第７４回

日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

【学会長】大波多 歳男（大分三愛メディカルセンター）
【会 期】平成２７年５月２９日（金）
・３０日（土）
【会 場】西日本総合展示場 新館＆ＡＩＭビル
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：５月２９日(金)》
第１会場 [西日本総合展示場新館:Ａ展示場]
【イブニングセミナー】（17:00～18:30）
「内視鏡検査に対する麻酔薬の知識と安全性」
東海大学附属病院 麻酔科助教

坂本 麗仁

司会 大分三愛メディカルセンター

大波多歳男

《第２日：５月３０日(土)》
第１会場 [西日本総合展示場新館:Ａ展示場]
・・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 74 回日本消化器内視鏡技師学会長

大波多歳男

座長 社会医療法人春回会 井上病院

安部 龍一

【開会の辞】

【一般演題１】

（9:00～10:30）

「前処置①」
Ｏ１ 経口腸管洗浄液の飲用量を左右する因子
公立丹南病院 ○坪田喜久子、大橋ひろえ、前田真由美、岡田 好美
Ｏ２ 大腸内視鏡検査時の水分摂取介入による腸管内洗浄の効果
獨協医科大学病院 消化器内視鏡センター ○仲山 通子、石嶋 玲子、内堀由美子
Ｏ３ 大腸内視鏡検査前処置における排便促しへの試み ～排便促し体操の有用性について～
聖隷富士病院 内視鏡技師 ○船田 宣子、矢崎 愛美、齋藤
看護助手
医師

幸

川崎 晶子
吉村

誠、砂山 健一、瀬戸口智彦、久保田敏彦

Ｏ４ 大腸内視鏡検査における前処置の検討～当院の前処置法を見直してみて～
出雲中央クリニック 内視鏡室 ○梶谷 鈴香、米田 裕美、宮脇 幸恵、大野 真樹
加藤 廣枝
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Ｏ５ 入院患者の下部内視鏡検査における前処置確認方法～排便確認用紙と排便スケールを導入して～
札幌医科大学附属病院
医療材料部 内視鏡センター ○笠原 直子、長内 友里、加賀谷由香、小島 麻子
菅原ひろみ
Ｏ６ 大腸内視鏡検査説明訪問による内視鏡技師と病棟看護師との関わり
-プロトコールと排便チェック表の共有化伊勢赤十字病院 ○山本 京子、河西 香織、出口 京子
【一般演題２】

（10:30～11:40）

「前処置②」
座長 産業医科大学病院

岩永 明子

Ｏ７ 錠剤型経口腸管洗浄剤減量投与の洗浄効果、患者受容性に関する検討
松江赤十字病院 内視鏡室 ○藤原 美穂、山浦 知子、加藤真由美、長岡 直人
重原 博子
消化器内科

串山 義則、内田

靖

Ｏ８ 便秘症患者に対する大腸内視鏡検査の前処置に関する検討
鳥取市立病院

○森本 幸子、田中 千恵、寺坂 恵美、安田

愛

石尾 桂子、西尾 弘美、間庭 弘美
消化器内科医師

柴垣広太郎、藤田

拓、谷口 英明

Ｏ９ 大腸内視鏡検査における腸管洗浄剤2剤の比較検討～腸管洗浄効果と忍容性～
帯広第一病院

○西野 姿子、和地 光枝、三田 知子、菖蒲 麻由
吉田久美子、本間

瞳、櫻田冨美枝、大坂 逸子

對馬 直美
消化器内科 部長

三関 哲矢

Ｏ10 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
医療法人住友別子病院 内視鏡室 ○三木 昭子、斉藤味希子、加地 紀章
内科

伊藤 清美

院長

鈴木 誠祐

消化器内科

松原

稔

Ｏ11 回腸・横行結腸端側吻合術後における大腸内視鏡洗浄剤の効果
士別市立病院 内視鏡センター ○佐藤 貴幸、澤田 和枝、西尾ひろみ、菅原 祐子
中島 美紀、足利 美奈、遠藤 美幸、今岡 美紀
本郷 若菜、秋庭 奈奈、太田 泰子
Ｏ12 新規腸管洗浄剤の使用経験と服用方法について
医療法人社団 根本医院 ○矢嶋真理子、佐藤 明美、木内 洋子、鈴木 尚美
鈴木 正江、高谷 明子、椎名 好美、渡部たか子
菅井 直子、根本 達久、根本 雄治
Ｏ13 大腸カプセル内視鏡の前処置法～水溶性消化管造影剤を用いたレジメンの検討～
小樽掖済会病院 消化器病センター ○北野 由紀、塚本友美子、大家亜希子、藤田 朋紀
勝木 伸一
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【ランチョンセミナー１】 （12:10～13:10）
「演題」未定
演者 未定
司会 未定
共催 未定
【一般演題３】

（13:20～14:20）

「看護・管理」
座長 岡山労災病院

遠部 絹子

Ｏ14 経鼻内視鏡検査説明ビデオの導入 受容性向上への取り組み
医療法人 親愛 天神クリニック ○日下部有記
医療法人 親愛 ステーションクリニック
消化器内科

高瀬 園実
前田 和弘、堺

勇二

Ｏ15 上部消化管検査で起こる唾液汚染を減少させる取り組み
新城市民病院 内視鏡センター ○滝川 浩介、佐藤美奈子、辻坂 真澄、齋藤 夏江
齋藤なつえ、森下さゆり、塩沢 京子
Ｏ16 下部消化管内視鏡を受ける患者が期待する鎮静効果とその実際
市立ひらかた病院 ○前田 晃史、八田 圭司、廣島 明美、山本 智美
新城麻衣子、岩間貴美子
Ｏ17 全大腸内視鏡検査における検査中断の要因分析
済生会熊本病院 予防医療センター ○林田 明美、荒木 利代、坂田 香織、満崎 克彦
菅守

隆

Ｏ18 内視鏡看護師の看護実践能力評価～クリニカル・ラダーを使用して～
小樽掖済会病院 消化器病センター ○塚本友美子、大家亜希子、北野 由紀
Ｏ19 私達の内視鏡看護を見直す～ある事例を通して～
国家公務員共済組合連合会 三宿病院
内視鏡室 ○岩永智恵子、柏井 絹代、平野奈美子、宮元亜希子
吉田 順子、竹中裕美子、木原 瑞恵、坪倉真由美
須藤久美子、古園ルミ子、関根佐和子、富山

瞳

小澤 真弓、白石 藤子
【一般演題４】
「治療・介助」

（14:20～15:10）
座長 京都大学医学部附属病院

Ｏ20 当院における一針式アンカー胃壁固定具の使用経験
セコメディック病院

○折笠亜矢子、諸岡あけみ、高森百合子

消化器内科

木村 典夫、志田 勝義

Ｏ21 当センターにおける超音波内視鏡下穿刺吸引法の現状
国立がん研究センター中央病院
内視鏡科 内視鏡技師 ○柿沼 行雄
看護師

金子 順子、平田寿賀子
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樋口 浩和

病理・臨床検査科 細胞検査士

佐々木直志

内視鏡科 医師

吉永 繁高

Ｏ22 ERCPにおける検査介助の現状と課題～医師の求める第一助手を目指して～
医療法人山下病院
臨床検査部内視鏡科 臨床検査技師 ○馬場 朱美、今枝 佳三、角田 伸江
看護部 検査センター看護師

坂口 紀代、桒原ともみ、野村 秀子、藤下 フミ
井上美矢子、平井英津子、今枝千恵子、小久保美香
佐々木かおり、倉冨美紅、高木 京子、宮川 紀子

Ｏ23 明日からできる！憩室出血へのEBL止血
聖路加国際病院 消化器センター内視鏡室 ○今村 倫敦、吉田 匡良、増渕ひとみ、柏木絵梨香
吉田 碧美、今村明日香、下谷 英恵、吉野
坪内 志保、秋山

恵

仁、岡田 修一

予防医療センター内視鏡室

村上優賀里、竹内久美子

消化器内科

島村 勇人、石井 直樹

Ｏ24 当院でのポリペクトミーにおける内視鏡介助の実際及びその効果について
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

【一般演題５】
「安全管理」

（15:10～16:10）
座長 佐賀大学医学部附属病院

大野 明博

Ｏ25 内視鏡室でのタイムアウト導入後の実態調査
近畿大学医学部堺病院 内視鏡室 ○小口 邦代、鈴木真奈美、田中 直子、栃尾 美和
西川絵里奈 橋爪かおる
消化器内科医師

辻

直子、川崎 正憲、高場 雄久、松本

望

尾崎 信人、谷池 聡子、梅原 康湖、冨田 崇文
Ｏ26 フルニトラゼパムの効果と鎮静後の患者管理
三豊総合病院

内視鏡センター ○高橋 真樹、加地麻衣子
消化器内科

今川

敦

Ｏ27 ミダゾラムを使用した外来患者の覚醒に要する時間および偶発症の検討
東大宮総合病院・内視鏡センター ○宮内 真琴、岩端 華代、宮川

愛、長原麻里子

後藤美恵子、檀原美智代、柴谷 幸子、丸橋 真澄
富永 聡子、伊藤

幸

Ｏ28 内視鏡治療におけるデクスメデトミジン鎮静法の安全性と有用性の検討
JA広島総合病院 内視鏡センター ○石崎 淳子
西７階病棟

松下 理恵

消化器内科

古土井 明、小松 弘尚、徳毛 宏則

Ｏ29 当院消化器内科におけるスタッフ放射線被曝の現状把握と被曝量低減への試み
日本海総合病院 内視鏡室 ○岡部佐知子
内視鏡室看護師

鵜殿 美穂、久保田 律

消化器内科医師

早坂 高志、鈴木 義広

放射線技師

川村
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司、佐藤 公彦、多田

繁

Ｏ30 夜間、休日の内視鏡検査を安全に行うための人員配置を目指して～待機2人体制の実現に向けて～
伊達赤十字病院 内視鏡室 ○白石 智美、田村美佳子、吉田ひとみ、太細めぐみ
市橋 裕美、山本 珠美、清野 美幸、麻林 陽香
小泉 周平
消化器科

・・閉会式・・

久居 弘幸

（16:10～16:20）

【閉会の辞】
第 75 回日本消化器内視鏡技師学会長

石崎 淳子

第２会場 [ＡＩＭビル ３Ｆ:ＤＥ]
【一般演題６】
「洗浄・消毒」

（9:30～9:50）
座長 医療法人 慶明会 けいめい記念病院

川崎 正一

Ｏ31 コンベックス型超音波内視鏡洗浄におけるローラーポンプを応用した洗浄方法の工夫
大阪医科大学附属病院
消化器内視鏡センター ○阿部 真也、柴森 直也、比嘉 克成、山口 朱美
消化器内視鏡センター・消化器内科
消化器内科
㈱大阪医大サービス

竹内 利寿
小倉

健、井元

章、増田 大介、樋口 和秀

津田 直美、安藤美恵子、森川 敬子

Ｏ32 生物学的発光法の温度特性と清浄度測定
神戸大学病院 光学医療診療部 ○野田 有希、吉村

兼、川波 由葵、相原 雅士

壷内 晃介、坂本 麻美
手術部

【シンポジウム】

市之瀬 透、阪梨

悟

（10:00～11:30）

「被検者にやさしい内視鏡・治療をめざして」
司会 ＪＡ広島総合病院

石崎 淳子

国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院

藤本 邦弘

Ｓ１ ERCPにおける体位固定具の有用性の検討-被験者および医療従事者にやさしいERCPをめざして山形大学医学部附属病院
光学医療診療部 ○清野

彩、奥山麻利子、枝松 篤子、尾形 美幸

古城 直子、山口美智子、佐藤 芳子、林
消化器内科

律子

松田 暁子、伊藤 美保、柿﨑 泰明、吉澤 和哉
戸澤 智浩、牧野 直彦
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Ｓ２ 被検者・介助者・検査医にやさしい内視鏡用ストレッチャーの開発
国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院
内視鏡センター ○池田 宗弘、水谷 敦志、井ノ口良子、本田れいら
米田 雄二、松村 桂子、武智美奈子、木原智枝子
藤井 由美、冨崎

緑、藪

美紀、青木 信裕

Ｓ３ タブレット端末を使用した問診表入力によるデータ管理と音声所見入力システムの活用
公益財団法人 丹後中央病院 内視鏡室 ○櫻本 千恵、保田 ゆり、久保 文子
消化器内科
独立行政法人京都医療センター 消化器内科

楠本 聖典、濵田 暁彦
水本 吉則

Ｓ４ ＥＳＤにおける塩酸デクスメデトミジンによる鎮静の有用性
大分三愛メディカルセンター
消化器病センター ○山﨑 賢一、坂田 信子、田内美由紀、大波多歳男
廣瀬真由美、亀井紗也香、佐上 亮太、杉 さおり
沖田

敬、錦織 英史、下村

晋

Ｓ５ 当院内視鏡室での抗血栓薬服用患者管理の現状～更新に対する現場反映への迅速化～
東海大学医学部付属八王子病院
内視鏡センター ○渡部 玲子
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室

杉本美智子、増田 松子、大庭 麻美、菅原美依子

外科

島田 英雄

消化器内科

出口 隆造

扇町しらさぎ内科クリニック 院長

渡邊 謙一

医療法人健生会 柳川クリニック 院長

柳川

健

【ランチョンセミナー２】 （12:00～13:00）
「演題」未定
演者 未定
司会 未定
共催 未定
【ベンダープログラム】
「演題」未定

（13:10～14:00）
演者 未定
司会 未定
共催 未定
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【パネルディスカッション】（14:00～15:20）
「病院機能評価に対しての業務改善と工夫」
司会 元ＮＴＴ東日本関東病院

佐藤 絹子

亀田総合病院

松本 雄三

Ｐ１ 内視鏡技師を中心とした病院機能評価更新審査に向けた取り組み
広島赤十字・原爆病院 内視鏡室 ○若山 佳世、鶴田多重子、棚田 妙子
第一消化器内科
古川 善也
Ｐ２ 病院機能評価における感染対策を想定した感染制御部（ICT）を兼任する
内視鏡技師による内視鏡環境-感染制御の取り組み
神戸大学病院 光学医療診療部 ○吉村
兼、野田 有希、川波 由葵、相原 雅士
壷内 晃介、坂本 麻美
手術部

市之瀬 透、阪梨

悟

Ｐ３ 病院機能評価としてのJCIと、その取り組み
聖路加国際病院 消化器センター
内視鏡室 ○坪内 志保、古屋 智子、大塚
哲、岡田 修一
Ｐ４ 病院機能評価COE（卓越した拠点）認定制度について
～ 減量内視鏡での消化器内視鏡技師の関わり～
Yotsuya Medical Cube 医療技術部 ○天谷 祥隆
消化器内科医師

山本 信彦

減量・糖尿病外科センター

笠間 和典

小腸カプセル内視鏡読影支援技師

分野 秀樹

アドバイザー

伊藤 克也

【一般演題７】
「情報」

（15:20～16:10）
座長 香川労災病院

岡本澄美子

Ｏ33 継続看護を目標としたテンプレート記録を開始して
静岡県立静岡がんセンター 中央診療 ○二ノ宮 歩、済川亜記子、土橋 直子、高階 真里
秋本寿美子
Ｏ34 上部消化管内視鏡における咽頭麻酔の有効性に関する文献検討
市立ひらかた病院 ○前田 晃史、八田 圭司
Ｏ35 当院におけるESD時のブリーフィング導入の試み～チーム医療の推進を目指して～
日本赤十字社和歌山医療センター
第二外来 ○川合 万里、菅原 美紀、上田久仁子、谷垣内郁余
消化器内科部

赤松 拓司、山下 幸孝

Ｏ36 上部消化器内視鏡検査で遭遇した喉頭結核の1例
熊本大学医学部付属病院 ○川西 幸洋、嶋田

里、松岡亜祐美、田尻 大子

齊藤多佳子、村上 直美、池邊 和枝、吉田

瞳

島村 美香、江島 智恵、木代成ひとみ、鳥生洋子
Ｏ37 腸管洗浄剤内服方法の検査説明の変更について～アンケート調査を基に～
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター ○松本 裕子、村上 雅也、川上 美里、上村 深雪
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宝塚市立病院 消化器内視鏡センター

荻野明日香、武田真理子、柴田 理絵、金山留理子
佐藤沙菜美、溝渕 千佳

消化器内科

宮本 勇人、内橋 孝史、高田 珠希、西井 謙夫
瀧本 真弓、山﨑 之良、田村 公佑、柚木崎紘司
李

兆亮、宮﨑 純一、阿部

孝

第３会場 [ＡＩＭビル ３Ｆ:ＦＧ]
【特別講演１】
（10:00～11:30）
「胆膵内視鏡検査・治療に求められる知識と技術」
大分三愛メディカル 消化器病センター長
司会 第74回日本消化器内視鏡技師学会長

錦織 英史
大波多歳男

【ランチョンセミナー３】 （12:00～13:00）
「演題」未定
演者 未定
司会 未定
共催 未定
【特別講演２】

（13:10～14:40）

「胆膵管治療と医療被曝をめぐる動向」

【一般演題８】

大分三愛メディカル 画像診断センター長

上田 真也

司会 医療法人マックシール 巽病院

伊東百合子

座長 宝塚市立病院

松本 裕子

（14:40～15:50）

「機器・器具」
Ｏ38 レンズクリーナーの有用性について
社会医療法人共愛会 戸畑共立病院
臨床工学科 ○町井 基子、今林 和馬、久野慎太郎
看護部
消化器病センター

高橋 博美、福本 貴子
宗

祐人

Ｏ39 内視鏡室における安全管理～スコープ先端部損傷を予防するための取組～
横浜栄共済病院 内視鏡・エコー室 ○田中 千鶴、中川 久美、高橋 典子、杉山可南子
小山 信江、平野 愛美、武田 絢子、竹内 徳栄
石渡恵美子
Ｏ40 ERCPに使用するスコープに合わせた処置具の選択～視覚的効果による事故防止対策～
小樽掖済会病院 消化器病センター ○大家亜希子、土田 祐子、塚本友美子、北野 由紀
Ｏ41 超音波内視鏡検査時の引圧式固定具を用いた頭頸部固定
九州大学病院 光学医療診療部 ○清藤 美子、友清 泉、佐々木あゆみ、川野 良枝
石橋 麻美、白水美和子、山本 直子、清水 周次
浅野 光一
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Ｏ42 大腸隆起性病変観察における大腸内視鏡と仮想内視鏡表示との比較
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 ○﨑野 敬佑、小笠原慎弥、内藤
消化器センター・消化器内科
消化器内科
消化器センター・外科
Ｏ43

健

横山 和典
根間 洋明、趙

智成、渡部真裕子、岸

宗佑

高田 譲二

PillCam SB3カプセル内視鏡システムのVater乳頭検出率と読影時間の検討
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、畠
食道・胃腸内科
総合診療科

二郎

塩谷 昭子、春間

賢

本多 啓介

Ｏ44 カプセル内視鏡PillCamSB3とテレメトリー式心電送信機の電磁干渉事例
大阪医科大学附属病院
消化器内視鏡センター ○比嘉 克成、阿部 真也、柴森 直也、山口 朱美

第４会場 [ＡＩＭビル ３Ｆ: 311-313]
【教育講演】

（9:30～10:30）

「明日に繋ぐ治療内視鏡介助術」

《委員会企画１》

熊本地域医療センター 内視鏡検査課長

淡路 誠一

司会 JＲ九州病院

縄田 園美

東京工業大学

岩澤 篤郎

司会 元ＮＴＴ東日本関東病院

佐藤 絹子

（10:30～11:30）

〔国家認定検討委員会〕
「アンケート報告」
【ランチョンセミナー４】 （12:00～13:00）
「機能水による消化器内視鏡洗浄消毒器の使用手引き」

共催 一般財団法人 機能水研究振興財団
《委員会企画２》

（13:10～14:40）

〔安全管理委員会〕
「内視鏡で使用される鎮静薬の基礎知識」
講師 丸石製薬株式会社 営業本部 営業企画部
《委員会企画３》

（14:40～16:00）

〔内視鏡看護委員会〕
「事例検討会～ベナーの事例に学ぶ～」
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永井 久博

第５会場 [西日本総合展示場新館:Ｂ展示場]
【機器展示】【書籍販売】 （10:00～15:00）
＊株式会社ＩＨＩシバウラ

＊有限会社アサヒバイオメッド

＊株式会社アビス

＊株式会社アムコ

＊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

＊オリンパスメディカルシステムズ株式会社

＊カイゲンファーマ株式会社

＊キユーピー株式会社

＊キッコーマンバイオケミファ株式会社

＊興研株式会社

＊コヴィディエンジャッパン株式会社

＊コーケンメディカル株式会社

＊サラヤ株式会社

＊シオエ製薬株式会社

＊ジョンソン･エンド･ジョンソン株式会社

＊ゼリア新薬工業株式会社

＊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

＊㈱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

＊株式会社名優

＊神稜文庫株式会社（書籍）
2015.2.25現在（五十音順）

プログラム委員（敬称略，五十音順）
淡路 誠一，石崎 淳子，大波多歳男，佐藤 絹子，高橋 陽一，田村 君英
並木

薫，深井

学，眞野 弘美
査読委員（敬称略，五十音順）

伊東百合子，大内 紀寿，大平 克己，大波多歳男，岡田 修一，小倉みどり
尾崎 貴美，加藤

操，亀山 広喜，川西 幸洋，木下 伸任，工藤 重光

熊澤さえ子，佐藤 貴幸，相馬 和幸，辻

幸記，時信

稔，並木

薫

野城 和彦，平田 敦美，藤井 秀康，古川ふさ子，松本 裕子，松本 雄三
眞野 弘美，三宅 和文，村上 雅也，山口 謙二，山根 康子，吉村
若王子みのり
事務局：第 74 回日本消化器内視鏡技師学会事務局
〒870-1151 大分県大分市大字市 1213
大分三愛メディカルセンター 消化器病センター
学会長：大波多 歳男
事務局担当：大波多 歳男・山﨑 賢一
TEL: 097-541-1311

FAX:097-541-5218

E-mail：t-oha@san-ai-group.org
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