
 

 

 

 

 

 

第 38回 

関東消化器内視鏡技師学会 

【メインテーマ】 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

会 期    20２１ 年 11 月２１ 日（日）１０：００～１６：15 （受付時間は9:30～最終受付は15：05）         

❉10：00～10：10 開会式 

❉10：15～12：00 一般演題 

❉12：20～13：20 ベンダー（企業提供）プログラム 

❉13：45～13：55 総会 

❉14：00～16：05 特別講演・パネルディスカッション 

❉16：05～16：15 閉会式 

会    場     日本教育会館一ツ橋ホール（ＵＲＬ） http://www.jec.or.jp/ 

東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 ℡ 03-3230-2831 

会場整理費（参加費） 

Ⓐ現地参加（当日のみ）    事前申込（予約） ４，０００円 
  ❉現地参加申込の方は、オンデマンド配信を見ることはできません。当日の会場参加のみ有効です。 

  ❉ベンダープログラムの事前予約ができるのは、現地参加申込手続き完了できた方のみです。 
        

 ⒷＷＥＢ聴講 オンデマンド配信（11/30～）  事前申込（予約） ５，０００円 

❉11/21のライブ配信（生放映）はありません。11/21は会場のみの開催です。 

❉ベンダープログラムのオンデマンド配信はありません。 

 

参加登録（申込）URL https://iryoo.com/login/643 

                                                               QRコード 

学 会 長 荻野 和広 （東海大学医学部付属八王子病院 内視鏡室） 

世 話 人 斎藤  豊 （一般社団法人日本消化器内視鏡学会 関東支部 支部長） 

主   催 一般社団法人関東消化器内視鏡技師会（ ＵＲＬ） https://www.kgets.com/ 

プログラム   

医 療 安 全 



 

第38 回関東消化器内視鏡技師学会 プログラム 

会 期   2021 年11 月21 日（日） 10：00～16：15 

会 場   日本教育会館 一ツ橋ホール 

学会長   荻野 和広 （東海大学医学部付属八王子病院 内視鏡室） 
 

【学会長挨拶】 10：00～10：05              第38回関東消化器内視鏡技師学会    会長      荻野 和広 

【世話人挨拶】 10：05～10：10     一般社団法人日本消化器内視鏡学会関東支部   支部長    斎藤   豊 
 

【一般演題 1「感染・洗浄・消毒」】 10：15～10：55       
                                                             座長  佐藤 真己 （医療法人財団中山会 八王子消化器病院） 
Ｏ－01 当院における個人用感染防護具の保管方法の工夫 

             東海大学医学部付属八王子病院 内視鏡室  

臨床検査技師  〇水村  彩、香川 愛弥、川島 健人、萩生田真由、荻野 和広 

医師    山本壮一郎、鈴木 孝良 

 

Ｏ－02 上部消化管内視鏡検査用マスクの試作の取り組み ～内視鏡検査技師からみた受診者の感想のまとめ～ 

            （財）柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック 

看護科内視鏡検査室  〇河田 美和、有田菜穂子、井上 和子、大池千賀子、木口 聡美 

                      草野   恵、佐久間恵美、島添 敬子、滝口美穂子、内藤さや香 

石垣 洋子、新保  泉、長尾 啓一 

          千葉大学 大学院工学研究院 機械工学コース    田中  学 

 

Ｏ－03 リユーザブルデバイスの残存タンパク測定による洗浄評価                                            

聖隷横浜病院 臨床工学室  〇山内 寛二、青柳 美咲、工藤 直樹、白倉 佑樹、杉村  淳 

境野可奈子、物江 浩樹 

  

Ｏ－04 ＡＷチャンネル洗浄アダプターの最適な使用方法について 

                             東京品川病院   内視鏡部  〇今村 倫敦 

内科     石井 直樹 

   

【一般演題 2「業務支援」】 11：00～12：00     
      座長  田中 大夢 （NTT東日本関東病院） 

Ｏ－05 技師の積極的関与によるＥＳＤトレーニング ～真のチーム医療を目指して～ 
                慶應義塾大学 医学部 腫瘍センター 低侵襲療法研究開発部門 
                                                                     内視鏡技師   〇佐々木  基 
                                           内視鏡医     加藤 元彦、矢作 直久 

 
Ｏ－06 腸管洗浄液内服前後の体重変化による洗浄評価の検討 
                松島病院大腸肛門病センター 内視鏡室 

  内視鏡技師(看護師)  〇大谷 安代 
                                              医師    西野 晴夫 
 
Ｏ－07 胃瘻造設前に内視鏡下嚥下機能検査と上部消化管内視鏡検査を実施する有用性 
                               医療法人財団 河北総合病院 

  消化器内視鏡診断・治療科  〇成田 裕也、木下 清香、黒沢 靖子、谷村 勇多、川村 奏響 
金田 洋輔、熊澤 慶子、鳥谷 華蓮、花島 早苗、谷道 清隆 

                                                                        消化器内科     山下 浩子 
 
Ｏ－08 当院における内視鏡技師による小腸カプセル内視鏡読影支援についての取り組み 
             医療法人財団 中山会 八王子消化器病院 
                                     内視鏡センター  〇佐藤 真己、奥山 康博、久保加奈子、岡島 知樹、小林 千紘 
                                                      田久保久美子、山田 英生 
                                        消化器内科    森下 慶一 
 
Ｏ－09 大腸腫瘍に対する浸漬下内視鏡的粘膜切除術（Under-gelEMR）の有用性  

                   聖路加国際病院 内視鏡検査科  〇新   宏美、秋山   仁、笠川あんり、今野夏乃子、吉田 匡良 
岡田 修一 

消化器内科   山本 和輝、池谷   敬 
 



 

【休憩】 12：00～13:40  （昼食持参の方へ8階 第2会議室（805+806）を開放いたします。別項の注意事項参照） 
 

【ベンダープログラム（企業提供セミナー）】  （12：20～13：20予定）  

①富士フイルムメディカル株式会社    第 2会場 7階中会議室（701+702号）  （別途、事前予約が必要） 
②オリンパスマーケティング株式会社  第 3会場 7階（707号）   （別途、事前予約が必要） 
※予約の無い方は入室できません。当日の申込受付も行っておりません。 
※ベンダープログラムの参加登録が完了した方に、後日詳細はご案内予定です。 
※当日の開催のみで、オンデマンド（後日）配信はございません。 

 

【総    会】 13：45～13：55           一般社団法人関東消化器内視鏡技師会    会長      山田 一之 

 
【特別講演】 14：00～15：00                    司会  荻野 和広（第38回関東消化器内視鏡技師学会 会長） 
   

  「AI（人工知能）を用いた内視鏡診断の基礎」     講師 多田 智裕 
               ただともひろ胃腸科肛門科クリニック 理事長／株式会社 AI メディカルサービス 代表取締役 CEO 

  
 
【パネルディスカッション「医療安全」】 15：05～16：05 
                                                     司会 小山 純子  （地方独立行政法人栃木県立がんセンター）  
                                                                      長谷川紀子 （那須南病院） 
                                                          
Ｐ－01 内視鏡室におけるヒヤリハット報告内容の検証と課題  
                            医療法人社団 康喜会 辻仲病院柏の葉 
                                                看護部  〇大部智栄子 

                                          医療安全管理室    西口 まり 
                                       
Ｐ－02 新型コロナウイルス感染症流行下における新しい様式の防災活動の提案         

              東海大学医学部付属病院  内視鏡室  〇宮島ひかり、本村 郁子、杉本美智子、鳴海さとみ、大沼 朋寛 
佐藤 賢彰、關口 夏芽 

                                       消化器内科    松嶋成志 
 
Ｐ－03 光線力学的治療（PDT）の導入から安全運用に至るまでの取り組み           

                 北里大学病院 内視鏡センター 
臨床検査技師（内視鏡技師）   〇古澤 明子、三浦 美保、田原恵理子、川口 智代、 佐野 千絵 

宮崎 慶生、吉田ほのか 
                                                   看護師       野川 敬子、藤田麻美子、水橋 恵子 
                                     消化器内科医師         堅田 親利、小林 清典 

 
【閉会式】  16：05～16：15 

 

≪謝    辞≫    第 38回関東消化器内視鏡技師学会 会長  荻野 和広 （東海大学医学部付属八王子病院） 

≪閉会の辞≫第 39回関東消化器内視鏡技師学会 会長  谷道 清隆 （河北総合病院） 

 

 

ベンダープログラム（要事前予約）の内容  
  

富士フイルムメディカル株式会社 オリンパスマーケティング株式会社 

 過去の講習会等で多く頂戴した質疑を 

Q＆A形式で講演 

 内視鏡構造が分かる特殊スコープの展示 

 機器展示 

 

 

 内視鏡室におけるワークフロー改善に寄与

する新製品を含めた展示コーナーで、ミニ

レクチャーを実施（各製品5分プレゼン） 

 Q&Aコーナーで日頃のお悩みに回答 

注1 ベンダープログラムへの参加は、現地参加に事前申込が完了し、別途ベンダープログラムへの事前予約の
手続きが必要です。 

注2 学会当日のみ会場で開催し、オンデマンド配信はございません。 
注3 当日の参加申込の受付は行っておりません。 



 

当日会場参加を予約された方へのご案内 

 

■参加受付（要事前予約） 

１．事前に現地参加を予約された方のみが入場できます（最終受付時間は15：05です）。 

２．入場にあたり、１階で手指消毒と検温をさせていただきますので係員の指示に従ってご入場ください。 

３．ホール内の座席は全席指定です。お申込いただいたメールに「座席番号」を配信しますので、当日わかるよう

に保管してください。 

4． 体調がすぐれない場合（発熱症状、悪寒など）はご自身の判断で、参加をお控えください。 

（当日、参加できない場合はお手数ですが、メールで「座席番号/氏名（カタカナ）/施設名/携帯番号」を明記

の上、 kgets38@gmail.com まで連絡を入れて下さい。 会場の入場数管理等からご協力お願いします） 

 5．当日の受付はございません。直接、指定された番号にご着席ください。 

6．抄録集は、参加登録完了した方がダウンロードできるように設定されております。会場参加の方は各自で印刷

してご持参ください。当日、抄録集の販売はございません。 

  7．いかなる理由であってもキャンセルによる返金には対応いたしません。 

  8．現地参加で申込完了後にweb聴講へ切替えたい方は、1,220円（差額1,000円＋システム利用料220円）を

お支払いいただくことで変更ができます。変更ご希望の方は、メールで①氏名②施設名③メールアドレス④携

帯番号（こちらからのメールが戻ってきてしまう時のみ利用）を明記の上、第38回専用問合せメール

（kgets38@gmail.com）へ申請してください。こちらから入金方法などを返信メールでお知らせします。その後

の入金確認ができてから当方よりwebサポート会社へ切り替え手続きを依頼します。入金確認ができないと  

切り替え手続きは完了しませんのでご注意ください。 

■出席証明書 

  １．学会参加出席証明書は、最初から座席に配布してあります。ご自身の座席番号と同じ番号になりますので、 

    お間違えの無いようにしてください。 

  ２．出席証明書にはキーワードが記入できるようになっています。聴講中にキーワードの発表がありますので、 

    各自でご記入ください。キーワード３個以上の正解で有効となります。未記入では無効です。 

  ３．朝、配布するネームホルダーの中に出席参加控カードが入っていますので、座席番号と氏名をご記入した上で

お帰りになる際に、１階の回収ＢＯＸへご提出して下さい。 

 

■ベンダープログラム（企業提供プログラム）の参加について（要事前予約） 

１． 現地参加への事前登録完了された方にベンダー参加申込の案内が行われます。ご参加には各自ベンダープ

ログラムに別途お申込が必要です。 

２． 会場の関係で定員を設定しています。 

３． 当日、ベンダープログラムへご参加予約の方は、12時20分迄に各会場にご入場下さい。 

４． こちらのご案内（上記内容）は変更になることもあります。最終的には当日のご案内指示に従ってください。 

  5.  当日、現地での予約はお受けしておりません。 

■会場内について 

１．感染対策のため、マスクの着用と適時、出入口における手指消毒を行ってください。 

２．会場内での携帯電話や電子機器類の音は、進行の妨げとなりますので、音の出ない設定にしてください。 

３．会場内での通話はご遠慮ください。 

4.発表中のスライドや人物の写真撮影、録音、録画は全面禁止です（著作権侵害になります）。 

ただしスタッフカードを装着の運営委員においては記録画像として会場内を撮影いたします。 

5.ホールおよびロビーでの飲食・喫煙は全面禁止です。所定の場所でお願いいたします。  

6.個別の呼出対応は致しておりません。 

7.空調（冷暖房）に関しては、個別対応できませんので、各自で対応できるものをご着用・ご持参ください。 

mailto:kgets38@gmail.com
mailto:kgets38@gmail.com


 

■昼食時の休憩スペース（開放時間 12：00～13：40のみ、それ以外の時間はクローズです） 

１．今回はランチョンセミナーなど食事を提供する企画はございません。8階会議室を昼食時のみ開放いたします。

ここでの飲食は可ですが、ゴミはすべてご自身でお持ち帰り下さい。また、飲食時は、会話等は控えてください。

ルールを守れない方には退室していただきます。ご協力お願いいたします。 

２．近隣にコンビニは２件あります。 飲食店に関しては、会場近隣は休みのところが多いです。 

  ３．会議室の席数が少ないですので、円滑に皆さんがご利用できるように、お食事後はすみやかに次の方へ席を

お譲りください。 

 

■相談窓口 

１．関東消化器内視鏡技師会、消化器内視鏡技師に関する相談窓口を設けておりますのでご利用ください。 

 

■施設長および上司の方へ 

１．内視鏡技師ならびに関係者については、公用出張のお取り計らいをお願い致します。 

２．内視鏡関連従事者にご案内いただき、多くの皆様にご参加いただけるようにご配慮をお願いします。 

 

■その他 

１．予期せぬ事態が発生した際は、係員の指示に従い行動してください。安全確保のため、学会を中止させていた

だくこともありますのでご了解ください。 

２．新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス等の感染を未然に防ぐためのご対応を各自でお願いします。 

  ・マスク着用の厳守、手指衛生の徹底など。 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通のご案内 ・地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅（A1 出口）下車徒歩 3 分 

・地下鉄都営三田線神保町駅 （A６出口）下車徒歩６分 

・東京メトロ東西線竹橋駅 （北の丸公園側出口）下車徒歩 5 分 

・東京メトロ東西線九段下駅 （6 番出口）下車徒歩 7 分 

・ＪＲ総武線水道橋駅 （西口出口）下車徒歩 15 分 

会  場  ア  ク  セ ス 

日本教育会館一ツ橋ホール http://www.jec.or.jp/ 

http://www.jec.or.jp/


 

 

 
 

富士フイルムメディカル株式会社  第2会場 7階（中会議室/701+702）  （別途、事前予約が必要） 

オリンパスマーケティング株式会社     第3会場 7階（707号）   （別途、事前予約が必要） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

利用時間 12：10～13：50 

利用時の注意   食事中の会話禁止、 ゴミは持ち帰る、  

        

 

 

 

 

ベンダープログラム 会 場 （７階 会議室）配 置 図 

第２会場 第3会場 

オリンパス 

第2会場 

富士フイルム 

休憩（昼食時） 会場 （８階会議室）配 置 図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第 3８ 回関東消化器内視鏡技師学会 

                          査読・プログラム委員・運営委員（敬称略） 

 

 

  

〈運営協力〉  株式会社 学会サービス ・ 株式会社 メネルジア 
 

荻野 和広（東海大学医学部付属八王子病院） 岡田 修一 （聖路加国際病院） 

菊田 学（総合東京病院） 佐藤 浩平 （平塚胃腸病院） 

志賀 拓也（NTT 東日本関東病院） 関  美喜男（原町赤十字病院） 

谷道 清隆（河北総合病院） 土田 美由紀（戸田中央総合病院） 

山田 一之（日立製作所日立総合病院）   

第 38 回関東消化器内視鏡技師学会事務局（問合せ先） 
 

学会長 荻野 和広（東海大学医学部付属八王子病院） 

    E-mail  kgets38@gmail.com 

✿次回の案内✿ 
 

 

 緊急時における開催判断について 

緊急時の開催有無に関する最終判断は 

当日朝6：00迄にホームページへ掲載 

いたします。 

事前予約制ですが、こちらから個別に 

ご連絡いたしませんので各自でご確認 

願います。 

mailto:kgets38@gmail.com

