
第1会場 第2会場 展示会場 会議室

小ホール 1 小ホール 2 604　605 603

階 5F 5F 6F 6F

11:00 11:00-12:00

中部臨床工学技士会

連絡協議会会議

12:00 12:00- 受付

12:50 12:50- 開会式

13:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-17:00

特別講演1 一般演題①集中治療・その他　O-1～6 企業展示

 「TOYOTA WAYによるQCサークル活動の実践と

　　働き方改革 ：タスクシフト導入のヒント 」 座長：長峰大輔 

　　　（富山大学附属病院）

　　トヨタ記念病院　病院長　 　　　山岸隆太

13:30 　　岩瀬三紀　先生　 　　　（大垣市民病院）

座長：神戸　幸司　 

（一般社団法人愛知県臨床工学技士会　理事長）

14:00

14:10-15:40 14:10-15:10

パネルディスカッション1 一般演題②呼吸・その他　O-7～12

　「COVID-19の経験から我々が得たもの」

座長：加藤隆史 

14:30 座長：開　正宏 　　　（三重大学医学部附属病院）

（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院） 　　　清水瑠美

　　　山本基善 　　　（金沢赤十字病院）

　　　（金沢循環器病院）

　PD1-1　國香正見

15:00 　　　　（富山県立中央病院）

　PD1-2　古田達也

 　　　　（高山赤十字病院）

　PD1-3　渡辺俊文

 　　　　（桑名市総合医療センター） 15:20-16:20

　PD1-4　小塚　信 一般演題③血液浄化　O-13～18

15:30 　　　　（大雄会第一病院）

座長：和田　透 

　　　（聖隷三方原病院）

　　　市川博章

　　　（東海クリニック）

16:00 16:00-17:00

医工連携セッション

　「中部の医工連携について」 　　  

座長：高橋純子

（北陸大学　医療保健学部）

　IS-1　蜂須賀章友

16:30 （日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院） 16:30-17:30

　IS-2　森下優彰 一般演題④循環器　O-19～24

（中部経済産業局ヘルススケア産業室）

　IS-3　名畑里奈 座長：増野谷一男

（名古屋商工会議所　産業振興部　モノづくりユニット） 　　　（福井循環器病院）

　IS-4　平井一也 　　　清水芳行

17:00 （石川県産業創出支援機構 プロジェクト推進部連携推進課） 　　　（北陸大学） 17:00-18:00

17:10-17:30 医工連携担当者会議

「臨床実習指導者講習会について」

　　公益社団法人日本臨床工学技士会

　　卒前教育委員会委員長（日本医療大学）

　　工藤元嗣　

17:30

18:00

会場

2022年10月29日（土）　（1日目）



第1会場 第2会場 展示会場 会議室

小ホール 1 小ホール 2 604　605 603

階 5F 5F 6F 6F

9:00 9:00  開場

9:30 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-11:00

特別講演2 一般演題⑤医療機器・その他　O-25～30 企業展示

　「 信長の「奇特なる御巧み」

　　　　　　～小牧山城の発掘調査から～ 」 座長：中村貴幸

　　　（福井県立病院）

（公財）日本城郭協会　学術委員 　　　秋田展幸

10:00 　　　　　小野友記子　先生 　　　（鈴鹿医療科学大学）

座長：黒川大樹 

　　　（小牧市民病院　臨床工学科）

10:30

10:40-12:25 10:40-11:40

パネルディスカッション2 一般演題⑥手術室　O-31～36

　「どう始める？タスクシフト」

座長：柚原利至 

11:00 座長：北本憲永 　　　（岐阜大学医学部附属病院） 11:00-12:00

　　　（聖隷浜松病院） 　　　保科充紀 組織委員会

　　　佐藤邦昭 　　　（聖隷三方原病院）

　　　（富山大学附属病院）

　PD2-1　加藤恭浩

11:30 　（社会医療法人厚生会中部国際医療センター）

　PD2-2　内山明日香

　　　　（聖隷浜松病院）

　PD2-3　五十嵐茂幸

　　　　（福井県済生会病院）

　PD2-4　伊藤秀明

12:00 　　　　（春日井市民病院）

　PD2-5　山本康数

　　　　（JA愛知厚生連　安城更生病院

12:30 12:30- 閉会式

会場

2022年10月30日（日）　（2日目）



                         第 22 回中部臨床工学会 

 

プログラム 

【 10 月 29 日（土） 】 

 

〖特別講演 1〗            10 月 29 日（土）13 時 00 分～14 時 00 分 第 1 会場 

 

「 TOYOTA WAY による QC サークル活動の実践と働き方改革  

：タスクシフト導入のヒント  」 

 

岩瀬三紀      

トヨタ記念病院 病院長 

 

座長：神戸幸司 （一般社団法人愛知県臨床工学技士会 理事長） 

 

 

 

〖パネルディスカッション 1〗     10 月 29 日（土）14 時 10 分～15 時 40 分 第 1 会場

  

「 COVID-19 の経験から我々が得たもの 」 

 

座長：開 正宏（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 臨床工学科） 

  山本基善（金沢循環器病院 臨床工学部） 

 

PD1-1 当院の Covid-19 感染患者への対応 

國香正見 

    富山県立中央病院 臨床工学科 

PD1-2 当院の COVID-19 感染に対する取り組み 

古田達也  

    高山赤十字病院 臨床工学課 

PD1-3 桑名市総合医療センターにおける COVID-19 対応と経験 

渡辺俊文 

    桑名市総合医療センター 臨床工学室 

PD1-4 地域の維持透析患者受け入れと COVID-19 の経験 

小塚 信 

    大雄会第一病院 臨床工学科 
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〖医工連携セッション〗             10 月 29 日（土）16 時 00 分～17 時 00 分 第 1 会場 

 

「 中部の医工連携について 」 

 

座長：髙橋純子（北陸大学 医療保健学部、石川県臨床工学技士会 医工連携担当） 

 

IS-1 蜂須賀章友 

    日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 臨床工学科 

    日本臨床工学技士会臨学産連携委員会中部担当委員 

IS-2 森下優彰 

    中部経済産業局ヘルススケア産業室 

IS-3 名畑里奈 

    名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくりユニット 

IS-4 平井一也      

（公財）石川県産業創出支援機構 プロジェクト推進部連携推進課 

 

 

〖臨床実習指導者講習会について〗   10 月 29 日（土）17 時 10 分～17 時 30 分 第 1 会場 

 

工藤元嗣  

公益社団法人日本臨床工学技士会 卒前教育委員会委員長（日本医療大学） 

 

 

 

〖一般演題①集中治療・その他〗     10 月 29 日（土）13 時 00 分～14 時 00 分 第 2 会場 

 

座長：長峰大輔（富山大学附属病院 医療機器管理センター） 

山岸隆太（大垣市民病院 臨床工学技術科 医療工学センター） 

 

O-1  中規模病院における CE の集中治療室常駐への取り組み 

宇佐美俊介 

医療法人 永井病院 臨床工学室 

O-2  新型コロナウイルス感染症を含む持続的腎代替療法における回路凝固イベントリスク

因子のメカニズム探索 

加藤孝昭 

名古屋大学医学部附属病院 臨床工学技術部 
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O-3    当法人の COVID-19（第 6 波～現在）感染患者の隔離個室での対応経験 

片岡直人 

医療法人 葵 葵セントラル病院 

O-4  総合周産期母子医療センターにおける災害対策と CE の関わり 

原田賢汰    

聖隷浜松病院 臨床工学室 

O-5    岐阜県の透析災害を考える 

林耕平 

タジミ第一病院 

O-6   当院、内視鏡業務における CE の関わり 

広瀬梧郎 

医療法人 永井病院 臨床工学室 

 

 

 

〖一般演題②呼吸・その他〗        10 月 29 日（土）14 時 10 分～15 時 10 分 第 2 会場 

 

座長：加藤隆史（三重大学医学部附属病院 臨床工学部） 

清水瑠美（金沢赤十字病院 臨床工学技術課） 

 

O-7  当院における在宅酸素療法への臨床工学技士の関わり 

杉浦康太    

豊川市民病院 診療技術局 臨床工学科 

O-8    汎用及び推奨呼吸回路が VCV mode の換気量に及ぼす影響 

濱坂秀一 

国立病院機構医王病院 

O-9    不整脈患者の睡眠時無呼吸症候群（SAS）合併に対する臨床工学技士介入の有用性につ

いて 

豊田美穂 

岡崎市民病院 

O-10   腹水濾過濃縮再静注法に対する当院の取り組み -より安全な運用の確立をめざして- 

篠田悟 

愛知県がんセンター病院 医療安全管理部 医療機器管理室 

O-11   新生児黄疸に対する光線治療装置の照射強度に関する検討 

下紺澪 

聖隷浜松病院 
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O-12   当院におけるイムノピュア治療に関する症例報告 

山根麻奈 

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 臨床工学科 

 

 

 

〖一般演題③血液浄化〗        10 月 29 日（土）15 時 20 分～16 時 20 分 第 2 会場 

 

座長：和田 透（聖隷三方原病院 CE 室） 

市川博章（東海クリニック 臨床工学部） 

 

O-13   当院における VAIVT 実施者の FV・RI の傾向 

朝日悠作 

医療法人厚生会 福井厚生病院 臨床工学課 

O-14   過酢酸系除菌洗浄剤における DPD 試薬による残留薬剤反応への検討 

名村晋哉 

医療法人社団 偕翔会 城北共立クリニック 

O-15   日機装社製多用途透析用監視装置 DCS-200Si の静的静脈圧監視機能の使用経験 

谷澤尚人 

医療法人葵 葵セントラル病院 

O-16   BVplus 搭載レーザードップラー血流計（LDQB）から評価した穿刺針による脱血状態

の検討 

前田純 

一宮市立市民病院 医療技術局 臨床工学室 

O-17   透析中の尿素産生量を加味した Kt/V 値の理論的考察 

坂下惠一郎 

透析医療・技術研究所 

O-18   慢性維持透析患者の静注鉄使用量変更による貧血管理の調査 

惠哲馬 

豊田会 刈谷豊田東病院 臨床工学科 
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〖一般演題④循環器〗          10 月 29 日（土）16 時 30 分～17 時 30 分 第 2 会場 

 

座長：増野谷一男（福井循環器病院 ME 科） 

清水芳行（北陸大学 医療保健学部） 

 

O-19   経皮的心房中隔欠損閉鎖術後の心房細動アブレーション施行時に Agilis NxT イントロ

デューサーが心房中隔閉鎖デバイスに stuck した一例 

宮地健太 

医療法人 澄心会 豊橋ハートセンター 

O-20   VDD リードレスペースメーカ（Micra AV）の日常生活下での房室同期ペーシング率の

評価―当院における初期使用経験― 

芹澤俊亮 

藤田医科大学病院 臨床工学部 

O-21   MUF の有用性～小児から成人症例までの体重別評価～ 

小勝翔太郎 

聖隷浜松病院 

O-22   冠動脈拡張症を有する急性下壁心筋梗塞に対してエキシマレーザー冠動脈形成術を行

った一例 

松中裕也 

福井大学医学部附属病院 ME 機器管理部 

O-23   全身麻酔下に経皮的冠動脈形成術（PCI）を施行した１例 

石上まみ子 

愛知医科大学病院 臨床工学部 

O-24   COVID-19 感染拡大における植え込み型心臓デバイス（CIEDS）業務の変遷 

大隅泰樹 

磐田市立総合病院 
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【 10 月 30 日（日） 】 

 

〖特別講演 2〗             10 月 30 日（日）9 時 30 分～10 時 30 分 第 1 会場 

 

「 信長の「奇特なる御巧み」～小牧山城の発掘調査から～ 」  

 

小野友記子 

（公財）日本城郭協会 学術委員        

 

座長：黒川大樹 （小牧市民病院 臨床工学科） 

 

 

 

〖パネルディスカッション 2〗      10 月 30 日（日）10 時 40 分～12 時 25 分 第 1 会場

  

「 どう始める？タスクシフト 」 

 

座長：北本憲永（聖隷浜松病院 臨床工学室） 

  佐藤邦昭（富山大学附属病院 医療機器管理センター） 

 

PD2-1 どう始める？タスクシフト ～スコープオペレーター～ 

加藤恭浩  

    社会医療法人厚生会中部国際医療センター 臨床工学技術部 

PD2-2 どう始める？タスクシフト～麻酔補助～ 

内山明日香  

    聖隷浜松病院 臨床工学室 

PD2-3 どう始める？タスクシフト（血液浄化） 

五十嵐茂幸 

    福井県済生会病院 臨床工学部 

PD2-4 心臓血管カテーテル業務におけるタスクシフトへの取組み 

伊藤秀明 

    春日井市民病院 臨床工学技術室 

PD2-5 医師の働き方改革を目的とした当院におけるタスクシフトの取り組み 

山本康数 

JA 愛知厚生連 安城更生病院 臨床工学室 
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〖一般演題⑤医療機器・その他〗       10 月 30 日（日）9 時 30 分～10 時 30 分 第 2 会場 

 

座長：中村貴幸（福井県立病院 臨床工学技術室） 

秋田展幸（鈴鹿医療科学大学 臨床工学科） 

 

O-25   臨床工学技士の労働市場に関する構造分析－愛知県の事例－ 

清水芳行 

北陸大学 医療保健学部 

O-26   新規医療機器の院内研修会用 E-ラーニング動画を作成、実施した事を経験して 

山中雅弘 

福井赤十字病院 

O-27   脳カテ－テル室における誘発電位業務 ～教育プランの策定と展望～ 

田口遥己 

聖隷浜松病院 

O-28   Schellong test に対する生理的生体反応の実験的検証 

山本諄 

中部大学大学院 生命健康科学研究科 生命医科学専攻 

O-29   GS1 標準バーコードを活用した貸出返却運用の可能性に関する調査研究 

松月正樹 

三重大学医学部附属病院 臨床工学部 

O-30  臨床工学技士による眼科手術直接介助業務の有用性について 

        神谷裕介 

        岡崎市民病院 医療技術局 臨床工学室 

 

 

〖一般演題⑥手術室〗                10 月 30 日（日）10 時 40 分～11 時 40 分 第 2 会場 

 

座長：柚原利至（岐阜大学医学部附属病院 医療機器センター） 

保科充紀（聖隷三方原病院 CE 室） 

 

O-31   電気手術器に関連する I/A 事例の検討 

勝部僚介 

聖隷浜松病院 

O-32   完全内視鏡下心臓手術での内視鏡保持業務を経験して 

白鳥頌紘 

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 
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O-33   骨手術器械の効率的な運用について 

杉浦悠太 

刈谷豊田総合病院 

O-34   術前オージオグラムと聴神経鞘腫手術における術中聴性脳幹反応(ABR)の波形導出と

の関係 

山口浩輝 

浜松医科大学医学部附属病院 

医療機器管理部 

O-35   当院の臨床工学技士における手術室麻酔補助業務の現状と今後の展望について 

野村祐輝 

医療法人 永井病院 臨床工学室 

O-36   手術室出張内視鏡に対する臨床工学技士の関わり 

梅田知暉 

聖隷浜松病院 

 

 

 


