
大会プログラム

シンポジウム・ワークショップの発表順が変更になる

場合がございます。本プログラムは２月15日現在です。



3月23日 京王プラザホテル札幌 2階 エミネンスホールＢ

大会記念講演

座長 北海道大学病院 佐藤 直樹

非穿刺型バスキュラーアクセスの臨床治験

社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 外科 川村 明夫
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3月24日 第1会場（講堂）

開会の辞

特別講演1

座長 大分大学 臨床医工学講座 阿岸 鉄三

透析膜・透析器開発の変遷と今後の展望

早稲田大学大学院先進理工学研究科応用化学専攻 酒井 清孝

教育講演1

座長 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 米川 元樹

肝移植後C型肝炎の治療の現状と今後の展望

北海道大学大学院消化器外科学分野Ⅰ 武冨 紹信

招聘講演

座長 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 川村 明夫

ノーベル化学賞を受賞して

北海道大学名誉教授 鈴木 章

ランチョンセミナー1

司会 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 人工臓器治療センター 久木田和丘

リン負荷のマイナスインパクトとその対策

和歌山県立医科大学 腎臓内科・血液浄化センター 重松 隆

（共催：バイエル薬品株式会社)

総会

特別講演2

座長 名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所 天野 泉

科学専一主義は妄想

大分大学 臨床医工学講座 阿岸 鉄三

シンポジウム1 バスキュラーアクセスの新展開

座長 名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所 天野 泉

社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 久木田和丘

S1-01 バスキュラーアクセストラブルに対するハイブリッド治療

飯田橋春口クリニック 春口 洋昭

S1-02 超高耐圧バルーンによる低圧拡張の重要性と意義について

池田バスキュラーアクセス・透析・内科クリニック 池田 潔

S1-03 バスキュラーアクセス評価における『血流量』の意義を考える

埼玉医科大学総合医療センター 腎高血圧内科・人工腎臓部 小川 智也

プログラム
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S1-04 心不全透析患者へのバスキュラーアクセス～Brachial Artery Jumping Bypass Grafting：BAJBG

の適応と作製術～

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 救急医学分野 鵜川豊世武

S1-05 カフ付バスキュラーカテーテルの特性、適応の比較と再検討

有恵会 有澤総合病院 依馬 弘忠

S1-06 VAIVTにおけるballoon catheterの性能～新しいdeviceに求めるもの～

横浜第一病院 野口 智永

S1-07 バスキュラーアクセスPTAの新展開”サイエンスな心とアートな感性”をもってテクノロジーをおし

すすめよう”

湘南東部総合病院 透析センター 田代 秀夫

理事長講演

座長 東京大学名誉教授 渥美 和彦

外科医の医工学遍歴

社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 米川 元樹

意見交換会

ファカルティーハウス エンレイソウ「レストランエルム」にて

（参加費3,000円）
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3月24日 第2会場（小講堂）

シンポジウム2 新しい弁膜症治療の方向性

座長 大阪大学大学院 医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科学 澤 芳樹
北海道大学大学院 医学研究科 循環器・呼吸器外科学分野 松居 喜郎

S2-01 レギュラトリーサイエンスから見た弁膜症治療の医工学的評価

早稲田大学先端生命医科学センター(TWIns) 梅津 光生

S2-02 大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁置換術

大阪大学大学院 医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科学 澤 芳樹

S2-03 大動脈弁疾患に対して自己心膜を使用した大動脈弁再建術

東邦大学医療センター大橋病院 心臓血管外科 尾崎 重之

S2-04 僧帽弁形成術の工夫と適応拡大

北海道大学大学院 医学研究科 循環器・呼吸器外科学分野 松居 喜郎

特別発言

東京大学医学部附属病院心臓外科 小野 稔

ランチョンセミナー2

司会 日鋼記念病院 腎センター 伊丹 儀友

腎性貧血治療の問題点

春日井市民病院 渡邊 有三

（共催：中外製薬株式会社)

教育講演2

座長 医療法人社団 東桑会 札幌北クリニック 大平 整爾

バスキュラーアクセスの歴史と発展

社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 久木田和丘

教育講演3

座長 岡山済生会総合病院 平松 信

ナノテクノロジー時代の人の尊厳と倫理

医療法人社団 東桑会 札幌北クリニック 大平 整爾
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ワークショップ1 遠隔成績からみたoff-pump＆ on-pump CABGの成果

座長 福岡大学医学部 心臓血管外科 田代 忠

札幌医科大学 第2外科 樋上 哲哉

WS1-01 糖尿病を合併した冠動脈多枝病変に対するオフポンプおよびオンポンプ冠動脈バイパス術の遠隔成績

順天堂大学 医学部 心臓血管外科 桑木 賢次

WS1-02 OPCABの遠隔成績を向上させる医工学的武器とは―教育と実践から―

IMS(イムス)グループ横浜旭中央総合病院 心臓・血管病センター 小坂 眞一

WS1-03 日本のCABGは世界標準を超えるか？ ドイツ、マレーシアでの臨床経験を踏まえた

off-&on-pump CABGの遠隔期成績

関西医科大学附属枚方病院 胸部心臓血管外科 岡田 隆之

WS1-04 Multi-arterial graftingとoff-pump CABGの遠隔成績

滋賀医科大学 心臓血管外科 浅井 徹

WS1-05 冠動脈バイパス術後の遠隔成績 ―OPCAB vs OnCAB―

和歌山県立医科大学 第一外科 本田賢太朗

3月24日 第3会場（第1会議室）

指定講演1

座長 社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 目黒 順一

医工学とDPC―ベンチマーク分析の活用―

札幌社会保険総合病院 外科 秦 温信

指定講演2

座長 東京女子医科大学臨床工学科 峰島三千男

医療機関におけるマネジメントの必要性

医療法人財団松圓会 山根 伸吾

指定講演3

座長 あかね会土谷総合病院 川西 秀樹

非標準透析について考察する ―透析スケジュールを見直す―

東京女子医科大学臨床工学科 峰島三千男

ランチョンセミナー3

司会 社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 米川 元樹

災害時の透析患者情報の管理における課題と展望

―携帯電話・スマートフォンを利用した簡便なシステムの開発―

札幌北楡病院 看護部 阿部 博

仙台社会保険病院 臨床工学部 槇 昭弘

（共催：旭化成株式会社)
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ワークショップ2 東北大震災の教訓、被災地域での臨床工学技士の活動

座長 秋田赤十字病院 熊谷 誠

札幌社会保険総合病院 真下 泰

WS2-01 東日本大震災を経験して～石巻赤十字病院での臨床工学技士の対応～

石巻赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術課 熊谷 一治

WS2-02 東日本大震災の教訓、被災地域での臨床工学技士の活動

岩手県立大船渡病院 MEセンター 菊池 雄一

WS2-03 東日本大震災の教訓、被災地域での臨床工学技士の活動

仙台社会保険病院 臨床工学部 槇 昭弘

WS2-04 福島県下の臨床工学技士 ―被災から学んだこと―

財団法人 星総合病院 医療技術部 臨床工学科 氏家 憲一

WS2-05 東日本大震災における石巻赤十字病院での支援活動

秋田赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 松田 光喜

WS2-06 東北大震災の教訓、被災地域での臨床工学技士の活動―岩手県腎不全研究会の対応―

(医)楽山会 せいてつ記念病院 佐々木成幸

シンポジウム3 透析のmodalityとoutcome

座長 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科 秋葉 隆

日鋼記念病院 腎センター 伊丹 儀友

S3-01 日本透析医学会統計調査からみたmodalityとoutcome

藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床工学科 中井 滋

S3-02 透析導入基準：予後との関連

琉球大学 医学部 附属病院 血液浄化療法部 井関 邦敏

S3-03 国内大規模観察研究からみた透析量（Kt/V）とoutcome

東京女子医科大学 腎臓病総合医療センター 血液浄化療法科 木全 直樹

S3-04 透析modalityとoutcome在宅透析（腹膜透析を含む）の可能性について

日鋼記念病院 腎センター 伊丹 儀友
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3月24日 第4会場（第3会議室）

ワークショップ3 レーザーを使用する治療の効果とその問題点

座長 大阪大学工学部量子エネルギー工学 粟津 邦男

国際先端総合医学研究所 岡田 昌義

WS3-01 下肢静脈瘤に対する波長1470nmレーザーを用いた血管内レーザー治療

―光学特性の検討およびRadial fiberとbare fiberの比較―

お茶の水血管外科クリニック 広川 雅之

WS3-02 泌尿器科領域におけるレーザー治療の効果とその問題点

神戸大学大学院 医学研究科 腎泌尿器科学分野 原口 貴裕

WS3-03 レーザーを使用する治療の効果とその問題点―安全使用の観点から―

愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座 吉田 憲司

WS3-04 デバイスリード抜去業務の現状と取り組み

筑波大学付属病院 医療機器管理センター 縮 恭一

教育講演4

座長 医療法人天神会 新古賀病院 古賀 伸彦

コ・メディカルに必要な感染予防の知識

東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科 秋葉 隆

教育講演5

座長 広島腎臓機構 頼岡 德在

保険医療の中での医工学治療

―ルールと現状を知り必要な変革を考える―

東京女子医科大学 心臓血管外科 西田 博

ワークショップ4 透析中の血圧低下をどう回避すべきか？

座長 東京女子医科大学臨床工学科 峰島三千男

名港共立クリニック 佐藤 隆

WS4-01 各種血液浄化法における自律神経調節能の検討 ― Laser Doppler FlowmetryによるSIの比較 ―

名港共立クリニック 佐藤 隆

WS4-02 頭部・末梢血流量無侵襲モニタリング

住吉クリニック病院 庭山 淳

WS4-03 除水ナビゲーションによる血圧低下回避

(医)誠知会 誠知クリニック 大谷 浩一

WS4-04 全自動コンソールによる間歇補液血液透析の有用性

医療法人社団菅沼会 腎内科クリニック世田谷 人工透析内科 菅沼 信也

WS4-05 透析中の運動療法によるバイタル改善の試み

医療法人 才全会 賀茂クリニック 松嶋 哲哉

WS4-06 磁気による血流増幅作用が透析治療効率に与える影響について

北条田仲病院 山本 英則
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3月24日 第5会場（第4会議室）

一般演題1 臨床工学

座長 北海道大学病院 手術部 加藤 伸彦

01-01 血液透析用バルーン付きダブルルーメンカテーテルの再循環に関するCFD解析

桐蔭横浜大学 丸下 洋一

01-02 PIVを用いた各種静脈側エアトラップチャンバの血液流入部および濾過網部の流れの可視化

桐蔭横浜大学 山内 忍

01-03 経時的かつ定量的なシャント音分析に基づくバスキュラーアクセスの非侵襲狭窄評価法の検討

桐蔭横浜大学 磯野 裕佳

01-04 逆接続での使用も考慮したダブルルーメンカテーテルの脱血―返血孔間距離に関する検討

桐蔭横浜大学 石垣 秀記

01-05 自己血管使用皮下動静脈瘻（AVF）作製後の上腕動脈血流量（FV），血管抵抗指数（RI）に関連する

諸因子の検討

近畿大学 医学部 堺病院 臨床工学部 藤堂 敦

01-06 低体温手術における電気メスの対極板抵抗の測定結果

旭川医科大学病院 診療技術部 臨床工学技術部門 山崎 大輔

01-07 冠動脈内圧測定による狭窄病変評価法に関するCFD解析

桐蔭横浜大学 春原 冴香

一般演題2 計測・診断・モニタリング

座長 旭川医科大学病院 臨床工学室 成田 孝行

02-01 Vascular Access（VA）血流評価時の測定条件に関する検討

―Arterio Venous Fistula（AVF）の適切な測定部位とタイミングについて―

綾部市立病院 医療技術部臨床工学科、兵庫県立大学大学院 応用情報科学研究科 人見 泰正

02-02 透析施行時の循環血液量変動モデルの検討

奈良先端技術科学大学院大学 情報科学研究科 布江田友理

02-03 下肢の閉塞性動脈硬化症（ASO）に対する経皮的血管形成術（PTA）におけるレーザ血流計による血

流評価の可能性

東京女子医科大学東医療センター ME室 芝田 正道

02-04 身体組成分析装置MLT－50（MLT）の測定誤差要因の検討

埼玉医科大学国際医療センター MEサービス部 島田 啓介

02-05 Arterio Venous Fistula（AVF）に対する超音波検査を用いた血流機能評価の現状

西日本電信電話株式会社 NTT西日本京都病院 田尻 伸弘

一般演題3 手術・麻酔・治療機器

座長 東京大学心臓外科 小野 稔

03-01 低侵襲手術増加へ臨床工学技士としての取り組み

飯塚病院 臨床工学部 沖永 一樹
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03-02 自己脂肪由来幹細胞を用いた乳房再建に関わって

湘南鎌倉総合病院 ME室 西坂 奈穂

03-03 泌尿器科領域の経尿道的手術における臨床工学技士の役割

倉敷成人病センター 山下由美子

03-04 当院におけるIVHポート（皮下用ポート及びカテーテル）不具合症例のまとめ

社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 外科 飯田 潤一

03-05 Electrosurgical dissection system、エキシマレーザーシースを用いた経静脈的リード抜去術の経験

社会保険 小倉記念病院 工学課 伊藤 朋晃

一般演題4 体外循環・人工心肺

座長 国立循環器病研究センター 妙中 義之

04-01 人工肺結露防止システム使用時における深部温プローブの基礎的性能評価

国立循環器病研究センター 臨床工学部 西垣 孝行

04-02 高耐久性を有する次世代呼吸循環補助システムの開発

独立行政法人国立循環器病研究センター 研究所 人工臓器部 築谷 朋典

04-03 人工心肺操作記録支援システムの使用経験

湘南鎌倉総合病院 ME室 中野美智代

04-04 当院の体外循環自動記録システムの特徴と使用状況について

北海道大学病院 診療支援部 ME機器管理センター 矢萩 亮児

04-05 北大病院における植え込み型補助人工心臓治療導入の経験

北海道大学病院 ME機器管理センター 寒河江 磨

04-06 急性肺水腫に対してV-VECMOを施行し救命した1症例

東京医科歯科大学 医学部附属病院 MEセンター 廣瀬 夕紀

04-07 テルモ社製EBS心肺キットCX-XSAの使用経験

東京医科歯科大学医学部附属病院 MEセンター 中村 紋子

一般演題5 血液透析1

座長 札幌医科大学附属病院 臨床工学部 千原 伸也

05-01 クリニックにおけるインタクトPTHの測定値に関する検討

社会医療法人母恋 日鋼記念病院 臨床工学室 山下 直哉

05-02 新しい腹膜透析カテーテル（CAVA CATHETER・JBS-2スリット型セミロングカテーテル）の特徴

と利点

産業医科大学病院 腎センター 椛島 成利

05-03 東レメディカル社製クリーンポートの使用条件の検討～指定外コンソールへ使用の可能性～

社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 臨床工学技術部 月安啓一郎

05-04 当院におけるRO装置熱水消毒の現状

社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 臨床工学技術部 松原 憲幸

05-05 持続的血液浄化装置の加温回路形状と加温性能について

埼玉医科大学病院 血液浄化部 大島 竜郎
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05-06 個人用RO装置における熱湯消毒機能の有用性

日産厚生会 玉川病院 臨床工学科 鈴木 修

一般演題6 血液透析2

座長 北海道大学病院 ME機器管理センター 太田 稔

06-01 PS膜透析器FXのインライン蒸気滅菌による溶出物洗浄効果ついて

日本赤十字社医療センター 医療技術部臨床工学技術課 堀内 勇人

06-02 慢性維持透析患者におけるシャント肢の末梢循環動態

埼玉医科大学総合医療センター MEサービス部 金山 由紀

06-03 難治性腹水に対する腹水管理方法の検討

社会医療法人母恋 日鋼記念病院 臨床工学室 植村 進

06-04 新しいPDカテーテルであるJBS-2スリット型セミロングカテーテルの有用性

産業医科大学病院 腎センター 椛島 成利

06-05 膜素材、滅菌方法の異なるダイアライザにおける溶出物の基礎的検討

東京女子医科大学 臨床工学部 村上 淳

06-06 在宅血液透析におけるA/B粉末溶解装置の評価

埼玉医科大学病院 血液浄化部 石川 一人
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3月25日 第1会場（講堂）

シンポジウム4 血液浄化中の体液移動概念に対する疑問

座長 大分大学 臨床医工学講座 阿岸 鉄三

S4-01 血液浄化中の体液移動概念に対する疑問

大分大学 臨床医工学講座 阿岸 鉄三

S4-02 体液と血管内水分の移動を意識した体液管理

自治医科大学附属さいたま医療センター 腎臓科 田部井 薫

S4-03 除水、体液移動および組織虚血に伴う中心静脈圧の変化―ドライウェイトの決定への応用―

有心会大幸医工学研究所 新里 高弘

S4-04 重症患者における体液移動を考慮に入れた輸液管理

山梨大学 医学部 救急集中治療医学講座 松田 兼一

特別講演3

座長 湘南鎌倉総合病院 腎免疫血管内科 小林 修三

新しい透析療法への道―併用療法と家庭血液透析―

埼玉医科大学 腎臓内科 地域医学医療センター 鈴木 洋通

ランチョンセミナー4

司会 市立札幌病院消化器内科 西川 秀司

透析疾患における消化管出血（予定）

札幌北楡病院 消化器内科 工藤 峰生

(共催：第一三共株式会社 アストラゼネカ株式会社)

シンポジウム5 心臓血管外科領域の医工連携

座長 広島大学 第1外科 末田泰二郎

東京女子医科大学心臓血管外科 山崎 健二

S5-01 体外循環に関連したヒューマンファクターズ

東京医科大学 医療安全管理学講座 相馬 孝博

S5-02 分子インプリント高分子薄膜を用いた高速応答型ヘパリンセンサの開発

芝浦工業大学 工学部 応用化学科 化学工学研究室 吉見 靖男

S5-03 近未来の人工心肺装置

テルモ株式会社 心臓血管カンパニー CVグループ 寺井 大輔

S5-04 人工心肺装置操作に関する教育について

医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 ME室 山﨑 隆文

S5-05 人工心肺装置の安全を確保するために

社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床工学室 堤 善充

S5-06 人工心肺シミュレータの臨床への応用

広島大学 心臓血管外科 黒崎 達也
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シンポジウム6 新たな臨床工学技士業務指針をめぐって

座長 前田記念腎研究所茂原クリニック 臨床工学部 川崎 忠行

日本臨床工学技士会 本間 崇

S6-01 臨床工学技士業務指針改正の経緯

前田記念腎研究所茂原クリニック 臨床工学部 川崎 忠行

S6-02 基本業務指針2010の要点

(社)日本臨床工学技士会 那須野修一

S6-03 「新たな臨床工学技士業務指針をめぐって：」

―不整脈治療業務指針の要点―

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院臨床工学科 松阪 淳

S6-04 呼吸療法業務指針の要点

医療法人社団田口会新橋病院 田口 彰一

S6-05 「新たな臨床工医学技士業務指針をめぐって」

～手術・周術期業務指針の要点～

奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター 萱島 道徳

S6-06 臨床工学部組織体制の在り方とその運用上の問題

東京女子医科大学臨床工学科 峰島三千男
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3月25日 第2会場（小講堂）

呼吸療法セミナー

座長 札幌医科大学病院 臨床工学室 室橋 高男

1 人工呼吸に必要な生理学の基礎

札幌医科大学 医学部 救急・集中治療講座 升田 好樹

2 人工呼吸管理のトピックス

札幌医科大学 医学部 麻酔科学講座 吉田真一郎

3 人工呼吸の感染管理

北海道大学病院 感染管理部 小山田玲子

ランチョンセミナー5

司会 東京女子医科大学名誉教授、大分大学臨床医工学講座 阿岸 鉄三

医療機器温熱メディカルバイオラバーの温熱効果とその応用

山本化学工業株式会社 山本 富造

(共催：山本化学工業株式会社)

呼吸療法セミナー

座長 北海道大学病院 手術部 加藤 伸彦

4 人工呼吸器保守管理のポイント

旭川医科大学病院 診療技術部 臨床工学技術部門 宗万 孝次

5 わが国の呼吸ケアチームと呼吸療法士の将来

湘南鎌倉総合病院 外科 渡部 和臣

ワークショップ5 血液浄化技術を再考する―技術的側面からのアプローチ―

座長 社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 臨床工学技術部 土濃塚広樹

埼玉医科大学国際医療センター MEサービス部 塚本 功

WS5-01 On/Off－line HDF、Push/pull HDFの場合

自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床工学部 安藤 勝信

WS5-02 PE DFPPの場合

医療法人社団 東京石心会 昭島腎クリニック 久野木 忠

WS5-03 血漿冷却濾過（CFPP：Cyrofiltration Plasmapheresis）の場合

社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 臨床工学技術部 土濃塚広樹

WS5-04 持続的血液浄化技術の再考

埼玉医科大学国際医療センター MEサービス部 村杉 浩

WS5-05 白血球細胞除去の場合

社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 臨床工学技術部 住田 知規
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3月25日 第3会場（第1会議室）

メインテナンス技術分科会

座長 東京女子医科大学 臨床工学部 金子 岩和

東京女子医科大学東医療センター ME室 芝田 正道

1 血液浄化領域の業務におけるスプレッドシートの応用

東京女子医科大学 臨床工学部 石森 勇

2 よくわかる 内部濾過流量の推算

東京女子医科大学 臨床工学科 山本健一郎

ランチョンセミナー6

司会 市立室蘭総合病院 土肥 修司

周術期の体温管理～そのピットフォールと機器の進化

札幌医科大学 医学部 麻酔科学講座 山蔭 道明

(共催：ニプロ株式会社)

教育講演6

座長 埼玉医科大学総合医療センター 腎高血圧内科・人工腎臓部 小川 智也

末梢血幹細胞移植による血管再生治療

社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 外科 堀江 卓

教育講演7

座長 徳島文理大学 理工学部 田仲 浩平

医工学技術と臨床工学技士の関わり～26年を振り返って～

星城大学 経営学部 健康マネジメント系 医療マネジメントコース

星城大学大学院 健康支援学研究科 医療安全管理学講座 北野 達也

教育講演8

座長 社会保険中京病院 腎・透析科 佐藤 元美

LDLアフェレーシスの臨床効果とその作用機序～今後の展望

湘南鎌倉総合病院 腎免疫血管内科 小林 修三

教育講演9

座長 北海道大学大学院保健科学研究院 創成看護学分野 佐藤 洋子

高度実践看護師の認証制度について

北海道医療大学大学院 看護福祉学研究科 野川 道子
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3月25日 第4会場（第3会議室）

シンポジウム7 医工学治療におけるチーム医療・コメディカルの役割の拡大

座長 東北厚生年金病院 田林 晄一

(社)日本臨床工学技士会 松阪 淳

S7-01 臨床工学技士業務の今後とチーム医療の推進

(社)日本臨床工学技士会 松阪 淳

S7-02 医工学治療におけるチーム医療・コメディカルの役割の拡大

公益社団法人日本看護協会 坂本 すが

S7-03 「特定看護師（仮称）」養成から多職種高度教育システムの構築を目指して

東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科 渡邊 隆夫

S7-04 医工学治療におけるチーム医療・コメディカルの役割の拡大

―急性期・周術期「特定看護師（仮称）」と臨床工学技士

藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床工学科 渡邊 孝

S7-05 チーム医療推進看護業務検討WG委員会の動向

防衛医科大学校心臓血管外科 前原 正明

S7-06 外科医の過重労働改善策と臨床工学技士の役割

九州大学 医学部 循環器外科 富永 隆治

一般演題7 保守点検1

座長 札幌社会保険総合病院 ME部 真下 泰

07-01 クリアランスギャップ高値要因―基礎代謝量と運動

重井医学研究所附属病院 外科 櫻間 教文

07-02 生理食塩水を用いたWaflES：（Water-filled Endoscopic Surgery）用灌流装置の考案と肝臓切除へ

の可能性

KKR 斗南病院 臨床工学部 石田 稔

07-03 透析液供給措置DAB-C使用下での透析液清浄化の限界

釧路泌尿器科クリニック 大澤 貞利

07-04 当院での急性血液浄化療法における臨床工学技士の関わりについて

―急性血液浄化記録の電子カルテ記載による情報共有から―

亀田総合病院 医療技術部 ME室 関根 広介

07-05 滴下制御型輸液ポンプでの流量誤差に関する検討

北里大学大学院 医療系研究科 横尾 裕太

07-06 震災時に対応した透析患者情報の管理

―クラウドコンピューティングと携帯端末を利用した簡便なシステムの開発―

社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 人工臓器治療センター 阿部 博

31

プログラム



ワークショップ6 末期腎不全治療の危機管理

座長 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科 秋葉 隆

WS6-01 東日本大震災における透析医療―透析拠点病院の役割―

仙台社会保険病院 腎疾患臨床研究センター 木村 朋由

WS6-02 末期腎不全治療の危機管理

(医)雅香会おぎはら泌尿器と目のクリニック 荻原 雅彦

WS6-03 災害に対する維持透析治療の危機管理―東京都区部災害時透析医療ネットワーク活動を通じて―

東京女子医科大学臨床工学部 石森 勇

一般演題8 保守点検2

座長 札幌医科大学附属病院 臨床工学部 室橋 高男

08-01 医師が医療機器安全管理責任者で臨床工学技士がサポートしている場合の報告

東京女子医科大学東医療センター ME室 小瀧 崇行

08-02 当院手術部におけるHDTV対応手術室画像システムの導入

北海道大学病院ME機器管理センター 岩崎 毅

08-03 流量制御型輸液ポンプと輸液セットの組み合わせに対する精度評価

埼玉医科大学国際医療センター MEサービス部 坂本 祐希

08-04 汎用データベースソフト「FileMakerPro」及びiPADを用いた業務記録効率化の試み

札幌社会保険総合病院 ME部 小川 輝之

08-05 超音波凝固切開装置用ハンドピースの圧電素子に流れる電流の差がメンテナンスモードの項目に与え

る影響

KKR 斗南病院 臨床工学部 石田 稔

08-06 内視鏡外科用カメラが突然故障した事例について ノイズゼロに向けた保守点検とその限界

KKR 斗南病院 臨床工学部 石田 稔

08-07 在宅人工呼吸器と加温加湿器による吸気ガス温度変化の検証

JA北海道厚生連 帯広厚生病院 医療技術部 臨床工学技術科 橋本 佳苗
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3月25日 第5会場（第4会議室）

シンポジウム8 ペースメーカー業務に関わる臨床工学技士の役割について

座長 旭川医科大学病院診療技術部臨床工学技術部門 宗万 孝次

北海道社会保険病院 ME部 多羽田雅樹

S8-01 ペースメーカー業務に関わる臨床工学技士の役割について：北海道大学病院での現状とこれからの展

望

北海道大学病院 循環器内科 横式 尚司

S8-02 当院におけるICD・ペースメーカーセンターでの臨床工学技士の役割

カレスサッポロ北光記念病院 ペースメーカー／ICDセンター 井上 和茂

S8-03 当院におけるペースメーカ業務の現状

北海道社会保険病院 ME部 多羽田雅樹

S8-04 ペースメーカー植込み時における手術室看護師と臨床工学技士の関わり

旭川医科大学病院 手術部ナースステーション 山近 真実

S8-05 ペースメーカー業務に関わる臨床工学技士の役割について メーカーの立場から

日本メドトロニック株式会社 CRDMイーストリージョン営業部 須藤 三徳

S8-06 植込み型心臓デバイス管理とその現状について～遠隔モニタリングの有効性と今後の期待～

三重大学医学部附属病院 臨床工学部 佐生 喬

一般演題9 呼吸・集中医療

座長 旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 脇田 邦彦

09-01 開放型酸素吸入システムOxyMaskの装着位置による吸気酸素濃度と吸気炭酸分圧の測定

岡山済生会総合病院 臨床工学科 林 啓介

09-02 n-CPAPにおける加温加湿器のモード別性能評価

埼玉医科大学 国際医療センター MEサービス部 坂本 祐希

09-03 敗血症性ショックに対しPMX、CHDF、組み換えトロンボモジュリン製剤を使用し、消化管出血を生

じた一例

JA広島厚生連 尾道総合病院 腎臓内科 江崎 隆

09-04 熱傷と悪性症候群にともなう急性腎不全CHDF治療の一症例～BNP，FENa，PCTの推移

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 救急医学分野 平山 敬浩

09-05 救急領域における臨床工学技士の役割 ～新人の立場から～

東京医科歯科大学 医学部付属病院 MEセンター 前田 卓馬

09-06 周術期維持透析患者における身体組成分分析装置MLT－50を用いた体液管理に対する有効性の検

討

埼玉医科大学国際医療センター MEサービス部 島田 啓介

一般演題10 血液浄化

座長 東京女子医科大学病院 臨床工学部 金子 岩和

10-01 中空糸による血中アミロイドβ蛋白（Aβ）除去性能の検討

藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床工学科 川口 和紀
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10-02 血管拡張反応に対するLDLアフェレシスの影響

社会保険中京病院 腎・透析科 佐藤 元美

10-03 アフェレシス療法における操作手技の多施設共同調査結果について

順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床工学室 丸山 和紀

10-04 関節リウマチに対する白血球除去療法の制御性T細胞に及ぼす影響

善仁会 市民の森病院 膠原病・リウマチセンター 日高 利彦

10-05 実験動物に対する安定した血漿交換療法の確立―治療効果のメカニズムの解明に向けて―

順天堂大学 膠原病・リウマチ内科 根本 卓也

10-06 ベッドサイドコンソールPF装置の使用経験

帝京大学ちば総合医療センター 臨床工学部 菊池 義彦

10-07 劇症肝不全に対する肝移植における血液浄化療法の役割

北海道大学病院 ME機器管理センター 太田 稔

10-08 非特異性間質性肺炎に対する単純血漿交換療法の1例

社会医療法人母恋 日鋼記念病院 臨床工学室 木村 大介

10-09 血漿交換（PE）と血液透析（HD）の併用療法における安全性についての検討

東京医科歯科大学医学部附属病院 MEセンター 大久保 淳

一般演題11 看護・その他

座長 北海道大学病院 手術部 ナースセンター 本間 美恵

11-01 気管内吸引におけるリスク分析

北海道大学大学院 保健科学研究院 コリー紀代

11-02 看護学生を対象としたME機器および医療安全教育

―MEセンター実習による人工呼吸器演習の実際と授業アンケートによる評価―

北海道大学 大学院保健科学研究院 溝部 佳代

11-03 修正1プールモデルを用いた透析管理の現状

三島社会保険病院 臨床工学室 満間 大介

11-04 インターバル撮影アプリとフォトストリームを利用した手術室内状況共有支援の試行報告

三菱京都病院 臨床工学科 木下 真

11-05 慢性腎臓病患者（CKD）におけるヨード造影剤の影響

筑波大学付属病院 医療機器管理センター 坂元 雄介

一般演題12 ロボット工学・再生医療

座長 東京女子医科大学 臨床工学科 﨑山 亮一

12-01 LED照明を用いた微小循環の分光イメージング

千葉大学大学院 工学研究科 金子 沙織

12-02 ヘッドマウントディスプレイを用いた立体内視鏡操作システム

東京工業大学 精密工学研究所 只野耕太郎

12-03 シリコーンチューブを束ねて作る内視鏡用推進装置

東京工業大学 高山 俊男
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12-04 当院における下肢末梢動脈疾患（PAD）に対するG－CSF動員末梢血単核球細胞移植の治療効果の検

討

湘南鎌倉総合病院 腎免疫血管内科 大竹 剛靖

12-05 細胞と不織布の相互作用を利用した腎臓再生不織布デバイスの検討

藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床工学科 堀 秀生

12-06 腹膜再生を目指した中皮細胞シートの応用

東京女子医科大学 臨床工学科 崎山 亮一
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