
平成 29年度学術部事業報告 

学術部長 小辻 聡 

〇教育委員会主催  

 

第 8回循環器セミナー 

開催日：平成 29年 8月 13日（日） 

場 所：大宮ソニックシティホール ４階 国際会議室 

参加者：79名（内訳 会員：42名、非会員：20名、学生：1名、他県技士会員：16名） 

テキスト配布数：110部 

内 容： 

講演 1 「血行動態モニタリングの基本を学ぶ」 

          ～スワンガンツから EV1000までを俯瞰して～ 

講師:さいたま赤十字病院 高度救命救急センター 

早川 桂 先生 

講演 2 「TAVIの現状と今後 －ハートチームの大切さー」 

講師:自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科 

由利 康一 先生 

ランチョン・セミナー 「PCPSの現在・過去・未来 ～基礎から応用～」 

講師:埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター 

 澤野 誠 先生 

共催：テルモ株式会社 

講演 3 「臨床能力を高めるためのフィジカルアセスメント」 

講師:埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科 

丸岡 弘 先生 

講演 4 「心臓カテーテル検査および治療について：予定 PCIから重症例への PCIまで」 

講師:自治医科大学附属さいたま医療センター  循環器内科 

坂倉 建一 先生  

 

第 16回血液浄化セミナー 

開催日：平成 29年 10月 1日（日）  

場 所：大宮ソニックシティホール ４階 国際会議室 

参加者：148名（内訳 会員：86名、非会員：58名、学生：4名） 

テキスト配布数：200部 

内 容： 

講演 1「エコーを用いたバスキュラーアクセス管理」   

講師：飯田橋春口クリニック     

院長 春口洋昭 先生    

講演 2「透析室で考えるべき災害対策」   



講師：さいたま赤十字病院 腎臓内科     

部長 雨宮守正 先生    

ランチョンセミナー   

「地域透析室におけるフットケアと治療 ～臨床工学技士としての参加の可能性」  

講師：吉川内科医院    

理事長 吉川昌男 先生   

共催：バクスター株式会社  

講演 3「透析効率を再考する」   

講師：東京女子医科大学 臨床工学部     

 副技士長 村上淳 先生    

講演 4「新時代を迎えた透析患者の栄養管理」   

講師：東京医科大学 腎臓内科学分野     

主任教授 菅野義彦 先生    

 

第 17回人工呼吸器安全対策セミナー 

開催日：平成 30年 2月 4日（日）  

場 所：大宮ソニックシティビル 4階 市民ホール 

参加者：354名（内訳 会員：134名、非会員：219名、学生：1名） 

テキスト配布数：400部 

内 容 

講演１ 「ARDS診療ガイドライン 2016について」 

 講師：杏林大学医学部付属病院 救急医学教室 

中島 幹男 先生 

講演２ 「呼吸生理と経肺圧について」  

    講師：東京ベイ・浦安市川医療センター 臨床工学室 

宇佐見 直 先生 

メーカープレゼンテェーション ランチョンセミナー 

「補助循環 ～特に呼吸補助（ECMO）について」    

泉工医科工業株式会社 

「JMS血液ポンプシステム ECmoVAの紹介」 

株式会社ジェイ・エム・エス 

「経皮的心肺補助システム キャピオックスＥＢＳ」」 

テルモ株式会社 

「HLSカニューレについて」 

コスモテック株式会社、ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 

講演３ 「小児の呼吸管理Ｑ＆Ａ」 

 講師：埼玉県立小児医療センター 集中治療科 

植田 育也 先生 

講演４ 「重度慢性期医療における RT-Xの効果」 

 講師：富家病院 理事長 

富家 隆樹 先生 



講演５ 「在宅人工呼吸療法の安全管理は多職種による連携が必要」 

   講師：医療法人康曜会プラーナクリニック 医療技術部臨床工学科 

 阿部 博樹 先生 

 

第 17回臨床工学セミナー（第 3回実技セミナー） 

開催日：平成 30年 3月 4日（日）   

会場 ： 大宮ソニックシティビル ８階 会議室 

805号室：受付、806～809号室：実技セミナー室 

参加者：22名（会員：10名、非会員：12名、） 

テキスト配布数：なし 

主催 ： 公益社団法人埼玉県臨床工学技士会 

実技講習会社： 

フクダライフテック関東 株式会社 

帝人在宅医療 株式会社 

アイ・エム・アイ 株式会社 

フィリップス・レスピロニクス合同会社 

 

実技講習 

10:00 ～ 11:00    在宅人工呼吸器取扱い実技講習 

 

11:15 ～ 12:15    在宅人工呼吸器取扱い実技講習 

 

13:15 ～ 14:15    在宅人工呼吸器取扱い実技講習 

 

14:30 ～ 15:30    在宅人工呼吸器取扱い実技講習 

 

〇学術委員会主催  

 

第 27回埼玉臨床工学会および平成 28年度通常総会 

開催日：平成 29年 6月 4日（日）  

場 所：大宮ソニックシティホール ４階 国際会議室 

参加者：224名 

（内訳 会員：174名、非会員：35名、学生：3名、他県技士会会員：5 名、賛助企業社員：

7名） 

テキスト配布数：1050部 

内容： 

一般演題 セッションⅠ  

O‐1 特殊血液浄化療法の術式毎に、異なる指示箋を準備した試みについて 



中島 大貴   社会医療法人 壮幸会 行田総合病院 ME課 

 

O‐2 当院における災害対策の取り組み～アクションカードを用いた避難訓練～ 

山本 浚志   戸田中央腎クリニック 臨床工学科 

 

O‐3 数値解析ソフトを使用したシャント音の可視化に関する検討 

野本  亨    埼玉医科大学病院 臨床工学部 

 

O‐4 シュアプラグ ADを血液浄化療法のコネクタに用いた機能性と操作性の評価 

志村 聡郁   戸田中央総合病院 臨床工学科 

 

O‐5ニプロ社製透析用監視装置 NCV-3における過酢酸系除菌洗浄剤 

サナサイド-NXの使用評価 

萩原 豪人   （医）健正会 須田医院 臨床工学課 

 

平成 29年度 埼玉県臨床工学技士会定時総会 

 

ランチョンセミナー 

司会：岡田 浩一 先生   埼玉医科大学 腎臓内科 教授 

 

「多発性嚢胞腎の病態と治療」 

井上 勉 先生   埼玉医科大学 腎臓内科 准教授 

 

 共催：大塚製薬株式会社 

 

シンポジウム “今の CE、昔の CE～世代間のギャップはどこにある？～” 

 

S‐1 将来どのような臨床工学技士になりたいか？ 

加藤 未希   埼玉医科大学 保健医療学部 医用生体工学科 4 年生

  

S‐2 二年目の臨床工学技士が感じている理想と現実 

田中 杏実   自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床工学部 

 

S-3 世代間のギャップ ～若手の立場から～ 

柳川 拓真   さいたま赤十字病院 臨床工学技術課 

 

S‐４ 昔の ME、今の ME何が違うか？ 

岩花 妙子   獨協医科大学越谷病院 臨床工学部 

 

S‐５ 今の ME、昔の ME  ～世代間のギャップはどこにある～ 



松本  晃   上尾中央総合病院 臨床工学科 

 

一般演題 セッションⅡ 

 

O‐6 当院における在宅人工呼吸療法の停電対策と取り組み 

阿部 博樹    プラーナクリニック 医療技術部 臨床工学科 

 

O‐7 当院におけるネーザルハイフローの使用状況の調査 

長谷川 海斗  新座志木中央総合病院 臨床工学科 

 

O‐8 OptiflowJunior鼻カニューレ先端閉塞時における加温加湿器 PMH8000の動作検証 

菊池 安己    埼玉医科大学病院 臨床工学部 

 

O-9 人工呼吸器の駆動音の比較検討 

小暮 佳央里  獨協医科大学越谷病院 臨床工学部 

 

O‐10 当院の内視鏡室における Capnostream 20Pの使用経験について 

山田 拓洋    新座志木中央総合病院 臨床工学科 

 

一般演題 セッションⅢ 

 

O‐11 病棟の 1通のインシデントレポートが全国レベルの医療機器の改善につながった

1例 

楠本 雅哉   自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床工学部 

 

O‐12 病院移転における臨床工学技士の関わり 

小林 正幸   埼玉県立小児医療センター 臨床工学部 

 

O‐13 パルスオキシメータにおける感染対策への取り組み 

見上  純    社会医療法人 さいたま市民医療センター 臨床工学科 

 

O‐14 安全かつ実用的な PCPS運用の工夫 

金澤 健太   自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床工学部 
 

O‐15 冠動脈穿孔症例の検討 

加藤 和也   埼玉県立循環器・呼吸器病センター 臨床工学部 

 

O‐16 当院の臨床工学科における実習生に対する取り組み 

高橋 絢香   新座志木中央総合病院 臨床工学科 

 



O‐17 磁場式ナビゲーションにおける伏臥位症例の金属干渉軽減における取り組み 

大野 慶伍   上尾中央総合病院 臨床工学科 呼吸循環 

 

 

 

〇教育委員会・学術委員会合同会議（5回） 

平成 29年  4月  6日 第 1回教育委員会・学術委員会合同会議 

平成 29年  6月  8日 第 2回教育委員会・学術委員会合同会議 

平成 29年  8月 31日 第 3回教育委員会・学術委員会合同会議 

平成 29年 11月  7日 第 4回教育委員会・学術委員会合同会議 

平成 30年  1月 16日 第 5回教育委員会・学術委員会合同会議 

 

 

学術部員 

担 当     氏 名           勤 務 先 

学術部長     小辻 聡       シャローム病院 

学術委員長     中嶋康仁       埼玉県立循環器・呼吸器病センター 

学術副委員長     中島 要       さいたまほのかクリニック 

学術委員     山中 望       防衛医科大学校 

学術委員     後藤 悟       さいたま市民医療センター 

学術委員     梶 真悠子       東京都健康長寿医療センター 

学術委員     小澤友也       康正会総合クリニック 

学術委員     齋木啓太       さいたま赤十字病院 

学術委員     榊田真一       埼玉県立小児医療センター 

学術委員     樺澤寛二       埼玉医科大学病院 

学術委員     前田孝雄       古河赤十字病院 

教育委員長     新井実延       北里大学メディカルセンター 

教育副委員長     小久保 領       自治医科大学附属さいたま医療センター 

教育委員     渡邊哲広       獨協医科大学越谷病院 

教育委員     永井美和子             鴻巣血管外科クリニック  

教育委員     西川 徹             世田谷神経内科病院 

 

 

 

 

 


