第７５回

日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

【学会長】石崎 淳子（ＪＡ広島総合病院）
【会 期】平成２７年１０月１０日（土曜日）
【会 場】ベルサール渋谷ガーデン
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

第１会場 [ベルサール渋谷ガーデン 地下１階ホールＣ]
・・開会式・・
【報

（9:20～9:30）

告】
日本消化器内視鏡技師会長

田村 君英

第 75 回日本消化器内視鏡技師学会長

石崎 淳子

【開会の辞】

【特別講演１】
（9:30～10:30）
「大腸内視鏡診療の最前線」
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 内視鏡医学 教授
司会 第75回日本消化器内視鏡技師学会長

田中 信治
石崎 淳子

広島大学保健管理センター 准教授
司会 ＪＡ尾道総合病院

日山
亨
楠見 朗子

演者 国立大学法人九州大学病院

峰 慎太郎

司会 大分県済生会日田病院

國武 憲章

【特別講演２】
（10:30～11:30）
「内視鏡技師のための医療リスクマネージメント」

【ランチョンセミナー１】 （12:00～13:00）
「みんなの願い！ 修理抑制活動の実践とコツ」

共催 オリンパス株式会社
一般演題１ 「看護・患者管理」 （13:10～14:30）
座長 ＪＲ広島鉄道病院

中川 裕美

近森オルソリハビリテーション病院

尾崎 貴美

Ｏ１ 患者満足度からみた日帰りポリペクトミーの有用性と今後の展望
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 内視鏡センター
○田中 悦子、谷 さとみ、山根 明美、岡田 晃江
小野 房枝、下立 雄一、松枝 和宏
Ｏ２ 当院でのPEGにおける鎮静の現況
医療法人誠心会 ゆのもと記念病院
内視鏡技師 ○橘木 輝美、平石 紀朗、松下くるみ
看護部

今村南々美、中薗 あや、西 美由紀、徳重 和枝
新屋 千鶴、福山

晶、今村 雅代、岩井田智恵

小濱 博敏、道岡 尚子
外科

吉田 淳仁

麻酔科

末廣 房子

内科

前原くるみ

Ｏ３内視鏡技師としてのPEG患者への関わり
医療法人誠心会 ゆのもと記念病院
内視鏡技師 ○平石 紀朗、橘木 輝美、松下くるみ

看護部

今村南々美、中薗 あや、西 美由紀、徳重 和枝
新屋 千鶴、福山

晶、今村 雅代、岩井田智恵

小濱 博敏、道岡 尚子
外科

吉田 淳仁

麻酔科

末廣 房子

内科

前原くるみ

Ｏ４ 偶発症回避を目指した大腸ポリープ切除術への取り組み～コールドポリペクトミーを導入して～
医療法人財団献心会 川越胃腸病院
内視鏡検査技師 ○柳

美也、狭間亮太郎、田口 智子、鈴木 文子

本澤 愛美、平賀 孝子、清水 和世、石坂 則子
宮内 正秋、吉村 公一、嶽石真知子
看護部

松島 琴美

診療部

紫藤 和久、浅野

聡、望月 智行

Ｏ５ 全身麻酔下で ESD を受ける患者の褥瘡予防の取り組みとその成果
社会医療法人 明石医療センター 看護部 透析検査看護科 内視鏡センター
○東田 雅子、石橋 沙樹、山田 純子、小島 恒美
Ｏ６ 「鎮静下で内視鏡検査を受けた外来患者の退出基準」導入前後の看護師の変化
公益財団法人がん研究会有明病院 内視鏡診療部
○川名 佑実、大塚 葉子、神田 恵子
Ｏ７ 胆膵系内視鏡検査におけるデクスメデトミジン塩酸塩使用時の鎮静と覚醒
ＪＡ広島総合病院 内視鏡センター ○内田 千絵、冨山 直美、石崎 淳子、松下 理恵
本山 敏恵、藤本 佳史、野中 裕広、徳毛 宏則
Ｏ８ 内視鏡治療における他部署との連携の重要性
～EUS 下ドレナージ・ネクロゼクトミーが必要な重症患児の症例～
長岡赤十字病院 内視鏡室 ○五十嵐万里子、岩野尚子、波形みゆき
一般演題２「前処置①」

（14:30～15:20）
座長 宇部興産中央病院

田村真由美

Ｏ９ 内視鏡室における後発消泡内用液の使用経験
東海大学医学部付属八王子病院 内視鏡室 ○渡部 玲子
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室

杉本美智子、増田 松子、大庭 麻美、菅原美依子
櫻井智津子

消化器内科

白石 光一

しらさぎ内科クリニック

渡邊 謙一

Ｏ10 上部消化管内視鏡検査における前処置の検証と有用性～経鼻内視鏡検査の苦痛の軽減を試みて～
医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院
内視鏡センター 内視鏡技師 ○樋口 尚美、澁谷 保子
内視鏡センター 看護師
消化器内科

松嶋 由紀、石坂 京子
河上 純彦、葛西 健二、小川

亮

Ｏ11 大腸内視鏡検査前処置と排便習慣
医療法人社団 根本医院 内視鏡室 ○木内 洋子、矢嶋真理子、佐藤 明美、鈴木 正江
鈴木 尚美、高谷 明子、椎名 好美、渡部たか子
菅井 直子、根本 雄治
Ｏ12 大腸内視鏡検査における前処置の検討～観便方法変更の試み～
出雲中央クリニック 内視鏡室 ○米田 裕美、梶谷 鈴香、宮脇 幸恵、加藤 廣枝
Ｏ13 大腸内視鏡検査の前処置～腸管洗浄剤を自宅で内服する患者の現状調査～
大阪警察病院 内視鏡センター ○牧野 瑞穂、宮尾 律子、円戸 里美、廣田 鈴代
藤田 佳代、西村麻智子

一般演題３「前処置②」

（15:20～16:10）
座長

香川県立中央病院

瀧川 実穂

Ｏ14 腸管洗浄剤減量による前処置の工夫～身体苦痛の少ない大腸検査・治療をめざして～
岩手県立胆沢病院 消化器内科 ○安藤ゆかり
医師

諸井林太郎、萱場 尚一

Ｏ15 大腸内視鏡検査における前処置法の検討～患者の受容性と腸管洗浄の効果～
独立行政法人 労働健康福祉機構 中国労災病院
内視鏡室 ○後藤ひろみ、杉本美津枝、青木 琴美、越野 明美
空
消化器内科

聖子

北村 正輔、岡信 秀治、大屋 敏秀

Ｏ16 経口腸管洗浄剤の服用方法の検討～クリニック独自の飲み方と、チェックリストが定着するまで～
医療法人時任会 ときとうクリニック
看護部 ○石井 里香、久保 洋子、青田菜美子
医師

時任 敏基、岩瀬 直人

Ｏ17 新規腸管洗浄剤に起因する腸閉塞・腸管穿孔の対策～偶発症予防フローチャートの使用経験～
昭和大学横浜市北部病院 看護部 内視鏡室 ○加茂 初美、槇

京子、西谷 朋子、齊藤 さち

前川 友理、奥村 朋子、千葉 雅浩
消化器センター

宮地 英行、山内 章裕、森

悠一、工藤 進英

Ｏ18 炎症性腸疾患患者における新規腸管洗浄剤の受容性、有効性、安全性の検討
～非炎症性腸疾患患者との比較～
北里大学北里研究所病院 内視鏡センター ○加藤麻由子、小林
炎症性腸疾患先進治療センター

森 ただえ、石橋とよみ、日比 紀文

内視鏡センター/炎症性腸疾患先進治療センター

中野

雅、芹澤

慶應義塾大学病院内視鏡センター

長沼

誠

・・閉会式・・

拓、和田由加利、柴田 順子
宏

（16:10～16:20）

【閉会の辞】
第 76 回日本消化器内視鏡技師学会長

尾崎 貴美

第２会場 [ベルサール渋谷ガーデン 地下１階ホールＢ]
一般演題４「洗浄・消毒」

（9:30～10:40）
座長

帝京大学溝口病院

藤田 賢一

Ｏ19 ベッドサイド洗浄に代わる送気送水チャンネル洗浄方法の検討【第二報】
聖路加国際病院 消化器センター 内視鏡室 ○吉野

恵、今村 倫敦、大谷 久恵、岡田 修一

Ｏ20 当院における一次洗浄後の清浄度評価～ＡＴＰ測定を行って～
三豊総合病院 内視鏡センター ○篠原美代子
Ｏ21 内視鏡の安全で効率的な洗浄・消毒への取り組み～チームで行う洗浄・消毒～
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 内視鏡センター
○高森 晴美、伊藤有希子、田中 仁美、大塚 保子
梶谷 智美、伊勢 修江、西野 祥子、黒川 健太
正木

弦、小島 啓司、小田嶋洋兵、藤川 幸司

Ｏ22 内視鏡定期培養検査体制の構築～安全な内視鏡検査を目指して～
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
感染対策室 ○山田加代子、山本よしこ
臨床検査科

藤原 佐美、江口 富夫

外来内視鏡室

井上 裕子

消化器科

中西 文彦

Ｏ23 内視鏡定期培養検査導入に向けた体制の確立への取り組み
ＪＣＨＯ群馬中央病院 外来(内視鏡室) ○井田 敦子、齋藤久仁子、青木由美子、山口みつえ
外来看護師長

岡崎 友香

感染管理室

安野 朝子、井川沙希子

細菌検査室

武谷 洋子

Ｏ24 当院内視鏡センターにおけるスコープ培養業務の導入
セコメディック病院 内視鏡センター ○折笠亜矢子、諸岡あけみ、高森百合子、木村 典夫
志田 勝義
Ｏ25 保管庫内の「感染予防」を目的にポリエチレン製エアクッション材の有効性を検討する
静岡県立静岡がんセンター

一般演題５「安全管理」

中央診療 ○二ノ宮 歩、高階 真里、秋本寿美子
細菌検査室

塚原 美香

看護部

工藤 友子

ＭＥセンター

近藤 俊一

（10:40～11:30）
座長

独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター

田井由美子

Ｏ26 鎮静下で外来上部内視鏡を受ける患者への覚醒評価基準導入に伴う安全な帰宅への取り組み
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
内視鏡技師 ○北野 由美、松岡 律子、田口いづみ、笹原 道子
長崎沙也加、坂井 洋子
内視鏡看護師

森 そのみ、上田 純一、浅川 秀樹

Ｏ27 大腸内視鏡検査時の患者背景における鎮痛効果の検討 －安全安楽な検査のために－
順天堂大学医学部附属静岡病院
外来業務課検査室 ○樋口とも子、長谷川裕美、野中明日香、小関ゆかり
安齋 珠枝、杉下 麻澄、相川めぐみ、松本 里枝
山本 優子、神谷 知子、小野田基代乃、四條 絹代
渡辺 清美、矢田みどり
消化器内科
一般外科

永原 章仁
折田

創

Ｏ28 内視鏡治療・検査におけるブリーフィングに対する認識
近畿大学医学部附属病院 光学治療センター ○小倉 直美、西潟 まり、山西知登美、松田 綾子
浅尾真己子、谷内麻寿美
看護部管理室

髙橋 直美

Ｏ29 内視鏡検査･治療におけるタイムアウト導入～導入後の意識調査を行って～
香川大学医学部附属病院 内視鏡診療部 ○古市 奈弥、廣瀬 恵子、松繁 恵美、横山るみ子
Ｏ30 内視鏡センターの新病院移転に伴うポータブルトランシーバーの導入
～安全な検査の提供のために～
北見赤十字病院 内視鏡センター ○安藤 真紀
【ランチョンセミナー２】 （12:00～13:00）
「品質保証のしくみ～ＩＳＯで考えるＰＤＣＡ」
演者 コンサルタントユーアイシステム ＱＭＳ・ＥＭＳ実践アドバイザー

菊池 政宣

司会 平塚胃腸病院 検査部

田村 君英

共催 ジョンソンエンドジョンソン株式会社

【東アジア内視鏡技師・看護師 フォーラム】
第1部
[基調講演]「軟性内視鏡の洗浄・消毒における問題点」 （13:10～13:50）
〈Problems in the cleaning and disinfection of flexible endoscopes〉
講 演：東京医療保健大学大学院 感染制御学 教授

大久保 憲

司 会：社会医療法人生長会 府中病院

高橋 陽一

第2部
「内視鏡における感染対策～各国の現状と対応～（仮）
】
（演者順変更あり） （13:50～16:30）
演者
中国：中華医学会消化内鏡分会 理協作組副組長 / 南京鼓楼病院
香港：香港消化器看護師協会 / Prince of Wales Hospital

李 雯 （LI WEN）

黄 美燕（Wong Mei Yin）

韓国：韓国消化器内視鏡看護協会（KSGNA President）/ ASAN Medical Center Inja Yoon
司 会： 日本消化器内視鏡技師会副会長

佐藤 絹子

四国こどもとおとなの医療センター

岡本澄美子

第３会場 [ベルサール渋谷ガーデン 地下１階ホールＡ]
一般演題６「情報」

（9:30～10:20）
座長

聖路加国際病院

岡田 修一

Ｏ31 広島県消化器内視鏡技師会としての新たな取り組み－施設間での意見交換会を開催して－
広島県消化器内視鏡技師会 ○畠山 陽子、池田 有里、棚田 妙子、中宮 清美
松下 理恵、楠見 朗子、新川 友美、角谷 知美
柚江 恵子、山田 由里、鶴田多恵子、上林 智子
中川 裕美、石崎 淳子
Ｏ32 内視鏡室における臨床工学技士の業務について
医療法人住友別子病院 診療部臨床工学室 ○髙橋 祐樹
Ｏ33 診療報酬改定後の胃瘻造設術における当院の取り組み
～診療報酬と医療現場現状の間（はざま）で～
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 ○杉本美智子、中村 玲子、大庭 麻美、増田 松子
消化器器内科

出口 隆造、白石 光一

東海大学医学部付属八王子病院 内視鏡室

渡部 玲子

扇町しらさぎ内科クリニック

渡邉 謙一

Ｏ34 逆流性食道炎と食道裂孔ヘルニア発症における危険因子の検討
公益財団法人 福島県保健衛生協会総合健診センター
○佐藤 里美、佐藤 寿子、渡邊 祐子、玉坂 洋子
福島 京子、後藤 光弘、坂本 弘明
福島県立医科大学 消化器内視鏡先端医療支援講座
小原 勝敏
Ｏ35 非侵襲的迅速ウレアーゼ試験（RUT）を目指して ～胃粘液による RUT～
医療法人新生会 高田中央病院
消化器疾患内視鏡センター ○江畑 和幸、犬丸 吉人、藤岡 利生、嶋 千恵美
垣迫 洋子、前田由香理
大分大学医学部附属病院 消化器内科
一般演題７「研修・教育」

兒玉 雅明、水上 一弘

（10:20～11:30）
座長

岡山ろうさい病院

梶原みゆき

Ｏ36 新人内視鏡技師の教育・指導の取り組み
渓和会 江別病院 内視鏡センター
臨床工学技士 ○奥田 智子、河合 千夏、加藤

睦、寺町 真哉

看護師

中川

薫、加賀谷亜希子、三澤 澄子、富永 悦子

山崎 真実
消化器内科

品田 恵佐、高本秀二郎、小橋 重親

Ｏ37 下部内視鏡検査介助時の手袋着脱の適切なタイミングと手指衛生の遵守向上に向けた勉強会の効果
旭川赤十字病院 検査専門室 ○斉藤みゆき、伊奈川いずみ、澤田 雅美、石田 悦子

Ｏ38 内視鏡検査への臨床検査技師・診療放射線技師参入による結果報告
医療法人顕正会蓮田病院 診療技術部第Ⅰ課
臨床検査技師 ○野村 秀行、長島 恭一、小林 佳介、佐々木美乃里
吉永美代子、田嶋 慶彦、千代田久枝、田端 美里
診療放射線技師

竹内 雅史、菊地 将人、大野 力樹、丸山 翔太
及川 眞信

Ｏ39 安全を考慮した大腸内視鏡前処置マニュアル導入後の看護師の意識変化
久留米大学医療センター 外来 ○古賀美由紀、岡

美希、益永

愛、中野みゆき

北川 利香
久留米大学病院 東９階

近藤 幸代

Ｏ40 内視鏡下大腸ステント留置術手技トレーニングを実施して
新札幌豊和会病院 臨床工学科 ○遠藤 昭洋、諸澤 英之、宮 与志樹、宮入 健太
高橋 祐樹、古田 良彦
外科

八十島孝博

内科

明田 克之

Ｏ41 カプセル内視鏡読影支援技師による一次読影の検討
市立釧路総合病院 消化器内科内視鏡室 ○石田 吾抄、小島まり子、小西多恵子、山岸 祥代
佐藤紀美子、菅原佐依里
消化器内科 医師

鈴木 一也

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター
腫瘍内科 医師

佐川

保

Ｏ42 ベトナムにおける内視鏡看護支援活動 第 2 報～バクマイ病院での支援活動と今後の展望～
ＪＡ愛知厚生連江南厚生病院 放射線科内視鏡 ○祖父江雅美
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

杉浦真由美

津島市民病院

太田 真美

名古屋大学消化器内科

後藤 秀実

【ランチョンセミナー３】 （12:00～13:00）
「あなたの知らない 経鼻内視鏡 スクリーニングの世界」
演者 池田病院副院長 消化器内視鏡科

池田

聡

司会 埼玉県済生会栗橋病院 臨床検査科

並木

薫

共催 未定
【ベンダープログラム】
（13:10～14:10）
「大腸ポリペクトミーの最新トピック ～Cold Polypectomy を中心として」
演者 京都第二赤十字病院 消化器内科

河村 卓二

司会 大腸肛門病センター高野病院

松平美貴子

共催 ボストン・サイエンティフックジャパン株式会社

一般演題８「介助」

（14:20～15:00）
座長

兵庫県立淡路病院

三宅 和文

Ｏ43 介護用スライディングシートを応用した大腸内視鏡検査時の体位変換
医療法人誠心会 ゆのもと記念病院
内視鏡技師 ○松下くるみ、平石 紀朗、橘木 輝美
看護部

今村南々美、中薗 あや、西 美由紀、徳重 和枝
新屋 千鶴、福山

晶、今村 雅代、小濱 博敏

道岡 尚子
外科

吉田 淳仁

内科

前原くるみ

Ｏ44 全身麻酔下における内視鏡治療への取り組み
岸和田徳洲会病院

内視鏡センター ○加藤

茜、望月 和美、古賀 祐也、中谷

吉原 友篤、井上 太郎、尾野
神戸大学医学部付属病院 光学医療診療部

彩

亘

豊永 高史

Ｏ45 コールドポリペクトミー導入後の治療の実際と介助のコツについて
大腸肛門病センター 高野病院 ○西坂 好昭、松平美貴子、星子 新理、後藤 英世
大湾 朝尚、野崎 良一
Ｏ46 内視鏡下マーキング方法の検討（点墨法、クリップ法）
聖路加国際病院 消化器センター
内視鏡検査室 ○坪内 志保、岡田 修一
一般演題９「機器・器具」 （15:00～15:30）
座長

島根県立中央病院

Ｏ47 消化器内視鏡検査時における潤滑剤自動供給装置の開発
国家公務員共済組合連合会 吉島病院
診療支援部 ME 科 ○河原 聖志
株式会社西井製作所

宮原 一歩、望月 良二、西井 裕昭

公益財団法人ひろしま産業振興機構

松浦 洋治

広島県商工労働局

鈴藤 正史

Ｏ48 バイポーラ回転式止血鉗子の使用経験
ＪＡ広島総合病院 臨床工学科 ○藤田 雄樹、村上 直己、瀬尾 憲由
内視鏡センター
消化器内科

石崎 淳子
古土井 明、小松 弘尚、徳毛 宏則

Ｏ49 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)時における糸付きクリップ作成の工夫
千葉県がんセンター 内視鏡科 ○金子 弥生、鈴木 拓人

角森 正信

【機器展示】
株式会社 IHI シバウラ
株式会社アビス
株式会社アムテック
イワツキ株式会社
株式会社オカダ電子

（10:00～15:00）
ベルサール渋谷ガーデン １階ホール（第４会場）
有限会社アサヒバイオメッド
株式会社アムコ
乾商事株式会社
株式会社ＳＴＳメディック
オリンパス株式会社

カイゲンファーマ株式会社
キユーピー株式会社
コ-ケンメディカル株式会社
コヴィディエンジャッパン株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

キッコーマンバイオケミファ株式会社
興研株式会社
光洋産業株式会社
株式会社精研
ゼオンメディカル株式会社

ゼリア新薬工業株式会社
株式会社パイオラックスメディカルデバイス
ＰＳＰ株式会社
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
株式会社名優

株式会社トップ
ハリヤード・ヘルスケア・インク、ニプロ株式会社
富士フイルムメディカル株式会社
堀井薬品工業株式会社
メディテックジャパン

【書籍展示・販売】

（10:00～15:00） 神稜文庫株式会社
ベルサール渋谷ガーデン 地下１階ロビー

プログラム委員（敬称略，五十音順）
石崎 淳子，尾崎 貴美，楠見 朗子，佐藤 絹子，高橋 陽一，田村 君英
並木

薫，深井

学
査読委員（敬称略，五十音順）

淡路 誠一，伊東百合子，内田
加藤

恒，大内 紀寿，大波多歳男，岡田 修一

操，亀山 広喜，川西 幸洋，木下 伸任，工藤 重光，佐藤 貴幸

相馬 和幸，竹田 直美，田村真由美，辻

幸記，角森 正信，並木

薫

橋本 逸子，平田 敦美，藤井 秀康，古川ふさ子，的場きよみ，松本 雄三
眞野 弘美，三宅 和文，山口 謙二，山根 康子，若王子みのり
事務局：第 75 回日本消化器内視鏡技師学会事務局
〒738-8503 広島県廿日市市地御前 1 丁目 3-3
JA 広島総合病院 内視鏡センター
学会長：石崎 淳子
TEL：0829-36-3111

FAX：0829-36-5573

E-mail：spv33mt9@gaea.ocn.ne.jp

