日

時：

平成 10 年 11 月 21 日(土) 09:00～17:00

会

場：

岡山市民会館

世話人

第 56 回日本消化器内視鏡学会総会会長
岡山大学医学部臨床検査医学講座
平塚胃腸病院

技師世話人 佐藤胃腸科外科病院

原田

英雄

平塚

秀雄

時信

稔

（註）演者名は発表者名のみ

【総会長挨拶】
第 56 回日本消化器内視鏡学会総会会長 原田

英雄

【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) 上部（1）
座長 香川労災病院

岡本

コメンテーター 医療法人社団南ヶ丘病院 森

澄子
明弘

１．上部消化管内視鏡検査前処置としてのリドカイングミの使用経験
北里研究所病院 内視鏡室 内視鏡技師（看護婦） ○下脇

典子

２．上部消化管内視鏡検査における前処置としてのリドカインスプレーの検討
佐久町立千曲病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○市川みのり

３．上部消化管内視鏡検査時の Sedation に関する検討
----ミダゾラム投与時の呼吸循環動態と患者の満足度について----

東京労災病院 内視鏡技師 ○大沼

由美

４．上部消化管内視鏡時ミダゾラム製剤使用後の覚醒時間の検討
私立砺波総合病院 内視鏡室 看護婦 ○岡沢有香子

５．鎮静剤使用時の持続循環動態モニタリングの検討
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

(２) 上部（2）
座長 成田クリニック(熊本) 木村 房代
コメンテーター 花牟禮病院

花牟禮康生

６．上部消化管内視鏡における介助法の再検討
----アンケート調査による---半田市立半田病院

外来看護課検査 内視鏡技師 ○山口恵美子

７．ｐＨモニタリング管理における内視鏡技師の関わり方
医療法人社団 道都病院 内視鏡室 ○石井真紀子

８．内視鏡アセスメント用紙の再検討
----移動能力に着目した一考察---久留米大学医療センター 内視鏡室 ○柳瀬

哲子

９．外国人患者の内視鏡検査に対する意識調査
聖母病院 内視鏡室 ○森 美香子

10．ＥＲＣＰ自作ビデオによる患者オリエンテーションの試み
勝山病院 内視鏡技師 ○太田

和美

11．ブリリアントブルー法を用いた色素内視鏡における前処置について
高知県立中央病院 消化器科 ○川田

陽子

12．当院における早期食道癌内視鏡的粘膜切除術（Ｅ－ＥＭＲ）の紹介
医療法人恵佑会札幌病院 外来内視鏡室 看護婦 ○伊藤

由佳

(３) 下部（1）
座長

富山赤十字病院 大橋

達子

勝山病院

蓮岡

英明

服部胃腸科 内視鏡室 看護婦 ○森山

聖子

コメンテーター

13．大腸内視鏡検査における前処置法の検討
----便秘度によるプランニングの設定----

14．大腸前処置薬マグコロール等張液とニフレック使用における比較検討
片倉クリニック 内視鏡技師 ○郷野

浩樹

中国労災病院 内視鏡室 看護婦 ○下光

千夏

15．大腸内視鏡検査における前処置の検討

16．大腸内視鏡検査前処置法の検討
松下健康管理センター

成人病管理二部 内視鏡技師 ○寺谷

佳代

17．大腸内視鏡検査時の前処置改善に対する試み
協和中央病院 内視鏡部 ○加賀谷裕子

18．麦茶味の大腸洗腸液飲用時の比較検討
医療法人鉄蕉会 森の里病院 ○佐々木町子

19．大腸内視鏡検査における前処置法の検討
麻田総合病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○村上

栄子

20．大腸内視鏡検査における前処置法の検討
----胃切除症例における腸管内洗浄効果について---国立がんセンター東病院 内視鏡室 ○小野寺幸子

(４) 下部（2）
座長 東京女子医科大学消化器内視鏡科 鈴木

英一

コメンテーター 北里大学東病院

勝又

伴栄

21．大腸内視鏡検査時の情報収集に問診用紙を使用して
宮城県立がんセンター 第二外来 内視鏡室 看護婦(内視鏡技師) ○菅原佳美江

22．視聴覚障害者にもオリエンテーションできる大腸内視鏡検査用ＶＴＲの検討
富山赤十字病院 内視鏡技師(看護婦) ○大橋 達子

23．外来患者の大腸内視鏡ポリープ摘除術における患者指導
北里大学東病院 内視鏡科 看護婦 ○末永

英子

24．下部消化管検査時の midazolam の安全域使用量の検討
高槻赤十字病院 内視鏡室 看護婦 ○濱田

恵

(３) 器具・処置具
座長

俊子

ＪＲ総合病院

庫人

コメンテーター

恵佑会札幌病院 高沢
屋代

25．当院における使い捨て生検鉗子の検討（安全対策・費用の視点から）
東京船員保険病院 内視鏡室 看護婦 ○出道るり子

26．ショートタイブバイポーラスネアの使用経験
東京女子医科大学

消化器内視鏡科 内視鏡技師 ○菊田

学

27．直腸狭窄に対する ExpandableMetalic Stent の使用経験
同心会古賀総合病院 放射線部 内視鏡室 内視鏡技師 ○久保田和仁

28．内視鏡処置着移動ハンガーの作成
医療法人社団 南ヶ丘病院 医療技術員 ○村山

英孝

29．上部消化管内視鏡検査時の唾液受けエプロン作製の試み
岐阜市民病院消化器病センター 内視鏡技師 ○名畑

洋子

30．胃内視鏡検査の頭部固定用枕の改善
倉敷中央病院内視鏡センター 内視鏡技師(看護婦) ○板谷 君子

【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

講演：昭和大学藤が丘病院 臨床病理科 岩沢

篤郎

【特別講演】

機能水の消毒効果について

司会：佐藤胃腸科外科病院

時信

稔

高知県立中央病院 佐竹

厚子

関東逓信病院

佐藤

絹子

亀田クリニック 内視鏡室 内視鏡技師 ○松本

雄三

【ワークショップ】

「新しい消毒法」
司会

Ｗ１．理想的な軟性内視鏡の再処理へ向けて
----「酵素洗剤」と「ソフト酸化水」の可能性----

Ｗ２．ガイドラインに準じた上部消化管内視鏡洗浄消毒法の実践と問題点
愛知県厚生連 加茂病院 内視鏡技師 ○杉村

夏子

Ｗ３．内視鏡再生処理時間の短縮化
----０.０８％過酢酸 対 ３％グルタールアルデヒド---帝京大学溝口病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○藤田

賢一

Ｗ４．ソフト酸化水の安定性を利用した消毒法を試みて
小田原市民病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○佐藤

順子

Ｗ５．フィトンチットによる細菌学的検討
戸田中央総合病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○土田美由紀

追加発言．内視鏡処置具の洗浄とその効果
北里大学東病院 内視鏡室 ○木下千万子

【一般演題】

(６) 業務・工夫
座長 久留米大学病院消化器病センター 平田
コメンテーター 札幌厚生病院

敦美

須賀

俊博

31．検査前訪問の必要性についての一考察
----訪問件数・状況を調査してみて---札幌厚生病院 中央部門 看護婦 ○浦嶋あけみ

32．内視鏡機器の管理における技師の役割
東京女子医科大学消化器内視鏡科 内視鏡技師 ○畠中

いと

33．内視鏡検査の必要物品設置方法の工夫
愛媛大学医学部付属病院 看護部(内視鏡技師) ○森脇留美子

34．リユーザブルスネアとディスポーザブルスネアによるコストベネッフィット比較
亀田総合病院消化器診断センター内視鏡室 ○出口

治

35．当院内視鏡技師における内視鏡治療上の工夫
大腸肛門病センター 高野病院 ○松平美貴子

(７) 洗浄・消毒（1）
座長 生長会 府中病院
コメンテーター 京都第二赤十字病院

高橋

陽一

安田健治朗

36．内視鏡用自動洗浄器中グルタールアルデヒド(ＧＡ)濃度の経時的変化と、

内視鏡室内の空気中ＧＡ濃度の検討
広島赤十字・原爆病院 消化器内視鏡室 看護婦 ○松川

尭子

37．当院内視鏡室におけるグルタラール暴露の現状と課題 --第１報-京都第二赤十字病院 内視鏡室 看護婦 ○無津呂知子

38．内視鏡室内のグルタラールアルデヒドの残留ガス濃度の調査
福井医科大学附属病院 検査部 内視鏡室 内視鏡技師 ○山下

美穂

39．内視鏡洗浄用グルタラールアルデヒド製剤による副作用を軽減させる工夫
氷見市民病院 内視鏡室(胃腸科) 内視鏡技師 ○竹田 紀子

(８) 洗浄・消毒（2）
座長 広島総合病院

石崎

淳子

永井

孝三

帝京大学溝口病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○藤田

賢一

コメンテーター 帝京大学溝口病院

40．上部内視鏡生検鉗子チャンネル残留蛋白清浄度合

41．ヘリコバクターピロリ菌感染者に使用したファイバースコープの洗浄効果の確認
手稲渓仁会病院

内視鏡センター 内視鏡技師 ○浅沼

陽子

財団法人 東京顕微鏡院 内視鏡室 内視鏡技師 ○清水

典子

42．酵素洗浄剤の有効活用について

43．酸化電位水による院内感染対策マニュアルの検討
日本インテックメディカルサービス株式会社 ○吉田

浩之

44．クレーントップの有用性 ～第２報～
医療法人社団 南ヶ丘病院 内視鏡技師 ○杉本

昭子

45．自走洗浄器のコネクター部に強酸性水を用いた一般細菌に関する消毒効果
自治医科大学附属病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○野沢

早苗

【閉会の辞】
第 41 回日本消化器内視鏡技師研究会世話人

時信

稔

