第 3 回 秋田-山形 Y•ボードセッション

日

時

：

平成 25 年

10 月 26 日（土）14：25～18：30
27 日（日） 8：00～12：55

会

場

：

天童温泉ほほえみの宿 滝の湯 本館 2F 蔵王の間
天童市鎌田本町一丁目１番 30 号
TEL 023－654－2211

（大会幹事）
山形大学医学部附属病院 臨床工学部
公益社団法人日本臨床工学技士会 組織委員会
吉岡 淳

共

催

：

北海道•東北地区担当

一般社団法人山形県臨床工学技士会
公益社団法人 秋田県臨床工学技士会

プログラム
10 月 26 日（土） 1 日目
開会の辞
（14：25～14：30）
大会幹事 山形大学医学部附属病院

臨床工学部

吉岡

一般演題① （14：30～15：30 本館 2F「蔵王の間」
）
座長 山形大学医学部附属病院 臨床工学部 安孫子

淳

明博

O1-1．当院の呼吸ケア（RST）活動について
山形済生病院 ME 機器管理室 長岡 健
O1-2．Microsoft Access を用いた医療機器の管理
（医）健友会 本間病院 透析室 岡崎 一樹
O1-3．当院における Door to Balloon Time 短縮への取組み
日本海総合病院 ME 室 宮本 靖大
O1-4．生体情報モニタシステムの管理・運用について～医用テレメータ周波数の整理を中心に～
山形県立中央病院 臨床工学室 佐藤 伸彦
O1-5．アイノベントの管理について
山形県立中央病院 臨床工学室 橋本 貴礼
O1-6. 人工心肺装置Ｓ５の導入～安全性と操作性の向上を目指して～
山形県立中央病院 臨床工学室 栗原 拓也
一般演題② （15：30～16：30 本館 2F「蔵王の間」
）
座長 秋田大学学部附属病院 血液浄化療法部 伊藤

由乃

O2-1．日機装社製 HYBRID D-FAS の透析液プライミングポート・接続回路の生菌測定
雄勝中央病院 透析センター 藤谷 文一郎
O2-2．在宅血液透析（HHD）の導入報告
医療法人あけぼの会 花園病院 透析室 青柳 武志
O2-3．秋田県内基幹病院における急性血液浄化療法実施状況
秋田赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 大沢 元和
O2-4．トレライト NV の臨床評価
医療法人あけぼの会 花園病院 透析室 鈴木 寿文
O2-5. 半年間を振り返って
日本海総合病院 ME 室 渡邊 大和
O2-6. 輸液ポンプの閉塞アラームについて
（医）健友会 本間病院 透析室 斎藤 大輔
休

憩

（16：30～16：45）

特別講演Ⅰ （16：45～17：30 本館 2F「蔵王の間」
）
座長 山形大学医学部附属病院 臨床工学部 杉山
『ワークライフバランスについて』
公益社団法人 日本臨床工学技士会

陽子

男女共同参画委員会

機器展示 （17：30～18：30）
本館 2F「ホワイエ、ロビー」

10 月 27 日（日） 2 日目
機器展示 （8：00～9：00）
本館 2F「ホワイエ、ロビー」
合同セッション
（9：00～10：00 本館 2F「舞鶴の間」）
座長 長岡医院 透析室 岡崎 正信
医療法人あけぼの会 花園病院 透析室 守澤 隆仁

熊切

こず恵

先生

テーマ【災害について考える】
S-1．DMAT とは? 東日本大震災での私の役割
由利組合総合病院 ME センター 金 辰徳
S-2．県下の災害時（断水）ネットワークの現状
天童温泉矢吹クリニック 臨床工学室 佐々木

信弥

ミニレクチャー
2 会場（10：10～11：50）
【血液浄化会場：本館 2F「祥鶴」
】
ミニレクチャーⅠ （10：10～11：00）
座長 雄勝中央病院 透析センター 藤谷 文一郎
L-1. 導入から on-lineHDF について
矢吹病院 臨床工学室 白澤
賢
L-2.
ザ・on-line HDF
社会医療法人明和会 中通総合病院

血液浄化療法部

ミニレクチャーⅡ （11：00～11：50）
座長 矢吹嶋クリニック 臨床工学室

吉田

平塚

広樹

功樹

L-3.
高齢者の血液透析にたいして
山形徳洲会病院 臨床工学科 柴崎 浩明
L-4.
知ろう！透析患者の内服薬
おのば腎泌尿器科クリニック 小場 幸恵
【呼吸•循環•ME 機器管理会場：本館 2F「瑞鶴」】
ミニレクチャーⅠ （10：10～11：00）
座長 秋田赤十字病院 医療技術部 臨床工学課

大沢

元和

L-1.
医療機器管理業務って大切だけどつまらん…を考えてみた
山形県立中央病院 臨床工学室 石塚 后彦
L-2. 脳血管内治療に使用されるデバイスについて
秋田県立脳血管研究センター 臨床工学室 成田 恵太
ミニレクチャーⅡ （11：00～11：50）
座長 矢吹嶋クリニック 臨床工学室

吉田

功樹

L-3. 当院におけるＭＥ機器中央管理
山形市立病院済生館 ＭＥセンター 杉山 道明
L-4.
IVUS（血管内超音波）の基本的作動原理と実際
社会医療法人明和会 中通総合病院 臨床工学室 大山

幸男

共催学術セミナー
（12：00～12：50 会場未定）
座長 公立置賜総合病院 臨床工学室 長岡 拓
『静脈血栓塞栓症予防について』
日本コヴィディエン株式会社 クリニカルサポート課
『IPCD テスターの開発』
山形大学医学部附属病院 臨床工学部 吉岡 淳
閉会の辞
（12：50～12：55）
医療法人あけぼの会 花園病院 透析室

守澤

隆仁

湯村

ひかり

尚、大会 1 日目終了後、懇親会（19 時より）を設けております。
機器・薬品等の展示会場は、本館 2F「ホワイエ、ロビー」にて開催いたします。
展示会の会場には無料ドリンクコーナーを提供しています。是非、ご利用ください。

≪演者・参加者へのお願い≫
１）
２）
３）
４）

発表者は、抄録の提出をお願い致します。抄録の文字数に制限はありません。
発表者は、受付に、発表の 30 分前までに ppt を提出して下さい。
ppt 枚数は、特に制限致しませんが、講演 7 分、討議 3 分を予定致しております。
本会は、学術の場ですので参加各位の活発な御討論をお願い致します。

５）
６）

駐車場はホテルロービーにて御確認ください。
当日参加費（宿泊者以外）として正会員￥2,000 円（会員 3,000 円）徴収させていただきま
す。

【周辺地図】

