第７８回

日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

【学会長】熊澤 さえ子（仙台市医療センター仙台オープン病院）
【会 期】平成 29 年 5 月 12 日（金）・13 日（土）
【会 場】ベルサール渋谷ファースト
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

《第１日：５月１２日(金)》
第３会場 [２階]
【イブニングセミナー】
（16:30～18:00）
「消化器がん検診と内視鏡検査」
宮城県対がん協会 がん検診センター 副所長兼消化器担当科長

加藤 勝章

司会 仙台市医療センター 仙台オープン病院

熊澤さえ子

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------《第２日：５月１３日(土)》
第１会場 [地下１階]
・・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 78 回日本消化器内視鏡技師学会長

熊澤さえ子

座長 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

宗村 暢子

【開会の辞】

【一般演題１】

（9:30～10:30）

「看護①」
Ｏ１ 健診の上部消化管内視鏡検査後に一過性全健忘をきたした症例報告
星ヶ丘医療センター 内視鏡センター ○佐久間正和、松島真智子、竹下 五月、広田 真美
中野

完、小松

茜、尾池

愛、菊田由美子

鳥居 蕙雄
Ｏ２ 鎮静下の内視鏡検査・治療を受けた外来患者における帰宅時間に影響を及ぼす要因
福島県立医科大学附属病院 看護部 ○佐藤 幸子、守岡トシイ、仲島ゆみ子、水野 順子
紺野 美和、加藤 未加、東条 麻紀
内視鏡診療部看護師
内視鏡診療部検査技師
内視鏡診療部医師

永田 寧代
黒田小百合、榊枝 知宏、山田ゆき江
紺野 直紀

Ｏ３ 身体に影響の少ない下部消化器内視鏡検査～腸管内の注入水を38℃にする工夫～
国立病院機構柳井医療センター
外来・内視鏡・手術室 ○山内 和代、波田寿惠美
内科

松本 信夫

内視鏡医学研究室

田丸 弓弦

広島大学大学院医歯薬保健学研究科
Ｏ４ ESD術前訪問チェックリストを改善し、安全で統一した術前訪問収集を目指した取り組み
仙台市医療センター 仙台オープン病院
内視鏡センター ○塩澤久美子、伊澤 廣美
Ｏ５ 内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）時使用する体位固定マットの体圧分散効果の検証
国立病院機構米子医療センター ○菅

正美、新田ひとみ

Ｏ６ ESDにおけるBISモニターの有用性について～信頼出来る内視鏡～
第一東和会病院 外来内視鏡室 ○北嶋 栄造、平野 哲也、丸田美奈子、上野

恵

綾目 宰成、柳田 節子
【一般演題２】

（10:30～11:30）

「治療介助」
座長 脳神経疾患研究所付属 総合南東北病院

藤原 章光

Ｏ７ 抗凝固薬内服患者の内視鏡的大腸粘膜切除術施行症例と日帰りポリープ切除術の現状
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、藤田

穣、神田 里香、藤原 晶子

山本 智美、宗近優美子、荒木 貴子、村尾 高久
松本 啓志、塩谷 昭子
Ｏ８ 当院におけるコールドスネアポリペクトミーの実際
昭和伊南総合病院 消化器内視鏡センター ○原
消化器内科

一隆、原

浜子、栗山

功、林

杉村

栄、宮下ひかる、米田 弘子

堀内

朗、梶山 雅史、玉置 道生

恵美

Ｏ９ 大腸内視鏡治療時のスネアリング操作のコツと工夫
～コールド・ポリペクトミー・EMRのスネアリング操作～
大腸肛門病センター高野病院 内視鏡技師 ○西坂 好昭、松平美貴子
医師

野崎 良一、山田 一隆

Ｏ10 経口内視鏡的筋層切開術の導入と現状報告
神戸大学病院 光学医療診療部 ○野田 有希、多山
手術部

幸、川波 由葵、壷内 晃介

坂本 麻美、吉村

兼

市之瀬 透、阪梨

悟

Ｏ11 新型デジタル胆道鏡を用いたEHLの一例
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
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、青山 飛鳥
春日井とよみ、高木 京子、村田 有希

Ｏ12 ESD治療中にnasal high flowを使用した当院での経験
長崎大学病院 ME機器センター ○隈

治規、阪本 純一、山木 洋一、中尾 璃香

岳下 玄征、林

誠

【ランチョンセミナー１】 （12:00～13:00）
「ESD/EMRにおける処置介助”維新”～技師としての威信、ドクターとの以心伝心」
演者
NTT東日本関東病院
日本赤十字社原町赤十字病院

司会

志賀 拓也
関 美喜男

共催 オリンパス株式会社
【一般演題３】

（13:10～14:00）

「機器・器具」
座長 総合東京病院 内視鏡室

菊田

学

Ｏ13 当院での大腸ESDにおけるはさみ型鉗子の有用性に関する検討
熊本大学医学部附属病院 光学診療部／医療技術部 ○吉田

瞳、川西 幸洋

Ｏ14 局所に美しい点墨へのこだわり～機能美を極めたグリップへのhommage
神戸大学病院 光学医療診療部 ○吉村

兼、多山

幸、川波 由葵、野田 有希

坂本 麻美、壷内 晃介
Ｏ15 大腸検査に活用できる内視鏡検査用足台の有用性
岩手県立胆沢病院 内視鏡部 ○安藤ゆかり、佐々木洋昌、千田
消化器内科

諸井林太郎、萱場 尚一

瞳

Ｏ16 当院内視鏡センターにおける在庫戦略
NTT東日本関東病院 内視鏡部 内視鏡技師 ○志賀 拓也
医師

大圃

研

Ｏ17 内視鏡光源ユニットの過剰保護で非常灯点灯をきたした事例
同仁会 耳原総合病院外来A 看護師 ○治 喜美恵

【一般演題４】

（14:00～15:00）

「看護②」
座長 富山赤十字病院

大橋 達子

Ｏ18 当内視鏡室での外来患者の待ち時間削減への取り組み～患者満足向上に向けての対策と成果～
昭和大学横浜市北部病院 看護部内視鏡室 ○奥村 朋子、加茂 初美、千葉 雅浩
消化器センター

若村 邦彦、林

武雅、工藤 豊樹、片桐

敦

工藤 進英、宮地 秀行（宮地医院）
Ｏ19 上部消化管内視鏡検査前の患者不安を軽減する看護師の関わり
～インタビューを通し患者への看護を見直す～
神戸海星病院

内視鏡センター ○永吉 敦子、播田万寿美

Ｏ20 上部内視鏡検査時に患者を良好な体位へ誘導する工夫
根本医院 内視鏡科 ○木内 洋子、矢嶋真理子、佐藤 明美、渡部たか子
鈴木 尚美、鈴木 正江、高谷 明子、椎名 好美
菅井 直子、根本 雄治
Ｏ21 「経口上部消化管内視鏡被検者へのタッチ効果」不安尺度及び循環動態による評価
山形大学 医学部附属病院光学医療診療部 ○尾形 美幸、齋藤 昌子、古城 直子、枝松 篤子
山口美智子、佐藤 芳子、推名 千秋、前田 由美
内科学第二（消化器内科学）講座

佐々木 悠、吉澤 和哉、牧野 直彦

Ｏ22 内視鏡検査時の生検実施における内視鏡技師の役割～看護理論を用いての考察～
宏潤会 大同病院 看護部 内視鏡センター ○前田 義雄、塩見 菜月、山田 里恵、永久井七瀬
河村 京子、田中

望、鈴木 結子、服部 絵美

岩田 菊美、宮脇 千春、梅田 千波
消化器内科

野々垣浩二

Ｏ23 タブレット端末を用いた内視鏡経過記録作成の試み
国立病院機構京都医療センター 内視鏡室 ○松岡 律子、坂本 圭子、森 そのみ、北野 由美
田口いづみ、坂井 洋子
消化器内科医師
【一般演題５】

水本 吉則、勝島 慎二

（15:00～15:50）

「検査介助」
座長 国立病院機構大阪医療センター

岩本 奈緒

Ｏ24 寛解期における潰瘍性大腸炎における画像定量にむけて
京都大学医学部付属病院 内視鏡部 ○樋口 浩和
消化器内科 本澤 有介、松浦
札幌医科大学 消化器内科

稔

仲瀬 裕志

Ｏ25 大腸内視鏡挿入時の腹部用手圧迫法の実際 ～S状結腸の用手圧迫～
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

Ｏ26 チェックシートから見えてきた ER 看護師の現状と安全な緊急検査・治療介助を目指して
仙台市医療センター 仙台オープン病院
救急外来 ○菅井恵美子、田村美智子、佐藤 琴美、大槻 洋子
跡部

円、菅野 優子、三浦代理子、齋藤 真人

佐々木智恵
Ｏ27 プチ臨床検査を通じた臨床検査技師および消化器内視鏡技師の関わり
金沢赤十字病院 検査部 ○星名 悠里

Ｏ28 EUS-FNA中の迅速病理診断における内視鏡技師と細胞検査士との所見の一致率に関する検討
聖路加国際病院 消化器センター内視鏡室 ○松岡

恵、村上優賀里、岡田 修一、中村 健二

小俣富美雄
病理診断科
【一般演題６】

小川 命子、鈴木 髙祐

（15:50～16:30）

「教育・管理」
座長 北里大学病院 内視鏡センター

三浦 美保

Ｏ29 新病院に向けての当院内視鏡室の取り組み
ＪＲ広島病院 内視鏡室 ○中川 裕美、上木 りえ、河野 暢子、隅

真代

清水 百合、苅田 珠子、武田えり子
Ｏ30 ポリぺ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企画
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

Ｏ31 秋田県における診療所看護者の消化器内視鏡に関する学習ニード
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻
臨床看護学講座 ○宗村 暢子、利
秋田大学医学部附属病院 看護部

緑、煙山 晶子

佐藤真梨子

Ｏ32 充実した内視鏡環境を提供するための取り組みについて～関連施設での業務経験を活かして～
脳神経疾患研究所附属
南東北福島病院 臨床工学科 ○本田
総合南東北病院 臨床工学科

毅、國島

藤原 章光、吉田美由貴、本多 幸子、矢田部浩明
馬場 亮太、佐藤

・・閉会式・・

萌、渡邊 拓也
咲、宗方奈里枝、渡邉 知樹

（16:30～16:40）

【表 彰 式】
【閉会の辞】
第 79 回日本消化器内視鏡技師学会長

川原 政幸

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第２会場 [地下１階]
【公開ミーティング】

（9:30～11:00）

「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

【一般演題７】

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安全管理委員会

佐藤 絹子

座長 宮城県対がん協会がん健診センター

斎藤 純子

（11:00～11:30）

「前処置」
Ｏ33 上部消化管内視鏡検査における凍結咽頭麻酔剤の有用性
山鹿市民医療センター 内視鏡室 ○原田 康恵、木場 栄子、松尾 美幸、宮地 沙織
豊永 政和
Ｏ34 大腸内視鏡検査における前処置の検討
岩手医科大学附属病院 内視鏡診療部 ○古水 香子
岩手医科大学 消化器内科消化管分野

梁井 俊一、松本 主之

Ｏ35 大腸内視鏡検査の前処置不良に対する追加処置の標準化に向けて
～追加処置アルゴリズムの使用経験～
昭和大学横浜市北部病院 看護部内視鏡室 ○槇

京子、丸山瑠衣子、青木 裕子、内田久美子

佐竹 蓉子、西谷 朋子、山田 安希、吉村 千絵
加茂 初美、奥村 朋子、千葉 雅浩
消化器センター

山内 章裕、若村 邦彦、工藤 進英
宮地 英行（宮地医院）

【ランチョンセミナー２】 （12:00～13:00）
「消化器専門病院が考える内視鏡検査・治療の最前線」

司会

医療法人 山下病院 消化器内科 部長

松崎 一平

医療法人 山下病院 検査センター

常見 麻芙

医療法人社団以心会 中野胃腸病院 内視鏡・手術看護科 科長

村上 由美

共催 富士フイルムメディカル株式会社

【東アジア内視鏡看護フォーラム】
（13:10～15:10）
「内視鏡洗浄の標準化」
（中国）浙江大学附属第一医院 内視鏡センター

方 英(Ying Fang)

（韓国）Pusan National University Hospital

JUNG EUN JOO

（オーストラリア）Nurse Unit Manager Endoscopy Unit Logan Hospital
（日本）大阪医科大学附属病院
Paneler

(中国) 旦大学附属中山医院

（韓国） Asan Medical Center

【一般演題８】

Di Jones
阿部 真也

王 萍(Wang Ping)

YOON IN JA(KSGNA President)
司会 生長会府中病院

髙橋 陽一

日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会

佐藤 絹子

（15:10～16:20）

「洗浄消毒」
座長 神戸大学病院 光学医療診療部

吉村

兼

Ｏ36 ATP測定によるスコープの清浄度評価
JA愛知厚生連 海南病院 臨床工学技術科 ○戸田 尚枝、中野 浩志、金山

愛、布目 舞琴

加藤 和也、山守 貴也、板倉 礼卓
Ｏ37 ディスポーザル洗浄スポンジの導入への取り組み
～リユーザブルブラシとディスポーザブル洗浄スポンジでの洗浄度を比較して
がん・感染症センター都立駒込病院
看護部 内視鏡室 ○山本 知子、古賀さおり、佐粧 鈴恵
Ｏ38 胆膵内視鏡洗浄における CO2 ガスを用いた洗浄と追加報告
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
消化器内科
がん薬物治療科

宮本 心一、妹尾
武藤

浩

学

Ｏ39 安全な内視鏡検査を提供するために内視鏡の定期培養検査プロトコールを作成して
碧南市民病院 医療安全対策室 ○生田 幸江
Ｏ40 十二指腸ビデオスコープ使用後培養検査の報告
～十二指腸内視鏡による多剤耐性菌伝播の報告を受けて～
長野県立病院機構 長野県立須坂病院
臨床工学科 ○吉澤
臨床検査科
看護部
内視鏡センター

誠、近藤 圭祐

藤原 祝子、岡田

瞳、岡本

猛

呉羽 由江、中澤 裕美、箕輪恵美子
赤松 泰次

Ｏ41 ブラッシング洗浄を含めた洗浄履歴管理システム導入の取り組み
～検査治療環境の質の保障を考えて～
山形大学 医学部
附属病院光学医療診療部 ○古城 直子、齋藤 昌子、尾形 美幸、齋藤 麻美
枝松 篤子、山口美智子、佐藤 芳子、推名 千秋
前田 由美
内科学第二（消化器内科学）講座

佐々木 悠

附属病院光学医療診療部／医学部 内科学第二（消化器内科学）講座
矢尾板孝夫、牧野 直彦
Ｏ42

内視鏡の質管理向上を目指した、洗浄履歴管理システム導入への取り組みと今後の課題
長岡赤十字病院 内視鏡室 ○岩野 尚子、五十嵐万里子、村山
感染管理室

寛

塩入久美子

第３会場 [２階]
【教育講演１】

（9:30～10:30）

「胆膵内視鏡介助 エキスパートテクニック」
仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器内科 医長
司会 福岡医療団 千鳥橋病院

【教育講演２】

菅野 良秀
川原 政幸

（10:30～11:30）

「これからの消化器内視鏡診療を考える
〜プロポフォール・コールドポリペクトミー・嚥下内視鏡検査を利用して〜」
昭和伊南総合病院 消化器病センターセンター長 内科診療部長
司会 第 78 回日本消化器内視鏡技師学会長

堀内

朗

熊澤さえ子

【ランチョンセミナー３】 （12:00～13:00）
「世界の内視鏡 Reprocessing 」
演者

Advanced Sterilization Product(ASP) Casey Carroll
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・ジョンション株式会社
【ベンダープログラム】
（13:10～14:10）
「今すぐ実践・大腸EMR介助のスキルアップ！～大腸EMRの基本に立ち返る～」
東京慈恵会医科大学附属病院 内視鏡部 診療医長

大谷 友彦

JA尾道総合病院 内視鏡センター

楠見 朗子

司会

共催 ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

【シンポジウム】

（14:10～16:10）

「災害と医療」
JA 徳島厚生連 阿波病院

正木 絵里

司会 仙台市医療センター仙台オープン病院

熊澤さえ子

熊本地域医療センター

淡路 誠一

コメンテーター

Ｓ１ 東日本大震災を振り返って考える「災害時の備え」
石巻赤十字病院 ○山形 美恵、黒澤 明美、高橋 洋子、児玉 華織
富永

現

Ｓ２ 熊本地震を経験して
熊本地域医療センター 内視鏡検査部
内視鏡技師 ○西村美寿穂、池上 慎一
内視鏡検査部長

陣内 克紀

Ｓ３ 当院における熊本地震の経験
服部胃腸科 内視鏡室 ○古庄 誠二、木下 伸任、志垣 文浩、若杉千代美
木村 深雪、廣川 幸子
医師

蓮田

究、櫻井 宏一

Ｓ４ 暴風雪による大規模停電を経験して
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

健、﨑野 敬祐 、小笠原慎弥

横山 和典

Ｓ５ 大震災時における当院内視鏡室の事業継続計画の実現に向けて
東海大学医学部付属八王子病院 内視鏡室 ○渡部 玲子、松永 和也、鳴海さとみ、猪ノ原綾野
鈴木 晴香
消化器内科

白井 孝之

Ｓ６ アクションカードを使用した模擬訓練 ～結果・課題～
盛岡赤十字病院 内視鏡センター ○高橋 理恵

第４会場 [２階]
【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

＊株式会社アダチ 本社

＊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

＊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

＊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

＊パナソニック株式会社

＊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

＊神稜文庫株式会社（書籍）
2017.2.15現在（五十音順）

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

プログラム委員（敬称略，五十音順）
加藤

操，川原 政幸，熊澤さえ子，斎藤 純子，佐藤 絹子，関 美喜男

髙橋 陽一，田村 君英，並木

薫，深井

学，枡澤由美子

査読委員（敬称略，五十音順）
阿部 真也，淡路 誠一，伊藤 俊之，上田 道子，内田

恒，梅田加洋子

岡田 修一，岡山 裕子，岡本澄美子，尾崎 貴美，加藤

操，川原 政幸

鎌田 博之，菊田

学，斎藤 純子，鈴木 英一，相馬 和幸，角森 正信

出口 京子，野城 和彦，橋本 逸子，橋本美奈子，深川

悟，藤井 秀康

藤原 章光，枡澤由美子，松本 雄三，松本 裕子，三浦 美保，森脇留美子
山口 謙二，吉田弥壽子，吉村

兼

第 78 回日本消化器内視鏡技師学会事務局
〒983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷 5-22-1
仙台市医療センター 仙台オープン病院
学会長 熊澤さえ子
E-mail kangosae@openhp.or.jp

