第 84・85 回 日本消化器内視鏡技師学会 プログラム
【第 84 回学会長】出野 憲由（労働者健康安全機構 大阪労災病院）
【第 85 回学会長】吉田弥須子（朝日大学病院）
【会 期】2020 年 11 月 6 日（金）
・７日（土）
【会 場】奈良県コンベンションセンター
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：１１月６日（金）
》
第１会場〔１F：ホール A〕
第３会場〔２F 会議場〕
（第１会場中継）
〈第 84 回日本消化器内視鏡技師学会〉
【イブニングセミナー１】

（15：00～16：30）

「アバターロボットを活用した社会参加事例」
株式会社オリィ研究所 CEO

吉藤オリィ

司会 労働者健康安全機構 大阪労災病院

出野 憲由

〈第 85 回日本消化器内視鏡技師学会〉
【イブニングセミナー２】

（17：00～18：30）

「消化管出血に対する緊急内視鏡的止血術」
朝日大学病院 副院長 消化器内科 診療部長 教授

八木 信明

司会 朝日大学病院

吉田弥須子

《第２日：１１月７日（土）
》
第１会場〔１F：ホール A〕
・・開会式・・

（9：10～9：20）

【報 告】
日本消化器内視鏡技師会長

角森 正信

第 84 回日本消化器内視鏡技師学会長

出野 憲由

第 85 回日本消化器内視鏡技師学会長

吉田弥須子

座長 友仁山崎病院

橋本 逸子

【開会の辞】

【一般演題１】

（9：20～10：10）

「看護１]
Ｏ-1 季節性アレルギー性鼻炎による経鼻内視鏡検査の影響について
富士フイルム健康管理センター 内科 〇五十嵐圭子、佐野
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望、杉山真里奈

Ｏ-２ 上部内視鏡検査時の苦痛緩和を目指して～検査中に音楽を流す事の効果検証～
ブラザー記念病院 内視鏡センター 〇古橋 折香、 長坂 佳子
院長

本田

亘

消化器内科部長

加藤幸一郎

消化器内科医長

江畑美恵子

Ｏ-３ 上部内視鏡検査前の血圧上昇に係る要因を探る
栃木県立がんセンター
内視鏡センター 〇長谷川真理子、川又美崎、前田恵梨香、鈴木かおり
田部田宏美、大塚 里美、高貝恵美子、小山 純子
大和田一美、安納美恵子、山口 律子、今野 真己
小西

潤、小林

望

Ｏ-４ 上部消化管内視鏡検査における鎮静剤使用者の回復時間と安全性について
三栄会 中央林間病院 看護部 〇桐越 英恵、平沙 敬悟、赤木 由香、若林 寿恵
内田 直美、関口 実幸、鳳桐 梨沙
外科
診療技術部
内科

木山

智、河野 正寛、牧 ゆかり、古橋 七海

鈴木 冠史
菅

知也

臨床工学科

藤井 純一

内視鏡センター

山崎 泰子

Ｏ-５ 内視鏡回復室の退室基準『麻酔回復スコア』作成と導入への取り組み
川崎医科大学附属病院
内視鏡・超音波センター 〇山本 智美、宗近優美子、藤原 晶子

【特別講演】

外来

坂東多恵子

食道・胃腸内科

大澤 元保

（10：10～11：20）

「内視鏡室での医療安全について（仮）
」
名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 顧問弁護士
司会 トヨタ記念病院

北野 文将
首藤

崇

【ランチョンセミナー１】
（11：50～12：50）
「大腸内視鏡検査のために技師に必要な心・技・体～用手圧迫を中心とした妥協なき検査サポート～」
岸和田徳洲会病院 内視鏡センター
社会福祉法人しなのさわやか福祉会介護老人保健施設みぶの里

吉村

兼

藤井 秀康

共催 オリンパス株式会社
【教育講演１】

（13：00～14：00）

「内視鏡スタッフのための新型コロナ COVID-19 対策」

-2-

熊本地域医療センター 内視鏡室

淡路 誠一

司会 愛媛大学医学部附属病院

藤本 邦弘

【一般演題２】

（14：10～14：50）

「看護２]
座長 服部病院

上田 道子

Ｏ-６ 大腸内視鏡検査時の鎮痛剤使用時に出現する副作用に関する検討
ＪＲ広島病院 内視鏡センター 〇山内明日香、河野 暢子、近藤 紗織、苅田 珠子
伊藤麻弥子、安氏 清香、安永 香織、中川 裕美
Ｏ-７ 内視鏡的粘膜下層剥離術を受ける患者に対する術前オリエンテーションの効果
仙台厚生病院 消化器内視鏡室 〇後藤 結加、佐藤 美樹、工藤 萌子、丹野 朱里
菅原 里香、幕田 喜子、菊池 麻衣、梅木まゆみ
伊藤恵美子、泉山 美樹、岩渕 見和、盛岡万里子
Ｏ-８ 胃ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術）における術後の腹痛に関する検討
香川県立中央病院 内視鏡センター 〇松下実知子
消化器内科

石川 茂直

Ｏ-９ 看護師特定行為による胃瘻交換に関するアンケート調査
松村総合病院 外科外来 〇蛭田 博恵
外科

・・閉会式・・

二村 浩史

（15：00～15：10）

【表彰式】
日本消化器内視鏡技師会長賞
第 84 回日本消化器内視鏡技師学会長賞
第 85 回日本消化器内視鏡技師学会長賞

【閉会の辞】

第 86 回日本消化器内視鏡技師学会長
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佐藤 貴幸

第２会場〔１F：ホール B〕
【一般演題３】

（9：20～10：00）

「洗浄・消毒１」
座長 河北総合病院

谷道 清隆

Ｏ-10 内視鏡関連リユーザブル処置具の再処理中央一元化導入に向けた取り組み
東海大学医学部付属病院 内視鏡室 〇杉本美智子、本村 郁子、鳴海さとみ、宮島ひかり
大沼 朋寛、杉本あゆみ、降旗 俊介
消化器内科

鈴木 孝良

Ｏ-11 内視鏡洗浄消毒履歴管理システムの導入～当院独自のシステムの作成から運用～
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

出口 隆造、白井 孝之

外科

島田 英雄

Ｏ-12 内視鏡環境清掃用・除菌クロスの変更について
愛生会総合上飯田第一病院 臨床工学科 〇太田 憲一、浦
平野
看護部

啓規、須﨑

昂、仁川 頌也

恵

安藤佐和子、大峯 鉄男、中山美枝子、藤田 美絵
佐藤 陽子、船戸世津子

Ｏ-13 内視鏡検査後の環境整備の評価～蛍光ローションと UV ライトを使用して～
友仁山崎病院 内視鏡センター 〇山田 圭介、早川 初美、橋本 逸子、松本 知子
吉村万理恵、三角 牧子、近藤 絵理、鬼頭 紀子
坪野 友子、外海 絵里

【一般演題４】

（10：10～11：00）

「機器・処置具」
座長 日立製作所 日立総合病院

山田 一之

Ｏ-14 2 種類の細径・経鼻内視鏡における吸引時間とデバイス使用の有用性について
脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院
臨床工学科 〇増子 弘明、田崎 友彬、藤原 章光、安藤 啓子
Ｏ-15 ESD に用いるナイフの先端の洗浄方法の提案
佐野病院 臨床工学科 〇村上

圭、舩瀬 公博、原口 賢吾、宮崎 侑加

井上 晃司、新井 紀子
Ｏ-16 小さな胃腫瘍に対する多機能スネアを用いた内視鏡的切除術の有用性と介助者の受容度
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
医師

西山 典子、西山 直志

Ｏ-17 止血術中に内視鏡用ループ結紮器のトラブルが発生した一事例
株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院
臨床工学科 〇藤掛 拓也、寺田 尚人
消化器内科

廣島 良規
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Ｏ-18 大腸ポリープ切除における回収方法の検討と比較
くすの木病院 外来内視鏡室 〇長岡菜津美、田村 京子
内科診療部

丸橋 恭子、木澤 和子、横山 洋三

【ベンダープログラム】 （13：00～14：00）
「目に見えない敵と戦う内視鏡感染管理～増加する内視鏡治療関連デバイスを中心に～」
講演 水本 吉則
講演 馬場 朱美
司会 松本 雄三
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５】

（14：10～15：00）

「管理１」
座長 大津赤十字病院

辻

幸記

Ｏ-19 内視鏡室の稼働率調査から見えた現状と課題 ～現地・現物調査の応用～
厚生会仙台厚生病院 消化器内視鏡室 〇岩渕 見和、盛岡万里子
消化器内科病棟

井上 紀子

Ｏ-20 内視鏡物品を見える化で管理しよう～カード運用を試みて～
愛生会総合上飯田第一病院
内視鏡センター 〇藤田 美絵、安藤佐和子、大峯 鉄男、中山美枝子
澤田 若菜
Ｏ-21 内視鏡修理費 0 への取り組み ～人為的修理費をとことん 0 にするために～
東京品川病院 内視鏡部 〇今村 倫敦、飯田

彩、井口万里梨、千葉 美紀

糠塚 絵梨、向井 美月、加藤優美子、日下部弘美
石渡
消化器内科

恵

矢野 貴彦、石井 直樹

Ｏ-22 内視鏡室における臨床工学技士業務確立による各種効果の検討
松和会池上総合病院 臨床工学室 〇菅沢みちえ、小池 瑠雛、三輪 裕騎、田中
増田謙太郎、深瀬
消化器センター

聡

聡

加持順一郎

Ｏ-23 当院内視鏡部における臨床工学技士の役割 ～看護師との業務分担について～
奈良県立医科大学附属病院
医療技術センター 〇穐西 宏哉、中尾 太一、前田 英輝、小倉 悠治
濱渦 亮太、小西 康司、萱島 道徳
看護部

森川 知子

内視鏡部

山尾 純一
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第３会場〔２F：会議場（203-204）
〕
【安全管理委員会セミナー】
（9：20～10：20）
「中等度鎮静の患者管理」
奈良県立病院機構 医療専門職教育研修センター所長

【一般演題６】

奈良県総合医療センター集中治療部 部長

安宅 一晃

司会 日本鋼管病院

佐藤 絹子

座長 千鳥橋病院

川原 政幸

（10：30～11：00）

「管理２」
Ｏ-24 人間工学的視点からの労働環境の改善～より快適に、より健康的に～
山下病院 臨床検査部 内視鏡科 〇馬場 朱美、佐古 夏生、伊藤
看護部 検査センター

萌、久田 千尋

桒原ともみ、藤下 フミ、井上美矢子、坂下 麻予

Ｏ-25 透視下内視鏡検査における医療スタッフの立ち位置別被曝線量の把握
市立吹田市民病院 臨床工学部 〇金川 拓未、野村 智美、杉浦 史乃、横尾 知成
久保慎太郎、上野 豊和
消化器内科

長生 幸司

健都はやしクリニック 林

史郎

Ｏ-26 消化器関連透視手技に関わる医師、コメディカルを対象とした被ばく防護に関する全国アンケー
ト調査
市立吹田市民病院 臨床工学部 〇金川 拓未、野村 智美、杉浦 史乃、久保慎太郎
上野 豊和
消化器内科
豊中市民病院 消化器内科
健都はやしクリニック

長生 幸司
西田
林

勉
史郎

【ランチョンセミナー２】
（11：50～12：50）
「未 定」
講演 未 定
司会 未 定
共催 ASP ジャパン合同会社
【教育講演２】

（13：00～14：00）

「内視鏡技師に伝えておきたい 10 のコツ」
大阪労災病院 内視鏡センター
司会
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原町赤十字病院

出野 憲由
関 美喜男

【一般演題７】

（14：10～15：00）

「医療安全・感染管理」
座長 大分三愛メディカルセンター 消化器病センター

大波多歳男

Ｏ-27 当院での新型コロナウイルス（COVID-19）の内視鏡センターの対応策について
大崎市民病院
処置外来 内視鏡センター 〇勝又 尚美、北村 弥貴、山本 亜美、佐々木一恵
消化器内科
処置外来 副看護部長

境

吉孝、大矢内 幹、佐藤雄一郎

氏家智恵美

Ｏ-28 上部内視鏡におけるSARS-CoV-2感染を最小限に抑える為の工夫
～患者被覆ビニールボックスの考案～
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
香川大学医学部附属病院消化器・神経内科 西山 典子、小原 英幹
西山脳神経外科病院 医師

西山 直志

Ｏ-29 内視鏡センター内における転倒転落に関するヒヤリハットの分析
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
〇岡田 晃江、岡崎美千代、山根 明美 小野 房枝
Ｏ-30 当院の安全対策、チーム力の向上を目指して ～タイムアウト法再検討を含めた試み～
友仁山崎病院 内視鏡センター 〇吉村万理恵、早川 初美、山田 圭介、三角 牧子
近藤 絵理、坪野 友子、松本 知子、鬼頭 紀子
外海 絵里
Ｏ-31 安全に鎮静下内視鏡治療を行うために
～医療安全推進室、RRT（院内急変対応チーム）
、臨床工学技士との協働
長岡赤十字病院 内視鏡室 〇岩野 尚子、田中 敦子、大野 明美、小林 明子
竹内

学

医療安全推進室

牧野 朝子、高橋 玉美、藤田 信也

教育研修推進室

宮本 良子

集中ケア認定看護師（RRT）
臨床工学技士

竹内 真也、長澤 聡子
瀬高 祐輔、阿部 裕毅、武田 真龍、佐野 一樹
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第４会場〔２F：会議場（201-202）
〕
【第１会場より中継】 （9：20～15：00）

第５会場〔２F：会議場（205-206）
〕
【第 84 回の講演ビデオ・阪神タイガース原口選手インタビュービデオなど】
（時間詳細は後日 WEB でお知らせ）

第６会場〔天平ホール〕
【一般演題８】

（9：20～9：50）

「教育」
座長 川崎医科大学附属病院

河上真紀子

Ｏ-32 業務改善によるリーダー看護師の人員配置マネジメント力向上への取り組み
国立がん研究センター東病院
看護部 内視鏡センター 〇大木 聡美、有馬 尚子、小田 夏実、金田 佳子
Ｏ-33 操作の難易度を基準としたデバイス分類による教育プログラムの実際
多治見市民病院
医療技術部 臨床工学課 〇山根 智和、舟橋 由也、野中 陽平、小山奈津美
園田 勇人
Ｏ-34 当院における新任看護師教育への取り組み ～評価表を活用して～
朝日大学病院 内視鏡室 〇久保美紀子、菅原 裕子、國江 昌子、安江 香織
戸崎美代子、吉田弥須子、水口恵里子、山田 阿希
【一般演題９】

（10：00～11：10）

「前処置・検査・治療」
座長 岡山ろうさい病院

梶原みゆき

Ｏ-35 下部消化管内視鏡検査における腸管洗浄剤 2 剤の比較
～ピコスルファートナトリウムは苦痛軽減に寄与するか～
市立ひらかた病院 救急・中央診療 〇渡部美也子、前田 晃史、川口葉留奈、山本 智美
生木 舞子、廣島 明美、八田 圭司、山本 真吾
平原 美奈、高原 里奈、岩間貴美子、中西 吉彦
消化器内科

藤原 新也、鈴鹿 真理、勘代 直志、岩藤 恵実

Ｏ-36 大腸内視鏡検査における自宅前処置不良関連要因の検討
がん研有明病院 内視鏡診療部・健診センター
〇稲見摩紀子、神田 恵子
聖路加国際大学 看護学研究科

鈴木 美穂
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Ｏ-37 下部内視鏡検査におけるAI搭載ソフトウェアの現況と今後の展開
北海道消化器科病院 臨床工学科 〇川西 啓太、平下 尚稀、岩倉 礼乃、大森 蓮矢
市川 晶
内科

佐々木尚英、佐々木清貴

Ｏ-38 当院における小児上部消化管内視鏡検査の現状
聖路加国際病院 内視鏡検査科 〇吉田 匡良、大谷 久恵、新

宏美、窪田 千里

笠川あんり、今野夏乃子、髙木 結衣、三苫
秋山

祥

仁、岡田 修一

Ｏ-39 抗凝固薬、抗血栓薬服用継続下でのコールドスネアポリペクトミーの安全性の検証
医療法人社団 根本医院 内視鏡部 〇鈴木 尚美、佐藤 明美、木内 洋子、鈴木 正江
矢嶋真理子、椎名 好美、菅井 直子、林 ひろ子
細谷 有希、根本 雄治
Ｏ-40 超音波内視鏡ガイド下治療の成績報告～内視鏡技師に求められることを探る～
聖路加国際病院 消化器センター
内視鏡検査室 〇村上優賀里、岡田 修一、新

宏美、窪田 千里

山口 佳織、吉田 匡良、坪内 志保、秋山

仁

Ｏ-41 当院におけるアルギン酸ナトリウム内視鏡用粘膜下注入材の有用性の検討
八王子消化器病院 内視鏡センター 〇佐藤 真己、田久保久美子、奥山 康博、野尻美鈴
岡島 知希、久保加奈子、山田 英生
消化器内科

柏木 宏幸、伴野 繁雄、森下 慶一

【ランチョンセミナー３】
（11：50～12：50）
「変わらない ESD 治療の現状と内視鏡技師の役割
～処置具を活用するために知っておくべきこと～(仮)」
講演
司会 島根県立中央病院

未 定

角森 正信

共催 富士フイルムメディカル株式会社
【教育講演３】

（13：00～14：00）

「内視鏡室でのチーム医療について（仮）
」

【一般演題１０】

NTT 東日本関東病院 内視鏡室

志賀 拓也

司会 松波総合病院

鷲津 宏樹

座長 松阪中央総合病院

若山 晃大

（14：10～15：00）

「洗浄・消毒２」
Ｏ-42 ワイパー型洗浄デバイスを用いた流水洗浄と浸漬洗浄での洗浄効果比較
ＮＴＴ東日本関東病院 消化管内科 〇志賀 拓也、田中 大夢、大圃

研

Ｏ-43 内視鏡用手洗浄におけるブラッシング洗浄補助すすぎシステム（ブラシシステム）の有用性の検討
呉市医師会病院 臨床工学科 〇井元 孝行、福本 高史
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内視鏡室

澤田 明菜、光岡 梨香、藤原亜矢子、濱田 朋子
大塚 常子、中川 和恵、中元 世子

消化器内科

蔭地 啓市

Ｏ-44 内視鏡洗浄における鉗子栓ならびにボタン類の洗浄装置の作成とその有用性
呉市医師会病院 臨床工学科 〇井元 孝行
内視鏡室

中村 美和、宮川 結衣、澤田 明菜、光岡 梨香
藤原亜矢子、中川 和恵、濱田 朋子、中元 世子

消化器内科

蔭地 啓市

Ｏ-45 内視鏡洗浄における恒温槽付きシンクの使用経験
村上記念病院 内視鏡センター 〇前谷 聡美、篠原 李沙、高原 美保、岩岡 悦子
篠原 朋和、川戸恵美子
内科

村上 匡人

Ｏ-46 十二指腸鏡先端部洗浄における内視鏡細径管路洗浄装置試用経験の報告
千葉大学医学部附属病院
臨床工学センター 〇菊地 厚子、藤江
消化器内科

舞

杉山 晴俊

第７会場〔１F：コンベンションホール〕
【機器展示】
【書籍販売】

（9：20～14：30）

＊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

＊株式会社アムコ

＊アムテック株式会社

＊株式会社アムテック

＊乾商事株式会社

＊イワツキ株式会社

＊ＡＳＰジャパン合同会社

＊株式会社エクセルシア

＊株式会社ＳＴＳメディック

＊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

＊キューピー株式会社

＊興研株式会社

＊住友ベークライト株式会社

＊タカノ株式会社

＊株式会社トップ

＊ニプロ株式会社

＊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

＊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

＊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

＊株式会社メディテックジャパン
＊株式会社神陵文庫（書籍）

＊株式会社日総研出版（書籍）
2020.7.23 現在（五十音順）
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プログラム委員（敬称略，五十音順）
淡路 誠一、出野 憲由、岡田 修一、佐藤 絹子、佐藤 貴幸、髙橋 陽一
角森 正信、出口 京子、並木
薫、深井
学、松本 裕子、武蔵 脩平
吉田弥須子

査読委員（敬称略，五十音順）
有村 彰洋、石崎
大波多歳男、鎌田
関 美喜男、竹田
藤本 邦弘、山田

淳子、岩崎
毅、上田 道子、岡本澄美子、尾崎 貴美
博之、河上真紀子、川原 政幸、熊澤さえ子、斎藤 純子
直美、谷道 清隆、内藤
健、橋本 逸子、藤井 秀康
一之

第 84・85 回 日本消化器内視鏡技師学会
学会事務局：第 84・85 回日本消化器内視鏡技師学会 運営事務局
84 回事務局長：松本 裕子（医療法人 錦秀会 阪和住吉総合病院）
85 回事務局長：出口 京子（やまむら内科・内視鏡クリニック）
〒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
℡ 078-332-2505 FAX 078-332-2506
（平日 9：30～18：00）
E-mail：jgets@pac.ne.jp
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