
プログラム 

【開会式】    第 1会場 9:00～9:10 

 

【総会】     第 1会場 9:10～9:30 

 

【開会式】    第 1会場 9:00～9:10 

 

【特別講演】   第 2会場 10:30～11:20 

座長：内田 隆央（三井クリニック） 

   『   生活習慣病（仮）   』 

   長田太助（自治医科大学 腎臓内科学講座 教授） 

 

【理事長講演】  第 1会場 9:40～10:30 

 座長：小林剛志（平塚共済病院） 

『臨床工学技士における叡智』 

本間崇（公益社団法人 日本臨床工学技士会理事長） 

 

【教育講演】   第 2会場 14:30～15:20 

 座長：大野 慶伍（社会医療法人財団大和会 東大和病院 臨床工学科） 

  『ドクターヘリ・救急の現場から～臨床工学技士とのかかわり（仮）』 

和氣 晃司（獨協医科大学病院 救急救命センター・集中治療室 准教授）  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【シンポジューム】  第 1会場 10:40～12:10 

『一味違った臨床工学技士』 

座長：田代嗣晴（横浜労災病院） 

  ：新部武人（芳賀赤十字病院） 

S1-1『現代の臨床工学技士の学び方 -CEによるオンラインコミュニティサイト-』 

 佐藤 諒（医療法人健正会 須田医院） 

S1-2『フィリピンにおける透析液清浄化管理および制度の構築・普及の取り組み（仮）』  

    野崎 宏（東葛クリニック病院） 

S1-3『わたしたちならできる！』 

長澤 智一（UCHealth Memorial Hospitalコロラド州立大学附属メモリアル病院） 

 S1-4『フリーランスという選択肢』 

野口 裕幸（CE 野口企画） 

S1-5『心臓植込み型デバイス医工連携クラウドシステム開発』 

 渡邉 研人（独立行政法人地域医療地域機能推進機構 東京山手メディカルセンター） 

 

 

【パネルディスカッション １】 第 1 会場 13:30～15:00 

   『COVID-19 受け入れ患者の最前線』 

   座長：百瀬直樹（自治医科大学さいたま医療センター） 

P1-1『COVID-19 における臨床工学技士の役割-さいたま医療センターの試み-』 

 百瀬直樹（自治医科大学さいたま医療センター） 

P1-2『栃木県内の COVID-19 患者受け入れの経験』  

    小倉 崇以（済生会宇都宮病院 ）救急救命センター長  

P1-3『ダイアモンドプリンセス号 COVID-19 患者受け入れの経験』 

濱田 悠佑（聖マリアンナ医科大学病院 CE部）   

P1-4『医療従事者の確保を進める工夫について（仮）』 

 朝野晴美（公益社団法人 栃木県看護協会 会長）   

 

 

 

 

 

 

 



 【パネルディスカッション ２】 第 1会場 15:10～16:40 

   『COVID-19禍の在宅医療』 

   座長：佐藤 佑介（公益財団法人日産厚生会玉川病院 臨床工学科） 

      ：竹田博行（長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院） 

P2-1『COVID-19禍の在宅透析（仮）』 

    大濱 和也（埼玉医科大学病院 臨床工学部門 ）  

P2-2『コロナ禍における腹膜透析治療』  

   片山 浩二（一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 検査技師部工学課）  

P2-3『COVID-19禍の遠隔医療（仮）』 

吉岡 淳（群馬パース大学 准教授）  

   

【企業共催セミナー １】 第 1会場 12:20～13:20 

  共催：扶桑薬品工業株式会社  

   座長： 廣瀬猛（医療法人貴和会 大野内科クリニック） 

 

   LS-1『 新しい透析液 ！ ～ 酸塩基平衡をふまえて ～』 

    前田兼徳 （医療法人社団兼愛会 前田医院 副院長） 

 

【企業共催セミナー ２】 第 2会場 12:20～13:20 

  共催：バクスター株式会社  

   LS-2『高齢透析患者の栄養対策』 

      熊谷悦子（健和会病院 血液透析センター 部長） 

   座長：阿部政利（医療法人社団聖医会 池永腎内科クリニック） 

 

 

 

 

 



【 一般演題 １  代謝１ 】 第 2会場 9:30～10:20 

  座長：黒田 剛史（古河赤十字病院） 

O-001  ヘモダイアフィルタ Polyflux-Hを使用した I-HDFは低栄養を改善させる 

        齋藤 慎 ( 公立富岡総合病院 臨床工学科) 

O-002  総合アミノ酸製剤の経口補給は、低栄養維持透析患者の栄養状態を改善させる 

 野口亜梨紗 ( 公立富岡総合病院 臨床工学科) 

O-003  低心機能維持透析患者に対する I-HDFは、生命予後を改善させる 

         齋藤 慎 ( 公立富岡総合病院 臨床工学科) 

O-004  Miracle DIMCS UX 生体認証(手のひら静脈認証)の使用報告～導入から 4年経過して 

        千ヶ崎 賢司(社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院  

医療技術部) 

O-005  安全な「オンライン HDF」を施行するための検討 

         高屋 満(医療法人社団陽山会 陽山会クリニック) 

O-006  透析支援システム STEPⅢの臨床評価 ―業務効率・医療安全の観点より― 

         鈴木涼平(東海大学医学部付属八王子病院 診療技術部 臨床工学技術科) 

 

【 一般演題 2  代謝２ 】 第 2会場 11:30～12:20 

  座長：田中 真二（新小山市民病院） 

O-007  膜面積が 2倍以上となった CART濃縮膜の使用経験 

         長見英治(公益社団法人取手医師会 取手北相馬保健医療センター医師会病院 ME室) 

O-008 透析センターフットケアチームにおける臨床工学技士の関わり   

        砂川大伍(公益財団法人 日産厚生会玉川病院) 

O-009  当院の透析患者における血中カルニチン濃度と相関因子の検討 

         北川 愛(公立富岡総合病院 臨床工学科) 

O-010  透析患者におけるロケルマ®の有用性 

         小林千里(公立富岡総合病院 臨床工学科) 

O-011  遠心分離法による血漿交換療法の施行経験 

         松岡諒(自治医科大学附属病院臨床工学部) 

O-012  装置統合管理支援システム Miracle DMACS EXにおける節液機能の検討 

         木村 恵規(医療法人社団慈友会 山田内科 臨床工学部) 

 

 

 

 

 

 



 

 

【 一般演題 3  COVID 関連 】 第 2会場 13:30～14:20 

  座長：鳥越 祐子 ： 自治医科大学附属病院） 

O-013  ECMO 搬送業務における臨床工学技士の役割に関して 

         合田恭平(済生会宇都宮病院 医療技術部 臨床工学課) 

O-014  新型コロナウイルス陽性患者の出張透析における感染対策の工夫 

          武藤高史(自治医科大学附属病院臨床工学部) 

O-015  COVID-19患者の血液透析業務に携わる臨床工学技士の調整 

          宮本 友佳(自治医科大学附属病院臨床工学部) 

O-016  救命救急センターでの NKV-330人工呼吸器の使用経験 

          五条江里子(埼玉医科大学総合医療センター 臨床工学部) 

O-017  当院での COVID-19 患者に対応する臨床工学技士の感染対策について 

          田口 晴子(社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 医

療技術部) 

O-018  当院における血液透析患者への COVID19対応 

          福井 和也(社会医療法人若竹会つくばセントラル病院) 

 

【 一般演題 4  教育・その他 】 第 2会場 15:30～16:20 

  座長：室井 純一（那須赤十字病院） 

O-019   心房の自動閾値測定が適切作動せず、心不全を呈した症例 

          上野充洋(自治医科大学附属病院臨床工学部) 

O-020  Laser Ablationにおける Balloon Pinhole損傷部位の検討 

          高橋 泰輝(東海大学医学部付属八王子病院 診療技術部 臨床工学技術科) 

O-021  当院での医療機器中央管理の現状 

          渡邊いちこ(高崎ハートホスピタル 臨床工学科) 

O-022  当院業務の教育における取組評価一新について 

          寺田 陽輔(社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター 医療技術部 ME室) 

O-023  当院における院内研修開催の工夫 

          秋山裕輝(自治医科大学附属病院臨床工学部) 

O-024  当院臨床工学部における Team STEPPSの継続的評価 

          涌井好二(東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 臨床工学部) 

 


