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司会 肥田 泰幸

(JA山口厚生連 長門総合病院 臨床工学科
日本臨床工学技士連盟理事長)
｢臨床工学技士の未来 〜連盟活動・女性参画のお話を交えて〜｣
講師 自見はなこ (自民党参議院比例区 (全国区) 支部長)

講師 田野 雪絵

(フクダ電子クリティカルケア営業部)

座長 千代島雅志 (新古賀病院)
座長 堤
善充 (聖マリア病院)
｢慢性透析患者の開心術における周術期管理の検討｣
独立行政法人国立病院機構九州医療センターMEセンター
｢当院での慢性透析患者の開心術における体外循環戦略｣
独立行政法人国立病院機構九州医療センターMEセンター
｢透析患者の心臓手術 −術前術後の透析管理−｣
飯塚病院 臨床工学部
｢透析患者の人工心肺中の管理について｣
飯塚病院 臨床工学部
｢透析患者の術後合併症と周術期管理｣
小倉記念病院 検査技師部 工学課
｢透析患者における人工心肺管理｣
小倉記念病院 検査技師部 工学課
｢当院における心臓術後患者に対する血液透析の現状｣
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床工学室
｢当院における透析患者の周術期管理｣
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床工学室

山本 和孝 他
原 慎一郎 他
藤本 貴之 他
諸正 知之 他
片山 浩二 他
西畑 公貴 他
木下

隆 他

蓑田 英明 他

座長 石守 哲也
座長 清水 重光

(産業医科大学病院)
(飯塚病院)

｢心臓補助としてのECMO (VA-ECMO) について｣
小倉記念病院 検査技師部 工学課
｢補助循環における教育や管理の現状｣
JCHO九州病院 臨床工学室
｢補助循環管理の実際 −チーム連携・病院連携・臨床工学技士の役割−｣
九州大学病院 医療技術部 臨床工学部門
｢当院における補助循環業務の現状｣
産業医科大学病院 臨床工学部
｢当院におけるPCPSの管理体制と教育について｣
福岡徳洲会病院 臨床工学科

座長 坂上 貴光
座長 福澄 洋一

伊藤 朋晃
松本 一志
定松 慎矢
田中 将光 他
土谷 真基 他

(大牟田市立病院)
(済生会福岡総合病院)

一般演題１ 在宅医療における臨床工学技士の取り組み −hospital careからhome careまでの臨床工学技士の役割−
医療法人社団 医王会 朝倉健生病院 臨床工学技術科 池田 秀文 他
一般演題２ 当院の人工呼吸器の教育体制における問題点と改善策
JCHO九州病院 臨床工学室 原
拓渡 他
一般演題３ 当院における呼吸ケアサポートチームの現状と臨床工学技士としての今後の課題
福岡市民病院 臨床工学室 橋本 大輔 他
一般演題４ 当院における血液浄化療法実績と現状の課題
産業医科大学病院 臨床工学部 阪本 純一 他
一般演題５ 当院における小児血液浄化の現状
JCHO九州病院 臨床工学室 安部 茂樹 他
一般演題６ 当院での人工心肺操作を習得するまでの道程
JCHO九州病院 臨床工学室 入江
潤 他
一般演題７ 当院の災害対策への取り組み
公立八女総合病院 臨床工学科 大津理恵子 他

座長 岡原 重幸
座長 真鍋 徹也

(純真学園大学)
(千鳥橋病院)

学生演題１ 簡易排尿検知器の作成
学生演題２
学生演題３
学生演題４
学生演題５

博多メディカル専門学校 臨床工学技士科 永田 京夏 他
補助循環における拍動灌流の有意性
純真学園大学 保健医療学部 医療工学科 ４年生
Rat慢性実験モデルの確立
純真学園大学 保健医療学部 医療工学科 ４年生
カプラの接続ミスによる液漏れ検知器の作成
博多メディカル専門学校 臨床工学技士科 庄司 典史 他
医療研修施設 ｢ニプロiMEP (アイメップ)｣ を利用した体験型研修の取り組み
帝京大学福岡医療技術学部医療技術学科臨床工学コース 藤原
薫 他

座長 小野 信行
講師 稲葉 雅章

(聖マリア病院)
(大阪市立大学大阪市立大学大学院医学研究科
代謝内分泌病態内科学)

座長 灘吉 進也
座長 森光 祐輔

(戸畑共立病院)
(新古賀病院)

一般演題８ カテーテルアブレションにおけるVigileoモニタリングの有用性と今後の課題
社会医療法人 大成会 福岡記念病院 臨床工学室 畠 久美子
一般演題９ 偶発性高度低体温症に対しPCPSで復温を行った1経験
福岡徳洲会病院 臨床工学科 森下 世紀
一般演題10 (脳) 低体温療法におけるKTEKとCPFOURの冷却性能の比較
小倉記念病院 検査技師部 工学課 森田
真
一般演題11 巨大腎結石を起因とした腎盂腎炎患者に腎結石破砕と尿管ステント留置術を施行した1例
社会医療法人大成会 福岡記念病院 臨床工学室 坂口 夕起
一般演題12 当院におけるロボット手術業務での臨床工学技士の役割
JCHO九州病院 臨床工学室 森澤 尚平
一般演題13 下肢静脈レーザー装置の比較とCEの取り組み
新古賀病院 森光 祐輔
一般演題14 臨床工学技士の内視鏡業務介入による変遷及び今後の展望
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 臨床工学部 内藤
翼
一般演題15 医療機器管理業務におけるシステム変更の経験
産業医科大学若松病院 臨床工学部 鶴薗 力也

他
他
他
他
他
他
他

座長 今林 和馬
座長 三島 博之
WS1
WS2
WS3
WS4
WS5

消化器内視鏡領域における臨床工学技士の役割と今後の展望
飯塚病院 臨床工学部
消化器内視鏡業務の現状を踏まえた教育体制
社会医療法人雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター 臨床工学室
当院内視鏡治療における臨床工学技士の役割と今後の展望
社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 臨床工学科
消化器内視鏡領域における臨床工学技士の役割と展望
福岡新水巻病院 臨床工学科
消化器内視鏡領域における臨床工学技士の役割と今後の展望
九州大学病院 医療技術部 臨床工学部門

座長 伊藤 朋晃
講師 小山田翔平

竹内
真鍋
小西
八代
伊藤

正志
徹也
泰央
拓也
朋晃

聖マリア病院
千鳥橋病院
新古賀病院
福岡市民病院
小倉記念病院

(戸畑共立病院)
(九州大学病院)

佐藤 謙太
山口友里恵 他
町井 基子 他
藤原 裕士
峰 慎太郎

(小倉記念病院)
(製鉄記念八幡病院)

臨床工学室
臨床工学科
臨床工学部
臨床工学室
検査技師部 工学課

