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去る 3 月 12 日に旭川赤十字病院 講堂におい

て北海道手術室安全セミナーin 旭川が開催され

ました。 

本セミナーは手術室の安全管理のみならず、病

院全体の医療安全という広義の話題を取り扱う

セミナーとして、これまでに札幌、旭川、函館、

釧路、帯広、北見など全道各地で過去 17 回開催

し、好評を頂いております。 

講演では医療安全をテーマとして手術室の災

害対策やリスクマネージメントに関することを、

具体的な事例を織り交ぜながら、その対策につい

て学べ、日常業務に役立つ内容で行われました。 

本セミナーにご協力いただき、講義していただ

いた先生方、座長の労をお取りいただいた先生方

に深く御礼申し上げます。 

 

卒後教育セミナーの様子 

方々にも参加して頂き、活発な意見交換の場と

なりました。 

年度末の多忙ななか、参加された皆様、ご講

演して頂いた先生方に深く御礼申し上げます。 

 

去る 2月 28日にムトウ本社 6F会議室におい

て第 9 回卒後教育セミナーが開催されました。 

 本セミナーはテーマを「ハイパワーディバイ

ス外来業務について考える 」とし、各メーカー

さんの多大なるご協力のもと開催され、これか

ら ICD/CRT-D 業務に携わる可能性のある技士、

または自施設で使用していない ICD/CRT-D の

機能について知るための有意義なセミナーとな

りました。 

特別講演では昨年に引き続き日本医科大学多

摩永山病院の井川修先生に、「続・循環器診療に

役立つ心臓解剖」という内容でご講演を頂きま

した。 

 教育講演においても、知識と経験豊かな講師

陣によって、すぐにでも臨床現場活用できる内

容がもりこまれた、有意義なセミナーとなりま

した。 

本セミナーにご協力いただいた各社の皆様、

遠方よりお越しいただき、講演して頂いた講師

の先生方に深く御礼申し上げます。 

平成 28 年 3 月 6 日(日)に北海道建設会館にお

きまして第3回 危機管理セミナーが開催されま

した。 

本セミナーは「DMAT の活躍から学ぶ災害対

策」をメインテーマとして臨床工学技士と看護

師の視点から、日頃からの心構えや備え、院内

での役割などを学ぼうと企画され、当会会員の

みならず、危機管理に興味を持った他職種の 

危機管理セミナーの特別講演の佐藤環先生 

手術室安全セミナー恒例の質疑応答コーナー 
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◆RMニュース◆ 
 
＜佐賀県北西部で断水 トイレ、人工透析

…住民に焦り＞ 

広範囲に及んだ断水は、復旧の見通しが立た

ず、市民に焦りや不安の声が広がっている。 

 ２５日夜から断水が始まった佐賀県唐津市呼

子町。一夜明けて給水所に足を運んだ男性（５

３）は「風呂は我慢できるが、トイレは流せず、

食事も困る」と疲れ切った表情。 

 同市では松島、加唐島、馬渡島の離島３島も

断水。市がペットボトルの水を送り、急場をし

のいでいるが、松島では２４日午前から断水が

もう３日目。島民は「飲み水は何とかなるが、

米を洗うには少ない。船で呼子まで弁当を買い

に行っている人もいる」と話す。 

 伊万里市では小中学校のトイレが使用できな

いなど学校生活に支障が出たため、９校が早め

に下校。給食センターも調理ができず、牛乳と

備蓄していた乾パンのみの給食となった。 

 人工透析の患者を抱える同市山代町の西田病

院では、大量の水が必要なため、市に給水車の

手配を要請。自衛隊の給水車で注水を繰り返し

た。断水が長引く懸念もあり、塚本哲男事務部

長は「他の病院で透析をお願いすることも検討

しなくては…」と話した。 

 一方、断水のため自宅で風呂に入れず、県内

の温浴施設は２５日から大勢の客が押し寄せて

いる。佐賀市の佐賀ぽかぽか温泉では「（年間で

最も多い）正月の三が日を上回るペース」と話

す。唐津市鎮西町の国民宿舎波戸岬は２６日か

ら３日間、鎮西、呼子町の住民を対象に入浴料

を引き下げるなどしている。（取材班） 

佐賀新聞社 2016 年 1 月 27 日 配信 

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。 

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

2016 年 4 月 30 日（土）・5 月 1 日（日） 

「第43回日本血液浄化学会学術大会 

・総会」 

会場 岡山コンベンションセンター 

 岡山市北区駅元町14番1号 

http://jstb43.jp/ 

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

2016 年 5 月 8 日（日） 

「第89回 北海道透析療法学会学術集会」 

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.dotoseki.net/ 

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

2016 年 5 月 14 日（土）・15 日（日） 

「第26回日本臨床工学会」 

会場 国立京都国際会館  

京都市左京区岩倉大鷺町422番地 

http://www.icckyoto.or.jp/ 

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

 2016 年 5 月 28 日（土） 

「第17回 釧根地区臨床工学技士会 

学術講演会」 

会場 釧路赤十字病院 4階 講堂 

 釧路市新栄町21番14号 

http://hcea.umin.ac.jp/ 

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

 

 

 センターによると、滅菌は業者に委託。超音

波洗浄と高温乾燥はしていたが、パック包装後

の高圧蒸気滅菌をしておらず、業者が滅菌済み

と思い込み納入した。高圧蒸気滅菌済みの器具

は包装パックに表示された文字の色が変わる

が、現場でも確認が不十分だった。 

 患者５２人に状況説明や体調確認を実施。チ

ェックシートの使用や滅菌を確認するテープを

貼ることで再発を防止するという。 

共同通信社 2016 年 3 月 25 日 配信 

＜適切な滅菌せず器具使用 兵庫の病院、

感染恐れなし＞ 

兵庫県の病院は２４日、適切な滅菌がされて

いないはさみやピンセット計１６本を２月末か

ら３月上旬にかけて使用したと発表した。使用

した可能性のある患者は５２人。健康被害は出

ておらず、感染の恐れはないとしている。 
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皆さんこんにちは。公益事業推進委員会です。諸般の事情で十数号ぶりの掲載となって

しまい大変申し訳ありません。今回は 2015年度の活動実績として報告させていただきます。 

 

■2015 年度の公益活動実績 

1.AED 日常点検講習…清水町役場保健福祉課 （2015.6/23） 

2.市民公開講座…北海道科学大学オープンキャンパス (2015.9/26) 

3.市民公開講座…函館市 家族介護者交流事業 (2015.11/11) 

4. AED 日常点検講習…さとうファミリー歯科 (札幌 2015.12/24) 

5. AED 日常点検講習…太陽の子幼稚園 (函館 2016.1/15) 

6. AED 日常点検講習…ラ・デュース恵庭 (恵庭 2016.1/28) 

7. AED 日常点検講習…北海道ハイテクノロジー専門学校 (2016.1/28) 

8. AED 日常点検講習…ラ・デュース恵庭 (恵庭 2016.2/23) 

9. AED 日常点検講習…ふる里えにわ (恵庭 2016.3/12) 

 

2015 年度は AED 日常点検講習が 6 施設、市民公開講座が 2 回開催され、のべ 144 名の

参加者に対して公益活動を行って参りました。今年に入り恵庭市での開催が続きましたが、

職員全員の受講希望のため複数日開催になった事情と、いわゆる口コミによる申込みによる

ものでした。 

AED 日常点検講習については従来、日常点検の必要性の啓蒙を主たる目的として、日常

的な点検方法について講習を実施して参りましたが、受講施設側から救急救命処置を含めた

講習の開催希望が多く寄せられる事から、講習コンテンツを BLS 手順とリンクさせるべく

改訂の検討を行っています。 

 

  

#7 
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道内の各臨床工学技士養成校の成績優秀者に

贈られる北海道臨床工学技士会会長賞が、27 年

度の卒業生の中から以下の4名に決定しました。 

 

吉田学園医療歯科専門学校 松本 美和さん 

北海道ハイテクノロジー専門学校 庄司 笑香さん 

札幌医学技術福祉歯科専門学校 宮谷 政大さん 

北 海 道 科 学 大 学 中村 一輝さん 

平成 28 年 3 月までの理事会からのお知らせ 

・ 日本臨床工学技士会第４期代議員選挙結果

について 

全国区代議員：真下泰氏 

地区代議員：石川幸広氏 大宮裕樹氏 

加藤伸彦氏 脇田邦彦氏 

・ 北海道臨床工学技士会第４期内部理事選挙

結果について 

・ 北海道臨床工学技士会第４期外部理事の選

出について 

現外部理事６名については第４期も継続

してもらうことで一致 

・ 平成２８年度事業計画（案）について 

・ 平成２７年度決算報告について 

・ 各委員会の取組みについて（セミナー、学会、

講演会、災害対策、広報関連、他） 

・ 北海道柔道整復師会主催「いきいき健康フェ

スト」（平成２８年７月３日（日）） 

広報・公益事業推進委員会にて活動する 

・ 北海道医療技術者団体連絡協議会パネル展

（平成２８年８月２７日（土）） 

・ 会員メーリングリストの運用について 

・ 会費未納者の対応について 
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