
 

 

 

 

 

第 39回 

関東消化器内視鏡技師学会 

【メインテーマ】 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

会 期    20２２ 年 11 月２０ 日（日）９：45～１６：55 

❉ ９：45～10：00 開会式・技師会活動報告 

❉10：00～11：00 特別講演 

❉11：05～１1：55 一般演題発表 

❉1２：30～13：30 ランチョンセミナー 

❉14：15～16：45 機器取扱い講習会（基礎編） 

❉16：50～１６：55 閉会式 

＊16：55～              証明書配布 

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 （会場へのお電話はご遠慮ください）  

会場整理費（参加費） 

Ⓐ現地参加（当日のみ）    事前申込（予約） ５，５００円 
  ❉機器取扱い講習会に参加できるのは、現地参加としてお申し込みの方のみです。 

          
 ⒷＷeb聴講 （当日ライブ配信のみ）  事前申込（予約） ３，５００円 

❉ライブ配信（生放映）は、ランチョンセミナー迄です。また、後日配信はございません。 

❉Ｗｅｂによる機器取扱い講習会の配信はございません。 

 
 

                                                               

学 会 長 谷道 清隆 （河北総合病院 消化器内視鏡診断・治療科） 

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/ 

 問合せ先（本学会のみ） 39kgets@gmail.com  

プログラム 

新 代 時 て け 向 に 

https://www.kgets.com/
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第3９ 回関東消化器内視鏡技師学会 プログラム 

会 期   202２ 年11 月2０  日（日） ９：45～16：55 

会 場   日本教育会館 一ツ橋ホール 

学会長   谷道 清隆 （河北総合病院 消化器内視鏡診断・治療科） 

 

【学会長挨拶】 9：4５～9：４７          第3９回関東消化器内視鏡技師学会 学会長 谷道 清隆 

【世話人挨拶】 9：47～9：50      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 

【技師会活動報告】  9：50～10:00         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】 10：00～11：00                 司会  谷道 清隆 （第３９回関東消化器内視鏡技師学会学会長） 
   

         「内視鏡の今昔物語」         講師  森 一博（獨協医科大学内科 特任教授） 
 
【一般演題】 11：05～11:55       

                                                             座長  吉田 匡良 （聖路加国際病院） 
Ｏ－01 新しい保管方法の検討 

                                                     千葉大学医学部付属病院  臨床工学センター  〇藤田 建斗 

 

Ｏ－02 断水時における内視鏡スコープの有効な用手洗浄方法の検討 

                                                       河北総合病院  消化器内視鏡診断・治療科  〇熊澤 慶子 

 

Ｏ－03 細径大腸ロングスコープから緑膿菌を発生させないための対策                                            

国立がん研究センター中央病院  内視鏡科 看護師 内視鏡技師  〇山田 雅子 

  

Ｏ－04 在宅服用で前処置を実施した大腸内視鏡検査時の泡の予防対策について 

松島病院 大腸肛門病センター 松島クリニック  内視鏡技師（看護師）  〇本田 瞳美 

 

Ｏ－05 当院の新人育成における独り立ち時期の見える化への取組み 

東海大学医学部付属八王子病院  臨床検査技師  〇荻野 和広 

 

 

【休憩】 11:55～12:30      （８階 休憩室は、11：55～１4：05迄利用できます） 
※ランチョン整理券お持ちの方は、一旦ホールを出て軽食と引換えてから再入室してください  
※下段の注釈ご参照ください。 

 
【ランチョンセミナー】 1２：30～1３：30                      司会  青木 亜由美 （NTT東日本関東病院） 
 

「職場のメンタルケア」     講師  田中 岳史 
                      （医療法人社団 大地の会 KRD日本橋 院長／ 

医療法人社団 顕鐘会 神戸百年記念病院 理事長） 
 
【休憩】 13：30～14：10     （８階 休憩室は、11：55～14：05迄利用できます） 

 
７階 企業展示をご覧ください （企業展示は 10：30～14：10迄） 
※機器取扱い講習会にご参加の方は 14：10迄にご着席ください。 

 
【機器取扱い講習会（基礎編）】 14：15～16：45 

            講師  関  正広、近藤 信利（富士フイルムメディカル株式会社） 
                                                                            （テキスト：富士フイルム編第２版） 
 
【閉会式】  16：50～16：55 

 

≪閉 会 の辞 ≫ 第 40回関東消化器内視鏡技師学会 学会長    志賀 拓也 （ＮＴＴ東日本関東病院） 

 
【受講証配布】  16：55～ （混雑緩和のため、前方の席よりご案内予定）  
 

注1 ランチョンセミナーはどなたでも聴講可能です。 

注2 軽食の配布は整理券と引換えとなります。なお、整理券（500 枚）は、当日、出席受付手続きを済ませた方

へ先着順に配布致します。軽食不要な方は整理券を受け取らないでください。 
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会場参加を登録された方へのご案内 

■会場到着時の受付確認（事前予約された方） 

１．事前にイベントペイの「現地参加」で申込みをし、参加費の支払いが完了した方のみが入場できます（事前登

録されていない方は、入場できません）。 

２．当日は、３階受付において、ご自身の受付番号（整理番号）の列で受付を済ませ、出席証明書と機器取扱い講

習会テキストを受領してください。 

３．受付番号とは、イベントペイによるお申込み時の整理番号となります。当日、この番号が常に必要ですので忘れ

ないようにしてください。 

４．ランチョンセミナーは、現地参加の方はどなたでも聴講可能です。尚、ランチョンセミナー整理券（軽食引換券）

は、受付を済ませた方に配布いたします。軽食が不要の方は整理券を受取らないでください。 

（配布は一人１枚で、先着500枚で終了となります）。 

５．ホール内の座席は自由席となっています（機器取扱い受講証配布は前方の席からご案内予定です）。 

６．抄録集は、各自でご準備（印刷等）してお持ちください。会場で印刷・販売等は一切行っておりません。 

  ７．体調がすぐれない場合（特に発熱、咳嗽、悪寒等）はご自身の判断で、参加をお控え下さい。 

  ８．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。 

  ９．現地参加からweb聴講へ切替えたい方は、11/12（土）着分までは対応いたします。なお、差額は返金致しま

せんのでご了承ください。学会専用のお問合せメール（39kgets@gmail.com）にご連絡ください。 

■学会出席証明書 

  １．学会出席証明書の番号と受付（整理）番号は、同番号です。ご自身のお名前と併せて確認して下さい。 

２．漢字の間違えなどがありましたら、休憩時間に相談窓口（受付）にお申し出ください。 

３．再発行は致しませんので紛失しないようにして下さい。 

４．11：25以降に受付されますと学会出席証明書は発行できません（一般演題３題以上の聴講が必須）。 

■会場内について 

１．感染対策のため、入場に際しては体温チェック、マスクの着用、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。 

３．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。 

4.ホールおよびホワイエ・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。  

5.個別の呼出には対応しておりません。 

6.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。 

７．食事等は黙食でお願いします 

■昼食時の休憩スペース（開放時間 11：55～14：05） 

１．今回、ASP Japanとの共催でランチョンセミナーが企画されています。整理券500枚分の軽食が用意されて

います。ランチョンセミナー聴講時のみホールでの飲食可となりますが、感染防止のために黙食でお願いしま

す。また、休憩室として8階会議室を開放いたします。ここでの飲食可といたします。ご利用にあたり、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、混雑時は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をはじめ消化器内視鏡技師に関する相談窓口を設けております。 

2.受付（整理）番号がわからないときは、こちらでご確認ください。 

3.内視鏡技師会バッチを販売予定です。年会費や入会手続き等の業務は行いません。 
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■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） 

 

Ｗｅｂ参加を登録された方へのご案内 

■Web視聴用のURLよりログインして視聴 

１．Web視聴用のURLを３日前までにイベントペイより配信いたします。 

２．視聴環境（見られない等）についてのお問い合わせには対応できません。 

３．当日のライブ配信のみでオンデマンド（後日）配信はありません。 

４．Ｗｅｂ配信は、ランチョンセミナー迄となります。機器取扱い講習会の配信はございません。なお、学会出席証明

書取得にランチョンセミナー聴講は含まれません。 

５．Ｗｅｂから現地参加への切替のご要望には対応できません。 

６．当日視聴できなかった場合は、そのままキャンセル扱いとなります。 

７．当日視聴ができない等に対する返金は、当方の配信システムのエラーを除き対応いたしませんのでご承知お

き下さい。 

■参加証明書の発行について 

１．一般演題の中でキーワードが表示されます。各自で書きとめておいてください。一般演題終了後にイベントペイ

から入力用のURLが配信されますので、ログイン後、視聴したキーワードを入力してください。 

２．キーワードの入力締切は、11月22日（火）23：59迄となります。時間を過ぎたら入力できなくなりますのでご

注意下さい（締切後は一切対応できません）。こちらに入力してキーワードが正解することで証明書の発行とな

ります。 

３．キーワードの正解が確認できた方には、後日はがきサイズの出席証明書を郵送いたします。 

１週間過ぎても届かない場合には、学会用お問合せメール（39kgets@gmail.com）へご連絡ください。 

  ４．証明書発行は一般演題の聴講が対象です。ランチョンセミナーは含まれません。 

 

     
  

 
 
 
  

会  場  ア  ク  セ ス 
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利用時間 11：55～14：05 

利用時の注意   食事中の会話禁止、 ゴミは持ち帰ることが原則となります。  

        

 

 

 

 

機 器 等 展 示 会 場 （７階・会議室）  配 置 図 

第２会場
展示会場 展示会場 

休憩（昼食時） 会場 （８階会議室）配 置 図 
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演者・座長・司会の方へのご案内 

 

■発表データについて 

１．「学会場に来場しての発表」の場合 

発表の60分前までに演者受付にて受付を行った後、順番にオペレーションセンター（舞台袖）にご案内いたしま

す。発表データはオペレーションセンターに提出となります。 

   

 

■発表時における利益相反の開示について（日本消化器内視鏡技師会に準じて対応） 

１．演題口演発表時には、利益相反状態の開示が必要になります。スライド１枚目はご自身の演題名と演者名など

のタイトルページを、ご自身の利益相反の有無を2枚目のスライドとして開示してください。申告対象は、個人のす

べての利益相反状態ではなく、「ご発表演題 に関する利益相反状態」に限定されます。 

※演題発表時に開示する利益相反のスライドを無断で撮影される等の事象があるため、発表演題の内容に  

沿った正しい情報をご開示下さい。開示基準および規定書式は、下記URL にてご確認の上、ご準備下さい。 

     5f8f7d972f1cb03f1f86ce59.pdf (jgets.jp) 

 

■発表時における応募時からの内容変更について 

演題発表は応募時の抄録内容に基づいて行ってください。 

※応募時から追加・修正した内容を発表しないようお願いいたします。 

 

■発表時間について 

1.発表時間  一般：口演 7 分（質疑3分）  

２．発表時間を厳守し、円滑な進行にご協力ください。 

 

■座長・司会の方へ 

１．担当セッションの30 分前までに「座長・司会受付」にて受付（来場確認）をしてください。 

２．担当の前のセッション開始後、次座長席にて待機してください。 

３．円滑な進行のため、各セッションの制限時間内での進行にご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jgets.jp/library/58db22ecf5ed35aa0f8f168c/5f8f7d972f1cb03f1f86ce59.pdf
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     第 39 回関東消化器内視鏡技師学会 

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

 

     〈運営協力〉  株式会社 学会サービス 

 

  

岡田 修一（聖路加国際病院） 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） 

 運営準備協力委員 （敬称略） 

青木 亜由美（NTT東日本関東病院） 小山 純子（（地独）栃木県立がんセンター） 

第 3９ 回関東消化器内視鏡技師学会事務局（問合せ先） 

学会長 谷道 清隆（河北総合病院） 

    E-mail  39kgets@gmail.com （こちらからの返信を受信できる設定をお願いします） 

関東消化器内視鏡技師会ホームページ   URL: https://www.kgets.com/ 

 
✿次回のご案内✿ 

 

 

 

mailto:39kgets@gmail.com

