
第３回 医療安全セミナー第３回 医療安全セミナー

日 時 ：２００８年９月２８日（日） 受付開始AM９：３０ 開演AM１０：００～
会 場 ：北海道大学 医学部 臨床大講堂 札幌市北区北14条西６丁目

北大学術交流会館ではありません。南北線・北12条駅下車徒歩５分
申込期間 ：２００８年８月１日（金）～９月２５日（木） 定員１８０名 定員になり次第締切
申込方法 ：道臨工ホームページ http://hcea.umin.ac.jp/ のフォームおよびFAX
対 象 ：臨床工学技士、看護師、医師、学生、その他医療安全に興味をお持ちの方
受 講 料 ： 2,000円 学生1,000円
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開会の辞 (社)北海道臨床工学技士会 会長 室橋 高男

特別講演 10:00～10:50 共催 テルモ株式会社
座長 手稲渓仁会病院 臨床工学部 古川 博一 先生

『ＭＥ機器をとりまく現状と諸問題 －輸液・シリンジポンプの安全対策－』
自治医科大学 医療安全対策部 教授 長谷川 剛 先生

教育講演 I 11:00～11:50
座長 網走厚生病院 臨床工学部門 國木 里見 先生

『輸液・シリンジポンプの落とし穴』
旭川赤十字病院 救急部 脇田 邦彦 先生

ランチョンセミナー 12:10～13:00 共催 株式会社 ジェイ・エム・エス
座長 市立旭川病院 臨床器材科 臨床工学室 河田 修一 先生

『ＪＭＳが取り組む輸液ポンプ等の安全対策について』
株式会社 ジェイ・エム・エス 第一営業部係長 濱野 朋之 先生

教育講演 IＩ 13:10～14:00
座長 旭川厚生病院 臨床工学部門 成田 孝行 先生

『看護師からみた輸液・シリンジポンプのリスクマネージメント』
札幌社会保険総合病院 医療安全管理者（専従） 看護科長 石井 美穂子 先生

ディスカッション 14:10～14:45
座長 札幌市立病院 臨床工学科 高平 篤法 先生

『何でも聞いてください！』

閉会の辞 (社)北海道臨床工学技士会 副会長 加藤 伸彦
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第３回医療安全セミナー参加申込ＦＡＸ用紙

【FAX送信先】： 011-812-2601 テルモ株式会社 札幌統轄支店 担当 新渡 宛

申込日 平成 年 月 日

勤務先 所属

勤務先住所 〒 勤務先TEL

氏名 □臨床工学技士 □看護師 □医師 □学生 □その他
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【お問い合せ先】
〒003-0013 札幌市白石区中央3条3丁目6番33号 テルモ株式会社 札幌統轄支店

担当 新渡 TEL：011-812-1258 FAX：011-812-2601
※ご記入頂きました個人情報は、本セミナーの運営目的にのみ使用し、他の目的に使用することはございません。

会場のご案内

※ 北海道大学医学部 臨床大講堂 札幌市北区北14条西６丁目
北海道大学病院の正面を病院建物に沿って赤矢印方向に進んだ先にあります。

※ 北大学術交流会館ではありませんのでご注意下さい。


