第 9 回 内視鏡検査・周術期管理の標準化に向けた研究会
会期：

2022 年 10 月 30 日（日） 9：00～12：00（予定）

会場：

TKP ガーデンシティ博多
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目４−８
サットンホテル博多シティ内 ５Ｆ
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-hakata/access/

＊現地と ZOOM を使用したハイブリッド開催を予定しております。
会費：

￥1,000

代表世話人：

藤城 光弘（東京大学医学系研究科 消化器内科学)

当番世話人：

中原 一有（聖マリアンナ医科大学 消化器内科）
角嶋 直美（東京大学医学系研究科 光学医療診療部）

事務局：

〒113-8655 東京都文京区本郷 7-3-1
東京大学医学部附属病院 光学医療診療部
中井 陽介、永尾 清香、波多野 稔子
TEL：03-5800-9014、FAX：03-5800-9015
E-mail：jgesperiendo@gmail.com

共催：

内視鏡検査・周術期管理の標準化に向けた研究会
EA ファーマ株式会社/富士製薬工業株式会社

開会の辞（代表世話人） 9:00-9:03
藤城 光弘（東京大学医学系研究科 消化器内科学）
当番世話人挨拶 9：03―9：05
中原 一有（聖マリアンナ医科大学 消化器内科）
角嶋 直美（東京大学医学系研究科 光学医療診療部 ）
第１部 一般演題 9：05-11：05
テーマ「超高齢化社会における安全で効果的な消化管内視鏡診療マネジメント」
（各々発表：5 分、質疑：3 分）
① セクション 1（9：05-9：45）
座長：横井 千寿 （国立国際医療センター 消化器内科）
清時 秀

（周東総合病院 消化器内科）

1. 内視鏡後の悪心と滞在時間延長の関連因子
〇豊島 治 1）,吉田 俊太郎
新野 徹

1）、6）

,鈴木 秀和

1）、2）

,松野 達哉 1）,小田原 成彬

1）、7）

,西澤 俊宏

1）、3）

,藤澤 剛太

1）、4）

,片岡陽佑

1）、5）

,

1）、8）

1）とよしま内視鏡クリニック、2）吉田医院、3）東京大学、4）関東中央病院、5）三楽病院、6）同愛
記念病院、7）東海大学、8）国際医療福祉大学

2. 同日の上下部消化管内視鏡検査において年齢は低酸素血症を引き起こすリスクファクターで
ある
〇吉田 俊太郎
新野 徹

1）,2）

,豊島 治 1）, 松野 達哉 1）,小田原 成彬

1）、6）

,鈴木 秀和

1）、7）

,西澤 俊宏

1）、3）

,藤澤 剛太

1）、4）

,片岡陽佑

1）、5）

,

1）、8）

1）とよしま内視鏡クリニック、2）吉田医院、3）東京大学消化器内科、4）関東中央病院肝胆膵内科、
5）三楽病院消化器内科、6）同愛記念病院消化器内科、7）東海大学消化器内科、8）国際医療福
祉大学成田病院消化器内科
3. 75 歳以上の高齢者に対するレミマゾラムを用いた鎮静内視鏡検査の有効性と安全性に関して
〇市島 諒二１）、池原 久朝２）、小椋 加奈子１）、杉田 知実１）、岩男 彩１）、高須 綾香１）、後藤田
卓志１）、木暮 宏史１）
１）日本大学医学部 消化器肝臓内科、 ２）北里大学病院 消化器内科
4. 高齢者の外来大腸内視鏡検査における、安全な前処置への取り組み
〇小林 紘子 1）、目黒 暢子 1）、馬場 恭子 1）、岡田 修一 2）
1）聖路加国際病院看護部、2）聖路加国際病院内視鏡検査科
5. 当センターにおける超高齢者大腸内視鏡検査前処置法のマネジメント
〇小山 純子 1）、今野 真己 2）、小西 潤 2）
1）栃木県立がんセンター内視鏡技師、2）栃木県立がんセンター消化器内科

② セクション 2（9：45-10：25）
座長：高橋 亜紀子
前畑 忠輝

（佐久医療センター 内視鏡内科）
（聖マリアンナ医科大学 内視鏡センター）

6. 高齢者における上部消化管内視鏡検査時のミダゾラムによる鎮静の安全性
〇児玉 暁人 1)、駒居 真紀子 1）、金川 拓未 2）、長生 幸司 3）
1）市立吹田市民病院薬剤部、2）同臨床工学部、3）同消化器内科
7. 当科における上部消化管内視鏡検査の標準化に向けた取り組み
〇後藤 修 1),2)、飽本 哲兵 2)、秋元 直彦 2)、大森 順 2)、恩田 毅 2)、桐田 久美子 2)、小泉 英里
子 2)、野田 啓人 2)、樋口 和寿 2)、岩切 勝彦 2)
1)日本医科大学付属病院内視鏡センター、2)日本医科大学消化器内科学
8. 後期高齢早期胃癌患者に対する内視鏡治療後長期成績の検討
○脇 幸太郎 1）,2）、七條 智聖 1）、上堂 文也 1）、石原 立 1）、道田 知樹 1）
1）大阪国際がんセンター 消化管内科、2）熊本大学大学院生命科学研究部 生体機能病態学分
野 消化器内科学講座
9. アルコール多飲者の食道・胃 ESD における鎮静法の工夫：ジアゼパム・プロポフォール併用の
有用性
〇千代 大翔、小原 英幹、正木 勉
香川大学医学部 消化器・神経内科学

10. 安心・安全な内視鏡診療を提供する内視鏡バリアンス制度の試み
〇猪熊 加奈、前畑 忠輝、田嶋 由香里、松浦 章子、坂本 瑠里子、澁谷 洋子、安田 宏
聖マリアンナ医科大学 内視鏡センター
③ セクション 3（10：25-11：05）
座長：松崎 一平 （山下病院 消化器内科）
岩井 知久 （北里大学 消化器内科）
11. 当院光学医療診療部における転倒転落予防策と発生状況からみた今後の課題
〇川添 知佳 1）、坂戸 恵 1）、櫻井 綾香 1）、稲垣 結月 1）、惠川 綾子 1）、廣瀬 崇 2）、中村 正
直 2）、川嶋 啓揮 2）
1）名古屋大学医学部附属病院 光学医療診療部、2）名古屋大学大学院医学系研究科消化器内
科学
12. 高齢者の消化管悪性腫瘍に対する内視鏡治療のリスクスコアリングモデルの構築
〇新倉 量太、杉本 光繁、 濱田 麻梨子、永田 尚義、秋本 佳香、岩田 英里、河合 隆
東京医科大学 消化器内視鏡学分野
13. 胆膵内視鏡施行時のプロポフォールを用いた鎮静における当院での取り組み
〇田中 秀和、竹中 完、高島 耕太、福永 朋洋、吉田 晃浩、山崎 友裕、大本 俊介、三長 孝
輔、鎌田 研、工藤 正俊
近畿大学病院 消化器内科
14. 鎮静下胆膵内視鏡における呼気二酸化炭素モニタの臨床応用と有用性について
〇瀧本 洋一 1）、2）、岩崎 栄典 2）
1）さいたま市立病院、2）慶應義塾大学病院
15. 高齢者に対する内視鏡的経乳頭胆嚢ドレナージの検討
〇五十嵐 洋介、中原 一有、路川 陽介、佐藤 純也、関根 章裕、薩田 祐輔、立石 敬介
聖マリアンナ医科大学 消化器内科
＜休憩 10 分＞
第２部 特別講演 11：15-11：55（講演 30 分、質疑 10 分）
司会：中原 一有（聖マリアンナ医科大学 消化器内科）
角嶋 直美（東京大学医学系研究科 光学医療診療部）

「高齢者の内視鏡診療マネジメント～高齢者のスタンダードをどこに置くべきか？」（仮）
講師：小野 敏嗣（東京都健康長寿医療センター 消化器・内視鏡内科部長）
閉会の辞（代表世話人） 11：55-12：00
次回当番世話人（和歌山県立医大 井口 幹崇先生・広島大学 岡 志郎先生）
＊この研究会には資格申請・更新の際の業績として、参加点数 2 点（関連学会分として）が付与さ
れます。

