第７６回

日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

【学会長】尾﨑 貴美（近森オルソリハビリテーション病院）
【会 期】平成 28 年 5 月 13 日（金）14 日（土）
【会 場】大阪国際会議場
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

《第１日：５月１３日(金)》
第１会場 [１０Ｆ会議室１００１～３]
【イブニングセミナー】（17:00～18:30）
「内視鏡技師のための消化管病理学講座」
高知大学医学部 病理学講座准教授
司会

倉林

睦

愛媛大学医学部附属病院

藤本 邦弘

近森オルソリハビリテーション病院

尾﨑 貴美

---------------------------------------------------------------------------------------《第２日：５月１４日(土)》
第１会場 [１０Ｆ会議室１００１～３]
・・開会式・・
【報
告】

（9:20～9:30）
日本消化器内視鏡技師会長

田村 君英

第 76 回日本消化器内視鏡技師学会長

尾﨑 貴美

香川大学医学部 講師
司会 四国こどもとおとなの医療センター

小原 英幹
岡本澄美子

【開会の辞】

【教育講演】
（9:30～10:30）
「狭帯域光観察（NBI）について」

【特別企画】

（10:30～11:30）

「タイの医療制度と内視鏡看護師の現状と役割」
（仮題）
（タイ）サミティヴェート病院 消化器センター医師
Pitulak Aswakul
司会
近森オルソリハビリテーション病院
尾﨑 貴美
社会医療法人 近森会 消化器内科部長
近森 正康
【ランチョンセミナー１】 （12:00～13:00）
「内視鏡洗浄消毒のベストプラクティス～明日を切り拓く感染制御～」
演者 社会医療法人生長会 府中病院 髙橋 陽一
司会 医療法人社団卓秀会 平塚胃腸病院 田村君英
共催 オリンパス株式会社
【一般演題１】

（13:10～14:20）

「前処置」
座長

愛媛県立中央病院

上西 ゆり

Ｏ１ 安楽な経鼻内視鏡の前処置の方法
広島共立病院 内視鏡センター ○米田かおり、竹井 裕子、荒川 亜貴

Ｏ２ 上部内視鏡検査における胃内粘液溶解除去剤の使用経験
医療法人社団 根本医院 ○鈴木 正江、矢嶋真理子、佐藤 明美、鈴木 尚美
木内 洋子、高谷 明子、椎名 好美、渡部たか子
菅井 直子、根本 雄治

Ｏ３ 大腸内視鏡検査を受ける患者に対する苦痛の少ない前処置薬の検討～朝の水分摂取を実施して～
医療法人住友別子病院 内視鏡室 ○三木 昭子、加地 紀章、越智
院長

寛

鈴木 誠祐

Ｏ４ 大腸内視鏡検査における経口腸管洗浄剤2剤の比較・検討
社会医療法人中山会 宇都宮記念病院
看護部 内視鏡 ○山澤 敦子、秋元 文子、吉田 祐子

Ｏ５ 新規経口腸管洗浄剤における内服量と洗浄効果の検討
昭和大学横浜市北部病院
看護部 内視鏡室 ○加茂 初美、前川 友理、斉藤 さち、西谷 朋子
山田 安希、吉村 千絵、堀越 知子、奥村 朋子
千葉 雅浩
消化器センター

宮地 英行、山内 章裕、三澤 将史、中村 大樹
工藤 進英

Ｏ６ 便比重評価から見出せる、排便スケールの再評価
第一東和会病院 外来内視鏡 ○平野 哲也、綾目 宰成、丸田美奈子、上野

恵

北嶋 栄造、中村 恵美、辻尾 麻美、小川 珠実
佐野美也子
医師

時岡

聡

Ｏ７ 他施設共同調査からみるアスコルビン酸含有ポリエチレングリコール電解質製剤を用いた前処置法の有用性
大腸肛門病センター 高野病院 ○松平美貴子、西坂 好昭、野崎 良一、山田 一隆
服部胃腸科
尾田胃腸内科・内科
みはらライフケアクリニック
【一般演題２】

志垣 文昭、櫻井 宏一
石坂 繁和、尾田

恭

河田 倫子、三原 修一

（14:20～15:10）

「看護・安全」
座長 ＪＡ徳島厚生連 吉野川医療センター

岩佐 千恵

Ｏ８ 当内視鏡室における鎮静剤使用患者の転倒防止策
～更衣室内での転倒転落ゼロを目指した取り組み～
昭和大学横浜市北部病院 内視鏡室 ○山田 安希、青木 裕子、加茂 初美、奥村 朋子
千葉 雅浩
消化器センター

工藤 進英、宮地 英行

Ｏ９ 鎮静剤使用外来患者の上部内視鏡検査後の安全な帰宅を考える
「帰宅チェックスコア」を作成、試用の効果
岡山済生会総合病院 外来 内視鏡センター ○楢村 千夏、石見 知子

Ｏ10 胃瘻に関わる内視鏡技師の役割
友仁山崎病院 内視鏡センター ○松本 知子、鬼頭 紀子、大野 淳子、吉村万理恵
秋山 祥代、内田 知子、山田 圭介、清水 和則
早川 初美、橋本 逸子

Ｏ11 精神科専門病院における内視鏡検査室のチーム医療の取り組み
東京都立松沢病院 看護科 手術室 ○西井 順子

Ｏ12 確実な洗浄・消毒を行うための条件～ジェネリックオルトフタルアルデヒドを使用して～
セコメディック病院 外来 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
【一般演題３】

厚、木村 典夫、志田 勝義

（15:10～15:40）

「検査介助」
座長 福井総合病院

竹田 直美

Ｏ13 当院の超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）における臨床検査技師の関わり
社会医療法人近森会近森病院
臨床検査部病理検査室 ○今本 隼香、北野
病理診断科

円山 英昭

消化器内科

近森 正康

唯、尾﨑 綾乃、橘

知佐

Ｏ14 当院の小腸カプセル内視鏡検査の現状とクリニカルパス導入について
社会医療法人近森会 近森病院

臨床検査部 ○徳弘 将光、山本 亜矢、永井多恵子
放射線科

竹内 沙耶、吉本 典子、濱口 富代

消化器内科

近森 正康、高松 正宏、栄枝 弘司

Ｏ15 小腸カプセル内視鏡読影における内視鏡技師と読影医師の所見不一致の検討
髙松赤十字病院 内視鏡室 ○綾木 雅佳、三野さとみ、大塚美和子、嶋田 洋子
中谷 浩子、藤井美智代
消化器内科
・・閉会式・・

柴峠 光成

（15:40～15:50）

【表彰式】
【閉会の辞】
第 77 回日本消化器内視鏡技師学会長

竹田 直美

------------------------------------------------------------------------------------------------

第２会場 [１２Ｆ：特別会議場]
【シンポジウム】

（9:40～11:30）

「内視鏡関係での業務改善と工夫」
司会 愛媛大学医学部附属病院

森脇留美子

ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院

野城 和彦

Ｓ１ 医師からの情報はチームの質を向上させる～当院でのカンファレンスの実際と工夫～
社会医療法人きつこう会 多根総合病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○加村 義昭、大本美恵、多賀野由美子、吉田 和恵
看護師
臨床工学技士

川桐 矩子、畑 真寿美、平田由美子
辻野 健二、米原

充、須井友紀子

消化器内科

淺井

哲、赤峰 瑛介、藤本 直己

消化器外科

小川 淳宏、清水 将来

Ｓ２ 安全な内視鏡検査を提供するために ～ 一患者一申し送り用紙を作成して ～
坂出市立病院 内視鏡室 ○直井 真帆、金丸トモ子、入江美佐子

Ｓ３ 内視鏡センターにおける多職種の役割とチーム医療
社会医療法人近森会近森病院

放射線科 ○東

誠也、高橋 美紀

消化器内科

近森 正康、栄枝 弘司

臨床検査部

徳弘 将光、橘

知佐

Ｓ４ タブレット問診による患者情報収集と内視鏡データベースの構築
公益財団法人 丹後中央病院 看護部 ○久保 文子、秦 実基子
消化器内科

濵田 暁彦

独立行政法人国立病院機構京都医療センター
消化器内科

水本 吉則

成仁会病院 内科

遠藤 文司

Ｓ５ タブレット情報端末を用いた内視鏡処置関連情報の管理と看護への活用
独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター
看護部 ○坂井 洋子、北野 由美、田口いづみ、笠原 道子
松岡 律子
消化器内科

水本 吉則

Ｓ６ クリニックにおける円滑な内視鏡業務を目指して
石原消化器内科クリニック 内科 ○村上 景子、森山 陽子、松岡 里佳、塩崎 直美
小野 雅子、石原 重美、高岡 和子、石原 慎一

Ｓ７ 内視鏡洗浄室における管理体制の改良～内視鏡洗浄消毒の完全外部委託化にむけて～
東海大学付属八王子病院 内視鏡室 ○渡部 玲子、松永 和也、松本 樹理、鳴海さとみ
鈴木 晴香
消化器内科

白井 孝之

【ランチョンセミナー２】 （12:00～13:00）
「ATP+AMP ふき取り検査で洗浄を評価する」
演者 医療法人財団 河北総合病院 谷道 清隆
医療法人社団 誠馨会 セコメディック病院 折笠亜矢子
キッコーマンバイオケミファ株式会社企画開発部部長 佐藤 昇良
司会 佐藤 絹子
共催 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
【東アジア内視鏡看護フォーラム】
（13:10～15:10）
「内視鏡における患者管理～鎮静を中心として～」
司会

服部病院

上田 道子

友仁山崎病院

橋本 逸子

演者

王 萍（上海）
Lee Hang Mee（韓国）
Napatlada Saibua（タイ）
橋本 逸子（日本）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第３会場 [１０Ｆ会議室：１００４～７]
【一般演題４】

（10:00～10:30）

「機器・器具」
座長 国立病院機構 大阪医療センタ－

岩本 奈緒

Ｏ16 消化器内視鏡技師の改善課題と工夫
～日本放射線学会・技術学会員とのMRIに対してのCLIP共同研究～
Yotsuya Medical Cube 医療技術部常勤主任、東京慈恵医科大学病院非常勤教職員
○天谷 祥隆
Yotsuya Medical Cube 医療技術部画像診断科

金親 純一、山田 一徳、北村 英喜、相澤 則明
中田 忠幸

医療技術部検査科 小腸カプセル内視鏡読影支援技師
医療技術部内視鏡センター
消化器内視鏡医師

分野 秀基

宮前ちひろ、武藤久美子、中村 弥生、橋本久美子
山本 信彦

Ｏ17 上部消化管内視鏡用ディスポーザブル生検鉗子の使用経験～より性能の高い鉗子を求めて～
東海大学医学部付属大磯病院
診療協力部内視鏡室 ○中村 玲子、大庭 麻美、杉本美智子、増田 松子
消化器内科

白石 光一、出口 隆造、荒瀬 吉孝、出来田牧子

消化器外科

島田 英雄、西

病理診断科

小松 伸和、佐藤 慎吉

みなとみらいケンズクリニック
扇町しらさぎ内科クリニック

柳川

隆之、田島 隆行、新田 美穂

健

渡邊 謙一

Ｏ18 結石摘出用バルーンカテーテルにおける造影方法の考案～臨床工学技士による検討～
トヨタ記念病院 ＭＥグループ ○首藤
【一般演題５】

崇

（10:30～11:30）

「治療介助」
座長 原町赤十字病院

関 美喜男

Ｏ19 当院における内視鏡的異物除去術の現状
恵寿総合病院 内視鏡課 内視鏡技師 ○水口
内視鏡課 看護師
消化器内科

賢、筆島 幸子、中川 弘美、松田栄美子

山下 恵美、徳本千津子
山田 和俊、松田 昌悟、渕崎宇一郎

Ｏ20 Coreless Guide Wireの使用経験
社会医療法人 母恋 日鋼記念病院
消化器センター内視鏡科 ○内藤
消化器センター消化器内科

健、﨑野 敬佑、小笠原慎弥

横山 和典、代田

充、山内 章裕

Ｏ21 大腸ポリープ切除術の患者負担軽減への取り組み
三豊総合病院 内視鏡センター ○高橋 真樹、篠原美代子、楠木 公子

Ｏ22 バイポーラスネアによる粘膜通電固定法EMR時の介助とコツ
大腸肛門病センター高野病院 内視鏡室 ○西坂 好昭、松平美貴子、野崎 良一

Ｏ23 腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）における内視鏡技師の役割
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 ○佐々木 基、後藤

修、西澤 俊宏、前畑 忠輝

落合 康利、藤本

愛、相良 誠二、飽本 哲平

矢作 直久
一般・消化器外科

竹内 裕也、北川 雄光

Ｏ24 滅菌豚胃切片を用いたESD介助トレーニングを実施して
日本鋼管病院 臨床工学科 ○志賀 拓也、松元 稚奈、木下 義和、小方

悠

田中 大夢
看護部

吉川

薫、安斎かおり、田中しほり、藤田 美穂

内山 敬子、本夛 映子
消化器内科

大塚 征爾

【ランチョンセミナー３】 （12:00～13:00）
「内視鏡の感染管理への取り組み」
演者 きっこう会ヘルスケアシステム多根総合病院 内視鏡センター

米原

充

「ディスポーザブル洗浄ブラシの活用による医療現場のリソース最適化（仮題）
演者 川崎医科大学附属病院 内視鏡・超音波センター
司会 宝塚市立病院 内視鏡センター

河上真紀子
松本 裕子

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１】 （13:10～14:10）
「見てるだけじゃつまらない 胆道狭窄治療 ～診断から治療まで～」
演者 湘南鎌倉総合病院消化器病センター

小泉 一也

司会 川崎医科大学附属病院内視鏡室

河上真紀子

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】

（14:20～15:00）

「情報・教育１」
座長

社会医療法人 母恋 日鋼記念病院

内藤

健

静、坂口 美香、折田

緑

Ｏ25 消化器内視鏡での糖尿病治療においての業務改善と工夫～多職種チームでの発展～
Yotsuya Medical Cube 医療技術部、東京慈恵医科大学病院非常勤教職員
○天谷 祥隆
Yotsuya Medical Cube 消化器内科医師

山本 信彦

減量外科医師

笠間 和典

Ｏ26 病院システムと連携した内視鏡マネージメントシステム導入後の円滑な業務運営
公立能登総合病院 内視鏡部 ○山森 勝美、鋳山
中泉 治雄、酒井

勉、安田 秀明、柿木嘉平太

中村 勇一

Ｏ27 内視鏡センターにおける特定小電力トランシーバー（インカム）の有用性
～検査所要時間から業務効率を検証～
香川県立中央病院 内視鏡センター ○瀧川 実穂、香川 良江

Ｏ28 当院における臨床工学技士介助による超音波内視鏡検査の活動報告
社会医療法人生長会 府中病院 ○山田 綾乃、斎藤

潤、櫻井

北山 昌平、中田 明久、西

剛、池本 尚平
有沙、千川 浩明

【一般演題７】

（15:00～15:30）

「情報・教育２」
座長 特定医療法人財団同愛会 博愛病院

松下 鈴代

Ｏ29 開発途上国で日本の看護の技術移転を困難にする要因－文献検討と青年海外協力隊の経験から－
中部大学大学院
生命健康科学研究科看護学専攻 修士課程 ○木村裕美子

Ｏ30 日本・アラブ首長国連邦両国の医療分野における交流～日本式内視鏡Live demonstration～
昭和大学横浜市北部病院 内視鏡室 ○齋藤 さち、加茂 初美、山田 安希、西谷 朋子
奥村 朋子、千葉 雅浩
消化器センター

宮地 英行、片桐

敦、工藤 豊樹、三澤 将史

豊嶋 直也、一政 克朗、前田 康晴、工藤 進英

Ｏ31 高知県消化器内視鏡技師レベルアップ研修会 実践トレーニングの成果と今後の取り組み
高知県消化器内視鏡技師会 ○岡林さよみ、尾﨑 貴美、川田 陽子、安井 和香
川村 方人、石田 倫子、山崎 裕子、森本 清子
神岡ひろみ、中村 奈緒、豊田

清

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第４会場 [１０Ｆ会議室：１２０２]
【公開ミーティング】

（10:30～11:30）

「内視鏡洗浄標準化検討会」(仮)

（参加フリーです）
広報委員会
安全管理委員会

【ランチョンセミナー４】
（12:00～13:00）
【めっちゃ簡単、誰でもできるタブレット端末を用いた内視鏡診療の効率化】
「タブレット端末を用いた外来内視鏡診療（的確な情報収集とは）」
演者 公益財団法人丹後中央病院救急中央部 内視鏡室

久保 文子

「タブレット端末を用いた効率よい病棟との連携（処置終了とともに看護記録完成！）」
演者 国立病院機構京都医療センター外来診療部門 内視鏡室副師長

坂井 洋子

「タブレット端末を用いた内視鏡データベースの構築～看護師の業務短縮にもつながるデータベース構築とは～」
演者 国立病院機構京都医療センター 消化器内科医長

水本 吉則

司会 成仁会病院 内科部長

遠藤 文司

共催 レイシスソフトウェアーサービス株式会社

【ベンダープログラム２】
（13:40～15:20）
「小腸カプセル内視鏡ハンズオンセミナー」
事前申込みは技師会ホームページで募集中です。
50名限定、パソコン1人1台を使った小腸カプセル内視鏡読影セミナーです
日本カプセル内視鏡学会（JACE）より受講証明証が発行されます
症例2例の読影を行うことで、読影支援技師申請の2症例が付与されます
共催 コヴィディエンジャパン株式会社
後援 日本カプセル内視鏡学会
協力 富士フイルムメディカル株式会社

------------------------------------------------------------------------------------------

第５・６会場 [１０Ｆ会議室：１００８～９]
【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

＊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

＊コヴィディエンジャパン株式会社

＊コーケンメディカル株式会社

＊ジョンソン･エンド･ジョンソン株式会社

＊ゼオンメディカル株式会社

＊ゼリア新薬工業株式会社

＊株式会社トップ

＊ニプロ株式会社

＊㈱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

＊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

＊メディテックジャパン

＊神稜文庫株式会社（書籍）

2016.2.20現在（五十音順）

プログラム委員（敬称略，五十音順）
岡本澄美子，尾﨑 貴美，佐藤 絹子，高橋 陽一，竹田 直美，田村 君英並木
深井

薫

学

査読委員（敬称略，五十音順）
浅黄谷美里，阿部 真也，有村 彰洋，淡路 誠一，伊賀ゆかり，石崎 淳子，伊藤 俊之
岩崎

毅，上田 道子，上野 朋美，内田

岡田 修一，岡山 裕子，加藤

恒，梅田加洋子，大濵 理砂，岡林さよみ

操，鎌田 博之，川原 政幸，川間美津代，楠見 朗子

斎藤 純子，関 美喜男，瀧川 実穂，田中 広子，田村真由美，塚本友美子，土田

徹

角森 正信，出口 京子，野澤 誠子，野城 和彦，橋本 逸子，橋本美奈子，深川

悟

松下 鈴代，松本 裕子，松本 雄三，三宅 和文，森脇留美子，藪 真悠子

事務局：第 76 回日本消化器内視鏡技師学会事務局
〒780-0056 高知市北本町 1-2-6
近森オルソリハビリテーション病院 看護部
学会長：尾﨑 貴美
TEL：088-822-5231（代） FAX：088-820-1919
Email：ortho-kimi@chikamori.com

