内視鏡関係各位

37 回東海消化器内視鏡技師研究会のご案内
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拝啓
秋涼の候、皆様には、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は日本消化器内視鏡学会東海支部諸先生並びに内視鏡関係各位には、東海消化器内視鏡技師会の運営にあた
り格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さてこの度、第 37 回東海消化器内視鏡技師研究会を開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
敬具
記
日 時：平成 30 年 11 月 25 日（日曜日）
開

場

8:45

受

付

9:00～14:30（受付終了）

研究会開始 10:00
会 場：愛知医科大学病院本館 2 階たちばなホール
〒480‐1195 愛知県長久手市岩作雁又 1 番地 1 ☎0561‐62‐3311（代表）
参加費： 3,000 円（事前参加予約不要）
世話人： 日本消化器内視鏡学会 愛知医科大学病院 消化器内科教授

春日井 邦夫

東海消化器内視鏡技師会
➢

当日、出席証明書を発行致します。ネームカードが出席証明書兼領収書となっております。（技師認定資格に必要
な証書となります）出席証明書兼領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。

➢

会場では必ずネームカードを装着してください。

➢

会場へお越しの際には、公共交通機関をご利用ください。駐車場は有料です。

➢

プログラム内容は当日変更もございます。

➢

会場内での食事は可能です。ロビーでのご飲食はお控えください。

【研究会問い合わせ先】
勤務先：やまむら内科内視鏡クリニック
住所：〒516-0071 三重県伊勢市一之木 4 丁目 2－44
TEL：0596-21-3216

FAX：0596-20-3216

E-mal：kyoko@yamamura-naika.com（勤務先） kyoko.h.1957@icloud.com(自宅）
勤務の都合上、すぐに対応できない場合もございます。

⦿ 東海消化器内視鏡技師会
http://www.tokai_gets@yahoo.co.jp

⦿ 日本消化器内視鏡技師会ホームページ
http://www.jgets.jp

第 37 回 東海消化器内視鏡技師研究会
プログラム
総合司会 丸山病院 杉山 直美

第 37 回東海消化器内視鏡技師会総会 （10:00～10:10）
会長挨拶・事業報告

東海消化器内視鏡技師会会長
やまむら内科・内視鏡クリニック

会計報告

出口 京子

東海消化器内視鏡技師会会計
中野胃腸病院

開会の辞

村上 由美

第 37 回東海消化器内視鏡技師研究会大会長
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出口 京子

第 37 回東海消化器内視鏡技師研究会 （10:10～15:30）
Ⅰ．一般演題（10:10～11:10）
座長 中野胃腸病院 村上 由美
１．内視鏡センターにおける臨床工学技士の取り組み・機器不具合対応。
公立陶生病院 臨床工学部 ◎堀口敦史、野堀耕佑、春田良雄

２．内視鏡看護師育成評価基準の見直し
―次期教育指導者の一貫した指導を目指して―
愛知医科大学病院 内視鏡センター ◎廣林理恵 梅村美穂

３．当院における他職種協働からの学び
～課題と展望～
医療法人山下病院 臨床検査部内視鏡科 ◎佐古 夏生、馬場朱美、今枝佳三
護部検査センター 桒原ともみ、藤下フミ、野村秀子、平井英津子

４．大腸内視鏡検査前処置における自宅服用患者の来院時間の検討
～自宅服用患者が安心して来院できる時間とは～

やまむら内科 内視鏡クリニック ◎大川正美 出口京子

５．カプセル内視鏡検査施行時、カプセルが食道に停滞した 1 症例
トヨタ記念病院 ◎安部理乃 首藤 崇

Ⅱ．最新のトピックス （11:10～11:30）
座長 山下病院 馬場 朱美
「 感染対策用マスク N95 の適切な使用法 」
興研（株）名古屋営業所

市橋 誠

Ⅲ．注意喚起 （11:30～12:00）
「 消毒薬の滴定法に関して 」
オリンパス株式会社

村上 ただし

～休憩（12:00～13:00）～
Ⅳ．教育講演 （13:00～14:00）
座長 厚生会木沢記念病院 杉山 かおり
１．「 内視鏡緊急時の感染対策 」
松阪中央総合病院

感染管理認定看護師 若山 晃大

２．「 内視鏡で使用する薬剤 」
池田病院 薬剤部 中野 潤

～休憩（14:00～14:10）～
Ⅴ.医学講座 （14:10～15:10）
司会 トヨタ記念病院

首藤 崇

「 術者の気持ちがわかる ERCP の基本 」
名古屋大学医学部付属病院 消化器内科 川嶋啓揮先生

閉会の辞

やまむら内科 内視鏡クリニック

出口 京子
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交通アクセス
愛知医科大学病院本館 2 階たちばなホール
〒480‐1195 愛知県長久手市岩作雁又 1 番地 1 ☎0561‐62‐3311（代表）

名古屋方面からお越しになる場合
地下鉄をご利用の方は，地下鉄東山線の「藤が丘駅（終点）」で下車します。藤が丘駅からは「愛知医科大学病院」行きの名鉄
バス（４番のりば）をご利用ください。

企業展示
EA ファーマ株式会社

興研株式会社

オリンパス株式会社

ジョンソン＆ジョンソン株式会社

株式会社アビス

フクダコーリン株式会社

株式会社アダチ

日本製薬株式会社

株式会社オカダ電子

富士フイルムメディカル株式会社

株式会社トップ

ボストンサイエンティフィックジャパン株式会社

キューピー株式会社

堀井薬品工業株式会社

