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時

平成 12 年 10 月 28 日(土) 12:40～17:40

会

場

神戸国際展示場 ２号館ホール北第１会場

世話人

第 60 回日本消化器内視鏡学会総会会長
東邦大学大橋病院 第３内科

酒井

義浩

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

技師世話人

東邦大学大橋病院

森山

和博

技師世話人

東邦大学大橋病院

小谷野 孝

（註）演者名は発表者名のみ

【総会長挨拶】(12:40～12:45)
第 60 日本消化器内視鏡学会総会会長 酒井

義浩

【開会の辞】(12:45～12:50)
日本消化器内視鏡技師会会長

田村 君英

【一般演題】
(１)安全管理・他 （12:50～12:34)
座長
コメンテーター

札幌厚生病院 細川 裕子

東邦大学大橋病院 石塚

俊一郎

（要望演題）
１．内視鏡室から出る医療廃棄物の適切な分別および処理方法の検討
高知県内視鏡従事者研修会事務局 内視鏡技師 ○尾崎 貴美
（要望演題）
２．内視鏡室における医療ゴミ削減の一工夫
東邦大学大橋病院 看護婦 ○向屋敷るみ子
３．胃内視鏡前処置でのキシロカイン中毒症と思われる一症例報告
済生会和歌山病院 内視鏡技師 ○藤田恵美子
４．内視鏡検査の前処置に関する検討 ～グルカゴン投与症例から～

岩手県立福岡病院 内視鏡室 ○木内 絹子
５．ERCP 施行時の循環動態について
広島赤十字・原爆病院 内視鏡室 ○小浦 光佐
６．クリッピングにより緊急手術を回避できた大腸内視鏡治療穿孔例の一例
大腸肛門病センター高野病院 内視鏡技師 ○松平美貴子

(２)看護・オリエンテーション （12:50～13:34)
座長

藤原記念病院 ＪＡ広島総合病院 石崎 淳子

コメンテーター

富山医科薬科大学 田中三千雄

７．胃切除術後患者の上部内視鏡検査に於ける食事指導
パンフレット配布システムの構築
北里大学東病院 内視鏡科 看護婦 ○千葉真由美
８．内視鏡検査の安全性向上のための問診表の活用と看護婦の役割
聖マリアンナ医科大学病院内視鏡センター 看護婦 ○橋本 久子
９．大腸内視鏡検査におけるオリエンテーション用紙の改善を試みて
ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院中央部門 看護婦 ○吉田 美保
10．当院外来ポリペクトミーにおけるクリニカルパス
～その有効性及び改善点について～
済生会熊本病院消化器病センター 内視鏡技師 ○橋本由利子
11．大腸ポリペクトミー用クリニカルパス作成
～外来から入院への継続を目指して～
久留米大学医療センター 内視鏡室 ○中野みゆき
12．上部消化管内視鏡検査時における効果的な看護介入
～背部マッサージと肩へのタッチとの比較検討～
愛媛大学医学部附属病院 光学医療診療部

内視鏡技師

○森脇留美子

13．全大腸内視鏡検査後の腹部膨満感および腹痛に対する排ガス法の有用性の検討
高知県立中央病院 消化器科

内視鏡技師

○川田 陽子

岩手県立福岡病院 内視鏡室

○木内 絹子

14．内視鏡における看護記録用紙作成と活用

(３)苦痛軽減（14:26～15:12)

座長

西神戸医療センター

コメンテーター

上田

厚生中央病院

道子

剛崎 寛徳

15．上部消化管内視鏡検査における前処置法の検討
～より有効的なガスコン水の使用法～
友仁山崎病院内視鏡センター

看護婦 ○水本こずえ

16．内視鏡検査前処置による胃粘液除去の工夫
群馬県立循環器病センター 内視鏡技師 ○茂木 真理
17．上部内視鏡検査における前処置法の検討

～ホッピング法による粘膜洗浄法～
広島逓信病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○沖本 克子

18．上部消化管内視鏡検査における midazolam 使用の安全性，有用性，適応に関する検討
坂出市立病院 看護婦 ○金丸トモ子
19．胃内視鏡・大腸内視鏡同日同時検査法についての検討
医療法人恵佑会札幌病院 内視鏡室 看護婦

○藤原千鶴子

20．苦痛の少ない内視鏡検査をめざして（アンケート調査を基に）
協和中央病院 内視鏡技師 ○加賀谷裕子
21．胃鎮静剤使用時の持続循環動態モニタリングの検討
～下部消化管内視鏡検査において～
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/TD>

(４)前処置（大腸）
（15:12～16:04)
座長

県立がんセンター新潟病院 武石 雅幸

コメンテーター

日産厚生会玉川病院 安田

正俊

22．大腸内視鏡検査における前処置の検討（第２報）～蠕動促進剤の併用～
広島赤十字・原爆病院 内視鏡室 ○出口

里美

23．大腸内視鏡検査前処置法に関する無作為化比較試験
国立がんセンター中央病院 内視鏡部 看護婦 ○松本ふみ子
24．食事制限のない腸管洗浄液の比較検討
（クエン酸マグネシウム VS ポリエチレングリコール）
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 内視鏡部 技師
25．大腸内視鏡検査前処置の検討
～マグコロールＰとニフレックの比較～

○冨田 美穂

大阪医科大学附属病院 内視鏡室 技術補助員 ○川島

由美

26．大腸内視鏡検査における各種前処置の検討
小牧市民病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○高田かよ子
27．大腸内視鏡検査前処置の工夫 ～患者のセルフケア能力を高めるために～
昭和大学藤が丘病院内視鏡室

看護婦 ○澤巳 千秋

28．全大腸内視鏡検査前処置法の検討（第１報）
胃腸科・肛門科

畑川クリニック 内視鏡技師 ○青木

徳夫

29．大腸内視鏡検査前処置基準の再検討 ～便性状の写真提示による病棟との連携～
神奈川県立厚木病院 内視鏡室

内視鏡技師

○清水 正子

（５）洗浄・消毒(16:04～16:50)
座長
コメンテーター

はらだ病院

村上 由美

兵庫医科大学

田村 和民

30．内視鏡室内の空気中グルタルアルデヒド蒸気暴露対策と効果
京都市立病院 内視鏡室 看護婦(内視鏡技師) ○甲浦 長子
31．内視鏡洗浄室におけるグルタラールアルデヒド暴露防護対策の検討
日本赤十字社医療センター 看護婦 ○高橋多鶴子
32．内視鏡室におけるグルタルアルデヒド蒸気暴露対策
～各施設の空気中 GA 濃度測定結果より～
石丸製薬株式会社

学術情報部

○佐々木

享

33．医療従事者，被験者の GA 暴露防止を目的とした内視鏡室の環境改善
大阪府立成人病センター 内視鏡室 看護婦・内視鏡技師

○青木 厚子

34．内視鏡自動洗浄装置におけるグルタールアルデヒド製剤の濃度低下について
～3.5 ％サイデックスプラス 28 の使用を試みて～
国立療養所東名古屋病院 手術室・内視鏡室

内視鏡技師・看護婦 ○井上 智子

35．内視鏡自動洗浄機におけるグルタラール製剤の濃度希釈に関する検討
宮城県対がん協会がん検診センター 看護婦

○中川 尚美

36．内視鏡機器消毒のサーベランスの実施を試みて
県立がんセンター新潟病院 内視鏡室 ○本多 妙子

（６）機器・処置具 (16:50～17:36)

座長

東邦大学大橋病 小谷野

コメンテーター

蕨市立病院

福本

孝
学

37．右側における経肛門的イレウス用チューブ使用例の報告
昭和伊南総合病院

内視鏡室

看護婦 ○藤井 秀康

38．内視鏡簡易漏水検知装置 Leak Checker の使用経験経皮経
医療法人社団 道都病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○小野

一紀

39．上部内視鏡検査における鉗子栓からの液漏れについての検討
～内視鏡部鉗子栓の耐久性について～
自治医科大学付属大宮医療センター 看護婦

○前田 百恵

40．ディスポ生検鉗子導入による内視鏡器機保守・管理面からの検討
旭川厚生病院 中央検査部門内視鏡室 内視鏡技師 ○土田

徹

41．大腸内視鏡用ディスポーザブル穿刺針の検討
北里大学東病院内視鏡科 臨床検査技師 ○鳥海 陽子
42．ゼメックス バイポーラスネア B-Wave の使用法における検討
埼玉県済生会栗橋病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○廣多

康光

43．画像ファイリングサーバ POP－Store 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 ○鈴木

英一

【閉会の辞】 (17:36～17:40)
第 45 回日本消化器内視鏡技師研究会世話人

森山 和博

