第 73 回

日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

【学会長】上田 道子（医療法人社団一陽会 服部病院）
【会 期】平成２６年１０月２４日（金）
・２５日（土）
【会 場】大阪国際交流センター
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：１０月２４日(金)》
第１会場 [大ホール]
【イブニングセミナー】（17:00～18:00）
「鎮静の基礎と臨床」
西神戸医療センター 副院長
司会

田中

修

医療法人社団一陽会 服部病院

上田 道子

日本消化器内視鏡技師会長

田村 君英

第７３回日本消化器内視鏡技師学会長

上田 道子

座長 士別市立総合病院

佐藤 貴幸

《第２日：１０月２５日(土)》
第１会場 [大ホール]
・・開会式・・
【報
告】

（8:50～9:00）

【開会の辞】

【一般演題１】

（9:00～14:40）

「介助」
Ｏ１ 病理組織標本からみる経験年数による生検の違いとは
医療法人山下病院 検査センター 臨床検査技師 ○馬場 朱美、今枝 佳三、中村 考博
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

病理医

横井太紀雄

Ｏ２ 基準を設けることによって実現した円滑なクリッピング～大腸EMR後の後出血予防～
日本鋼管病院 臨床工学科 ○志賀 拓也、田中 大夢
消化器内科

大塚 征爾

Ｏ３ Cold Polypectomy導入期における介助者の準備
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
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堀伸 一郎

【特別講演】
（9:30～11:30）
法律家からみた「医療安全」
関谷法律事務所 弁護士
司会 医療法人社団一陽会 服部病院

宗像

雄

上田 道子

【ランチョンセミナー１】 （11:50～12:50）
「もう悩まない！ 感染管理の実際と実践」
演者 １．内視鏡室における感染管理の取り組みとポイント
学校法人聖路加国際大学聖路加病院

岡田 修一

NTT東日本関東病院

佐藤 絹子

司会 社会医療法人成長会府中病院

高橋 陽一

演者 ２．
「細菌培養検査の実際と注意店」

共催 オリンパスメディカルシステムズ(株)
【特別企画】
（13:00～15:30）
東アジア内視鏡感染管理フォーラム 《内視鏡室の感染管理》
講演
(韓国)
KSGNA ICC chairman
(上海)
上海看護師協会会長
(香港)
香港消化器看護師協会

【一般演題２】
「教育：チーム」

Kyung Joo,Oh
王萍(Wong Ping)
黄美燕(Wong Mei Yin)
司会

YEOUIDIS St.Mary’s Hosp.
復旦大学付属中山病院
Prince of Wales Hosp.
ＮＴＴ東日本関東病院
佐藤 絹子
香川労災病院
岡本澄美子
共催
オリンパスメディカルシステムズ㈱
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

（15:30～16:10）
座長 伊勢赤十字病院

出口 京子

Ｏ４ 内視鏡センターにおけるチーム医療の必要性
長野県立須坂病院 内視鏡センター ○藤井 秀康、吉沢
消化器内科医

誠、呉羽 由江、豊田 暁美

赤松 泰次

Ｏ５ 予約制をとらない内視鏡検査の充実～内視鏡センターを中心とした組織での取り組み～
鳳胃腸病院 ○山之内麻香、堀江由美香、宮田 智子、深川まりこ
鈴木このみ
Ｏ６ 内視鏡看護師とCEの業務のコラボレーションの検討
～新人看護師とCEが共有できるチェックリストを作成して～
社会福祉法人 聖隷佐倉市民病院 画像・内視鏡 ○生野 幸子、岡野 紀子、別宮 尚美
臨床技術部・臨床工学技師
内視鏡センター長

道浦栄一郎、小山 かよ
大城 宏之

消化器外科

小池 直人、大島 祐二、武内 俊章

消化器内科

住吉 良太、齋藤 将喜

Ｏ７ 当院内視鏡センターにおける業務分担の問題点と今後の課題～多職種の専門性を発揮するために～
独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター
内視鏡センター ○浅黄谷美里、高森 晴美、伊藤有希子、大塚 保子
梶谷 智美、田中 仁美、金野 早苗、西野 祥子
小田島洋兵、正木
外来

・・閉会式・・

弦、小島 啓司、黒川 健太

早坂砂江子、藤川 幸司

（16:10～16:20）

【閉会の辞】
第 74 回日本消化器内視鏡技師学会長
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大多波歳男

第２会場 [２F さくら西]
【一般演題３】
「洗浄・消毒」

（9:30～10:50）
座長 医療法人康陽会 花牟禮病院

有村 彰洋

Ｏ８ 清浄化管理における測定環境の理想から実際へ
神戸大学附属病院 光学医療診療部 ○野田 有希、阪梨

悟、市之瀬 透、川波 由葵

相原 雅士、壷内 晃介、坂本 麻美
吉村 兼（コースディレクター）
Ｏ９ 上部消化管内視鏡検査・治療後の洗浄に予備吸引は必要か
静岡県立静岡がんセンター 中央診療 ○二ノ宮 歩、松田 明美、鈴木 嘉奈、志田佳代子

内視鏡科

島村

笑、土橋 直子、笠井 理恵、一杉 和美

佐藤

緑、加藤 貴子、泉

眞美、秋本寿美子

小野 裕之、滝沢 耕平、角嶋 直美、田中 雅樹

Ｏ10 ベッドサイド洗浄に代わる送気送水チャンネル洗浄方法の検討
聖路加国際病院 消化器センター 内視鏡室 ○吉野

恵、今村 倫敦、岡田 修一

予防医療センター 内視鏡室

大谷 久恵

メディローカス 内視鏡室

宮前ちひろ

Ｏ11 内視鏡洗浄消毒における過酢酸濃度判定方法の検討
伊達赤十字病院 内視鏡室 ○太細めぐみ、山本 珠美、清野 美幸、吉田ひとみ
白石 智美、田村美佳子、毛利 綾子、阿部 陽香
小泉 周平、布施 由夏、山中 裕美
Ｏ12 内視鏡洗浄・消毒の安全保障～自動洗浄消毒器トラブルから検証したこと～
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 中央検査治療部門
内視鏡室 ○吉岡 りえ、北

香織、佐藤美香子、青砥 静枝

Ｏ13 洗浄方法の改善への取り組み～スコープ培養検査から細菌が検出されて～
三豊総合病院 ○篠原美代子、楠木 公子、斉藤美夏子、今川

敦

Ｏ14 内視鏡センターにおける院内ファイバースコープ一元管理への取り組み
刈谷豊田総合病院 臨床工学科 ○久野 由乃、天野 陽一、清水 朋子、杉浦由実子
水谷

瞳、山之内康浩

内視鏡センター

熊谷 明美

消化器内科

浜島 英司

Ｏ15 内視鏡洗浄履歴のシステム化と今後の課題
聖路加国際病院 消化器センター 内視鏡室 ○今村 倫敦 秋山
予防医療センター 内視鏡室

【一般演題４】
「前処置上部①」

竹内久美子、大塚

仁、坪内 志保、岡田 修一
哲

（10:50～11:20）
座長 福井総合病院

竹田 直美

Ｏ16 上部消化管内視鏡検査で使用する咽頭麻酔剤の検討～性別・年齢・嗜好による分析～
特定医療法人 祐愛会織田病院 手術・内視鏡センター
内視鏡技師 ○山本衣里子、永田 和子
消化器内科医師

坂田 泰志

Ｏ17 上部消化管内視鏡の咽頭麻酔におけるリドカイン（ゼリー）とスプレーの有用性と患者の認容性の比較
愛知県がんセンター中央病院 内視鏡室 ○依田 佳恵、宇佐美秀子、長岡 祥子、深水ひとみ
下和田 香、加藤さやか、千種 智之、奥田 孝光
佐野 雄三、中山 衣代
内視鏡部
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田近 正洋、田中

努、石原

誠、丹羽 康正

消化器内科部

水野 伸匡、原

和生、肱岡

範、今岡

大

山雄 健次
Ｏ18 上部消化器内視鏡における咽頭麻酔の工夫から
愛知県みよし市民病院 内視鏡室 ○新西美奈子、平井 桂子、塚崎 時代、新美ゆかり
高木 千鶴、尾崎 真代、伊豆原初美
消化器内科

伊藤

治、濱田 広幸、木村

純、成瀬

達

柴田 時宗
【ランチョンセミナー２】 （11:50～12:50）
「大腸内視鏡治療における Cold Snare Polypectomy の適応と介助のポイント」
演者 大阪府立成人病センタ- 消化管内科

竹内 洋司

司会 小樽掖済会病院

北野 由紀

共催 富士フイルムメディカル(株)
【ベンダープログラム】
（13:00～14:00）
「胆膵内視鏡をもっと知ろう～基本から最新治療まで～」
演者 JA北海道厚生連旭川厚生病院 内視鏡センター長(兼)消化器科主任部長

栁川 伸幸

司会 大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター

阿部 真也

共催 ボストン・サイエンティフィックジャパン(株)

【パネルディスカッション】（14:00～15:20）
《内視鏡におけるリスクマネジメント・クライシスマネジメント～チームでの取り組み》
昨今の医学・医療の進歩は日進月歩であり、その中でも消化器内視鏡は、診断・治療・機器の発展に目覚ましい進歩があります。
それに対応するために内視鏡に携わっている全てのスタッフの、知識・技術・ケア・教育・管理などの質の向上が不可欠となってい
ます。さらに内視鏡医療における安全管理・危機管理に対してチームで取り組んでいく必要があります。内視鏡に関わる各職種が、
リスクマネージメント・クライシスマネージメントに対して、内視鏡チームでどのように取り組み実践されているのか、科学的な根
拠も踏まえて提示して頂き、参加者とともに考えたい。
司会 大阪府立成人病センター

山根 康子

亀田総合病院

松本 雄三

Ｐ１ 長期保管スコープに対しての培養検査の結果から
医療法人社団明生会 イムス札幌消化器中央総合病院
内視鏡センター ○上野 朋美
Ｐ２ 高齢者に対する内視鏡検査のリスクマネジメントと内視鏡チームでの取り組みについて
札幌しらかば台病院 外来・内視鏡 ○豊島 香織、齋藤 麻里、熊崎 洋子、原口 恵美
加藤 美樹
看護部
消化器科

生江 裕子
秋野 公臣、足立

靖、遠藤 高夫

Ｐ３ PEG患者における術前評価の有用性
医療法人誠心会 ゆのもと記念病院 看護部 ○橘木 輝美、平石 紀朗、松下くるみ、今村南々美
中薗 あや、徳重 和枝、新屋 千鶴、福山

晶

今村 雅代、岩井田智恵、小濱 博敏、道岡 尚子
リハビリ部

古谷美沙都、山口あずさ、高濱

外科

吉田 淳仁

麻酔科

末廣 房子

内科

前原くるみ

Ｐ４ 減量内視鏡に関わるクライシスマネージメント～消化器内視鏡技師と多職種とのチームアプローチ～
YOTSUYA

Medical Cube 医療技術部 ○天谷 祥隆
消化器内科医

山本 信彦

減量・糖尿病外科センター 減量外科

笠間 和典
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唯、茶園

旭

【一般演題５】

（15:20～15:50）

「機器・器具①」
座長 大分大学医学部附属病院

永田かほり

Ｏ19 内視鏡室向け縦・横転可能ベッド（EX-ESDベッド）を使用した治療の有用性
社会医療法人きつこう会 多根総合病院 ○加村 義昭
岸和田徳洲会病院
消化器内科部長内視鏡センター長

尾野

消化器内科副部長

亘

井上 太郎

消化器内科

永田

内視鏡センター

充、中村 彰宏

盛島 直美、石井 良子、野村 陽子

宮野医療器株式会社 OET部 シニアアドバイザー

中繁 忠夫

Ｏ20 鎮静下におけるベルト＋舌圧子付きマウスピースの有用性の検討
兵庫医科大学病院 内視鏡センター ○円増 和美、園田奈央子、山本 佳代
ＩＢＤ内科

樋田 信幸

Ｏ21 大腸ESDにおける試作品足台の検証
岩手県立胆沢病院 内視鏡部 ○佐々木洋昌、西田 三香、昆野 佳子、田中 由美
小野寺真理子、藤倉 瞳、安藤ゆかり、三角亜紀子
吉田美智江
消化器科

萱場 尚一

第３会場 [２F さくら東]
【一般演題６】

（9:30～10:20）

「前処置上部②」
座長 ＪＡ広島総合病院

石崎 淳子

Ｏ22 経鼻内視鏡における前処置の検討 ～18Frによるワンステップ法の試み～
新座志木中央総合病院 看護部 ○五十嵐英詞、大越 教勝
さいたま北部医療センター 看護局
内科

結城 敏子、相馬 千佳
中野

真

Ｏ23 新しい経鼻内視鏡用鼻腔麻酔法～スライド式スティック法の有用性～
一宮西病院 医療機器管理室 ○小林 孝匡、小島

健、森本 志保、足立真理子

平原 真彦
消化器内科

森

昭裕

Ｏ24 経鼻内視鏡検査の挿入ルートによる苦痛度の比較検討～右鼻腔対左鼻腔～
亀田メディカルセンター幕張 内視鏡室 ○高橋 幸子、内田じゅん、高野 俊明、勝田季代子
松岡 道代、千葉 清美、稲田 美芳、浅田 真里
木村 富子、奥井みどり、加藤 史子、石井 和子
鎌田 博之
医療情報室

島本 武嗣

Ｏ25 当院における上部内視鏡検査前処置の改善
赤磐医師会病院 ○吉川 加恵、平田 陽子、延原 峰子、草野 美木
梅森 典子、福圓祐佳里、沖
医師

友田

亜紀

純、平井 通夫、柚木 直子、緒方 正敏

Ｏ26 上部消化管内視鏡検査（EGD）における前処置法（ジメチコン水）の検討
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター ○長﨑沙耶香、北野 由美、坂井 洋子、笹原 道子
松岡 律子、田口いづみ、杉本那央子、大森富美子
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消化器内科医師

臨床研究センター医師

勝島 慎二、前川 高天、水本 吉則、島

伸子

米田 俊貴、岩本

諭、江坂 直樹、遠藤 文司

太田 義之、下釜

翼

坂根 直樹

【一般演題７】
「看護・患者管理」

（10:20～11:30）
座長 大分健生病院

佐藤 雅子

Ｏ27 内視鏡看護師による胆膵内視鏡検査の術前訪問への取り組み
香川県立中央病院 内視鏡センター ○河野由希子、松下実知子、瀧川 実穂、平尾いづみ
後藤留美子、市場 宏美、木村久美子
消化器内科

榊原 一郎

Ｏ28 被験者が上部消化管内視鏡検査を受ける事で感じた不安及び苦痛
社会医療法人 石川記念会 HITO病院
内視鏡センター ○尾本 千秋、吉岡小百合、押条のり子、三宅 千代
合田 亜紀、菊池 久美、川崎

綾

Ｏ29 唾液アミラーゼ活性を指標とした、上部消化管内視鏡検査時における患者ストレス評価 ：第２報
医療法人海宝会 海宝病院 内視鏡室 ○近藤 貴志、中野絵里子、中村 寛子、新井ちなみ
吉井 典子、提箸真由美、荒川 千夏、吉田 幸子
矢矧 善子
医師
千葉大学医学部 先端応用外科

海宝 雄人、青木 泰斗
上里 昌也

Ｏ30 内視鏡記録用紙の作成・運用までの取り組み～病棟との継続看護を目指して～
喜多医師会病院 内視鏡室・内視鏡技師 ○近藤
内視鏡室・看護師
臨床工学技士
副院長・消化器内科

伸、尾上 祐介、兵頭 志穂

久保 洋子、中田 文香、谷口 美鶴
村瀬

薫

高本 昭治

Ｏ31 内視鏡的粘膜剥離術経過記録用紙の作成・運用～医療チームの連携を図る～
社会医療法人 中山会 宇都宮記念病院
内視鏡部 ○鈴木 直美、種子 妙子、角田真由美
消化器内科

中道 太郎、平嶋 勇人

消化器外科

田中 真伸、砂川 正勝

Ｏ32 胃瘻に対する内視鏡技師としての関わり
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 ○内藤
消化器センター・消化器内科

健、﨑野 敬佑

横山 和典

消化器内科

根間 洋明、小形 典之、鈴木 謙一、渡部真裕子

褥瘡管理室

永沼 早苗

Ｏ33 ERCPにおけるウレタンマット使用の試み
沼津市立病院 放射線・内視鏡室 ○杉森英里子、中山 恵子
【ランチョンセミナー３】 （11:50～12:50）
「内視鏡の構造から見る理想的な洗浄・消毒」
演者 大阪大学医学部附属病院

高階 雅紀

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)
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【一般演題８】

（13:00～14:20）

「安全管理①」
座長 友仁山崎病院

橋本 逸子

Ｏ34 上部内視鏡検査におけるフルニトラゼパムの効果について
三豊総合病院 内視鏡センター ○高橋 真樹、加地麻衣子、楠木 公子
消化器内科

今川

敦

Ｏ35 内視鏡検査時におけるミダゾラム総投与量の検討
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
Ｏ36 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術における鎮静剤使用の現状報告
～デクスメデトミジンを投与して～
新潟県立中央病院 内視鏡室 ○小嶌みゆき、神林 政子、塚越 卓巳、柴田 陽子
関野 靖代、宮崎 知子、高宮 愛子、梅沢 留美
安本 栄子、佐藤 勝美、深川

悟、西山 美幸

Ｏ37 セデーション後の患者観察に回復スコアシートを用いての効果
ＪＡ徳島厚生連 麻植協同病院 ○岩佐 千恵、嘉勢山真実、中西 仁美、佐藤由布子
井上 礼子、西村 明美、笠井 一子
Ｏ38 鎮静剤使用患者の覚醒評価に関する取り組み
仙台厚生病院 内視鏡センター ○塩沼のぞみ、後藤 美穂、伊藤恵美子、高橋 美保
Ｏ39 鎮静剤を使用し下部消化管内視鏡検査を受けた外来患者の安全管理
～検査後の安静時間に影響する要因を考える～
ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院 中央部門 ○野城 和彦、小林 綾子、柿崎麻奈美、見田美由希
政氏

薫、矢北 裕子、河野由紀子

Ｏ40 鎮静上部内視鏡を施行した患者に麻酔回復スコアを使用して～帰宅後の安全を目指して～
北見赤十字病院 内視鏡室 ○村岡 朝美、稲葉満里子、安藤 真紀
ＩＣＵ
北中 敦子
Ｏ41 安全な内視鏡検査を提供するための環境の確立を目指して
～ATP 拭取り試験を用いた環境管理への取り組み～
ＫＫＲ高松病院 内視鏡室 看護師 ○和田 陽子、元木 真理、田中 万里、小倉 早希
阿部 真吾、本田 淳一
ＭＥ科

【一般演題９】

伊藤 弥里、入谷 拓也

（14:20～15:10）

「安全管理②」
座長 仙台市医療センター 仙台オープン病院

熊澤さえ子

Ｏ42 内視鏡室でのタイムアウト導入についての患者の意識調査
東京医科歯科大学医学部付属病院光学医療診療部 ○浅原 惠子、小沼千恵美、大洞すみ子
東京医科歯科病院 看護システムマネジメント学

深堀 浩樹

Ｏ43 タイムアウトに基づいたチェックリストの活用
医療法人誠心会ゆのもと記念病院 看護部 ○平石 紀朗、橘木 輝美、松下くるみ、今村南々美
中薗 あや、徳重 和枝、新屋 千鶴、福山

晶

今村 雅代、小濱 博敏、道岡 尚子
外科

吉田 淳仁

麻酔科

末廣 房子

内科

前原くるみ

Ｏ44 内視鏡センター移転増床に伴う環境整備と業務整備
公立大学法人横浜市立大学附属病院
内視鏡センター ○三瓶 真琴、鶴田 直子、大関 知佐、長谷川浩美
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須田 美保、金井 静江
放射線科外来

クムウオン江理子

肝胆膵消化器病学

細野 邦広

Ｏ45 内視鏡検査における鎮痙剤の選択に関する再検討
伊達赤十字病院 内視鏡室 ○清野 美幸、毛利 綾子、山本 珠美
吉田ひとみ、太細めぐみ、田村美佳子、阿部 陽香
小泉 周平、白石 智美
消化器科

平子

匡、池田 裕貴、小柴

裕、三浦 翔吾

久居 弘幸
内科

宮崎

悦

Ｏ46 内視鏡室の透視検査における看護スタッフの水晶体被ばく線量測定
浜松医科大学医学部付属病院 看護部 ○菅沼 弓恵、谷脇千恵子、山田まち子
放射線部

竹井 泰孝、岩田 裕太

光学医療診療部

大澤

恵

浜松医科大学 医学部 放射線医学講座

阪原 晴海

長瀬ランダウア株式会社

小林 育夫

第４会場 [２F 小ホール]
【一般演題10】

（9:30～10:50）

「教育(看護）」
座長 近森オルソリハビリテーション病院

尾崎 貴美

Ｏ47 内視鏡センターにおける新任看護師教育の現状と評価～内視鏡教育評価表を導入して～
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

山下 幸孝

Ｏ48 消化器内科病棟新人看護師への内視鏡センター見学実習における指導の効果
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
内視鏡センター ○谷 さとみ、山根 明美、岡崎美千代、小野 房枝
Ｏ49 夜間担当看護師に向けた勉強会実施とその効果
上尾中央総合病院 内視鏡看護科 ○伊藤 正実、武藤 有紀、横山 幸子
診療部

土屋 昭彦、西川

稿

Ｏ50 時間外内視鏡検査時における内視鏡室専任看護師の業務向上を目指して
独立行政法人 地域医療機能推進機構 徳山中央病院
○安田千恵美、岡本 浄子、重森 美穂、吉村真粧美
清田 圭子、宮脇 晶子、藤嶋 千秋、宮本 美子
橋本 節子
Ｏ51 モデリングによる統一性のあるオリエンテーションの実施
～タブレットPCを利用したスタッフ教育の取り組み～
東京大学医学部附属病院 ○二宮多恵子、北川
Ｏ52 内視鏡室クリニカルラダーの作成による教育システムの確立をめざして

瞳

財団法人仙台厚生病院 内視鏡センター ○岩渕 見和、大友 真緒、泉山 美樹、後藤 美穂
伊藤恵美子、塩沼のぞみ、高橋 美保、塩原 沙織
菊池 麻衣、伊藤 光佑
Ｏ53 全大腸内視鏡検査における用手圧迫の教育プログラム作成の検討
済生会熊本病院 予防医療センター ○林田 明美、手蓑 智美、成瀬

智、瀬本 陽子

荒木 利代、坂田 香織、満崎 克彦
Ｏ54

Ａ大学を中心としたベトナムにおける内視鏡看護支援活動と今後の展望
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 看護部 ○杉浦真由美
津島市民病院
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秦野 理恵、太田 真美

山下病院

坂口 紀代、野村 秀子、小久保美香、馬場 朱美

名鉄病院

夏目 和代、森本 香昌

上飯田第一病院

古橋 折香

大同病院

田中のぞみ

半田市立半田病院

吉良美千留

ブラザー病院

森

豊橋市民病院

玉屋 直子

西尾市民病院

三矢

名古屋大学消化器内科
【一般演題11】

真純
敏

後藤 秀実

（10:50～11:30）

「機器・器具②」
座長 ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院

野城 和彦

Ｏ55 内視鏡修理件数削減への取り組み～先端保護チューブ、保護キャップを使用して～
松江赤十字病院 内視鏡室 ○加藤真由美、山浦 知子、藤原 美穂、石原 真紀
長岡 直人
消化器内科
串山 義則、内田
靖
Ｏ56 タブレット端末にて内視鏡マネージメントシステムを活用した患者状況及び使用機器の把握・管理による円滑な業務運営
神戸大学病院 光学医療診療部 ○川波 由葵、阪梨
悟、市之瀬 透、相原 雅士
壷内 晃介、坂本 麻美、吉村

兼

Ｏ57 当院でのInterventionalＥＵＳにおけるマネジメント
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 克成、山口 明美
第二内科

増田 大介、井元

章、小倉

健、樋口 和秀

Ｏ58 新世代衝撃緩衝材に着眼した洗浄環境における器物破損の防止と清浄化の両立
神戸大学病院 光学医療診療部 ○吉村

兼、川波 由葵、野田 有希、相原 雅士

坂本 麻美、壷内 晃介
手術部

市之瀬 透、阪梨

悟

【ランチョンセミナー４】 （11:50～12:50）
「カプセル内視鏡～内視鏡技師による読影支援」
演者 川崎医科大学附属病院 内視鏡室 河上真紀子
司会 宝塚市立病院 内視鏡室 松本 裕子
共催 ギブン・イメージング(株)
【一般演題12】

（13:00～14:00）

「前処置下部①」
座長 和歌山労災病院

伊賀ゆかり

Ｏ59 大腸内視鏡前の食材の種類を広げたことは、患者のストレス軽減・満足度に寄与した
青梅市立総合病院 看護局 外来内視鏡室 ○岩田 恵美、山本 好美、山科 美枝、柿内タカコ
山田みよ志、清水 美子、宮下 紀代、五十嵐佳子
佐藤奈津樹、丸山 祥子、山田吾知子
看護局 外来師長
消化器内科部長

岩浪千恵子
野口

修

Ｏ60 腸管洗浄剤飲用状況確認・指導法の院内ガイドラインの作成～在宅飲用時の患者指導の標準化～
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
消化器内科

出口 隆造

消化器外科

島田 英雄

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 ケンズクリニック 院長
Ｏ61 大腸内視鏡検査の前処置を病院で行う場合と自宅で行う場合の比較検討
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柳川

健

～患者は何を求めているのか～
諏訪赤十字病院 内視鏡室 〇武居真由美
東京医科大学 教授
櫻井 敏江
Ｏ62 入院患者における効果的な大腸内視鏡前処置の検討～前処置フローチャートを作成して～
徳島赤十字病院 内視鏡室 ○富永 英子、川内 千恵、原 奈緒子、板東 君栄
尾﨑貴美子
Ｏ63 大腸内視鏡検査の前処置で起こった偶発症
医療法人社団 根本医院 ○鈴木 正江、矢嶋真理子、佐藤 明美、渡部たか子
鈴木 尚美、木内 洋子、高谷 明子、椎名 好美
菅井 直子、根本 達久、根本 雄冶
Ｏ64 維持透析患者の緊急大腸内視鏡検査についての検討
医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院
内視鏡センター ○澁谷 保子、樋口 尚美、松嶋 由紀、石坂 京子
消化器科
【一般演題13】

河上 純彦、葛西 健二、小川

亮、岡本 宗則

（14:00～15:20）

「前処置下部②」
座長 千葉大学医学部附属病院

若王子みのり

Ｏ65 腸管洗浄剤変更に伴う検査説明用紙の作成
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター ○村上 雅也、松本 裕子、川上 美里、上村 深雪
荻野明日香、金山留理子、柴田 理絵、武田真理子
布上沙菜美、溝渕 千佳
消化器内科

中尾 珠希、西井 謙夫、瀧本 真弓、花咲 優子
糸原久美子、山﨑 之良、田村 公佑、柚木崎紘司
李 兆 亮、宮﨑 純一、阿部

孝

Ｏ66 新洗浄剤の内服方法のプロトコールを作成し有用性の検討
マツダ病院 ○田中 祐子、柿本佳保里、奥原真由美、飯田奈都子
藤井由美子、前

公子、廣中 紀子、田中寿美礼

八谷 悠里、砂原 未佳、出家優美子、表田

綾

山根ゆかり、蔵永 敦子
消化器科医師

黒田

剛、福原 達磨、平田大三朗、田村

徹

Ｏ67 大腸内視鏡検査における高張性経口腸管洗浄剤の使用経験
札幌しらかば台病院 外来・内視鏡 ○齋藤 麻里、豊島 香織、熊崎 洋子、原口 恵美
加藤 美樹
看護部
消化器科

生江 裕子
秋野 公臣、足立

靖、遠藤 高夫

Ｏ68 当院における高張性経口腸管洗浄剤を用いた大腸内視鏡検査前処置法の有用性と問題点
みやぎ県南中核病院 救命救急センター ○猪野 和子
消化器内科
外来

梅村

賢

大石 幸恵、山内 夏奈、岩永亜希子、中川ゆかり
菊地 和栄、高橋 直子

Ｏ69 高張性経口腸管洗浄剤画像鮮明度の検討
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

出口 隆造

消化器外科

島田 英雄、町田 隆志

扇町しらさぎ内科クリニック院長
柳川クリニック院長

渡邉 謙一
柳川

健

Ｏ70 大腸内視鏡検査における腸管洗浄剤２剤の比較検討
東京女子医科大学八千代医療センター 内視鏡室 ○黒田 千裕、阿久井博子、佐々木直哉、南部 周平
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嶋田 真弓、坂口 尚枝、岩下 宏宣
医師

光永
韓

看護師

篤、田形 倫子、濱野 徹也、寺本 穂波
元泰、光永

豊、白戸

泉、西野 隆義

松本紗知恵、黒田光代、多保田佐知子、佐藤 涼子
天野 りか、前田 佳江

Ｏ71 高張性経口腸管洗浄剤服用量における報告：第２報
医療法人友仁会友仁山崎病院 ○清水 和則、村居奈緒美、大野 淳子、鶴田奈々子
鬼頭 紀子、内田 知子、山田 圭介、森田 周子
早川 初美、橋本 逸子
Ｏ72 高張性経口腸管洗浄剤における服用量減量に向けての検討
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

三島ゆかり、三阪 雅美、柏原 奈美
花田 敬士、小野川靖二、今川 宏樹、中土井鋼一

第５会場 [２Ｆ A/B]
【安全管理委員会・洗浄消毒DVD供覧】

（10:00～14:30）

【内視鏡看護委員会／公開講座「事例検討」】 （14:30～16:00）

第６会場 [１Ｆ アトリウム]
【機器展示】

（10:00～15:00）

展示企業（五十音順）

＊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

＊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

＊キンバリークラーク・ヘルスケア・インク

＊ギブン・イメージング株式会社

＊サラヤ株式会社

＊興研株式会社

＊株式会社精研

＊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

＊㈱パイオラックスメディカルデバイス

＊ニプロ株式会社

＊ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

＊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

＊株式会社名優

＊神稜文庫株式会社（書籍）
【書籍販売】

2014.8.1 現在

（10:00～15:00） [２Ｆロビー]
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プログラム委員（敬称略，五十音順）
上田 道子，大波多歳男，岡本澄美子，佐藤 絹子，高橋 陽一，田村 君英，並木

薫，深井

学，

橋本 逸子

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，大内 紀寿，大平 克己，大橋 達子，岡田 修一，
小倉みどり，尾崎 貴美，加藤
谷口 弘美，辻

操，工藤 重光，熊澤さえ子，佐藤 貴幸，相馬 和幸，竹田 直美，

幸記，出口 京子，時信

稔，並木

薫，野城 和彦，平田 敦美，藤井 秀康，

古川ふさ子，堀内 春美，前田 智聰，松本 裕子，松本 雄三，三宅 和文，村上 雅也，山口 謙二，
山根 康子，吉村

兼，若王子みのり

事務局：第 73 回日本消化器内視鏡技師学会事務局
〒673－0413 兵庫県三木市大塚 218-3
医療法人社団一陽会 服部病院 外来・内視鏡室
学会長：上田 道子
事務局担当：上田 道子
TEL:0794-82-2550

FAX:0794-82-4399

E-mail：hattorikangobu@yahoo.co.jp
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