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2019 年 5 月 18 日（土）、19 日（日）に、マリ

オス（盛岡市民文化ホール）にて「第 29 回日本

臨床工学会」および「2019 年度公益社団法人日本

臨床工学技士会総会」が開催されました。 

今大会のテーマ、「医療の変革と共に進化する

臨床工学技士～専門性に特化するスペシャリス

トの育成～」のもと、学会参加者数は約 2,900 名、

いのちのエンジニアではブースツアーに600名以

上もの参加者があり、盛会のうちに終了いたしま

した。 

今大会では、北海道臨床工学技士会から 5 名の

実行委員が参加し、岩手臨床工学技士会をはじめ

とした東北 6 県の臨床工学技士会と連携し運営協

力しております。 

発表や討論においては、昨年発生した北海道胆

振東部地震における北海道全域の停電の経験が

複数報告され、全国の臨床工学技士に情報提供で

きて災害対策に貢献していました。 

また、総会においては大宮会長が総会議長を務

め、円滑に議事を進行するなど、大任を果たして

おります。 

次回の第30回日本臨床工学会は愛知県にて開催

される予定となっております。第30回の節目の大

会となりますので、北海道から多くの方が参加さ

れるようお願い申し上げます。 

最後になりますが、学会に参加された皆様、実

行委員を務められた皆様、司会や座長で参加され

た皆様大変お疲れ様でした。 

（広報 木村） 

総会議長を務める大宮会長（左） 
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2019 年 10 月 19 日（土）・20 日（日）山形県にて開催が予定されている第 6 回北海道・東北臨

床工学会では、只今演題を募集しております。詳細は web サイトをご覧ください。 
 

演題登録期間 2019 年 6 月 3 日(月) ～ 7 月 19 日(金)正午 

ＵＲＬ http://ce-yamagata6.umin.jp/ 
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＜誤投与の臨床技士に罰金刑 

ホルマリン、医師は不起訴＞ 
 

＜停電時の患者向け対策検討 

札幌市、北海道地震受け＞ 

◆RMニュース◆ 
 

札幌市は 19 日に開いた防災会議で、昨年 9 月の

北海道地震を受け、人工呼吸器など電源が必要な機

器を使う患者に対し、停電時に使える備品の給付を

検討することを明らかにした。自宅で使える発電機

や蓄電池などを想定している。地震では全域停電で

患者らが電源確保を迫られ、医療機関に相談が相次

いでいた。 

この日の会議では、昨年 11 月に実施した市民ア

ンケートの結果や専門家の指摘などを基に、地震で

の対応に関する検証結果を報告。被災者支援や避難

所運営などを巡り 42 項目の課題を挙げた。 

障害者や高齢者を受け入れる福祉避難所につい

て、市は開設時に場所を広く公表しなかったが、関

係団体と公表に向けて協議していることも明らか

にした。避難所となる各施設の理解を得られれば、

2019 年度にも公表する方針。 

2019 年 3 月 20 日(水)配信共同通信社 

して、姫路区検は 16 日までに、業務上過失傷害の

罪で臨床工学技士の男性を略式起訴し、姫路簡裁は

罰金 30 万円の略式命令を出した。略式起訴は 8 日

で、略式命令は 10 日付。 

一方、神戸地検姫路支部は 16 日までに、技士と

同時に業務上過失傷害容疑で書類送検されていた

男性医師を嫌疑不十分で不起訴とした。 

技士の起訴状などによると、15 年 7 月、80 代の

男性患者が超音波内視鏡検査を受ける際、精製水だ

と勘違いしてホルマリン液を用意。医師が 10％ホ

ルマリン液を注入し、十二指腸に 15 日間のけがを

させたとしている。容器の側面に「ホルマリン」と

書かれた張り紙があったのに見落としたとされる。 

患者は処分結果を受け「今もしびれなどの後遺症

が続く。医師の不起訴は納得できない」とのコメン

トを出した。 

2019 年 4 月 17 日（水）配信共同通信社 

＜滅菌していない器具で７人手術 

 １人は感染症で緊急手術＞ 
 

さいたま市の病院で昨年 10 月、患者 7 人の手術

で滅菌していない器具を使い、うち 1 人が感染症に

かかり緊急手術を受けていたことが市保健所など

への取材でわかった。病院はミスを認めて謝罪し、

一部の人に補償金などを支払ったという。 

市保健所などによると、昨年 10 月 26 日、手術

時に切り開いた皮膚を広げておくために使う「ゲル

ピー開創器」など計 16 点を入れていた滅菌器の運

転記録がないことが判明。同日、これらの器具を使

い、40～80 代の男女７人の手術を行っていた。前

日夜に作動スイッチを入れ忘れていたという。 

厚生労働省は 2014 年、「医療機器を安全に管理

し、適切な洗浄、消毒または滅菌を行う」との院内

感染対策に関する通知を出している。同病院でも、

手術前に洗浄して乾燥させ、高圧蒸気滅菌器にかけ

ることになっていたという。 

同病院は患者らに謝罪し、定期的に血液検査する

ことなどを説明。市保健所には、高圧蒸気滅菌器の

業務マニュアル作成などの再発防止策を報告した。 

 2019 年 5 月 26 日（日）配信朝日新聞 

 神戸地検は 1 日、詐欺と臨床工学技士法違反の罪

で、神戸市のクリニック（現在は閉院）の実質経営

者だった男を起訴した。起訴状によると 2017 年 11

～12 月、医師の指示がないのに患者 15 人に人工透

析の装置を使い、診療報酬約 215 万円をだまし取っ

たとされる。 

 一方、男と共に兵庫県警が 2 度逮捕した診療所事

務員の男性について、同地検は同日、不起訴処分（起

訴猶予）とした。地検は「状況や役割などを考慮し

た」としている。 

2019 年 4 月 2 日（火）配信神戸新聞 

＜違法人工透析で元クリニック経営 

の男を起訴 神戸地検＞ 
 

兵庫県姫路市の病院で 2015 年、内視鏡検査を受

けていた患者にホルマリン液を誤って投与したと 
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****************************************** 

2019 年 6 月 22 日（土） 

「第 11 回北海道手術医学研究会」 

 会場 北海道自治労会館 4 階ホール 

http://hcea.umin.ac.jp/files/pdf/2019 

/11th_hokkaido_op.pdf 

****************************************** 

2019 年 8 月 31 日（土） 

「CE セミナー（日本集中治療医学会第 3 回北海

道支部学術集会同日開催）」 

 会場 札幌コンベンションセンター 

http://jsicm.hkdo.jp/ 

****************************************** 

2019 年 10 月 19 日（土）～20 日（日） 

「第 6 回北海道・東北臨床工学会」 

 会場 山形テルサ 

http://pmfu.sakura.ne.jp/ 

****************************************** 

 

2019 年 5 月 8 日に行われた理事会で以下の報告

事項、協議事項がなされました。 

 

報告事項  

１．事務局報告  

２．財務報告  

３．各委員会報告  

４．会長報告  

５．常務理事の活動報告  

議案事項  

議案 1.総会議案書について  

議案 2.支部規定および運営について  

議案 3.総務省よりハンズオン支援依頼について  

議案 4.H30 年度一括入会者退会手続き  

議案 5.各規程運用  

議案 6.講演を保存して地方運用  

議案 7.その他  

 

 

財務委員会より 

  第２回自動払込みのお知らせ 
継続会員様の 2019 年度 第 1 回自動払込みを 2 月 27 日に実施させて頂きました。

その結果、9 割以上の入金が確認できました。日頃より会員の皆様の多大なるご協力

に感謝申し上げます。 

一方、第 1 回目で自動払込みが不可だった方には、金融機関変更や新規申し込みの

タイミングで登録が間に合わなかった。また、口座残高不足にて払込みができなかっ

たなどが多く見受けられました。そこで、払込み不可だった会員様と 2019 年度新規会

員様を対象に、第 2 回目の次回自動払込み実施を 6 月 27 日に行います。お手数です

が今一度、登録金融機関の確認と口座残額の確認を頂けますよう、ご理解とご協力を

お願い致します。 

なお、年会費に関する問い合わせは、技士会ホームページより受け付けております。

よろしくお願い致します。 

 



（詳細は日本医療機能評価機構のホームページをご覧下さい） 
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《メディカルオンライン学会誌無料閲覧 

サービスのご案内》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道臨床工学技士会メーリングリスト参加申し込みのお願い 

技士会の情報網拡充のためメーリングリストしておりますので是非ともご参加下さい。当会運営情

報や学会、セミナーの案内など重要な情報を配信します。また、災害発生時には、情報収集し共有

する手段としての活用を検討しております。 

技士会の情報網拡充のため、是非ともご参加ください。 

申込みは、当会ホームページの「メーリングリスト」よりお願いいたします。 

   

 

 

 

 

 

※メールアドレスを含めた会員情報の変更があった際は、速やかに変更手続きを行ってください。 

 「北海道臨床工学技士会会誌」に掲載された過去の論文を

電子化し株式会社メテオが提供する文献検索サイト、メディ

カルオンラインで閲覧することが可能です。 

 

2019 年度アカウントについて（2020 年 3 月末日まで有効） 

 

専用 ID：1100007199-04 

パスワード：7792mrpz 

 

当会雑誌名①：北海道臨床工学技士会会誌 

雑誌 URL： 

http://mol.medicalonline.jp/archive/select?jo=ey2rinsy 

 

 雑誌 URL へ接続しますと、北海道臨床工学技士会会誌の

アーカイブ画面へ遷移します。画面右側の会員認証欄に上記

専用 ID/パスワードを入力後、会誌の閲覧が可能となります。 
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北海道臨床工学技士会ニュース 

広報担当   旭川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 臨床機器管理課  木村吉治 

北晨会 恵み野病院 臨床工学科  日沖一木 

編集委員   旭 川 赤 十 字 病 院 臨床工学課  奥山幸典 

旭川医療センター 診療統括部  本手 賢 

       旭川医科大学病院 診療技術部  南谷克明 
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