
第12回中四国臨床工学会 演題採択一覧

演題番号 セッション名 発表形式 演題名 筆頭演者 筆頭演者所属機関

BPA-001 BPA一般 口演 全国調査結果より示唆された非医療従事者に対するパルスオキシメータの安全で正しい使用方法普及の必要性 今田 寛人 広島赤十字・原爆病院 臨床工学課

BPA-002 BPA一般 口演 COVID-19ワクチンが血液データに与える影響 石川 尚輝 KKR高松病院 血液浄化センター

BPA-003 BPA一般 口演 低流量ガス使用時における加温加湿器MR850の性能評価 妹尾 知怜 徳島大学病院 医療技術部 臨床工学技術部門

BPA-004 BPA一般 口演 腹水濾過濃縮再静注法における発熱と原疾患および濃縮率との関連性の検討 小坂 亮太 島根大学医学部附属病院 MEセンター

BPA-005 BPA一般 口演 CRRT透析液・補充液における重炭酸ナトリウムの経時的変化に関する実験的検討 上田 恭平 岡山大学病院 臨床工学センター

BPA-006 BPA一般 口演 常温穿刺針と加温穿刺針使用時の痛みの比較 伊藤 綾香 医療法人住友別子病院臨床工学室

BPA-007 BPA学生 口演 HFNC（High Flow Nasal Canula）におけるマスク着用有無および吸気流速がCO₂洗い出し効果へ及ぼす影響 山本 玲華 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床工学専攻

BPA-008 BPA学生 口演 人工呼吸器サーボｉとトリロジーＯ₂の同換気条件下におけるモデル肺を用いた換気量の分析 實谷 佳奈子 川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科

BPA-009 BPA学生 口演 踏切周辺の電界環境測定によるに埋込型医療機器利用者の安全な待機方法に関する一考察 香川 弓奈 川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科

BPA-010 BPA学生 口演 PWSを用いた新たな抜針検知法について 樋本 渚生 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科

BPA-011 BPA学生 口演 ピストンポンプシングルニードル透析における有効血流量の最適化を目的とした駆動条件の評価 山下 里佳 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科

BPA-012 BPA学生 口演 推定フィルター流量と推定返血流量を用いた抜針検知法の開発 松本 萌那 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科

O-001 教育・組織① 口演 PIT-2を用いた人工心肺操作技術向上の取組み 菅野 司 愛媛大学医学部附属病院 ME機器センター

O-002 教育・組織① 口演 CIEDs対応スタッフ育成方法の検討 難波 宏太 岡山大学病院医療技術部臨床工学センター

O-003 教育・組織① 口演 機器管理業務を外部委託することで発生する業務量軽減効果と費用対効果の検討 芝田 圭佑 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター

O-004 教育・組織① 口演 科内情報共有ツールの作成 ～QCサークル活動を行なって～ 錦織 伸司 島根県立中央病院 臨床工学科

O-005 内視鏡① 口演 当院内視鏡センターにおける臨床工学技士の役割 百田 聡 岡山済生会総合病院臨床工学科

O-006 内視鏡① 口演 院内の内視鏡感染管理体制の取り組み 大澤 宗太郎 川崎医科大学総合医療センター MEセンター

O-007 内視鏡① 口演 ERCP後膵炎発症に関連する因子の検討 毛利 洋久 KKR高松病院 臨床工学科
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O-008 内視鏡① 口演 ESD時の牽引クリップの作成・活用～CE視点からの着想～ 高橋 祐樹 医療法人住友別子病院 診療部臨床工学室

O-009 内視鏡① 口演 リドカインスプレーの基板付着により内視鏡ビデオプロセッサが故障した一例 牧 千恵美 津山中央病院 臨床工学部

O-010 手術室① 口演 外視鏡の導入に伴う開頭腫瘍摘出術における磁場式ナビゲーションの導入と有用性について 眞田 笑吉 杏林大学医学部付属病院 臨床工学室

O-011 手術室① 口演 磁場式ナビゲーションシステムの磁場領域内における金属類が及ぼす影響度についての検証 岡﨑 義 鳥取市立病院

O-012 手術室① 口演 側弯症手術中にリファレンスの経頭蓋MEP波形が消失し術後麻痺を生じた１例 渡辺 瑞季 徳島大学病院 医療技術部 臨床工学技術部門

O-013 手術室① 口演 進行期パーキンソン病のDATにおける当院臨床工学技士のかかわり 高須賀 功喜 倉敷平成病院 臨床工学科

O-014 手術室① 口演 もやもや病のバイパス術後の脳動脈瘤出血に対するトラッピング術において、術中画像支援が有用であった1例 野澤 隆志 杏林大学医学部付属病院 臨床工学室

O-015 手術室① 口演 当院の脳神経外科手術における術中神経モニタリングの取り組みについて ～CEとMTによるタスクシェア～ 坂本 和則 高知大学医学部附属病院 医療技術部 臨床工学部門

O-016 血液浄化① 口演 血液浄化回路における⾧時間連続運転時の圧負荷がポンプセグメント部の劣化に及ぼす影響 松浦 巧 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床工学専攻

O-017 血液浄化① 口演 中空糸閉塞率に対する圧力損失ついて 石割 敦也 徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科

O-018 血液浄化① 口演 血液透析患者に対する持続血糖モニターの測定精度の検討 阿波加 和美 医療法人社団仁明会 おさふねクリニック

O-019 血液浄化① 口演 透析液排水基準を考慮した塩類除去洗浄剤の評価 浅田 昂佑 小畑醫院

O-020 血液浄化① 口演 溶解装置不具合時に使用する緊急用送液タンクの管理方法の検討 福留 悠樹 社医)川島会 川島病院

O-021 血液浄化① 口演 AVGにおけるPTA前後のVA機能と開存期間の関連性について 仙頭 正人 高知高須病院 臨床工学部

O-022 機器管理・医療安全① 口演 パルス方式キセノン紫外線照射ロボット使用時における火災報知器の誤作動原因の検討 島根 輝弥 島根大学医学部附属病院MEセンター

O-023 機器管理・医療安全① 口演 ATP値の比較によるウォッシャブルカフの有用性 谷口 雄登 住友別子病院診療部臨床工学室

O-024 機器管理・医療安全① 口演 当院の運用に適した医療機器管理システムの開発 山本 将太 山口県済生会下関総合病院 臨床工学科

O-025 機器管理・医療安全① 口演 医療機器管理システムの導入と今後の運用について 白川 憲之 （独）国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター

O-026 機器管理・医療安全① 口演 シリンジポンプ・輸液ポンプ新機種選定における重要項目に関する考察 ⾧谷川 竜馬 島根大学医学部附属病院 MEセンター
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O-027 機器管理・医療安全① 口演 流量制御式輸液ポンプの輸液セット装着手技改善に関する研究 前納 怜奈 広島国際大学保健医療学部医療技術学科臨床工学専攻

O-028 循環器① 口演 神経刺激装置を留置している患者に対してペースメーカ植え込みを施行した1例 中島 大地 医療法人 住友別子病院 診療部 臨床工学室

O-029 循環器① 口演 ステント留置部の冠動脈瘤に対してPCIを行った一例 黒田 晋之介 地方独立行政法人 下関市立市民病院 臨床工学部

O-030 循環器① 口演 静脈リザーバー容量を精確に数値化するための新たな計測技術の開発 中嶋 萌 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科

O-031 循環器① 口演 人工心肺装置の更新に伴う安全性の見直しとトラブルシューティングの実施 瀬津 健太郎 山口大学医学部附属病院 ME機器管理センター

O-032 循環器① 口演 内臓逆位症を伴う心室中隔欠損症の体外循環を経験した症例 髙浪 大地 岡山大学病院臨床工学センター

O-033 循環器① 口演 大動脈遮断時間による心筋保護効果の検討 冨貞 公貴 山口大学医学部附属病院ME機器管理センター

O-034 集中治療 口演 ECMOプライミング後の回路⾧期保管における無菌評価に関する検討 藤本 知也 心臓病センター榊原病院

O-035 集中治療 口演 循環補助装置CARDIO HELPの使用経験 枝廣 陸
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨床工

学部 体外循環技術室

O-036 集中治療 口演 COVID-19患者のPrimary ECMO TransportにおけるCEの役割と課題 岡田 真澄 岡山大学病院 臨床工学センター

O-037 集中治療 口演 体外式連続流VADバイオフロートの使用経験 古川 英伸 鳥取大学医学部附属病院MEセンター

O-038 集中治療 口演 当院におけるエンドトキシン吸着除去療法(PMX-DHP)導入プロトコル確立の経験 秋本 恵理子 鳥取県立中央病院臨床工学室

O-039 集中治療 口演 高トリグリセリド血症に対して血漿交換を施行しTMP上昇を来した一例 平良 竣也
徳島大学病院 医療技術部 臨床工学技術部門 ME管理セン

ター

O-040 血液浄化② 口演 感染症指定医療機関ではない当院で発生したCOVID-19感染の対応 植本 健太 社会医療法人 鴻仁会 岡山中央病院 臨床工学技士

O-041 血液浄化② 口演 外来維持透析患者における定期体液量評価の取り組み 小林 祐稀
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨床

工学部 血液浄化技術室

O-042 血液浄化② 口演 アフィン変換を用いたバスキュラーアクセス管理画像と前腕画像の重ね合わせ 池内 咲 徳島文理大学保健福祉学部臨床工学科

O-043 血液浄化② 口演 推定フィルター流量と推定返血流量を用いた透析回路異常検知法の考案 谷口 葵 川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科

O-044 血液浄化② 口演 日機装社製透析装置透析量モニターの臨床評価 白石 悠介 社会医療法人 鴻仁会 岡山中央病院 臨床工学技士

O-045 血液浄化② 口演 睡眠時無呼吸症候群が疑われる高血圧症合併透析患者への介入効果 山本 真裕 重井医学研究所附属病院
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O-046 循環器② 口演 家庭用光脱毛器から放射される電界の測定による埋込型医療機器へ与える影響に関する研究 高岡 朋徳 川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科

O-047 循環器② 口演 植込み型心臓電気デバイス患者に陽子線治療を施行した3例～追加報告～ 万殿 敏文 津山中央病院臨床工学部

O-048 循環器② 口演 当院の植込み型心臓モニタの不整脈の検出状況について 堀川 卓志 高松赤十字病院 医療技術部 臨床工学課

O-049 循環器② 口演 心臓植え込み型電気デバイスの植込み・交換術後患者説明改善の取り組み 橋本 美和 愛媛大学医学部附属病院 ME機器センター

O-050 循環器② 口演 心臓植込みデバイスにおける遠隔モニタリングの管理方法の見直し 有芳 友美 岡山済生会総合病院

O-051 循環器② 口演 CIED業務のタスクシェアを目指したSOP作成と医師の業務負担軽減効果の検討 柏木 太陽 川崎医科大学総合医療センターMEセンター

O-052 呼吸療法① 口演 パッシブ回路NPPVにおけるVBH100の加湿性能の検討 橋本 悠平 愛媛大学医学部付属病院 診療支援部 ME機器センター

O-053 呼吸療法① 口演 ネーザルハイフローでの加温加湿器MR850とVHB200の加湿性能の比較検討 林田 賢樹 山口大学医学部附属病院 ME機器管理センター

O-054 呼吸療法① 口演 気管内吸引およびカフ形状が垂れ込み量へ及ぼす影響について 平石 愛莉 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床工学専攻

O-055 呼吸療法① 口演 当院での在宅HFNCにおける臨床工学技士の役割 青野 宏樹 公立学校共済組合四国中央病院臨床工学科

O-056 呼吸療法① 口演 高気圧酸素療法業務の立ち上げとその1年後の報告 松本 沙貴 倉敷成人病センター臨床工学科

O-057 呼吸療法① 口演 人工鼻管理と加温加湿器管理の後方視的観察研究 徳田 七瀬 岡山大学病院 医療技術部 臨床工学部門

O-058 医工連携・基礎研究① 口演 腹水濾過濃縮再静注療法（CART）の専用装置（e-CART）の開発 福原 正史 公立学校共済組合四国中央病院 医務局 臨床工学科

O-059 医工連携・基礎研究① 口演 リアルタイムクリアランス評価を目的としたビタミンB2濃度測定センサの開発と精度の向上 佐藤 悠人 川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科

O-060 医工連携・基礎研究① 口演 非観血式血圧計腕帯空気漏れ検出器Emoraの生体情報モニタ非観血式血圧計での有用性 元山 明子 中国電力株式会社 中電病院 ME管理室

O-061 医工連携・基礎研究① 口演 曲がりダクトの音響減衰量の把握 鳥澤 克之 徳島文理大学臨床工学科

O-062 医工連携・基礎研究① 口演 小規模な密閉空間を用いた吸音率の測定 山下 侑花 徳島文理大学保健福祉学部臨床工学科

O-063 医工連携・基礎研究① 口演 家庭で利用可能な神経障害の検査ツールの開発 藤井 朋子 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床工学専攻

O-064 手術室② 口演 低侵襲手術時代におけるロボット外科手術の臨床工学技士の役割について 坂東 直紀 徳島大学病院 医療技術部 臨床工学技術部門
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O-065 手術室② 口演 眼科手術領域における臨床工学技士の役割 高橋 彩 倉敷成人病センター 臨床工学科

O-066 手術室② 口演 当院における手術室業務の現状と課題 ⾧谷川 ひとみ 松江赤十字病院医療技術部臨床工学課

O-067 手術室② 口演 電気メスペンシルの滅菌前点検介入とディスポーザブル製品導入の検討 林 聖那 川崎医科大学附属病院 MEセンター

O-068 手術室② 口演 臨床工学技士によるロボット支援下内視鏡手術の器械出し業務の現状報告 河内 充
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨

床工学部 体外循環技術室

O-069 手術室② 口演 当院の整形外科手術領域における臨床工学技士の取り組み 西別府 誠也 岡山済生会総合病院 臨床工学科

O-070 循環器③ 口演 VIPをきっかけに遅延する室房伝導を伴う持続しないPMTの１例 崎山 貴也 島根大学医学部附属病院 MEセンター

O-071 循環器③ 口演 リードレスペースメーカー植え込み術直後にペーシングレート依存性ペーシング不全をきたした1例 松尾 光徳 社会医療法人真泉会 今治第一病院 臨床工学技士

O-072 循環器③ 口演 抜去困難症例へのアプローチ ～抜去不成功症例から考える～ 清水 亮 鳥取大学医学部附属病院MEセンター

O-073 循環器③ 口演 左脚エリアペーシングの波形変化に陽極側捕捉が発生していると考えられた1例 金子 寛昭 香川県立中央病院 臨床工学部

O-074 循環器③ 口演 PV - Cryoablationにおける圧波形を用いた閉塞評価について 林 佑樹 鳥取大学医学部附属病院 ＭEセンター

O-075 循環器③ 口演 PVC ablation時のpace mapにおけるPattern MuchとContinuous Mapの有用性 西山 宏徳 岡山大学病院 医療技術部 臨床工学部門

O-076 血液浄化③ 口演 穿刺針17G以下の設定血流量に対する実流量について 須崎 聖人 徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科

O-077 血液浄化③ 口演 シングルニードル透析の透析効率評価を目的としたインジゴカルミン濃度センサの開発と時間分解能の向上 鳥谷 和輝 川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科

O-078 血液浄化③ 口演 ピストンポンプシングルニードル透析(PP-SND)における電磁弁駆動タイミングの最適化 林 凌平 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科

O-079 血液浄化③ 口演 透析患者の超音波診断装置おける正中神経断面積はCTSのリスク評価に使用できるか 平井 沙季 KKR高松病院

O-080 血液浄化③ 口演 ⾧期留置カテーテルの隔壁破損により高カリウム血症を来した一例 金崎 俊介 医療法人滉陽会のぐち内科クリニック透析室

O-081 血液浄化③ 口演 前希釈オンラインHDFにおける小分子除去効率の指標について 小川 晋平 医療法人尚腎会 高知高須病院 臨床工学部

P-001 呼吸療法② ポスター 加温加湿器の併用による人工鼻の閉塞検証 早澤 隼 徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科

P-002 呼吸療法② ポスター 当院における在宅酸素療法業務に関する臨床工学技士の関わり 隅中 智太 倉敷中央病院 臨床工学部

更新日：2022年8月14日
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P-003 呼吸療法② ポスター 在宅医療の関係者における人工呼吸器への意識と関与状況の把握 淺原 佳江 岡山理科大学 医用科学教育センター

P-004 呼吸療法② ポスター 人工呼吸器装着中患者に対する業務拡大への取り組み 石井 千昭 鳥取赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術課

P-005 手術室③ ポスター 手術室医療機器の一括管理関与の現状と展望 藤原 宏成 岡山大学病院 臨床工学センター

P-006 手術室③ ポスター 患者管理無痛法用輸液ポンプを用いた周術期管理における臨床工学技士業務の構築について 坂東 直紀 徳島大学病院 医療技術部 臨床工学技術部門

P-007 手術室③ ポスター 故障履歴から見た当院の内視鏡手術システムの保守管理について 前田 知也  岡山済生会総合病院 臨床工学科

P-008 手術室③ ポスター 当院におけるvNOTES（経膣的内視鏡手術）の運用と臨床工学技士の役割 諏訪 裕子 一般財団法人 倉敷成人病センター

P-009 血液浄化④ ポスター 回路内圧の影響によるシリンジ内薬液量変化 岡 聡史 徳島文理大学保健福祉学部臨床工学科

P-010 血液浄化④ ポスター 透析回路内の気泡発生を予防する加圧プライミングについて 浜田 大諒 徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科

P-011 血液浄化④ ポスター 当院における透析センター業務の効率化 石森 幸治郎 川崎医科大学総合医療センターMEセンター

P-012 血液浄化④ ポスター 透析室における光線力学的療法（PDT）を施行した維持透析患者への対応 小林 誠司
徳島大学病院 医療技術部 臨床工学技術部門 ME管理セン

ター

P-013 集中治療・周術期 ポスター 術後疼痛管理チームにおける臨床工学技士の役割 加藤 光貴 岡山大学病院臨床工学センター

P-014 集中治療・周術期 ポスター 当院臨床工学課の救急病床業務への参入に向けた取り組み 大本 優之 大田記念病院臨床工学課

P-015 集中治療・周術期 ポスター COVID-19重症患者のECMO導入に伴う院内搬送シミュレーションを実施して 森西 啓介
徳島大学病院 医療技術部 臨床工学技術部門 ME管理セン

ター

P-016 集中治療・周術期 ポスター 他施設連携したCOVID-19感染症患者へのVV-ECMO導入経験 西村 友香 岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院臨床工学科

P-017 集中治療・周術期 ポスター 重症心不全患者の防災ヘリを用いたV-AECMO Transportの経験 池田 慶三
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨床工

学部

P-018 教育・組織② ポスター 世界的パンデミックによる透析用血液回路の供給停止～運用変更をBCRP（事業継続と復旧計画）で克服～ 福原 正史 公立学校共済組合四国中央病院 透析センター 臨床工学科

P-019 教育・組織② ポスター 心臓カテーテル室コメディカルスタッフ対象の勉強会＆シミュレーションを行って 安部 貴大 鳥取県立中央病院 医療技術局 臨床工学室

P-020 教育・組織② ポスター 臨床工学技術部門における研究マネジメントの戦略と実践について 大西 芳明 徳島大学病院 医療技術部 臨床工学技術部門

P-021 教育・組織② ポスター COVID-19と共に歩んできた2年間 ～新人臨床工学技士がCOVID-19対応の経験を通して学んだこと～ 玉井 駿一 倉敷中央病院臨床工学部

更新日：2022年8月14日
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P-022 手術室④ ポスター 手術器具を介するプリオン病二次感染予防策の取り組み 塩見 基 大田記念病院臨床工学課

P-023 手術室④ ポスター 臨床工学技士による胸腔鏡スコープオペレーター業務の開始と現状 河原 聖志 国家公務員共済組合連合会 吉島病院ME科

P-024 手術室④ ポスター 人工関節手術支援ロボット「ROSA Kneeシステム」におけるCEの業務介入とその効果の検証 菅田 岳洋 川崎医科大学附属病院 MEセンター

P-025 手術室④ ポスター 常勤麻酔科医師不在時における麻酔補助業務を行った経験 高須賀 功喜 倉敷平成病院 臨床工学科

P-026 血液浄化⑤ ポスター 超音波診断装置の違いによる機能評価の検討 岩田 康伸 KKR高松病院

P-027 血液浄化⑤ ポスター 血液浄化における脱血不良時の実流量について 望月 かな 徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科

P-028 血液浄化⑤ ポスター 作業環境がプライミング作業中のストレスに及ぼす影響 寺岡 拓哉 徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科

P-029 血液浄化⑤ ポスター 血液浄化療法室における透析装置の洗浄剤変更 國本 未沙希 岡山済生会総合病院 臨床工学科

P-030 血液浄化⑤ ポスター 透析液溶解装置、供給装置のオーバーホール後の早期清浄化のための工夫 村田 竜司 (医)清陽会 ながけクリニック

P-031 機器管理・医療安全② ポスター 二相性除細動器のエネルギー出力時の漏れ電流の観測 小林 満貴 岡山理科大学理学部応用物理学科

P-032 機器管理・医療安全② ポスター 医療機器管理システムと輸液ポンプ動作履歴を組み合わせた稼働率算出への取り組み 吉山 潤一 中国電力株式会社 中電病院 ME管理室

P-033 機器管理・医療安全② ポスター 当院における輸液・シリンジポンプ定期点検移行について 藤井 茜 独立行政法人 岡山医療センター 医療機器管理室

P-034 機器管理・医療安全② ポスター ME機器中央管理システムの開発におけるUHF帯RFIDの検討 玉川 沙耶 鳥取市立病院 臨床工学部

P-035 機器管理・医療安全② ポスター Covid-19の感染拡大による感染管理機器の中央管理化への取り組み 西尾 裕華子 高知大学医学部附属病院 医療技術部 臨床工学部門

P-036 血液浄化⑥ ポスター 個人用透析装置の透析液清浄化へ向けた取り組み -給水管自動洗浄システムを導入して- 小椋 真也
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨

床工学部 血液浄化技術室

P-037 血液浄化⑥ ポスター 岡山県における透析液清浄化に関するアンケート調査結果の報告 白髪 裕二郎 一般社団法人岡山県臨床工学技士会血液浄化委員会

P-038 血液浄化⑥ ポスター 血液透析療法におけるアルブミン漏出量の検討 ～ふるい係数を用いた向流操作と並流操作の検討～ 松下 侑未 徳島文理大学 保健福祉学部 臨床工学科

P-039 血液浄化⑥ ポスター 抜針事故の検知を目的とした静脈圧監視法の出血からみた問題点 近藤 俊平 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科

P-040 循環器④ ポスター Coherent mapの有用性を評価できた心房頻拍2症例 金子 寛昭 香川県立中央病院 臨床工学部

更新日：2022年8月14日
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P-041 循環器④ ポスター CIEDのハイブリッド式無線エネルギー伝送システムの検討 －エネルギー伝送効率の検討－ 川島 優里
常翔学園 広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床

工学専攻

P-042 循環器④ ポスター CareLink SmartSyncデバイスマネージャー導入で得た経験 大西 啓太 岡山大学病院 医療技術部 臨床工学センター

P-043 循環器④ ポスター 当院におけるCIEDs患者に対するＭＲＩ撮像の現状について 森田 慎太朗
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院

臨床工学科

P-044 血液浄化⑦ ポスター レオカーナを使用して下肢救済に貢献できた１例 藤井 康行 独立行政法人 地域医療機能推進機構 徳山中央病院 臨床工学部

P-045 血液浄化⑦ ポスター COVID-19の影響による血液回路の供給不能で代替血液回路を使用した経験 松田 卓也 医療法人 仁栄会 島津病院 臨床工学科

P-046 血液浄化⑦ ポスター 当院における新型コロナウイルス感染症患者に対する血液浄化療法について 内村 駿 松江赤十字病院

P-047 血液浄化⑦ ポスター APD装置の機種変更を経験して 濵田 あすか 医療法人尚腎会 高知高須病院 臨床工学部

P-048 手術室⑤ ポスター 手術用顕微鏡システムORBEYEの導入経験 古川 達也 岡山大学病院臨床工学センター

P-049 手術室⑤ ポスター 臨床工学技士による整形外科手術中の誘発電位測定に関して 宮下 祐紀 香川大学医学部附属ME機器管理センター

P-050 手術室⑤ ポスター 手術用ロボット手術ユニットhinotori導入を経験して 小西 雄貴 鳥取大学医学部附属病院MEセンター

P-051 手術室⑤ ポスター 帯状疱疹後神経痛に対して脊髄刺激療法に臨床工学技士が携わった経験 樽井 慎 社会医療法人全仁会倉敷平成病院 臨床工学科

P-052 手術室⑤ ポスター 手術ナビゲーションシステム Stealth Station S8の導入経験 平松 脩 川崎医科大学附属病院 MEセンター

更新日：2022年8月14日


