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令和 2 年 6 月 21 日に開催された、令和 2 年度 公益社団法人 北海道臨床工学技士会総会で理事等の

新役員が承認されました。 

 また、6 月 26 日に理事会が開催され、会長、副会長が決定しました。 

 

 
  会長 大宮 裕樹 （KKR 札幌医療センター） 

 

  副会長 木村 吉治 （旭川リハビリテーション病院） 

橋本 佳苗 （札幌医科大学附属病院） 

布施 崇宏 （北海道泌尿器科記念病院） 

       

  常務理事 植村  進 （日鋼記念病院） 

      浦崎 伸吾 （ＪＲ札幌病院） 

      中村  実 （北海道科学大学） 

      橋本 修一 （札幌医科大学附属病院） 

      原田 智昭 （市立釧路総合病院） 

日沖 一木 （恵み野病院） 

 

  理事 千葉  卓 （北海学園大学 法学部 名誉教授） 

      橋本 暁佳 （札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座准教授） 

三田村 好矩 （北海道大学名誉教授） 

和田 龍彦 （北海道大学名誉教授） 

五十音順 

  監事 柴田 晴昭 （萬田記念病院） 

川端 忠範 （札幌経営センター代表 税理士） 
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公益社団法人 北海道臨床工学技士会 

会長 大宮 裕樹 

 

この度、令和２年６月２６日第２回北海道臨床工学技士会理事会にて第６期会長に就任しま

した。 

過去にない世界的な感染症拡大により、３密回避のために様々な制限を強いられております。 

令和２年度定期総会につきましても最小限での参加人数での承認とさせていただき、今年度の

事業が開始されましたが未だ感染拡大は収まることがなく、新北海道スタイルとして新しい生

活様式にてウィルスと共に生きる「with コロナ時代」へ変化しております。 

昨年度は北海道臨床工学技士会設立３０周年の節目として記念式典を開催し、多くの来賓を

招き盛大に開催することができました。また、臨時総会を開催し支部制導入における承認もい

ただきました。本来でしたら今年度より石狩・オホーツク・空知・後志・釧根・道南・道北・

十勝・日胆９支部による事業も開始されるところでしたが、昨今の事情により会員の皆様には

新しい変化をお届けすることができていない現状となっています。現在、対面から Web に切り

替え事業を再開できるよう準備をしております。第６期役員として新たに就任しました各支部

支部長をはじめ執行委員、各委員会に関係する皆様にご尽力いただき全道一丸となって会運営

に取り組み、これからの臨床工学技士の未来が明るくなるよう様々な事業にチャレンジできれ

ばと思っております。 

 

第６期理事会としまして３つの重点活動目標を掲げ理事一同邁進いたしたいと思います。 

 

１．北海道全域で事業を展開することによる地方事業の活性と情報共有の向上による組織力

の強化（支部制の導入） 

 

２．各世代への卒後教育を推進・支援することにより北海道臨床工学技士会、日本臨床工学

技士会の必要性や職能団体としての意識啓蒙に努める。合わせて会員への福利厚生の充

実化を図ります。（人材活性委員会の設立） 

 

３．COVID-19 感染拡大防止への対応として、WEB セミナー（通称ウェビナー）の導入を

促進し、情報発信や交流のツールとして活用する。 

 

以上３つの目標を掲げ、北海道臨床工学技士会発展のため関係者の皆様、会員の皆様のご理

解とご支援のもと尽力いたしたいと思います。よろしくお願い致します。 
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第第第第 3333 回回回回    理事会理事会理事会理事会    

議案 1 web セミナーについて 

Web 会議システム Zoom を活用し、セ

ミナー開催について検討する。 

議案 2 第 9 回北海道・東北臨床工学会（第 33 回

北海道臨床工学会）について 

議案 3 人的支援対策WGについて 

会員施設への人的支援体制を検討する

ためのワーキンググループの立ち上げに

ついて承認する。 

議案 4 委員会委員の承認 

議案 5 規程集の取り扱い 

議案 6 内部理事会について 

議案 7 災害寄付金について 

COVID 関連北海道、熊本豪雨災害への

寄付金を承認する。 

議案 8 新北海道スタイルへの協力について 

  

令和 2 年 6 月 26 日、及び 7 月 20 日に令和 2 年

度 第 2 回理事会、第 3 回理事会が開催されまし

たので報告いたします。 

 

第第第第 2222 回回回回    理事会理事会理事会理事会    

議案 1 公益社団法人北海道臨床工学技士会第 6

期役員および担当委員会について 

     理事会にて慎重協議した結果、理事の

互選により、大宮会長が選出された。ま

た、役員および担当委員会についても承

認された。（下図 組織図参照） 

議案 2 令和 2 年度事業計画について 

セミナー等の開催について、新型肺炎

による対面事業の制限により、Web 開催

も視野に入れ事業遂行を調整する。 
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◆◆◆◆RMRMRMRM ニュースニュースニュースニュース◆◆◆◆    

＜＜＜＜点滴の確認怠る点滴の確認怠る点滴の確認怠る点滴の確認怠る    病院側に病院側に病院側に病院側に    

1290129012901290 万円賠償命令万円賠償命令万円賠償命令万円賠償命令    神戸地裁判決神戸地裁判決神戸地裁判決神戸地裁判決＞＞＞＞    

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。 

また、新型コロナウィルス感染拡大による中止

や延期の可能性もありますので、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 サイトをご確認ください。 

点滴液が血管外に漏れていたのに確認を怠った

として、神戸市内の男性（52）が、兵庫県内の病院

を運営する医療法人社団に約 6390 万円の損害賠償

を求めた訴訟で、神戸地裁は 10 日、刺した部分を

定期的に観察する注意義務違反があったとして約

1290 万円の支払いを命じた。 

 判決によると 2014 年 7 月、同病院では点滴を刺

した場所の観察を「最低 2 時間ごと」としていたが、

当直看護師が怠り、最後の確認から約 4 時間後、男

性のナースコールで漏出を確認。男性には左手の指

に痛みやしびれが残った。 

 被告側は「確認には眠る男性を起こす必要があっ

た」と主張したが、判決は「睡眠中でも適切な頻度

で確認する義務を負う」とした。 

2020 年 6 月 11 日（木）配信神戸新聞 

 

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

2020 年 9 月 29 日（火）～30 日（水） 

「第「第「第「第 30303030 回回回回日本臨床工学会日本臨床工学会日本臨床工学会日本臨床工学会」」」」    

 会場 名古屋国際会議場 

https://www.congre.co.jp/jace30/ 

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

2020 年 10 月 4 日（日） 

「「「「第第第第 16161616 回医療安全セミナー回医療安全セミナー回医療安全セミナー回医療安全セミナー    

アラームの重要性を再確認しよう！」アラームの重要性を再確認しよう！」アラームの重要性を再確認しよう！」アラームの重要性を再確認しよう！」    

    Web セミナー（予定） 

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

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

2020 年 11 月 21 日（土） 

「第「第「第「第 40404040 回日本アフェレシス学会北海道地方会」回日本アフェレシス学会北海道地方会」回日本アフェレシス学会北海道地方会」回日本アフェレシス学会北海道地方会」    

 会場 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 講堂 

http://hcea.umin.ac.jp/files/pdf/2020/ 

40th_apheresis.pdf 

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

＜＜＜＜気管チューブずれ乳児死亡気管チューブずれ乳児死亡気管チューブずれ乳児死亡気管チューブずれ乳児死亡    

４年前の事故公表４年前の事故公表４年前の事故公表４年前の事故公表＞＞＞＞ 

 青森県内の病院で 2016 年、生後 4 カ月の乳児が

気管に挿入していた人工呼吸用のチューブがずれ、

死亡する医療事故があったことが 11 日、分かった。

病院が遺族の同意を得てホームページで公表した。 

 病院によると、乳児は先天性の心臓疾患で入院し

ていた男児。ペースメーカーを埋める手術のため、

病室から手術室へ移動したが、手術開始前に心室細

動が現れ、2 日後に死亡した。 

 事故後に病院が設置した事故調査委員会は、手術

室への移動時に、気管チューブが誤って食道に入っ

たことが死亡につながったと結論付けた。 

 病院は今後、遺族と補償に向けた協議に入る。病

院長は「事故を真摯（しんし）に受け止め、医療の

質のさらなる改善を図る」とコメントしている。 

 2020 年 6 月 12 日（金） 配信共同通信社 

＜＜＜＜カテーテル手術で医師告訴カテーテル手術で医師告訴カテーテル手術で医師告訴カテーテル手術で医師告訴    

    処置誤り認知症疑い、福岡処置誤り認知症疑い、福岡処置誤り認知症疑い、福岡処置誤り認知症疑い、福岡    ＞＞＞＞ 

カテーテル手術中に、医師が処置を誤り、当時 70

代の男性患者（19 年に肺炎で死亡）が重度の認知

症になったとして、男性の遺族が提出した医師 4 人

に対する業務上過失傷害容疑の告訴状を受理した。

遺族の代理人弁護士への取材で分かった。 

 同病院では、同時期に行われた別の心臓手術で

も、人工心肺装置の装着方法を誤り患者が低酸素脳

症になる事故が起きており、県警が捜査している。 

 告訴状によると、男性は 18 年 5 月 22 日、心不

全治療のため、同病院で心臓にカテーテルを挿入す

る手術を受けた。その際、医師が処置を誤り、左房

に空気が入り、大動脈を経由して脳にも流入したこ

とで脳梗塞を引き起こし、重度の認知症の後遺症を

負った、としている。代理人弁護士が今月 2 日に県

警に告訴状を提出していた。 

 男性の遺族は 19 年、同病院を相手に損害賠償請

求訴訟を起こし、福岡地裁で係争中。病院は告訴状

が受理されたことに関し「民事係争中のため回答し

ない」とコメントした。 

2020 年 6 月 19 日（金）配信共同通信社 

福岡県警は 18 日、福岡県内の病院で 2018 年、 
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このコーナーは、２０１９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、２０２０年 3 月に吉田学園医療歯科専門学校を卒業し、現在 KKR 札幌医療センタ

ーにて勤務中の 工藤 遥 さんです。 

 

KKR 札幌医療センター 工藤 遥 さん 

 

私は令和２年３月に吉田学園医療歯科専門学校 

臨床工学科を卒業し、４月から KKR 札幌医療セ

ンター 臨床工学科で勤務しています。当科では、

血液浄化業務、心臓カテーテル検査業務、手術室

業務、ICU 業務、機器管理業務など様々な業務を

行っています。現在は、血液浄化業務と心臓カテ

ーテル検査業務に携わっています。日々自分の未

熟さを痛感しており、また最初は慣れない環境で

不安や緊張がありましたが、働き始めて約４か月

が経ち少しずつ環境にも慣れ、１人で行う業務も

増え充実した毎日を送っています。 

血液浄化業務では、回路組み、プライミング、

穿刺、回路接続、定時チェック、返血などを行っ

ています。血液浄化では患者様とのコミュニケー

ションがとても大切で、コミュニケーションから

患者様の変化などを汲み取り、より良い医療を提

供していきたいと思っています。 

心臓カテーテル検査業務では、主に外回りを行

っており、必要物品の準備、ポリグラフや IVUS 

などの機器の操作などを行っています。安全かつ

スムーズに検査・治療が行えるよう視野を広くし、

次に何をするのかを予想し、すぐ行動できるよう

にしておくことが大切です。しかし、まだスムー

ズに進められず迷惑をかけているのが現状です。

そのため、これから経験を積み重ねると同時に勉

強し、知識を深め一日でも早く一人前になれるよ

う頑張りたいです。 

今はまだ、どの業務に対しても知識不足のため

先輩方にご指導いただきながら業務に励んでいま

す。また、今まではただ言われたことをこなすの

で精一杯でしたが、今後はただ仕事をこなすので

はなく、日々疑問を持ちたくさんの知識や技術を

身に付け、何事にも冷静かつ柔軟な対応が出来る

よう努力していきたいと思います。そして将来は、

すべての業務をこなすゼネラリストを目指し、他

の医療スタッフや患者様からも信頼される臨床工

学技士を目指して日々精進していきたいと思いま

す。 



《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。 

 

2020 年度アカウントについて（2021 年 3 月末日まで有効） 

 

当会当会当会当会専用専用専用専用 IDIDIDID：：：：1100007199110000719911000071991100007199----05050505    

パスワード：パスワード：パスワード：パスワード：itdeu5diitdeu5diitdeu5diitdeu5di    

 

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、技士会の情報網拡充のため、技士会の情報網拡充のため、技士会の情報網拡充のため、    

是非ともご参加ください。是非ともご参加ください。是非ともご参加ください。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」タブよりお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■訃報■■■ 

当会会員の市立旭川病院の米坂直子さん（享年 50）が令和 2 年 8 月 19 日

に亡くなられました 

心から哀悼の意を表するとともに謹んでお知らせ申し上げます 
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