第 86 回 日本消化器内視鏡技師学会 プログラム
【学会長】佐藤 貴幸（士別市立病院）
【会 期】2021 年 5 月 14 日（金）
・15 日（土）
【会 場】広島国際会議場
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：５月１４日（金）
》
第２会場〔B1F：ヒマワリ〕
【ワークショップ】

（15：00～16：45）

「COVID-19 でみえた感染管理の重大さと課題」
司 会

松坂中央総合病院

前川 晃大

北海道がんセンター

浅黄谷美里

Ｗ１ 手指衛生遵守率と擦式消毒薬と手袋の使用量の変化
～上部内視鏡検査介助ベストプラクティス導入前後で比較して～
日本海総合病院 消化器内視鏡室 〇佐々木沙織、池田 亜紀、佐藤 美穂、菅原 俊樹
Ｗ２ COVID-19 流行期の内視鏡検査受診者への電話での来院前問診を試みて
浦添総合病院 看護部 〇大城登代子、川満千恵美、城間 恵子、木下 佳恵
徳元ひろみ、喜納
消化器内科

寺本

薫

彰、内間 庸史、小橋川嘉泉、仲吉 朝邦

金城 福則
Ｗ３ コロナ禍における当施設の上部消化管内視鏡検査について
広島生活習慣病・がん健診所
内視鏡科 〇大脊戸真弓、三浦理恵子、香川

新、西田 早希

藤井 夕香、藤井 佳子、加藤 美鶴
Ｗ４ 内視鏡センターにおける交差感染管理の有用性について
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 〇梅田 貴代、内田 真琴
感染制御チーム
臨床工学技士
医師

永徳慎一郎
金子 秀作、寺田 真人
中村

寧、山田 一隆

Ｗ５ 当院における新型コロナウイルスに対する飛沫感染予防策
虎ノ門病院 内視鏡部 〇渡辺 莉絵、小松 正幸、舘入 由佳、椿
小山亜希子
消化器内科

菊池 大輔、布袋屋 修
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智宏

W６ 当院における COVID-19 感染予防のための飛沫防止カバーの検証
昭和大学横浜市北部病院 看護部内視鏡室 〇丸山瑠衣子、平澤 莉那
消化器センター
【イブニングセミナー】

宮地 英行、若村 邦彦、工藤 進英

（17：00～18：30）

「
「内視鏡道 極まれり」
司 会

NTT 東日本関東病院 消化管内科

大圃 研

北海道がんセンター 消化器内科

佐川 保

《第２日：５月１５日（土）
》
第１会場〔B１F：フェニックスホール〕
・・開会式・・

（8：40～9：00）

【報 告】
日本消化器内視鏡技師会長

角森 正信

第 86 回日本消化器内視鏡技師学会長

佐藤 貴幸

【開会の辞】

【一般演題１】

（9：00～10：00）

「看護]
座 長

医療法人社団双星会 桜井病院

大橋 達子

Ｏ１ 当院における日帰り大腸内視鏡粘膜下層剥離術の現状と患者への説明方法に対する取り組み
昭和大学横浜市北部病院
看護部 内視鏡室 〇吉村 千絵、大井 くみ、西谷 朋子、山田 安希
丸山瑠衣子
消化器センター

宮地 英行、林

武雅、若村 邦彦、工藤 進英

Ｏ２ 大腸内視鏡検査における排出液の飛散状況の可視化によるスタッフの意識と行動の変化について
群馬県立心臓血管センター 外来内視鏡室 〇為谷優美子、丸山 朋美、萩原里枝子、大海 理香
小柏 洋子
消化器外科 荻原

博、鈴木 純子、須藤 利永

Ｏ３ 内視鏡センターにおける患者満足度の実態把握～センター設立より 10 年目を迎えて～
刈谷豊田総合病院 内視鏡センター 〇野村 阿弓、前田麻衣子
Ｏ４ 上部消化管内視鏡検査における鎮静剤使用者の患者の満足度調査
～次回の検査へつなぐ看護師としての役割
中央林間病院 内視鏡センター 〇桐越 英恵、山崎 泰子
看護部

内田 直美、関口 実幸、鳳桐 梨沙、高木 由美
古市 幸子、大関 梨奈、佐藤 葉子
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Ｏ５ 内視鏡検査下 ETCO2 モニタリングにおける安全性の検討
長崎記念病院 超音波・内視鏡部 〇藤谷 信吾、岩永 大士
医療機器安全管理室
N-MEC
長崎記念病院 消化器科
長崎大学病院 消化器内科

野間太一朗、阪本 純一、松下 舞子
時村 郁子、荒木 智徳
山下 昭彦、松尾 光敏、東

尚

東郷 政明、塩田 純也、橋口 慶一

Ｏ６ 鎮静下内視鏡検査・治療時の抑制具使用を試みて
京都第二赤十字病院
看護部内視鏡センター 〇廣瀬 美和、宍喰奈佳子、鍛治ゆかり、西村 桂子
寺村 真一
消化器内科
【教育講演１】

宇野 耕治、河村 卓二

（10：10～11：20）

「やっぱり教えてほしい用手圧迫法」
NTT 東日本関東病院

青木亜由美

辻仲病院柏の葉

大部智栄子

司 会
【ランチョンセミナー１】
（11：50～12：50）

「変わるもの、変わらないもの。内視鏡室における感染予防のニューノーマル(仮)」
講 師
司 会

松阪中央総合病院 前川 晃大

聖路加国際大学附属病院

岡田 修一

共 催 オリンパス株式会社
【特別講演】

（13：10～14：20）

「大腸ポリープ切除のすべて」
大阪国際がんセンター 消化管内科
司 会
【一般演題２】

竹内 洋司

伊達赤十字病院

白石 智美

札幌しらかば台病院

豊島 香織

（14：30～15：30）

「教育・管理」
座 長
Ｏ７ 大腸モデルを活用した腹部用手圧迫トレーニング法の検討
虎の門病院 内視鏡部 〇小松 正幸、森本佳奈子、渡邉 莉絵、舘入 由佳
田邊まゆみ、大澤 倫子、宮原 秀行、椿
小山亜希子
消化器内科

菊池 大輔、布袋屋 修

Ｏ８ EtCO2 導入後の現状把握と今後の課題～勉強会を実施して～
上尾中央総合病院 内視鏡看護科 〇小沼さつき、田沼シゲ子、土屋 正実
- 10 -

智宏

消化器内科

土屋 昭彦、西川

稿

Ｏ９ 内視鏡会計教育について ～医事課を含めた院内勉強会とルール決め～
東京品川病院 内視鏡部 〇今村 倫敦、飯田

彩、向井 美月、山口 佳織

加藤優美子、糠塚 絵梨、千葉 美紀、吉井 敦美
医事課

福田

晴

Ｏ10 多職種ミーティングによる内視鏡業務効率改善効果の検討
札幌東徳洲会病院
消化器・IBDセンター看護部 〇袴田 麻美、小熊

愛、竹本沙緒里、石橋 千愛

佐々木 望
IBDセンター

伊藤 貴博、前本 篤男

消化器センター

木村 圭介、太田 智之

Ｏ11 内視鏡室における適正な看護師数の検討
国際医療福祉大学成田病院 内視鏡室

〇岡浜 雅子、柴田 広子、櫻田 麻里

Ｏ12 内視鏡スタッフの身体症状とリスク要因に関する実態調査
山下病院 臨床検査部内視鏡科 〇馬場 朱美
看護部

常見 麻芙

消化器内科

松崎 一平、服部 昌志

名古屋市立大学大学院医学研究科 環境労働衛生学分野
榎原
名古屋大学大学院医学系研究科 消化器内科学

・・閉会式・・

毅

藤城 光弘

（15：30～15：45）

【表彰式】
日本消化器内視鏡技師会長賞
第 86 回日本消化器内視鏡技師学会長賞
【閉会の辞】

第 87 回日本消化器内視鏡技師学会長
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上田 道子

第２会場〔B１F：ヒマワリ〕
【学会長企画：ショートレクチャー】
（9：00～10：30）
『いざ集え！内視鏡の侍たちよ～消化管編～』
司 会

東京品川病院

今村 倫敦

南和歌山医療センター

岩本 奈緒

レクチャー1「消化管止血術～敵を見極め、術を選び、血を制す！～」
戸畑共立病院

町井 基子

川崎医科大学附属病院

河上真紀子

NTT 東日本関東病院

志賀 拓也

レクチャー2「小腸を極める『カプセル内視鏡・DBE の工夫』
」
レクチャー3「スネア × 操作」
レクチャー4「異物摘出の呼吸（極意）」
北海道大学病院

岩崎

毅

【学会長企画：ショートレクチャー】
（10：30～11：30）
『いざ集え！内視鏡の侍たちよ～胆膵編～』
司 会

多根総合病院

加村 義昭

栃木県立がんセンター

小山 純子

大阪医科薬科大学病院

野見山典子

山下病院

馬場 朱美

レクチャー5「ＧＷとＥＨＬの基本をマスターする！」
レクチャー6「ステント留置～スマートな介助を目指して～」
レクチャー7「当院におけるインターベンショナル EUS に対する消化器内視鏡技師の関わり」
熊本大学病院

川西 幸洋

大阪市立大学医学部附属病院 先端予防医療部附属クリニック MedCity21

明石 麻畝

東京医科歯科大学 消化管外科学

川田 研郎

JA 広島総合病院

石崎 淳子

【ランチョンセミナー２】
（11：50～12：50）
「コロナ禍における経鼻内視鏡を使用した上部消化管診療の現状（仮）
」

司 会

共 催 富士フイルムメディカル株式会社
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【シンポジウム】

（13：00～14：30）

「安全で質の高い内視鏡医療のために私たちができること」
司 会

社会医療法人 近森会

尾崎 貴美

イムス札幌消化器中央総合病院

上野 朋美

Ｓ１ 当院における市の胃がん検診データベース作成の取り組み
八王子消化器病院 内視鏡センター 〇佐藤 真己、奥山 康博、田久保久美子、野尻美鈴
村山 寛太、赤井 雄登、星野 由子、岡島 知希
山田 英生
消化器内科

柏木 宏幸、伴野 繁雄、森下 慶一

Ｓ２ 内視鏡検査室におけるタイムアウトの現状と今後の課題
～実施率調査と意識調査からみえてきたこと～
杏林大学医学部付属病院 内視鏡室 〇相木 純子、池田 優子
Ｓ３ 内視鏡技師による院内軟性内視鏡の一元管理を目指して ～洗浄履歴をきっかけに～
聖路加国際病院 内視鏡検査科 〇秋山

仁、大谷 久恵、新

宏美、吉田 匡良

竹内久美子、岡田 修一
感染管理室

坂本 史衣

Ｓ４ 超音波スコープを安全に使用するために～安全と感染防止に注視して～
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
内科

晶

佐々木清貴

Ｓ５ 当院の ERCP 体制の工夫～内視鏡技師による安全かつ質の高い ERCP を目指して～
おおたかの森病院 内視鏡技師 〇林 かおる
消化器・肝臓内科

安達 哲史

Ｓ６ cold snare polypectomy 検体の適切な検体処理を目指す取り組み
～濾紙貼付けの有用性についての前向きランダム化比較試験～
大阪府済生会中津病院 検査技術部 〇池田 卓也、石本愛梨沙、岡村
福岡 慶丈、川西 澄子、衣笠
神戸大学 消化器内科

拓、山根 大希
宏

吉崎 哲也

Ｓ７ 内視鏡光源装置の排熱に起因すると考えられる酸素配管耐圧チューブの破裂事例
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 〇松永 和也、中村 玲子、大庭 麻美、増田 松子
消化器内科
外科

白井 孝之、出口 隆造
島田 英雄
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【一般演題３】

（14：30～15：30）

「前処置・検査」
座 長

ＪＡ尾道総合病院

楠見 朗子

Ｏ13 エタノール含有リドカインスプレーを用いた咽頭麻酔における有害事象の検討
北海道社会事業協会帯広病院 看護部 〇吉村 純子、柴田トシコ、高津 良江
消化器内科
札幌医科大学付属病院 消化器内科

山本
林

至
優希

Ｏ14 下部内視鏡検査前処置に自作便性スケールを導入しての業務改善
市立釧路総合病院 内視鏡室 〇石田 吾抄、北村 幸恵、辻

寛子

Ｏ15 大腸カプセル内視鏡検査における前処置法の検討と内視鏡技師の役割
虎の門病院 内視鏡部 〇舘入 由佳、小松 正幸、渡邉 莉絵、椿

智宏

小山亜希子
消化器内科

松井

啓、菊池 大輔、布袋屋 修

Ｏ16 外来ＥＵＳ－ＦＮＡを安全に行うための取り組み
みゆきクリニック 消化器内科 〇豊口亜矢子、保坂 道子、柳

淑子、辻野

武

Ｏ17 演題取り下げ
Ｏ18 胃切除後残胃患者に対する上部消化管内視鏡検査時の食物残渣状況に関する診療録調査
国立がん研究センター中央病院
内視鏡センター 看護部 〇大賀 繭美、巖

麻衣、早川 寛恵、金子 順子

坂爪 明美、島田 由美、清水 陽一、伊藤 暖子
内視鏡センター 技師
内視鏡科
胃外科

山田 雅子
高丸 博之、吉永 繁高、小田 一郎
吉川 貴己、片井
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均

第３会場〔B２F：コスモス〕
【一般演題４】

（9：00～10：00）

「機器」
座 長

慶応義塾大学医学部 腫瘍センター

佐々木 基

Ｏ19 内視鏡部門管理支援システムを用いた検査を円滑にする為の検討
岡山赤十字病院 臨床工学技術課 〇番家 大輝
Ｏ20 演題取り下げ
Ｏ21 先端保護チューブを用いたスコープ修理費減少の取り組み
岡波総合病院 CE部 〇福井 貴久、北川 裕晃、谷本 慶輔、竹若 周平
森谷 尚志、立石
消化器内科
看護部

今井

昇

元

藤武 篤子、町野 知美、多田 彩佳、西野由起子

Ｏ22 送ガス・送気ボタンの有用性について
JA北海道厚生連 旭川厚生病院
医療技術部 臨床工学技術科 〇森
中央検査 内視鏡センター
消化器科

駿介、小玉麻里菜、池田 裕晃、柴田 貴幸

武蔵 脩平
飯田 敏史、田中 一之、佐藤 智信、後藤

充

Ｏ23 当院における AI 内視鏡を用いた下部消化管内視鏡検査 ～患者の ADR 向上を目指して～
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
内科

晶

佐々木清貴、佐々木尚英、加賀谷英俊、目黒 高志

Ｏ24 植込型左室人工補助心臓とカプセル内視鏡の干渉試験
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

【一般演題５】

長生 幸司

（10：00～10：40）

「洗浄・消毒」
座 長

宇部興産中央病院

田村真由美

Ｏ25 パススルー式キャビネットによる洗浄室の動線管理の徹底
虎の門病院 内視鏡部 〇椿

智宏、小松 正幸、渡邉 莉絵、舘入 由佳

小山亜希子
消化器内科

菊池 大輔、布袋屋 修
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Ｏ26 鉗子口洗浄を確実に行うための当院での取り組み～鉗子口洗浄システムを作成して～
呉市医師会病院 臨床工学科 〇井元 孝行、福本 高史
内視鏡室

澤田 明菜、光岡 梨香、濱田 朋子、中川 和恵
中元 世子

消化器内科

蔭地 啓市

Ｏ27 内視鏡洗浄消毒装置更新後の消毒液運用～更新前後でのコスト比較～
JA広島総合病院 臨床工学科 〇藤田 雄樹、渡壁 昌幸、松浦 千澄、伊藤 功一
瀬尾 憲由
内視鏡センター

坂手 友子、石崎 淳子、槌谷 滋乃

Ｏ28 内視鏡洗浄消毒業務における看護師教育の検討
京都第二赤十字病院
看護部内視鏡センター 〇寺村 真一、宍喰奈佳子、拾井 明莉、柴山美恵子

【一般演題６】

（10：40～11：20）

「治療・処置具」
座 長
Ｏ29

岸和田徳洲会病院

吉村

兼

Clip Line Method 縫縮法施行における介助の technical tips とトラブルシューティング
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
内視鏡技師 〇佐々木 基
医師

加藤 元彦、中山 敦史、松浦 倫子、高取 祐作
木口 賀之、窪澤 陽子、増永 哲平、矢作 直久

Ｏ30 内視鏡用回転クリップの数値化による性能評価
～ツメの長さや角度の違いと把持力の関係について～
伊勢赤十字病院 臨床工学課 〇最明 裕介、山端 健太、中埜 瑠香、小岸 拓哉
北村

拡

Ｏ31 Sit-stand workstation を取り入れた ESD 環境の提唱～術者に対する筋骨格系障害の比較検討～
山下病院 看護部 〇常見 麻芙
消化器内科

松崎 一平、服部 昌志

名古屋市立大学大学院医学系研究科 環境労働衛生学
榎原

毅

Ｏ32 安全な内視鏡検査を行うための当科での取り組み
北海道消化器科病院 臨床工学科 〇市川

晶、平下 尚稀、岩倉 礼乃、大森 蓮矢

川西 啓太
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内科

佐々木清貴

【ランチョンセミナー３】
（11：50～12：50）
「医師、技師が伝える内視鏡の Basic Topics ～診断・治療と機器の進歩～.」
岸和田徳洲会病院 消化器内科 内視鏡センター

井上 太郎
正木 誠人

司 会

平塚胃腸病院

田村 君英

共催 ASP ジャパン合同会社
【ベンダープログラム】 （13：00～14：00）
「患者様視点で考える内視鏡診療～心の密は避けられない～」
講 師 入澤クリニック 理事長

松本 和也

川崎医科大学附属病院 内視鏡室

河上真紀子

司 会 聖路加国際病院 消化器センター

岡田 修一

共 催 ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
【教育講演２】

（14：10～15：10）

「ど素人のための消化管病理」
熊本保健科学大学
司 会

中央林間病院

南部 雅美
若林 太一

第４会場〔B2F：ラン〕
【安全管理委員会セミナー】
（9：00～10：00）
「咽頭麻酔薬・鎮静薬・鎮痛薬・転倒転落・DVT に関するアンケート結果報告より
現状と課題について考える」
講 師
司 会

安全管理委員会 委員

日本鋼管病院

佐藤 絹子

大阪医科薬科大学病院

阿部 真也

戸田中央総合病院

土田美由紀

【パネルディスカッション】（10：00～11：30）
「海外からの来客対応の実際」
司 会
Ｐ１ 海外からの内視鏡受診者対応の実際
日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック
内視鏡室 〇小酒井 文、大野 望美、矢澤有季野、加藤 弘恵
中西 美紀、藤田美貴子
東京ミッドタウンクリニック

由良 哲朗、阿部 綾子、古川真依子、帯刀
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誠

Ｐ２ 当院の内視鏡室における外国人患者対応
戸畑共立病院 臨床工学科 〇大田 健志
Ｐ３ 海外患者・研修生に対する当院での取り組み
NTT 東日本関東病院 消化管内科内視鏡部 〇田中 大夢、志賀 拓也
消化管内科

大圃

研

Ｐ４ 当院における海外医師を対象とした消化器内視鏡教育の取り組みについて
北里大学病院 内視鏡センター 〇三浦 美保、田原恵理子、古澤 明子、佐野 千絵
川口 智代、吉田ほのか、宮﨑 慶生
消化器内科

小林 清典、木田 光広

Ｐ５ 当院における海外からの研修者への対応の実際
国立がん研究センター 中央病院
内視鏡科 〇山田 雅子、小田 一郎、斎藤

豊

0..

第５会場〔B１F：ダリア〕
【機器展示】
【書籍販売】

（8：30～14：30）

＊株式会社ＩＨＩアグリテック

＊株式会社アイテックス

＊株式会社アビス

アムテック株式会社

＊株式会社アムテック

＊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

＊株式会社小沢医科器械

＊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

＊ケイ・アンビエンテ株式会社

＊興研株式会社

＊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

＊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㈱

＊株式会社メディカルリーダース

＊株式会社メディテックジャパン
2021.1.31 現在（五十音順）
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プログラム委員（敬称略，五十音順）
青木亜由美、大波多歳男、上田 道子、岡田 修一、佐藤 絹子、佐藤 貴幸
髙橋 陽一、角森 正信、並木
薫、深井
学、松本 裕子、武蔵 脩平

査読委員（敬称略，五十音順）
阿部
尾崎
齋藤
橋本
村上

真也、犬丸 吉人、石崎
貴美、河上真紀子、亀山
純子、関 美喜男、竹田
彩、橋本 逸子、廣瀬
雅也、山田 一之

淳子、岩崎
毅、上野 朋美、岡本澄美子
広喜、梶原みゆき、楠見 朗子、白石 智美
直美、谷道 清隆、豊島 香織、野城 和彦
孝則、藤本 邦弘、藤原
健、前川 晃大

第 86 回日本消化器内視鏡技師学会事務局
〒078-8211 北海道旭川市 1 条通 24 丁目 111 番地
旭川厚生病院 内視鏡センター 武蔵脩平
TEL:0166-33-7171(代)

- 19 -

FAX:0166-33-6075

