第６８回

日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

【期
日】
【会
場】
【学 会 長】
【主
催】

平成２４年５月１２日（土）
ガーデンシティ品川
昭和伊南総合病院 消化器病センター 藤井 秀康
一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

第１会場《ボールルームウェスト》
・・開会式・・
【報
告】

（9:45～10:00）
日本消化器内視鏡技師会長

田村 君英

第６８回日本消化器内視鏡技師学会長

藤井 秀康

【開会の辞】

【一般演題１】
「看護・患者管理」

（10:00～11:30）
座長

友仁山崎病院

橋本 逸子

京都第一赤十字病院

只石 裕子

Ｏ-1 当院における休日・夜間の緊急内視鏡の実態と課題～内視鏡室看護師の役割を考える～
ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院

内視鏡室 ○吉岡 りえ
看護師
内視鏡技師

消化器科医師

岡本 恭子・鈴木 淳子
毛利智代子
吉田

晃

Ｏ-2 外国人や聴覚障害患者の不安の軽減 ─コミュニケーションボードを作成して─
仙台オープン病院 内視鏡センター ○色川由紀子・菅原裕美子・鈴木あゆみ・村越美津子
熊澤さえ子
Ｏ-3 上部消化管内視鏡検査における観察不十分症例の対応
石川県予防医学協会 予防医学クリニック ○東田 孝子・大和 千秋・谷内 真弥・米永 晃代
下村優美子・佛師田 郁・皆川 由美・田中 裕子
越野 雅代・鯵坂 秀之・魚谷 知佳
Ｏ-4 ＥＲＣＰ検査時の体位による苦痛の軽減 ～マットと枕を利用して～
飯田市立病院 内視鏡室 内視鏡技師 ○酒井 明美・井坪笑美子・田中 典子
看護師

刈部 亜美・熊谷 久子

消化器内科

中村 喜行・岡庭 信司

Ｏ-5 胃・食道ＥＳＤを受ける患者の腰痛対策の検討 ～除圧による腰痛防止を試みて～
香川県立中央病院 内視鏡センター ○藤澤 朋美・筒井久美子・松下実知子・十河多身子
瀧川 実穂・林 安津子

－6－

Ｏ-6 抗血栓療法症例における内視鏡検査の現状 - 岡山県でのアンケートの実施から 独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター
外来 ○黒岡 昌代
独立行政法人労働者健康福祉機構 岡山労災病院

梶原みゆき

真庭市国民健康保険 湯原温泉病院

村山 綾子

医療法人天馬会 チクバ外科胃腸科肛門科病院

田中 広子

Ｏ-7 抗血小板剤服用継続下での内視鏡生検の妥当性
香川県立中央病院 ○十河多身子・筒井久美子・松下実知子・藤澤 朋美
瀧川 実穂・林 安津子・石川 茂直・稲葉 知己
Ｏ-8 麻酔回復スコアから鎮静剤使用後の安静時間を考える
川崎市立多摩病院 ○柳澤 友子・柳澤 友子・門間 由香・井上ふみ子
古畑千奈己・馬場

哲

Ｏ-9 カプセル内視鏡検査中の指導を考える～過ごし方に関する不安調査から～
公立学校共済組合 東海中央病院

消化器内視鏡センター
○石木 洋子

内視鏡技師・看護師
看護師

加納 一美・元岡真里亜・久保美紀子
永田めぐみ・安田 正博・五島 君夜・井奈波直美
武知 正子

医師

【ランチョンセミナー１】

石川 英樹

（11:50～12:50）

「当センターで経鼻内視鏡を始めたワケ」
国立がん研究センター がん予防・検診研究センター
検診開発研究部 室長

角川 康夫

司会：聖路加国際病院 消化器センター 内視鏡室

岡田 修一

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１】

（13:00～14:00）

「細径内視鏡の生検ストレスをなくす！」
大阪赤十字病院 消化器科副部長

圓尾 隆典

司会：富良野病院 内視鏡センター

山口 謙二

共催：ボストン・サイエンティフッィクジャパン株式会社
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【特別講演】

（14:00～15:00）

「災害時における急性期対応について（仮）」
富山大学 教授
司会
【会長講演】

昭和伊南総合病院 消化器病センター

奥寺

敬

藤井 秀康

（15:00～15:30）

「チーム医療における内視鏡技師の役割」
昭和伊南総合病院 消化器病センター

藤井 秀康

NTT 東日本関東病院

佐藤 絹子

座長 香川労災病院

岡本澄美子

司会
【一般演題２】
「安全管理」

（15:30～16:10）

Ｏ-10 治療内視鏡におけるタイムアウトの導入
福島県立医科大学医学部附属病院 内視鏡診療部
○仲島ゆみ子・板橋 正子・加藤

園・加藤 未加

齋藤 ゆり・水野 順子・山田ゆき江・引地 拓人
小原 勝敏
Ｏ-11 当院における液化炭酸ガス（ＣＯ２ガス）・内視鏡用ＣＯ２送気装置使用の現況と安全管理
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・比嘉 克也・梅垣 英次
時岡

聡・村野 実之・樋口 和秀

Ｏ-12 当院内視鏡検査室における停電時の対応について～震災後計画停電の経験をふまえて～
東京女子医科大学八千代医療センター 内視鏡室 ○佐々木直哉
技師

南部 周平・峰岸 真弓・坂口 尚枝・関

医師

光永

篤・田形 倫子・濱野 徹也・寺本 穂波

白戸

泉・白戸 美穂・西野 隆義

看護師

博子

加藤 禎枝・山上由紀子・野澤美鈴・多保田佐知子

臨床検査室

岩下 宏宣

Ｏ-13 ＥＲＣＰにおけるＸ線防具の有用性
松阪中央総合病院 内視鏡室 ○若山 晃大・中村 法子・唐崎 千里・太田栄津子
馬場 芳子・石原 弘貴・米川
胃腸科

・・閉会式・・

純

直田 浩明

（16：10～16：20）

【閉会の辞】
第６９回日本消化器内視鏡技師学会長
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橋本 逸子

第２会場《ボールルームイースト》
【一般演題３】

（10:00～11:30）

「機器・器具」
座長

医療法人マックシール 巽病院

伊東百合子

ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院

野城 和彦

Ｏ-14 経鼻内視鏡前処置（スティック法）に使用されるスティックの材質からみた検討
千葉大学医学部附属病院 ＭＥ機器管理センター ○小野
看護部
光学医療診療部

仁・藤江

舞・菊地 厚子・織田 成人

若王子みのり・稲垣 聡美・鈴木 佳子
渡辺 良之・井上 雅仁・松村 倫明・露口 利夫
横須賀 收

Ｏ-15 経鼻内視鏡用の新しい生検鉗子の検討
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・吉田 順子・鈴木 節子・加藤真由美
稲葉 由実
看護師
検査技師

柏井 絹代・平野奈美子・竹中裕美子・須藤久美子
番匠 真紀

国家公務員共済組合連合会 三宿病院 消化器科
医師

吉田 行哉・尹

京華

Ｏ-16 カプセル内視鏡検査におけるRAPID Access 6.5 Quickview有効利用の検討
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
消化管内科

塩谷 昭子・木村 佳起・山中 義之・松本 啓志
春間

総合診療科
検査診断学(内視鏡・超音波)

賢

本多 啓介
畠

二郎

Ｏ-17 カプセル内視鏡におけるリアルタイムビュアの有用性に関する検討
旭川医科大学病院 光学医療診療部 ○河村 道代・西岡 理恵・小沢 和永・菊池 陽子
伊藤 貴博・藤谷 幹浩
Ｏ-18 大腸内視鏡検査時における被検者の下肢の苦痛を検討：第２報～改良した足台の有効性について～
ＪＡ長野厚生連 小諸厚生総合病院
臨床画像センター内視鏡部門 ○滝澤 卓巳・依田 昌彦・澁谷 浩美・小俣 博之
香林 純子・佐藤美恵子・箕輪 裕子・深井百合子
小松 信男・丸山雄一郎
Ｏ-19 自動送水装置導入による使用経験 −現状とこれから −
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・加藤 廣枝
大野 真樹
Ｏ-20 同一ユニットで多種類の内視鏡検査をする際の画像強調設定の工夫について
みよし市民病院 ○尾崎 真代・新西美奈子・塚崎 時代・新美ゆかり
平井 桂子・伊豆原初美・伊藤
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治・中島 守夫

Ｏ-21 チャンネルピンホールによる高額修理費低減を目的とした業務改善
ＮＴＴ東日本関東病院 内視鏡部 ○佐藤 絹子・宮下恵美子・毛利 紫・五十嵐さおり
柏井久美子・福田 恵美・佐野 祐子・神林まり子
布施 由紀・下川 美幸・佐藤 美幸・伊藤 翔三
国分

鋭・元山 卓也・松橋 信行

Ｏ-22 内視鏡修理件数・修理費削減への取り組み～看護師から医師、看護補助者へ3年間の啓発と教育～
三豊総合病院 内視鏡センター ○合田 千恵・篠原美代子・山口 磨巳・上田 道子
斉藤美夏子・今井 美香・澤井 誠子・今川

敦

中津 守人
【ランチョンセミナー２】

（11:50～12:50）

「理想の大腸内視鏡前処置法を目指して ～ビジクリア配合錠新組成製剤の使用経験から～」
ＮＴＴ東日本関東病院

消化器内科

司会：ＮＴＴ東日本関東病院

辻

陽介

佐藤 絹子

共催：ゼリア新薬工業株式会社
【ベンダープログラム２】

（13:00～14:00）

「内視鏡室における感染管理の最新情報～マルチソサエティガイドライン改定をふまえて～」
演者：長野県立須坂病院 内視鏡センター長
司会：山梨大学医学部附属病院 光学医療診療部部長

赤松 泰治
佐藤

公

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
【要望演題】

（14:00～15:00）

「内視鏡室における苦痛の軽減の工夫」
座長

岡山労災病院

梶原みゆき

仙台オープン病院

熊澤さえ子

Ｙ-1 経鼻内視鏡の挿入経路と麻酔についての検討（続報）
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

Ｙ-2 経鼻内視鏡検査における鼻息鏡を用いた鼻腔判定の有用性
財団法人北海道医療団 帯広第一病院
内視鏡センター ○宮下
消化器内科

奥

司・本間

瞳・西原 尚美

隆臣

Ｙ-3 前投薬が膵胆菅内視鏡術中鎮静患者の安全性に及ぼす影響～異なる前投薬の比較～
西宮市立中央病院 第２外来内視鏡センター ○池田由紀子・高橋三千代
Ｙ-4 意識下鎮静や細径スコープを用いることで挿入時および検査中の咽頭反射は減少するか
亀田総合病院 内視鏡室 ○松本 雄三・岩堀 寛之・飯沼 幸枝・斉藤 進一
富永 和宏
健康管理科

馬嶋健一郎

消化器内科

平田 信人
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Ｙ-5 内視鏡室における苦痛軽減の工夫：鎮静剤やスコープ選択に活かす記録の検討
東葛辻仲病院 内視鏡室 ○佐澤夫佐好・後飯塚久美・中野 由紀・山本 千代
Ｙ-6 内視鏡技師によるＥＳＤ補助具の発明
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
外来 内視鏡室 ○藤本 邦弘
内視鏡科 医師
【一般演題４】

堀 伸一郎

（15:00～15:30）

「洗浄・消毒」
座長 山形県立中央病院

岩城三喜子

Ｏ-23 内視鏡洗浄消毒装置における給水の品質管理と維持
神戸大学病院 光学医療診療部 ○野田 有希・吉村

兼・市之瀬 透・川波 由葵

町井 基子・野見山典子・山出亜矢子
Ｏ-24 過酢酸ポータブル濃度チェッカーの性能評価
九州大学病院 光学医療診療部 ○岩下 邦夫・高橋

瞬・峰 慎太郎・平井 雅博

桑原真理子・三島 博之・内藤 礼子・江田 桂子
浅野 光一・清水 周次・前原 喜彦
Ｏ-25 当院における自動洗浄機消毒薬の濃度判定実践報告
近畿大学医学部堺病院 内視鏡室 ○鈴木真奈美・小口 邦代・松木 隆子・澤村あずさ
下田 まや・西川絵里奈・山上 礼子・栃尾 美和
【一般演題５】

（15:30～16:10）

「前処置」
座長 国家公務員共済組合連合会 新別府病院

大波多歳男

Ｏ-26 大腸内視鏡検査前の患者環境を整える
(財団法人)倉敷中央病院 内視鏡センター ○岡崎美千代・宮岡 由香・小野 房枝・松枝 和宏
菊池

理

Ｏ-27 前処置不良例の減少を目指して ～クエン酸モサプリドと大建中湯の比較検討～
福井総合病院 内視鏡室 ○竹田 直美・中次 清隆・水島真砂代
消化器内科・外科

本多

桂

Ｏ-28 全大腸内視鏡検査における前処置の検討＜ジメチコン混入の適量について＞
医療法人原三信病院 ○坂井 智恵・宇野 幸恵・堀池ひとみ・江副 直子
原田
診療部・消化器科医師

夢・横溝 幸子

千々岩芳春

Ｏ-29 大腸憩室出血の内視鏡診断を容易にするための前処置法に関する検討
社会医療法人厚生会木沢記念病院
中央検査室 ○杉本かおり・井戸かおる・森田

恵・片桐 摂子

加藤 郁美・永田 順子・古世美代子
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第３会場《グリ-ンウィンド》
【一般演題６】

（10:00～10:50）

「情報１」

座長 聖路加国際病院

岡田 修一

Ｏ-30 緊急内視鏡体制の取り組み～紹介施設の認知度、アンケート調査から～
三原赤十字病院 内視鏡室 ○中宮 清実・井元 春美・奥 友里恵・佐藤 恵子
太田 友美
消化器内科

吉永 文哉・水野 将克

三菱三原病院

寺面 和史

興生総合病院

武田

本郷中央病院

谷本 康信・井上 正規

晃

須波宗斉会病院

有本 之嗣

三原市消防本部

吉田 昌司

中林整形外科

中林 昭策

Ｏ-31 「皆様の声」から知る内視鏡検査の課題＜人間ドックで行っているアンケート調査を分析して＞
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 ○渡部 玲子・杉本美智子・増田 松子
消化器内科

長田 成彦・築根 陽子・澤本 佳奈・沼田

誠

出口 隆造
医療法人 健生会 ケンズクリニック

柳川

健

扇町しらさぎ内科クリニック

渡邊 謙一

東海大学医学部付属八王子病院 消化器内科

白井 孝之

Ｏ-32 上部消化管内視鏡検査を受ける方の鎮静と満足度『アンケートと「こころお届け箱」設置から見えてき
たもの』
三豊総合病院 内視鏡センター ○合田 千恵・澤井 誠子・篠原美代子・今川

敦

中津 守人
Ｏ-33 「接遇チェックシート」を用いたサービス向上作戦
聖路加国際病院 消化器センター内視鏡室 ○今村 倫敦・岡田 修一・土屋優賀理・中島 浩子
宮前ちひろ・秋山

仁・竹内久美子

Ｏ-34 見逃し病変からみた全大腸内視鏡検査の精度管理について −内視鏡技師から内視鏡医への要望−
大腸肛門病センター高野病院 ○松平美貴子・野崎 良一
【一般演題７】

（10:50～11:30）

「情報２」
座長 熊本地域医療センター

池上 慎一

Ｏ-35 食道ＥＳＤ後の誤嚥性肺炎の発症頻度の調査 ～オーバーチューブ活用後の誤嚥性肺炎報告～
社会医療法人 恵佑会札幌病院
内視鏡センター ○角谷 智弘・高田麻利央・田辺なおみ・伊藤 由佳
有馬亜也子・久志本朋子・石津 千春・藤巻 晴衣
野口千代子・高橋 宏明・岡原
－12－

聡

Ｏ-36 内視鏡と病院ネットワークとの新しい接続方法
医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター
内視鏡検査室 ○斉藤 進一・蜂谷 美奈・佐藤 京子・岩堀 寛之
飯沼 幸枝・松本 雄三
Ｏ-37 タブレット端末入力による内視鏡看護記録の検討－電子カルテの入力時間から－
愛媛大学医学部付属病院 ○森脇留美子・天野 利江・矢野みゆき・松尾真由美
池田 宜央
医療情報部
パルソフトウェアサービス

木村 映善・石原

謙

三浦 庸介・赤松 香里

Ｏ-38 チーム医療による内視鏡検査室の完全電子化に向けた取り組み
箕面市立病院・看護局・外来 ○木村 由佳
箕面市立病院
【ランチョンセミナー３】

千葉 礼子・佐々木美幸・飯島 正平

（11:50～12:50）

「機器のトラブルシュート ～今すぐ聞ける、解決する～」
演題１「臨床工学の着眼点で踏み込んでみる 内視鏡機器のトラブル回避とシューティング」
演者：神戸大学医学部附属病院 吉村 兼
演題２「ご存じですか？内視鏡お客様相談センター」
演者：オリンパスメディカルシステムズ(株)カスタマーサービス部カスタマーサポートグループ 渡辺浩良
司会：医療法人マックシール巽病院 伊東百合子
共催：オリンパスメディカルシステムズ株式会社
【パネルディスカッション】

（13:00～15:00）

「内視鏡室におけるリスクマネージメント」
司会

兵庫県立淡路病院

三宅 和文

愛知県がんセンター中央病院

宇佐美秀子

Ｐ-1 内視鏡センターにおけるリスクマネジメント～病院移転に伴うマニュアル作成～
ＪＡ広島厚生連尾道総合病院 内視鏡センター ○楠見 朗子・森田恵理子・栗本 保美・三木

仁

佐藤 智子
看護師

田坂 智子・三島ユカリ

消化器内科医師

花田 敬士・小野川靖二

Ｐ-2 ISO9001認証取得で取り組んだリスクマネージメントの検討
岸和田徳洲会病院 内視鏡センター ○金

泰順・宮野 仁見・横田なほ子・尾野

亘

Ｐ-3 内視鏡室における多職種協働に必要な協働協定
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

町井 基子・野見山典子・山出亜矢子
Ｐ-4 当院内視鏡室におけるリスクマネージメントへの取り組み～医療訴訟を契機として～
広島赤十字・原爆病院 内視鏡室 ○若山 佳世・小浦 光佐・鶴田多重子・棚田 妙子
木村 紀子・草田 優子
消化器内科
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古川 善也

Ｐ-5 長時間の内視鏡検査・治療におけるＣＯ２送気とモニタリングの有用性
関西医科大学 枚方病院 医用工学センター

○高橋 卓人・竹内 聡史・矢野 博子

内視鏡センター

大安 有子・十川 由美・西本 裕美・中所 菊代
西野 淳子・永峯理可・亀井比呂子・丸小野八重子

消化器肝臓内科

島谷 昌明・若松 隆宏・高岡

亮・岡崎 和一

Ｐ-6 当院におけるプロポフォールを使用して上部消化管内視鏡検査および大腸内視鏡検査の実際
昭和伊南総合病院 ○加藤さつき・田中知恵美・渋谷めぐみ・村田 弘子
西村あつみ・小林由美子・竹澤 里子・藤井 秀康
Ｐ-7 小腸内視鏡検査におけるリスクマネージメント ～検査前説明によるリスク回避～
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター ○松本 裕子・川上 美里・荻野明日香・三國 深雪
遠藤 恭美・松林 元気・村上 雅也・柴田 理絵
畑留 理子・野々上敦司・布上沙奈美・武田真理子
山崎 之良・田村 公佑・奥

順介・李

兆亮

柚木崎紘司・志村 陽子・川添智太郎・金 ヨウ民
阿部

孝

第４会場《アネモネ》
【委員会企画】（公開）

（10:00～11:30）

「内視鏡検査で使用される薬剤の薬理作用と注意事項について学ぶ」
内視鏡安全管理委員会
【委員会企画】（公開）

（13:00～14:30）

第３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

第５会場《ネクサス》
【機器展示・書籍販売】

（10:00～15:30）

展示企業（五十音順）

申込 2012.2.10 現在

＊株式会社ＩＨＩシバウラ

＊(有)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

＊イワツキ株式会社

＊株式会社ＳＴＳメディック

＊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

＊キッコーマンバイオケミファ株式会社

＊ギブン・イメージング株式会社

＊キンバリークラーク・ヘルスケア・インク

＊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

＊ゼリア新薬工業株式会社

＊住友ベークライト株式会社

＊東洋羽毛首都圏販売株式会社

＊株式会社トップ

＊ニプロ株式会社

＊㈱バイオラックスメディカルデバイス

＊株式会社パルソフトウェアサービス

＊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㈱
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＊堀井薬品工業株式会社

＊株式会社ヤマト

＊神稜文庫株式会社

プログラム委員（敬称略，五十音順）
内田

恒，佐藤 絹子，高橋 陽一，田村 君英，並木

橋本 逸子，深井

薫

学，藤井 秀康，三宅 和文

査読委員（敬称略，五十音順）
淡路 誠一，伊東百合子，上田 道子，大波多歳男，岡田 修一
岡本澄美子，加藤

操，鎌田 博之，菊田

学，工藤 重光

鈴木 英一，関 美喜男，相馬 和幸，田井由美子，土田美由紀
野城 和彦，花木由香里，平田 敦美，藤田 賢一，松本 雄三
松本 裕子，的場きよみ，三浦 美保，山田一之，若王子みのり

第６８回 日本消化器内視鏡技師学会 事務局
〒399-4117 長野県駒ケ根市赤穂 3230
昭和伊南総合病院 消化器病センター
藤井 秀康
℡：0265－82－2121 fax：0265－82－2118

E-mail：hfujii@jgets.jp
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