第７２回

日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

【学会長】大橋 達子 （富山赤十字病院）
【会 期】平成 26 年 5 月 16 日（金）・17 日（土）
【会 場】ベルサール渋谷ファースト
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：５月１６日(金)》
第３会場
【イブニングセミナー】（15:00～19:00）
『抗血栓薬の知識を深める』
司会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「抗血栓薬服用患者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン」が提示されてから 1 年以上経過した。各施
設では、抗血栓薬を内服しながら検査・治療を実施するにあたり、安全を確保するために、どのような工
夫をされているだろうか。パネルディスカッション「抗血栓薬服用患者に対する取り組み（仮題）」を前
にして薬剤の専門家をお招きし、内視鏡技師として知っておきたい抗血栓薬の使用上の注意や副作用など
を講演していただきます。
【薬剤情報提供】
エーザイ株式会社
古林 新
サノフィ株式会社
徳田 祐介
日本べーリンガーインゲルハイム株式会社 未定
バイエル薬品株式会社
未定
講演：
「抗血栓薬の作用メカニズムの違いと疾患との関連性」
金沢市立病院 薬剤室 NST 専門療法士（薬剤師） 東 敬一朗
司会：安東 則子
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《第２日：５月１７日(土)》
第１会場
・・開会式・・
【報
告】

（9:20～9:30）
一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会長

田村 君英

第 72 回日本消化器内視鏡技師学会長

大橋 達子

【開会の辞】

【一般演題１】

（9:30～10:10）

「看護・患者管理①」
座長

石川県立看護大学

岩城 直子

Ｏ-１ 当院におけるカプセル内視鏡のカプセル排出システムの構築
社会医療法人社団カレス サッポロ時計台記念病院
内視鏡センター ○白鳥 千絵、石塚 玲子、轟

真紀、安藤

慈

Ｏ-２ 分かりやすい大腸内視鏡検査の説明を目指して～前処置説明用ＤＶＤの活用～
市立奈良病院 内視鏡室
看護師(内視鏡検査技師)

○大田 清美、福田亜希子、本山 悦子

看護師
消化器内科
京都府立医科大学病院 消化器内科

小副川キヨ子､西真 裕子､坂口佳寿美、高橋みどり
北村 陽子、金政 和之、大野 智之
吉田 直久

Ｏ-３ ＥＳＤにおける継続看護への取り組み(第１報)～ＥＳＤ看護問題指標の作成と使用報告～
兵庫県立加古川医療センター 内視鏡室 ○岡田千鶴子(現神戸海星病院 内視鏡センター）
井黒いずみ、井原亜由美、角岡 志保、小林めぐみ
七村 恵美
外来看護師長
乃生 敏江
Ｏ-４ ＥＳＤにおける継続看護への取り組み(第２報)
～記録・申し送り方法を明示した「連携表」の有用性について～
兵庫県立加古川医療センター 内視鏡室 ○岡田千鶴子(現神戸海星病院 内視鏡センター）
井黒いずみ、井原亜由美、角岡 志保、小林めぐみ
七村 恵美
外来看護師長
【一般演題２】

乃生 敏江

（10:10～11:10）

「症例報告・情報提供」
座長

熊本大学医学部附属病院

Ｏ-５ 今後の技師のバーチャル内視鏡3次読影～動物臓器机上実験＆臨床をふまえて～
四谷メディカルキューブ 内視鏡センター
医療技術部 ○天谷 祥隆
医療技術部 放射線技師

中田 忠幸、山田 一徳

アドバイザー

伊藤 克也

消化器内科医師

山本 信彦
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川西 幸洋

Ｏ-６ 海外での介助経験で体感した安全と居心地を意識したレイアウトと仕様の取り組み
神戸大学病院 光学医療診療部 ○吉村

兼、阪梨

悟、市之瀬 透、川波 由葵

野田 有希、相原 雅士
Ｏ-７ 検診・ドックなどでのスクリーニング経鼻内視鏡検査の当施設での実際
池田病院 内視鏡室 ○小林 波江、服部 喜美、植松 克代、勝又

剛

Ｏ-８ 臨床工学技士の内視鏡センターへの介入
ＪＡ広島総合病院 ○石崎 淳子、平舛 仁美、藤田 雄樹、瀬尾 憲由
Ｏ-９ 憩室出血に対するＥＢＬ(Endoscopic Band Ligation)治療における憩室反転因子の模索
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、吉野
宮前ちひろ、秋山
消化器内科

恵、村上優賀里

仁

石井 直樹

Ｏ-10 食道ＥＳＤに伴い左頬部に皮膚障害を生じた症例の検討
愛知県がんセンター中央病院

内視鏡室 ○佐野 雄三、下和田 香、深水ひとみ、長岡 祥子
依田 佳恵、加藤さやか、千種 智之、奥田 孝光
中山 衣代、宇佐美秀子
内視鏡部

消化器内科部

田近 正洋、田中

努、石原

誠、丹羽 康正

山雄 健次

【ランチョンセミナー１】（11:40～12:40）
「誰にでも実践できる腹部用手圧迫～安心安全な大腸内視鏡検査のサポート～」
講演：

熊本地域医療センター 淡路 誠一
高野病院

司会：

松平美貴子

熊本地域医療センター 淡路誠一

共催：オリンパスメディカルシステムズ(株)
【特別講演】

（13:00～14:30）

「消化器内視鏡技師に求められる研究（仮題）」
山一朗＠臨床研究支援センター
司会

富山赤十字病院

秋 ゆたか
大橋達子

【パネルディスカッション】（14:30～16:00）
「抗血栓薬服用患者に対する取り組み（仮題）」
司会

宮城県立がんセンター

荒木ひろえ

鳥取赤十字病院

定久 泰子

Ｐ-１ 抗血栓薬の後発品リスト作成法と更新方法の検討～安心・安全な生検・治療をめざして～
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、大庭 麻美
消化器外科

島田 英雄

消化器内科
長田 成彦、出口 隆造
Ｐ-２ 消化器内視鏡ガイドライン改訂の周知への取り組み～安全、
安心な内視鏡治療を提供するために～
伊達赤十字病院 内視鏡室 ○吉田ひとみ、阿部 陽香、小泉 周平、毛利 綾子
田村美佳子、太細めぐみ、清野 美幸、山本 珠美
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碁石

久、久居 弘幸

Ｐ-３ 抗血栓薬服用者に対する院内マニュアル作成と取り組み
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

消化器内科医師

古川 善也

Ｐ-４ 上部・下部消化管内視鏡における抗血栓薬服用者に対する新ガイドライン運用の検証
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、佐藤 静江
中宮 清実、立花 隆義、山根 愛子
看護師
消化器内科医師

田坂 智子、三島ゆかり、佐藤 一恵
花田 敬士、小野川靖二

Ｐ-５ 抗血栓薬服用患者に対する内視鏡検査・治療において～工夫＆過程～
四谷メディカルキューブ 内視鏡センター
医療技術部 ○天谷 祥隆、斉藤 政美
消化器内科医師

山本 信彦

アドバイザー

伊藤 克也

看護師・消化器内視鏡技師

杉本 愛子

臨床検査技師・消化器内視鏡技師

橋本久美子

Ｐ-６ 抗血栓薬(抗凝固薬，抗血小板薬)服用患者の大腸内視鏡治療における偶発症の検討
坂出市立病院 内視鏡室 ○金丸トモ子、直井 真帆、入江美佐子、中原 麻衣
山名 佳美、室田 將之
・・閉会式・・

（16：00～16：10）

【閉会の辞】
第 73 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
【一般演題３】

（10:00～11:10）

「機器・器具」
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-11 内視鏡レンズ面のクリーニングデバイスの発明
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

堀 伸一郎

Ｏ-12 介助者の負担を軽減できる新規大腸内視鏡検査用下腿載置台の開発
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院
消化器内科 ○池田 宗弘、本田れいら、松村 桂子、武智美奈子
木原智枝子、藤井 由美、冨崎

緑、青木 信裕

Ｏ-13 経鼻内視鏡検査における自己吸引キットによる唾液除去の試み
国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 ○千葉 史恵
外来 内視鏡技師

藤田 加代

消化器内科医師

真田 冶人

Ｏ-14 唾液及び吐物などの汚染防止内視鏡用エプロン使用にあたって／全国発売に向けて(第２報)
ＪＡ北海道厚生連 倶知安病院 ○土田
富良野協会病院

徹

山口 謙二

Ｏ-15 下部内視鏡検査における生検鉗子～組織標本から～
医療法人山下病院 検査センター
臨床検査技師 ○中村 考博
看護師

坂口 紀代、桑原ともみ、野村 秀子、井上美矢子
藤下 フミ、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

病理医

横井太紀雄

Ｏ-16 当院での細胞診検体処理における液状化細胞診(LBC)の有用性
東京慈恵会医科大学附属病院 内視鏡部 ○遠藤かおり、本多千鶴子、榊
病理部 細胞検査士
病理部医師
内視鏡部医師

梅澤

香苗、金井 佐織

敬

鷹橋 浩幸、池上 雅博
今津 博雄、加藤 智弘、田尻 久雄

【ランチョンセミナー２】（11:40～12:40）
「やりたくなる経鼻内視鏡～検査の基本から治療への応用まで」
講演：出雲市立総合医療センター 内科医長 結城 美佳
司会：市立島田市民病院

野村佳代子

共催：富士フイルムメディカル株式会社
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【一般演題４】
「介助」

（13:00～13:50）

座長
Ｏ-17 大腸内視鏡における二酸化炭素送気使用定着への取り組み
～二酸化炭素送気が定着しない理由を明らかにする～
市立枚方市民病院

大津赤十字病院

辻

幸記

救急・中央診療 内視鏡室 ○前田 晃史、廣島 明美、山本 智美、八田 圭司
海司 加津、新城麻衣子、岩間貴美子
Ｏ-18 腹腔鏡下大腸切除術における術前点墨法の検討
大腸肛門病センター高野病院 ○西坂 好昭、松平美貴子、中村

寧、野崎 良一

Ｏ-19 超音波内視鏡下による神経叢ブロックを経験して
八尾徳洲会総合病院 ○中西 孝次、藤村 篤志、倉田 敬済
Ｏ-20 セデーション非使用例での上部消化管内視鏡検査時における体位の検討
医療法人あさひ会 金子病院 内視鏡室 ○松島 貴博
外来看護部

冨永かおり、橋口コズエ

理事長

金子 洋一

副院長

松本 正隆

医師

坂元 昭彦、金子 公一

Ｏ-21 先端系ナイフと高周波はさみ鉗子併用における大腸ESDの治療成績および治療介助の実際
大腸肛門病センター高野病院 ○松平美貴子、西坂 好昭
医師

野崎 良一

【一般演題５】
（13:50～15:00）
「洗浄・消毒、安全管理」
座長
社会医療法人生長会 府中病院
高橋 陽一
Ｏ-22 内視鏡付属品の超音波洗浄による付着物の軽減
プロトコールによる細菌培養とＡＴＰ／ＡＭＰを併用して
日本医科大学付属病院 内視鏡センター
○鷲尾 祐子、松尾 晴香、広瀬 杏里、笹野
恵
本橋 昌美、田中 宏美、林 喜久代、田辺真理子
佐藤トキ子
Ｏ-23 ハイリスク汚染内視鏡に対するＡＴＰを用いた予備洗浄後の清浄度評価
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、比喜 克成、山口 朱美
㈱大阪医大サービス

津田 直美、安藤恵美子、森川 敬子

大阪医科大学附属病院 感染対策室

川西 史子、柴田有理子

消化器内視鏡センター(消化器内科)

梅垣 英次、竹内 利寿、楢林

消化器内科

賢

樋口 和秀

Ｏ-24 スポンジ型ディスポーザブルブラシにおける内視鏡スコープ洗浄方法の比較検討
奈良県立医科大学附属病院
医療技術センター ○多山
中央内視鏡・超音波部 看護師

幸、穐西 宏哉、横田 基次、萱島 道徳

谷口 弘美
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中央内視鏡・超音波部

藤井 久男

Ｏ-25 過酢酸濃度の臨床的使用の実際～基礎検討を踏まえて～
神戸大学病院 光学医療診療部 ○野田 有希、吉村

兼、阪梨

悟、市之瀬 透

川波 由葵、相原 雅士
Ｏ-26 ＥＲＣＰ時に用いる放射線被曝防護装置による散乱線量の検討
北海道医療団 帯広第一病院
内視鏡センター ○本間

瞳、櫻田冨美枝、大坂 逸子、吉田久美子

菖蒲 麻由、西野 姿子、三田 知子、和地 光枝
宮下

司、對馬 直美

放射線科

高地 宏修

消化器内科 部長 内視鏡センター長

三関 哲矢

Ｏ-27 安全な内視鏡検査への取り組み～患側処置禁患者のリストバンド導入を試みて～
順天堂医学部付属練馬病院
内視鏡センター ○笠井 範子、清水

紫、橋本麻菜美、芳中 実樹

Ｏ-28 安全で安楽な内視鏡検査・治療をめざして～脳波スペクトル分析装置（BISモニタ）の導入～
医療法人 芳泉会 芳野医院 ○水上恵美子、水上 晴美、近藤 美喜、松山美奈子
河野久美子、岩本 夏樹、山本 澄子、水谷さなえ
松田 和美、山口 智子、水尻 美晴、棟朝三千代
平泉
【委員会企画】

泰

（15:00～16:00）

「看護研究」
司会

内視鏡看護委員会委員長

上田 道子

内視鏡看護研究は、専門分野としての要件を満たすべくエビデンスの構築に貢献できているだろうか。
内視鏡看護研究の課題は幅広く、多岐に渡る。ここでは、内視鏡看護のケアの質向上に寄与する研究を取
り上げ、これまでの研究成果を俯瞰し、これからの内視鏡看護研究を追及したい。
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第３会場
【シンポジウム】

（9:30～11:10）

「これまでとこれからの技師研究」
司会

富山赤十字病院

大橋 達子

平塚胃腸病院

田村 君英

過去 5 年間の技師研究を省みて、日本消化器内視鏡技師学会と各支部消化器内視鏡技師学会（研究会）
の調査の内容と傾向を 10 名のパネラーに発表していただきます。それを基に参加者とともに考察して、こ
れからの技師研究に求められる「課題」を明らかにする。
パネラー
北海道消化器内視鏡技師会

ＪＡ北海道厚生連 倶知安厚生病院

土田

徹

東北消化器内視鏡技師会

秋田大学大学院医学系研究科

宗村 暢子

関東消化器内視鏡技師会

聖路加国際メディカルセンター

岡田 修一

東海消化器内視鏡技師会

伊勢赤十字病院

出口 京子

北陸消化器内視鏡技師会

医療法人真生会富山病院

梅田加洋子

近畿消化器内視鏡技師会

只石 裕子

中国地区消化器内視鏡技師会

ＪＡ広島総合病院

石崎 淳子

四国消化器内視鏡技師会

近森オルソリハビリテーション病院

尾﨑 貴美

九州消化器内視鏡技師会

社会福祉法人恩賜財団 済生会長崎病院

安部 龍一

日本消化器内視鏡技師会

市立砺波総合病院

安東 則子

【ランチョンセミナー３】（11:40～12:40）
「内視鏡洗浄の重要性について」
講演：St. Boniface Hospital

Dr. Michelle Alfa

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

【ベンダープログラム１】（13:00～14:00）
「やさしく、ハッピーな胃瘻周術期管理を目指した最新トピックス」
演者：目白第二病院 副院長

水野 英彰

司会：北里大学東病院 内視鏡科

三浦 美保

共催：ボストン・サイエンティフックジャパン(株)
【一般演題６】

（14:00～15:00）

「前処置１」
座長

士別市立総合病院

Ｏ-29 経鼻内視鏡におけるＮａＣｌ添加による前処置の工夫
福井総合病院 ○竹田 直美
福井総合病院 内視鏡技師
内視鏡室
消化器外科 医師

中次 清隆
小倉 葉子、水嶋真砂代
恩地 英年
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佐藤 貴幸

Ｏ-30 上部消化管内視鏡検査における麻酔方法を比較して（スプレー法・ビスカス法）
済生会松阪総合病院 ○松崎 幸也
済生会松阪総合病院 消化器センター
医師

堀内友紀子、倉下 恵美、深田久美子
青木 雅俊、福家 洋之、河俣 浩之、橋本

章

脇田 喜弘、中島 啓吾、清水 敦也
Ｏ-31 大腸内視鏡検査時の前処置における洗浄度の検討
医療法人社団 根本医院 ○木内 洋子、矢嶋真理子、佐藤 明美、渡部たか子
鈴木 正江、鈴木 尚美、高谷 明子、椎名 好美
菅井 直子、根本 達久、根本 雄治
Ｏ-32 大腸内視鏡検査における腸管内清浄度の実際～検査前の飲水量を指標にして～
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
大野 真樹
Ｏ-33 大腸内視鏡前処置の患者負担の軽減を試みて
愛知県がんセンター愛知病院 ○小澤 智恵、大参 順子、蒲野 洋子、近藤 俊美
診療部医師
藤田 孝義
Ｏ-34 大腸内視鏡検査においての前処置の検証
～新しい高張液ＰＥＧ液内服による有泡性粘液の有無とその対応～
群馬県原町赤十字病院 内視鏡検査室 ○関 美喜男
消化器内科

田中 秀典、木村 有宏、竹内

卓、鈴木 秀行

竹澤 二郎
消化器外科
奈良内科医院 院長
【一般演題７】

笹本

肇

奈良 真美

（15:00～16:00）

「前処置２」
座長

亀田総合病院附属幕張クリニック

鎌田 博之

Ｏ-35 当院における新規大腸内視鏡検査前処置薬導入に向けた取り組み～安全性・確実性を求めて～
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 ○杉本美智子、渡部 玲子、増田 松子、大庭 麻美
消化器内科

長田 成彦、出口 隆造、沼田

消化器外科

島田 英雄

扇町しらさぎクリニック

渡邊 謙一

誠、藤澤 美亜

Ｏ-36 全大腸内視鏡検査における新規経口腸管洗浄剤の有用性
伊達赤十字病院 内視鏡室 ○清野 美幸、山本 珠美、吉田ひとみ、太細めぐみ
田村美佳子、毛利 綾子、阿部 陽香、小泉 周平
消化器科

碁石

久

平子

匡、在原 洋平、池田 裕貴、小柴

久居 弘幸
内科

宮崎

悦

Ｏ-37 内視鏡検査前処置の経口腸管洗浄剤２剤の比較検討
公立学校共済組合 東海中央病院 消化器内視鏡センター
内視鏡技師・看護師 ○久保美紀子、元岡真里亜
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裕

看護師

佐野 和美、佐藤 理恵、三品 潤子、五島 君夜
武知 正子

消化器内科医

石川 英樹

Ｏ-38 大腸内視鏡検査の前処置法～腸管内洗浄剤２剤の比較検討～
府中病院 内視鏡センター ○福島 久美、白川由美子
消化器内科

土細工利夫

Ｏ-39 新規腸管洗浄液の効果の検証
東海大学医学部付属八王子病院
臨床検査技術科 ○荻野 和広、鈴木 晴香、鳴海さとみ、松本 樹里
小林 洋美
看護部

大川 洋美、指田 妙子、野沢 直子、市川 智代
八木由起恵、岸
小池

消化器内科

晶子、山崎のどか、永島 絢子

彩、長谷川里美

白井 孝之、渡辺 勲史

Ｏ-40 新規経口腸管洗浄剤の患者受容性の検討
医療法人 山下病院 検査センター ○中村 考博、今枝 佳三、馬場 朱美
看護師

坂口 紀代、桑原ともみ、野村 秀子、井上美矢子
藤下 フミ、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
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第４会場
【機器展示】

（10:00～15:00）

【書籍販売】
展示企業（五十音順）2014.2.14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

＊株式会社アムテック

＊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

＊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

＊住友ベークライト株式会社

＊株式会社精研

＊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

＊ニプロ株式会社

＊㈱パイオラックスメディカルデバイス

＊富士フイルムメディカル株式会社

＊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㈱

＊株式会社名優

＊神稜文庫株式会社(書籍）
プログラム委員（敬称略，五十音順）

安東 則子，内田

恒，大橋 達子，佐藤 絹子，高橋 陽一，田村 君英

並木

学

薫，深井

査読委員（敬称略，五十音順）
淡路 誠一，伊賀ゆかり，伊東百合子，石崎 淳子，岩崎

毅，内田

恒

梅田加洋子，大波多歳男，岡田 修一，岡本澄美子，岡林さよみ，小倉みどり
加藤

操，梶原みゆき，川﨑 正一，菊田

学，北野 由紀，木下 伸任

久具 純子，熊澤さえ子，関 美喜男，相馬 和幸，田井由美子，竹田 直美
谷口 弘美，谷口 尚子，土田

徹，土田美由紀，時信

野村佳代子，馬上 典子，藤原

健，前田 智聰，松下 鈴代，的場きよみ

三浦 美保，南

稔，並木

薫

清美，三宅 和文，山口 謙二，山田 一之，吉岡とし子

吉田弥須子，吉村

兼，若王子みのり，渡辺美佐子

第 72 回 日本消化器内視鏡技師学会：事務局
富山赤十字病院 ＩＣＵ
〒930-8562 富山市牛島本町 2-1-58
学会長：大橋 達子
事務局担当：若林 妙子
E-mail：tohashi@jgets.jp
TEL: 076－433－2222（代） FAX: 076-433-2274
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