
第１回 内視鏡検査・周術期管理の標準化に向けた研究会 

 

代表世話人： 藤城光弘(東京大学医学部附属病院光学医療診療部) 

当番世話人： 溝上裕士(筑波大学附属病院光学医療診療部)、道田知樹（帝京大学ちば総

合医療センター内科（消化器））、田辺聡（北里大学医学部新世紀医療開発センター）、松田

浩二（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院消化器内科） 

会期： 2016年 5月 14日(土曜日)  13:10～16:00  

会場： グランドプリンスホテル新高輪(東京) 第 6会場（瑞光） 

 

13:10 開会の辞（代表世話人挨拶） 

東京大学医学部附属病院 光学医療診療部 藤城光弘 

 

13:15 第１部 上部消化管内視鏡検査の標準化への問題点（30分） 

 

司会の言葉 

筑波大学附属病院光学医療診療部 

溝上裕士先生                   （2分） 

 

1. スコパンを使わない上部内視鏡検査の試み 

○松田梨恵 1) , 2)
,吉田俊太郎 1), 2)

,辻陽介 2)
,二宮多恵子 3)

,小林智明 3)
,藤城光弘 1), 2) 

1) 東京大学医学附属病院 光学医療診療部 

2) 同病院 消化器内科 

3) 同病院 看護部      （7 分：討論 2 分） 

 

2. 消化器内視鏡における患者説明書・同意書の標準化の必要性について 

○小澤俊一郎、松尾康正、清川博史、鈴木碧、佐藤義典、山下真幸、安田宏、伊東文生 

聖マリアンナ医科大学 消化器・肝臓内科    （7 分：討論 2 分） 

 

3. 総合討論       （10分） 

 

13:45 第２部 下部消化管内視鏡検査（30 分） 

 

司会の言葉 

帝京大学ちば総合医療センター 

道田知樹先生                   （2分） 



 

1. 大腸内視鏡検査時の意識下鎮静の安全性 

○伴野 繁雄、加藤 元彦、坂口 惠美、阿部 圭一朗、高田 祐明、平田 哲、和田 道

子、高取 祐作、木下 聡、菊池 美穂、髙林 馨、菊池 真大、藤山 洋一、浦岡 俊

夫 

国立病院機構 東京医療センター 消化器科   （5 分：討論 1 分） 

 

2. 鎮静下の大腸内視鏡検査後のリカバリー室からの退出基準〜市中病院の外来検査にお

ける現状と安全性の評価 

○山本政司 1)、西田勉 1)、安井由美子 2)、福田眞由美 2)、林史郎 1)、松原徳周 1)、杉本彩 1)、

高橋啓 1)、向井香織 1)、中島佐知子 1)、福井浩司 1)、稲田正己 1)
 

1) 市立豊中病院 消化器内科 

2) 同病院 看護部      （5 分：討論 1 分） 

 

3. 抗血栓薬服用者に対する大腸内視鏡検査における cold polypectomyの安全性 

○間部克裕 1)、大野正芳 2)２）、吉井新二 3)、加藤元嗣 2)
 

1) 国立病院機構 函館病院 消化器科 

2) 北海道大学病院 光学医療診療部 

3) NTT 東日本札幌病院 消化器内科    （5 分：討論 1 分） 

 

4. 基調講演 

がんセンター中央病院 斎藤豊先生/角川康夫先生  （10分） 

 

14:15 休憩 (5分) 

 

14:20 日本製薬共催アフタヌーンセミナー（20分） 

司会者 公立昭和病院 院長 上西 紀夫 

演者 がん研究会有明病院 消化器センター 比企 直樹 

タイトル（仮題）「内視鏡・周術期管理の構築に向けて外科医からの提言」 

 

14:40 休憩 （5分） 

 

14:45 第 3部 胆膵内視鏡・その他 （30 分） 

 

司会の言葉 

聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 



消化器内科部長 兼 内視鏡部部長 

松田浩二先生                  （2分） 

 

1. 中央手術室における周術期管理と胆膵内視鏡・消化管治療内視鏡への応用 

○田中聖人 1)、鈴木安曇 1)、谷山久美子 2) 

1) 京都第二赤十字病院 消化器内科 

2) 京都第二赤十字病院 内視鏡室     （6 分：討論 2 分） 

 

2. 施設の規模別にみた内視鏡検査に関するマニュアル作成率の現状 

○土田美由紀 1)、堀部俊哉 2)、原田容治 2) 

1) 戸田中央総合病院 内視鏡技師 

2) 戸田中央総合病院 内視鏡室     （5 分：討論 1 分） 

 

3. 当院における内視鏡治療の現状と課題 

○戸塚 郁絵 1)、小口 康江 1)、井上 節子 1)、古橋 廣崇 2)、寺田 尚人 2)、西井 慎 2)、 

溝口 明範 2)、杉原 奈央 2)、塙 芳典 2)、和田 昇典 2)、高城 健 2)、丸田 紘史 2)、安武 

優一 2)、永尾 重昭 3)
 

1) 防衛医科大学校病院 看護部 

2) 防衛医科大学校病院 消化器内科 

3) 防衛医科大学校病院 光学医療診療部    （5 分：討論 1 分） 

 

4. 質疑応答       （8分） 

 

15:15 第 4部 ESD を中心とした消化管治療内視鏡 （40分） 

 

司会の言葉 

北里大学医学部 新世紀医療開発センター 教授 

北里大学病院 消化器センターセンター長 

田辺 聡先生                   （2分） 

 

1. 当院における胃 ESDの術前・周術期管理の取り組み 

○仲地紀哉、金城 譲)、豊見山 良作 

那覇市立病院 消化器内科     （5 分：討論 2 分） 

 

2. 非麻酔科医による内視鏡検査・治療の鎮静術前患者評価の取り組み 

○岸木あゆみ 1)、宮澤志朗 2)、石戸謙次、田辺 聡 3)、前澤美奈子 1)、三枝克磨、岩井知久 2)、



今泉 弘、木田光広、小泉和三郎、黒岩政之 4)、松田弘美、西澤義之 

1) 北里大学病院 看護部 

2) 北里大学医学部 消化器内科学 

3) 北里大学医学部 新世紀医療開発センター 

4) 北里大学医学部 麻酔科学     （5 分：討論 2 分） 

 

3. 当科におけるデキサメデトミジン鎮静下高難度 ESD の周術期管理 

○相良誠二 1)2)、前畑忠輝 1)、飽本哲兵 1)、光永 豊 1)、藤本 愛 1)、落合康利 1)、西澤俊宏
1)、中村理恵子 1)、後藤 修 1)、矢作直久 1)

 

 

1) 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 

2) いきめ大腸肛門外科内科     （5 分：討論 2 分） 

 

4. 内視鏡的粘膜下層剥離術中の鎮静におけるデクスメデトミジンの安全な導入〜当院で

の試み〜 

○二宮多恵子 1）、辻陽介 2）、松田梨恵 2), 3)  、吉田俊太郎 2), 3)、北川瞳 1）、伊賀上由子 1）、藤

城光弘 2), 3)、小林智明 1)
 

1) 東京大学医学附属病院 看護部 

2) 同病院 消化器内科 

3) 同病院 光学医療診療部     （5 分：討論 2 分） 

 

5. 総合討論                          （10分） 

 

15:55 閉会の辞（代表世話人総括） 

東京大学医学部附属病院 光学医療診療部 藤城光弘 


