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新しいARDSの定義と肺保護戦略
札幌医科大学医学部 救急・集中治療医学講座 講師 先生 升田 好樹 先生
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札幌医科大学医学部 救急・集中治療医学講座 講師 先生 升田 好樹 先生

当院におけるECMO管理
日本医科大学付属病院 ME部 鈴木 健一 先生

当院におけるECMO管理
日本医科大学付属病院 ME部 鈴木 健一 先生

教育講演 I １０：００～１０：５０
座長 心臓血管センター北海道大野病院 集中治療室師長 集中ケア認定看護師 森田 縁 先生

教育講演 I １０：００～１０：５０
座長 心臓血管センター北海道大野病院 集中治療室師長 集中ケア認定看護師 森田 縁 先生

教育講演 IV １３：４０～１５：２０

座長 旭川医科大学病院 診療技術部 臨床工学技術部門 宗万 孝次 先生

１部 １３：４０～１４：２５ 自発呼吸を活かした呼吸管理 ～ASVモードを用いた術後呼吸管理～
２部 １４：３５～１５：２０ Low Flow PVループの活用方法 ～PVtoolを用いたリクルーメントとその評価～

医療法人誠馨会 千葉中央メディカルセンター 臨床工学課 係長 配野 治 先生

教育講演 IV １３：４０～１５：２０

座長 旭川医科大学病院 診療技術部 臨床工学技術部門 宗万 孝次 先生

１部 １３：４０～１４：２５ 自発呼吸を活かした呼吸管理 ～ASVモードを用いた術後呼吸管理～
２部 １４：３５～１５：２０ Low Flow PVループの活用方法 ～PVtoolを用いたリクルーメントとその評価～

医療法人誠馨会 千葉中央メディカルセンター 臨床工学課 係長 配野 治 先生

日 時：平成２５年９月８日（日） ９：３０開場
会 場：札幌医科大学 臨床教育研究棟 １Ｆ講堂 札幌市中央区南１条西１７丁目

（過去３回とは会場が異なりますのでお間違えの無いように）

参加費 ： ¥4,000 学生：¥1,000
定 員：先着順２００名で締切、定員に達しなければ８月２７日まで受付
申込方法：公益社団法人北海道臨床工学技士会ホームページ申込フォーム、およびＦＡＸ
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人工呼吸器シミュレーション教育導入の試み
公立大学法人 福島県立医科大学付属病院 集中治療部 集中ケア認定看護師 三瓶 智美 先生
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教育講演 II １１：００～１１：５０ 共催：コヴィディエンジャパン株式会社

座長 心臓血管センター北海道大野病院 臨床工学部 扇谷 稔 先生
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座長 心臓血管センター北海道大野病院 臨床工学部 扇谷 稔 先生

共催：公益社団法人 北海道臨床工学技士会 コヴィディエンジャパン株式会社
コスモテック株式会社 マッケ・ジャパン株式会社 日本光電北海道株式会社
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開会の辞 公益社団法人 北海道臨床工学技士会 会長 札幌医科大学附属病院 室橋 高男開会の辞 公益社団法人 北海道臨床工学技士会 会長 札幌医科大学附属病院 室橋 高男

閉会の辞 公益社団法人 北海道臨床工学技士会 常務理事 石狩病院 佐藤 利勝閉会の辞 公益社団法人 北海道臨床工学技士会 常務理事 石狩病院 佐藤 利勝

共催：コスモテック株式会社 マッケ・ジャパン株式会社教育講演 III １２：４０～１３：３０

座長 北海道大学病院 ME機器管理センター 寒河江 磨 先生

教育講演 III １２：４０～１３：３０

座長 北海道大学病院 ME機器管理センター 寒河江 磨 先生

共催：日本光電北海道株式会社

３学会合同呼吸療法認定士更新ポイント２５点 （１日）が取得できます。

昼休み １１：５０～１２：４０昼休み １１：５０～１２：４０



第４回 北海道呼吸療法セミナー 参加 FAX申込用紙

【FAX送信先】 011-832-3913 KKR 札幌医療センター MEセンター 大宮 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

氏名 □臨床工学技士 □看護師 □医師 □学生 □その他

氏名 □臨床工学技士 □看護師 □医師 □学生 □その他

氏名 □臨床工学技士 □看護師 □医師 □学生 □その他

お問い合せ先・その他

※ 参加申込手続き終了後、順次受講票を発送致しますので、当日必ずご持参下さい。

※ お問い合わせは北海道臨床工学技士会ホームページの「お問い合わせ」フォーム（http://hcea.umin.ac.jp）
左メニューの「お問い合わせ」→「北海道臨床工学技士会事務局へのお問い合わせはこちら」のフォーム、
またはFAXにて 011-832-3913 までお問い合わせ下さい。

※ 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。

公益社団法人北海道臨床工学技士会

登録処理完了

公益社団法人 北海道臨床工学技士会ホームページからも簡単に登録が可能です。
事務処理の間違いを防ぐためにできるだけホームページから登録して頂きますようお願い致します。

http://hcea.umin.ac.jp

拝啓
皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

この度、公益社団法人北海道臨床工学技士会では「第４回北海道呼吸療法セミナー」を開催致します。
今回の教育講演は「新しいARDSの定義と肺保護戦略」、「人工呼吸器シミュレーション教育導入の試み」、
「ECMO管理」、「自発呼吸を活かした呼吸管理」、「Low Flow PVループの活用方法」という内容で日々の業務で

すぐに役に立つ有意義なセミナーとなるよう企画しましたので、是非ともご参加頂きますようお願い申し上げます。

敬具

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

３学会合同呼吸療法認定士更新ポイント２５点 （１日）が取得できます。

定員：先着順２００名で締切、定員に達しなければ８月２７日まで受付


