
プログラム

委員会企画 1　10 月 1 日（土）15:10 ～ 16:10
座長：友森  涼平（倉敷中央病院）

：上田  恭平（岡山大学病院）
Y-CUP 委員会
　「緊急記者会見！各県技士会の実態と Z 世代の本音」

緊急記者会見！各県技士会の実態と Z 世代の本音
山田  健留　岡山済生会総合病院（岡山県 Y-CUP 委員会）  臨床⼯学科
鈴⽊  雄揮　下関市立市民病院（山口県 Y・ボード担当）  臨床⼯学部
福島  成文　島根県立中央病院（島根県 Y・ボード担当）  臨床⼯学科
小野  達也　医療法⼈住友別子病院（愛媛県 Y・ボード担当）  臨床⼯学室
山下  翔　社会医療法⼈川島会 　川島病院（徳島県 Y・ボード担当）  臨床⼯学部

グラフィックレコーダー
岡田  未奈　済生会西条病院 （公益社団法⼈  日本臨床⼯学技⼠会  ⼈材活性化委員会 ）  医療機器管理室

委員会企画 2　10 月 1 日（土）16:15 ～ 17:15
座長：小野  淳一（( 一社）岡山県臨床工学技士会  会長）

：宮崎  昌彦（( 一社）愛媛県臨床工学技士会  会長）

日本臨床工学技士連盟
　臨床工学技士の未来を作る方法～想いをカタチにする～

臨床工学技士の未来を作る方法～想いをカタチにする～
肥田  泰幸　日本臨床⼯学技⼠連盟・理事長  東都大学  幕張ヒューマンケア学部  臨床⼯学科  助教

福岡県臨床工学技士連盟設立の必要性と活動内容
有田  誠一郎　福岡県臨床⼯学技⼠連盟・理事長　福岡県臨床⼯学技⼠会・会長　福岡記念病院　臨床⼯学室

委員会企画 3　10 月 1 日（土）13:00 ～ 14:00
座長：水津  英仁（川崎医科大学附属病院）

：深津  達弥（倉敷中央病院）　　　　

循環 ME 委員会
タスクシフト・シェアを見据えた臨床工学技士の清潔補助業務について

内視鏡外科分野における臨床工学技士の業務について
藤原  零⼠　医療法⼈住友別子病院  診療部臨床⼯学室  手術部門主任

整形外科領域における清潔補助業務について
横田  真也　公益財団法⼈操風会岡山旭東病院  臨床⼯学課  副主任
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EVT，TAVI における清潔補助業務について
竹内  凌　社会医療法⼈社団十全会  心臓病センター榊原病院  臨床⼯学科

PCI，VAIVT における清潔補助業務について
森川  大地　JA 山口厚生連  周東総合病院  臨床⼯学科

委員会企画 4　10 月 2 日（日）13:25 ～ 15:30
座長：河合  基夫（岡山旭東病院）

：岡本  大輔（倉敷中央病院）

組織率向上＆会員活性化委員会合同企画
　臨床工学技士の SDGs を考える～持続可能な職種となるために～

臨床工学技士の SDGs を考える～持続可能な職種となるために～
肥田  泰幸　日本臨床⼯学技⼠連盟・理事長  東都大学  幕張ヒューマンケア学部  臨床⼯学科  助教
青⽊  郁香　日本臨床⼯学技⼠会  専務理事・業務部長

臨床工学技士の可能性は無限大！
福田  勇司　島根県臨床⼯学技⼠会・会長  松江赤十字病院  医療技術部  臨床⼯学課  課長

告示研修と SDGs
佐々⽊  慎理　川崎医科大学附属病院  ME センター  主任

臨床工学技士の SDGs を考える～麻酔科医アシスタント業務への取り組み～
光家  努　香川大学医学部附属病院  臨床⼯学部  副部長 / 技⼠長

消化器内視鏡領域の未来は？　～ SDGs（持続可能）な領域となるために～
上田   貴美子　済生会吉備病院  臨床⼯学科 主査

委員会企画 5　10 月 2 日（日）9:00 ～ 10:00
座長：堀  純也（岡山理科大学）　

：藤原  弘昌（鳥取市立病院）

中四国臨床工学技士会連絡協議会　学術委員会
　中四国臨床工学会 BPA 受賞者が語る研究のノウハウ

中四国臨床工学会 BPA 受賞者が語る研究のノウハウ
福原  真一　川崎医療福祉大学  医療技術学部  臨床⼯学科  講師

BPA に輝くためのコツ―臨床的疑問の粒を研究―
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  統括主任  透析センター  副センター長

研究発表への取り組みで重要なことは！？
宮本  照彦　医療法⼈  中央内科クリニック  診療技術部長

― 19 ―

第1会場

第3会場



委員会企画 6　10 月 2 日（日）10:05 ～ 11:05
座長：阿波加  和美（おさふねクリニック）　　　　　

：畑  秀治（神戸市立医療センター中央市民病院）

meRcom 委員会
　男女が共に活躍できる社会へ～あなたらしい Work ＆ Life Balance を！～

あなたらしい Work & Life Balance
上田  貴美子　済生会吉備病院  臨床⼯学科

男女共同参画社会の実現に向けて
松本  恵子　三豊総合病院  臨床⼯学部  副部長

男女が共に活躍できる社会へ～あなたらしい Work ＆ Life Balance を！～
   WLB 向上に向けた当院の取り組み
齋藤  真澄　倉敷中央病院  医療技術部  技師長

育児休業を取得した経験
杉原  克彦　島根県立中央病院  臨床⼯学科

委員会企画 7　10 月 2 日（日）13:25 ～ 14:25
座長：濱田  あすか（高知高須病院）　　　　

：白髪  裕二郎（川崎医科大学附属病院）

血液浄化委員会　
　腎代替療法を紡ぐ～腹膜透析って何？ CE としてできることは？～

臨床工学技士の腹膜透析業務～ Dr から CE に対して紡ぐこと～
山内  佑　川崎医科大学附属病院  腎臓・高血圧内科学講師

臨床工学技士の腹膜透析業務～ Ns から CE に対して紡ぐこと～
中谷  久美　川崎医科大学附属病院  腎センター  看護師

臨床工学技士の腹膜透析業務～ CE から CE に対して紡ぐこと～
吉川  史華　川崎医科大学附属病院  ME センター  主任臨床⼯学技⼠

スポンサードセミナー 01　第 1 会場　10 月 1 日（土）　14:05 ～ 15:05
座長：北原  崇之（重井医学研究所附属病院）

透析液濃度測定の標準化と血液ガス分析装置による透析液濃度管理のポイント
　～透析液の性質を理解する～
清⽔  康　元町 HD クリニック
共催：シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
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スポンサードセミナー 02　第 1 会場　10 月 1 日（土）16:15 ～ 17:15
座長：山下  由美子（倉敷成人病センター）

～進歩を続ける麻酔器始業点検～進化の歴史　フルデジタル麻酔器の今！
1. 麻酔器始業点検，進化と歴史

高橋  正邦　高知大学医学部附属病院  医療技術部  臨床⼯学部門
2. 最新の麻酔器始業点検，手順とポイント

山田  健留　岡山済生会総合病院  臨床⼯学科
共催：フクダ電子岡山販売株式会社

スポンサードセミナー 03　第 1 会場　10 月 1 日（土）17:20 ～ 18:20
座長：光家  努（香川大学医学部附属病院）

周術期における血行動態モニターの有用性～臨床工学技士の視点から～
岩田  敬治　松江赤十字病院  臨床⼯学課
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

スポンサードセミナー 04　第 2 会場　10 月 1 日（土）13:00 ～ 14:00
座長：齋藤  真澄（倉敷中央病院）

医療機器の次世代管理　医療機器の動きを可視化する ～ APM の取り組み～
一政　雄輔　GE ヘルスケア・ジャパン株式会社  エジソン・ソリューション本部
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

スポンサードセミナー 05　第 2 会場　10 月 1 日（土）14:05 ～ 15:05
座長：佐々木  慎理（川崎医科大学附属病院）

医療機器で紡ぐ在宅医療への関わり
佐々⽊  恵　川崎医科大学総合医療センター  ME センター
共催：フクダライフテック中国㈱

スポンサードセミナー 06　第 2 会場　10 月 1 日（土）15:10 ～ 16:10
座長：田尾  伸幸（岡山済生会総合病院）

通信機能を搭載した輸液ポンプ （IP-100）の遠隔監視の重要性と課題
長野  準也　済生会松山病院  臨床⼯学部
共催：株式会社 ジェイ・エム・エス
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スポンサードセミナー 07　第 2 会場　10 月 1 日（土）16:15 ～ 17:15
座長：齋藤  真澄（倉敷中央病院）

遠隔医療を活用した PD 実践と CE の役割
角谷  裕之　川崎医科大学附属病院  腎臓内科講師
共催：バクスター株式会社

スポンサードセミナー 08　第 2 会場　10 月 1 日（土）17:20 ～ 18:20
座長：岡田  恒典（高知医療センター）

各種アフェレシス療法の実際　～ CRRT・血漿交換・CART ～
CRRT の基礎と実際～今後の展望～
白石  理　住友別子病院  診療部  臨床⼯学室

各種アフェレシス療法の実際　～ CRRT・血漿交換・CART ～
血漿交換療法の基礎と実際
藤谷  晃　県立広島病院  臨床⼯学科

CART について考える
藤原  千尋　岡山大学病院臨床⼯学センター
共催：旭化成メディカル株式会社

スポンサードセミナー 09　第 3 会場　10 月 1 日（土）14:05 ～ 15:05
座長：山下  由美子（倉敷成人病センター）

内視鏡手術機器の点検がもたらす安全性とコスト削減
島田  俊樹　医療法⼈豊田会刈谷豊田総合病院  診療技術部 臨床⼯学科

内視鏡手術機器の点検がもたらす安全性とコスト削減
山下  由美子　一般財団法⼈  倉敷成⼈病センター  臨床⼯学科
共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社

エム・シー・メディカル株式会社

スポンサードセミナー 10　第 4 会場　10 月 1 日（土）14:05 ～ 15:05
座長：中島  康佑（心臓病センター榊原病院）

当施設における ECMO 管理あれこれ
宮本  聡史　広島大学病院  診療支援部  臨床⼯学部門
共催：テルモ株式会社
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スポンサードセミナー 11　第 4 会場　10 月 1 日（土）15:10 ～ 16:10
座長：藤原  千尋（岡山大学病院）

レオカーナ導入における取り組み～多職種連携の架け橋としての臨床工学技士の役割～
吉川  史華　川崎医科大学附属病院  ME センター

当院におけるレオカーナの使用経験について
松田  卓也　医療法⼈  仁栄会  島津病院  臨床⼯学科
共催：株式会社カネカメディックス

スポンサードセミナー 12　第 1 会場　10 月 2 日（日）10:05 ～ 11:35
座長：佐々木  慎理（川崎医科大学附属病院）

語り尽くせない VIO3 の魅力！～実臨床を通じてそのしくみを知る～
羽田  智則　倉敷成⼈病センター  産科婦⼈科
共催：株式会社アムコ

スポンサードセミナー 13　第 2 会場　10 月 2 日（日）9:00 ～ 10:00
座長：光家  努（香川大学医学部附属病院）

人工心肺管理における酸素供給量（DO2）モニタリングの有用性と活用法
大下  智也　心臓病センター榊原病院  臨床⼯学科
共催：テルモ株式会社

スポンサードセミナー 14　第 2 会場　10 月 2 日（日）10:05 ～ 11:05
座長：髙山  綾（川崎医科大学附属病院）

新型コロナウィルス感染症病棟における 輸液ポンプ無線機能の活用
土井   照雄　紀南病院  臨床⼯学部
共催：ニプロ株式会社

スポンサードセミナー 15　第 2 会場　10 月 2 日（日）11:10 ～ 12:10
座長：中山  智仁（香川大学医学部附属病院）

人工呼吸における肺保護換気戦略 ～ EIT を使用した不均一肺のモニタリング～
枝  寿俊　ドレーゲルジャパン株式会社  マーケティング部 慢性呼吸器疾患看護認定看護師
共催：ドレーゲルジャパン株式会社
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スポンサードセミナー 16　第 2 会場　10 月 2 日（日）14:30 ～ 15:30
座長：門崎  弘樹（ながけクリニック）

BV 計，透析量モニターを利用したモニタリング技術とその応用
森實  篤司　ホスピー腎透析事業部  臨床⼯学部 統括部長
共催：日機装株式会社

スポンサードセミナー 17　第 4 会場　10 月 2 日（日）9:00 ～ 10:00
座長：松橋  妙子（岡村一心堂病院）

初学者のための P，Ca，PTH 管理
大城  義之　川崎医科大学総合医療センター  腎臓内科　透析センター長
共催：株式会社三和化学研究所，キッセイ薬品⼯業株式会社

スポンサードセミナー 18　第 4 会場　10 月 2 日（日）11:10 ～ 12:10
座長：吉武  勇介（重井医学研究所附属病院）

PMMA 膜を用いた型 HDF フィルタ ー「PMF」のご紹介
山田  智子　東レ・メディカル株式会社  透析事業本部
共催：東レ・メディカル株式会社

スポンサードセミナー 19　第 4 会場　10 月 2 日（日）13:25 ～ 14:25
座長：深谷  治道（海岸通りクリニック）

超音波装置を用いた VA 管理の基礎と臨床
岩田  康伸　KKR 高松病院
共催：コニカミノルタジャパン株式会社

スポンサードセミナー 20　第 4 会場　10 月 2 日（日）14:30 ～ 15:30
座長：高  寛（岡山大学病院）

CE が知っておくべき一酸化窒素（NO）吸入療法のトリセツ
①心臓血管外科領域
前田  章太郎　心臓病センター榊原病院  臨床⼯学科
②循環器内科領域における適応と注意点
村⽊  亮介　心臓病センター榊原病院  臨床⼯学科
共催：マリンクロットファーマ株式会社
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ランチョンセミナー 01　第 1 会場　10 月 2 日（日）12:20 ～ 13:20
座長：山下  由美子（倉敷成人病センター）

目からウロコ！ FUSE 流　エネルギーデバイスの原理と有害事象の発生メカニズム
渡邊 祐介　北海道大学病院  医療・ヘルスサイエンス研究開発機構 臨床研究開発センター長補佐・特任講師
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

※感染対策のため，第１会場の様子を３階第３会場（302 会議室）にも中継いたします .

ランチョンセミナー 02　第 2 会場　10 月 2 日（日）12:20 ～ 13:20
座長：岩谷  欣吾（腎不全センター幸町記念病院）

かゆみをはじめとする愁訴を改善させるための HDF 治療戦略
高橋  直子　特定医療法⼈あかね会　大町土谷クリニック
共催：ニプロ株式会社

※感染対策のため，第２会場の様子を４階 401，402 会議室にも中継いたします .

ランチョンセミナー 03　第 4 会場　10 月 2 日（日）12:20 ～ 13:20
座長：高山  綾（川崎医科大学附属病院）

NPPV における最近の話題 ～ハイフローセラピーとの併用や呼気 CO2 測定について～
櫻谷  正明　広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院　救急・集中治療科
共催：日本光電⼯業株式会社

※感染対策のため，第４会場の様子を４階第５会場（406 会議室）にも中継いたします .

瀬戸内ペースメーカ・アブレーション研究会コラボ企画
第 3 会場　10 月 1 日（土）15:10 ～ 16:40

座長：水津  英仁（川崎医科大学附属病院）

心電図，ペースメーカ基礎セミナー ～目指せ！専門 • 認定資格取得～
①心電図の基礎
②ペースメーカの基礎
河藤  壮平　岡山ハートクリニック  臨床⼯学科 / 瀬戸内ペースメーカ・アブレーション研究会  代表世話⼈
有道  真久　心臓病センター榊原病院  臨床⼯学科 / 瀬戸内ペースメーカ・アブレーション研究会  事務局
共催：日本ライフライン株式会社

JRSA 企画　第 1 会場　10 月 2 日（日）9:00 ～ 10:00
座長：上塚  芳郎（前東京女子医科大学 教授／一般財団法人松本財団 ）

田尾  伸幸（岡山済生会総合病院）

再製造単回医療機器（R-SUD）の普及に向けて
上塚  芳郎　前東京女子医科大学 教授／一般財団法⼈松本財団

当院における R-SUD 導入への取り組み
筏  雄亮　桜橋渡辺病院  臨床⼯学科
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「再製造単回使用医療機器の夜明け」－導入効果と今後の展望－
野中  寿太郎　日本ストライカー株式会社  ストライカー  サステイナビリティ ソリューションズ  カントリーマネジャー
共催：単回医療機器再製造推進協議会（JRSA）

Peace Winds Japan コラボ企画　第 4 会場　10 月 2 日（日）10:05 ～ 11:05
座長：光家  努（香川大学医学部附属病院）

稲葉  基高（ピースウィンズジャパン / 空飛ぶ捜索医療団”ARROWS”）

災害時の医療供給体制の課題と国内外の臨床工学技士のニーズ
平山  隆浩　岡山大学学術研究院 医歯薬学域 災害医療マネジメント学講座，

日本臨床⼯学技⼠会 国際交流委員会
共催：Peace Winds Japan

医療電波企画　第 2 会場　10 月 2 日（日）13:25 ～ 14:25
司会：友重  浩司（総務省中国総合通信局電波監理部電波利用環境課）

医療機関における電波利用機器に配慮した建築ガイドライン・同解説－医用テレメータ編－
遠藤  哲夫　一般社団法⼈  日本建築学会  環境⼯学委員会  電磁環境運営委員会主査、

大成建設株式会社  技術センター  先進技術開発部
共催：総務省中国総合通信局
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一般演題　プログラム

BPA 一般　第 1 会場　10 月 1 日（土）13:00 ～ 14:00
座長：小野  淳一（川崎医療福祉大学）

藤原  弘昌（鳥取市立病院）　　

BPA-001 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 1），松田  晋也 2），吉田  哲也 3），輪内  敬三 4）

1）広島赤十字・原爆病院 臨床⼯学課
2）東京都済生会向島病院 医療安全管理室
3）公益財団法⼈神戸医療産業都市推進機構クラスター推進センター
4）帝京大学 福岡医療技術学部 医療技術学科

BPA-002　 COVID-19 ワクチンが血液データに与える影響
石川  尚輝，平井  沙季，山崎  さおり，岩田  康伸

KKR 高松病院  血液浄化センター

BPA-003 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 1），近田  優介 1），森西  啓介 1），緒方  良輔 1），小林  誠司 1），佐藤  翔平 1），
大西  芳明 1），大藤  純 2），田中  克哉 3）

1）徳島大学病院  医療技術部  臨床⼯学技術部門
2）徳島大学病院  救急集中治療部
3）徳島大学病院  麻酔科

BPA-004 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 1），本多  弘明 1），原  有彩 1），郷原  茜 1），川畑  ひとみ 1），福永  昇平 2），
江川  雅博 2），和田  耕一郎 3），伊藤  孝史 2）

1）島根大学医学部附属病院  ME センター
2）島根大学医学部附属病院  腎臓内科
3）島根大学医学部附属病院  泌尿器科

BPA-005 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，落葉  佑昌，徳田  七瀬，岡田  真澄，大西  啓太，加藤  光貴，
難波  宏太，岩藤  晋

岡山大学病院  臨床⼯学センター

BPA-006 常温穿刺針と加温穿刺針使用時の痛みの比較
伊藤  綾香，小野  達也，白石  理，髙橋  祐樹，宮﨑  昌彦

医療法⼈住友別子病院臨床⼯学室
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BPA 学生　第 3 会場　10 月 1 日（土）13:00 ～ 14:00
座長：萩原  隆之（鳥取赤十字病院）

堀  純也（岡山理科大学）　　

BPA-007 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，脇田  真梨菜，松浦  巧，平石  愛莉，西川  大地，野津  亮太，
武藏  健裕

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 人工呼吸器サーボｉとトリロジーＯ ₂ 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 1），⽔下  怜瑚 1），藤井  雅也 1），佐々⽊  慎理 2），田中  直子 2），
高山  綾 2）

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

BPA-009 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，茅野  功

川崎医療福祉大学大学院  医療技術学研究科

BPA-010 PWS を用いた新たな抜針検知法について
樋本  渚生，近藤  俊平，小笠原  康夫，小野  淳一

川崎医療福祉大学医療技術学部臨床⼯学科

BPA-011 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，林  凌平，小笠原  康夫，小野  淳一

川崎医療福祉大学医療技術学部臨床⼯学科

BPA-012 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，谷口  葵，樋本  渚生，近藤  俊平，小笠原  康夫，小野  淳一

川崎医療福祉大学医療技術学部臨床⼯学科

一般演題　教育・組織①　第 3 会場　10 月 1 日（土）16:45 ～ 17:25
座長：福原  正史（四国中央病院）　　　　　　　

岩谷  欣吾（腎不全センター幸町記念病院）

O-001 PIT-2 を用いた人工心肺操作技術向上の取組み
菅野  司，伴野  誠幸，三⽊  航太，橋本  美和，杉村  直紀，平川  太基，
品部  雅俊，山田  文哉

愛媛大学医学部附属病院  ME 機器センター
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O-002 CIEDs 対応スタッフ育成方法の検討
難波  宏太，徳田  七瀬，岡田  真澄，井口  浩貴，大西  啓太，西山  宏徳，
竹中  祐樹

岡山大学病院医療技術部臨床⼯学センター

O-003 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，齋藤  謙司，宇津井  利奈，豊田  大祐，加藤  敏輝，谷本  佳志郎

独立行政法⼈  国立病院機構  浜田医療センター

O-004 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，渡部  尚⼈，杉原  克彦，藤井  大輔，福間  優太，福島  成文，
宮里  恵美，山中  英樹

島根県立中央病院  臨床⼯学科

一般演題　内視鏡①　第 3 会場　10 月 1 日（土）17:30 ～ 18:20
座長：天雲  史浩（高松市立みんなの病院）

横山  智久（岡山西大寺病院）　　　

O-005 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，佐々⽊  新，角  幸奈，山田  健留，岩元  章浩，片岡  頌子

岡山済生会総合病院臨床⼯学科

O-006 院内の内視鏡感染管理体制の取り組み
大澤  宗太郎 1），佐々⽊  恵 1），佐々⽊  慎理 2），吉川  史華 2），山田  光樹 2），
川村  華奈子 2），高山  綾 2），西江  和夫 1）

1）川崎医科大学総合医療センター  ME センター
2）川崎医科大学附属病院  ME センター

O-007 ERCP 後膵炎発症に関連する因子の検討
毛利  洋久，蓮井  賢晴，佐伯  祐作，森  大祐，佐々⽊  弥里，山本  晃市，
広瀬  卓哉

KKR 高松病院  臨床⼯学科

O-008 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 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，下山  夕楓，惣濱  晃司，津々池  満雄

津山中央病院  臨床⼯学部
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一般演題　手術室①　第 4 会場　10 月 1 日（土）17:20 ～ 18:20
座長：古川  英伸（鳥取大学医学部附属病院）

大嶋  勝（金田病院）　　　　　　　　

O-010 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，野澤  隆志，熊井  しんたろう，原  章仁，鹿野  良幸，影山  英治，
村野  祐司

杏林大学医学部付属病院  臨床⼯学室

O-011 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，北尾  翔，山田  康太，藤原  弘昌

鳥取市立病院

O-012 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 1），田坂  浩樹 1），坂東  直紀 1），藤井  有美子 1），森西  啓介 1），近田  優介 1），
大西  芳明 1），田中  克哉 2），山下  一太 3，西良  浩一 3

1）徳島大学病院  医療技術部  臨床⼯学技術部門
2）徳島大学病院  ME 管理センター
3）徳島大学病院  医歯薬学研究科  運動機能外科学（整形外科）

O-013 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 1），樽井  慎 1），牟礼  英生 2），高尾  芳樹 3）

1）倉敷平成病院　臨床⼯学科
2）倉敷平成病院　脳神経外科
3）倉敷平成病院　脳神経内科

O-014 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 1），佐々⽊  佑太 2），眞田  笑吉 1），熊井  しんたろう 1），原  章仁 1），
鹿野  良幸 1），影山  英治 1），村野  祐司 1）

1）杏林大学医学部付属病院  臨床⼯学室
2）杏林大学医学部  脳神経外科

O-015 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，武島  智隆，関田  豪，吉田  美沙樹，高橋  正邦，井上  肇，
近藤  俊佑，川村  康典，今久保  一洋，野村  吉徳，村上  武

高知大学医学部附属病院  医療技術部  臨床⼯学部門
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一般演題　血液浄化①　第 5 会場　10 月 1 日（土）13:00 ～ 14:00
座長：青瀨  笑美（津山中央記念病院）

山下  翔（川島病院）　　　　　

O-016 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，平石  愛莉，西川  大地，野津  亮太，山本  玲華，脇田  真梨菜，
武藏  健裕

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 中空糸閉塞率に対する圧力損失ついて
石割  敦也，林  啓介

徳島文理大学  保健福祉学部  臨床⼯学科

O-018 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，那須  由実，山口  実千代，松岡  佐江子，太田  裕也，松本  慎也，
中田  淳子，中村  明彦

医療法⼈社団仁明会  おさふねクリニック

O-019 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，山本  英則，赤堀  匡範，福野  俊甫，片山  寛，小畑  淳史，
小畑  尚宏

小畑醫院

O-020 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，平岡  大知，那佐出  朋代，道脇  宏行，岡田  一義

社医）川島会  川島病院

O-021 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 1），窪内  翼 1），知原  ⽔希 1），上田  晃司 1），高橋  和也 1），伊野部  拓治 2），
⽔口  隆 3）

1）高知高須病院  臨床⼯学部
2）泌尿器科
3）腎臓内科

一般演題　機器管理・医療安全①　第 5 会場　10 月 1 日（土）14:05 ～ 15:05
座長：鈴木  雄揮（下関市立市民病院）

亀鷹  孝行（笠岡第一病院）　　

O-022 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，本多  弘明，梅田  宏幸，長谷川  竜馬，岡田 直之，石飛  翔吾，
山本  優葉，山田  祥平，明穂  一広

島根大学医学部附属病院 ME センター
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O-023 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，宮﨑  昌彦，小野  達也，伊藤  綾香

住友別子病院診療部臨床⼯学室

O-024 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 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，古味輪  凪沙，松永  健汰，久保田  博隆，三好  知彦，久原  幸典，
中矢  亮，横山  雄一
（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 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，梅田  宏幸，岡田  直之，石飛  翔吾，山本  優葉，山田  祥平，
島根  輝弥，明穂  一広

島根大学医学部附属病院  ME センター

O-027 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 1），小杉  明日香 1），川﨑  泰平 1），小迫  英冬 1），日野山  辰貴 1），
臺沖  翔多 1），高橋  秀暢 2）

1）広島国際大学保健医療学部医療技術学科臨床⼯学専攻
2）広島国際大学保健医療学部医療技術学科

一般演題　循環器①　第 5 会場　10 月 1 日（土）15:10 ～ 16:10
座長：山本  将太（山口県済生会下関総合病院）

藤本  典一（岡山医療センター）　　　　 

O-028 演題取り下げ

O-029 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 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，坂本  龍太，玉井  栞，仁禮  希美，政狩  拓哉，山根  永遠，福原  真一

川崎医療福祉大学医療技術学部臨床⼯学科

O-031 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，冨貞  公貴，平賀  健一，山本  由美子，常友  宏樹，福田  翔太，
大野  晶範，松山  法道

山口大学医学部附属病院  ME 機器管理センター

O-032 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，堂口  琢磨，西村  まどか，宮本  綾子，髙      寛

岡山大学病院臨床⼯学センター
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O-033 大動脈遮断時間による心筋保護効果の検討
冨貞  公貴，平賀  健一，山本  由美子，常友  宏樹，福田  翔太，大野  晶範，
瀬津  健太郎，松山  法道

山口大学医学部附属病院 ME 機器管理センター

一般演題　集中治療　第 5 会場　10 月 1 日（土）16:15 ～ 17:15
座長：近田  優介（徳島大学病院）

連仏  治幸（倉敷中央病院）

O-034 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，中島  康祐，大下  智也，村⽊  亮介，有道  真久

心臓病センター榊原病院

O-035 循環補助装置 CARDIO HELP の使用経験
枝廣  陸，枝廣  陸，河内  充，監物  康弘，池田  慶三，深津  達弥，草地  千裕，大岩  拓司，
難波  秀樹

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 COVID-19 患者の Primary ECMO Transport における CE の役割と課題
岡田  真澄 1），高      寛 1），平山  隆浩 2），湯本  哲也 3），青景  聡之 3），内藤  宏道 3），
中尾  篤典 3）

1）岡山大学病院  臨床⼯学センター
2）岡山大学学術研究院 医歯薬学域  災害医療マネジメント学講座
3）岡山大学病院  高度救命救急センター

O-037 体外式連続流 VAD バイオフロートの使用経験
古川  英伸，渡部  竜矢，上野  康寿，山増  圭司，岡部  有香，松上  紘生

鳥取大学医学部附属病院 ME センター

O-038 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 1），瀧田  渚 1），高野  岳 1），小林  誠⼈ 2）

1）鳥取県立中央病院臨床⼯学室
2）鳥取県立中央病院救急集中治療科

O-039 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 1），森西  啓介 1），玉上  大暉 1），野田  康裕 1），林  昌晃 1），近田  優介 1），
大西  芳明 1），大藤  純 2），田中  克哉 2）

1）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
2）徳島大学病院  ME 管理センター
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一般演題　血液浄化②　第 3 会場　10 月 2 日（日）11:10 ～ 12:10
座長：阿波加  和美（おさふねクリニック）　

鳥屋尾  開太（広島市立広島市民病院）

O-040 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 1），田中  裕也 1），横山  晃一 1），福村  宏 1），秋山  愛由 2），斎藤  大輔 2），
森岡  茂 2）

1）社会医療法⼈  鴻仁会  岡山中央病院  臨床⼯学技⼠
2）社会医療法⼈  鴻仁会  岡山中央病院  腎臓内科

O-041 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，岡本  大輔，香西  功丈，守屋  幸治，横田  耕次，藤井  佑希，
小椋  真也，宇田  武彦，坂本  智史，江草  直樹，福島  裕介

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 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，中川  隆文

徳島文理大学保健福祉学部臨床⼯学科

O-043 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 1），松本  萌那 1），白髪  裕二郎 2），小笠原  康夫 1），小野  淳一 1）

1）川崎医療福祉大学  医療技術学部  臨床⼯学科
2）川崎医療福祉大学  医療技術学研究科  臨床⼯学専攻

O-044 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，荒⽊  美菜，小栗林  歩実，山城  和洋，松下  久美子，横山  晃一，
福村  宏

社会医療法⼈  鴻仁会  岡山中央病院  臨床⼯学技⼠

O-045 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，橋本  賀央瑠，田中  美希，佐藤  由紀，大島  杏介，狭間  寛徳，
小谷  大地，池内  文紀，岩田  聡子，津村  瑞恵，畑  綾子

重井医学研究所附属病院

一般演題　循環器②　第 3 会場　10 月 2 日（日）14:30 ～ 15:30

座長：福島  成文（島根県立中央病院）
絹田  文彦（津山中央病院）　　

O-046 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，茅野  功

川崎医療福祉大学  医療技術学部  臨床⼯学科

O-047 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，渡邉  健太，松本  孟大，津々池  満雄

津山中央病院臨床⼯学部
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O-048 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，加賀  万葉，田邊  圭佑，土手添  勇太，松本  浩伸

高松赤十字病院  医療技術部  臨床⼯学課

O-049 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，浅⽊  康志，小田  真矢，平良  百萌，山田  文哉

愛媛大学医学部附属病院  ME 機器センター

O-050 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，高橋  啓歩，高橋  雅⼈，佐々⽊  新，田尾  伸幸

岡山済生会総合病院

O-051 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 1），佐々⽊  恵 1），大澤  宗太郎 1），元石  徹也 1），西海  創 1），布野  潤一 1），
⽔津  英仁 2），佐々⽊  慎理 2），西江  和夫 1），髙山  綾 2）

1）川崎医科大学総合医療センター ME センター
2）川崎医科大学附属病院 ME センター

一般演題　呼吸療法①　第 5 会場　10 月 2 日（日）9:00 ～ 10:00
座長：安本  圭亮（周東総合病院）　

伊藤  新一（岡山赤十字病院）

O-052 パッシブ回路 NPPV における VBH100 の加湿性能の検討
橋本　悠平，三⽊　航太，山田　文哉

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 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，冨貞  公貴，松山  法道

山口大学医学部附属病院  ME 機器管理センター

O-054 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，西川  大地，野津  亮太，脇田  真梨菜，山本  玲華，松浦  巧，
武藏  健裕

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 当院での在宅 HFNC における臨床工学技士の役割
青野  宏樹 1），大西  悠翔 1），福原  正史 1），森  宏美 2），川崎  知佐 2），竹治  尚志 3），
尾崎  共代 4）

1）立学校共済組合四国中央病院臨床⼯学科
2）公立学校共済組合四国中央病院入退院支援室
3）公立学校共済組合四国中央病院内科
4）日本財団在宅看護センターしこく

O-056 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，西  友洋，原  大志，岸本  貴光，諏訪  裕子

倉敷成⼈病センター臨床⼯学科
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O-057 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，落葉  佑昌，大西  啓太，加藤  光貴，難波  宏太，岡田  真澄，
上田  恭平，藤原  恵莉，岩藤  晋

岡山大学病院  医療技術部  臨床⼯学部門

一般演題　医工連携・基礎研究①　第 5 会場　10 月 2 日（日）10:05 ～ 11:05
座長：樫野  真（徳島文理大学）　

小畑  秀明（岡山理科大学）

O-058 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，大西  悠翔，青野  宏樹

公立学校共済組合四国中央病院  医務局  臨床⼯学科

O-059 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，鳥谷  和輝，小笠原  康夫，小野  淳一

川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床⼯学科

O-060 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 1），倉矢  恭子 2），平目  正樹 2），岸本  一郎 2），林  芳典 2），西  謙一 3）

1）中国電力株式会社  中電病院  ME 管理室
2）株式会社  北浜製作所
3 ）ＮＥＳ  株式会社

O-061 曲がりダクトの音響減衰量の把握
鳥澤  克之，石原  国彦，柏原  勝彦

徳島文理大学臨床⼯学科

O-062 小規模な密閉空間を用いた吸音率の測定
山下  侑花，石原  国彦，柏原  勝彦

徳島文理大学保健福祉学部臨床⼯学科

O-063 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，山口  幹太，島袋  悠介

広島国際大学  保健医療学部  医療技術学科  臨床⼯学専攻

一般演題　手術室②　第 5 会場　10 月 2 日（日）11:10 ～ 12:10
座長：清水  俊行（四国がんセンター）

高木  俊文（岡山中央病院）　　

O-064 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 1），田坂  浩樹 1），渡辺  瑞季 1），藤井  有美子 1），森西  啓介 1），近田  優介 1），
大西  芳明 1），大藤  純 2），田中  克哉 2）

1）徳島大学病院  医療技術部 臨床⼯学技術部門
2）徳島大学病院  ME 管理センター
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O-065 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 当院における手術室業務の現状と課題
長谷川  ひとみ，森脇  亮，内村  駿，金村  淳史，横⽊  遥，須山  辰也，
大峠  咲弥香，岩田  敬治，村上  純司，日野  厚志，福田  勇司

松江赤十字病院医療技術部臨床⼯学課

O-067 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 1），⽔津  英仁 1），菅田  岳洋 1），平松  脩 1），佐々⽊  慎理 2），髙山  綾 2）

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

O-068 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，監物  康弘，池田  慶三，深津  慶三，草地  千裕，大岩  拓司，
枝廣  陸，難波  秀樹

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 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，佐々⽊  新，高橋  雅⼈，山田  健留，前田  知也，片岡  頌子，
川西  康司，田尾  伸幸

岡山済生会総合病院  臨床⼯学科

一般演題　循環器③　第 5 会場　10 月 2 日（日）13:25 ～ 14:25
座長：橋本  美和（愛媛大学医学部附属病院）

田中  直子（川崎医科大学附属病院）　

O-070 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，古谷  昭⼈，郷原  茜，中井  重孝，明穂  一広

島根大学医学部附属病院  ME センター

O-071 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 1），安西  いづみ 1），金子  幸司 1），大西  正男 2），松井  新太郎 2），藤田  博 3）

1）社会医療法⼈真泉会  今治第一病院  臨床⼯学技⼠
2）社会医療法⼈真泉会  今治第一病院  看護部
3）社会医療法⼈真泉会  今治第一病院  心臓血管外科

O-072 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，雑賀  真也，杉原  瑠美，林  佑樹，福村  健太，松上  紘生

鳥取大学医学部附属病院 ME センター

O-073 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，梶  翔弥，森下  博基，堀井  孝広，秋山  精彦

香川県立中央病院  臨床⼯学部
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O-074 PV - Cryoablation における圧波形を用いた閉塞評価について
林　佑樹 1），雑賀　真也 1），杉原　瑠美 1），福村　健太 1），松上　紘生 1），南　ゆかり 2）

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

O-075 PVC ablation 時の pace map における Pattern Much と Continuous Map の有用
性
西山  宏徳 1），中川  晃志 2），大西  啓太 1），井口  浩貴 1），竹中  祐樹 1）

1）岡山大学病院  医療技術部  臨床⼯学部門
2）岡山大学病院　循環器内科

一般演題　血液浄化③　第 5 会場　10 月 2 日（日）14 :30 ～ 15:30
座長：石原  卓（西崎内科医院）

松田  卓也（島津病院）　

O-076 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，林  啓介

徳島文理大学  保健福祉学部　臨床⼯学科

O-077 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，佐藤  悠⼈，小笠原  康夫，小野  淳一

川崎医療福祉大学  医療技術学部  臨床⼯学科

O-078 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，山下  里佳，小笠原  康夫，小野  淳一

川崎医療福祉大学  医療技術学部  臨床⼯学科

O-079 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，石川  尚輝，山崎  さおり，岩田  康伸

KKR 高松病院

O-080 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，福光  達也，川上  迅

医療法⼈滉陽会のぐち内科クリニック透析室

O-081 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 1），松林  玲佳 1），小出  貴史 1），吉永  佑規 1），中澤  貴広 1），細川  和宣 1），
山本  加奈 1），濱田  あすか 1），⽔口  隆 2），大田  和道 3）

1）医療法⼈尚腎会  高知高須病院  臨床⼯学部
2）医療法⼈尚腎会  高知高須病院  血液透析科
3）医療法⼈尚腎会  高知高須病院  泌尿器科
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ポスター　呼吸療法②　10 月 1 日（土）13 :30 ～ 14:10
座長：平井  仁章（総合病院岡山協立病院）

P-001 加温加湿器の併用による人工鼻の閉塞検証
早澤  隼，林  啓介，鶴本  雅信

徳島文理大学  保健福祉学部  臨床⼯学科

P-002 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，安原  敏正，臼井  幹，山下  毅，連仏  治幸，東  伸明，岡村  友美，
後藤  一樹，泉宮  謙太，友森  涼平，齋藤  真澄

倉敷中央病院  臨床⼯学部

P-003 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 1），長畑  雄大 2），上畑  大 3），中村  幸伸 3）

1）岡山理科大学  医用科学教育センター
2）つばさクリニック岡山
3）つばさクリニック

P-004 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，大山  勝⼠，長谷  知哉，大森  尚輝，萩原  隆之

鳥取赤十字病院  医療技術部  臨床⼯学技術課

ポスター　手術室③　10 月 1 日（土）13 :30 ～ 14:10
座長：久枝  正実（愛媛県立中央病院）

P-005 手術室医療機器の一括管理関与の現状と展望
藤原  宏成，徳田  七瀬，加藤  光貴，古川  達也，玉井  克明，髙      寛

岡山大学病院  臨床⼯学センター

P-006 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 1），田坂  浩樹 1），古川  真嘉 1），渡辺  瑞季 1），藤井  有美子 1），森西  啓介 1），
近田  優介 1），大西  芳明 1），大藤  純 2），田中  克哉 2）

1）徳島大学病院  医療技術部 臨床⼯学技術部門
2）徳島大学病院  ME 管理センター

P-007 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，佐々⽊  新，高橋  雅⼈，山田  健留，西別府  誠也，片岡  頌子，
川西  康司，田尾  伸幸
　　岡山済生会総合病院 臨床⼯学科

P-008 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
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ポスター　血液浄化④　10 月 1 日（土）14 :15 ～ 15:05
座長：磯見  明（鳥取生協病院）

P-009 回路内圧の影響によるシリンジ内薬液量変化
岡  聡史，柏原  勝彦

徳島文理大学保健福祉学部臨床⼯学科

P-010 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，林  啓介，鶴本  雅信

徳島文理大学  保健福祉学部  臨床⼯学科

P-011 当院における透析センター業務の効率化
石森  幸治郎 1），北野  好紀 1），谷口  可奈美 1），吉川  史華 2），西江  和夫 1），高山  綾 2）

1）川崎医科大学総合医療  センター ME センター
2）川崎医科大学附属病院  ME センター

P-012 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 1），妹尾  知怜 1），佐藤  翔平 1），角  安香里 1），小松  崇俊 1），緒方  良輔 1），
大西  芳明 1），柴田  恵理子 3），大藤  純 2），田中  克哉 2），脇野  修 2）

1）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
2）徳島大学病院  ME 管理センター
3）徳島大学病院  腎臓内科

ポスター　集中治療・周術期　10 月 1 日（土）14 :15 ～ 15:05
座長：栗原  大典（広島市立広島市民病院）

P-013 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，落葉  佑昌，玉井  克明，坂手  克彰，岩藤  晋

岡山大学病院臨床⼯学センター

P-014 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 1），川上  裕介 1），池田  恵里子 1），中村  千恵 1），藤井  倫子 1），岩本  知弘 1），
藤森  亘 1），塩見  基 1），平山  隆浩 2）

1）大田記念病院臨床⼯学課
2）岡山大学学術研究院  医歯薬学域  災害医療マネジメント学講座

P-015 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 1），平良  竣也 1），玉上  大暉 1），野田  康裕 1），林  昌晃 1），近田  優介 1），
大西  芳明 1），河原  良美 2），大藤  純 3），田中  克哉 3）

1）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
2）徳島大学病院  看護部
3）徳島大学病院  ME 管理センター
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P-016 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 1），藤井  洋泉 2），林  和輝 1），森田  慎太朗 1）

1）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
2）岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院麻酔科

P-017 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，隅中  智太，森  拓⼈，後藤  一樹，岡村  友美，東  伸明，連仏  治幸，
山下  毅，臼井  幹，安原  敏正，齋藤  真澄

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

ポスター　教育・組織②　10 月 1 日（土）15 :10 ～ 15:50
座長：待場  敏（しげい病院）

P-018 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 1），大西  悠翔 1），青野  宏樹 1），石川  靖子 2），杉岡  志穂 2），岡崎  智子 2），
高橋  真理子 2），石川  寛 2），田代  善彦 3）

1）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
2）公立学校共済組合四国中央病院  透析センター  看護部
3）公立学校共済組合四国中央病院  透析センター  外科

P-019 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，小谷  友喜，太田  裕，藤原  一樹，髙野  岳

鳥取県立中央病院  医療技術局  臨床⼯学室

P-020 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 1），坂東  直紀 1），緒方  良輔 1），森西  啓介 1），近田  優介 1），大藤  純 2），
田中  克哉 2），岡久  稔也 3）

1）徳島大学病院  医療技術部  臨床⼯学技術部門
2）徳島大学病院  ME 管理センター
3）徳島大学大学院  医歯薬学研究部  地域総合医療学

P-021 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，安原  敏正，臼井  幹，横田  耕次，山下  毅，藤岡  志延，守屋  樹，
齋藤  真澄

倉敷中央病院臨床⼯学部

ポスター　手術室④　10 月 1 日（土）15 :10 ～ 15:50
座長：山本  晃市（KKR 高松病院）

P-022 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，田口  未来，藤森  亘，武内  政志，田頭  瑞萌，朝比奈  壮太，
錦織  祐太，槇田  晶仁

大田記念病院臨床⼯学課
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P-023 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 1），石井  達也 1）　熊田  高志 2），宮原  栄治 2），⽊村  厚雄 3）

1）国家公務員共済組合連合会  吉島病院 ME 科
2）国家公務員共済組合連合会  吉島病院呼吸器外科
3）国家公務員共済組合連合会  吉島病院消化器外科

P-024 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 1），佐々⽊  慎理 2），⽔津  英仁 1），武市  智之 1），白髪  裕二郎 1），
檀上  弘樹 1），平松  脩 1），東野  大樹 1），林  聖那 1），大野  陽平 1），高山  綾 2）

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

P-025 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，樽井  慎

倉敷平成病院  臨床⼯学科

ポスター　血液浄化⑤　10 月 1 日（土）15 :55 ～ 16:45
座長：兼長  貴祐（尾道クリニック）

P-026 超音波診断装置の違いによる機能評価の検討
岩田  康伸，石川  尚輝，川原  勁介，平井  沙季，山崎  さおり

KKR 高松病院

P-027 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，林  啓介

徳島文理大学  保健福祉学部  臨床⼯学科

P-028 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，⼯藤  哲

徳島文理大学  保健福祉学部 臨床⼯学科

P-029 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，岡田  弘毅，濱崎  晃，岩元  章浩，三宅  将司，松井  謙，
有芳  友美，百田  聡，角  幸奈，高橋  啓歩，高尾  晃輔

岡山済生会総合病院  臨床⼯学科

P-030 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，門崎  弘樹，清⽔  涼雅，石田  采実，山元  孝彦，岡本  大地，
長宅  芳男
（医）清陽会  ながけクリニック
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ポスター　機器管理・医療安全②　10 月 1 日（土）15 :55 ～ 16:45
座長：横田  真也（岡山旭東病院）

P-031 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，久保  未空，長谷川  睦，堀  純也

岡山理科大学理学部  応用物理学科

P-032 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 1），元山  明子 1），讃岐  美佳子 2），川口  貴弘 3）

1）中国電力株式会社  中電病院  ME 管理室
2）中国電力株式会社  中電病院  医療機器管理責任者
3）宮野医療器株式会社

P-033 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，有安  祥訓，吉田  磨

独立行政法⼈  岡山医療センター  医療機器管理室

P-034 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，北尾  翔，藤原  弘昌

鳥取市立病院  臨床⼯学部

P-035 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，田中  亜衣華，山本  奈緒，村上  武

高知大学医学部附属病院  医療技術部  臨床⼯学部門

ポスター　血液浄化⑥　10 月 2 日（日）10 :00 ～ 10:40
座長：宅江  呂剛 ( 益田赤十字病院）

P-036 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，岡本  大輔，香西  功丈，守屋  幸治，横田  耕次，藤井  佑希，
宇田  武彦，坂本  智史，赤澤  智子，江草  直樹，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

P-037 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，池田  雅⼈，石原  敦子，上田  貴美子，香西  功丈，河野  亮介，
坂本  智史，高橋  雅⼈，百田  聡，吉武  勇介，門崎  弘樹

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，樫野  真

徳島文理大学  保健福祉学部  臨床⼯学科
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P-039 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，樋本  渚生，小笠原  康夫，小野  淳一

川崎医療福祉大学医療技術学部臨床⼯学科

ポスター　循環器④　10 月 2 日（日）10 :00 ～ 10:40
座長：林  佑樹（鳥取大学医学部附属病院）

P-040 Coherent map の有用性を評価できた心房頻拍 2 症例
金子  寛昭，堀井  孝広，秋山  精彦

香川県立中央病院  臨床⼯学部

P-041 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，田中  悠真，中村  和暉，上月  具挙

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 CareLink SmartSync デバイスマネージャー導入で得た経験
大西  啓太，竹中  祐樹，西山  宏徳，井口  浩貴，岡田  真澄，難波  宏太，
徳田  七瀬

岡山大学病院  医療技術部  臨床⼯学センター

P-043 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 1），河合  勇介 2）

1）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
2）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  循環器内科

ポスター　血液浄化⑦　10 月 2 日（日）10 :45 ～ 11:35
座長：小川  晋平（高知高須病院）

P-044 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，山本  日菜子，作花  隆介，中村  達哉，土井  優鷹，砂川  航輝，
山本  将平，辻原  恵，有馬  敬宏，住本  一紀，和久  益寛

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 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，小松  晋也，浅野  弘嗣，斧  武志

医療法⼈  仁栄会  島津病院  臨床⼯学科

P-046 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，福田  勇司，日野  厚志，村上  純司，岩田  敬冶，大峠  咲弥香，
須山  辰也，横⽊  遥，長谷川  ひとみ，金村  淳史，森脇  亮

松江赤十字病院
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P-047 APD 装置の機種変更を経験して
濵田  あすか 1），小川  晋平 1），仙頭  正⼈ 1），⽔口  隆 2）

1）医療法⼈尚腎会  高知高須病院  臨床⼯学部
2）医療法⼈尚腎会  高知高須病院  腎臓内科

ポスター　手術室⑤　10 月 2 日（日）10 :45 ～ 11:35
座長：山下  由美子（倉敷成人病センター）

P-048 手術用顕微鏡システム ORBEYE の導入経験
古川  達也，玉井  克明，藤原  宏成，加藤  光貴，高      寛

岡山大学病院臨床⼯学センター

P-049 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，中山  智仁，浅野  紗也，⽊村  裕紀，田淵  陽介，久保  諭，光家  努

香川大学医学部附属 ME 機器管理センター

P-050 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，松上  紘生，古川  英伸，上野  康寿

鳥取大学医学部附属病院 ME センター

P-051 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，高須賀  功喜，牟礼  英生

社会医療法⼈全仁会倉敷平成病院  臨床⼯学科

P-052 手術ナビゲーションシステム Stealth Station S8 の導入経験
平松  脩 1），佐々⽊  慎理 2），田中  智之 1），林  聖那 1），菅田  岳洋 1），武市  智久 1），
東野　大樹 1），檀上  弘樹 1），白髪  裕二郎 1），⽔津  英仁 1），高山  綾 2）

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