第 83 回 日本消化器内視鏡技師学会 プログラム
【学会長】山口 謙二（富良野協会病院 内視鏡センター）
【会 期】2019 年 11 月 22 日（金）～11 月 23 日（土）
【会 場】大阪国際会議場グランキューブ
【主 催】一般社団法人 日本消化器内視鏡技師会

《第１日：１１月２２日（金）
》
第１会場〔10F：1001～3〕
【イブニングセミナー】

（17：00～18：30）

「胃癌の内視鏡診断～除菌後発見胃癌の特徴を含めて～」
医療法人健光会 永山消化器・内視鏡内科 院長

濱本 英剛

司会 富良野協会病院 内視鏡センター

山口 謙二

《第２日：１１月２３日（土）
》
第１会場〔10F：1001～3〕
・・開会式・・

（9：20～9：30）

【報 告】
日本消化器内視鏡技師会長

角森 正信

第 83 回日本消化器内視鏡技師学会長

山口 謙二

座長 ＪＡ尾道総合病院

楠見 朗子

阪和住吉総合病院

松本 裕子

【開会の辞】

【一般演題１】

（9：30～10：50）

「教育」

Ｏ１ 経験から感じた使用頻度が低い処置への対応の大切さ～S-Bチューブ取り扱いに対する意識改革～
住友別子病院 診療部臨床工学室 〇高橋 祐樹
Ｏ２ チームで取り組む大腸カプセル内視鏡読影における看護師教育の強化
～診断能の比較検討を通して～
川崎医科大学附属病院
内視鏡・超音波センター 〇藤原 晶子、河上真紀子、神田 里香、山本 智美
愛晋会中江病院 内視鏡センター

兵庫 佳代

Ｏ３ 内視鏡看護クリニカルラダー導入前後の業務に対する自己効力感
千葉市立青葉病院 救急外来 内視鏡室 〇藤田 智子、山口小百合、日暮奈緒美
Ｏ４ 応援看護師の慣れない業務に対する精神的負担軽減を目指して
AOI名古屋病院 内科外来 〇水野 志保、徳田美和子、藤岡 千絵、片岡ちはる
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Ｏ５ 経験や知識を共有する場の提供を行って～アンケート調査による「いいとこどり会」の評価～
熊本赤十字病院 画像診断治療センター 〇上野 珠美、末藤

恵、澤田

愛、高橋由可利

本田久美子、高橋ほなみ
Ｏ６ 院内全体に広げたい、消化器内視鏡検査の安全意識と看護への理解
～小規模病院で行った学習会を通して～
Ｏ７ 内視鏡関連職種における内視鏡スタッフ情報交換会の意義
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻
臨床看護学講座 〇宗村 暢子、利

緑、煙山 晶子

Ｏ８ 看護師と臨床検査技師がいる職場でのチーム医療を目指して
川崎幸病院 内視鏡センター 〇逵 麻衣子、髙橋由記子、小野 隆治
消化器内科
【一般演題２】

大前 芳男

（10：50～11：30）

「看護１」
座長 済生会和歌山病院

伊賀ゆかり

Ｏ９ 外来で鎮静下内視鏡検査を受けた患者の覚醒評価と安静時間の検討
～帰宅後アンケート調査を実施して～
東濃厚生病院 消化器病センター 〇堀

淳子、加藤 梨沙、安藤真由美

外来

村上 亜矢、勝川ゆかり

消化器内科

内田 元太、長屋 寿彦

Ｏ10 鎮静剤を使用し上部内視鏡検査を受けた患者の帰宅後の状況調査
川崎市立井田病院 内視鏡センター 〇手塚 直美、中平由希子
Ｏ11 内視鏡室における鎮静剤使用時のマニュアル改善～化学的静脈炎の予防～
南ヶ丘病院 消化器外科 〇泉 咲弥花、前田 茂美、子甫 亜紀、小西 葉月
平野

恵、車 はる香、佐々木まどか

Ｏ12 内視鏡検査前情報収集方法の見直し～禁忌薬剤投与インシデント削減に向けて～
調布東山病院 内視鏡センター 〇晋川 朋子、釜堀 貴世江
鈴木町クリニック

佐藤 咲月

【ランチョンセミナー１】
（12：00～13：00）
「内視鏡技師が知っておきたい内視鏡治療の”イマ”～高周波の基礎から活用、手技のトレンド～」
講演：慶応義塾大学医学部腫瘍センター 低侵襲療法研究開発部門

佐々木 基

司会：島根県立中央病院

角森 正信

共催：オリンパス株式会社
【特別講演１】

（13：10～14：30）

「AI は、内視鏡診断をどう変えて行くのか？」
講演 昭和大学 横浜北部病院
司会 日鋼記念病院 消化器センター
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三澤 将史
内藤

健

一般演題３

（14：30～15：40）

「看護２」
座長 高岡市民病院

上田 兵吾

Ｏ12 上部内視鏡検査時のストレスに対する受付での看護介入の評価
～唾液アミラーゼ活性を用いてのストレス比較～
友仁山崎病院 内視鏡センター 〇早川 初美、上山 理奈、鬼頭 紀子、坪野 友子
川嵜恵実子、山田 圭介、松本 知子、橋本 逸子
Ｏ14 内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査時の頸部の角度の検討～頸部痛の軽減をめざして～
名古屋記念病院 内視鏡室 〇新美ゆかり、家田安津子、小澤いくこ
Ｏ15 ERCP時の腹臥位における枕別体位の検証～頸部回旋角度が頸部痛に及ぼす影響～
札幌厚生病院 中央部門 〇高橋 美希、野城 和彦、木原 明子、藤戸 綾子
政氏

薫、矢北 裕子

Ｏ16 大腸内視鏡検査時の安楽な体位の工夫 ～オリジナル補助具の有効性を検証～
鈴鹿中央総合病院 内視鏡センター 〇平山 聡美、秋田 聡子
看護部

佐野 悦子

Ｏ17 胃瘻造設術を受けた患者家族へのパンフレットの作成
～バルーン型チューブタイプからボタン型変更時の患者・家族の声より～
愛媛大学医学部附属病院 光学医療診療部 〇久津和亜希子、藤本 邦弘、樋口 則子
Ｏ18 患者の安全に留意した当院のERCP施行時の看護師の役割
市立釧路総合病院 消化器内科内視鏡室 〇辻

寛子、石田 吾抄、榊原 卓也、須藤 真代

北村 幸恵、佐藤紀美子、山岸 祥代、菅原佐依里
五十嵐美穂、樋口

衛、村上 早苗

Ｏ19 内視鏡看護師のやりがいを感じることの要因
江南厚生病院 〇祖父江雅美

・・閉会式・・

（15：40～16：00）

【表彰式】
日本消化器内視鏡技師会長賞
第 83 回日本消化器内視鏡技師学会長賞

【閉会の辞】

第 84 回日本消化器内視鏡技師学会長
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出野 憲由

第２会場〔12F：特別会議場〕
【一般演題４】

（9：30～10：30）

「前処置」
座長 宮城県対がん協会 がん検診センター

齋藤 純子

Ｏ20 上部内視鏡検査で検査当日の朝ウーロン茶を服用することにおける有用性
映寿会みらい病院 内視鏡室 〇氣谷 和美、髙田 陽子、米澤久美子、普和

栞

Ｏ21 上部消化管内視鏡検査前の咽頭麻酔のうがい時間による比較検討
根本医院 〇鈴木 正江、矢嶋真理子、佐藤 明美、渡部たか子
鈴木 尚美、木内 洋子、髙谷 明子、椎名 好美
Ｏ22 上部内視鏡検査における咽頭麻酔方法の検討
那覇市立病院 内視鏡センター看護師 〇知念 優子、金城 典子、新城亜希子、新垣理佐子
仲田 美和、謝名堂ひろ子
消化器内科医師

仲地 紀哉、金城

譲、豊見山良作

Ｏ23 大腸内視鏡検査における腸管洗浄剤飲用後の主観的温度感覚および体温変化
札幌徳洲会病院 内視鏡検査室 〇井原 恵美、今川万記子、齋藤 香織、原

美希

Ｏ24 患者の不安軽減を目指した大腸内視鏡検査前処置の取り組み
すみい内科クリニック 看護部 〇岡本 明子、花立 久代、神田 裕子
Ｏ25 当院での脊髄損傷者に対する下部消化管内視鏡検査前処置の実際
吉備高原医療リハビリテーションセンター
看護部 〇植村 弘恵、石原 明美、 難波 啓子
リハビリテーション科

古澤 一成

川崎医科大学検査診断学(内視鏡・超音波)

中藤 流以

【特別講演２】

（10：30～11：30）

「体外式超音波検査で見る、消化管疾患（仮）
」
講演 北海道大学病院 検査・輸血部/超音波センター 副臨床検査技師長/副部長
北海道大学医学部保健学科臨床指導准教授

西田

睦

司会 医療法人健光会 永山消化器・内視鏡内科

土田

徹

【ランチョンセミナー２】
（12：00～13：00）
「内視鏡室が抱える問題点の攻略法 ～想う気持ちが業務フローを変える～」
講演：住友別子病院臨床工学技士
今川内科医院
司会：阪和住吉総合病院内視鏡部 部長

高橋 祐樹
今川

敦

松本 裕子

共催：富士フイルムメディカル株式会社
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【ベンダープログラム】 （13：10～14：10）
「未定」
講演：未定
司会：未定
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５】

（14：10～15：30）

「治療」
座長

大阪労災病院 内視鏡センター

出野 憲由

国立病院機構 大阪医療センター

岩本 奈緒

Ｏ26 非静脈瘤性上部消化管出血に対するEBL（Endoscopic band ligation）止血法の有用性の検討
聖路加国際病院
消化器センター 内視鏡検査室 〇吉田 匡良、坪内 志保、山口 佳織、村上優賀里
新
消化器内科

宏美、窪田 千里、秋山

仁、岡田 修一

池谷 敬、福田 勝之

Ｏ27 ステンレスアンカーを用いたMagnetic guided ESDの報告
山下病院 検査センター 看護部 〇常見 麻芙、桒原ともみ、藤下 フミ、野村 秀子
井上美矢子
臨床検査部

馬場 朱美、佐古 夏生、伊藤 萌

消化器内科

松崎 一平、服部 昌志

Ｏ28 大腸ESD直接介助を経験して
札幌北楡病院 臨床工学技術科 〇清水 啓雄、井上 優奈、大槌 えり、松原 憲幸
富岡 佑介、小塚 麻紀
消化器内科

髙野 眞寿、片桐 雅樹

Ｏ29 大腸ステント留置術の介助を試みて ～臨床工学技士の立場から～
製鉄記念八幡病院 臨床工学部 〇内藤

翼、山内 大樹

Ｏ30 超音波内視鏡下嚢胞ドレナージの介助について
川崎幸病院 検査科 内視鏡センター 〇小野 隆治
消化器内科

大前 芳男、塚本 啓祐

Ｏ31 内視鏡的乳頭ラージバルーン拡張術(EPLBD)における偶発症の検討
川崎幸病院 内視鏡センター 〇塚田 美貴、小野 隆治
消化器内科

大前 芳男、塚本 啓祐

Ｏ32 当院のLECSにおける内視鏡技師の介助ストラテジー
虎の門病院 内視鏡部 〇舘入 由佳、森本佳奈子、椿

智宏、小山亜希子

布袋屋 修
Ｏ33 突発症例にも対応できる技師を目指して～スコープ・デバイス特性を熟知した内視鏡治療戦略～
東京品川病院 内視鏡部 〇今村 倫敦、井口万里梨、千葉 美紀、糠塚 絵梨
向井 美月、菊池彩、加藤優美子
消化器内科

石井 直樹
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第３会場〔10F：1004～7〕
一般演題６
「洗浄消毒１」

（9：40～10：40）
座長 脳神経疾患研究所付属 総合南東北病院

藤原 章光

Ｏ34 内視鏡保管時における管路内持続吸引の有用性
大阪医科大学附属病院
消化器内視鏡センター 〇阿部 真也、柴森 直也、野見山典子、水田 博士
小嶋 融一、竹内 利寿
消化器内科

樋口 和秀

Ｏ35 内視鏡細径管路洗浄装置の有用性について
熊本地域医療センター 内視鏡検査部 〇杉本 慎治、相浦 勇太、松尾ひとみ、淡路 誠一
西村美寿穂、池上 慎一
Ｏ36 水温による洗浄能力の比較
京都大学医学部附属病院 内視鏡部 〇横山 幸史、樋口 浩和、奥井 真理、今西 加奈
山東奈津子
Ｏ37 消毒剤濃度測定器を使用した消毒剤管理の検討
株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院
臨床工学科 〇藤掛 拓也、寺田 尚人
Ｏ38 内視鏡洗浄消毒履歴管理システムの作成 ～当院用に独自システムを試作して～
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 〇松永 和也、中村 玲子、大庭 麻美、増田 松子
消化器内科
外科

白井 孝之、出口 隆造
島田 英雄

Ｏ39 内視鏡の清浄度調査結果と今後の課題
国立病院機構函館病院 内視鏡部 〇井川 敬子、阿部 千里、佐藤千代子、福原 直美
松本健太郎、今村 佳奈、落合 冬佳
消化器内科

久保 公利、間部 克裕、加藤 元嗣

一般演題７
「洗浄消毒２」

（10：40～11：30）
座長 北海道がんセンター

浅黄谷美里

Ｏ40 内視鏡洗浄のディスポーザブルブラシとリユースナイロンブラシにおける有用性の比較検討とその
課題
静岡県立静岡がんセンター 中央診療 〇二ノ宮 歩、志田佳代子、佐藤

緑、滝口恵里花

山田久美子、小泉 聡美
医療機器管理室

富田友里恵

内視鏡科

小野 裕之

Ｏ41 最適な洗浄ブラシの検討
総合上飯田第一病院 臨床工学科 〇仁川 頌也、浦
平野
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恵

啓規、須﨑

昂、太田 憲一

消化器内科

小栗 彰彦、小田切英樹

総合上飯田第一病院 看護部

安藤佐和子、大峯 鉄男、中山美枝子、藤田 美絵
澤田 若菜、船戸世津子、佐藤 陽子

Ｏ42 新形状型洗浄ブラシの検討
大阪医科大学付属病院
消化器内視鏡センター 〇野見山典子、阿部 真也、柴森 直也、水田 博士
竹内 利寿
Ｏ43 透明型吸引ボタンを用いた内視鏡汚染リスクの検討
大阪医科大学附属病院
消化器内視鏡センター 〇阿部 真也、水田 博士、野見山典子、柴森 直也
山口 朱美、竹内 利寿
㈱大阪医大サービス

津田 直美、伊藤 千夏

Ｏ44 スコープ洗浄業務におけるATP測定について
福岡徳洲会病院 臨床工学科 〇神野 愛香、藤野 真可、明吉 和子
消化器内科 副院長

坂野 梨絵、仲道 孝次

【ランチョンセミナー３】
（12：00～13：00）
「未定」
講演：未定
司会：未定
共催：ASP ジャパン合同会社

【シンポジウム】

（13：10～14：30）

「より良い内視鏡検査を提供するには？」
司会 士別市立病院 内視鏡センター
Ｓ１ 内視鏡専門臨床工学技士の認定制度～育成のための課題と展望～
日本臨床工学技士会 内視鏡関連検定委員会
岸和田徳洲会病院 〇吉村

兼

札幌北辰病院

真下

泰

北海道大学病院

岩崎

毅

大阪医科大学附属病院

阿部 真也

京都大学病院

樋口 浩和

ＮＴＴ東日本関東病院

志賀 拓也

Ｓ２ 内視鏡細径管路補助洗浄装置試験導入の効果
愛媛大学医学部附属病院
看護部 光学医療診療部 〇藤本 邦弘、樋口 則子
光学医療診療部

医師

池田 宣央
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佐藤 貴幸

ME機器センター 臨床工学技士

山本 尊義、山田 文哉

Ｓ３ 胃ESDにおける陰圧式吸引固定具を用いた下肢固定の有効性
栃木県立がんセンター 内視鏡センター
内視鏡技師 〇長谷川真理子、高貝恵美子、亀田 玲子、小山純子
大和田一美、安納美恵子
看護師

大塚 里美、田部田宏美、川又 美崎、山口 律子

Ｓ４ 上部消化管内視鏡検査における食物残渣を有する症例の特徴～検査前説明の検討に向けて～
斗南病院 内視鏡室 〇古川 晴美、堀田 恵利、山田 恵美
外来師長

小野富貴子

外来副師長

佐藤 光恵、岡山 裕子

一般演題８
「管理」

（14：30～15：30）
座長 聖路加国際病院 消化器センター

秋山

仁

Ｏ45 食道癌患者に対する腫瘍融解ウイルスの内視鏡的投与の実際～病棟実施にむけた他部署連携～
岡山大学病院 光学医療診療部 〇矢野 朋美、采女 典子、森
看護部

隆弘、笠原由美子

石川 貴子

岡山大学医学部 消化器外科学

田辺 俊介、黒田 新二、野間 和広、田澤

大

香川 俊輔、白川 靖博、藤原 俊義
Ｏ46 システム停止時の運用～備えあれば憂いなし～
虎の門病院 内視鏡部 〇森本佳奈子、舘入 由佳、椿

智宏、小山亜希子

布袋屋 修
Ｏ47 内視鏡センターリニューアル後の業務の効率化を目指した内視鏡運用の工夫
大腸肛門病センター高野病院 内視鏡センター
内視鏡技師 〇松平美貴子、西坂 好昭
医師

野崎 良一、中村

寧、山田 一隆

Ｏ48 病院内ファイルサーバを活用した情報共有の有用性
虎の門病院 内視鏡部 〇椿

智宏、森本佳奈子、舘入 由佳、小山亜希子

布袋屋 修
Ｏ49 内視鏡センターにおける機能分化を実践して
豊見城中央病院 内視鏡センター 〇荒木めぐみ、長堂 彩乃、金城 聖子
Ｏ50 グループ施設関西ブロック臨床工学技士による内視鏡ワーキンググループの内視鏡故障分析
八尾徳洲会総合病院 臨床工学科 〇中西 孝次、森本 柾允
宇治徳洲会病院 臨床工学救急管理室
岸和田徳洲会病院 臨床工学科

太田 雅文、栗山

穣

真

彩

昌美、中谷

松原徳洲会病院 臨床工学科

高田 敏也

名古屋徳洲会病院 臨床工学室

安田 英之

神戸徳洲会病院 臨床工学科

岡田 結梨
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第４会場〔10F：1009〕
一般演題９
「機器処置具１」

（10：00～10：40）
座長 熊本保健科学大学 医学検査学科

亀山 広喜

Ｏ51 アレンジ送水装置の機能についての検討
脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
臨床工学科 〇佐藤奈里枝、小林 千哲、渡辺 千海、田崎 友彬
増子 弘明、馬場 亮太、佐藤

咲、矢田部浩明

本多 幸子、吉田美由貴、藤原 章光、安藤 啓子
Ｏ52 便利で役立つオリジナル内視鏡備品の運用と有用性
大腸肛門病センター高野病院 内視鏡センター
内視鏡技師 〇西坂 好昭、松平美貴子
医師

中村

寧、野崎 良一、山田 一隆

Ｏ53 当院でのESDにおける局注方法の工夫についての報告
函館五稜郭病院 臨床工学科 〇栗山 貴博、雲母 公貴
消化器内科

鈴木

亮

Ｏ54 悪性胆道狭窄に対する内視鏡用軟性生検鉗子を用いた病理診断についての有用性
八王子消化器病院 内視鏡センター 〇佐藤 真己、山田 英生、田久保久美子、星野由子
吉田 香織、小林 千紘、久保加奈子
消化器内科

森下 慶一

一般演題10
「機器処置具２」

（10：40～11：30）
座長 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院

栗山 貴博

Ｏ55 消化管内視鏡用先端保護チューブのホールド部の変形による圧着力低下についての検討
九州大学病院 医療技術部臨床工学部門 〇峰 慎太郎、髙橋

瞬

Ｏ56 十二指腸治療後潰瘍の縫縮方法に対するアプローチ～工夫からトラブルまで～
NTT東日本関東病院 消化管内科 〇田中 大夢、志賀 拓也、大圃

研

Ｏ57 当院のESD時における牽引クリップの現況
北海道消化器科病院 臨床工学科 〇川西 啓太、平下 尚稀、岩倉 礼乃、大森 蓮矢
内科

佐々木尚英、佐々木清貴

Ｏ58 内視鏡的粘膜剥離術（ＥＳＤ）における一方向弁を用いた局注介助の工夫
市立吹田市民病院 臨床工学部 〇金川 拓未、野村 智美、杉浦 史乃、久保慎太郎
上野 豊和
Ｏ59 新しい内視鏡用非能動処置具と従来の糸付きクリップ法との比較
愛媛大学医学部附属病院
看護部 光学医療診療部 〇藤本 邦弘、樋口 則子
ME機器センター
光学医療診療部 医師

山本 尊義、山田 文哉
池田 宣央
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【ランチョンセミナー４】
（12：00～13：00） 第 5 会場にサテライトルーム
「洗浄邂逅 ～感染予防の新たな幕開け～」
講演：京都大学医学部附属病院

樋口 浩和

司会：熊本市医師会熊本地域医療センター

淡路 誠一

共催：
（株）パイオラックスメディカルデバイス

【内視鏡洗浄の標準化】 （14：10～15：10）
（公開ミーティング）
司会 生長会府中病院 高橋 陽一

日本鋼管病院 佐藤 絹子
平塚胃腸病院 田村 君英

第５会場〔10F：1008〕
【第４会場ライブ】

（10：00～11：30）

【ランチョンセミナー４】
（12：00～13：00）
〔サテライト〕
「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
講演：未定
司会：未定
共催：
（株）パイオラックスメディカルデバイス
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機器展示〔12F：1202／特別会議場ホワイエ〕
【機器展示】
【書籍販売】

（8：30～15：30）

2019.7.31 現在（五十音順）

＊株式会社ＩＨＩアグリテック

＊株式会社アイテックス

＊株式会社アスカメディカル

＊株式会社アダチ

＊株式会社アビス

＊アムテック株式会社

＊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

＊ＡＳＰジャパン合同会社

＊株式会社オカダ電子

＊オカダ医材株式会社

＊オリンパス株式会社

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

＊キユーピー株式会社

＊興研株式会社

＊スリーエム ジャパン㈱ ヘルスケアカンパニー

＊センチュリーメディカル株式会社

＊株式会社タカシン

＊株式会社トップ

＊ニプロ株式会社

＊株式会社パイオラックスメディカルデバイス

＊ＰＳＰ株式会社

＊富士フイルムメディカル株式会社

＊ＨＯＹＡ株式会社 PENTAX Medical

＊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

＊レイシスソフトウェアサービス株式会社

＊株式会社神陵文庫（書籍）

プログラム委員（敬称略，五十音順）
出野 憲由，岡田 修一，佐藤 絹子，髙橋 陽一，田村 君英，角森 正信
齋藤 純子，並木
薫，内藤
健，深井
学，山口 謙二

査読委員（敬称略，五十音順）
浅黄谷美里，阿部 真也，有村 彰洋，石崎 淳子，伊藤 俊之，岩崎
毅
上野 朋美，梅田加洋子，岡林さよみ，川崎 正一，楠見 朗子，熊澤さえ子
佐藤 貴幸，関 美喜男，高森 晴美，塚本友美子，中川真由子，野城 和彦
馬上 典子，廣瀬 孝則，藤原 章光，堀田 恵利，本間
瞳，松下 鈴代
松本 裕子，三浦 美保，武蔵 脩平，森脇留美子，山田 一之，吉岡とし子
吉田弥須子，若山 晃大

第 83 回日本消化器内視鏡技師学会 運営事務局
〒051-8501 北海道室蘭市新富町 1 丁目 5-13
日鋼記念病院 消化器センター内視鏡科 内藤 健
TEL:0143-24-1331（代） FAX:0143-24-1064
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