第 81 回 日本消化器内視鏡技師学会 プログラム
【学会長】松本 裕子 （医療法人 錦秀会 阪和住吉総合病院）
【会 期】平成 30 年 11 月 2 日（金）
・3 日（土）
【会 場】京都パルスプラザ（京都）
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：１１月２日（金）
》
第３会場〔３階〕
【イブニングセミナー】

（16：30～17：30）

「緊急内視鏡における技師の役割 ～消化管出血を中心に～」
」
阪和住吉総合病院 院長

阿部

司会 大阪労災病院

孝

出野 憲由

《第２日：１１月３日（土）
》
第１会場〔１階：大展示場 A〕
・・開会式・・

（9：20～9：30）

【報 告】
日本消化器内視鏡技師会長

田村 君英

第 81 回日本消化器内視鏡技師学会長

松本 裕子

【開会の辞】

【一般演題 1】

（9：30～10：50）

「看護」
座長

大津赤十字病院 放射線科 辻

やまむら内科 内視鏡クリニック

幸記

出口 京子

Ｏ１ 内視鏡スタッフによる検査説明導入の取り組み～患者の不安軽減を目指して～
総合上飯田第一病院 内視鏡センター 〇安藤佐和子、古橋 折香、大峯 鉄男、岩口

暢

藤田 美絵
Ｏ２ 精神科専門病院で内視鏡検査を受ける患者の満足度調査
東京都立松沢病院 看護部手術室 〇長岡 綾子、西井

順子、古賀

薫、川瀬里佳子

永井めぐみ、原田 奈々恵、梅村 朱美
Ｏ３ 鎮静剤使用で上部消化管内視鏡検査を受ける患者の意識調査
国立病院機構北海道がんセンター
内視鏡センター 〇梶谷 智美、伊藤有希子、髙森 晴美、伊勢 修江
大塚 保子、田中 綾香、醍醐 亜弥、篠塚 雪絵
藤川 幸司
Ｏ４ 鎮静剤を使用して内視鏡検査を受ける外来患者の安静時間の検討
～安全性を考慮した麻酔回復スコアの活用～
札幌医科大学附属病院 看護部 〇加賀谷由香、宇野 史枝、松浦美由紀、小島 麻子
小野寺美希子
Ｏ５ 内視鏡的逆行性胆管膵管造影時における体位管理の見直し～アクションリサーチ法を用いて～
盛岡赤十字病院 外来 内視鏡センター 〇高橋 理恵、舘澤富美子、松葉真紀子
Ｏ６ 大腸内視鏡検査における挿入困難例に対するクリニカルパスの有用性
田坂記念クリニック

内視鏡技師 看護師 〇倉永 延代、佐藤 真美
医師

加藤 雅士、佐竹 儀治

Ｏ７ ラダー評価の客観性についての検証
栃木県立がんセンター 内視鏡センター

〇亀田 玲子、大和田一美、長谷川真理子、小山 純子
高貝恵美子、稲葉 早苗、田部田宏美、安納美恵子
山口 律子、小林

望、小西

潤、今野 真己

内藤 裕史
Ｏ８ 内視鏡治療に対するタイムアウト定着への取り組み～医療チームの意識調査を通して～
川崎医科大学附属病院
内視鏡・超音波センター 〇宗近優美子、山本 智美

【一般演題２】

外来

坂東多恵子

消化管内科学

大澤 元保

（10：50～11：30）

「前処置」
座長 原町赤十字病院 消化器内視鏡センター 関 美喜男
Ｏ９ 患者に優しい大腸内視鏡検査前処置法の検証
～ 高張ポリエチレングリコール腸管洗浄剤『2杯1杯法』 ～
東京西徳洲会病院
外来内視鏡室 〇青木 文子、阿部 千栄、信夫 恵子、前田むつみ
伊藤 綾沙
医師

山本 龍一

Ｏ10 大腸内視鏡検査前処置に経口腸管洗浄剤を服用した入院患者の排便状態の検討
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 〇北本 浩子、矢部 和子、谷 さとみ、小野 房枝
Ｏ11 大腸内視鏡検査前処置の入院2日に分けた洗腸液内服を行うことによる検査前日深夜の排便回数へ
の影響の考察
根本医院 内視鏡科 〇矢嶋真理子、鈴木 正江、佐藤 明美、鈴木 尚美
木内 洋子、菅井 直子、渡部たか子、根本 雄治
Ｏ12 大腸内視鏡前処置不良例の経時的評価: Boston bowel preparation scale を用いて
聖路加国際病院

消化器センター内視鏡室 〇山口 佳織、村上優賀里、新

宏美、窪田 千里

志藤 七海、柏木絵梨香、今村明日香、松岡

恵

大谷 久恵、坪内 志保、古屋 智子、竹内久美子
秋山
聖路加国際病院付属クリニック

消化器内科

仁、大塚

哲、岡田 修一

小俣富美雄

【ランチョンセミナー1】 （12：00～13：00）
「未定」
講演

未定

司会

未定

共催 オリンパス株式会社

【一般演題３】

（13：20～14：10）

「管理 1」
座長

大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター

柴森 直也

Ｏ13 当センターの内視鏡の諸問題について
熊本県総合保健センター 内視鏡室 〇堀江まどか、木原 優子、東 真奈美、渡辺佐知子
医師 土亀 直俊、村上 晴彦、西村 龍一

Ｏ14 当院の臨床工学技士が行なう内視鏡管理術 ～データーベースの有用性～
住友別子病院 診療部臨床工学室 〇高橋 祐樹、近藤 弘樹、宮崎 昌彦
Ｏ15 緊急内視鏡における内視鏡技師の役割
虎の門病院 内視鏡部 〇椿

智宏、小山亜希子、布袋屋 修

Ｏ16 スコープに付着した糊の除去方法を検証して
八尾徳洲会総合病院 臨床工学科 〇中西 孝次、藤田 和睦、藤村 篤志、杉本 拓弥
杉山 真一、石頭
森本 柾允、鄧

翼、向井 砂帆、長谷川弘将
淦芸、野間 康平、今堀 泰一

岡本 誠人、中筋 隆太、三原 寿之、松村

遥

Ｏ17 内視鏡スコープの修理費削減の取り組み
総合上飯田第一病院 臨床工学科 〇須崎

【特別講演】

昂、仁川 頌也、太田 憲一、平野

恵

（14：10～15：10）

「大腸癌にならないための生活習慣」

【教育講演２】

講演

石川消化器内科 理事長

石川 秀樹

司会

阪和住吉総合病院 院長

阿部

孝

（15：10～16：10）

「胆膵治療の最前線」

・・閉会式・・

講演

宝塚市立病院 消化器内科 主任医長

李

兆亮

司会

第 81 回日本消化器内視鏡技師学会長

松本 裕子

第 82 回日本消化器内視鏡技師学会長

関 美喜男

（16：10～16：20）

【表彰式】
【閉会の辞】

第２会場〔1 階：大展示場 C〕
【シンポジウム】

（9：30～11：00）

「内視鏡技師としての検査・治療への関わり」
司会

岸和田徳洲会病院 内視鏡センター
山下病院 臨床検査部 内視鏡科

吉村

兼

馬場 朱美

Ｓ１ 当院内視鏡検査における鎮静の標準化への取り組み
医療法人 親愛 天神クリニック 〇日下部有記、高瀬 園実、馬場依梨子、井手 真子
水落 明希、渡邉

瞳、堺

勇二、上村精一郎

前田 和弘
Ｓ２ 易誤嚥のある入院患者の上下部およびカプセル内視鏡検査を受けた患者を経験して
愛媛大学医学部附属病院 看護部 〇藤本 邦弘、村上夕希子、峯本奈緒美、高瀬

瞳

十亀 麻未、丸山 智恵、久津和亜希子、渡部 美晴
河野 宣子、樋口 則子
医師

丹下 和洋、池田 宜央

ME 機器セ ンター

山本 尊義、山田 文哉

Ｓ３ 胆膵領域における内視鏡治療介助の最前線
大阪医科大学附属病院
消化器内視鏡センター 〇野見山典子、阿部 真也、柴森 直也、水田 博士
増田 大介、竹内 利寿

Ｓ４ EUS－FNA導入時の内視鏡技師の関わりについて
阪和住吉総合病院 内視鏡部 〇村上 雅也、松本 裕子
看護部
消化器内科

田丸 裕理、愛場 香、鎌船 直美
井上 祐真、川端 一美、宮本 勇人、池尾 光一
矢田

豊、阿部

孝

Ｓ５ 臨床工学的観点から観たRisk ManagementとTeam Management
京都大学医学部付属病院 内視鏡部 〇樋口 浩和、横山 幸史、今西 加奈
消化器内科
腫瘍内科

宮本 心一、松浦
武藤

稔、妹尾

浩

学

【ランチョンセミナー２】 （12：00～13：00）
「スムーズな大腸内視鏡検査を行うためのコツ（仮）
」
講演

医療法人原三信病院／松坂内科クリニック
講演

松坂 浩史

聖隷健康診断センター

深津 久恵

司会

橋本 逸子

友仁山崎病院

共催 富士フイルムメディカル株式会社

【教育講演１】

（13：20～16：10）

「EMR とポリペクトミーの基礎から応用まで」
講演

大阪赤十字病院 消化器内科

鼻岡

昇

「EMR やポリペクトミー介助時のデバイス操作のコツ～大阪医大初級者用メソッド 15 年分～」
講演

大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター

阿部 真也

「コールドポリペクトミースネアの紹介」
（オリンパス㈱／富士フイルムメディカル㈱／ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱）
講演

メーカー担当者

司会 大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター

阿部 真也

第３会場〔３階：稲盛ホール〕
【一般演題４】

（9：30～10：10）

「検査・治療 1」
座長 川崎医科大学附属病院 内視鏡・超音波センター

河上真紀子

Ｏ18 小腸カプセル内視鏡検査における臨床工学技士の関わり
株式会社 日立製作所 日立総合病院
臨床工学科 〇本田 勇二、山本 桃子、明石 尚樹、山田 一之
消化器 内科

鴨志田敏郎

Ｏ19 総胆管結石に起因する胆管炎における胆汁培養
医誠会病院 臨床検査部 〇杉田
上村
消化器内科

惇、原田 愛子、野口 哉太、山田
慶、北橋 和紀

古賀 英彬

Ｏ20 大腸ポリープの内視鏡的粘膜切除術における標本回収方法の比較検討
東北労災病院 消化器内視鏡センター 〇戸渡 美香、早坂 睦子、枡澤由美子
胃腸内科
Ｏ21

白木

学、大原 秀一

Cold polypectomyにおける問題点と介助時の工夫・対処法
大腸肛門病センター高野病院 内視鏡センター
内視鏡技師 〇松平美貴子、西坂 好昭
医師

野崎 良一、中村

寧、山田 一隆

匠

【一般演題５】

（10：10～11：00）

「検査・治療２」
北海道大学病院 ME 機器管理センター

座長

岩崎

毅

Ｏ22 内視鏡技師と内視鏡専門医での助手の違いによる総胆管結石治療成績の比較
東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 〇吉田 匡良
内視鏡科

松川 美保、倉岡 賢輔、西村

誠

Ｏ23 十二指腸ESDにおける内視鏡技師の介助戦略
虎の門病院

内視鏡部 〇小山亜希子、椿
消化器内科

智宏、舘入 由佳

岡本 陽祐、布袋屋 修

Ｏ24 内視鏡的手縫い縫合法の発展と介助技術の向上を目指して
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 〇佐々木 基
内視鏡医

飽本 哲平、前畑 忠輝、落合 康利、加藤 元彦
中山 敦史、木口 賀之、矢作 直久

日本医科大学 消化器内科学

後藤

修

臨床工学課 〇髙木

基

Ｏ25 当院で内視鏡的全層縫合器を用いた 2 例
大分三愛メディカルセンター

看護部

田﨑 美香、坂田 信子、山﨑 賢一

臨床検査部

工藤 千佳、小野 美智

診療部

大波多歳男、亀井紗也香

消化器内科

佐藤 孝生、上田城久朗、錦織 英史

Ｏ26 腹腔鏡下手術中内視鏡における内視鏡技師の関わり
総合南東北病院 臨床工学科 〇矢田部浩明、和田 雄貴、田崎 友彬、馬場 亮太
藤原 章光

【一般演題６】

（11：00～11：30）

「処置具」
座長
Ｏ27

日鋼記念病院 消化器センター内視鏡科

内藤

健

新製品ディスポーザブルクリップ装置の使用経験とその有用性について
大腸肛門病センター高野病院 内視鏡センター
内視鏡技師 〇西坂 好昭、松平美貴子
医師

中村

寧、野崎 良一、山田 一隆

Ｏ28 超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法（ＥＵＳ-ＦＮＡ）に使用された穿刺針の針先の拡大鏡観察
三井記念病院 内視鏡部 〇稲垣 景司
消化器内科

戸田 信夫

Ｏ29 レーダーチャートを用いた医材評価～医材の比較と特徴の見える化の実施～
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 〇松永 和也、大庭 麻美、増田 松子、中村 玲子
消化器内科
外科

出口 隆造

島田 英雄

【ランチョンセミナー３】 （12：00～13：00）
「未定」
講演

未定

司会

未定

共催 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

【ベンダープログラム】

（13：20～14：20）

「未定」
講演

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

【パネルディスカッション】 （14：30～16：00）
「内視鏡検査室での多職種連携」
司会 亀田総合病院

松本 雄三

東海大学附属八王子病院

荻野 和広

亀田総合病院

松本 雄三

【基調講演】

Ｐ1 内視鏡室での多職種連携について ～臨床検査技師と看護師がいる職場での運用～
東京品川病院 検査科 内視鏡室 〇今村 倫敦、菊池

彩、向井 美月

検査科

尾澤 祐美

救急部

加藤優美子、福寺 明乃、梶原 有美

消化器内科

石井 直樹

Ｐ２ 内視鏡センターにおける看護師と臨床検査技師の患者急変時の連携について
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター 〇西澤 敦子、呑村 和美
Ｐ３ 消化器内視鏡業務における他部門連携について
大阪医科大学附属病院
消化器内視鏡センター 〇柴森 直也、阿部 真也、野見山典子、水田 博士
山口 朱美、小嶋 融一、竹内 利寿
消化器内科
Ｐ４ 当院における多職種連携の現状

樋口 和秀

～分業と協働～

山下病院 臨床検査部 内視鏡科 〇馬場 朱美、今枝 佳三、佐古 夏生、伊藤
看護部 検査センター

萌

桒原ともみ、藤下 フミ、野村 秀子、平井英津子
井上美矢子、常見 麻芙、野田 素美、坂下 麻予
加賀理悦子、早川 友里

Ｐ５ 内視鏡センターにおける多職種連携リノベーション ～アンケート結果から～
大阪労災病院 内視鏡センター 〇出野 憲由、榎本

毅、辰己しおり、松本

好

伊庭 智子、圓福 七奈、藤土 尚子、舩津 沙波
松下 裕美、松井 由香、溝口 香奈、山田 友希
山口

陽

第４会場〔５階：ラウンジ〕
【公開ミーティング】

（9：30～10：30）

「内視鏡洗浄の標準化～多施設検討中間報告」
※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

日本鋼管病院

佐藤 絹子

【一般演題７】

（10：40～11：20）

「洗浄・消毒」
住友別子病院

矢野 光明

四国こどもとおとなの医療センター

座長

岡本澄美子

Ｏ30 当院での内視鏡スコープ培養検査の実施と検査結果からみえたこと
福岡徳洲会病院 臨床工学科 〇坂野 梨絵、藤野 真可、明吉 和子、神野 愛香
信原 萌乃
消化器内科

阿部 太郎

臨床検査科

岡崎 優子

Ｏ31 水温管理を行うことで超音波洗浄機の蛋白除去能は変化するか
NTT 東日本関東病院 内視鏡部 〇田中 大夢、志賀 拓也
消化器内科

大圃

研

Ｏ32 内視鏡洗浄消毒装置における消毒液濃度測定方法の改善
JA 広島総合病院 臨床工学科 〇藤田 雄樹、松浦 千澄、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
徳毛 宏則

Ｏ33 過酢酸製剤による安全で経済的なスコープ洗浄消毒 -これまでの洗浄履歴を振り返って広島赤十字・原爆病院 内視鏡センター 〇棚田 妙子、垣田みどり、大田 紀子、浜本 美穂
鶴田多重子、木村 紀子、山本 壽子、城谷 留巳
好川 由紀、伊藤恵里奈、濱崎 紀江、山本 章子
第一内科

岡信 秀治

【ワークショップ】 （13：20～14：50）
「内視鏡検査・治療時の看護への取り組み」
司会

服部病院

上田 道子

友仁山崎病院 内視鏡センター

橋本 逸子

【基調講演】 「内視鏡検査・治療時の看護への取り組み」 ～鎮静下での看護について～
服部病院

上田 道子

Ｗ１ 食道 ESD 時の顔面のルゴール沈着予防に対する取り組み
市立釧路総合病院 内視鏡室 〇石田 吾抄、戸島みゆき、佐藤紀美子、山岸 祥代
菅原佐衣里、榊原 卓也、鈴木 一也
Ｗ２ 当院での安全な鎮静への取り組み
JA 広島総合病院 内視鏡センター 〇冨山 直美、石﨑 淳子、平舛 仁美、松下 理恵
Ｗ３ 覚醒基準にロンベルグ試験を追加した後の帰宅基準における実態調査
友仁山崎病院 内視鏡センター 〇早川 初美、上山 理奈、鬼頭 紀子、大野 淳子
坪野 友子、川嵜恵美子、森田 周子、山田 圭介
松本 知子、橋本 逸子
【一般演題８】

（15：00～15：50）

「管理２」
座長

仙台市医療センター 仙台オープン病院

Ｏ34 内視鏡センターにおける医療安全への取り組み -内視鏡安全チェックを導入して香川県立中央病院 内視鏡センター 〇河野由希子、松下実知子、瀧川 実穂
Ｏ35 内視鏡室における環境管理の改善に向けた取り組み
～ATP ふき取り検査による環境表面清浄度調査より～
北海道大学病院
中央診療検査Ⅱナースセンター 〇石塚千恵子、表 留美子、三浦 優子

熊澤さえ子

Ｏ36 食道癌患者に対する腫瘍融解ウイルスの内視鏡的投与の実際－感染対策の取り組み－
岡山大学病院 光学医療診療部 〇矢野 朋美、采女 典子、森
岡山大学 医学部 消化器外科学

隆弘、笠原由美子

田辺 俊介、黒田 新士、野間 和広、田澤

大

香川 俊輔、白川 靖博、藤原 俊義
Ｏ37 ERCP検査時における被ばく防護への認知と啓発
～JG（ジャングルジム)法による室内散乱線量測定～
豊川市民病院 放射線・内視鏡センター
内視鏡技師・IVR 認定看護師 〇井上
豊川市民病院 放射線技術科
豊川市民病院 消化器内科
川崎医療福祉大学

薫

伊藤 光代
佐野

仁

竹井 泰孝

Ｏ38 内視鏡業務における放射線防護への取り組み～職業被爆への理解を深める～
社会医療法人敬愛会中頭病院
内視鏡センター 〇渡口 梨華、喜浦 知美、比嘉美香子

第５会場〔２階：機器展示〕
【機器展示】
【書籍販売】 （9：30～15：00）
＊株式会社ＩＨＩアグリテック

＊株式会社アイテックス

＊株式会社アスカメディカル

＊株式会社アダチ

＊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

＊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

＊タカノ株式会社

＊株式会社トップ

＊ニッタ株式会社

＊ニプロ株式会社

＊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

＊富士フイルムメディカル株式会社

＊ＨＯＹＡ株式会社 PENTAX Medical

＊堀井薬品工業株式会社

＊ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱

＊株式会社メディテックジャパン

＊神稜文庫株式会社（書籍）

2018.7.23 現在（五十音順）

プログラム委員（敬称略，五十音順）
岩崎
並木

毅，岡田 修一，佐藤 絹子，関 美喜男，髙橋 陽一，田村 君英
薫，内藤
健，深井
学，松本 裕子，山口 謙二

査読委員（敬称略，五十音順）
阿部 真也，浅黄谷美里，有村 彰洋，伊賀ゆかり，石崎 淳子，池上 慎一
伊藤 俊之，上田 道子，上野 朋美，梅田加洋子，大波多歳男，岡山 裕子
岡本澄美子，岡林さよみ，尾﨑 貴美，梶原みゆき，鎌田 博之，川﨑 正一，
菊田
学，工藤 重光，熊澤さえ子，齋藤 純子，佐藤 貴幸，鈴木 英一
田中 広子，田村真由美，塚本友美子，土田美由紀，角森 正信，出口 京子
野城 和彦，橋本 逸子，馬上 典子，藤原 章光，藤原
健，藤井 秀康
前田 智聰，松本 雄三，三浦 美保，村上 雅也，山田 一之，吉田弥須子
若山 晃大
第 81 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（株）プロアクティブ内
TEL: 078-332-2505
FAX : 078-332-2506（平日 9：30～18：00）
E-mail：jgets81@pac.ne.jp

