平成１３年 10 月 20 日（土）
ポスターセッション（閲覧）

10:00～17:00

10：00～11：00

（自由討論）11：00～12：00
口演発表・総合討論

13：00～17：00
講演会場

会

：国立京都国際会館

大会議室（第１

会場）

場：

ポスター会場：アネックスホール（第 16 会場）
世話人

：第 62 回日本消化器内視鏡学会総会会長
慶應大学外科

当番世話人

北島

政樹

：消化器内視鏡技師制度審議会担当役員

梅田

典嗣

：平塚胃腸病院

平塚

秀雄

：日本消化器内視鏡技師会長

田村

君英

：慶應大学附属病院内視鏡センター

加藤

敬子

：

小川

紀代

同上

（註）演者名は発表者名のみ

【ランチョンセミナー】
（12:00～13:00)
日本消化器内視鏡学会総会・ボストンサイエンティフィックジャパン

共催

「アメリカ内視鏡室における感染対策」
内視鏡及び内視鏡処置具の洗浄・消毒・滅菌について～SGNA ガイドラインより～
講演

Sarah B. Walker, BA RN CGRN

Central Baptist Hospital, Lexington, KY
司会

平塚胃腸病院

日本消化器内視鏡技師会長

田村

君英

第 62 日本消化器内視鏡学会総会会長

北島

政樹

日本消化器内視鏡技師会会長

田村

君英

【総会長挨拶】(13:00～13:05)

【開会の辞】(13:05～13:10)

口演発表・総合討論

－

(13:10～16:50)

番号赤字は口演発表：緑字はポスターのみ

【一般演題】
(１)前処置（上・下部）

（13:10～14:00）
座長
コメンテーター

伊達赤十字病院内視鏡室 渡辺
大阪府立成人病センター 大谷

泰子
透

P-１．上部消化管内視鏡検査における高齢者へのセデーションに関する検討
岐阜県東白川村国民健康保険病院 ○苅田 和子
P-２．ERCP 時の鎮静剤に対する拮抗剤フルマゼニルの効果の検討
東邦大学医学部附属大橋病院

内視鏡技師

○田中 栄子

P-３. プロポフォールを用いた下部消化管内視鏡検査における有用性
友仁山崎病院 内視鏡センター 内視鏡技師 ○伊良子美津子
P-４．上部消化管内視鏡検査に絶飲は必要か―より快適な検査をめざして―
仙台市医療センター 内視鏡室 看護婦 ○池田 悦子
P-５．上部内視鏡検査前処置不要ケースの調査と対象
NTT 東日本関東病院内視鏡センター 内視鏡技師（看護婦） ○谷部

和子

P-６．苦痛の少ない内視鏡検査を目指して（咽頭麻酔の工夫）
医療法人 恒貴会

協和中央病院 内視鏡技師 ○市塚

文枝

P-７．より効果的な咽頭麻酔時間の検討（塩酸リドカインビスカスの投与時間との関係）
東京電力病院 内視鏡室 看護婦 ○山形有紀子
P-８．全大腸内視鏡検査前処置法の検討（第２報）
胃腸科・肛門科 畑川クリニック 内視鏡室 内視鏡技師 ○神谷 人美
P-９．全大腸内視鏡検査における消泡液（ジメチコン製剤）の有用性の検討
康生会武田病院 消化器センター 内視鏡室

看護婦 ○渡邊 真理

P-10．大腸内視鏡検査における前処置の検討
鶴田胃腸科内科 臨床検査技師 ○亀山 広喜
P-11．大腸内視鏡検査における前処置の検討
球磨郡公立多良木病院看護部 看護婦 ○白石八重子
P-12．上部・下部消化管内視鏡検査同日施行例の前処置法に関する研究（中間報告）
国立がんセンター中央病院 外来部 ○飯島由紀子
P-13．大腸内視鏡検査前処置方法の検討と今後の課題
辰口芳珠記念病院

看護婦 ○藤本 法子

(２)洗浄・消毒・環境

（14:00～14:50)
座長

大阪府立成人病センター内視鏡室 藤田

コメンテーター

芳子

山梨医科大学第一内科 佐藤

公

P-14．下部消化管内視鏡検査室の GA 曝露に対する作業環境安全性の検討 ―化学的アルデヒド除去フィ
ルター付き空気清浄機を試設して―
財団法人大阪がん予防検診センター 看護婦・内視鏡技師 ○前田 智聰
P-15．内視鏡室におけるグルタラールアルデヒドの環境濃度について
山梨県厚生連健康管理センター ○長田 愛
P-16．過酢酸を用いた内視鏡洗浄消毒装置の使用経験、拡散酢酸濃度および臭いについての検討
県立がんセンター新潟病院 中央内視鏡部 ○武石 雅幸
P-17．洗浄，消毒におけるグルタールアルデヒドの曝露の検討
国立療養所福島病院 内科病棟
P-18．当院における上部消化器内視鏡洗浄・消毒法の工夫

内視鏡技師

○片桐

勝吾

～三連式内視鏡洗浄器を用いて～

大分健生病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○佐藤 雅子
P-19．電解酸性水による内視鏡洗浄・消毒法の時間的、経済的有用性
佐久町立千曲病院

内視鏡室

内視鏡技師

○市川みのり

P-20．当院消化管内視鏡の消毒状態の現状と方向性
聖隷三方原病院 内視鏡センター 内視鏡技師・看護婦 ○野沢 功子
P-21．当院における上部消化管スコープの完全消毒法（１人１スコープ制の導入）
国際親善総合病院

内視鏡技師

○西村 知子

P-22．内視鏡機器消毒のサーベイランスの試み～受診者へ安心と安全を提供するために～
宮城県対がん協会がん検診センター 内視鏡技師 ○小田原記子
P-23．スコープ消毒のためのセーフティー消毒トレーの使用経験
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 内視鏡部 内視鏡技師 ○佐伯

美奈

P-24．電解酸性水を用いた灌流式洗滌架台の考案（第２報）
医療法人恵佑会札幌病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○高沢 俊子
P-25．三連ブラシを試みて
自治医科大学附属病院 第２外来内視鏡室

看護婦 ○大村久美子

P-26．大腸内視鏡検査における留置スネアー使用方法の留意点
埼玉協同病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○小田 健一
P-27．大腸内視鏡検査における新しいメジャーの使用経験

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 内視鏡部

技師

○冨田

美穂

P-28．ディスポ生検鉗子の内視鏡への安全性の調査―内視鏡技師の立場から―
香川労災病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○三谷 福美
P-29．生検鉗子の使用回数が生検組織に及ぼす影響
北里大学東病院 内視鏡科 内視鏡技師（臨床検査技師） ○平嶋 麻里
P-30．当院における消化管異物症例の検討
積善会不像十全総合病院 看護課 ○中川

直美

P-31．食道静脈瘤治療に対するアルゴンプラズマ凝固療法の経験
済生会熊本病院

内視鏡室 内視鏡技師 ○寺元 理英

(３)技師の役割・オリエンテーション（14:50～15:50)
座長
コメンテーター

平塚胃腸医院検査部

田村

君英

自治医科大学内視鏡部

井戸

健一

P-32．上部消化管内視鏡処置における術前訪問の意義
川崎市立川崎病院 内視鏡室 ○柳沢 美奈
P-33．上部内視鏡検査のオリエンテーションビデオを作成して
～不安調査のアンケート結果を考察して～
和歌山県立医科大学附属病院 中央内視鏡部 看護婦 ○石井千有季
P-34．ビデオ配布による外来ポリペクトミー（日帰り手術）の手順説明の検討
国際親善総合病院 内視鏡技師 ○松橋 妙子
P-35．内視鏡検査の前処置に関するリスクマネージメント ―問診用紙の有効活用と電子カルテ導入に
よる改善―
NTT 東日本関東病院 内視鏡センター 看護婦（内視鏡技師） ○佐藤 絹子
P-36．潰瘍教室（ヘリコバクターピロリ除菌療法説明会）の試み
宇和島社会保険病院 看護部 看護婦 ○加藤 泉
P-37．大腸内視鏡検査予約説明業務の改善
北里大学東病院内視鏡科 外来 看護婦 ○和知さとみ
P-38．大腸内視鏡前処置の検討―前処置室での飲用の試み―
栃木県立がんセンター 画像診断部内視鏡室 内視鏡技師 ○山口 律子
P-39．大腸内視鏡検査クリニカルパスの評価
聖隷三方原病院 内視鏡センター 内視鏡技師・看護婦 ○蛯原 久恵

P-40．上部内視鏡におけるリスクマネージメント
仙台胃腸クリニック 内視鏡技師 ○遊佐亜希子
P-41．当院における ERCP のクリティカルパスの運用状況
小牧市民病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○安達 直美

（４）技師の役割・患者管理(15:50～16:50)
座長

熊本市医師会地域医療センター 淡路

誠一

慶應義塾大学内視鏡センター 相浦

浩一

コメンテーター

P-42．上部消化管内視鏡検査時の呼吸循環動態についての検討
富山医科薬科大学附属病院 光学医療診療部 臨床工学技士 ○名倉 智美
P-43．上部消化管内視鏡検査における血圧変動への看護
大阪市立大学医学部附属病院 内視鏡部 ○池谷 和子
P-44．大腸内視鏡検査時の循環動態の検討
大宮医師会市民病院 内視鏡室 ○森

千春

P-45．胃・食道静脈瘤硬化療法における継続看護の再検討
ＪＡ北海道厚生連

札幌厚生病院

中央部門

看護婦 ○藤田 里佳

P-46．治療内視鏡時におけるエビデンスに基づく看護手順の見直し＜下部消化管内視鏡的ポリープ切

除術＞
仙台胃腸クリニック 内視鏡技師 ○高橋

久恵

P-47． 内視鏡的粘膜切除術を受ける患者の術前の不安軽減と術後ケアー内容の改善のための新しい IC
と術中データ管理の検討
国立京都病院 内視鏡センター 看護婦（内視鏡技師） ○塚本 直子
P-48．当院の処置・治療における内視鏡技師の役割
昭和伊南総合病院 外来 内視鏡室 内視鏡技師（看護士） ○藤井 秀康
P-49．消化管狭窄に対する内視鏡下拡張術について
聖路加国際病院

内視鏡室 内視鏡技師 ○丸山智恵子

P-50．処置・治療内視鏡における技師の役割
大腸肛門病センター高野病院

内視鏡技師

○松平美貴子

臨床工学技士

○川向 光彦

P-51．当院における臨床工学技士の役割について
千葉大学医学部附属病院 光学医療診療部
P-52．内視鏡技師の役割について考える

呉共済病院 内視鏡室 ○平松

将子

P-53．内視鏡的胃瘻造設術（ＰＥＧ）における内視鏡技師の役割 ―ＰＥＧコーディネーターとしての
活動状況―
鶴川サナトリウム病院 内視鏡技師 ○祐川 直
P-54．ＰＥＧのクリティカルパス作成と内視鏡技師による術後訪問
亀田総合病院 内視鏡室 ○松本 雄三
P-55．今、新たに求められる内視鏡技師の役割―胃瘻造設を通して―
友仁山崎病院 内視鏡センター 内視鏡技師 ○橋本 逸子
P-56．当院における内視鏡的胃瘻造設術の現況
川浪病院 内視鏡センター

内視鏡技師

○手島満寿美

P-57．胃部にかかる圧軽減のためのツボ刺激効果～胃内視鏡検査時の苦痛軽減を目指して～
市立福知山市民病院 内視鏡室

内視鏡技師

○乾 志津子

P-58．透析患者の胃・十二指腸潰瘍と Helicobacter pylori 感染
～坑 Helicobacter pylori ＩｇＧ抗体価からの検討～
泰玄会病院 内視鏡技師 ○山鹿 悦子
P-59．ペーパーレスによる内視鏡所見用紙の検討
昭和伊南総合病院 内視鏡室

内視鏡技師・看護士 ○藤井 秀康

P-60．画像ファイリングシステムの運用について
川崎幸病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○橋本

忍

P-61．当院におけるファイリングシステム運用の現状と展望
京都大学 光学医療診療部 臨床工学技士

【総括発言】

○新田 孝幸

（16:50～16:55）
平塚胃腸病院

【閉会の辞】

平塚

秀雄

(16:50～17:00)
第 47 回日本消化器内視鏡技師研究会 世話人

加藤 敬子

