしく教えてくれるセミナーがあればいいと思います。 

・色々な治療や検査の詳しい手技法や実際に実技が出来るのも楽しいかも。難しいですよね。 

・基礎    

・可能でしたら、資料をカラーでもう少し大きくして頂けたら見やすいと感じました。ありがとうございました。 

・基礎から応用まで胃から大腸まで幅広く内容を臨床から機械のことも幅広く。 

・ハンズオンの勉強会をしてほしいです。  

・消化器内視鏡技師試験受験対策講座をもっと頻繁に行ってほしいです。 

・過去問集がほしいです。回答付きで。⇒これは一般に販売していますよ？技師の方にお尋ねください。  

・無理だとは思いますが、一度半日から1日の講義受けてみたいです。（清水先生の） 

・わかりやすくリラックスできた中での講義で良かった。 

・規模が小さいので、自分の施設ではしない治療の事も聞くことができる。以前とは違う方法もあり勉強に 

なりました。    

・清水先生いつも本当にありがとうございます！資料も当直中に作成したとか?! 

・講義は毎年お願いしているのですが、資料に最新情報を練りこんでくださっていることに大感謝です。 

・いつも思うのですが、毎回聞いているのにいつも新発見あり。それこそ今さら聞けない情報をを詳しく 

  聞けて助かっています。先生が、作用機序やら、どう言う意味でこうしているとかボソボソと早口で 

  話されている内容がけっこう重要なことだったりします。（知識として）お聞き逃しの無いように！ 

・175枚の資料は圧巻です！1冊の本にしたいくらいです！！ 

・基礎講座は1年に1回聞きたいです。  

0 10 20 30 40

0～5回

6回～10回

11回以上

勉強会参加回数

0 20 40 60

自分の時間

公休（出張扱い）

休暇を取って

勉強会参加状況

0 10 20 30 40 50 60

テーマについて

開始時間

勉強会の時間

興味深かった

理解できた

勉強会に関して

不満 やや不満 どちらでもない やや満足 満足

0 10 20 30 40 50

できる

まあまあできる

どちらでも

あまりできない

できない

今後に生かせる



 5 

◆◆勉強会アンケート続き◆◆ 

＜本日の勉強会に対する意見・感想＞     

・とても分かりやすかった。×6       

・説明が分かりやすかった。たくさん勉強になりました。    

・技師資格は20年ほど前にとったが、様々な再確認や理論が解りとても勉強会になりました。  

・基本は大切だと思った。      

・基本的な事がもっと知りたかった。でも今回学んだことを生かせるようにしていきたい。  

・楽しく参加することができました。まだまだ初心者なので全部は理解できませんでしたが、  

   また参加したいと思いました。      

・たくさんの資料と内容でとても勉強になりました。     

・前から意見があるようですが資料が大きかったら、もっと見やすいのにと感じました。   

・字がもう少し大きかったら良かった。もう少し基礎的なこともあれば良かった。   

・自分の経験値もあがり、去年より理解が進みました。資料が豊富でわかりやすかったです。  

・内容は少なくても良いのでゆっくりしていただきたいです。    

・たいへんなスライドでなくていいのです。すいません。    

・基礎から詳しくわかりやすくとても勉強になりました。    

・これからの仕事に少しでもいかしていきたいと思います。    

・去年も勉強会を受けて、無事技師試験に合格しました。もう一度講義を受けたかったので本日参加しました。    

・内容が多いので、２回に分けての講義をしていただいたらよりわかりやすかったかも・・・。    

・日々の内視鏡検査の介助に役立てる内容でとても良かったです。    

・ＥＲＣＰのところをもう少し詳しく聞きたかったです。     

・知っておくべき知識について詳しく説明があり、学習できた。      

・スライド数が多くやはり少し時間が短いような気がした    

・とても多くの情報をありがとうございました。     

・先生の「かくかくしかじか」に対する思いが強く伝わってきました。    

・いっぱいスライドがあって勉強になりました。もっとじっくり見たかったです。   

・とても基本的な内容もあり、今まであやふやだったこともしっかり理解することができました。  

・今回も内容の濃い勉強会に参加させて頂きありがとうございました。    

・今回も技師試験対策講座に参加させてもらいました。    

・忘れかけていた基礎のところなど勉強できてよかったです。ありがとうございました。   

・過去問を使ってどこが誤りであるかの解説をしてほしい。    

・毎回とても復習ができ、明日からの業務、アセスメントに生かせるので大変ありがたかったです。 

・今回受験しようと思って参加しましたが、とても分かりやすく勉強になりました。   

・試験対策を考慮し詳しく教えて下さり良かった。     

・くわしく説明していただき、ありがとうございました。・日頃やっていないところもまずまず理解できた。     

・今後の仕事で活用していけると思います。     

・清水先生の話はＤｒ向けの話も聞けて介助についてる時やカンファレンス聞いてる時Ｄｒが言っている事も 

   理解が少しはできたように思います。     

・技師試験は年以上も前に受けたので、現在の傾向を知ることができ有用でした。   

・いつもたくさんのスライド、幅広く深い内容、勉強になります。ありがとうございました。   

・丁寧な講座ありがとうございます。何回聞いても勉強になります。    

・再勉強ができたのでわかりやすかったです。自分の知りたかったポイントはメモに残せたので  

       今後に生かせていけます。先生、ありがとうございました。  

           

      

     

    

       

◆◆12月の勉強会参加者感想◆◆ 

                   (アンケートより抜粋） 
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◆◆技師会からの情報◆◆ 

★消化器内視鏡技師の資格更新手続きについて★ 
今回の技師資格更新から、 

  参加した学会・研究会・等の出席証明書、機器講習受講証などは、 

    コピー不可で、原本を添付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。 

 

  逆に・・・ 

★消化器内視鏡技師の認定試験の時★ 

     コピーを添付します、ご注意を！ 

   

＊ご注意ください！＊ 

ー技師会への添付書類の変更についてー 



 7 

 ◆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 

     ランチョンセミナーなど 

■参加費 ３０００円 

 

■駐車場 1時間100円、 

       以後1時間毎に100円加算 

■学会長：尾﨑 貴美 

     （近森オルソリハビリテーション病院） 

■会  期：平成28年 5月13日（金）～14日（土） 

■会  場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 

     大阪市北区中の島5-3-5 

     TEL 06-4803-5585 

     

機器展示も 

   あるよ！ 
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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－（カプセル内視鏡について） 

      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。  

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-0LJSR56tXL8/VVGVS2PQRsI/AAAAAAAAtkA/9EI2ZHrT5w8/s800/text_sankasya_bosyu.png
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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

