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２０１２年３月１１日に札幌市生涯学習セン

ターで市民公開講座が開かれました。本講座は

「血圧の管理とその重要性」、「血圧計の正しい測

定方法」の血圧に関するテーマで行われ、公益社

団法人 北海道臨床工学技士会の社会貢献活動の

一環として企画されました。 

当日は北海道医療新聞社からの取材が来てお

り、３月１６日の紙面に記事が掲載されました。 

ご講演いただいた札幌医科大学医学部第 2 内

科の橋本暁佳先生、後援していただいた札幌市、

テルモ株式会社の皆様にこの場を借りて感謝申

し上げます。 

市民公開講座

の様子 

2012 年 3 月 16 日掲載 

：北海道医療新聞 

本講座は当会の公益事業推進委員会が中心と

なり、テルモ株式会社、札幌市の後援のもとに一

般の方にも理解しやすく興味を持っていただけ

る内容の講演が催されました。また、自動血圧計

の取扱に関する相談に応じるなど、医療機器の専

門家である臨床工学技士と一般の方々が交流を

持つことができ、当会と臨床工学技士をアピール

する大変貴重な機会となりました。 

橋本先生の講演の様子 
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（詳細は日本医療機能評価機構のホームページをご覧下さい） 
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◆RMニュース◆ 
 

＜宮城・患者死亡事故 新しい医療機器 

納入で使用方法、熟知せず＞  

宮城県の病院で昨年７月に脳梗塞（こうそく）

の無職男性（当時８２歳）が死亡した医療事故

を巡り、男性臨床工学技士（４８）らが業務上

過失致死などの容疑で書類送検された事件で、

使用法を熟知しないまま新しい医療機器が使わ

れていたことが分かった。捜査幹部は「患者の

命を取り扱っているにもかかわらず軽率だ」と

指摘している。 

 県警によると、死亡した男性の治療に使われ

ていた心肺補助装置（ＰＣＰＳ）は事件当時、

コンセントが抜けたまま放置され、予備バッテ

リーの電源も切れて電源が停止。停止に気づい

た医師ら８人はいずれも再稼働の方法を知ら

ず、短期間で復旧させられなかった。 

 これに対し、同病院事務局は、納入業者によ

る機器の取り扱い説明会でも再稼働法は示され

なかったとし、「予備バッテリーを備えていると

聞いており、完全停止したことは想定外だった」

と釈明。ただ、同病院関係者は「（日々納入され

る全ての機器の）使い方を完全に把握するのは

困難」とも打ち明けた。 

 理事長は「機器の操作に関する研修回数を既

に増やすなど再発防止策を取っている」とコメ

ントした。 

（2012 年 3 月 9 日 掲載：毎日新聞） 

＜医療事故最多の２７９９件  

「積極的に報告」＞ 

日本医療機能評価機構（東京）は２２日、昨

年全国の医療機関から報告があった医療事故は

前年比９６件増の２７９９件で、年単位の集計

を始めた２００５年以降で最多になったと発表

した。「ミスを共有し再発を防ぐため、積極的に

報告する医療機関が増えたためではないか」と

分析している。 

  ２７９９件の内訳は、医療法に基づき報告

が義務付けられた大学病院などが２４８３件、

任意参加の医療機関が３１６件。 

このうち、因果関係は不明だが、２週間以内

に患者が死亡したケースは、報告義務がある医

療機関で１４０件あった。 

 事故につながる恐れがあった「ヒヤリ・ハッ

ト」事例の報告は、医療機関で約６２万件、薬

局で約８千件だった。 

（2012 年 3 月 23 日 配信：共同通信社） 

＜酸素ボンベバルブ開け忘れ 

 京都の病院、患者死亡＞  

 京都市山科区の病院で、肺炎で入院していた

７０代の女性患者に、酸素ボンベのバルブの一

部を開け忘れたまま呼吸補助装置を装着し、患

者がその後死亡していたことが２７日、病院な

どへの取材で分かった。 

 死亡との因果関係は不明。２４時間以内に警

察への届け出が義務付けられる異常死の可能性

もあるが、病院は死亡から６日後の２６日にな

って山科署に相談した。同署は関係者から事情

を聴くなどして調べる。 

 病院によると、２０日午前４時前、患者の呼

吸補助装置の酸素供給量が低下していることを

示すアラームが鳴り、患者は約３０分後に死亡

が確認された。 

 １９日に業者が装置のホースを交換した際、

いったん閉めたバルブのうち１カ所を作業後に

開け忘れていたという。 

 病院は「（患者の死亡は）病気の悪化のため

と考えて、納得できる状態だった。異常死かど

うかはっきりしないが、弁護士と相談し、警察

に相談した」としている。 

（2012 年 3 月 28 日 配信：共同通信社） 
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平成２３年度２月～３月までの理事会におい

て以下の報告・協議がされました。 

 

 公益社団法人 北海道臨床工学技士会第２

期理事選挙結果公示について 

 公益社団法人 北海道臨床工学技士会にお

ける賠償責任保険制度の構築について 

 平成２３年度会長賞について 

 平成２４年度事業計画案ならびに予算案の

検討 

 北海道・東北臨床工学技士会連絡協議会に

ついて 

道内の各臨床工学技士養成校の成績優秀者に

贈られる平成２３年度 公益社団法人 北海道

臨床工学技士会会長賞が、今年度の卒業生の中

から以下の４名に決定されました。 

 

西野学園札幌医療科学専門学校  

臨床工学技士科 五十川  沙紀さん 

 

北海道ハイテクノロジー専門学校  

臨床工学技士学科 増子  真人さん 

 

北海道工業大学 医療工学部  

医療福祉工学科 前田  愛梨さん 

 

吉田学園医療歯科専門学校  

臨床工学科 伊勢谷  佑希さん 

 

４名の方、受賞おめでとうございます。今後

の臨床工学技術の向上、さらには医療業界全体

への発展を目指し、ご活躍を期待しております。 

****************************************** 

2012年 5月 12日（土）～5月 13日（日） 

「第 22 回  日本臨床工学会」 
会場 富山国際会議場ほか  

富山市大手町1番2号 

http://www.jacet22.jp/ 

****************************************** 

2012年 5月 20日（日） 

「第 81回 北海道透析療法学会」 
会場 旭川市 大雪クリスタルホール  

    旭川市神楽 3条 7丁目 

http://www.dotoseki.net/ 

****************************************** 

2012年 6月 7日（木）～6月 9日（土） 

「第 87回  日本医療機器学会大会」 
会場 札幌コンベンションセンター 

札幌市白石区東札幌6条1丁目 

http://www.jsmi.gr.jp/ 

****************************************** 

2012年 6月 22日(金)～6月 24（日） 

「第 57回 (社)日本透析医学会学術集会」 
会場 京王プラザホテル札幌 

ほか 4会場  

 http://www2.convention.co.jp/57jsdt/ 

****************************************** 

2012年 7月 7日(土)～7月 8（日） 

「第 5 回透析液安全管理責任者セミナー」 
（日本臨床工学技士会主催） 

会場 未定  

 http://www.ja-ces.or.jp/ 

****************************************** 

 

下記に示すセミナー、学会等が開催されます。

皆様多数の参加をお願いいたします。詳細は公

益社団法人 北海道臨床工学技士会ホームペー

ジまたは各記載の webサイトをご覧ください。 
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公益社団法人 北海道臨床工学技士会 入会手順は．．． 

1. 北海道臨床工学技士会の申し込み用紙に必要事項を記入後、事務局宛に郵送します。 

（申込用紙は技士会 HPからダウンロード出来ます。） 

2. 年会費振込み時、備考欄に「新入会」と記入し 5,000円を下記へ入金します。 

3. 事務局にて申込用紙と入金が確認され次第、北海道臨床工学技士会へ入会扱いとなります。 

4. その後、会員宛に事務局より「入会手続き完了通知」が郵送されます。 
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