日

時

平成６年 10 月 19 日（水）9:30～17:15

会

場

札幌厚生年金会館

世話人

大ホール

札幌厚生病院 消化器科
第 48 回日本消化器内視鏡学会総会会長

技師世話人

村島

義男

平塚胃腸病院

平塚

秀雄

国立がんセンター中央病院 内視鏡部

小黒

八七郎

国立札幌病院

田中

義次

札幌厚生病院

久末

百合子

（註）演者名は発表者名のみ
演題番号のみは⼝演、Ｐ(番号)はポスター、Ｓ(番号)はシンポジウム。
演題名の後ろの記号はポスター番号を表す。

【総会長挨拶】

第 48 回日本消化器内視鏡学会総会会長

【開会の辞】

日本消化器内視鏡技師会会長

村島

田村

義男

君英

【一般演題 １】
座長：公立黒川病院 内視鏡技師 遠藤

純子

コーディネーター：朝日大学村上記念病院 奥田

純一

１. 腸管洗浄剤の油臭の緩和（Ｐ５）
昭和大学病院内視鏡センター 看護婦 ○中島

由美

２. 経口腸管洗浄液を用いた在宅大腸内視鏡検査前処置の安全性の検討（Ｐ６）
富山県市立砺波総合病院 内視鏡技師 ○嶋田

美春

３. ファイバー保管庫内の適湿温の検討（Ｐ11）
諏訪中央病院内視鏡室 内視鏡技師 ○金井

和子

４. 各種生検鉗子の特徴と有用性（Ｐ12）
東京女子医科大学消化器病センター消化器内視鏡科 内視鏡技師 ○柿沼

行雄

５. 私のアイデア（新案）----内視鏡技師の立場から----（Ｐ13）
唐沢病院 内視鏡技師 ○渡辺

誉雄

座長：生長会府中病院 内視鏡技師 高橋

陽一

【一般演題 ２】

コーディネーター：北九州市立医療センター

がんセンター内科 三澤

正

６. 大腸内視鏡切除後の追跡状況について（Ｐ18）
秋田赤十字病院胃腸センター 内視鏡技師 ○池田美紀子

７. 夜間診療時間帯における大腸内視鏡検査の現況（Ｐ19）
生長会府中病院 看護婦 ○安岐

佳子

８. 消化管腫瘍の内視鏡的切除に伴う合併症に関する検討（Ｐ20）
----出血を中心として ---国立がんセンター中央病院内視鏡部 ○山中

幸乃

９. 強酸性イオン水による下部内視鏡の殺菌消毒効果について（Ｐ26）
札幌明和病院 看護部 ○沢目

泰子

10. 上部消化管内視鏡におけるルーチン消毒法の検討（Ｐ27）
----Helicobacter Pylori について ---北里大学東病院 内視鏡科 内視鏡技師 ○三浦

美保

11. 血液蛋白溶解剤併用による洗浄効果の検討（Ｐ28）
多野総合病院内視鏡室 内視鏡技師 ○斉藤

和子

座長：多賀須消化器科内科クリニック 内視鏡技師 堀内

春美

コーディネーター：大阪府立成人病センター 大谷

透

【一般演題 ３】

12. 患者の心理変化に応じたコ・メディカルの対応を考える（Ｐ42）
横浜労災病院外科病棟 内視鏡技師 ○早見

聖子

13. 上部内視鏡検査オリエンテーションの検討（Ｐ43）
----独自のビデオ作製を試みて---栃木県立がんセンター内視鏡室 看護婦 ○中山

優子

14. 患者の気持ちになって行う内視鏡介助（Ｐ44）
北里大学東病院内視鏡科 内視鏡技師 ○木下千万子

15. 患者サイドに立った胃内視鏡検査の精神的援助に関する研究（Ｐ45）
東湖会鉾田病院 検査科 ○菊野

芳雄

16. 消化管内視鏡検査の前処置とインフォームド・コンセント（Ｐ46）
石田胃腸科医院 内視鏡技師 ○森 久美子

17. 心と内視鏡技術----検査・治療における安全性・安楽性を考える----（Ｐ47）
はらだ病院 内視鏡技師 ○村上

由美

18. 心と内視鏡技術----患者と関わりのなかで今、私達が問われるものは----（Ｐ48）
戸田中央総合病院内視鏡室 内視鏡技師 ○土田美由紀

【ポスター Ａ１】
座長：市立砺波総合病院 内視鏡技師 嶋田

美春

コーディネーター：恵佑会札幌病院消化器科 塚越

洋元

Ｐ１. 大腸内視鏡検査の前処置について
----ニフレックとクエン酸マグネシウム製剤の等張水様液を比較検討して---大阪府立成人病センター内視鏡検査室 看護婦 ○久米ゆかり

Ｐ２. 大腸内視鏡検査前処置法の比較検討
----ブラウン変法に高圧浣腸を加えての試み---松下健康管理センター 看護婦 ○鍋嶋

恵

Ｐ３. 大腸内視鏡検査の前処置におけるニフレックと緩下剤併用の検討
兵庫県立尼崎病院 内視鏡技師 ○松本

徳雄

Ｐ４. 当院における大腸内視鏡検査前処置の検討
池田病院内視鏡室 内視鏡技師 ○大内

紀寿

Ｐ５. 腸管洗浄剤の油臭の緩和（口演５）
昭和大学病院内視鏡センター 看護婦 ○中島

由美

Ｐ６. 経口腸管洗浄液を用いた在宅大腸内視鏡検査前処置の安全性の検討（口演２）
富山県私立砺波総合病院 内視鏡技師 ○嶋田

美晴

座長：厚生会木沢記念病院 内視鏡技師 渡辺

誠治

コーディネーター：昭和大学藤が丘病院 佐竹

儀治

【ポスター Ａ２】

Ｐ７. 省スペースを利用した洗浄装置の考案
大黒胃腸科病院 外来診療部 ○佐考

明美

Ｐ８. 当院のオリジナル電子内視鏡用システムワゴン
（アーム式モニターワゴンＯＳ-１）の制作を試みて）
聖路加国際病院内視鏡室 技師 ○大塚

哲

Ｐ９. エベレストメディカル社製エレクトロサージカルジェネレーター8751 の使用経験
東京女子医科大学消化器病センター 内視鏡科 内視鏡技師 ○大内

章

Ｐ10. 内視鏡画像におけるデジタル画像の有用性
東京女子医科大学消化器病センター 内視鏡科 内視鏡技師 ○鈴木

英一

Ｐ11. ファイバー保管庫内の適湿温の検討（口演３）
諏訪中央病院内視鏡室 内視鏡技師 ○金井

和子

Ｐ12. 各種生検鉗子の特徴と有用性（口演４）
東京女子医科大学消化器病センター消化器内視鏡科 内視鏡技師 ○柿沼

行雄

Ｐ13. 私のアイデア（新案）----内視鏡技師の立場から----（口演５）
唐沢病院 内視鏡技師 ○渡辺

誉雄

【ポスター Ｂ１】
座長：信州大学附属病院 矢野いづみ
コーディネーター：岩手医科大学第一内科 佐藤

邦夫

Ｐ14. 胃管カテーテルを利用した内視鏡下胃粘膜切除術の経験
富山医科薬科大学附属病院内視鏡部 内視鏡技師 ○江口

富子

Ｐ15. 当院における胃アニサキス症例の検討
----アンケート調査と血清抗体価測定の報告---富山県私立砺波総合病院内視鏡室 内視鏡技師 ○前田

真澄

Ｐ16. 留置スネアの使用経験
北里大学東病院 内視鏡科 ○山本

恭子

Ｐ17. 経皮内視鏡的胃瘻造設術の有用性と当院における施行手順の作成
津軽保健生活協同組合 健生病院内視鏡室 内視鏡技師 ○成田

弘子

Ｐ18. 大腸内視鏡切除後の追跡状況について（口演６）
秋田赤十字病院

胃腸センター 内視鏡技師 ○池田美紀子

Ｐ19. 夜間診療時間帯における大腸内視鏡検査の現況（口演７）
生長会府中病院 看護婦 ○安岐

佳子

Ｐ20. 消化管腫瘍の内視鏡的切除に伴う合併症に関する検討（口演８）
----出血を中心として---国立がんセンター中央病院 内視鏡部 ○山中

幸乃

座長：千鳥橋病院 内視鏡技師 森永

徹

コーディネーター：国立札幌病院 消化器科 池田

成之

【ポスター Ｂ２】

Ｐ21. 当院における内視鏡洗浄消毒法
黒佑会札幌病院

外来・内視鏡室 内視鏡技師 ○高沢

俊子

Ｐ22. 上部消化管内視鏡洗浄方法の検討
信州大学附属病院 内視鏡室 ○矢野いづみ

Ｐ23. 胃生検材料よりの Helicobacter Pylori の検出方法
木沢記念病院 内視鏡室

臨床検査技師 ○渡辺

誠治

Ｐ24. Helocobacter Pylori の簡便迅速検出方法
此花診療所 検査室 内視鏡技師 ○辻

正治

Ｐ25. 生検検査後の鉗子チャンネルの効果的な洗浄法に関する検討
北海道大学内視鏡診療部 看護婦 ○大田

薫

Ｐ26. 強酸性イオン水による下部内視鏡の殺菌消毒効果について（口演９）
札幌明和病院 看護部 ○沢目

泰子

Ｐ27. 上部消化管内視鏡におけるルーチン洗浄法の検討（口演 10）
----Helocobacter Pylori について---北里大学東病院 内視鏡科 内視鏡技師 ○三浦

美保

Ｐ28. 血液蛋白溶解剤併用による洗浄効果の検討（口演 11）
多野総合病院内視鏡室 内視鏡技師 ○斉藤

和子

座長：広島大学第一内科 内視鏡技師 原田

修江

【ポスター Ｃ】

コーディネーター：新潟大学医学部 第三内科 成澤林太郎

Ｐ29. 大腸内視鏡における音楽療法、芍薬甘草湯併用療法における効果の検討
東湖会鉾田病院 看護課 ○原田美佐枝

Ｐ30. キシロカインビスカスの投与時間と麻酔効果に関する検討
宮城県対がん協会がん検診センター 看護婦 ○鈴木ゆき子

Ｐ31. マウスピースの考案
社会保険羽津病院 内視鏡室 ○福地志津子

Ｐ32. 上部消化管内視鏡挿入時における苦痛の軽減
----マウスピースの改良を試みて---康仁会西ノ京病院 内視鏡技師 ○奥西めぐみ

Ｐ33. 当院における小児内視鏡検査の現況
大坂医科大学附属病院 内視鏡技師 ○田上

奉枝

Ｐ34. 上部消化管内視鏡検査の苦痛の要因
湘南鎌倉総合病院 内視鏡室 ○吉田かよ子

Ｐ35. 上部通常内視鏡検査前投薬としてのグルカゴン及び
臭化ブチルスコポラミンの比較検討
----検査位、被検者、介助者の立場から---京都第二赤十字病院 内視鏡室 ○無津呂知子

【ポスター Ｄ】
座長：苫小牧王子総合病院 内視鏡技師 風間

由美

コーディネーター：筑波大学臨床医学系 消化器内科 中原

朗

Ｐ36. 消化器内視鏡検査をより円滑にするために
～消化器内視鏡定処置用紙（入院用）の改善～
倉敷中央病院消化器内視鏡センター 内視鏡技師 ○堂場紀久枝

Ｐ37. 上部内視鏡検査前オリエンテーションの再考 ----ビデオ放映に関して---宮城県立がんセンター第二外来内視鏡室 内視鏡技師 ○伊藤

孝子

Ｐ38. 内視鏡的大腸ポリペクトミーに対しての不安除去につとめる
----パンフレットの作成---みやた胃腸科医院 内視鏡技師 ○秋本めぐみ

Ｐ39. 上部消化管内視鏡検査における音楽（ＢＧＭ）の有効性
近畿大学医学附属病院内視鏡部 内視鏡技師 ○四丸

美和

Ｐ40. 上部消化管内視鏡検査時における呼吸及び循環動態
広島大学第一内科 内視鏡技師 ○原田

修江

Ｐ41. 上部消化管内視鏡検査時の血圧変動について
聖マリアンナ医科大学病院内視鏡部 内視鏡技師 ○片野早江子

【ポスター Ｅ】全て一般演題?V で口演。ポスターは示説のみ

Ｐ42. 患者の心理変化に応じたコ・メディカルの対応を考える（口演 12）
横浜労災病院外科病棟 内視鏡技師 ○早見

聖子

Ｐ43. 上部内視鏡検査オリエンテーションの検討（口演 13）
----独自のビデオ作製を試みて---栃木県立がんセンター内視鏡室 看護婦 ○中山

優子

Ｐ44. 患者の気持ちになって行う内視鏡介助（口演 14）
北里大学東病院内視鏡科 内視鏡技師 ○木下千万子

Ｐ45. 患者サイドに立った胃内視鏡検査の精神的援助に関する研究（口演 15）
東湖会鉾田病院 検査科 ○菊野

芳雄

Ｐ46. 消化管内視鏡検査の前処置とインフォームド・コンセント（口演 16）
石田胃腸科医院 内視鏡技師 ○森 久美子

Ｐ47. 心と内視鏡技術 ----検査・治療における安全性・安楽性を考える----（口演 17）
はらだ病院 内視鏡技師 ○村上

由美

Ｐ48. 心と内視鏡技術（口演 18）
----患者と関わりのなかで今、私達が問われるものは---戸田中央総合病院内視鏡室 内視鏡技師 ○土田美由紀

【シンポジウム】心と内視鏡技術
----患者との関わりのなかで今、私たちが問われるものは----

司会：旭川医科大学第三内科
北海道消化器内視鏡技師会会長

原田

一道

田中

義次

Ｓ１. 看護婦としての内視鏡技師の役割
広島市土井病院 内視鏡技師 ○松本

晴美

Ｓ２. 心と内視鏡技術 -----患者心理を重視した内視鏡室の実際----仙台胃腸科クリニック 内視鏡技師 ○高橋

芳子

Ｓ３. 内視鏡における患者との係わりを求めて
社会保険羽津病院 内視鏡室 ○福地志津子
Ｓ４. 上部消化管内視鏡検査における患者オリエンテーションの見直し
----アンケート調査による検査前後の不安要因の検討を中心として---新潟労災病院内視鏡室 看護婦 ○吉浦香代子
Ｓ５. ＥＩＳにおける術前訪問を振り返って
----患者の心理と内視鏡看護婦に期待するもの---札幌厚生病院中央部門 看護婦 ○石川

久枝

Ｓ６. 特別発言：「医療提供の理念」
厚生省健康政策局総務課 医療放射線管理専門官 星

北斗

【特別講演】
司会

日本消化器内視鏡技師会会長 田村

君英

「内視鏡にたずさわる者の心構え」
旭川医科大学名誉教授

並木

【閉会の辞】
第 33 回日本消化器内視鏡技師研究会世話人

久末

百合子

正義

