第７９回

日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

【学会長】川原 政幸 （ 公益社団法人 福岡医療団 千鳥橋病院 ）
【会 期】平成 29 年 10 月 13 日（金）・14 日（土）
【会 場】アクロス福岡（福岡市）
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：１０月１３日(金)》
第１会場 [１Ｆ シンフォニーホール]
【イブニングセミナー】
（17:00～18:30）
「高齢者の緊急内視鏡とリスクマネージメント」
熊本大学大学院生命科学研究部
司会 公益社団法人 福岡医療団 千鳥橋病院

庄野

孝

川原 政幸

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------《第２日：１０月１４日(土)》
第１会場 [１Ｆ シンフォニーホール]
・・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 79 回日本消化器内視鏡技師学会長

川原 政幸

座長 やまむら内科・内視鏡クリニック

出口 京子

【開会の辞】

【一般演題１】

（9:30～10:20）

「看護１」
Ｏ１ ガイドラインの理解を目指した大腸内視鏡クリニカルパスへの取り組み
野村海浜病院 内視鏡室 ○岡田千鶴子
Ｏ２ 上部消化管内視鏡検査における効果的なタッチングの検討
～意識下で受ける患者の苦痛軽減に向けて～
日本鋼管福山病院 看護部 ○細川 佳代
福山平成大学 看護学部看護学科

伊東 美佳

Ｏ３ 上部内視鏡粘膜下層剥離術を受ける患者の不安への対応～術前訪問導入による効果～
久留米大学病院 消化器病センター ○田中 美穂、山井 真紀、中村 信也、釘島 美穂
Ｏ４ 小腸カプセル内視鏡検査における不安の実態
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、伊勢 修江、中村 有紀、清村

愛

伊藤有希子、梶谷 智美、田中 仁美、大塚 保子
藤川 幸司
Ｏ５ 上部消化管内視鏡検査時の飲水制限によるストレス評価～唾液アミラーゼによるストレス評価～
国立病院機構旭川医療センター 消化器内科 ○小林 将人、為井 仁志、早川 礼華、松ヶ瀬愛梨
谷

幸代、渡邊 麻美、川端

香

【一般演題２】

（10:20～11:00）

「教育１」
座長 近森オルソリハビリテーション病院

尾崎 貴美

Ｏ６ 外来看護師の緊急内視鏡応援における教育内容の検討
久留米大学医療センター

外来 ○益永

愛、中野みゆき、伊藤 裕子、原﨑 礼子

Ｏ７ 緊急内視鏡に関わる外来看護師の教育方法の改善～シミュレーション学習会の効果～
国立病院機構 別府医療センター ○矢野まつみ、渡邉 美穂、宮﨑 良尚、森 めぐみ
Ｏ８ ERCP 検査介助者研修への取組み
聖路加国際病院 消化器センター 内視鏡室 ○柏木絵梨香、村上優賀里、岡田 修一、若狭 桃代
山口 佳織、松岡
消化器内科

恵、坪内 志保、秋山

仁

中村 健二

Ｏ９ 内視鏡的逆行性胆道造影（ERCP）における看護師の行動と判断
手稲渓仁会医療センター 内視鏡センター ○岸本 弘美、関藤美保子、山田智恵子
【教育講演１】

（11:00～12:00）

「超音内視鏡検査・治療最前線」

【特別講演】

埼玉医科大学国際医療センター 消化器内視鏡科

良沢 昭銘

司会 公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院

川原 政幸

（13:40～14:40）

「医療従事者として輝くために」
ROSE（宮崎猛志）

社会福祉法人 正勇会

【一般演題３】

司会 友仁山崎病院 内視鏡センター

橋本 逸子

座長 産業医科大学病院

岩永 明子

（14:40～15:20）

「看護２」
Ｏ10 当院の鎮静剤使用患者の安全管理に向けての取り組み
～退室時鎮静状態チェックリストを導入して～
KKR 高松病院 内視鏡室 ○和田 陽子、馬場 智恵、元木 真理、小倉 早希
浮田 有紀、溝渕 和美、中条 敏美、穴吹 道代
消化器内科
人間ドックセンター

小林 三善
安田

貢

Ｏ11 鎮静下での上部消化管内視鏡検査後のリカバリーにおける看護介入の差異
昭和大学江東豊洲病院 内視鏡センター ○青木亜由美、影山 幸江、高山

愛、大野 和美

百石 仁美
消化器センター

浦上 尚之

Ｏ12 上部内視鏡検査施行中の苦痛軽減の試み～体位安定枕使用の有効性～
公立阿伎留医療センター 看護部外来科 ○高山 優子、池谷 明子、古海 美貴、杉山由紀江
田中香代子
Ｏ13 胆膵内視鏡検査・治療時の安全で安楽な解除を目指して～抑制ボードの有用性の検討～
札幌センチュリー病院 内視鏡センター ○関谷 法子、松嶋 由紀、菅原和歌子、樋口 尚美
天野 里菜
【一般演題４】

（15:20～16:20）

「安全管理」
座 長

縄田 園美

Ｏ14 内視鏡室での医療安全への取り組み～安全安心な医療の提供～
公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院 内視鏡室 ○岩原亜裕美、副島由美子、曽田 綾子、三木 智枝
大熊妹津美、川原 政幸、鐘ケ江潤一、合澤 達矢

金丸 貴子
Ｏ15 安全な内視鏡検査を提供するために ～タイムアウト用紙を導入して～
高崎総合医療センター 内視鏡室 ○立木 恵子、矢嶋 尚世、樋口あゆみ、横堀あゆみ
工藤 智洋
Ｏ16 内視鏡的粘膜下層剥離術におけるデクスメデトミジン塩酸塩とミダゾラムの比較
医療法人 山下病院 看護部 ○平井英津子、藤下 フミ、桒原ともみ、野村 秀子
井上美矢子、今枝千恵子、常見麻芙、春日井とよみ
臨床検査部

今枝 佳三、馬場 朱美、角田 伸江、佐古 夏生

消化器内科

松崎 一平、江﨑 正哉、服部 昌志

Ｏ17 下部消化管内視鏡検査における、抗血栓薬服用患者に対して医師と協働したリスク対策
JA 愛知厚生連 江南厚生病院 放射線科内視鏡 ○祖父江雅美、上野由加里
内視鏡センター長

佐々木洋治

Ｏ18 内視鏡室における環境整備の手順書作成とその効果
～ATP 測定と蛍光塗料による評価を実施して～
大牟田市立病院 看護部 救急病棟 ○中村 美沙、中島 未来、永松 幸博、荒木 文子
猿渡

哲、冨松 高司

Ｏ19 散乱線防護クロスの有用性と隙間から漏れる散乱線についての検討～基礎実験と臨床から～
三重大学医学部附属病院 臨床工学部 ○最明 裕介、葛山 弘子、杉谷 侑亮、白前 達大
辻

・・閉会式・・

亜弓、岩田 英城、伊佐地秀司

消化器肝臓内科

山田 玲子、井上 宏之

光学診療部

神原有里乃、中西 佳子

（16:20～16:30）

【表 彰 式】
【閉会の辞】
第 80 回日本消化器内視鏡技師学会長

出口 京子

第２会場 [Ｂ２Ｆ イベントホールＡ]
【シンポジウム】

（9:30～11:30）

「高齢者内視鏡検査・処置への取り組み」
司会 国立病院機構 栃木医療センター

田井由美子

司会 獨協医科大学病院 消化器内視鏡センター

石嶋 玲子

Ｓ１ 経口・経鼻内視鏡検査の苦痛度比較
医療法人 山下病院 看護部 ○常見 麻芙、桒原ともみ、藤下 フミ、野村 秀子
平井英津子,井上美矢子,今枝千恵子、春日井とよみ
臨床検査部

今枝 佳三、馬場 朱美、角田 伸江、佐古 夏生

消化器内科

松崎 一平、服部 昌志

Ｓ２ 高齢者における鎮静下内視鏡の検討
札幌しらかば台病院 外来・内視鏡 ○豊島 香織、加藤 美樹、熊﨑 洋子、原口 恵美
消化器科

秋野 公臣、足立

靖、遠藤 高夫

Ｓ３ 高張性経口腸管洗浄剤の高齢者への投与を考える
士別市立病院 内視鏡センター ○菅原 祐子、佐藤 貴幸、本郷 若菜、西尾ひろみ
消化器科

石井 吉史、神

崇志、仁木

卓、岩野 博俊

山田 政孝
Ｓ４ 統合失調症のある高齢者に対する大腸内視鏡検査前処置の介入
出水郡医師会広域医療センター 外来・救急 ○上村 清美、清水 真紀、小川まゆみ、江崎あずさ

Ｓ５ 当院における下部消化器内視鏡検査を振り返ることにより、内視鏡室が取り組む課題について考える
青木記念病院 外来 ○立松 厚美、田中 祐希
Ｓ６ 当院における超高齢者に対する総胆管結石治療の現状
東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 ○吉田 匡良
内視鏡科
【一般演題５】

松川 美保、西村

誠

（11:30～12:00）

「災害対策」
座長 熊本地域医療センター

淡路 誠一

Ｏ20 内視鏡検査中を想定した地震初期対応のあり方
～訓練前後での知識習得の変化から見えてきたこと～
杏林大学医学部付属病院 内視鏡室 ○相木 純子、宮沢 和美、菊地美和子
Ｏ21 災害に対する内視鏡スタッフの意識向上への取り組み～熊本地震を経験して～
日本赤十字社熊本健康管理センター
外来看護課内視鏡看護係 ○吉井 珠美、中野 裕美、小原ひふみ、松下 宏美
盛川恵美子
診療部

長島不二夫、川口

哲

Ｏ22 内視鏡室における地震発災直後の初動態勢作りに向けて～グループワーク学習を通して～
潤和会記念病院 手術室 ○田中 麻衣、田中 香織、地村 良子、小坂 尚子
児玉みゆき、落合 京子
【ランチョンセミナー１】 （12:30～13:30）
「おもいはひとつ！究極の安心安全を目指した機器・デバイス管理術
～Goodな検査・処置のための内視鏡技師の役割とは～」
演者 国立大学法人神戸大学医学部附属病院
司会 島根県立中央病院

吉村
兼
角森 正信

共催 オリンパス株式会社
【ベンダープログラム】
（13:40～14:40）
「エイジフレンドリーな内視鏡治療について～人生100年時代を見据えて～」
演者
東京都健康長寿医療センター 内視鏡科
司会
富山赤十字病院（日本消化器内視鏡技師会看護委員会副委員長）

西村
誠
大橋 達子

共催 ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
【一般演題６】

（14:40～15:20）

「治療」
座長 宝塚市立病院

松本 裕子

Ｏ23 ポリペクトミー治療介助のスキルアップを目指した知識テストとハンズオントレーニングの効果
名古屋大学医学部附属病院 光学医療診療部 ○髙橋 知子、高田
中央放射線部

学、山村 健史、廣岡 芳樹

大宮 孝子

Ｏ24 十二指腸治療内視鏡における内視鏡技師のアプローチ
慶應義塾大学 医学部 腫瘍センター 低侵襲療法研究開発部門
内視鏡技師 ○佐々木 基
内視鏡医

藤本

愛、前畑 忠輝、落合 康利、後藤

修

加藤 元彦、中山 敦史、飽本 哲平、光永

豊

矢作 直久
Ｏ25 消化管癌に対する Magnetic anchor-guided ESD の報告
医療法人 山下病院 看護部 ○常見 麻芙、桒原ともみ、藤下 フミ、野村 秀子
平井英津子,井上美矢子,今枝千恵子、春日井とよみ
臨床検査部

今枝 佳三、馬場 朱美、角田 伸江、佐古 夏生

消化器内科

松崎 一平、服部 昌志

Ｏ26 当院内視鏡技師が行うクリップ操作のコツ～ 迅速かつ的確なクリッピングを習得する ～
大腸肛門病センター 高野病院 ○西坂 好昭、松平美貴子、野崎 良一、山田 一隆
【一般演題７】

（15:20～16:10）

「管理」
座長 川崎医科大学附属病院

河上真紀子

Ｏ27 修理金額から見えてきたスコープ定期点検の有用性
NTT 東日本関東病院 内視鏡部 ○田中 大夢、志賀 拓也、大圃

研

Ｏ28 内視鏡技師の事務業務として必要な資材・医事の知識
東芝病院 内視鏡部 ○今村 倫敦、三輪

純、向井 美月、尾澤 裕美

足達わくみ、加藤優美子、菊池
消化器内科

福寺

明乃、曽我多美子

柿本

光、山本 夏代、田代

彩、久保 朋子
淳

Ｏ29 当院での内視鏡生検異常値報告運用に関するリスクマネージメント
虎の門病院

内視鏡部 ○小山亜希子、森本佳奈子、田邊まゆみ、椿
消化器内科

智宏

布袋屋 修

Ｏ30 変則勤務を導入した内視鏡勤務体制の取り組みから見えたこと
愛知県がんセンター中央病院 看護部 ○中山 衣代
内視鏡部

田近 正洋

Ｏ31 働きやすい環境作りを目標に内視鏡室の 5S 活動を実施して
～医療安全の視点で整理・整頓を考える～
静岡県立静岡がんセンター 中央診療部 ○二ノ宮 歩、鈴木 嘉奈、石田 陽子、山田久美子
小泉 聡美

第３会場 [Ｂ２Ｆ イベントホールＢ]
【一般演題８】

（9:30～10:20）

「前処置１」
座長 大分大学医学部附属病院

甲斐 直美

Ｏ32 上部消化器内視鏡検査における咽頭麻酔法の工夫（第 2 報：氷片法とスプレー法を比較して）
みよし市民病院 内視鏡室

○新西美奈子、平井 桂子、槇田 充代、栃木

和

尾崎 真代、塚崎 時代
消化器内科

伊藤

治、濱田 広幸、上野 泰明、成瀬

達

Ｏ33 熊本地震後に自宅前処置で行った大腸内視鏡検査 206 例の検討
熊本市立熊本市民病院 内視鏡センター ○藤原美津子、仲摩 順子、佐藤多美子、下田 純子
豊田
消化器内科 医師
熊本大学医学部附属病院 消化器内科 医師

泉

山田 裕希、吉田 純子、多田 修治
脇 幸太郎

Ｏ34 大腸内視鏡検査前処置の水分摂取に対するチェックリストを用いた効果
獨協医科大学病院
看護部 消化器内視鏡センター ○仲山 通子、石嶋 玲子、内堀由美子
Ｏ35 大腸内視鏡検査時の前処置に関する実態調査 ～フローチャートでの前処置説明を導入して～
香川県立中央病院 内視鏡センター ○松下実知子、河野由希子
Ｏ36 入院患者の大腸内視鏡検査前処置において病棟看護師へフローチャートを活用した効果
奈良県総合医療センター 中央放射線内視鏡部 ○松澤 充代、石田

恵、西川 理沙、山中 美鈴

【一般演題９】

（10:20～11:20）

「機器・器具」
座長 熊本大学医学部附属病院 光学医療診療部

川西 幸洋

Ｏ37 抱き枕を使用した上部消化管内視鏡検査における緊張緩和の工夫
国際医療福祉大学塩谷病院 外来 内視鏡室 ○岡浜 雅子、廣瀬 里美、石原 理香
外来

石田由香里

Ｏ38 内視鏡的逆行性膵胆管造影における自作体位固定具の有用性
伊達赤十字病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○太細めぐみ、山本 珠美、吉田ひとみ、田村美佳子
市橋 裕美、石澤
看護師
消化器科

恵、白石 智美

麻林 陽香、沢田 浩美
飴田 咲貴、山内 夏未、小柴

裕、櫻井

環

久居 弘幸
Ｏ39 当院における ERCP 体位の経時的な体圧及びずれ力の変化
府中病院 内視鏡室 ○須﨑 恵子、木村 茂秀、瀬戸山 愛
Ｏ40 バンド付きディスポーザブルマウスピースの有用性
脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
臨床工学科 ○佐藤

咲、増子 弘明、宗方奈里枝、馬場 亮太

矢田部浩明、本多 幸子、吉田美由貴、藤原 章光
Ｏ41 シリコン印象材を用いた上部 ESD 中の口腔保護の取り組み（パテ法）
市立釧路総合病院 消化器内科内視鏡室 ○戸島みゆき、石田 吾抄、小島まり子、佐藤紀美子
山岸 祥代、菅原佐依里
消化器内科 医師

鈴木 一也

口腔外科 医師

高橋 浩師

口腔外科 歯科衛生士

須藤

萌、梶原理美子

Ｏ42 光線力学療法（Photodynamic Therapy:PDT）における黒フードの有用性
京都大学医学部付属病院 内視鏡部 ○樋口 浩和、横山 幸史、今西 加奈
がん薬物治療科
【一般演題 10】

堀松 高博、武藤

学

（11:20～12:00）

「処置具」
座長 脳神経疾患研究所付属 総合南東北病院

藤原 章光

Ｏ43 新型生検デバイスでの診断能力の検討
日鋼記念病院 消化器センター内視鏡科 ○内藤
消化器センター

健、﨑野 敬佑

横山 和典

消化器内科

松本

航

臨床工学室

小笠原慎弥、代田

充

Ｏ44 EUS-FNAB デバイスの違いによる検体採取量の検討
川崎幸病院 内視鏡センター ○小野 隆治、中川芽久実、鷹野 有希、小野 太資
消化器内科

大前 芳男、塚本 啓祐

Ｏ45 スネアの絶縁不良により、スネア絞約部以外に通電後潰瘍を形成した 1 例
JCHO 九州病院 臨床工学室 ○長冨 有樹、加來 佳訓、川原 未伎、谷

政範

松本 一志、濵本 英治
看護部 特殊外来

後藤 貴子、小川内佳美

Ｏ46 バイポーラ方式とモノポーラ方式の深達度の違い
JA 広島総合病院 臨床工学科 ○藤田 雄樹、伊藤 功一、村上 直己、瀬尾 憲由
内視鏡センター
消化器内科

平舛 仁美、石崎 淳子、松下 理恵
古土井 明、徳毛 宏則

【ランチョンセミナー２】 （12:30～13:30）
「新洗浄器導入で実現した内視鏡リプロセス業務効率化と質向上～エンドクレンズＲNeoへの期待」
演者 社会医療法人天神会新古賀病院 臨床工学課内視鏡室
司会
医療法人社団卓秀会平塚胃腸病院 検査部

松本 健太
田村 君英

共催 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

【パネルディスカッション】
（13:40～15:10）
「内視鏡技師としての胃瘻への関わり」
司会 亀田総合病院

松本 雄三

司会 朝日大学村上記念病院

吉田弥須子

Ｐ１ 内視鏡技師が関わる胃瘻知識の啓発活動
JA 広島総合病院 内視鏡センター ○石崎 淳子、松下 理恵、藤本七津美、徳毛 宏則
Ｐ２ 当院における PEG の現状～内視鏡技師によるサポートを見出す～
士別市立病院 内視鏡センター ○本郷 若菜、佐藤 貴幸、西尾ひろみ、菅原 祐子
消化器科

石井 吉史、神

崇志、仁木

卓、岩野 博俊

山田 政孝、山賀 昭二
Ｐ３ 水溶性消化管造影剤併用による安全な PEG 造設
渓和会江別病院内視鏡センター 臨床工学技士 ○工藤 智子、寺町 真哉、加藤
消化器内科

睦、井谷 菜穂

小橋 重親、品田 恵佐、高本秀二郎

Ｐ４ 個別性を重視した胃瘻交換への取り組み
脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 看護部 ○藤倉佐江子、紺野真知子、蓬田恵美子
臨床工学科

本田

毅、国島

医療相談課

青木 祥子

萌、渡邊 拓也

Ｐ５ 地域と連携しての胃瘻交換
健和会大手町病院 内視鏡室 ○穐吉美智子、岡本 直美、日高 里美、高木

歩

出口 良純

【一般演題 11】

医師

久田 裕史、河村 大輔

医療連携室

鈴木 美紀、田村 美奈

（15:10～16:00）

「前処置２」
座長 九州医療センター

石原えつ子

Ｏ47 大腸内視鏡検査における当院の前処置の現状および期待と課題
辻仲病院柏の葉 内視鏡室 ○大部智栄子
薬剤科

佐藤 将嗣

大腸肛門外科

浜畑 幸弘

Ｏ48 当院における経口腸管洗浄剤の効果判定について
中央林間病院 看護師 ○桐越 英恵、桜庭満紀子、松嶋多惠子、小柳喜久乃
山上智美子、内田 直美、高木 由美
診療部

木山

智、河野 正寛、管

知也、東 実貴士

Ｏ49 ピコルスファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸配合剤の当院での使用経験
医療法人社団根本医院 ○鈴木 正江、矢嶋真理子、佐藤 明美、渡部たか子
鈴木 尚美、木内 洋子、高谷 明子、椎名 好美
菅井 直子、根本 雄治
Ｏ50 演題取り下げ

Ｏ51 大腸内視鏡検査前処置用下剤（準高張液）の有用性の評価
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター ○村上 雅也、松本 裕子、城庵 蕉多、番場菜美子
眞鍋明日香、畑 真理子、柴田 理絵、金山留理子
溝渕 千佳
消化器内科

柚木崎紘司、李

兆亮、鼻岡

昇、杉田 光司

宮﨑 純一、田中 弘教
消化器内視鏡センター／消化器内科

阿部

孝

第４会場 [４Ｆ 国際会議場]
【教育講演２】

（10:00～11:00）

「消化管狭窄に対する内視鏡的ステント留置術」

【教育講演３】

演者 順天堂大学医学部附属順天堂医院

伊佐山浩通

司会 大分三愛メディカルセンター 消化器病・内視鏡センター

大波多歳男

（11: 00～12:00）

「LECS（Laparoscopy and Endoscopy Cooperative Surgery：腹腔鏡･内視鏡合同手術）の歴史と未来」
公益財団法人 がん研有明病院 消化器センター

比企 直樹

司会 慶應義塾大学 医学部 腫瘍センター

佐々木 基

【ランチョンセミナー３】（12:30～13:30）
「経鼻は楽だが役に立つ」
演者
大阪赤十字病院 消化器内科
圓尾 隆典
司会
大腸肛門病センター 高野病院
松平 貴美子
共催 富士フイルムメディカル株式会社
【一般演題 12】

（13:40～14:40）

「洗浄消毒」
座長 済生会日田病院

國武 憲章

Ｏ52 経鼻スコープにおける球状洗浄ブラシの ATP 測定による検討
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、島田 直子
三井

厚

Ｏ53 安全性を考慮したスコープ洗浄の効率化を目指して
日本ステリ㈱ ○柿沼 行雄、村上 博之、居谷 四郎、青木 薫平
多田 裕和
国立がん研究センター 中央病院 内視鏡科

金子 順子、高丸 博之、吉永 繁高

Ｏ54 枯草菌を用いた内視鏡洗浄デバイス効果の検討
河北総合病院 内視鏡室 ○谷道 清隆、木下 清香、田中

舞、山田

綾

佐々木祐子、堀川 由佳、佐々木麻衣、上村

慶

山本 未歩、谷村 勇多、増川

彩、川村 奏響

花島 早苗
消化器内科

山下 浩子

感染症科

藤井 達也

Ｏ55 フタラール製剤における消毒回数の限界と消毒効果の検討
株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院
臨床工学科 ○藤掛 拓也、岡崎 健一、寺田 尚人

Ｏ56 当院における新型内視鏡洗浄消毒器の使用経験
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 ○山崎 愛弥、大庭 麻美、増田 松子、中村 玲子
消化器内科

出口 隆造

外科

島田 英雄

Ｏ57 内視鏡スコープを取り扱う診療科のスコープの質の保証と管理の標準化への取り組み
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 ○岡崎美千代、浜田 明美、高見 奈美、小野 房枝

（14: 40～15:30）

【国際フォーラム】

「中国軟性内視鏡洗浄消毒ガイドラインの施行による変化」
演者：上海長海医院 消化器内視鏡センター（中国医師協会内視鏡医師分会病院感染制御・管理専業委員） 傳

増軍

司会 社会医療法人生長会 府中病院

高橋 陽一

座長 富良野協会病院

山口 謙二

（15: 30～16:10）

【一般演題 13】
「教育２」

Ｏ58 検査開始時における新たな取り組みについて～当院でのタイムアウト施行による現状の評価～
札幌東徳洲会病院

ＭＥ室 ○市川

晶

消化器・ＩＢＤセンター

袴田 麻美

消化器内科

太田 智之

Ｏ59 当院における医療安全向上への取り組み～過去の事例から学ぶ～
東海大学医学部付属病院 内視鏡室 ○杉本美智子、本村 郁子、荻野 和広、坂井 智会
宮島ひかり、大沼 朋寛、藤沼 美成、杉本あゆみ
消化器内科

鈴木 孝良

Ｏ60 内視鏡スタッフの教育方法と課題
聖隷浜松病院 臨床工学室 ○森谷 千秋、黒﨑 瑠依、高柳 綾子、大澤真智子
安藤 零、杉山征四朗、久保田沙也香、秋元 聡子
水村 敦子、草場 嘉美、氏原 庸介、清水 奎太
曽根 太一、鈴木 健吾、鈴木 らら、北本 憲永
Ｏ61 アジアにおける内視鏡看護支援活動 第４報
～タイマヒドン大学シリラート病院での交流と今後の展望～
社会医療法人宏潤会 大同病院 ○宮脇 千春
JA 岐阜厚生連 東濃厚生病院

加藤 梨沙

名鉄病院

太田 真美

名古屋大学大学院医学系研究科 消化器内科学

後藤 秀実

第５会場 [７Ｆ 大会議室]
【安全管理委員会セミナー】 （10:00～11:00）
「内視鏡室の感染対策 Ｑ＆Ａ」
司会：
（内視鏡安全管理委員会）
【公開ミーティング】

（11:00～12:00）

「内視鏡洗浄の標準化検討会」
※入場はフリーです。学会参加証が必要です
司会

平塚胃腸病院

田村 君英

生長会 府中病院

高橋 陽一

日本消化器内視鏡技師会

佐藤 絹子

【ワークショップ】

（13:40～15:10）

「内視鏡検査・治療領域における臨床工学技士の役割」
司会 北海道大学病院

岩崎 毅

司会 島根県立中央病院

角森正信

Ｗ１ 臨床工学技士の内視鏡業務体制への強化・確立を目指して
～チーム医療に向けた当院の業務内容・役割～
医療法人住友別子病院 診療部臨床工学室 ○高橋 祐樹
Ｗ２ 臨床工学技士らしい内視鏡業務支援 STYLE の再考
神戸大学病院 光学医療診療部 ○吉村

兼、野田 有希、川波 由葵、多山

幸

中村 麻美、吉岡 真里
Ｗ３ 当院での内視鏡業務における役割と臨床工学技士臨床実習の実態調査からみた展望
大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター ○柴森 直也、阿部 真也、野見山典子、水田 博士
小嶋 融一、竹内 利寿
消化器内科

川上

研、樋口 和秀

Ｗ４ 小児内視鏡検査・治療領域における臨床工学技士の役割
京都大学医学部附属病院 医療器材部 ○横山 幸史、今西 加奈、樋口 浩和
Ｗ５ 臨床工学技士の視点から Cold Snare Polypectomy に使用するスネアの選定に貢献
戸畑共立病院 臨床工学科 ○町井 基子、金城 光平
消化器病センター
【一般演題 14】

大津 健聖、宗

祐人

（15:10～16:00）

「検査」
座長 花牟禮病院

有村 彰洋

Ｏ62 病院リニューアルにおける内視鏡センター設立への取り組み
～導線・効率化を考慮したレイアウト～
大腸肛門病センター高野病院 内視鏡技師 ○松平美貴子、西坂 好昭
医師

野崎 良一、山田 一隆

Ｏ63 酢酸インジゴカルミン混合液による胃腫瘍性病変の検出能と患者評価の検討
医療法人山下病院

臨床検査部 内視鏡科 ○馬場 朱美、今枝 佳三、角田 伸江、佐古 夏生
看護部 検査センター

桒原ともみ、藤下 フミ、野村 秀子、平井英津子
井上美矢子、今枝千恵子、常見麻芙、春日井とよみ

消化器内科

広瀬

健、松崎 一平、服部 昌志

Ｏ64 活動期が疑われる潰瘍性大腸炎における簡易的な大腸内視鏡検査の有用性
医誠会病院 内視鏡センター ○原田 愛子、垣田 真成、杉田

惇、山田

匠

野口 哉太
消化器内科

福知

工

Ｏ65 上部消化管内視鏡検査時の鎮痙剤中止による影響の検討
市立室蘭総合病院 内視鏡室 ○長船 裕美、片岡

薫、山田 祐樹、奈良美矢子

西村 克美
消化器内科

金戸 宏行、清水 晴夫、佐藤 修司、伊早坂 舞
一色 裕之、我妻 康平、榮浪 洋介

Ｏ66 内視鏡的逆行性膵胆管造影（ERCP）の被験者に対する安全・安楽な体位の検証
糸島医師会病院 看護部 中央治療室 ○河合 麻里、池田

茜

第６会場 [Ｂ２Ｆ／２Ｆ／４Ｆ／７Ｆ]
【機器展示】
【書籍販売】 （9:30～15:00）
＊株式会社ＩＨＩシバウラ

＊株式会社アダチ 本社

＊株式会社アビス

＊株式会社アムテック

＊乾商事株式会社

＊イワツキ株式会社

＊株式会社ＳＴＳメディック

＊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

＊カイゲンファーマ株式会社

＊株式会社カネカメディックス

＊キッコーマンバイオケミファ株式会社

＊キユーピー株式会社

＊興研株式会社

＊ジョンソン･エンド･ジョンソン株式会社

＊スリーエムジャパン㈱ ヘルスケアカンパニー

＊株式会社精研

＊ゼオンメディカル株式会社

＊株式会社トップ

＊ニプロ株式会社

＊株式会社日本医化器械製作所

＊㈱パイオラックスメディカルデバイス

＊ハリヤード・ヘルスケア・インク

＊ＰＳＰ株式会社

＊フェリング・ファーマ株式会社

＊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㈱

＊ＨＯＹＡ株式会社

＊堀井薬品工業株式会社

＊株式会社メディテックジャパン

＊医療機器業構成取引協議会

＊神稜文庫株式会社（書籍）
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