
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2回中四国臨床工学技士会学術大会 
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開 催 日 

平成24年11月24日（土）・25日（日） 

 

 

会   場 

サンポートホール高松・かがわ国際会議場 

香川県高松市サンポート2番1号 

ＴＥＬ 087-825-5120 FAX 087-825-5040 

 

 

 



第 2 回 中四国臨床工学技士会学術大会開催のご挨拶 

第 2回中四国臨床工学技士会学術大会   

大会長  小野 茂男   

（一般社団法人香川県臨床工学技士会 会長） 

 

 かがわ国際会議場・サンポートホール高松において 2012年 11月 24日から 25日にかけて

第 2回中四国臨床工学技士会学術大会を開催させていただくことになりました。今回の学術

大会では「技術の継承を通じ、新しい臨床工学の扉を開く」をテーマとして、臨床工学にお

ける技術に関することすべての領域にわたって特別講演、セミナー、一般演題、パネル展示、

商業展示などを企画しています。また、中四国の臨床工学技士教育施設から学生、教員の参

加を得て、次世代へ続く臨床工学を追求出来るものと考えます。 

 なお、今大会の参加で、公益社団法人日本臨床工学技士会が実施する認定制度専門臨床工

学技士の認定資格単位が取得できます。 

 多くの皆様のご参加をいただき、先人の積み重ねてきた臨床工学へのあゆみ、そしてそれ

を基に新たに思考・思索・改善・試行の試みを大いに討論できれば、有意義な学術大会にな

るものと考えております。どうぞ、皆様の活発なご参加をいただけますようにお願い申し上

げます。 

 今大会にご後援・ご支援・協賛をいただいた皆様に、厚く御礼を申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 2 回 中四国臨床工学技士会学術大会 
 

テーマ『技術の継承を通じ、新しい臨床工学の扉を開く』 
 
会期：平成 24年 11月 24日（土）～25日（日） 

 

会場：サンポートホール高松・かがわ国際会議場 

 

大会長：小野 茂男（医療法人社団 海部医院） 

 

主催： 

 

後援：社団法人 香川県医師会、公益社団法人香川県看護協会 

一般社団法人診療放射線技師会、社団法人香川県臨床検査技師会 

公益社団法人日本臨床工学技士会、一般社団法人鳥取県臨床工学技士会 

一般社団法人島根県臨床工学技士会、（社）岡山県臨床工学技士会 

一般社団法人広島県臨床工学技士会、一般社団法人山口県臨床工学技士会、 

一般社団法人徳島県臨床工学技士会、一般社団法人高知県臨床工学技士会 

一般社団法人愛媛県臨床工学技士会    ※順不同 

 

大会事務局：医療法人 財団博仁会 キナシ大林病院 

〒761－8024 

香川県高松市鬼無町藤井 435-1 

TEL 087-881-3631  FAX 087-881-3867 

E-mail me@obayashihp.or.jp 

担当 後藤 誠 
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第 2回 中四国臨床工学技士会学術大会実行委員 

 
大会長 

小野 茂男（海部医院） 

 

実行委員長 

福岡 和秀（三豊総合病院） 

 

事務局長 

内海 清温（キナシ大林病院） 

 

事務局（会計） 

後藤 誠（キナシ大林病院） 

 

講演・セミナー担当 

山下 和良（香川県立中央病院）、光家 努（高松赤十字病院）、塩見 基（KKR高松病院） 

東山 智香子（香川大学医学部付属病院） 

 

一般演題担当 

白川 憲之（善通寺病院）、松本 恵子（三豊総合病院）、濱田 一人（陶病院） 

小川 昴己（香川県立中央病院）、冨岡 力也（香川県済生会病院） 

 

学校・教育関係担当 

田仲 浩平（徳島文理大学）、豊島 任紀（香川県済生会病院）、別府 政則（高松赤十字病院） 

田井 裕也（高松赤十字病院） 

 

実行委員 

山本 晃市（KKR高松病院） 

岡田 吉容、大島 英司、藤澤 雅也、谷本 誠司、森下 未奈子、峰岡 美佳、福原 裕佳、 

山本 和輝（海部医院） 

前田 圭司、遠藤 勇真、山出 亜矢子、檀原 武大（香川県済生会病院） 

桧原 豊、野津 泰隆、須藤 巴恵、堀井 孝広、入谷 信行、福原 真一、大谷 拓也（香川県立中央病院） 

小松 崇俊、武内 将起、竹内 直哉、田淵 陽介、木村 裕紀、白石 洋司、中山 智仁 

（香川大学医学部付属病院） 

竹内 育夫、渡邊 純、杉本 眞里枝、吉岡 美紀、中野 弘之、平岡 久志、切本 弘之、福本 真隆 

辻 彰、水田 光（キナシ大林病院） 

中川 尚子(四国医療器) 

秋山 精彦（白鳥病院） 

村上 成重（高松医療センター） 

松本 浩伸、森長 慎治、峠 明香、井上 一也、相原 輝乃、高木 裕架、豊島 好美（高松赤十字病院） 

太田 清弘、濱中 哲也（内海病院） 

武蔵 健裕、樫野 真、後藤 朱里（徳島文理大学） 

西山 登司雄、近藤 千裕、高橋 佳奈、笹山 奈美子、石川 浩太、新谷 真史（三豊総合病院） 

丸尾 善之、三好 敦子、松下 伊織、井上 博登（屋島総合病院） 

多田 治生、杉本 美津奈（陶病院） 



お知らせとお願い 
■参加者の皆様へ 

１．参加受付  11月24日（土）13：00～16：00  11月25日（日）9：00～15：00 

   受付場所  11月24日（土）サンポートホール高松 ホール棟 6F 61会議室 会場入口 

           11月25日（日）かがわ国際会議場 会場入口 

２．参 加 費  事前登録 2,000円  （学生：1, 000円） 

           当日参加 2,500円 

＊会場ではネームカードに所属・氏名を記入の上、必ず着用して下さい。 

３．日本臨床工学技士会認定単位について 

   当学術大会は、日本臨床工学技士会の「血液浄化専門臨床工学技士」「ペースメーカ関連専門臨床 

工学技士」「呼吸治療専門臨床工学技士」認定制度における単位取得学会に認定されています。 

学術大会の参加証明書を各自で失くさないように保管して下さい。参加取得単位は8単位となります。 

（座長・演者などは加算されます） 

４．会場での発言は、マイクを使用し所属・氏名を最初に述べて下さい。 

５．会場は全館禁煙です 

６. その他のお問い合わせは、受付へご連絡下さい。 

■座長の先生方へ 

１．担当セッションの開始15分前までに、次座長席にご着席下さい。 

２．演者の講演時間および討論時間は厳守でお願い致します。 

■演者の皆様へ 

１．発表時間は７分、討論時間３分、合計１０分といたします。 

   （学生は発表時間６分、討論時間２分、合計８分） 

時間厳守の程、よろしくお願いいたします。 

２．次演者は所定の場所でお待ち下さい。 

３．発表ファイルは発表30分前までに発表会場のＰＣ受付にて各自確認して下さい。 

４．発表ファイルの操作及び送りは、演者がリモコンにてお願いします。 

バックアップＰＣの操作は係りの者が行ないます 

■重要 

１．事務局にてご用意いたしますPCはWindowsのみです。 

OS：Windows  Power Point 2007 をインストールしております。 

※Power Point 2010 には対応しておりません。 

２．自身のパソコン持ち込みは、一般演題での使用は不可とさせていただきます。 

３．動画・音声の使用は、禁止とさせていただきます。 

４．発表ファイルを11月20日（火）までにメールで添付送信していただくか、下記住所までCD-Rにて 

お送りください。お送りいただいたメディアは返却いたしませんのでご了承ください。 

     なお、学会終了後大会事務局が責任を持って破棄または、消去いたします。 

E-mail アドレス：me@obayashohp.or.jp 

〒761-8024 香川県高松市鬼無町藤井435-1 

キナシ大林病院内  一般社団法人香川県臨床工学技士会事務局宛 

５. 大会当日、バックアップのため、ご自身でUSBメモリーを、必ずお持ちください。 



 



 
 



11月24日（土曜日）    第1日目    第3会場（61会議室） 
 

13:20～13:30 大会長開会宣言 

大会長 一般社団法人 香川県臨床工学技士会会長 小野 茂男 

 

                             

13：30～15:00 ペースメーカセミナー 

「埋め込みデバイスにおける遠隔モニタリングの実際」 

講師：日本メドトロニック株式会社 CRDM 事業部 診断/モニタリング・マー

ケティング シニアプロダクトスペシャリスト 栗崎 毅先生 

講師：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社  

CRM / EP事業部広島営業課 南 正仁先生 

講師：セント・ジュード・メディカル株式会社  

中国・四国・九州リージョン 竹川 泰史先生 

講師：バイオトロニックジャパン株式会社 中四国リージョン 

西井 隆博先生 

司会：香川県立中央病院 山下 和良 

 

15：15～17:00 呼吸セミナー 

「ARDSに対する人工換気（APRV／HFOVの作動原理と効果）」 

講師：アイ･エム･アイ株式会社 人工呼吸器部 坂斉 一先生 

       司会：KKR高松病院 塩見 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11月25日（日曜日）  第2日目  第1会場（かがわ国際会議場） 
 

9:30～11:00 血液浄化セミナー 

「透析シャントPTAで使用するデバイスと手技の流れ」 

講師：ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 荒井 裕夢先生 

      司会：香川大学医学部付属病院 小松 崇俊 

 

      「血管アクセスの作成と管理について」 

講師：医療法人社団 豊南会 香川井下病院 石原 邦洋先生 

      司会：綾川町国民健康保険 陶病院 濱田 一人 

 

11:00～12:00 特別講演【Ⅰ】 

   「急性冠症候群の心電図診断について」 

       講師：横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター                

小菅 雅美先生 

     座長：香川県立白鳥病院 院長 坂東 重信先生 

     共催：中外製薬株式会社 

 

12:00～13:00 ランチョンセミナー【Ⅰ】 

「クエン酸熱水の効果と今後の水質管理」 

講師：医療法人ひがしだクリニック 松尾 賢三先生 

            司会：医療法人社団 海部医院 小野 茂男 

            共催：日機装株式会社 

 

13:00～14:30 メーカープレゼン 

      日機装株式会社 

      セント・ジュード・メディカル株式会社 

旭化成クラレメディカル株式会社 

扶桑薬品工業株式会社 

川澄化学工業株式会社 

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

日本光電株式会社 

マシモジャパン株式会社 

アイ･エム･アイ株式会社 

 

14:30～15:20 セッション6【血液・浄化】 

座長：高松赤十字病院 松本 浩伸 

医療法人 清生会 谷口病院附属診療所 東伯サテライト 原田 茂行 

 

 

24． ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）が疑われアルガトロバンを用いて 

   JA広島総合病院 

   ○荒田 晋二、竹内 邦夫 

 

 



25． ヘモクロンJrの測定誤差に関する検討 

   愛媛大学医学部付属病院ME機器センター1)  心臓血管呼吸器再生外科2) 

   ○平川 大基、多賀谷 正志、石原 隆史、杉村 直紀、児玉 香菜子、浅木 康志、 

塚本 伶央奈、品部 雅俊、山田 文哉1) 泉谷 裕則2) 

 

26． 当院透析回路における薬剤の滞留時間 

   鳥取大学医学部付属病院MEセンター1) 鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部2) 

○渡部 竜矢1)、雑賀 真也1)、松上 紘生1)、古川 英伸1)、山根 哲平1)、上野 康寿1) 

佐嶋 梓1)、橘 健治1)、齋藤 憲輝2) 

 

27． 小児の潰瘍性大腸炎に対してGCAPを施行した1例 

山口大学医学部付属病院 

○福田 翔太、安木 康太、村瀬 薫、富貞 公貴、松山 法道 

 

28． 慢性関節リウマチを有する透析患者に白血球除去療法（LCAP）を施行した1例 

   高知高須病院 臨床工学部1) 血液透析科2) 

○田島 正悟1)、中澤 貴広1)、山本 隼也1)、小川 晋平1)、仙頭 正人1)、池辺 宗三人2)、 

湯浅 健司2) 

 

15:20～16:00 セッション7【浄化】 

座長：医療法人社団 健愛会 あきやまクリニック 糸長 翼 

公立学校共済組合 四国中央病院 福原 正史 

 

29． VA超音波検査の確立を目指して 

KKR高松病院 臨床工学科1)  腎臓高血圧内科2) 

○広瀬 卓哉1)、入谷 拓也1)、山本 晃市1)、岩田 康伸1)、塩見 基1)、松原 啓介2) 

 

30． 実血流量測定によるVA(バスキュラーアクセス)狭窄診断法の確立 

   川崎医科大学附属病院 

   ○白髪 裕二郎 

 

31． MEによるVA超音波検査から狭窄病変を発見しVAIVTを実施した症例報告 

KKR高松病院 臨床工学科1)  腎臓高血圧内科2) 

○岩田 康伸1)、入谷 拓也1)、山本 晃市1)、広瀬 卓哉1)、塩見 基1)、松原 啓介2) 

 

32． 当院における ETRF使用期間延長の検討 

医療法人 財団博仁会 キナシ大林病院 CE科 1)  内科 2) 

○平岡 久志 1)、切本 弘之 1)、辻 彰 1)、福本 真隆 1)、中野 弘之 1)、吉岡 美紀 1)、  

杉本 眞里枝 1)、竹内 育夫 1)、渡邊 純 1)、後藤 誠 1)、岩藤 広美 2)、大林 弘明 2)、 

川原 和彦 2)、鬼無 信 2)、大林 誠一 2) 

  

 

 

 

 



11月25日（日曜日）  第2日目  第2会場（第2小ホール） 
 

9:00～9:45 教育施設講演1【呼吸・その他】 

座長：広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 徳毛 悠真 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 武蔵 健裕 

 

G-1． 開放式気管吸引と閉鎖式気管吸引における吸引量の検討 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 

○吉田 美咲、山本 絢也、後藤 朱里、樫野 真、田仲 浩平、武蔵 健裕 

 

G-2． 閉鎖式気管吸引における呼気終末陽圧と吸引量の検討 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 

○山本 絢也、吉田 美咲、後藤 朱里、樫野 真、田仲 浩平、武蔵 健裕 

 

G-3． 医療現場における高精度3D映像について 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 

○越智 聖、原 量宏 

 

G-4． 学習者支援のための成績管理と学習指針提案システム 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 

○三好 貴大、田仲 浩平、大倉 良昭、石原 国彦、原 量宏、樫野 真、武蔵 健裕、 

後藤 朱里、吉田 知司 

 

G-5． 環境中の微生物学的汚染度の検討 

広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 

○井口 浩貴、藤本 浩章 

 

9:45～10:30 教育施設講演2【代謝Ⅰ】 

座長：岡山理科大学 理学部 応用物理学科 医用科学専攻 尾崎 眞啓 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 後藤 朱里 

 

G-6． 内蔵弁付透析用留置針における流量特性評価 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 

○寺西 賢亮、後藤 朱里、樫野 真、田仲 浩平、武蔵 健裕 

 

G-7． ダブルルーメンカテーテルにおける先端形状と血液流入に関する実験的検討 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 

○小西 みゆき、後藤 朱里、樫野 真、田仲 浩平、武蔵 健裕 

 

G-8． 敗血症性ショックに対するCRRT (持続的腎代替療法) 除去特性の検討 

    川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科1) 川崎医科大学附属病院MEセンター2)  

川崎医科大学,腎臓・高血圧内科学3) 

○坂東 直紀1)、堀家 英之3)、梅野 侑貴1)、檀上 弘樹1)、水津 英仁2)、 

小野 淳一1) 2) 

  

 



G-9． シングルニードル透析における再循環量評価と最適操作条件の検討 

    川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科1)  岡山大学病院 血液浄化療法部2) 

      ○石原 卓1)、藤原 千尋1) 2)、小川 武人1)、望月 精一1) 

 

G-10．透析液低流量下におけるダイアライザーのクリアランスの検討 

      川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科1)  

川崎医科大学附属病院MEセンター2) 

○梅野 侑貴1)、坂東 直紀1)、檀上 弘樹1)、水津 英仁2)、小野 淳一1) 2) 

 

10:30～11:45 教育施設講演3【計測・その他】 

座長：広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 清水 希功 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 田仲 浩平 

 

G-11．医用材料の種類と血液凝固時間との関係性 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科1) 理工学部 臨床工学科2) 

○高畑 卓弥1)、宮川 彰太1)、森澤 尚平1)、清川 純1)、堀川 卓志1)、高本 裕太2)、 

樫野 真1)、武蔵 健裕1)、田仲 浩平1)、後藤 朱里1) 

 

G-12．小型心電計の製作～ノイズ除去特性の分析～ 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科1) 理工学部 電子情報工学科2) 

○木村 諒吾1)、後藤 朱里1)、武蔵 健裕1)、田仲 浩平1)、樫野 真1)、天野 親男2) 

 

G-13．小型心電計の製作～周波数特性の分析～ 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科1) 理工学部 電子情報工学科2) 

○海井 勇佑1)、後藤朱里1)、武蔵健裕1)、田仲浩平1)、樫野真1)、天野親男2) 

 

G-14．生体情報モニタの不具合状況調査からの一考察 

川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科1) 川崎医科大学附属病院 MEセンター2) 

○鈴木 輝1)、高山 綾1) 2)、田中 直子1) 2)、山田 光樹2)、佐々木 恵2)、 

石川 智也2) 

 

G-15．小動物用除細動器の試作について 

   広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 

○大下 恭弘、小林 寛、國重 智寛、山野 雄貴、鳩成 亮介、横田 惠梨子、清水 希功 

 

11:15～12:00 教育施設講演4【代謝Ⅱ】 

座長：川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科 小野 淳一 

東亜大学 医療学部 医療工学科 臨床工学コース 田村 省三 

 

G-16．血液透析患者におけるアンチトロンビン（AT）活性 

   徳島文理大学 理工学部 臨床工学科 1)、徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 2)、 

小田内科クリニック 3)、広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 4) 

○高本 裕太 1)、吉田 貴洋 1)、寺西 賢亮 1)、堀川 卓志 2)、高畑 卓弥 2)、清川 純 2)、 

樫野 真 2)、武蔵 健裕 2)、田仲 浩平 2)、小田 弘明 3)、阪田 光彦 4)、後藤 朱里 2) 

 



G-17．抗血栓性ダイアライザーの性能評価に関する研究 

～慢性腎不全のよりよい透析導入のために～ 

徳島文理大学理工学部(現保健福祉学部）臨床工学科1) 

香川大学医学部附属病院ME機器管理センター2) 

香川大学医学部附属病院循環器・腎臓・脳卒中内科3) 

   ○石川 朋宏1)、樫野 真1)、田仲 浩平1)、東山 智香子2)、原 大雅3)、河野 雅和3) 

 

G-18．山口県内の透析施設における消毒薬作製業務の現状と課題 

   東亜大学 医療学部 医療工学科 

   ○本山 良、荒木 小由樹、田中 智菜、楢木 洋平、鈴木 理功 

 

G-19．模擬透析におけるアルブミン損失量・漏出量の測定 

広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 

○山野 雄貴、鳩成 亮介、横田 惠梨子、國重 智寛、大下 恭弘、清水 希功 

 

G-20．2コンパートメントモデルを用いた在宅血液透析における透析量の定量化 

   川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科1) 

川崎医科大学付属病院 MEセンター2) 

   ○檀上 弘樹1)、梅野 侑貴1)、坂東 直紀1)、水津 英二2)、小野 淳一1) 2)、 

小笠原 康夫1) 

 

12:00～13:00 ランチョンセミナー【Ⅱ】 

「クリアランスギャップとアクセス管理」 

講師：高知高須病院 院長 湯浅 健司先生 

            司会：医療法人 財団博仁会 キナシ大林病院 内海 清温 

            共催：二プロ株式会社 

 

13:00～14:20 臨床工学と大学院 

座長：徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 武蔵 健裕 

川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科 立花 博之 

 

G-21．視線追跡による臨床工学技士の学習支援 

徳島大学大学院 先端技術科学教育部 システム創生工学専攻  

知能情報システム工学コース1) 

   徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科2) 

○大瀬戸 真由美1)、田仲 浩平2) 

 

G-22．ラットによる簡易溢水モデルの作成 

広島国際大学大学院 保健医療学部 臨床工学科 1) 

広島国際大学大学院 医療・福祉科学研究科 医療工学専攻2) 

○徳毛 悠真1) 2)、清水 功1) 2)、焼廣 益秀1) 2)、南山 求1) 2) 

 

 

 

 

 



G-23．在宅血液透析患者における患者情報管理システムの開発 

川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 1) 

川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科2) 

○吉田 圭介 1)、宮崎 仁 2)、小野 淳一 1)、望月 精一 1) 

 

G-24．ぱちんこ遊技場の電磁環境が心臓ペースメーカへ与える影響に関する一検討 

   川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 

   ○片岡 真吾、茅野 功 

 

G-25．電気メスの接地漏れ電流による輸液ポンプへの影響 

      岡山理科大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻 1) 

 加計学園医用科学教育センター2) 

岡山理科大学理学部 応用物理学科 医用科学専攻 3) 

○田原 幹也1)、淺原 佳江2)、竹本 和憲2)、堀 純也1) 3) 

 

G-26．遠心型血液ポンプを用いた生体循環シミュレータの開発 

徳島大学大学院 先端技術科学教育部 知的力学システム工学専攻  

機械創造システム工学コース1) 

   徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科2) 

   ○村上 英輝1)、福富 純一郎1)、重光 亨、田仲 浩平2) 

 

G-27．数量化Ⅲ類を用いた医療事故の分析 

   徳島文理大学大学院 工学研究科 

   ○堀 章人、田淵 敏明 

 

G-28．軽量ブロック暗号HIGHTのRFIDタグにおける個人情報保護への可能性 

   徳島文理大学大学院 工学研究科1) 

      徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科2) 

   ○玉澤 俊1)、大倉 良昭、吉田 知司、田仲 浩平2) 

 

14:20～15:05 教育施設講演5【機器管理】 

座長：川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科 田中 直子 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 後藤 朱里 

 

G-29．電気メスの外装漏れ電流における高周波成分の測定 

   岡山理科大学 理学部 応用物理学科 医用科学専攻1) 

岡山理科大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻2) 

加計学園医用科学教育センター3) 

   ○田上 哲也1)、平安 慶成1)、田原 幹也2)、淺原 佳江3)、竹本 和憲3)、堀 純也1) 2) 

 

G-30．除細動器の漏れ電流における高周波成分の測定 

   岡山理科大学 理学部 応用物理学科 医用科学専攻1) 

岡山理科大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻2) 

加計学園医用科学教育センター3) 

   ○稲井 真伊1)、船橋 司1)、田原 幹也2)、淺原 佳江3)、竹本 和憲3)、堀 純也1) 2) 



G-31．シリンジポンプにおける流量特性 ～薬液粘度および製造メーカーの違いが 

流量に与える影響～ 

   徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 

   ○堀川 卓志、岡本 りえ、清川 純、高畑 卓弥、樫野 真、武蔵 健裕、田仲 浩平、 

後藤 朱里 

 

G-32．輸液ポンプの適正台数の検討 

   川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科1)  

川崎医科大学附属病院 MEセンター2) 

   ○白神 卓哉1)、高山 綾1) 2)、田中 直子1) 2)、山田 光樹2)、佐々木 恵2)、 

石川 智也2) 

 

G-33．輸液ポンプの廃棄時期に関する一考察 

   川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科1) 

   川崎医科大学附属病院 ＭＥセンター2) 

○元石 徹也1)、高山 綾1) 2)、田中 直子1) 2)、山田 光樹2)、佐々木 恵2)、 

石川 智也2) 

 

14:20～15:05 教育施設講演6【代謝Ⅲ】 

座長：広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 小林 寛 

徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 樫野 真 

 

G-34．電子カルテ（透析手帳など）の活用について 

   徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科 

   ○美並 陽仁、原 量宏 

 

G-35．活性化全血凝固時間(ACT)とへマトクリット値の関係性 

   徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科1） 理工学部 臨床工学科2） 

○清川 純1）、森澤 尚平1）、高畑 卓弥1）、堀川 卓志1）、高本 裕太2）、樫野 真1）、 

武蔵 健裕1）、田仲 浩平1）、後藤 朱里1） 

 

G-36．持続的血液浄化における全身状態把握を目的としたデータベースの開発 

   川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科1) 

川崎医科大学附属病院MEセンター2) 

川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学3) 

   ○工藤 雅大1)、川口 拓郎1)、水津 英仁2)、堀家 英之3)、小野 淳一1) 2) 

 

G-37．バスキュラーアクセス（VA）機能不全の早期発見・治療を目的としたVA管理  

データベースの開発 

   川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科1) 

川崎医科大学附属病院MEセンター2) 

   ○川口 拓郎1)、工藤雅大1)、白髪裕二郎2)、水津英仁2)、小野淳一1) 2) 

 

G-38．透析穿刺時の支援のための簡易表在血管可視化の検討 

   広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 

   ○嶋原 史記、小林 寛、清水 希功 



11月25日（日曜日）  第2日目  第3会場（61会議室） 
 

9:30～10:20 セッション1【保守】 

座長：三豊総合病院 近藤 千裕 

宇部興産中央病院 伊藤 直久 

 

1．  遠心型血液成分分離装置（Spectra Optia）導入後1年経過して 

   岡山大学病院 ME機器センター   

 ○岡田 亜由美、福元 輝幸、藤原 恵莉、西山 宏徳、坂手 克彰、岩藤 晋 

 

2.  医療機器の点検、修理依頼に対する取組みとその有用性について 

   岡山大学病院 ME機器センター 

     ○山口 実香、岩藤 晋、坂手 克彰、益田 八千代 

 

3．  当院カテ室CEにおける機器保守管理の現状 

   財団法人倉敷中央病院 CEサービス室1) 同臨床検査科2) 同看護部3) 

   ○三宅 弘之1)、佐田 野悠1)、岡 佑一郎1)、小椋 真也1)、朝原 康介1)、平井 雪江1)、 

金谷 浩行1)、清水 速人2)、平田 弥生3) 

 

4． 経皮的心肺補助装置（PCPS）の電力供給停止を経験して 

   川崎医科大学附属病院 MEセンター 

   ○井脇 康文、佐々木 慎理、布野 潤一、山田 光樹、高山 綾 

 

5． 当院で起きたPCPSのバッテリー異常の事例 

   済生会今治病院 

     ○深田 早敏 

 

10:20～11:00 セッション2【呼吸】 

座長：独立行政法人 国立病院機構 高松医療センター 村上 成重 

島根大学医学部附属病院  MEセンター  新井 篤史 

 

6.   各社ネブライザー付酸素流量計の性能比較 

   香川県立中央病院 臨床工学科 

   ○入谷 信行、大谷 拓也、福原 真一、堀井 孝広、野津 泰隆、須藤 巴恵、小川 昂己、 

檜原 豊、山下 和良 

 

7.   ヘルメット型マスクCASTAR“R”の使用経験 

   KKR高松病院  臨床工学科1)  KKR高松病院  呼吸器内科2)     

 ○山本 晃市1)、入谷 拓也1)、広瀬 卓哉1)、岩田 康伸1)、塩見 基1)、市川 裕久2)、 

粟井 一哉2)、荒川 裕佳子2)、森 由弘2) 

 

8.   気管切開患者用人工鼻（サーモベントT2）導入への取り組み 

     鳥取赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術課 

     ○濵本 達雄、細田 千昭、大山 勝士、中村 有志 

 

 



9． 人工呼吸器装着患者の在宅医療支援 (HST：Home medical care Support Team）に 

おける臨床工学技士の関わり 

   JA広島総合病院 

     ○田中 恵子、竹内 邦夫 

 

11:00～12:00 特別講演【Ⅱ】 

   「ICU等における人工呼吸器装着患者のフィジカルアセスメント」 

       講師：医療法人社団 田口会 新橋病院                

田口 彰一先生 

     司会：三豊総合病院 福岡 和秀 

        岡山済生会総合病院 高橋 啓歩 

 

12:00～13:00 ランチョンセミナー【Ⅲ】 

「Bridge the gaps.」 

講師：国立循環器病研究センター 臨床工学部臨床工学技士長 林 輝行様 

            司会：高松赤十字病院 光家 努 

            共催：テルモ株式会社 

 

13:00～13:40 セッション3【業務】 

座長：香川県立中央病院 小川 昂己 

医療法人尚腎会 高知高須病院  中西 栄 

 

10． 病棟、外来での脊髄電気刺激療法に対する臨床工学技士の関わり 

      岡山大学病院 

      ○玉井 克明、岩藤 晋、坂手 克彰、落葉 佑昌、高須賀 功喜 

 

11.   当院における誘発電位測定について 

      香川大学医学部附属病院 ME機器管理センター 

      ○木村 裕紀、白石 洋司、田淵 陽介、中山 智仁、竹内 直哉、武内 将起、久保 諭、 

東山 智香子、小松 崇俊 

 

12．  整形外科手術の直接介助業務を実施して 

      三豊総合病院 ＭＥサービス科 

      ○近藤 健佑、松本 恵子、近藤 千裕、石川 浩太、福岡 和秀 

 

13． 清潔野業務を含む業務拡大への取り組み 

   高松市民病院 臨床工学技科1) 循環器内科2) 泌尿器科3) 

      ○柏原 裕章1)、桒名佑恒1)、天雲史浩1)、四宮亮一1)、荒木みどり2)、藤村光則2) 

藤澤尚人3)、天野慎二3)、大森正志3) 

 

 

 

 

 

 



13:00～13:40 セッション4【業務・その他】 

座長：独立行政法人国立病院機構 善通寺病院 白川 憲之 

済生会今治病院 田邉 芳郎 

 

14． 当院におけるロボット支援手術での役割 

鳥取大学医学部附属病院MEセンター1) 鳥取大学医学部付属病院 高次集中治療部2) 

○長谷川 健吾1)、古川 英伸1)、松上 紘生1)、上野 康寿1)、佐嶋 梓1)、雑賀 真也1)、 

齋藤 憲輝1) 2) 

 

15． 当院における凍結療法について 

岡山大学病院 

○唐木 麻衣、山口 実香、高須賀 功喜、福元 輝幸 

 

16.   手術室・集中治療室における災害時アクションカードの作成 

三豊総合病院 ＭＥサービス科 

○石川 浩太、松本 恵子、近藤 千裕、近藤 健祐、白川 裕加里、福岡 和秀 

 

17． ME情報紙”MEニュース”を発行して 

医療法人医誠会 都志見病院 

○中山 航平、野村 知由樹、中野 賢治、松本 優、田村 芳生 

 

18.   徳島県の高等教育関連施設における臨床工学技士（CE）の認知に関する実態調査 

一般社団法人徳島県臨床工学技士会 組織・渉外委員会 

○福原 正史、林 博之 

 

14:30～15:20 セッション5【ペースメーカ・手術】 

座長：香川大学医学部付属病院 小松 崇俊 

広島市立広島市民病院 栗原 大典 

 

19． 当院におけるペースメーカ業務の現状と今後 

JA広島総合病院  臨床工学科 

○畑ヶ迫 真也、竹内 邦夫、曽我 嘉博、瀬尾 憲由、荒田 晋二、重田 早織 

 

20.   当院における遠隔モニタリングシステムの運用と問題 

香川県立中央病院 臨床工学科 

○福原 真一、大谷 拓也、入谷 信行、堀井 孝広、須藤 巴惠、野津 泰隆、小川 昂己、 

檜原 豊、山下 和良 

 

21.   植込みデバイス送信データの臨床工学技士による一次解析業務の現状 

岡山大学病院 

○唐木 麻衣、岩藤 晋、坂手 克彰、峠田 実香、岡田 亜由美、福元 輝幸、 

高須賀 功喜、益田 八千代 

 

 

 

 



22.   カテーテルアブレーションにおける出血指標の考察 

      愛媛大学医学部附属病院ME機器センター1) 病態情報内科学・第二内科2) 

      多賀谷 正志1)、浅木 康志1)、石原 隆史1)、杉村 直紀1)、平川 大基1)、 

児玉 香菜子1)、塚本 伶央奈1)、品部 雅俊1)、山田 文哉1)、藤井 昭2)、 

永井 啓行2) 

 

23.   手術室での脊髄電気刺激療法に対する臨床工学技士の関わり 

岡山大学病院 ME機器センター 

○落葉 佑昌、岩藤 晋、坂手 克彰、玉井 克明、古川 達也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


