第７７回

日本消化器内視鏡技師学会 プログラム

【学会長】竹田 直美（福井総合病院）
【会 期】2016 年 11 月 4 日（金）
・5 日（土）
【会 場】京都市勧業館 みやこめっせ
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

-----------------------------------------------------------------------------------《第１日：１１月４日(金)》
第２会場 [1F第2展示会場D]
【イブニングセミナー】
（17:00～18:30）
「今から使える！内視鏡で知っておき たい血液データの見方・読み方」
東京大学医学部附属病院 検査部 副技師長

常名 政弘

司会 福井総合病院

竹田 直美

-----------------------------------------------------------------------------------《第２日：１１月５日(土)》
第１会場 [1F 第 2 展示会場 C]
・・開会式・・
【報

（9:50～10:00）

告】
日本消化器内視鏡技師会長

田村 君英

第 77 回日本消化器内視鏡技師学会長

竹田 直美

【開会の辞】

【一般演題１】

（10:00～11:00）

「情報・管理」
座長 医療法人和楽仁 芳珠記念病院

藤原

健

Ｏ１ 修理費削減のためのチーム力
東芝病院 内視鏡部 ○今村 倫敦、深井 明子、真子紗耶加、加藤優美子
菊池
消化器内科

彩、久保 朋子、福寺 明乃

中山千恵美、田代

淳、三輪

純

Ｏ２ 臨床工学的観点より見る故障・修理の抑制
京都大学医学部付属病院 医療器材部 ○横山 幸史、今西 加奈、樋口 浩和
Ｏ３ 当院における臨床工学技士の洗浄履歴管理システムと電子カルテを活用したスコープの機器管理への取り組み
小樽掖済会病院 消化器病センター ○川西 啓太、北野 由紀
Ｏ４ 独自の内視鏡所見管理システムの構築 ～フォローアップ検査お知らせシステムの有効性を検討～
済生会広島病院 外来 内視鏡 ○竹内

香、幸城 麻美

Ｏ５ 夜間・休日の検査における待機二人体制実施後の追跡調査
総合病院 伊達赤十字病院
看護部 外来 内視鏡放射線科処置室 ○白石 智美、田村美佳子、吉田ひとみ、太細めぐみ
市橋 裕美、山本 珠美、清野 美幸、麻林 陽香
八重樫ともみ、沢田 浩美
外来師長

木原 広栄

消化器科 医師

久居 弘幸

Ｏ６ 診療報酬の実施入力項目とレセプトの算定項目の乖離
東海大学医学部付属八王子病院
臨床検査技術科 内視鏡室 ○松永 和也、渡部 玲子、鳴海さとみ、鈴木 晴香
猪ノ原綾野
消化器内科
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白井 孝之

【特別講演】

（11:00～12:00）

「笑いが内視鏡介助を変える！」
放送作家・日本初漫才式セミナー講師 Ｗまこと（中山真・中原誠）
司会：第 77 回日本消化器内視鏡技師学会長

竹田 直美

【ランチョンセミナー１】 （12:20～13:20）
「明日から使える！故障を減らす実践テクニック」
「当院における故障予防の取り組み」
講演 ①医療法人 山下病院

馬場 朱美

②日本赤十字社 旭川赤十字病院

中田 千佳

司会 日本赤十字社 伊勢赤十字病院

出口 京子

共催 オリンパス株式会社
【一般演題２】

（13:40～15:00）

「看護・患者管理」
座長 岡山ろうさい病院

梶原みゆき

Ｏ７ 上部内視鏡検査の患者満足度を左右する要因を探る
～検査の苦痛度と外来滞在時間に焦点をあてて～
あざみ胃腸科クリニック ○小笠原裕子、春日 文代、武居 千恵、渡辺 千織
宮澤 三美、小笠原 仁
Ｏ８ 上部消化器内視鏡検査における安楽についての実態調査
～A 病院での被検者アンケートの分析から～
公立豊岡病院組合立 豊岡病院 放射線科 ○中東真紀子、大野 陽子、村上 珠美
Ｏ９ 胃内視鏡的粘膜下層剥離術を受ける患者の術前訪問への取り組み
近畿大学医学部堺病院 外来内視鏡室 ○西川絵里奈、鈴木真奈美
Ｏ10 当院での消化器内視鏡領域における休薬基準の一本化
～医療安全を踏まえた院内ルールの策定をめざして～
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 ○中村 玲子、大庭 麻美、山崎 愛弥
消化器内科
東海大学医学部付属病院 内視鏡室

出口

隆造、白石 光一

杉本美智子

Ｏ11 鎮静下内視鏡検査を受けた外来患者の安全管理
日本海総合病院 消化器内視鏡室 ○鵜殿 美穂、岡部佐知子、斎藤美佐子、早坂 高志
鈴木 義広
Ｏ12 内視鏡センターにおけるブリーフィングを活用した看護実践の実態調査
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 ○宮岡 由香、塩津 雅子、浜田 明美、中本三和子
小野 房枝
Ｏ13 固定チームナーシングで取り組んだ内視鏡室の安全管理
～当院独自のタイムアウトの構築実践～
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 ○澁谷 浩美、佐々木容子、滝澤 卓巳、深井百合子
滝澤 麻衣、島田 紫乃、小俣 博之
外科

橋本 晋一

Ｏ14 外来で鎮静下内視鏡検査を受ける患者の転倒防止に向けた取り組み
久留米大学医療センター 外来 ○岡

美希、古賀美由紀、益永

愛、中野みゆき

北川 利香、原﨑 礼子
【一般演題３】

（15:00～16:10）

「前処置」
座長 宮城県対がん協会がん検診センター
Ｏ15 大腸内視鏡の前処置による患者の負担軽減を目指して
～20 時の下剤を変更した影響を比較検討～
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齋藤 純子

独立行政法人国立病院機構旭川医療センター
消化器科 ○三谷 里江、金間 紘明、小林 将人、青

志織

Ｏ16 大腸内視鏡検査前処置における腸管洗浄液減量を試みて（第２報）
～クエン酸マグネシウム準高張液の有用性検討 ～
医療法人三宝会 小笠原クリニック 看護部 ○甲浦 長子、山本智佳子、小原 美幸
医師

小笠原宏行

Ｏ17 腸管洗浄剤の効果的な服用方法の検証
川崎市立多摩病院 画像 内視鏡センター ○森田小百合、伊藤 優子、岡田みちよ
Ｏ18 大腸鏡前処置の腹部マッサージの導入～患者の苦痛緩和を目指して～
東芝林間病院 消化器内科 ○伊藤 友美、矢鍋 美保、加藤美紀子
Ｏ19 大腸内視鏡検査における前処置薬の検討と外来看護の役割
～患者の負担軽減を試みての一考察～
医療法人 興生会 相模台病院
内視鏡センター ○宇角 ルミ、牧野恵美子、有上紀代子、串田 誉名
山上 達也
Ｏ20 大腸内視鏡検査における不適切な前処置になる予測因子の検討
国立病院機構 京都医療センター
外来治療部門 内視鏡センター ○北野 由美、坂井 洋子、松岡 律子、田口いづみ
森 そのみ
消化器内科

水本 吉則、勝島 慎二

Ｏ21 大腸内視鏡検査前処置における看護師のストレスと困った経験の調査
～フローチャート使用前後を比較して～
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター
外来 ○金井千佐美、塚本 優子、岡田 優子、梅河内 恵
西林
【一般演題４】

愛、平光

恵、折本 美幸、山本智恵美

（16:10～16:50）

「治療介助」
座長 士別市立病院

佐藤 貴幸

Ｏ22 内視鏡検査技師による十二指腸 ESD 介助の現状と教育
聖路加国際病院 消化器センター 内視鏡室 ○秋山

仁、村上優賀里、松岡

恵、坪内 志保

岡田 修一
消化器内科

石井 直樹、池谷

敬、中村 健二

Ｏ23 通電型ダイレータを用いたメタリックステント焼灼に対する検討
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、比嘉 克成、野見山典子
竹内 利寿
消化器内科

小倉

健、井元

章、都木

航、恩田紗緒里

増田 大介、樋口 和秀
Ｏ24 当院内視鏡技師が行うクリップ操作のコツと工夫
大腸肛門病センター高野病院 内視鏡室 ○西坂 好昭、松平美貴子、野崎 良一
Ｏ25 日本初の Adjuster 内視鏡下調節胃内バルーン留置術の報告 ～術中での TV 経験も含め～
浜田山病院 臨床検査科 ○天谷 祥隆
四谷メディカルキューブ 減量外科医
・・閉会式・・

笠間 和典

（16:40～16:50）

【表 彰 式】
【閉会の辞】
第 78 回日本消化器内視鏡技師学会長

熊澤さえ子
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第２会場 [1F第2展示会場D]
【パネルディスカッション】（10:00～11:20）
「ＥＲＣＰの介助はどこまで進んだか」
司会 岸和田徳洲会病院

望月 和美

ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院

野城 和彦

Ｐ１ ERCP 検査中パスを作成して
留萌市立病院 検査チーム ○祐川 尚子、高畑 理絵、榊

幸子

Ｐ２ 当院における ERCP 介助の現状 ～次世代を担う技師の育成～
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
消化器内科

健、﨑野 敬祐、小笠原慎弥

横山 和典、代田

充、加賀 浩之

Ｐ３ ERCP における検査介助の現状と課題～医師の求める第一助手を目指して Part２
医療法人山下病院
臨床検査部内視鏡科 臨床検査技師 ○馬場 朱美、今枝 佳三、角田 伸江、佐藤 知香
佐古 夏希
看護部 検査センター看護師

坂口 紀代、桑原ともみ、野村 秀子、藤下 フミ
井上美矢子、今枝千恵子、平井英津子、常見 麻芙
佐々木かおり、青山 飛鳥

Ｐ４ ERCP において腹臥位が困難の症例を経験して
友仁山崎病院 内視鏡センター ○山田 圭介、内田 知子、鬼頭 紀子、大野 淳子
秋山 祥代、吉村万里恵、松本 知子、清水 和則
早川 初美 、橋本 逸子
Ｐ５ 大結石除去治療時のトラブル～砕石バスケットを使用して～
渓和会江別病院内視鏡センター 臨床工学技士 ○工藤 智子、加藤
消化器内科

睦、寺町 真哉、井谷 菜穂

品田 恵佐、高本秀二郎、小橋 重親

【ランチョンセミナー２】 （12:20～13:20）
［消化器内視鏡治療の最前線］
「下部消化管内視鏡治療の実際と介助の工夫～cold polypectomy, EMR, ESD について」
講演 京都府立医科大学 消化器内科

吉田 直久

「安楽な上部消化管内視鏡検査・安全なＥＳＤを目指して」
講演 ＪＣＨＯ大阪病院 消化器内科

山本 克己

司会 佐賀大学医学部附属病院 光学医療診療部

大野 昭博

共催 富士フイルムメディカル株式会社
【特別講演】

（13:30～14:00）

「消化器内視鏡の洗浄消毒を取り巻く現状と今後の課題」
厚労省医政局経済課医療機器政策室 室長補佐

金光 一瑛

司会 社会医療法人生長会 府中病院

【一般演題５】

一般社団法人日本消化器内視鏡技師会 副会長

髙橋 陽一

座長 福井県済生会病院

小野 秀治

（14:10～14:40）

「機器・器具」
Ｏ26 ポリープ治療におけるデバイスの特性調査
京都大学医学部付属病院 医療器材部 ○横山 幸史、今西 加奈、樋口 浩和
Ｏ27 独自の防護パットを追加した X 線防護用カーテンの有用性の検討
JA 廣島総合病院 看護科 内視鏡センター ○坂手 友子、米田 直美、石崎 淳子、松下 理恵
放射線科
消化器内科
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下土居

一、横田 径、山口 裕之

藤本 佳史、徳毛 宏則

Ｏ28 内視鏡・透視検査室におけるデジタルインターカムの有用性について
医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院
内視鏡検査室 ○齋藤 香織、山元 裕子、原
【一般演題６】

美希

（14:40～16:20）

「洗浄消毒」
座長 医療法人真生会富山病院

梅田加洋子

松阪中央総合病院

若山 晃大

Ｏ29 スコープトラブルを回避するための拭き上げに使用するワイパーの比較
国家公務員共済組合連合会 三宿病院
看護部 ○岩永智恵子、石島 準子、坂本 美樹、鈴木由美子
斉藤 朋枝
消化器科

吉田 行哉

Ｏ30 スコープスタンドの作製と改良について
住友別子病院 診療部臨床工学室 ○高橋 祐樹
Ｏ31 当院におけるポリエチレン製エアクッション材を用いた保管庫内管理の実際
静岡県立静岡がんセンター 中央診療部 ○二ノ宮 歩、山田久美子、秋本寿美子、佐藤
細菌検査室

塚原 美香

看護部

工藤 友子

ME センター

近藤 俊一

緑

Ｏ32 内視鏡洗浄履歴のシステム化
馬場記念病院 ME 部 ○堀田 幸佑、大塚 裕之、平和 清明、塚本 賢治
坂本 好成、間嶋 智之、大和屋光司、大橋 聡人
山口 千晶、魚野 弘子
消化器内科

原

順一、河内屋友宏

Ｏ33 病棟看護師が行うベッドサイド洗浄手順の統一 ～わかりやすい手順にする工夫～
高松赤十字病院 内視鏡室 ○三野さとみ、綾木 雅佳、大塚美和子、嶋田 洋子
中谷 浩子、藤井美智代、大西 順子
感染対策室

丸岡 一恵

消化器内科

柴峠 光成

呼吸器内科

山本 晃義

Ｏ34 当院における内視鏡スコープ洗浄度の標準化への取り組み～ATP 測定器を用いて～
新田塚医療福祉センター 福井総合病院
内視鏡室 ○宮本 智美、竹田 直美、中次 清隆、小倉 葉子
水嶋真砂代、定兼

梢

Ｏ35 消化器内視鏡洗浄後の清浄度調査－ATP 検査を用いて－
自衛隊富士病院 看護課 ○佐藤 加奈、森塚 大祐、正木 純子
Ｏ36 内視鏡洗浄後の ATP 測定器による差異の検討
セコメディック病院

消化器内科 ○折笠亜矢子、木村 典夫、志田 勝義

外来 内視鏡センター

諸岡あけみ、高森百合子、三井

厚、島田 直子

Ｏ37 ＡＴＰ測定による十二指腸内視鏡の清浄度調査
独立行政法人国立病院機構 函館病院
外来内視鏡部 ○井川 敬子
Ｏ38 メーカー推奨の測定方法で再考してみる
～施設清浄化基準で維持してきた品質はどこまで通用するかの検討 ～
神戸大学病院 光学医療診療部 ○吉村

兼、野田 有希、多山

幸、川波 由葵

壷内 晃介、坂本 麻美

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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第３会場 [B1F第1展示場A]
【シンポジウム】

（10:00～11:50）

「安全安楽なポリープ治療における技師の関わり」
司会 ＪＡ北海道厚生連 旭川厚生病院
大阪医科大学附属病院

土田

徹

阿部 真也

Ｓ１ 内視鏡的粘膜下層剥離術におけるデクスメデトミジンを用いた意識下鎮静
医療法人山下病院 検査センター 看護師 ○平井英津子、藤下 フミ、坂口 紀代、桒原ともみ
野村秀子、井上美矢子、今枝千恵子、佐々木かおり
常見 麻芙
検査センター 臨床検査技師
消化器内科 医師

今枝 佳三、馬場 朱美、角田 伸江
松崎 一平、服部 昌志

Ｓ２ デクスメデトミジン塩酸塩による鎮静法で内視鏡的粘膜下層剥離術を受ける患者の苦痛評価
JA 北海道厚生連札幌厚生病院
看護部 中央部門 ○木原 明子、森 麻衣子、澤田佑里恵、柿崎麻奈美
政氏

薫、矢北 裕子、金沢 結美、前田

聡

Ｓ３ 病変に応じて展開される消化管ポリープ治療でのスネア選択と高周波設定
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 朱美
野見山典子、小嶋 融一、竹内 利寿
消化器内科

岡田 俊彦、川上

研、樋口 和秀

Ｓ４ 通電に同調させたスネアの絞扼操作で似て非なる EMR の品格
神戸大学病院 光学医療診療部 ○吉村

兼、多山

幸、川波 由葵、野田 有希

壷内 晃介、坂本 麻美
Ｓ５ 安全・安楽なポリープ治療における技師の役割
大分三愛メディカルセンター 消化器病・内視鏡センター
消化器内視鏡技師 〇山﨑 賢一、田内美由紀、坂田 信子、間藤 未佳
大波多歳男
看護師

田崎 美香

臨床検査技師

工藤 千佳

消化器内科医師

佐上 亮太、杉 さおり、錦織 英史

医師事務補助者

野口 由香、亀井紗也加

Ｓ６ ポリペクトミー介助（EMR を含む）業務を短期間で修得させるための教育法の検討
北海道大学病院 ME 機器管理センター ○岩崎

毅

【ランチョンセミナー３】 （12:20～13:20）
「① 当院内視鏡室におけるＪＣＩへの取り組み、そして熊本地震」
講演 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 消化器病センター内視鏡室長

江口 洋之

「② あなたの知らない内視鏡洗浄消毒装置の世界」
講演 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 臨床工学部主任

髙宗 伸次

司会 医療法人社団卓秀会 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】
（13:30～14:30）
「ERCP 関連手技における処置具の選択」
講演 手稲渓仁会病院 消化器内科
司会 京都大学医学部附属病院 医療器材部

金

俊文

樋口 浩和

共催 ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
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【一般演題７】

（14:40～16:10）

「検査介助」
座長

社会医療法人社団 至誠会木村病院

川原 政幸

一般財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院

藤原 章光

Ｏ39 口腔咽頭観察法における経鼻内視鏡の有用性と内視鏡技師の関わり
聖路加国際病院 消化器センター 内視鏡室 ○松岡
消化器内科
東京医科歯科大学医学部付属病院 食道外科

池谷

恵、岡田 修一
敬、石井 直樹

川田 研郎

Ｏ40 l-メントール撒布による迅速ウレアーゼ試験結果への影響について
医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院
内視鏡センター 内視鏡技師 ○樋口 尚美、松嶋 由紀、関谷 法子
内視鏡センター 看護師
内視鏡センター 臨床工学技士
消化器内科

川野谷澄子、石坂 京子
天野 里菜
葛西 健二、河上 純彦、町田 卓郎、小川

亮

Ｏ41 上部消化管内視鏡検査当日の薬剤内服が胃内観察に及ぼす影響と飲水効果
栗山赤十字病院 内科 ○中村加奈子、千葉 香苗、滝本みさき、成田 則子
Ｏ42 上部消化管内視鏡検査における残胃患者の食物残渣調査
社会福祉法人 三井記念病院

内視鏡部 ○久野 洋子、金林栄治朗、稲垣 景司、戸田 信夫

Ｏ43 アンケートからみた大腸内視鏡検査への意識調査の結果
医療法人社団 根本医院 内視鏡室 ○矢嶋真理子、佐藤 明美、鈴木 尚美、木内 洋子
高谷 明子、椎名 好美、菅井 直子、渡部たか子
根本 雄治
Ｏ44 当院におけるカプセル内視鏡への取り組み
～コメディカルによるカプセル内視鏡実施の有用性について～
一般財団法人 厚生会 仙台厚生病院
内視鏡センター ○塩沼のぞみ、泉山 美樹、伊藤恵美子、後藤 美穂
岩渕 見和、菊池 麻衣、小松のぞみ、佐々木喜子
石田 里香、後藤 結加、佐藤 百香
Ｏ45 小腸カプセル内視鏡での小腸未到達時における体位変換の有用性について
一般財団法人 厚生会 仙台厚生病院
内視鏡センター ○伊藤恵美子、塩沼のぞみ、泉山 美樹、後藤 美穂
岩渕 見和、菊池 麻衣、小松のぞみ、佐々木喜子
石田 里香、後藤 結加、佐藤 百香
Ｏ46 当院における大腸カプセル内視鏡導入への取り組み
脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院
臨床工学科 ○鈴木 幸子、藤原 章光、宗方奈里枝、馬場 亮太
佐藤

咲、矢田部浩明、渡邉 知樹、吉田美由貴

Ｏ47 内視鏡業務での臨床工学技士の新たなる役割
JCHO 札幌北辰病院 ME 部 ○植田 文恵、高根 麻央、小幡 大輔、五十嵐水紅
赤坂 祥吾、横井香保里、岩間 友弥、八木橋香澄
小野寺健太、斉藤

徳、真下

泰

Ｏ48 緊急内視鏡に対する臨床工学技士の取り組み
独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター
臨床工学室 ○正木
内視鏡センター

弦、小島 啓司、小田嶋洋兵、黒川 健太

高森 晴美、藤川 幸司

-------------------------------------------------------------------------------------
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第４会場 [B1F第1展示場B]
【教育講演 1】

（10:00～11:00）

「上部消化管の温故知新」

【教育講演２】

石川県立中央病院 消化器内科部長

土山 寿志

司会 仙台市医療センター 仙台オープン病院

熊澤さえ子

和歌山県立医科大学附属病院 消化器内科

井口 幹崇

司会 伊勢赤十字病院

出口 京子

（11:00～12:00）

「緊急内視鏡の最前線」

【ランチョンセミナー４】 （12:20～13:20）
「大腸内視鏡前処置におけるリスクマネジメント」～経口腸管洗浄剤による腸閉塞・腸管穿孔の対策してますか？～
講演 医療法人社団宮地医院 副院長;
加古川中央市民病院消化器内科医長（嘱託）;
昭和大学横浜市北部病院消化器センター兼任講師

宮地 英行

司会 医療法人社団一陽会 服部病院

上田 道子

共催 ＥＡファーマ株式会社

【教育講演３】

（13:30～14:30）

「小児内視鏡検査・治療の最前線」

【一般演題８】

信州大学医学部附属病院 小児科 外来医長

中山 佳子

司会 四国こどもと大人の病院 内視鏡センター

岡本澄美子

座長 ＪＡ尾道総合病院

楠見 朗子

（14:30～15:40）

「教育」
Ｏ49 経鼻内視鏡の口頭による検査説明マニュアルを作成し統一した説明と不安の軽減への取り組み
横浜栄共済病院 外来健康医学センター ○千葉 史恵、小山 信江、高橋 典子、藤田 加代
田中 千鶴
Ｏ50 内視鏡室勤務看護師の教育についての試み
諏訪赤十字病院 内視鏡室 ○武居真由美、清水

操

Ｏ51 外来看護師への緊急内視鏡教育の効果と今後の課題
独立行政法人 国立病院機構 別府医療センター
内視鏡室 ○渡邉 美穂、木下 靖枝、宮﨑 良尚、森 めぐみ
Ｏ52 緊急内視鏡検査時の急変対応シミュレーションを実施して
医療法人真生会 真生会富山病院 看護部 ○浅野 真巳、川瀬 幸恵、金谷小百合、小森 知恵
石丸ひとみ、倉田 直美、南

英樹、梅田加洋子

Ｏ53 画像診断治療センター内での内視鏡技師として期待される役割を見出す
熊本赤十字病院

画像診断治療センター ○上野 珠美、吉田いづみ、村本 睦美、澤田

愛

高橋由可利、高橋ほなみ
Ｏ54 異職種間の協働が及ぼす心理的反応
～内視鏡検査に従事する看護師と臨床検査技師を対象としたインタビューの分析～
飯山赤十字病院 看護部 内視鏡室 ○浦野 和美、椚原多恵子、丸山やよい
Ｏ55 アジアにおける内視鏡看護支援活動 第 3 報
～タイ国立がんセンターでの支援活動と今後の展望～
JA 岐阜厚生連 東濃厚生病院 ○堀

淳子

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

住吉 理香

JA 愛知厚生連 江南厚生病院

祖父江雅美
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【ワークショップ】

津島市民病院

太田 真美

名古屋大学医学部消化器内科

後藤 秀美

（15:40～16:50）

「カプセル内視鏡及び小腸内視鏡の現状と展望」
司会

宝塚市立病院

松本 裕子

労働者健康安全機構大阪労災病院

出野 憲由

Ｗ１ カプセル内視鏡検査導入と読影支援の体制について
医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院
内視鏡センター 内視鏡室 ○藤原
消化器内科

健、大村 泰輝

渡辺美智夫

Ｗ２ 小腸カプセル内視鏡読影支援体制の確立に向けて
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― ○伊藤有希子、高森 晴美、藤川 幸司
消化器内科
看護部

佐川

保、濱口 京子、田村 文人、櫻田

林

毅、高橋 康雄

晃

浅黄谷美里

Ｗ３ 多施設共同による大腸カプセル内視鏡前処置の工夫
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
川崎医科大学 消化管内科学

松本 啓志、塩谷 昭子

兵庫医科大学

應田 義雄、三輪 洋人

岡山大学

川野 誠司、岡田 裕之

広島大学

岡

志郎、田中 信治

KKR 高松病院

小林 三善

香川県立中央病院

高橋 索新

博愛病院

浜本 哲郎

セントヒル病院

檜垣 真吾

Ｗ４ カプセル内視鏡使用における電波干渉の実態と電磁波防護服
～カプセル内視鏡用電磁波防護服の使用経験 ～
市立釧路総合病院 消化器内視鏡室 ○小島まり子、戸島みゆき、石田 吾抄、山岸 祥代
佐藤紀美子、菅原佐依里
消化器内科 医師

鈴木 一也

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第５会場 [B1Fｳｴﾙｶﾑﾎｰﾙ]
【ライブデモ】
「大腸内視鏡用手圧迫法」
①

（11:30～12:00）

②

（13:30～14:00）
講師 富山市立富山市民病院 消化器内科 内視鏡内科部長

蓑内 慶次

進行 おぎの内科クリニック

細川 佳子

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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第６会場 [B1F大会議室]
【公開ミーティング】

（10:10～11:50）

「洗浄の標準化検討会」
司会 平塚胃腸病院

田村 君英
佐藤 絹子

社会医療法人生長会 府中病院

【情報提供】

髙橋 陽一

（14:40～15:40）

「内視鏡定期培養プロトコール Q&A」
内視鏡安全管理委員会
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第７会場 [1F第2展示会場B]
【機器展示】【書籍販売】 （10:00～15:00）
＊株式会社ＩＨＩシバウラ

＊株式会社 アイテックス

＊株式会社アスカメディカル

＊株式会社アビス

＊株式会社アダチ 本社

＊株式会社アムコ

＊株式会社アムテック

＊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

＊オカダ医材株式会社

＊株式会社オカダ電子

＊オリンパス株式会社

＊カイゲンファーマ株式会社

＊株式会社カネカ

＊キッコーマンバイオケミファ株式会社

＊キユーピー株式会社

＊興研株式会社

＊コーケンメディカル株式会社

＊ジョンソン･エンド･ジョンソン株式会社

＊スリーエムジャパン㈱ ヘルスケアカンパニー

＊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

＊ハリヤード・ヘルスケア・インク

＊ＰＳＰ株式会社

＊フェリング・ファーマ株式会社

＊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㈱

＊堀井薬品工業株式会社

＊株式会社メディテックジャパン
＊神稜文庫株式会社（書籍）
2016.7.20現在（五十音順）

プログラム委員（敬称略，五十音順）
岡田 修一，熊澤さえ子，佐藤 絹子，髙橋 陽一，竹田 直美，田村 君英, 寺島 順子，並木
深井

薫，野城 和彦，

学
査読委員（敬称略，五十音順）

阿部 真也，石崎 淳子，伊藤 俊之，岩崎

毅，上田 道子，内田

恒, 梅田加洋子，大波多歳男，岡田 修一，

岡本澄美子，小倉みどり，尾崎 貴美, 加藤

操，梶原みゆき，菊田

学，北野 由紀，熊澤さえ子，斎藤 純子,

鈴木 英一，関 美喜男，相馬 和幸，辻

幸記，角森 正信，出口 京子, 並木

薫，野城 和彦，深川

藤井 秀康，藤原 章光，藤原 健,松本 雄三，三浦 美保，三宅 和文，山口 謙二，吉村

事務局：第 77 回日本消化器内視鏡技師学会
〒910-8561 福井県福井市江上町 58-16-1 福井総合病院 内視鏡室
TEL（0776-59-1300）FAX（0776-59-2538）
E-mail：takeda-n@mx1.fctv.ne.jp
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悟，

兼，若山 晃大

