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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 

北海道臨床工学技士会ニュースの 2020 年初号にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。 

昨年を振り返りますと、第 30 回北海道臨床工学会、北海道臨床工学技士会創立 30 周年記念式典な

ど節目の行事を、皆様のご協力のもと成功裏に終わらせることができました。それと同時に行われた

臨時総会でも支部制導入へご賛同を得られたことは誠に喜ばしいことであり、当会の歴史的なタイミ

ングに会長として関われたことを光栄に思います。 

今年 4 月には、いよいよ北海道臨床工学技士会が 9 地区の支部制となります。 

約 1300 名の会員に向け充実した情報発信や生涯教育を提供するために、100 名を超えるスタッフで

運営しておりますが、支部制導入後は更に多くの皆様に支えられることになります。現在行われてい

る事業だけではなく、今後の臨床工学技士発展のために関連団体や公的機関との連携にも力を入れ、

北海道全域ワンチームで北海道臨床工学技士会を盛り上げて行ければと思っております。 

災害大国日本といわれ自然災害が毎年各地で発生しており、大規模自然災害が少ないと言われてき

た北海道でも、ここ数年は洪水や地震により大きな被害が出ております。当会としましても災害時の

情報共有体制を確立すべく準備をしてまいりました。各地域での情報共有体制については皆様のご協

力を得ながら整備してまいり、進捗につきまして当会ホームページや技士会ニュースにて広報いたし

ますのでご協力よろしくお願いします。 

 昨年から一部適応されました働き方改革関連法案により、今後の医師労務負担軽減に関するタスク

シフティングについては、医師の業務移管がどこまで臨床工学技士にされるかが注目されます。臨床

業務だけではなく医療設備や医療機器の安全管理に関する使命も十分に果たすことによりあらゆる

場面で必要とされる職種として発展できるのではないかと思います。そのための情報発信や、交流の

場の提供などは支部制導入により一層の充実が図れるかと思います。 

本年も北海道臨床工学技士会と致しまして、尽力して参る所存ですので、更なるご指導とご支援を

お願い申し上げます。 

令和二年一月  

公益社団法人 北海道臨床工学技士会  

会長 大宮 裕樹  
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⚫ 石狩支部長    布施 崇宏 （北海道泌尿器科記念病院） 

⚫ 道北支部長    脇田 邦彦 （旭川赤十字病院） 

⚫ 釧根支部長    倉重 諭史 （釧路赤十字病院） 

⚫ ｵﾎｰﾂｸ支部長    好井  透 （北見赤十字病院） 

⚫ 十勝支部長    村谷  拓 （清水赤十字病院） 

⚫ 空知支部長    小林  勝 （滝川市立病院） 

⚫ 日胆支部長    佐藤 光人 （苫小牧日翔病院） 

⚫ 後志支部長    笹山 貴司 （済生会小樽病院） 

⚫ 道南支部長    雲母 公貴 （函館五稜郭病院） 

順不同 
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  ＜機器不具合で透析に遅れ 

     三重・伊賀の災害拠点病院＞ 

◆RMニュース◆ 
 

 三重県伊賀市の病院は 16 日、院内の電気設備の

点検後、人工透析で使用する機器に不具合が発生

し、患者 23 人への透析が遅れたと発表した。健康

への影響はないとしている。同病院は災害時に地域

で中心的役割を担う災害拠点病院に指定されてい

る。 

 同病院によると、点検は 15 日に実施。16 日朝に

出勤した技士が透析液供給装置の電源が入らない

ことに気付いた。業者が部品を交換し、正午に復旧

した。 

 15 日に行ったのは年次点検で、院内の一部を停

電させた。会計計算を行うシステムも再起動できな

くなり、病院はいずれも通電時の負荷が原因とみて

調べる。 

2019 年 12 月 17 日(火)配信共同通信社 

去る 2019 年 11 月 10 日日曜日、（株）ムトウ札

幌支店を会場に第 18 回卒後教育セミナーとして臨

床工学技士手術室業務セミナーが開催されました。

当日の参加者は約 60 名。休日にもかかわらず多く

の参加者があり手術室業務への関心の高さが伺え

ました。橋本教育委員長の挨拶のあと、まず道内 7

施設から手術室業務の現状についての報告があり

ました。どこの施設においても規模や診療科によっ

て手術室での業務内容も量も当然異なりますが、そ

れぞれニーズとマンパワーに応じた業務展開が行

われているようでした。 

また午後からは現在教育委員会メンバーが主体

で作成している「手術領域における臨床工学技士業

務マニュアル」についての経過報告が行われまし

た。多岐にわたる手術室機器の中でもまず第一段と

して、医療ガスや各種エネルギーディバイス、手術

用ロボットなど多施設で使用されている機器を中

心に作成中であり、各マニュアル担当者から内容に

ついての説明がありました。今後は、まだ作成でき

ていない眼科関連機器などその他機器においても、

第二段として取り組んでいく予定とのことです。こ

れらマニュアルに関しては今後養成校における手

術室業務教育への利用や、各施設で手術室業務を実

施していく上での一助として活用していただけれ

ばと思います。 

主催、運営していただいた教育委員会の皆様、ラ

ンチョンセミナーで御講演頂いた株式会社アムコ

の白瀬先生、コヴィディエンジャパン株式会社の野

本先生、また今回セミナー会場を提供していただい

た（株）ムトウ様、この場を借りて皆様に厚く御礼

申し上げます。 

広報 奥山 

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。 

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

2020 年 2 月 28 日（金）～29 日（土） 

「第 48 回人工心臓と補助循環懇話会学術集会」 

 会場 定山渓万世閣ホテルミリオーネ 

http://c-work.co.jp/ahac48/info.html 

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

2020 年 3 月 7 日（土） 

「第 19 回医療機器安全対策研究会」 

 会場 北海道情報大学・松尾記念館 2F・講堂 

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

19th_iroukikikenkyu.pdf 

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

2020 年 7 月 18 日（土）～19 日（日） 

「第 20 回日本心臓植込みデバイス 

フォローアップ研究会」 

会場 京都ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ(京都市下京区中堂寺南町 134) 

http://pmfu.sakura.ne.jp/?page_id=2841 

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

2020 年 11 月 28 日（土）～29 日（日） 

「第 7 回北海道・東北臨床工学会」 

 会場 弘前大学 文京町キャンパス 

https://ce-aomori7.jp/ 

****************************************** 
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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 月に北海道ハイテクノロジー専門学校を卒業し現在、札幌東徳州会病

院にて勤務中の村岡大起さんです。 

 

札幌東徳州会病院 村岡大起さん 

 

私は、平成 31年 3月に学校法人 慈慶学園 北

海道ハイテクノロジー専門学校 臨床工学技士学

科を卒業し、4 月より医療法人徳州会 札幌東徳

州会病院 ME部にて勤務をしております。 

当院の ME 部では、医療機器管理業務、呼吸治

療業務、人工心肺業務、血液浄化業務、手術室業

務、集中治療業務、心血管カテーテル業務、高気

圧酸素療法業務、ペースメーカーICD 業務、内視

鏡業務と様々な業務をおこなっております。 

その中で私は現在、医療機器管理業務、血液浄

化業務、内視鏡業務に携わっております。医療機

器管理業務では院内で使用される医療機器を安全

に使用できるよう、また、機器の性能が維持でき

るよう保守点検を行っています。内視鏡業務では

消化器疾患などで検査、治療が必要になった場合、

内視鏡カメラや周辺機器の操作点検や検査治療時

の介助などを行っています。血液浄化業務では透

析室のみではなく病棟での血液浄化業務も行って

ます。5月の下旬から穿刺も行うようになり、技 

術が伴わない中で不安もありましたが、経験の少

ない私に対してアドバイスをくださる先輩方や、

嫌な顔せずに快く穿刺をさせていただける患者様

のおかげで、自信に変わりつつあります。 

 今後は心血管カテーテル業務や人工心肺業務に

携わり、幅広い知識や技術を身につけていきたい

と考えてます。また私は、入職時より人工心肺業

務に携わりたいと考えてます。日々の業務に全力

で務めつつ、人工心肺業務について学び、一人前

のパーフュジョニストになれるよう努力し続けて

いきます。 

入職し 9 ヶ月が経ち、知識や技術が足りていな

いと痛感しています。自分に不足している部分を

考え行動し、少しでも先輩方に近づけるよう努力

を怠らず、患者様にとってより良い医療を提供し

ていけるよう日々精進していきたいと思います。 
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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を作成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。 

※まもなく年度替わりの時期を迎えます。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。 

  

 
 

⚫ 訓練日時 2020年 3月 17日（火） 10：00～13：00の任意の時間 
上記時間内で都合よい時間に、北海道臨床工学技士会のメーリングリストをチェックし、災害時情報を発信

してください。  

 

⚫ Web カンファレンス日時  2020年 3月 17日（火） 19：00～1時間程度 
訓練終了後の 19時から、Webカンファレンスを行います。 

皆様からのご意見を伺い、訓練の反省と課題抽出を行いたいと思います。 

Web カンファレンスには、メーリングリスト登録者であれば、インターネットを通して誰でも参加可能ですが、

下記の準備が必要です。 

WebEX のインストール、マイク機能・スピーカー機能のある PC（スマートフォン可）、また、通信料が発生す

るため Wi-Fi環境を強く推奨します。 

 

⚫ 対象 ： 北海道臨床工学技士会会員 および メーリングリスト登録者 
訓練参加は、メーリングリストへ登録したアドレスからのみ可能です。 

メーリングリスト未登録の方、また、登録していても、所属施設のPCなど登録と異なるメールアドレスから参

加する場合は、あらかじめ道臨工事務局（http://hcea.umin.ac.jp/mailing_list.html）へ登録申請願いま

す。 

詳細は、北海道臨床工学技士会ホームページを参照ください。また、ホームページ内に「災害対策情報」の

ページも新たに作成しましたので、参照ください。 

HACE 情報コーディネーターの人選は、支部制運用に合わせて進めます。立候補いただいた方はもう少々

お待ちください。 

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

 

印刷 
 

株式会社  プリントパック  

 

http://www.printpac.co.jp/  


