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また、当日は「医療機器安全管理責任者」 
 

平成 19 年度（社）北海道臨床工学技士

 

第２回血液浄化セミナーが開催されます。本セミナーは血液浄化

し、臨床工学技士のみならず血液浄化に携わる看護師、学生の方々

容と致しました。開催概要など詳細は（社）北海道臨床工学技士会の

皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。 
 

開催日 ：平成１９年８月１９日（日）  AM 9:3
会 場 ：札幌市教育文化会館 4階講堂 
             （札幌市中央区北１条西 13
参加費 ：一般    ￥６，０００ 
     道臨工会員 ￥３，０００ 
     学生    ￥２，０００ 

第２回 血液浄化セミナー
発行人：真下 泰 
〒004-8618  
札幌市厚別区厚別中央２条６丁目 

札幌社会保険総合病院 ME部 
TEL０１１－８９３－３０００ 
FAX０１１－８９３－４００１ 
の知識および技術の向上を目的と

にも、気軽にご参加いただける内

ホームページをご覧下さい。 

0～（受付 9:00～） 

丁目 TEL.011-271-5821） 

のご案内 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
会総会 無事終了
去る 6月 24日（日）、札幌市教育文化会館
おいて平成 19年度（社）北海道臨床工学技
会総会が開催されました。総会は無事終了

、議案は全て承認されました。 
演も開催され、（社）日本臨床工学

長の那須野先生と旭化成メディカ

Ｅ機器センターの新村先生のお二

講演をして頂きました。この場を

御礼申し上げます。ありがとうご

。 
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◆RM ニュース◆

＜呼吸管外れ、女性死亡＞ 

長野県の病院は１３日、６０代後半の女性患者が

今月上旬にのどに装着した呼吸用の管が気管から

外れて死亡した、と発表した。同病院は安曇野署

に届け出ており、同署では業務上過失致死の疑い

もあるとみて関係者から事情を聴いている。 

同病院によると、亡くなった患者は気管に空気を

送り込むため、「気管カニューレ」という管をのどか

ら差し込み、人工呼吸器を使っていた。１０日午前

０時１５分ごろ、女性看護師が呼吸器の異常を知ら

せるアラームが鳴っているように感じ、病室を訪れ 

たところ、女性に異常はなかったという。しかし、約

１時間後、看護師が気管カニューレが抜けかかっ

ているのを発見。報告を受けた男性医師が確認し

た。 

患者は一時的に状態が改善したが、再び容体

が悪化。心肺蘇生の処置を行ったが回復せず、患

者は午前２時５５分ごろ死亡した。同病院は医療事

故調査委員会を開いたが、「気管カニューレが気

管から外れた原因は確定できず、死因は調査中」

としている。 

患者は内科の一般病棟に１人で入院していて、

自発呼吸が出来ず、自力では動けなかったという。

荻原院長は「遺族の方に誠意を持って謝罪し、事

故の再発防止を図りたい」と話した。今後、気管カ

ニューレなどに関する職員研修を実施する予定。  

（6 月 14 日：毎日新聞社）

＜人工心臓チューブ外れ死亡＞ 

埼玉県の病院は 15 日、重い心筋症で入院して

いた 40代の男性患者が、ベッドで関節を動かす運

動をしていた際、補助人工心臓のチューブが外

れ、出血性ショックによる多臓器不全で死亡したと

発表した。 

同病院は治療中の事故として埼玉県警に届け

たが「医療ミスではない」としている。 

 病院によると、11 日正午ごろ、理学療法士が患

者の両足の関節を動かす運動をしていたところ、

足が補助人工心臓を駆動させるための管に引っ掛

かり、弾みで心臓の血液を循環させるチューブが

外れた。 
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下記に示すセミナー、勉強会等が開催されま

。何かとご多忙とは存じますが、皆様多数の

加をお願いいたします。開催概要、申込方法

どは（社）北海道臨床工学技士会ホームペー

(http://hcea.umin.ac.jp)または各記載の web
イトをご覧ください。 

***************************************** 
月２８日（土）１５：００～ 
特発性心室細動研究会北海道セミナー」 
会場 札幌パークホテル 

ttp://plaza.umin.ac.jp/%7EHCEA/files/pdf/ 
ppatusei_sinsitusaidou_kenkyukai.pdf 

***************************************** 
月１９日（日）９：３０～   
第２回血液浄化セミナー」 
  会場 札幌市教育文化会館 4F講堂 

***************************************** 
月３０日（木）～９月１日（土） 

札幌ライブデモンストレーションコース 2007」
  会場 札幌プリンスホテル 

ttp://www.sldc.jp/SLDC2007/index.html 

***************************************** 
月２１日（金）１３：００～ 

第 46回日本生体医工学会 北海道支部大会」
  会場 北海道大学大学院情報科学研究科

情報エレクトロニクス棟 1階 A12
ttp://bmisys.bme.eng.hokudai.ac.jp/mewww/
dex.html 

***************************************** 
０月２０日（土） 
第 16回日本集中治療医学会 北海道地方会」
  会場 旭川北洋ビル 

ttp://www.jsicm.org/local/2007chihoukai.html 

***************************************** 
２月２日（日） 
第 18回(社)北海道臨床工学技士会学術大会」
  会場 札幌コンベンションセンター 
患者はショック状態となり、12 日午後に死亡し

た。患者は 2005 年 12 月から補助人工心臓を装

着。今年 4 月、同病院に転院して心臓移植を待っ

ていた。           （6 月 15 日：共同通信社） 

 
 

***************************************** 
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＜苦情でアラーム音量最低に  
気付かず心肺停止＞

横浜市は７日、市内の病院に入院中の５０代

男性の容体変化を知らせるアラームに看護師が

気づかず、男性が一時心肺停止に陥る事故があ

ったと発表した。男性は現在、意識不明の重体。

当時アラームの音量は最低レベルになっており、

病院長は会見で「患者、ご家族に心からおわび

する」と謝罪した。 

 同病院によると、男性は脳出血で入院。今月４

日午前８時半ごろ、心肺停止状態になっている

のを看護師が見つけた。監視モニターの記録を

調べたところ、同日午前７時５０分ごろから発見時

までの約４０分間に計３回、不整脈や心拍異常を

知らせるアラームが鳴っていた。当時ナースステ

ーションには看護師１０人がいたが、気づかなか

った。アラームは患者から「うるさい」という苦情が

あり、音量を最低レベルに落としていたという。 

               （7 月 7 日：毎日新聞社）

 
 
日本アフェレシス学会 

認定技士資格審査のご案内 
 

第 8回日本アフェレシス学会認定技士資格審
査が下記のとおり実施されます。日本アフェ
レシス学会認定専門医・認定技士の認定をう
けようとする方は下記要項にて申請をして下
さい。詳細は日本アフェレシス学会ホームペ
ージ(http://www.apheresis-jp.org/member 
/nintei/shinsei_senmon.html)をご覧くださ
い。 

■認定試験実施日 
第 28回日本アフェレシス学会学術大会会期中
■認定試験会場 
第 28回日本アフェレシス学会学術大会会場内
■認定試験内容 
筆記試験および面接試験 
■申請書類の受付期間 
2007年 6月 1日～2007年 8月 31日 

（消印有効）

■申請資格 
1. アフェレシスの診療に必要な知識・技能
を有すること。 

2. 申請時において引き続き 5 年以上学会の
会員であり、会費を完納していること。

3. 申請時において、学術大会あるいは地方
会における技術講習会に 1 回以上出席し
ていること。 

＜呼吸器外れ 82 歳死亡＞ 

大阪府の病院で今年４月、肺炎のため入院して
いた男性患者（８２）の人工呼吸器が外れ、死亡し
ていたことが分かった。病院側は遺族に謝罪し、院
内に事故調査委員会を設置。大阪府警淀川署に
も届け出た。 
同病院によると、４月１７日午前１０時ごろ、ナー
スステーション内にある男性の心電図モニターの
警報に看護師が気付き、病室に駆けつけると、人
工呼吸器の管の接続部分が外れていた。男性は
心肺停止状態になっており、間もなく死亡した。窒
息死とみられるという。 
この約３０分前に、別の看護師２人が男性の床
ずれを防ぐため体位を変えた際、接続部分が一度
外れたが、調査に「きっちり付け直した」と説明して
いるという。 
報告を受けた看護師長は当初、接続部が外れ
た事実を上司や主治医に伝えなかったため、主治
医は遺族に「死因は肺炎」と説明。同日午後６時ご
ろに看護師長が報告し、事故が発覚した。同病院
の内部マニュアルでは事故発生時、速やかに上司
を通じて院長に報告するよう定めていた。同病院
は「ご遺族には大変申し訳ない。再発防止策を講
じる」としている。     （6 月 21 日：毎日新聞社）
 

＜アラーム気付かず心肺停止  
入院患者が意識不明＞

大阪府の病院は22日、60代の女性入院患者が

心肺停止状態で見つかり、容体の急変を知らせる

心電図モニターのアラームに気付くのが遅れた可

能性が高いと発表した。 

女性は蘇生（そせい）措置で一命を取り留めた

が、低酸素脳症で意識不明の状態という。同センタ

ーは家族に謝罪し、18 日に東成署へ届けた。 

同センターによると、女性は 1月 16 日に消化器

のがん手術を受け、経過は良好だったが、同 24日

午前 6時半ごろ、アラームに気付いた看護師が病

室に駆け付けると、心肺停止の状態になっていた。

アラームは脈拍数が落ちると鳴る仕組み。モニタ

ーには、アラームが約10分前から断続的に4回鳴

った記録があった。当時 3人の看護師が勤務して

いたが、全員がナースステーションの外で別の患

者の検温や採血などをしていた。 

同センターは「アラームに早く気付き、適切な処

置をしていれば、意識障害を残さず、回復できた

可能性が高い」としている。 

心肺停止の原因については、たんによる気道閉

塞などの可能性が高いとみている。 

同センターは、アラームの音量を上げるなどの再

発防止対策を取ったほか、アラームが看護師の携

帯電話にも伝わるシステムを導入する。 

（6 月 25 日：共同通信社）
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を混ぜてあとは時々水をあげるだけの放任栽培で

す。 

４月末から始めましたが、これまでのところ４

種ともとても元気に育ってくれています。バジル

は葉をすりつぶしてペースト状にして料理に使う

（イタリア料理でジェノベーゼという緑色のソー

ス）のですが、やはり新鮮なせいか市販のソース

よりずっと美味しい。青じそも葉っぱをむしれば

むしるほど枝が増えてきますし、これからの季節

は素麺や冷麦に大活躍しそうな予感です。パセリ

はオムレツや飾り付けに、ミントはハーブティー

やポプリに使いました。 

 始めてみてわかったのが、植物といえどもやは

り生き物、つい朝夕覗き込んで「元気かなー？」

と気にかかるものです。ペットを飼っているのと

似たような感覚です。毎日見つめているとたった

１mm の成長もわかるようになってしまい、ますま

す愛情が沸いてきます(伸びたら食べるけど）。 

 これから暑くなると、１～２日外出しただけで

干からびてへたばってしまうかと心配だったので

すが、輸液ポンプの点検中にふと思いつきました。

点検用の輸液バックと輸液セットをカーテンレー

ルにかけて、土に水をやればいいのではと。クレ

ンメで水量の調節も簡単にできます。これはなか

なかのアイデアだとほくそ笑んでいますが、点滴

セットが何本も植木鉢にぶら下がってる出窓って

外から見たら怪しいかもしれませんね。 

                 （４年目Ａ）

あ

全

増

が

し

お

 

な

デ

ア

き

も

思

 

ん

「

い

花

は

し

が

の土をもらい、苗を植えつけるときに少しの肥料
久しぶりのコラムになります。４年目のＣＥで

る私は、この春の医療法改正に伴い医療機器安

管理責任者を拝命しました。いまだにスタッフ

員の当ても無く人手不足・力不足ではあります

、ＣＥの専門性を活かすチャンスでもあるので

っかり勤めなくてはと身が引き締まる思いで

ります。 

そんなこんなで今まで以上に休みが不規則に

った私が今年新たに始めた趣味、それは「ガー

ニング」です。と言ってもうちは１ＤＫの賃貸

パートで、もちろん庭はありません。ただ南向

に出窓、西向きにも窓があり、比較的日当たり

よいのでこのスペースを何かに使えないかと

ったしだいです。 

ホームセンターで植木鉢とコンテナを買い、選

だ苗は「青じそ」「バジル」「イタリアンパセリ」

アップルミント」の４種です。ガーデニングと

うとパンジーやペチュニアといった綺麗なお

の寄せ植えあたりから入るのが普通ですが、花

無くとも「食べられる」ことを第一条件に選択

ました（ここらへんに即物的かつ意地汚い性格

現れます…）土はよくわからないので実家の庭
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          旭川赤十字病院 臨床工学課 脇田邦彦 

編集委員   旭川医科大学附属病院 臨床工学室 宗万孝次 
旭川赤十字病院 臨床工学課 奥山幸典 

           市立旭川病院 臨床工学室 窪田將司 


