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時：

平成９年 11 月 29 日(土) 9:00～17:00

会

場：

東京国際フォーラム

世話人

東京大学医学部第３外科
第 54 回日本消化器内視鏡学会総会会長 大原

毅

平塚胃腸病院

平塚

秀雄

日本大学第３内科客員教授

小黒

八七郎

技師世話人 東京大学医学部附属病院分院

小田島貴代子

（註）演者名は発表者名のみ

【総会長挨拶】
第 54 回日本消化器内視鏡学会総会会長

大原

毅

【開会の辞・総会】
日本消化器内視鏡技師会会長

田村

君英

【一般演題】

(1) 前処置（上部）
座長

愛晋会中江病院内視鏡センター 岡本

コーディネーター

はらだ病院 原田

周子
一道

１. 上部消化管内視鏡検査における前処置法
----適切なガスコン水の量及び体位変換の必要性---福島県立三春病院内視鏡室 内視鏡技師 ○鈴木

孝子

２. 粘膜麻酔剤の服用の是非に関する研究
東邦大学大橋病院内視鏡室 看護婦 ○田村

悦子

３. 残胃における Niflec の胃内容物の洗浄効果に関する検討
国立がんセンター中央病院

内視鏡技師

○佐々木ひろみ

４. 胃切除術後患者における上部内視鏡検査前処置の検討
北里大学東病院内視鏡科 内視鏡技師(看護婦) ○石丸登美子

５. ＥＲＣＰにおける亜硝酸製剤の有効性と安全性に関する検討
福井県立病院内視鏡室 内視鏡技師 ○斎藤

仁美

(2) 前処置（下部）
座長

仙台オープン病院内視鏡室 丹野ひとみ

コーディネーター 東京医科大学第４内科 杉浦

弘和

６. 大腸内視鏡検査の前処置における問診用紙の活用と下剤について
はらだ病院 内視鏡技師(看護婦) ○村上 由美

７. 大腸内視鏡前処置ＰＥＧの飲み易さの検討
平塚胃腸病院池袋籐久ビルクリニック内視鏡室 看護婦 ○吉川

優子

８. 人間ドックのＳ状結腸内視鏡検査(ＳＦ)における残便に影響する因子の検討
----グリセリン浣腸 100ml１回法と 60ml２回法の比較も含めて---北陸病院内視鏡部 看護婦 ○高橋ひとみ

９. 自宅での大腸内視鏡検査の前処置についての検討
高知県立中央病院消化器科 内視鏡技師 ○押岡

純江

10. 早朝自宅飲用による前処置法についての一考察（アンケート調査から）
総合病院土浦協同病院内視鏡室 看護婦 ○長谷川米子

11. 下部消化管検査における前処置に対する考察
協和中央病院 内視鏡技師 ○高橋

徹

12. 人工肛門患者の大腸内視鏡検査における工夫
勝山病院内視鏡部 ○太田

和美

【ワークショップ】

「内視鏡画像の保存と活用」
司会 平塚胃腸病院内視鏡室 田村

君英

山梨医科大学第１内科 藤野

雅之

W1. 亀田総合病院における内視鏡画像ファイリングシステムの変遷と展望
亀田総合病院消化器診断センター内視鏡室 ○松本

雄三

W2. 内視鏡患者情報管理システムの使用経験
昭和大学藤が丘病院内視鏡センター 内視鏡技師 ○藤森

弘樹

W3. 内視鏡室におけるデジタルファイリングシステムの導入
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 ○菊田

学

W4. 内視鏡画像の保存と活用
戸田中央総合病院 内視鏡技師 ○土田美由紀

W5. 内視鏡検査情報の患者に対するフィードバックの一工夫
「あなたのポリープ切除記録」
鈴木胃腸科歯科医院 ○秋元

貞一

【特別講演】

「音楽は心の内視鏡」
----- ミニコンサート -----

講演： 横浜労災病院心療内科 津久井

要

司会：東京大学医学部附属分院 小田島貴代子

【教育講演】

"Disinfection and cleaning of endoscopic instruments"

講演：Wayne 州立大学外科教授 須川

暢一

司会：東京大学医学部第３外科 安田

秀光

【一般演題】

(3) インフォームドコンセントほか
座長 愛知県総合保健センター内視鏡室 宇佐見秀子
コーディネーター

松沢医院 松沢

良和

久留米大学医療センター内視鏡室 ○濱田

美波

13. 内視鏡検査を受ける患者へのアセスメント用紙の作成

14. 外来患者の上部検査説明用パンフレットに関するいくつかの考察
日本医科大学附属病院内視鏡センター 内視鏡技師 ○坂元

優美

15. 内視鏡検査状況での音楽利用について
東京大学医学部附属病院分院小児科・他 ○堀越

清

16. 医療事故を防ぐためのアプローチ ----障害者の歯科治療と音楽療法の関係---神奈川リハビリテーション病院歯科口腔外科 ○甲谷

至

17. 中央部門における業務内容の分析 ～看護業務実態調査結果から～
札幌厚生病院中央部門 看護婦 ○加藤久美子

18. パソコンによる内視鏡台帳の簡便化
仙台胃腸クリニック 看護婦 ○遠藤

美香

福井医科大学附属病院内視鏡室 堀川

幸枝

コーディネーター 大阪医科大学第２内科 浅田

修二

(4) 工夫・その他
座長

19. 催眠鎮静導入剤(ミダゾラム製剤)による副作用症状の追跡調査

福井厚生病院 ○小林タカ子

20. 内視鏡検査におけるまれな偶発症 -- Compton 嚢の２例を経験して -岡山済生会総合病院内視鏡センター 内視鏡技師 ○山口

啓子

21. 鉗子口部汚染防止具の使用経験
おおしま大腸クリニック 看護婦 ○塩田ひとみ

22. ＥＶＬ Device によるＥＭＲ-Ｌ施行時の注意点
東京慈恵会医科大学附属病院内視鏡部 内視鏡技師 ○鈴木真理子

23. 下部消化管内視鏡における塩化ビニル製小窓付斜型先端透明フードの有用性について
(第三報) ----挿入性の向上と患者の苦痛緩和をめざして---北楡会札幌北楡病院消化器科 内視鏡技師 ○四十万千枝

24. 電解酸性水を用いた灌流式洗滌架台の考案
恵佑会札幌病院外来内視鏡室 内視鏡技師 ○高沢

俊子

(5) 洗浄・消毒 １
座長

東京顕微鏡院放射線技術科内視鏡室 清水

典子

コーディネーター 富山医科薬科大学第３内科 寺崎

禎一

25. 上部消化管内視鏡洗浄報の効果と問題点
愛知県厚生連加茂病院 内視鏡技師 ○山内

啓子

26. 内視鏡消毒におけるグルタラール暴露防止の検討
生長会府中病院内視鏡室 内視鏡技師 ○高橋

陽一

27. 手洗浄消毒法による内視鏡消毒剤(ＧＡ)管理
大宮松沢病院 内視鏡技師 ○内田

恒

28. 内視鏡自動洗浄器のグルタールアルデヒドの濃度低下に関する検討とその対策
千鳥橋病院内視鏡室 内視鏡技師 ○森永

29. 内視鏡洗浄消毒装置ＯＥＲにおけるグルタラール製剤の濃度低下についての考察

徹

富山赤十字病院内視鏡室 看護婦(内視鏡技師) ○大橋 達子

30. Helicobacter pylori 消毒成績と被検者への啓蒙
相模原協同病院内視鏡室 ○住吉

雄二

31. 内視鏡の洗浄，消毒法の検討
-- Helicobacter pylori 陽性患者に使用した上部消化管内視鏡について -奈良県立医科大学附属病院中央内視鏡部 ○上平賀陽子

(5) 洗浄・消毒 ２
座長 日本医科大学附属病院内視鏡センター 坂元

優美

コーディネーター 東京大学医学部第３外科 山口

浩和

32. 当院における Helicobacter pylori に対する内視鏡簡易洗浄法の検討
----強酸水及び無水エタノールを使用して---自衛隊仙台病院内視鏡室 看護婦

○吉川富美子

33. 大腸内視鏡洗浄消毒における新しい電解酸性水洗浄消毒装置の有効性
慶応がんセンター 内視鏡スタッフ

○横目 智子

34. 内視鏡処置具における酵素洗剤の洗浄効果
増子記念病院内視鏡室

臨床検査技師

○内田 有里

35. 内視鏡の用手洗浄・消毒における吸引洗浄と注入洗浄の比較検討
帝京大学溝口病院内視鏡室 内視鏡技師 ○藤田

賢一

36. Cleaning Endoscopes and Solving Problems
(内視鏡洗浄の問題点と解決策の検討)
Whitehorse Endoscopy Centre, Victoria, Australia
G.Barbara Puszko, Gastroenterology Specialist Nurse

【報告】
日本消化器内視鏡学会技師制度審議会担当役員

梅田

典嗣

【閉会の辞】
第 39 回日本消化器内視鏡技師研究会世話人

小田島貴代子

