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日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

平成２２年１０月１６日（土）
大宮ソニックシティ
埼玉県済生会栗橋病院 並木 薫
一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

第１会場《大ホール（１階）》
・・開会式・・
【報
告】

（9:40～10:00）
日本消化器内視鏡技師会長

田村 君英

【開会の辞】
第６５回日本消化器内視鏡技師学会長
【シンポジウム】
「技師の業務の現状と課題」

並木

薫

（10:00～11:50）
司会

昭和大学藤が丘病院

藤森 弘樹

小樽掖済会病院

北野 由紀

Ｓ-1 当院内視鏡室の運営
龍ヶ崎済生会病院 臨床検査科 ○荒井 昌紀・池澤

剛

看護部

加瀬 晴美・鈴木 久子

診療部

佐藤巳喜夫

Ｓ-2 当院における看護師・臨床検査技師・内視鏡技師の役割 過去10年間の検証と今後の展望
医療法人山下病院検査センター ○馬場 朱美・今枝 佳三・坂口 紀代・桑原ともみ
宮川 紀子・野村 秀子・井上美矢子・藤下 フミ
大塚 淳子・平井英津子・山口美津枝・谷口 聡美
消化器内科
Ｓ-3

瀧

智行・服部 昌志

内視鏡技師の業務内容と課題
埼玉県済生会栗橋病院 臨床検査科内視鏡室
内視鏡技師 ○竹内 和也・並木

薫・大山 英美・関口知詠子

櫛田 祐子・村田 貴司・神澤 和樹・岩間

恵

関塚 純子
臨床検査技師

菊地 久代・神尾

内視鏡科医師

片山

武

修

Ｓ-4 内視鏡業務における臨床工学技士の教育プログラム
府中病院 内視鏡センター ○福島 久美・土井 典子・米田 雄二・塩路 洋司
門林 好美・富岡加代子
臨床工学室

千川 浩明・大西 崇浩・桜井

剛・中嶋那津子

宝塚市立病院 消化器内視鏡センター ○松本 裕子・川上 美里・阿部

孝・澤井 千佳

Ｓ-5 緊急小腸内視鏡システム導入後の内視鏡技師の役割
三國 深雪・遠藤 恭美・山崎 之良・田村 公佑
奥

順介・太田垣裕子・李 兆 亮・柚木崎紘司

川添智太郎・金ヨウ民
大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学

岡崎 博俊・亀田 夏彦・渡辺 憲治・荒川 哲男
大阪大学大学院 基礎工学研究科

Ｓ-6 カプセル内視鏡検査におけるリアルタイムビューアおよび読影設定条件の検討
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
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八木 康史

川崎医科大学 食道・胃腸内科

【ランチョンセミナー１】

塩谷 昭子・春間

総合診療科

本多 啓介

臨床診断学

畠

賢

二郎

（12:00～12:50）

「内視鏡室の感染管理における質保証」
演者：生長会府中病院 髙橋 陽一
司会：平塚胃腸病院 田村 君英
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
【特別講演】

（13:00～14:30）

「医療崩壊のウソとホント」

【要望演題】

埼玉県済生会栗橋病院 副院長

本田

宏

司会

並木

薫

埼玉県済生会栗橋病院

（14:40～15:10）

「安全な内視鏡」
司会

北海道医療生協 札幌緑愛病院

相馬 和幸

Ｙ-1 ｢アナフィラキシーショック患者の対応シミュレーション｣が活かされた事例報告
ＮＴＴ東日本関東病院 内視鏡センター
看護師（内視鏡技師）○五十嵐さおり・小川美智子・菊川留美子
柏井久美子・佐藤 絹子
看護師

布施 由紀・福田 恵美・佐藤 美幸・毛利

紫

下川 美幸・神林まり子
救急看護認定看護師
消化器内科医師

小林 陽子
松橋 信行・久富勘太郎・千葉 秀幸・伊藤 高章
竹内

連携診療科医師

卓

中谷 速男

Ｙ-2 緊急内視鏡止血術を振り返って ・・・手技的な面からの事例検討
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
大阪医科大学 消化器内科

時岡

聡・竹内 利寿・依田有紀子・梅垣 英次

樋口 和秀
Ｙ-3 Electro Surgical Unitの出力に影響を及ぼす耐用劣化の判断基準
神戸大学病院 光学医療診療部 ○吉村

兼・川波 由葵・市之瀬 透・野田 有希

谷本 寛幸・町井 基子・豊永 高史

一般演題

（15:10～16:30）

「洗浄・消毒」
座長

帝京大学溝口病院

藤田 賢一

Ｏ-1 大腸内視鏡用管路内洗浄における、球状ブラシとディスポーザブルブラシのＡＴＰ法による検討
社会保険大宮総合病院 内視鏡センター ○栗原 正樹・渡辺 知愛・池上志雅子・前谷 節子
鎌原 久子・遠藤千鶴子
消化器内科

田島 一美・中野

真・宗像 博美

Ｏ-2 当院独自の内視鏡洗浄・消毒履歴管理の取り組み
新潟県立中央病院 内視鏡室 ○深川
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悟・塚越 卓巳・神林 政子・中矢 泰子

小嶌みゆき・斉藤

恵・宮本 恵子・安本 栄子

Ｏ-3 当院における洗浄消毒履歴管理方法の検討
社会保険大宮総合病院 内視鏡センター ○池上志雅子・前谷 節子・栗原 正樹・渡辺 知愛
鎌原 久子・遠藤千鶴子
Ｏ-4 手書きによる洗浄消毒記録と画像ファイリングを利用した履歴管理への取り組み
金沢医科大学病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○南
看護補助員

清美・篠原由美子

村井 照美・武本 純子

Ｏ-5 患者に信頼される内視鏡洗浄・消毒履歴管理のための工夫
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター ○松本 裕子・川上 美里・阿部

孝・澤井 千佳

三國 深雪・遠藤 恭美・山崎 之良・田村 公佑
奥

順介・太田垣裕子・李

兆亮・柚木崎紘司

川添智太郎・金 ヨウ民
Ｏ-6 履歴管理から学ぶ感染対策の重要性 より正確な履歴管理を求めて
社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 内視鏡センター
○伊藤 俊之・宮田 和信・五十嵐 亨・宮田 住代
川上久美子・下島 宏枝
Ｏ-7 ＯＰＡ蛋白変性物除去用洗浄剤の性能評価
京都大学医学部附属病院 医療器材部
内視鏡技師（臨床工学技士）○新田 孝幸・樋口 浩和
Ｏ-8 過酢酸製剤を用いた自動洗浄消毒装置における清浄化管理の標準化を目指して
神戸大学病院 光学医療診療部
内視鏡技師・臨床工学技士 ○吉村
臨床工学技士

・・閉会式・・

兼・川波 由葵・市之瀬 透

野田 有希・谷本 寛之・町井 基子

（16：30～16：40）

【閉会の辞】
第６６回日本消化器内視鏡技師学会長
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相馬 和幸

第２会場《小ホール（２階）》
【一般演題】

（10:10～11:00）

「安全管理」
座長

医療法人有誠会 佐藤医院

佐藤栄里子

Ｏ-9 スタンダードプリコーションにおける顔面防護の取り組み
名古屋大学医学部附属病院
中央放射線部内視鏡室 ○塚本裕美子・恵川 綾子・深津まり子
光学医療診療部 医師

中村 陽介・宮原 良二・廣岡 芳樹・後藤 秀実

Ｏ-10 安全な内視鏡室に向けての取り組み ～偶発症発生時の対応の標準化を目指して～
坂出市立病院 ○宮川ゆみこ・直井 真帆・宮武 正恵・金丸トモ子
大倉 亮一・桂

明子・室田 将之

Ｏ-11 ジアゼパムを使用した外来患者の帰宅基準作成への取り組み
～内視鏡看護師の知識・意識の再確認～
杏林大学医学部付属病院 ○篠原 春香・五十嵐孝子・種岡 貴子・小河百合子
Ｏ-12 当院における消化管内視鏡を受ける抗凝固薬、抗血小板薬服用者への対応
坂出市立病院 内視鏡室 ○金丸トモ子
坂出市立病院

宮川ゆみこ・直井 真帆・室田 将之・桂

明子

大倉 亮一
【ベンダープログラム１】

（11:00～11:50）

「安全・安心な内視鏡検査を目指して～機器の故障予防の観点から」
演者：昭和伊南総合病院 看護副師長 藤井 秀康
オリンパスメディカルシステムズ(株) サービス部
司会：島根県立中央病院 医療技術局次長検査技術科長 角森 正信
共催：オリンパスメディカルシステムズ株式会社
【ランチョンセミナー２】

（12:00～12:50）

「 未 定 」
演者：未 定
司会：未 定
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２】

（13:00～13:50）

「実践！！ 総胆管結石 切石術の介助」
演者：東京医科大学 消化器内科助教 土屋 貴愛
司会：国立病院機構栃木病院 内視鏡センター 田井由美子
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】

（13:50～15:00）

「看護・患者管理①」
座長

ＪＡ尾道総合病院

楠見 朗子

Ｏ-13 イメージすることで安心できる上部消化器内視鏡検査のパンフレット
岸和田徳洲会病院 内視鏡センター ○加村 義昭・横田なほ子・尾野
金

Ｏ-14 中・下咽頭部バイオプシー後の聞き取り調査の結果
～バイオプシー後の患者説明用紙の見直し～
市立室蘭総合病院 内視鏡室 ○簑島 良智・小田 清佳・片岡
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亘・野村 陽子

秦順・宮野 仁美・太秦 朋美

薫・西村 克美

Ｏ-15 上部消化管内視鏡検査に臨む患者の思い
富山大学附属病院 光学医療診療部 ○綿矢 春美・宮林千鶴子・清水由美子・倉石

俊

工藤 俊彦
Ｏ-16 内視鏡検査を受ける患者のための看護サービスの実践
～温おしおぼりに苦痛緩和の癒し効果はあるか～
独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター
内視鏡センター ○中村 眞弓・濱地 晴香・高橋 麻子・谷間 有子
門田 照美
消化器内科 医師

川村 智子・二宮 克仁・子日 克宣・加藤 祐也
竹内 圭介・渡邊 典子・長谷川浩司

臨床研究部長 医師

山本 初実

Ｏ-17 内視鏡的逆行性膵胆管造影（ＥＲＣＰ）を受ける患者の不安軽減への取り組み
社会保険 群馬中央総合病院 内視鏡室 ○大塚 春彦・吉田
外科

内藤

晃・鑓田久仁子

浩

Ｏ-18 胃・食道ESD看護の質の向上を目指して −術後訪問を実施して−
香川県立中央病院 内視鏡センター ○藤澤 朋美・高原 伸子・十河多身子・瀧川 実穂
栗焼千恵美・尾藤まゆみ

【一般演題】

（15:00～16:20）

「看護・患者管理②」
座長

千葉大学医学部附属病院 若王子みのり

Ｏ-19 大腸内視鏡検査における病棟看護師との連携 手順書・チェックリストの活用
九州大学病院 光学医療診療部 ○河野 文弥・小柳 亜衣・池本 恵美・清藤 美子
内藤 礼子・江田 桂子・浅野 光一・清水 周次
Ｏ-20 上部消化器内視鏡検査時のペパーミントオイル使用方法についての評価と修正
～医師への実態調査を試みて～
三田市民病院 ○中本 博司・藤村 博之・藤原 豊美
Ｏ-21 大腸内視鏡検査時の便臭軽減方法 導入から２年経過して
神奈川県厚生連 伊勢原協同病院 ○石川みどり・森澤 純子
Ｏ-22 当院におけるカプセル内視鏡看護の現状
公立学校共済組合 東海中央病院 消化器内視鏡センター
○久保美紀子・加納 一美・石木 洋子・松尾 初美
看護師
消化器内科

五島 君夜・安田 正博・長谷川奈技子・武知正子
石川 英樹

Ｏ-23 カプセル内視鏡検査時におけるデ−タレコ−ダ装着方法の有用性に関する検討
広島大学病院 内視鏡診療科 ○畠山 陽子・横尾 宗子・新舛 照美・高田 由美
今川 宏樹・岡

志郎・田中 信治

Ｏ-24 カプセル内視鏡の現状 ～カプセル内視鏡通過時間に影響を及ぼす行動と姿勢の検討～
岩手医科大学附属病院 内視鏡診療部 ○古水 香子・阿部 由悦・井上 正弘
消化器肝臓内科 医師

遠藤 昌樹

Ｏ-25 大腸内視鏡検査における下肢の保持
川口市立医療センター 内視鏡センター ○今野由理子
Ｏ-26 大腸内視鏡検査の広範囲腹壁圧迫介助法の検討
まえやま内科胃腸科クリニック ○木下 和美・酒井佳津子・大原 真美・青木 静香
清水久美子・前山 浩信
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第３会場《国際会議場（４階）》
【一般演題】

（10:00～11:20）

「機器・器具」
座長

医療法人マックシール 巽病院

伊東百合子

Ｏ-27 経鼻内視鏡の新たな展開～現状と経験～
東京医科大学病院 内視鏡センター ○天谷 祥隆・中島 文子・柏原 麻美・荻原 真実
医師
東京医科大学病院 消化器外科医師
消化器内科医師

羽山 弥毅・福澤 麻理・河合

隆

逢坂 由昭・篠原 玄夫
野中 雅也・八木 健二・福澤 誠克・山本

圭

青木 貴哉・片岡 幹統・大島 敏裕
看護部
東京医科大学 医師

山中 文子・中野 彰子・竹詰 弘美・屋我絵里奈
酒井 義浩

Ｏ-28 内視鏡スコープの故障件数減少を目指して～意識調査をもとに行った環境改善の効果～
洛和会丸太町病院 治療棟 ○田畑美由樹・東 健太郎・野村 照代・村手 真理
松居加代子・溝川 和枝・古森稚枝子・塩見 滋子
Ｏ-29 新型散布チューブの有用性についての検討
手稲渓仁会病院 内視鏡センター ○益谷久美子
消化器病センター
検査センター

三井 慎也・野村 昌史・真口 宏介
須田 郷子・長船加代子

Ｏ-30 洗滌・送水用具：付属品の考案（送水、デバイスを同時に挿入するアダプター）
医療法人社団根本医院 内視鏡室 ○木内 洋子・矢嶋真理子・鈴木 正江・佐藤 明美
渡部たか子・鈴木 尚美・菅井 直子
医師

根本 達久・根本 雄治

Ｏ-31 糸付きイージークリップの開発と有用性
ＪＡ長野厚生連 佐久総合病院 内視鏡検査科 ○菊池 勇一・堀込 邦行・青木 由紀
胃腸科

小山 恒男・友利 彰寿・堀田 欣一・高橋亜紀子
北村 陽子・篠原 知明

Ｏ-32 新型先端フード（スリット＆ホール・ロング）と従来型先端フードとの比較
大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター
○柴森 直也・阿部 真也・梅垣 英次・時岡

聡

竹内 利寿・依田有紀子・樋口 和秀
Ｏ-33 マルチ径食道拡張バルーンの適切な選択法の検討
京都大学医学部附属病院 医療器材部 ○樋口 浩和・新田 孝幸
消化器内科

江副 康正・堀松 高博・森田 周子・宮本 心一
武藤

学・千葉

勉

Ｏ-34 カプセル内視鏡検査の読影に内視鏡技師は貢献できるか？
福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部

（検査部）○山田ゆき江
内視鏡技師（看護師） 水野 順子
看護師

福島県立医科大学附属病院

医師

引地 拓人・小原 勝敏

消化器内科 医師

鈴木 良磨・馬場真希子

検査部
【一般演題】

板橋 正子・仲島ゆみ子・斎藤 ゆり・加藤 未加

大花

昇・金光 敬二

（11:20～11:50）

「研修・教育」
座長
Ｏ-35 スキル評価表が内視鏡スタッフの教育に及ぼす効果
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 内視鏡室

○杉浦真由美
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大宮松沢医院

内田

恒

Ｏ-36 胃透視と内視鏡画像比較による胃透視読影力向上について
～画像診断科における内視鏡と放射線科の連携～
医療法人マックシール巽病院 画像診断科 ○伊東百合子・鈴木 浩行・井深

崇・武田 英児

中野真那美・石田 耕介・原野 美佳・濱口 直人
医師

井上 俊宏・倉本 貴典・田中 雅也

Ｏ-37 豚の食道及び胃を用いた内視鏡技師介助の研修
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター ○川上 美里・松本 裕子・阿部

孝・澤井 千佳

三國 深雪・遠藤 恭美・山崎 之良・田村 公佑
奥

順介・太田垣裕子・李

兆亮・柚木崎紘司

川添智太郎・金 ヨウ民
【一般演題】

（14:30～15:10）

「前処置①」
座長 今給黎総合病院

川西 幸洋

Ｏ-38 経鼻内視鏡検査の挿入経路と麻酔についての検討
セコメディック病院 内視鏡センター ○折笠亜矢子・諸岡あけみ・高森百合子
消化器科

木村 典夫

Ｏ-39 上部消化管内視鏡検査における咽頭麻酔の工夫-8年間の使用経験をふまえて恵寿総合病院

内視鏡部 ○松田栄美子・角屋 威治・筆島 幸子・中川 弘美
坂本由紀子・熊谷 将史・渕崎宇一郎

Ｏ-40 検診・上部消化管内視鏡検査における咽頭麻酔の検討
医療法人三省会堀江病院 内視鏡室
内視鏡技師（看護師）○大倉ほづみ・岡田 幸子・佐藤 美恵・木暮 弘美
看護師
看護助手
消化器科医師

山田 洋美・塚越 美保
矢頭ひとみ
竹束正二郎・正田

健・市川 明宏・阿部 暁人

堀江 健司
Ｏ-41 食事摂取後の上部消化管検査を考える
壮行会 行田クリニック ○伊藤 和重・阿部 博之・小野 尚美・小石沢和代
【一般演題】

（15:10～16:00）

「前処置②」
座長 近森オルソリハビリテーション病院

尾崎 貴美

Ｏ-42 自宅において大腸内視鏡検査の前処置を行う患者の実態調査
神奈川県立足柄上病院 ○生田 正美・山崎 政代・川本 真紀・岩崎

香

臼井 紀江・三浦 雄輝
Ｏ-43 大腸内視鏡検査前腸管洗浄効果に影響を与える背景因子の検証
埼玉医科大学病院 ○坂本 初美・脇

和恵・関口世利子・佐瀬久美子

高橋理恵子・永瀬 綾子
Ｏ-44 リン酸ナトリウム製剤の下部内視鏡検査時における飲みやすさの検討
国保日高総合病院 内視鏡センター ○坂田 公男・関 みどり・杉原 幸子・久保 順子
田端 裕香
Ｏ-45 リン酸ナトリウム製剤による大腸内視鏡検査前処置の工夫抄録
～ウォーキングはセルロース減少に効果あるか～
大宮共立病院 ○白子 カク・小松 幸子 小山田

恵

Ｏ-46 より安楽な大腸内視鏡検査をめざして～挿入困難例及び挿入不能例の検討～
出雲中央クリニック 内視鏡室 ○米田 裕美・梶谷 鈴香・宮脇 幸恵・加藤 廣枝
小城 麗子・宮脇 哲丸
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第４会場《市民ホール４０２（４階）》
【委員会企画】（公開）

（10:30～11:50）

「内視鏡洗浄消毒データ出力標準化」
広報委員会
【委員会企画】（公開）

（13:00～14:30）

「第２回事例検討会」(事例を通して内視鏡看護を考える)
内視鏡看護委員会
【委員会企画】

（14:30～16:00）

「消化器内視鏡技師の知名度ＵＰについて」（仮題）
国家認定推進委員会

第５会場《市民ホール４０１（４階）》
【市民公開講座】
「ＡＥＤ・ＢＬＳ講習と実習」

（10:00～15:30）
協力：フクダ電子株式会社

第６会場《ソニックシティビル（地階１階）》
【機器展示・書籍販売】

（10:00～15:30）

展示企業（五十音順）
＊株式会社ＩＨＩシバウラ

＊株式会社アビス

＊株式会社アムコ

＊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

＊大塚製薬株式会社

＊オリンパスメディカルシステムズ株式会社

＊株式会社カイゲン

＊キッコーマン株式会社

＊ギブンイメージング株式会社

＊キユーピー株式会社

＊キンバリークラークヘルスケア株式会社

＊興研株式会社

＊サラヤ株式会社

＊ジョンソン･エンド･ジョンソン株式会社

＊住友ベークライト株式会社

＊株式会社精研

＊誠和工業株式会社

＊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

＊株式会社トライメド

＊日本光電北関東株式会社

＊富士フィ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

＊ライズ株式会社

＊株式会社ヤマト

＊文光堂（書籍出展）

【ドリンクコーナー】
協力企業
＊味の素製薬株式会社

＊ギブンイメージング株式会社

＊大塚製薬株式会社
【屋外展示・実演コーナー】
協力企業
＊株式会社サイサン
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