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。技士会としてもそのための「個々

プと技術の研鑽」を重点に、教育、

の構築を充実していきたいと思いま

人教育も重要な課題であります。教

現場は違うものということは皆さん

いることと思います。「スキルアップ

という問題も教育委員会、安全管理

に会員の幅広い意見を反映させ

のギャップを埋めていくよう現場・養

と一緒に考えていきたいと思いま

弾として臨床実習指導委員会を発

習指導指針（案）を作成致しました

ただければと思います。詳しくは技

ージをご覧下さい。今後、臨床工

指針が見直されて時代にマッチし

、臨床工学業務に診療報酬や透析

室などの施設基準に臨床工学技

臨床工学技士の組織として技士会

訴えていかなければならない課題も

みになっております。そのためにも

も重要であります。ぜひとも全ての

が技士会に加入していただけるこ

。 

れわれは自分の職業に誇りを持ち、

の第一歩を踏み出さなければ一体

れるのかという信念もち、日々の業務

かなくてはなりません。今後も皆様の

、ご協力をお願いし、今年が会員各

益々のご健勝の年でありますことを

す。 

道臨床工学技士会会長 真下泰 
新年明けましておめでとうございます。2008 年

新春を新たな気持ちで迎え、本年が会員皆様

とっても、当会にとっても良い年になることを願

ております。また、日ごろより当会の活動に対し

して格別のご指導、ご支援を賜っております関

各位の皆さまに深く感謝申し上げます。  

さて昨今、「医療の安全の確保」という大前提

ある中、医療の現場に経済効率と市場の競争

理が導入され、医療を取り巻く環境が、急激に

かも予想をはるかに超えて大きく変貌していき

した。一昨年来より、「医療の安全を確保するこ

は我々臨床工学技士に課せられた使命のひと

である」と謳わせていただいております。昨年

改正医療法により病院等に「医療機器安全管

責任者」の配置が義務付けられ、多くの臨床

学技士が携わっていることと思います。医療機

安全管理責任者は多種多様な機器を管理し

ければならず、臨床工学技士がなるべきか否

の議論もあります。しかしこれはチャンスでもあ

試練でもあると思います。放射線や検査の機器

どはそれぞれの部署に機器管理者を設置し、

れらの方々と連携（コミニケーション）することに

り業務が遂行できることと思います。今、我々に

の能力があるのかが問われているように感じま

。医療の安全の確保は一部署だけでは出来る

うなものではありません。従来の機器管理から

体の機器管理へ目を向けていかなければなら

い時期に来ていると思います。また、本年４月

らは「業者立会い規制」が導入されることにな

、その対応にも追われていることと思います。
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会 員 各位 
 

第４期役員選挙公示 
 

（社）北海道臨床工学技士会役員選出規定に従い、下記の通り立候補者を告示い

今回は、（社）北海道臨床工学技士会役員選出規定第５章第１７条により無投票で

のある場合は、（社）北海道臨床工学技士会役員選出規定第７章第２１条の通り

 
 氏  名       所         属 

加藤 伸彦 北海道大学診療支援部ME機器管理セン
阿部 正道 苫小牧日翔病院 臨床工学部 
室橋 高男 JA北海道厚生連札幌厚生病院 臨床工学
脇田 邦彦 地域医療支援病院旭川赤十字病院 救急部

石川 幸広 北彩都病院 診療技術部臨床工学科 

 
 
理  事 

三浦 良一 砂川市立病院 臨床工学科 
監 事 井関 竹男 北彩都病院 事務部 

 

２００８年１月１６日 

たします。 
当選となります。異議

お願いします。 

ター 

技術部門 
臨床工学課 
(受付順) 
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◆RM ニュース◆ 
＜名古屋の病院で患者死亡  

呼吸器具取り違え＞ 

11 月１５日午後１０時５０分ごろ、名古屋市の病院

から「治療器具の交換の後、入院患者が死亡した」と

愛知県警中村署に通報があった。同署が調べたとこ

ろ、患者の死亡直前に行われた呼吸器具の取り違え

で死亡した可能性が高いことから、業務上過失致死

の疑いで捜査を始めた。 

同署や病院側の説明によると、同日午後６時２０分

ごろ、入院していた女性の気管に取り付けていた、た

ん排出用のチューブの呼吸器バルブ（直径約２セン

チ）を女性看護師が交換。直後に女性は息ができな

くなり、約３０分後に心臓停止状態となった。病院側が

気付いて蘇生処置を行ったが、午後８時４０分に死亡

した。 

病院側が確認したところ、通常は通気性のあるスポ

ンジ製のバルブを使うのに、看護師が誤って排気で

きないプラスチック製のものを取り付けてしまった。両

タイプとも白色のため、看護師が混同してしまったと

いう。            （11 月 16 日：毎日新聞社） 

 

＜心カテで患者５人がＣ型肝炎に感染  
器具の使い回しが原因か＞

神奈川県茅ケ崎市は 25 日、市内の病院で心臓カ

テーテル検査を受けた患者 5人がＣ型肝炎を発症し

たと発表した。血管内を通すカテーテルとつながって

いる「トランスデューサー」と呼ばれる器具を使い回し

たため、昨年 12月から今年 4月にかけて院内感染し

た可能性が高いという。 

病院によると、5 人は昨年 12 月と今年 3月、同 4

月に心臓カテーテル検査を受けた60-70代の男性患

者。今年秋ごろに発症、治療を受け、全員症状は改

善しているという。 

11月に感染が発覚し、院内の調査で、担当の臨床

工学技士が本来患者ごとに使い捨てることになって

いるトランスデューサーを複数の患者に使用し、血液

を介して感染した疑いがあることが判明した。 

 院内マニュアルには交換のチェック項目がなく、技

士は「手術が立て込んでいて、交換するのを忘れて

いたかもしれない」と説明したという。 

5 人と同じ日にカテーテル検査を受け感染している

可能性がある患者がさらに 18 人おり、病院が調べて

いる。            （12 月 26 日：共同通信社） 

  
下記に示すセミナー、学会等が開催されます。皆
多数の参加をお願いいたします。詳細は（社）北海
臨床工学技士会ホームページをご覧ください。 

****************************************** 
008 年 2 月 23 日（土）、24 日（日） 
第 19 回人工呼吸セミナー」 
  会場 札幌医科大学講堂 

****************************************** 
008 年 2 月 24 日（日） 
第２回医療安全セミナー」 

輸液・シリンジポンプの落とし穴を知っておこう！ 

  会場 北大学術交流会館大講堂  

****************************************** 
008 年 3 月 9 日（日） 
第 1 回医療機器保守・管理セミナー」 

医療法改定対策は万全か！ 
 会場 北海道大学学術交流会館 
 参加費 無料 

（道臨工会員のみ参加可能。また 
当日の技士会入会者も参加可能）

会費未納者は参加できませんので、参加を 
希望される方は至急会費を納入してください

****************************************** 
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第 18 回北海道臨床工学会終了 
      

去る平成 19 年 12 月 2 日（日）、札幌コンベンシ
ンセンターにおきまして、第 18 回北海道臨床工
会が開催されました。当日は約 400 名の参加者の
と、一般演題は 45 題となりました。特別講演に
きましては、「ＣＫＤ（慢性腎臓病）の基本的な
え方～臨床の現場に与えるインパクト～」と題し
して、聖マリアンナ大学病院腎臓・高血圧内科教
である木村健二郎先生に、またランチョンセミナ
Ⅰでは「医療機器安全管理責任について」という
とで亀田総合病院医療技術部ＭＥ室長 高倉照彦 
生に、「急性血液浄化療法におけるメディエータ
制御の方向性」とテーマしたランチョンセミナー
では、和歌山県立医科大学集中治療部の中 敏夫 
生と札幌医科大学救急集中治療部の今泉 均 先
に貴重な講演をいただきました。お忙しいところ
会をして頂いた諸先生も含め、講師の先生方には
の場を借りて御礼申し上げます。ありがとうござ
ました。 
また今回、休日にもかかわらず機器展示というこ
でご協力頂いた 10 社、及びドリンクコーナーに
賛頂きました3社の方々にも心より御礼申し上げ
す。 

機器展示協力企業 
旭化成クラレメディカル株式会社 
日本シャーウッド株式会社 
株式会社ムトウテクノス 
ニプロ株式会社 
株式会社 ＪＩＭＲＯ 
東レ・メディカル株式会社 
味の素ファルマ株式会社 
メディキット株式会社 
株式会社 トップ 
泉工医科工業株式会社 

ドリンクコーナー協賛企業 
キリンファーマ株式会社 
ガンブロ株式会社 
ノアインターナショナル株式会社 
第 19 回人工呼吸セミナーのご案内 
下記に示すとおり北海道呼吸管理研究会の人工
呼吸セミナーが開催されます。皆様多数の参加を
お待ちしております。 
なお、このセミナーの受講者は３学会合同呼吸
療法認定士の認定単位２５点／日が取得できま
す。 

【期日】平成 20 年 2 月 23 日（土）、24 日（日）

【会場】札幌医科大学講堂 

       札幌市中央区南１条西１６丁目 

【問い合わせ】 
      人工呼吸器セミナー事務局に郵便もし

くは Fax でお問い合わせ下さい。 
〒060-8543 札幌市中央区南１条西１６丁目

札幌医科大学医学部麻酔科  
人工呼吸セミナー事務局

FAX 011-631-9683 
 第 2回医療安全セミナーのご案内 
第 2 回医療安全セミナーが開催されます。今回も
輸液・シリンジポンプにスポットを当て、この分野のリス
クマネージメントに詳しい講師によるご講演をいただ
いた上で、会場の皆様と患者様の安全を守るという観
点で敷居の低い座談会を開催し、現場の生の声を基
に情報交換をしたいと考えております。どうぞ皆様多
数の参加をお待ちしております。 

【期日】平成 20 年 2 月 24 日（日） 

【会場】北大学術交流会館講堂 

【申込方法】 

詳細は技士会ホームページをご覧下さい
重要!!
会費納入についてのお願い 
今年度の会費を受け付けております。前年度・
複数年度未納の方は、大至急納入していただくよ
うにお願いいたします。また、今年度分の会費も早
急に納入していただくようご協力お願いいたしま
す。 
また年会費の振り込み忘れなどを防ぐための自
動口座振替制度も用意しています。まだ手続きを
されていない会員の方には是非ともご理解頂き、こ
ちらを利用していただくよう強くお願い申し上げま
す。なお手続き等に関しましては技士会ホームペ
ジをご覧下さい。 ー

 
＊会費を振り込まれた際に手続きの関係上、行
き違いがあった場合はご容赦願います。 
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と、やれ燃費が良いからとかよく売れてるからと

か効率の話が先に来ます。（特に北海道において）

車はあくまで実用品というのが私のスタンスでし

たが、色んな人の語りを聞くとやっぱり実用性だ

けで選ぶのもつまらないなぁと思えてきました。

それで今のところ考えた条件は、 

１．軽ではない国産車 
クルマ素人の車選び
このところ毎日車のカタログを眺めています。 

 今の車は就職と同時に買った軽自動車（スズ

キ・旧アルト）。可愛い相棒ですが、来年で 2 回

目の車検を迎えるにあたり不満も出てきました。

「遠出が辛い」「スキーが載らない」「狭い」が主

な不満です。何回か無理やり車中泊をしましたが、

腰痛がかなり悪化しました…。 

 そこで新車購入を考えているわけですが、「車に

特に興味がなかった」しかし「後悔しない車選び

をしたい！」人間にはかなりの難題です。とりあ

えず職場の男性陣（検査・放射線関係）から情報

収集をするものの、「工学技士さんなのに意外と車

オンチなんだね」なんて言われてちょっと凹んだ

りするのです。余談ですが「工学技士さんはパソ

コンでプログラム組めるんでしょ」とか、「壊れた

ポットも直せるんでしょ」とか期待されるのはデ

フォルトなんでしょうか、うちだけでしょうか。

それとも出来ない私が悪いのでしょうか…。 

 閑話休題。男性陣の若手はコンパクトカーや箱

っぽいワゴン、既婚者はミニバンという人が多い

です。中には妻子持ちなのに FR のスポーツカー

で頑張っている人もいますが、奥様からの買い替

え要求は強いようです。病院の駐車場は女性の職

員が多いためか半分は軽自動車。更に残りの半分

以上がコンパクトカーで、セダンやクロカンは少

数のもよう。中には熟年の女性でも、赤のセリカ

やブルーのインプレッサを乗りこなしている方も

います。 

車好きな人に車選びの話題を振ると、決まって

色々語ってくれるんですね。でも決まって最後に

は「自分の乗りたい車を買いなよ！」と言われま

す。当たり前のようですが、車に興味がない人だ

 日本人なので。 

２．トヨタは除外する 

トヨタの国内新車販売シェアは 40％超、多い

月では 50%を超えたらしい。さすが「世界のト

ヨタ」なわけですが、それゆえにあまのじゃくは

他のメーカーに肩入れしたくなるものです。 

３．フィット、ヴィッツ、マーチは除外する 

 コンパクトカーの中でもこの3車種は代表格で

あり、病院の職員駐車場にもたくさん並んでいる。

でも並びすぎていてちょっとつまらないかも。 

…これくらいしか考えていません。 

どなたかオススメの一台がありましたらご一報下

さいませ。 

（4年目A）
★今後会員だけにお知らせしたい情報を会

員専用ページに掲載していきます。現在は

技士会ニュースのバックナンバーが掲載し

てあります。 
 
★会員専用のページのパスワードは半角小

文字で“member”です。 
技士会ホームページからの
お知らせ
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