第 80 回 日本消化器内視鏡技師学会 プログラム
【学会長】出口 京子 （やまむら内科 内視鏡クリニック）
【会 期】平成 30 年 5 月 11 日（金）
・12 日（土）
【会 場】ベルサール渋谷ファースト（東京）
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：５月１１日（金）
》
第３会場〔２階〕
【イブニングセミナー】

（16：30～18：00）

「これからの医療安全：教育の重要性」
上尾中央総合病院 院長補佐

長谷川 剛

司会 愛知医科大学病院

久具 順子

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

《第２日：５月１２日（土）
》
第１会場〔地下１階〕
・・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 80 回日本消化器内視鏡技師学会長

出口 京子

名古屋市立大学病院 内視鏡医療センター長 准教授

片岡 洋望

【開会の辞】

【教育講演 1】

（9：30～10：30）

「レーザーが拓く新しい消化器内視鏡診断・治療」
司会 北海道大学病院 ME 機器管理センター
【教育講演 2】

岩崎

毅

（10：30～11：30）

「消化器内視鏡の最前線・AI 診断やロボット技術も含めて」
近畿大学病院 消化器内科 教授

樫田 博史

司会 愛知医科大学病院 内視鏡センター部長 教授

春日井邦夫

【ランチョンセミナー1】 （12：00～13：00）
「NO Reprocess , No Smile」 ～内視鏡洗浄消毒の実践とコツ～
司会
講演

学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院

岡田 修一

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大分県済生会日田病院

國武 憲章

共催 オリンパス株式会社
【特別講演】

（13：10～14：10）

「人間工学 シェアリングエコノミー・スマートシニアのライフスタイルで日本再生！」
～人生 100 年時代の到来に向けての提言～
ジェンテックス・ジャパン株式会社 代表取締役社長

西嶋 一彦

司会 第 80 回日本消化器内視鏡技師学会長

出口 京子
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【一般演題 1】

（14：10～14：50）

「看護」
座長 仙台市医療センター 仙台オープン病院

熊澤さえ子

Ｏ１ 当院内視鏡室における鎮静剤使用時のマニュアルの作成～鎮静回復スコアの導入～
ＪＲ広島病院 内視鏡室 〇山内明日香 河野 暢子、隅

真代、武田えり子

岡崎 有紀、安氏 清香、中川 裕美
Ｏ２ 外来胆膵 EUS 検査時の鎮静剤の比較と内視鏡室に得られる効果
仙台厚生病院 消化器内視鏡センター 〇菊池 麻衣、岩渕 見和、後藤 美穂、泉山 美樹
伊藤恵美子、梅木まゆみ、小松のぞみ、菅原 里香
佐々木喜子、後藤 結加、丹野 朱里
Ｏ３ 鎮静剤使用のため低血糖による意識障害との鑑別が困難であった 1 症例
金沢赤十字病院 検査部 〇星名 悠里、中川 淑子、川端絵美子、二木 敏彦
看護部
内科

江畑富士江、毛利 千明
高畠

央、久田 幸正

Ｏ４ ERCP 時の安全で効率的な体位変換と安楽な体位保持を目指して～専用マットの作製と改良～
JA 徳島厚生連 阿南共栄病院
内視鏡技師/看護師 〇西村 美香、卯月真智子
同消化器病センター医師
【一般演題 2】

藤本 美幸

（14：50～15：40）

「前処置」
座長 愛知県がんセンター

宇佐美秀子

Ｏ５ 経鼻内視鏡の前処置に対する無作為前向き比較試験
医療法人 山下病院 看護部 〇常見 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、野田 素美
臨床検査部

今枝 佳三、馬場 朱美、佐古 夏生、伊藤

消化器内科

松崎 一平、服部 昌志

萌

Ｏ６ 上部消化管内視鏡検査時の苦痛軽減を目指して～人工甘味料を添加した咽頭麻酔薬の検討～
山形大学医学部附属病院 光学医療診療部 〇古城 直子、齋藤 昌子、三浦 麻美、升川 和子
枝松 篤子、山口美智子、佐藤 芳子、推名 千秋
前田 由美、矢尾板孝夫、阿部 靖彦
山形大学医学部内科学第二講座

佐々木 悠、上野 義之

Ｏ７ 下部消化管内視鏡検査説明の統一化と患者不安、ストレス軽減を図る
～DVD 作成を試みて～
喜多医師会病院 外来 内視鏡室 〇井上美由紀
手術室／外来 内視鏡室

近藤

伸、藁池 美枝

手術室

兵頭 志穂

医局 消化器内科

高本 昭治

臨床工学部

村瀬

薫、具志堅克成

Ｏ８ 安全な大腸内視鏡検査の前処置を行うための取り組み
～追加前処置アルゴリズムの改定に向けて～
昭和大学横浜市北部病院 内視鏡室 〇丸山瑠衣子、槇

京子、太田 梨絵、齋藤 さち

奥村 朋子
消化器センター

宮地 英行、山内 章裕、森
工藤 進英
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悠一、若村 邦彦

Ｏ９ 大腸スクリーニング検査における患者受容性のある前処置とは～大腸 CT という選択肢～
医療法人山下病院 看護部 〇平井英津子、桒原ともみ、藤下 フミ、野村 秀子
井上美矢子、今枝千恵子、常見 麻芙

【一般演題 3】

臨床検査部

今枝 佳三、馬場 朱美、佐古 夏生

消化器内科

服部 昌志

（15：40～16：30）

「処置・治療」
座長 社会医療法人 蘇西厚生会松波総合病院

鷲津 宏樹

Ｏ10 臨床工学技士による ERCP 直接介助業務の取り組み
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、中山
消化器内科

翔

伊藤 義紹、田邉 敦資

Ｏ11 当院におけるコールドポリペクトミー用スネアの使用経験
医療法人社団 根本医院 内視鏡室 〇椎名 好美、佐藤 明美、矢嶋真理子、木内 洋子
鈴木 正江、鈴木 尚美、高谷 明子、渡部たか子
菅井 直子、根本 雄治
Ｏ12 コールドポリペクトミー用スネアの性能評価-切除時張力とスネア接地面の圧力分布の検討三重大学医学部附属病院 臨床工学部 〇最明 裕介、杉谷 侑亮、葛山 弘子、山本 晴香
白前 達大、辻
同 光学診療部

亜弓、岩田 英城、伊佐地秀司

中西 佳子

Ｏ13 Cold polypectomy の基本的な手技とデバイス操作について
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 〇松平美貴子、西坂 好昭
医師

野崎 良一、中村

寧、山田 一隆

Ｏ14 クリッピング難渋場面でのクリップ操作のコツ
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
・・開会式・・

野﨑 良一、中村

寧、山田 一隆

（16：30～16：40）

【表彰式】
【閉会の辞】

第 81 回日本消化器内視鏡技師学会長

松本 裕子

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

（9：30～10：30）

「内視鏡洗浄の標準化」
※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

【一般演題 4】

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

（10：30～11：30）

「管理」
座長 朝日大学村上病院 吉田弥須子
Ｏ15 内視鏡検査における従事者の被曝リスク把握と被曝低減への取り組み
新東京病院 放射線科 〇中山 一夫
内視鏡室
消化器内科

藤田由樹子、井川 義典
清水 貴徳、早坂 健司、原田 英明

Ｏ16 内視鏡室の安全対策 －「つい・うっかり」を防ぐ注意喚起札の活用－
昭和大学横浜市北部病院 内視鏡室 〇奥村 朋子、齋藤 さち、山田 安希
消化器センター

宮地 英行、若村 邦彦、林

武雅、山内 章裕

工藤 進英
Ｏ17 当院での内視鏡管理方法の工夫についての報告
社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院
臨床工学科 〇栗山 貴博、又野 菜摘、雲母 公貴
消化器内科

矢和田 敦

Ｏ18 検査治療部門での感染対策リンクナース活動
～手指消毒、個人防護具の遵守向上に向けた取り組み～
済生会横浜市南部病院 看護部 〇三木千加子、森 亜沙美、鈴木 明美、田所 仁子
大木亜希子、関川友貴子、川嶋

郁

Ｏ19 内視鏡部門における協働に関するアンケート結果から読み解く臨床工学技士の業務支援の有用性
中野胃腸病院 医療機器管理課 〇日高 佑弥
内視鏡・手術看護科

村上 由美

Ｏ20 内視鏡技師という職種における業務標準化について
－臨床検査技師と看護師がいる職場での運用－
東芝病院 内視鏡部 〇今村 倫敦、三輪

純、向井 美月、尾澤 祐美

足達わくみ、菊池

彩、加藤優美子、久保 朋子

福寺 明乃、曽我多美子
消化器内科

柿本

光、山本 夏代、田代

淳

【ランチョンセミナー2】 （12：00～13：00）
「胃がん検診における経鼻内視鏡検査の有用性」
司会 社団法人康喜会 辻中病院 柏の葉

大部智栄子

国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院

千葉 史恵

赤坂虎の門クリニック・ＫＫＲ三宿病院

吉田 行哉

「人間ドックにおける経鼻内視鏡検査の工夫」
「対策型胃内視鏡検診における経鼻内視鏡の意義」
共催 富士フイルムメディカル株式会社
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【国際フォーラム】

（13：10～15：10）

「内視鏡治療の介助」
演者

王 萍（中国）
Yoon Inja（韓国）
樋口 浩和（日本）

【教育講演 3】

司会 熊本大学医学部附属病院

川西 幸洋

聖路加国際病院

岡田 修一

（15：10～16：10）

「海外と日本との内視鏡検査・治療の差(仮)」
講演 神戸大学病院 光学医療診療部
司会 松阪中央総合病院

吉村

兼

若山 晃大

---------------------------------------------------------------------------------------------第３会場〔２階〕
【一般演題 5】

（9：30～10：30）

「検査」
座長 宝塚市立病院 消化器内視鏡センター

松本 裕子

Ｏ21 ERCP 及び関連手技における被曝低減の検証
国立病院機構 函館病院 内視鏡部 〇井川 敬子、阿部 千里、佐藤千代子、福原 直美
西川 有佳、松本和加子、松本健太郎、今村 佳奈
診療放射線科
消化器内科
北海道大学病院 消化器内科

富田

豊

久保 公利、西村 友佑、間部 克裕、加藤 元嗣
中村 晃久

Ｏ22 ERCP における擦過細胞診塗抹手技の現状と改善の試み～臨床検査技師の視点から～
金沢赤十字病院 検査部 〇中川 淑子、星名 悠里、中澤 有希、二木 敏彦
看護部
消化器科

江畑富士江、毛利 千明
守護 晴彦

Ｏ23 炎症性腸疾患における生検材料 ～組織標本から～
医療法人山下病院 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、今枝千恵子、常見 麻芙、野田 素美

病理医

横井太紀雄

Ｏ24 チームで取組む内視鏡技師による小腸カプセル内視鏡の一次読影
～読影シートによる情報共有の効率化～
愛媛大学医学部附属病院
看護部 光学医療診療部 看護師 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、竹葉 美恵、樋口 則子
Ｏ25 胃がん死撲滅へむけて僕らができること～H.ピロリ菌問診票から除菌誘導への実際～
池田病院 内視鏡センター 〇勝又

剛、長崎 真士、服部 喜美、植松 克代

小林 波江
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Ｏ26 大腸カプセル内視鏡における AFR 起動のタイミングによる盲腸見落としの検討
川崎医科大学附属病院
内視鏡・超音波センター 〇河上真紀子
消化管内科
中江病院 内視鏡センター

【一般演題 6】

塩谷 昭子
兵庫 佳代、中路幸之助

（10：30～11：30）

「洗浄・消毒」
座長 済生会日田病院

国武 憲章

Ｏ27 内視鏡周辺物品の適切な消毒方法への改善の取り組み
～高水準消毒薬の使用を再考する～
京都第二赤十字病院 内視鏡センター 〇寺村 真一、谷山久美子、宍喰奈佳子、鍛治ゆかり
柴山美恵子、橋 可南恵
Ｏ28 当院におけるリユーザブル器具の再処理一元化へ向けた取り組み
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 〇大庭 麻美、松永 和也、増田 松子、中村 玲子
消化器内科

出口 隆造

一般外科

島田 英雄

東海大学医学部付属八王子病院 内視鏡室

山崎 愛弥

Ｏ29 内視鏡洗浄における各ボタン類からみた汚染リスクの検討
大阪医科大学附属病院
消化器内視鏡センター 〇阿部 真也、柴森 直也、野見山典子、水田 博士
山口 朱美、竹内 利寿
㈱大阪医大サービス

津田 直美、伊藤 千夏

Ｏ30 枯草菌を用いた内視鏡洗浄デバイスとブラシの洗浄効果の比較検討
河北医療財団 河北総合病院 内視鏡室 〇谷村 勇多、木下 清香、松本 靖子、佐々木麻衣
山本 未歩、増川

彩、川村 奏響、花島 早苗

谷道 清隆
看護部

田中

舞、山田

消化器内科

山下 浩子

感染症科

藤井 達也

綾、佐々木祐子、堀川 由佳

Ｏ31 消化器内視鏡スコープ鉗子口内の観察をおこなって～鉗子口内を覗いて何が見えたか～
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
Ｏ32 過酢酸濃度の管理が誰でもできる環境を目指して
神戸大学医学部附属病院 〇野田 有希、吉村

兼、多山

幸、川波 由葵

中村 麻美、吉岡 真里
【ランチョンセミナー3】 （12：00～13：00）
「対策型内視鏡検診のスタンダード～メディカルスタッフと未来を考える～」
司会
講演

医療法人社団卓秀会平塚胃腸病院

田村 君英

公益財団法人とくしま未来健康づくり機構 徳島総合検診センター

青木 利佳

共催 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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【ベンダープログラム】

（13：10～14：10）

「内視鏡室の感染管理 過去・現在・未来
～消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン 10 年目の私たちの考え～」
司会

日本鋼管病院

佐藤 絹子

「内視鏡の感染管理（洗浄・消毒）に対する意識の持ち方～安全・安心な内視鏡検査を提供するために～」
講演

松阪中央総合病院 若山 晃大

「内視鏡の多様化から見える未来を見据えた感染管理～知らなかったでは済まされない未来から」
講演

大阪医科大学附属病院

阿部 真也

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）

「人材育成」
司会 服部病院

上田 道子

昭和大学江東豊洲病院

青木亜由美

Ｓ１ 内視鏡業務未経験看護師の教育計画～早期自立を目指して～
愛知医科大学病院 内視鏡センター 〇梅村 美穂
Ｓ２ Ｋ病院内視鏡センター新入職員へのマニュアル作成の取組み
～効果的なマニュアル活用を目指して～
神戸海星病院 看護部 〇勝部 恭子、荻巣 朋子
Ｓ３ A 病院消化器内視鏡センターにおける新人・異動者のスタッフ教育
公益財団法人 仙台市医療センター仙台オープン病院消化器内視鏡センター
〇菅野 陽子、伊澤 廣美、櫻井 浩美、熊澤さえ子
Ｓ４ 内視鏡室の教育プログラムとその現状
医療法人社団以心会 中野胃腸病院
内視鏡・手術看護科 〇村上 由美
Ｓ５ ERCP 介助技師育成 ～次世代を担う技師の育成 第 2 報～
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 〇内藤

健、﨑野 敬佑

臨床工学室

小笠原慎弥

消化器センター・消化器内科

横山 和典

Ｓ６ 内視鏡人材育成を目指した検査後問診の取組み-タブレット端末を利用した検査後評価公益財団法人 丹後中央病院 内視鏡室 〇久保 文子、三野 恭子、秦 実基子、高尾 美香
樋口 将山、松田こずえ、藤原
消化器内科

濵田 暁彦、上古 直人

国立病院機構京都医療センター 消化器内科

水本 吉則

医療法人成仁会 成仁会病院

遠藤 文司
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---------------------------------------------------------------------------------------------第４会場〔２階〕
【機器展示】
【書籍販売】 （9：30～15：30）
＊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

＊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

＊株式会社パイオラックスメディカルデバイス

＊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

＊ＨＯＹＡ株式会社

＊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）

2018.2.14 現在（五十音順）

プログラム委員（敬称略，五十音順）
岡田 修一，岡本澄美子，佐藤 絹子，髙橋 陽一，田村 君英，出口 京子,並木 薫
深井
学，松本 裕子，吉田弥須子
査読委員（敬称略，五十音順）
阿部
上野
尾崎
木下
出口
前田
山田

真也，浅黄谷美里，有村 彰洋，伊賀ゆかり，石崎 淳子，岩崎 毅，上田 道子
朋美，梅田加洋子，大波多歳男，岡田 修一，岡山 裕子，岡本澄美子，岡林さよみ
貴美，加藤 操，川原 政幸，川間美津代，川西 幸洋，鎌田 博之，楠見 朗子
伸任，佐藤 貴幸，関 美喜男，竹田 直美，田村真由美，辻 幸記，土田
徹
京子，並木 薫,野田 麻由，野城 和彦，野城 裕子，橋本 逸子，藤原 章光
智聰，松下 鈴代，松本 裕子，眞野 弘美，三浦 美保，森脇留美子，山口 謙二
一之，吉村 兼，若王子みのり，若山 晃大

第 80 回日本消化器内視鏡技師学会事務局
〒500-8523 岐阜県岐阜市橋本町 3 丁目 23 番地
朝日大学歯学部附属 村上記念病院 吉田弥須子
FAX : 058-253-5165
E-mail: endoscope_gifu120@yahoo.co.jp
〒516-0071 三重県伊勢市一之木 4 丁目 2－44
やまむら内科 内視鏡クリニック
出口 京子
FAX：0596-20-3216
E-mal：kyoko.h.1957@icloud.com
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