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■ 学会長 大宮 裕樹 （KKR 札幌医療センター） 

■ 学会事務局長 加藤 敏史 （石狩病院） 

■ 会 期 2019 年 11 月 30 日（土）～12 月 1 日（日） 

■ 主 催 公益社団法人北海道臨床工学技士会 

■ 会 場 
北海道大学 学術交流会館 

札幌市北区北 8 条西 5 丁目  JR 札幌駅から徒歩 8 分 

■ 参加費 正会員：\4,000 賛助会員：\4,000 非会員：\6,000 学生：\1,000 

■ 演題登録期間 
2019 年 9 月 5 日（木）～10 月 10 日（木）午後 12 時 

（演題受付はオンライン登録のみ） 

■ 30 周年記念式典 
2019 年 11 月 30 日（土） 18：30～  

 ANA クラウンプラザホテル 3 階 （要参加登録） 
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発行人：大宮 裕樹 

〒062-0931 

北海道札幌市豊平区平岸 1 条 6 丁目 3-40 

KKR 札幌医療センター 

  診療技術部 臨床工学科 

  TEL  011-822-1811 

公益社団法人 北海道臨床工学技士会ニュース 
No.149  

ホームページ  http://hcea.umin.ac.jp 

事務局へのお問い合わせは上記 Homepage お問い合わせフォームより  

2019 年 11 月 30 日(土)～12 月 1 日(日)の 2 日間にわたって第 30 回北海道臨床工学会及び創立 30 周

年記念式典が開催されます。 

参加を予定されている方や関係者の皆様におかれましては、内容変更や確定事項があるごとに「公益

社団法人 北海道臨床工学技士会ホームページ」を随時更新いたしますのでご確認下さい。  

時節柄、御多忙のことと存じますが多数の参加をお願い申し上げます。 
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◆ ◆ ◆  演者の皆様へご案内 ◆ ◆ ◆   

■ご発表頂きます時間の少なくとも 30 分前ま

でに必ず 2 階ホワイエ PC 受付にお越し下さ

い。試写と通過確認を致します。ファイルが

開かないなどのトラブルを考え早めにお越し

下さい。PC 持ち込みの方も必ず事前に受付を

済ませて下さい。今回、パソコン受付は 2 階

ホワイエに統一されます。  

■一般演題発表者は発表予定時間 10 分前には

次演者席にご着席下さい。  

■一般演題の口演時間は口演 6 分、質疑応答 2

分とします。時間厳守でお願いいたします。 

（口演時間、質疑応答時間は演題数によって変

更となる場合があります） 

■一般演題発表中、5 分で 1 回、6 分で 2 回のチ

ャイムを鳴らしてタイムリミットであること

をお知らせします。 

■今年度は、優秀演題セッションを設け、審査

員による審査を行い、会長賞の選定を行いま

す。 

 

◆利益相反(COI)に関する情報開示について ◆   

■北海道臨床工学技士会は、当日の発表時に利

益相反（COI）についての情報開示をお願いし

ます。発表の最初か最後に利益相反自己申告

に関するスライドを加えて下さい。 

 

◆ ◆ ◆  座長の皆様へご案内  ◆ ◆ ◆   

■座長の皆様は、ご担当セッション開始 10分前

までに次座長席へご着席下さい。  

■担当セッションは必ず時間内に終了するよう

格段のご配慮をお願い致します。 

 

◆ ◆会誌掲載用原稿提出について◆ ◆  

■会誌掲載用原稿は、提出期限は 2020 年 1 月

17 日としています。基本的に発表当日に提出

願います。 

■投稿執筆規定は必ずご確認下さい。 

http://hcea.umin.ac.jp/files/pdf/2019/30th_h

ace_toukoukitei/toukou_kitei2019_syousai.

pdf 

■北海道臨床工学技士会会誌は ISSN に論文と

して登録されます。ISSN 登録に関わる二重投

稿にご注意下さい。 

■北海道臨床工学技士会会誌へ掲載されたすべ

ての論文の著作権は、本会に帰属します。 

■北海道臨床工学技士会会誌へ投稿することの

意思を確認するために、当日受付で署名を求

めます。 

◆ ◆ ◆討論、質疑応答でのお願い◆ ◆ ◆  

 ■質問は所属・氏名を述べたのち要点のみを簡

潔に発言し、限られた時間内で有意義な討論

ができるようご配慮下さい。 

（重要!!）演者の皆様へ  
投稿原稿提出についてのお願い 

公益社団法人 北海道臨床工学技士会  

広報委員会 

  

今回、発表される一般演題を会誌に掲載いた

します。掲載を希望される方で、学会当日に投

稿原稿を提出されない方は、「投稿・執筆規定」

（2018年10月改訂版）に従い、下記の期日まで

に、チェックリストを添えて投稿原稿を提出し

て下さい。提出は郵送でもメールでも受け付け

ますが、なるべくはメールでお願い致します。  

編集用に用意しているパソコン(Windows)に

は、MicrosoftのWord2010とPower Point2010

に対応できるようにしています。原稿はWord、

図表にはPowerPointを用い、上記環境にて正常

に動作するデータでお送り下さい。また、図表

は白黒に修正してからお送り下さい。  

なお、公益社団法人北海道臨床工学技士会会

誌は現在ISSN、医学中央雑誌、メディカルオン

ラインに登録しております。今回発表される内

容を他学会にて全く同じ内容で論文投稿の予定

がある場合は二重投稿とみなされますので、注

意をお願いいたします。  

 

記 

 

締め切り期日：2020年1月17日（金）必着  

原稿送付先：〒070-8610  

北海道旭川市金星町1丁目1-65  

市立旭川病院 臨床工学室  

澤崎 史明 <Sawasaki Fumiaki>  

Phone ：0166-24-3181(内線3905)  

FAX ：0166-24-1125  

Mail : f_sawasaki@city.asahikawa.hokkaido.jp  

 

※後日投稿の意志に変更が生じた場合も、上記

まで連絡をお願いいたします。  
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技士会も道民への PR として毎年参加しておりま

す。前日にちょうど台風が直撃して危ぶまれる状況

でしたが、当日には雨も上がり、じめじめとした蒸

し暑さの中での参加となりました。 

今年から各職種がユニフォームでの参加となり、

パネルやパンフレットを準備したり、各団体で作成

した業務紹介 DVD を上映したりと、地下歩行空間

を利用している方々への PR に努めました。学生な

ど若い方も数名訪れていましたが、足を止めていた

だけでほとんどの方は 60 代～70 代の高齢の方で、

「膝が痛くて歩くのが辛いがどうにかできるだろ

うか？」「歯の調子が悪いんだけど、一度見てもら

った方がいいだろうか？」といった相談をしにくる

方も多く見られました。それに合わせて各ブースへ

案内するなど対応をしておりましたが、臨床工学技

士という仕事は他の職種に比べて取っ掛かりが少

なく、なかなかPRができない難しさも感じました。

それでも足を運んでくださった方のアンケートを

見ると、少しずつではありますが認知度も上がって

いるように感じましたし、今回のような企画は臨床

工学技士という職業について触れられる良い機会

だと思いました。   

広報 野尻 

卒後教育セミナー風景 

 第 16 回卒後教育セミナー「カテーテルセミナー」

は 2019 年 7 月 27 日に TKP 札幌駅カンファレンス

センターで開催されました。参加人数は 10 数名と

少々寂しい状況ではありましたが、2 つのセッショ

ンとも質問等もあり活発な意見交換も行われてい

ました。 

1 セッション目は「ポリグラフの基礎知識」とし

て日本光電工業（株）の高橋伸治先生よりポリグラ

フの機能と心カテ検査の流れを解説して頂きまし

た。心電図に関しては後半のセッションで解説がお

こなわれる予定であったため、右心カテーテル検査

等の圧系の検査を中心にポリグラフの機能・検査法

について解説していただきました。 

2 セッション目は「12 誘導心電図の基礎」として

フクダ電子北海道株式会社の川島洋先生から心電

図の基礎について解説していただきました。なぜ心

電図があの形に見えるのかといった本当の基礎的

な所からの解説もあって、両セッションとも初心に

戻って学習するには最適だったのではないでしょ

うか。 

広報 石田 

2019 年 8 月 17 日（土）、札幌駅前通地下広場「チ･

カ･ホ」において、北海道医療技術者団体連絡協議

会パネル展が開催されました。この協議会は医療・

福祉・保健に関わる医師や看護師以外の医療従事者

11 団体が集まり開催したもので、北海道臨床工学 

パネル展風景 

臨床工学技士について説明 
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＜患者死亡、賠償支払い和解 

        千葉・船橋、１５００万円＞ 

◆RMニュース◆ 
 

 千葉県船橋市の病院は 8 月 27 日、入院していた

男性＝当時（53）＝が 2010 年 11 月に死亡する医

療事故があり、遺族に 1500 万円の損害賠償を支払

い、和解すると発表した。男性は致死性の不整脈を

発症し、異常を知らせるアラームが作動したが、看

護師らは状況確認を怠っていた。 

 病院によると、心臓検査のために入院していた男

性は 10 年 11 月 3 日午前 7 時 35 分ごろ、不整脈を

発症。ナースステーション内のアラームが鳴った

が、看護師らは病室訪問などをしないまま、アラー

ムを切った。誤作動と勘違いした可能性が高いとし

ている。男性は約 30 分後に心肺停止状態で発見さ

れ、その後死亡が確認された。 

 遺族が 13 年 10 月、損害賠償を求めて千葉地裁

に提訴。市側は病院の過失を認めた上で死亡との因

果関係を争っていたが、地裁が選任した医師から

「救命の可能性はあった」との鑑定結果が出たた

め、和解を決めた。 

 院長は「再発防止に努め、安心して医療を提供で

きる病院を目指していく」とのコメントを出した。 

2019 年 8 月 28 日(水)配信共同通信社 

2019 年 9 月 8 日（日）に北海道自治労会館（札

幌市）におきまして、第 10 回北海道呼吸療法セミ

ナーが開催されました。 

セミナーでは教育講演が 4 演題企画され、神奈川

県立こども医療センターの松井晃先生からは、「自

発呼吸との同調性を考えた新生児・小児の呼吸管理

の実際」、水戸協同病院の丸岡正則先生からは、「チ

ームで共有！人工呼吸器の情報」、東大和病院の梶

原吉春先生からは、「NPPV 装置の潮流と管理方

法」、福井大学医学部附属病院の野々山忠芳先生か

らは、「人工呼吸中における早期リハビリテーショ

ン」というテーマで講演をしていただきました。 

ちょうどこの日は、アブレーションや体外循環の

地方会と被ってしまいましたが、看護師や理学療法

士の方々も含めて 94 名と多くの方に参加いただき

ました。 

今回のセミナーでは、めったに聞くことのできな

い小児の呼吸管理について、NPPV 装置の最新情

報、グラフィックの見方や、早期リハビリテーショ

ンの必要性や実施方法など、とても解りやすく解説

していただきました。 

また資料も全てカラー印刷で見やすく、病院に戻

ってスタッフとセミナーの情報を共有するには、良

い資料になっていたと思います。 

本セミナー会場の後ろ側では、共催企業の最新機

種の展示もされていたので、実際に触れることがで

き、とても勉強になりました。 

このセミナーでは、3 学会合同呼吸療法認定士更

新ポイント 25 点と呼吸療法専門臨床工学技士のポ

イント 8 単位が取得できるセミナーとなっており

ます。 

来年は、自施設で資格をお持ちの方や、これから

認定士の受験を考えている方など、多くの方々に声

をかけていただき、沢山の方の参加をお待ちしてお

ります。 

最後に、本セミナーにて講義していただいた先生

方、座長の労をお取りいただいた先生方、そしてご

協力いただいた各メーカーの皆様に深く御礼申し

上げます。 

広報 澤崎 

 

講演する松井晃先生 
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このコーナーは、２０１８年度の卒業生で北海道臨床工学技士会より表彰を受けた道内臨床工

学技士養成校の卒業生に、現在の状況や今後の抱負など熱い思いを語ってもらうコーナーです。 

今回は、２０１９年 3 月に西野学園札幌医学技術福祉歯科専門学校を卒業し現在、天使病院

にて勤務中の奥泉百花さんです。 

 

天使病院  奥泉 百花さん 

 

私は、平成３１年３月に西野学園 札幌医学技

術福祉歯科専門学校、臨床工学技士科を卒業し、

４月から天使病院 診療第一部 臨床工学室で勤

務しています。 

当院の臨床工学技士は、血液浄化業務、カテー

テル業務、高気圧酸素業務、ME 機器管理業務な

どを行っています。現在は、主に血液浄化業務に

携わっています。初めのうちは、慣れない環境の

なかで自分が何をすれば良いのかわからず不安な

日々で、自分にできる数少ない業務をさせていた

だいても失敗したりと多くの迷惑をかけてきまし

た。入職して丸４ヶ月が経ち、失敗しても改善策

を一緒に考えてくれる先輩方や、嫌な顔せずに失

敗をカバーしてくださる看護師さんの支えのおか

げで日々の業務を効率よくこなせるようになって

きました。最近は穿刺が始まり、「やらないとでき

るようにならないよね」と経験の浅い私に快く穿

刺させてくださる患者様や、的確にアドバイスを

くださる先輩方の存在があり、できることが増え

てきたことに対する喜びを感じながら業務にあた

ることができています。これからも、患者様や先

輩方、看護師さんへの感謝の気持ちと初心を忘れ 

ず、自分の行動一つ一つが患者様の命に関わると

いうことを念頭に置いて、責任感を持って業務を

遂行していきたいと思います。 

当院では週１回、医師・看護師・技士でカンフ

ァレンスを行っており、情報交換やより良い治療

のために取り組んでいます。その中で、先輩方の

知識量の多さや医師からの信頼度の高さがうかが

え、私もそのような技士になるために常に疑問を

持ち、知識を増やしていけるよう心がけています。 

私は、患者様から信頼される知識と技術を持っ

た臨床工学技士、そして患者様に寄り添うことの

できる病院スタッフを目指しています。院内を歩

いていると場所がわからない・手助けを必要とし

ている患者様をよく目にします。そんな患者様に

対して自分から声をかけることで、少しでも不安

を和らげ病院が温かい場所だと感じてもらえれば

と考えています。まだまだ未熟な私ですが、環境

に感謝しながら目指す技士像に近づくことができ

るよう努力したいと思います。 
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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。 

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

2019 年 11 月 30 日（土）～12 月 1 日（日） 

「第 30 回北海道臨床工学会」 

 会場 北海道大学学術交流会館 

http://hcea.umin.ac.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://ce-yamagata6.umin.jp/ 

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

2019 年 10 月 26 日（土） 

「第 58 回日本生体医工学会北海道支部大会」 

 会場 北海道大学情報科学研究棟 A21 講義室 

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

58th_seitai.pdf 

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

2019 年 10 月 27 日（日） 

「第 20 回北海道透析技術談話会」 

 会場 北海道大学学術交流会館 

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

20th_touseki_danwakai2019.pdf 

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

2019 年 11 月 16 日（土） 

「釧根地区臨床工学技士会令和元年度秋セミナー 

および第 4 回 Y ボードミーティング」 

 会場 釧路赤十字病院 

http://hcea.umin.ac.jp/index2.html 

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

 

下記に示すセミナー、学会等が開催されます。

皆様多数の参加をお願いいたします。詳細は公益

社団法人 北海道臨床工学技士会ホームページ

または各記載の web サイトをご覧ください。 

2019 年 8 月 22 日に行われた理事会で以下の協

議事項がなされました。 

  

議案 1．規定集について（倫理規定追加、災害対策 

マニュアル） 

議案 2．後援依頼ついて 

議案 3．新入会者ついて 

議案 4．第 30 回臨床工学会について 

議案 5．30 周年記念式典について 

議案 6．動画利用承諾書・講師依頼文について 

議案 7．令和元年度臨時総会について 

議案 8．支部制導入スケジュールについて 

議案 9．地方技士会の今後について 

議案 10.第 6 回北海道・東北臨床工学会 

議案 11.第 6 期役員選挙について 

議案 12.日本臨床工学技士会代議員選挙について 

 

 

http://hcea.umin.ac.jp/


2019-(7)            公益社団法人 北海道臨床工学技士会ニュース           ２０１９年１０月 

  



2019-(8)              公益社団法人 北海道臨床工学技士会ニュース           ２０１９年１０月 

 

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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