第 87 回 日本消化器内視鏡技師学会 プログラム
【学会長】上田 道子（服部病院）
【会 期】2021 年 11 月 5 日（金）
・6 日（土）
【会 場】神戸ファッションマート
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：１１月５日（金）
》
第 1 会場〔9F：イオホール〕
【イブニングセミナー】

（15：30～17：00）

「医師の立場から求める内視鏡技師とは ～チーム医療体制の促進に向けて～」
関西医科大学総合医療センター 島谷 昌明
司 会 関西医科大学総合医療センター 小杉

隆

阪和住吉総合病院

松本 裕子

日本消化器内視鏡技師会長

角森 正信

第 8７回日本消化器内視鏡技師学会長

上田 道子

《第２日：１１月６日（土）
》
第１会場〔9F：イオホール〕
・・開会式・・

（9：10～9：20）

【報 告】

【開会の辞】

【学会長講演/看護委員会企画】
（9：25～10：55）
「思いやりのある内視鏡検査・治療を ～医療の変化に伴いチーム医療体制の促進に向けて～

【一般演題１】

服部病院

上田 道子

医療法人社団 双星会 みなみの星病院

大橋 達子

司 会 やまむら内科・内視鏡クリニック

出口 京子

（11：00～11：30）

「看護 1]
座 長

友仁山崎病院 橋本 逸子

Ｏ1 内視鏡室で行う内視鏡的粘膜下層剥離術の術前体験型オリエンテーション効果
新小山市民病院 看護部 〇西塚 尚美、林

昌弘、原

本泰、曽篠 史枝

向井 佳澄、山口美奈子、折笠 清美
Ｏ2 術前・術後訪問による内視鏡看護師の関わりの変化～ESD 術前・術後訪問を開始して～
公益財団法人 浅香山病院 救急外来・検査 〇辻野
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一、宇野美佐恵

Ｏ3 Water Pressure 法による十二指腸 ESD に関連した便失禁の影響因子についての検討
名古屋大学医学部附属病院 光学医療診療部 〇坂戸
名古屋大学大学院医学系研究科 消化器内科学

恵、川添 知佳、惠川 綾子

角嶋 直美

【ランチョンセミナー１】
（12：00～13：00）
「実践から成果へ！最適な内視鏡環境実現に必要なコト～スタッフ一体で取組んだ課題解決（故障予防）
～」
講 師

未 定

司 会

未 定

共 催 オリンパス株式会社
【一般演題２】 （13：10～13：50）
「看護２」
座 長

医療法人社団 双星会 みなみの星病院 大橋 達子

Ｏ4 上部消化管内視鏡検査に伴う苦痛に対する患者の不安への関わり
自治医科大学附属病院
光学医療センター内視鏡部 〇落合 早苗
Ｏ5 安全安楽な内視鏡検査を目指して記録を活用した情報共有の有用
大阪赤十字病院 3 階外来 内視鏡室 〇渡邊有起子、梅田麻容子、橋ヶ谷華子、寺尾麻杏子
Ｏ6 非鎮静下大腸内視鏡検査における検査中の患者の苦痛
日本赤十字社長崎原爆病院 治療外来
内視鏡センター 〇南里由紀子、浦川 朋子
放射線科

小川 恵子

Ｏ7 内視鏡検査鎮静後の外来患者が安全に帰宅するための取り組み
～オリジナルスコアを用いた安全な帰宅判断～
越谷市立病院 〇三村千穂子、センクバイルかよ、徳永かおり
諏訪部朋之
【特別講演】

（13：55～15：25）

「内視鏡を受ける受診者へのキュアをサポートするだけでなく
受診者をケアできる内視鏡技師を期待して」
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医療法人 西山医院

西山 順博

司 会

上田 道子

服部病院

・・閉会式・・

（15：30～15：45）

【表彰式】
日本消化器内視鏡技師会長賞
第 87 回日本消化器内視鏡技師学会長賞
第 88 回日本消化器内視鏡技師学会長

【閉会の辞】

前川 晃大

第２会場〔9F：エキジビション 1〕
【シンポジウム】

（9：25～10：45）

「内視鏡診療におけるチーム医療とは」
司 会 甲府共立病院

伊東百合子

聖路加国際病院

岡田 修一

S1 内視鏡センターでの内視鏡技師と臨床工学室との連携 ～効率的な機器管理を目指して～
国立がん研究センター中央病院
内視鏡科 看護師 内視鏡技師 〇山田 雅子、坂本有美子
内視鏡科 臨床工学技士 内視鏡技師
臨床工学室 臨床工学技士
内視鏡科医師

倉繁 正則、岡村 綾乃
成田 龍一
阿部誠一郎、吉永 繁高、斎藤

豊

S2 協働かつ補完的なチーム医療の提供とタスク・シフト/シェア推進を考える
山下病院 臨床検査部内視鏡科 〇馬場 朱美、伊藤

萌、久田 千尋、矢原加奈子

高橋 悠真、小林 加歩
看護部検査センター

桒原 ともみ、藤下 フミ

S3 内視鏡技師主導による内視鏡室と他部門との連携
東京品川病院 内視鏡部 〇今村 倫敦、小野寺星秀、稲越

涼、向井 美月

山口 佳織、矢野 博子、飯田

彩、安岡 美咲

吉井 淳美、井口万里梨、加藤優美子
S4 患者参加型のサインイン・タイムアウト・サインアウトの実施の効果
名古屋大学医学部附属病院 光学医療診療部
看護師 〇森下 亜紀、川添 知佳、惠川 綾子
医師

川嶋 啓揮
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【一般演題３】

（10：50～11：30）

「管理」
座 長 辻仲病院柏の葉 大部智栄子
Ｏ8 ERCP 術中に過鎮静による CO2 ナルコーシスを発症した事例を経験して
医療法人誠高会おおたかの森病院
内視鏡センター 〇林 かおる、安達 哲史
Ｏ9 悪性胆管狭窄の病理診断に対する内視鏡用軟性生検鉗子の検体処理法の検討
医療法人財団中山会 八王子消化器病院
内視鏡センター 〇佐藤 真己、岡島知希、久保加奈子、田久保久美子
山田 英雄
消化器内科

森下 慶一、伴野 繁雄、原

敏文

Ｏ10 COVID-19 感染患者に対する上部消化管緊急内視鏡のシミュレーション研修
日立製作所ひたちなか総合病院 看護科 〇宇佐美理恵、五十嵐友香、木梨 裕子、清水 夏美
松本 正志、門馬
臨床工学科

瞳、中谷 公子

家田 未佳、藤掛 拓也

Ｏ11 消化器内視鏡介助からの発展を目指して～泌尿器内視鏡介助導入への取り組み～
東京品川病院 内視鏡部 〇今村 倫敦、小野寺星秀、稲越

涼、向井 美月

山口 佳織、矢野 博子、飯田

彩、安岡 美咲

吉井 淳美、井口万里梨、加藤優美子
消化器内科

矢野 貴彦、石井 直樹

泌尿器科

田中 裕貴、青木 九里

【ランチョンセミナー２】
（12：00～13：00）
「内視鏡洗浄消毒のワークフローを考える」
講 演

中村 麻美

司 会

吉村

兼

共 催 富士フイルムメディカル株式会社

【ベンダープログラム】 （13：10～14：10）
「未 定」
講 師 未 定
司 会 未 定
共 催 ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
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【一般演題４】

（14：15～15：05）

「感染制御」
座 長 川崎医科大学附属病院

河上真紀子

Ｏ12 上部内視鏡用飛沫抑制マスクの患者及び Medical staff の忍容性の検討
独立行政法人 国立病院機構京都医療センター
外来治療部門 〇北野 由美、松岡 律子、平岡 明美、森 そのみ
澤田 知佳、山田 洋子、木築 美貴、松岡江利子
川原
Ｏ13

悠、久保 文子、長崎沙耶香

COVID-19 感染予防のための内視鏡用ウイルス感染防御システムを導入して
坂出市立病院

内視鏡室

〇亀山 宏美、直井 真帆、近藤 順也、向井 和恵
上枝 栄子、竹本 英江、川田 綾菜

消化器内科

室田 將之、綾木 麻紀、川西 竜輔、佐藤 雄大
伊藤 朋晃、今戸 涼資

Ｏ14 上部内視鏡用感染防護フィルムの安全性・認容性についての検討
西山脳神経外科病院 内視鏡診療科 〇松下 明子、松井美由希、永安 里香、中澤
医師

西山 典子、西山 直志

香川大学医学部 消化器・神経内科

西山 典子、小原 英幹

倫

Ｏ15 片端チャンネルブラシと両端チャンネルブラシについての比較検討
～スコープ洗浄の効率化を目指して～
国立がん研究センター中央病院内視鏡科 〇岡村 綾乃、山田 雅子、倉繁 正則、八島 稚菜
坂本有実子、田原 恵美
内視鏡科医師

高丸 博之、吉永 繁高、小田 一郎、齋藤

豊

Ｏ16 手指衛生遵守率向上に向けた取り組み ～動画による視覚的効果を用いて～
NTT 東日本関東病院

内視鏡センター 〇青木亜由美、小野 直子、家田あゆみ、田村 繭夏
武井 美穂、菱田 真季、宗川 千恵子
感染対策室

渡邊 愛子

QI 室

木下 佳子

- 14 -

第３会場〔9F：エキジビション 2〕
【機器等検討委員会企画】（9：30～11：30）
『実に奥が深い基本手技…。』「この場で極まるかもしれない、座談会」
講 演

未定

司 会 新宿センタービルクリニック 鈴木 英一
平鹿総合病院 佐藤美智子
【ランチョンセミナー３】
（12：00～13：00）
「医師の立場から期待する内視鏡洗浄消毒のスタンダード～安全な内視鏡検査のために大切にして欲し
いこと～.」
講演

木村 典夫

司会

田村 君英

共催 ASP ジャパン合同会社
【教育講演】

（13：10～14：40）

「透視下内視鏡手技における放射線被ばくの現状と防護対策」
近畿大学病院 消化器内科
司 会 大阪労災病院

【一般演題５】

竹中

完

出野 憲由

（14：45～15：25）

「前処置」
座 長 大津赤十字病院

辻

幸記

Ｏ17 演題取り下げ
Ｏ18 経鼻内視鏡前処置において鼻息鏡を用いた挿入鼻腔の選択方法の検討
独立行政法人国立病院機構函館病院
内視鏡室 〇佐藤千代子、福原 直美、阿部 千里、松本健太郎
今村 佳奈、後藤 絵理
消化器内科

津田 桃子、水島

健、米谷 則重、松田宗一郎

久保 公利、加藤 元嗣
Ｏ19 経鼻内視鏡検査前処置法の変更による業務改善の試み
真生会富山病院 消化器センター 内視鏡室 〇石丸ひとみ、川瀬 幸恵、小森 智恵、浅野 真巳
倉田 直美、楠

早苗、奥野恵理子、市井千香子

尾島 文子、南

英樹

Ｏ20 上部内視鏡検査前の水分摂取量が検査時間に及ぼす影響
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独立行政法人地域医療機能推進機構
星ヶ丘医療センター 看護部 〇中野

完、大島 玲奈、木許 仁愛、神谷 香里

秋山美智子、小松

茜、乾

直美

第４・第５会場〔９F：エキジビション３、４〕
【機器展示】

（9：20～14：30）

＊株式会社ＩＨＩ物流産業システム

＊株式会社アイテックス

＊株式会社アスカメディカル

＊株式会社アビス

＊株式会社アムコ

＊アムテック株式会社

＊イワツキ株式会社

＊ASP Japan 合同会社

＊株式会社エクセルシア

＊株式会社ＳＴＳメディック

＊大倉工業株式会社

＊オカダ医材株式会社

＊株式会社オカダ電子

＊オリンパス株式会社

＊キッコーマンバイオケミファ株式会社

＊興研株式会社

＊タカノ株式会社

＊株式会社トップ

＊日本ケミファ株式会社

＊日本メディカルネクスト株式会社

＊PSP 株式会社

＊富士フイルムメディカル株式会社

＊ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

＊堀井薬品工業株式会社

＊株式会社メディカルリーダース

＊株式会社メディテックジャパン
2021.7.26 現在（五十音順）

プログラム委員（敬称略，五十音順）
青木亜由美、大波多歳男、上田 道子、岡田 修一、関 美喜男、髙橋 陽一
角森 正信、野城 和彦、前川 晃大、松本 裕子、吉田 匡良、鷲津 宏樹
査読委員（敬称略，五十音順）
有村 彰洋、伊賀ゆかり、犬丸 吉人、岩崎
毅、大波多歳男、河上真紀子
楠見 朗子、熊澤さえ子、齋藤 純子、塚本友美子、谷道 清隆、辻
幸記
内藤
健、橋本
彩、藤原 章光、藤原
健、村上 雅也、山田 一之
吉岡とし子
第 87 回日本消化器内視鏡技師学会 運営事務局
〒650-0034 神戸市中央区京町 83
三宮センチュリービル 3 階 ㈱プロアクティブ内
TEL 078-954-5160 FAX 078-332-2506
（平日 9：30～18：00）
E-mail：jgets＠pac.ne.jp

お問い合わせフォーム

事務局長：松本 裕子（医療法人 錦秀会 阪和住吉総合病院）
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