日本カプセル 内視鏡学会で は、平成

25年 度 よ リカプセ ル

内視鏡読影支援技師認定制度を実施することとなりました。
※制度の詳細につきましては、日本カプセル内視鏡学会ホームページ
｀
を ご確 認 くだ さい。

抜粋】
カプセル内視鏡読影支援技師認定制度規則 【
第 1条
本制度 はカプセル 内視鏡検査 の進 歩 と普及 に ともない、 日本 カプセル 内視鏡学会 (以 下 「本学
会」)の 責任 におい て、 カプセル 内視鏡 の専 門知識 と読影技術 を備 えるカプセル 内視鏡読影支
援技師 (以 下 「読影支援技 師」)を 養成 し、一 定 の成績 を収 めた ものを資格認定 し、 カプセル
内視鏡検査及 び研究 の 円滑 をはか る ことを 目的 とす る。
第 8条
所定 の様式 に必要事項 を記入 し、他 の書類 と共 に、本学会理事長 に提 出す る。

1)申 請書

2)本 学会 の認定技 師制度委員会 が定 めた 日本 の 国家認定 の 医療 関連者法定免許

(写

)'

(又 は 日本消化器 内視鏡学会認定 の第 二 種 内視鏡技 師免許 (写 ))'・

3)本 学会準学会員証 明書
4)本 学会員 の認定 申請 の推薦書
5)本 学会員 の指導 の下、小腸用 カプセル 内視鏡検査 の画像診 断支援 を年 間 10症 例以上
経験 した こ とを記 した実績証 明書

6)本 学会 が実施す る小腸 カプセル 内視鏡 eラ ーニ ング受講修 了証
'看 護 師

(写 )

(助 産 師、保健 師を含 む)、 臨床検査技 師、診療放射線技 師、薬剤師、

衛生検査技 師、臨床 工 学技士

'*准 看護 師

(日 本消化器 内視鏡学会認定技 師資格取得者 のみ)

第 12条
小腸 カプセル 内視鏡読影支援技師 の主 たる業務 内容 は、厚生労働省免許 で認 め られた医療行為
の範 囲内で小腸用 カ プセル 内視鏡検査 の医師 による画像診 断を支援 す る ことで あ る。

」A 鴛狙:

1爆

￨￨‡

‐‐
餃軋餘隋蝙1饉￨《醸
藁饉蜀
贔
鑢捩
量 ングな卜夕IR颯 1膠 嗚疱
◎予彎‐

■￨

1鑢 1鵞 ￨プ

‐
￨l t■ ■

￨1 1̲̲■

￨

読影支援技 師 を養成 するため の 教育 カ リキ ュラムの一 つ

として、eラ ーニングシステムの運用を開始いたします。
● eラ ーニングの流れ
SttEP.1〜 4

STEP..5

学会アカウン ト発行について
」ACE

eラ ーニ ングシステム (以 下 eラ ーニ ング
は、」ACE会 員専用 の コンテンツです。eラ ーニ
ングをご利用 いただ く場合は、」ACE会 員登録が

不合格

)

必要 とな ります。会員登録につきましては学会サ
イト

(httpソ 巧aCe.kenkyuukai.jp/)の

アカウン ト

発行よ り入会申請を行 って ください。

● 各 STEPの 学習 内容
STEPl

概要編

小腸用カプセル内視鏡の概要
(解 説ナレーションあり)

STEP2

操作編

読影用ソフトウエアの操作方法
(解 説ナレーションあり)

受講料
eラ ーニングを ご利用 いただ く場合は、以下 の受
講料がかか ります。

ケーススタディ

読影カチエツク

学会員 (医 師 ):¥7,000円

STEP3

読影編

読影手順やコツ、
代表的な症例における読影ポイント
(解 説ナレーションあり)

準学会員 (医 師以外 ):¥4,000円

STEP4

症例編

カプセル内視鏡の症例画像とその解説

STEP5

ケーススタテ｀
ィ 読影のシミュレーション

症例 ビデオを再生しながら、病変指摘、解釈の練習

eラ ーニング受講申込
eラ ーニ ング受講申込サイ ト (http://iace.kenkyu
ukai.jp/specia1/?id=10062)よ り、受講 申請 を行

い IDと

Password(1年 間有効)を 取得 して くだ

さい。

eラ ーニング受講修了証
eラ ーニ ング STEP.5の 確認テス トに合格する と、

eフ t「 ング受講修了証 を発行いた します。受講

¨
ヽ
修了証}よ｀
ゆプセル内視鏡読影支援技師の申請お
よび更新、ま%平 成 26年 以降の認定医の申請お
よび更新の必要書類Q■ ‐
つ として使用する.こルが
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●参考画面

