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■会 期   2008年 11月 9日（日）  開
■会 場   札幌コンベンションセンター 
        〒003-0006 札幌市白石区東札幌

TEL 011-817-1010 FAX
■参加費   会員¥1,000 賛助会員¥2,000 非会

第 19回北海道臨床工学会
発行人：室橋 高男 
〒060-0033  
札幌市中央区北３条東８丁目  
ＪＡ北海道厚生連  
札幌厚生病院 臨床工学技術部門 

TEL０１１－２６１－５３３１ 
FAX０１１－２７１－５３２０
 

０月１５日（水）

よりオンライン登録のみです）

会式 9:30～ 

6条 1丁目 1-1 
 011-820-4300 
員¥3,000 学生¥500 

のお知らせ
上記日程で第 19回北海道臨床工学会が開催されます。 
会員各位の日常業務及び創意工夫、研究など奮って多数の演題発表をお願い申しあげ

す。 
また会員のみなさまにおかれましては、時節柄、御多忙のことと存じますが多数の参

をお願い申しあげます。 
なお発表される方は下にも記載してありますが、この後の投稿執筆規定をよく読み、学会当

に投稿原稿を提出して下さい。 
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  演題発表者の皆様へ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

１． ご発表頂きます時間の少なくとも 30 分前までに必ず会場受付にお越し下さい。試写と通過確認を致

します。ファイルが開かないなどのトラブルを考え早めにお越し下さい。 

２． 一般演題は口演６分、討論２分とします。時間厳守でお願い致します。一般講演発表者は発表予定

時間 10 分前には次演者席にご着席下さい。 

３． 全会場、コンピュータープレゼンテーションのみが可能です。35mm スライドでの発表はお受けできま

せんのでご注意下さい。発表中のスライド操作は発表者に行って頂きます。音声の利用はできませ

ん。 

４． 発表データファイルを保存したCD-R、USBフラッシュメモリのメディアをお持込み下さい。過去の例で

は、古い OS の PC で焼いた CD-R のファイルが開けなかった、あるいは USB メモリが受け付け後に

読み込み不能となった事例がありましたので CD-R と USB フラッシュメモリの両方でお持ち頂くことを

強く推奨致します。MO やフロッピーディスクなど他のメディアはご利用できませんので予めご了承下

さい。 

５． 事務局にてご用意しておりますパソコン（Windows）には OfficeXP の PowerPoint 2003 をインストール

しております。上記環境にて正常に作動するデータのご用意をお願い致します。 

対応ソフトはWindows 版 Microsoft の Power Point のみです。 

６． Macintosh で作成したファイルはWindows で動作確認をしてからお持ち下さい。 

７． 動画は可としますが、そのファイルを作成した PC 以外で再生する場合は動画へのリンクの再設定が

必要になります。また事務局で用意する PC に動画再生に必要な Video codec が Install されていな

い場合は、再生できないことが多々ありますのでご自分の PC を持参して下さい。 

８． ファイルの修正は PC受付コーナーで対応できるようにします。 

９． フォントは文字化けを防ぐため、下記フォントを推奨します。 

 ■日本語・・・・・MS ゴシック、MS 明朝 

 ■英 語・・・・・Century、Century Gothic 

10. 発表された方は原稿を会誌に掲載いたしますので、この後の投稿規定をよく読み、当日、受付に 
投稿原稿を提出して下さい。 

 
 
      

・北海道臨床工学会当日に提

北海道臨床工学会受

 
   ・やむを得ず後日郵送の場合

                  締切 平成 20年 1
         送付先 

〒070-0029 
            市立旭川病

            E-mail s
 

原稿提出先
出する場合 
付に提出 

 
1月 28日（金）必着 

 旭川市金星町 1丁目 1番 65号 
院 臨床器材課 臨床工学室 窪田 將司 宛 

_kubota@city.asahikawa.hokkaido.jp まで 
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 2) 図表はA4用紙に図表だけをプリントアウトした物を提出してください。 

3）原稿枚数は規定しませんが、図表の合計は10点以内を目安にしてください。 

4）図表を含めた提出原稿は、原本の他にコピーを添付してください。 

5）作成した原稿は、プリントアウトしたもの1部と3.5inchのフロッピーまたはCD-R（Windowsのﾌｫｰﾏｯﾄでワ

ード文かﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙで保存）を添付してください。なお、提出して頂いたメディアは返却致しません。 

4. 投稿原稿の採否は、編集会議で討議し決定します。また、編集規定に従い、原稿の加筆、訂正、削除な

どをお願いする場合もあります。 

5. 原稿執筆の順序 

1）見だし番号は以下の様にしてください。 

     １. ＿＿＿＿＿＿見だし 

       1）. ＿＿＿＿＿＿小見だし 

        (1) 

2) 研究論文、研究速報および症例報告の記載は以下の様にしてください。 

    １. 緒言   （はじめに、まえがき） 

    ２. 研究方法 （対象、症例、方法） 

    ３. 研究結果 （結果） 

    ４. 考察 

    ５. 結論   （結語、まとめ、おわりに） 

6. 参考文献の記載方法 

  本文中の参考文献番号は右肩付文字で下記要領で記載してください。なお、共著の場合は、その氏名

を3人とし、3名以外の扱いは、「3人目の氏名,ほか:」と記載してください。 

1）参考文献の書き方 

     （1）雑誌の場合 

         ・著者名,共著者名,共著者名,ほか : 論文題名, 雑誌名巻(号); 初頁-終頁,発行年. 

     （2）単行本の場合 

         ・著者名 : 書名. 版, 出版地. 出版社. 発行年. 初頁-終頁 

7. 図表の規定（写真は図として扱う） 

1）図表に使用する文字は明朝体を使用して下さい。 

2）提出する図表は、白黒で光沢鮮明な手札以上の写真、または同等以上の解像度を有したものにして

ください。 

3）表題は、図は図の下に、表は表の上に記載してください。 

 

 

「（社）北海道臨床工学技士会」 投稿.執筆規定 

1. 北海道臨床工学技士会会誌では、研究論文、研究速報、症例報告など、出来るだけ他誌に未発表の原 

稿を掲載します。 

2. 投稿は北海道臨床工学技士会会員とします。 

3. 原稿提出の基本 

 1）原稿の大きさはA4判（縦使用）横組み、パソコンにて、1行40字×40行（1600字）にしてください。
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「血液浄化療法における統計解析の基礎と応用」
－わかる統計処理に有意差あり！！－ 
  統計を無視しない、かつ惑わされない基本的姿勢を探る 
日 時：平成 20年 10月 26日（日） 9:00～16:50 
 
会 場：中外製薬株式会社 札幌支店会議室 
         札幌市中央区北三条西４－１－１ 日本生命札幌ビル８階 

 

参加費：日本血液浄化技術研究会正会員 無料(当日会員登録可）、 

（社）北海道臨床工学技士会会員：2000 円、非会員：3000 円 

（会場の座席数に限りがございますので、事前にご予約ください。先着 100 名 ） 
「統計解析はなんど勉強しても難しい！」そんな嘆きを日本血液浄化技術研究会が

決します。“よくわかる統計処理”を合い言葉に血液浄化療法における実践的な事

をとりあげ、平成19年 12月に第一回血液浄化工学セミナーとして開催しました。

ミナー後は、各地での開催を希望する声が沢山寄せられ、この度、当日の講義を忠

に再現したビデオセミナーを新たに企画することとしました。基礎の基礎から正し

適用方法までを確実に身につけ、受講後の臨床研究、学会発表等にすぐに役立つこ

を目標にしています。このため、血液浄化療法の分野によくある事例を主に取り上

た内容とし、当会が自信を持って企画した学術セミナーです。より多くの方々にご

加を頂き、統計への苦手意識、日ごろの疑問などを少しでも解消して頂きたいと思
特別講演：「日本透析医学会統計調査資料解析から得られた知見」 

藤田保健衛生大学 短期大学専攻科・臨床工学技術専攻 准教授  中井 滋 先生 
す。 
参加申し込みおよびお問い合わせ 

（社）北海道臨床工学技士会 HP   http://hcea.umin.ac.jp/  

(詳しくは日本血液浄化技術研究会 HPへ:http://www.jyouka.com/) 
＜基礎編＞平均値の差の検定、割合（比率）の検定、相関・回帰 等 
     学会などで見られる主な統計手法について、検定の意味がわかる 
＜応用編＞分散分析法，実験計画法，多重比較検定法  等 
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オホーツク臨床工学技士会主催、（社）北海道

臨床工学技士会後援で、医療機器安全セミナー

が開催されます。オホーツク地区以外のどの地

区からでも参加可能ですので、会員皆様多数の

参加をお待ちしております。詳細は道臨工 HP
をご覧下さい。 

 
日時 平成 20年 10月 18日（土） 
会場 ホテルベルクラシック北見 

北見市北６条西１丁目８－１ 
       TEL 0157-31-1200 

第 1回オホーツク医療機器安全セミナー
のおしらせ

（8月 27 日：共同通信社） 
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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または各記載の

ebサイトをご覧ください。 

****************************************** 
008 年 9 月 28 日（日） 

第 3回医療安全セミナー」 

会場 北海道大学医学部 臨床大講堂 

****************************************** 
008 年 10 月 4 日（土） 

第 47 回（平成 20 年度） 

日本生体医工学会北海道支部大会」 

会場 北海道工業大学講義棟(G棟)2 階 G205 

ttp://bmisys.bme.eng.hokudai.ac.jp/mewww/in
ex.html 

****************************************** 
008 年 10 月 4 日（土） 

第 17 回日本集中治療医学会北海道地方会」 

会場 旭川医科大学医学部救急医学講座 

ttp://www.jsicm.org/local/2008chihoukai.html 

****************************************** 
008 年 10 月 18 日（土） 

第 1回オホーツク医療機器安全セミナー」 

会場 ホテルベルクラシック北見 

****************************************** 
008 年 10 月 19 日（日） 

第 3回 体外循環セミナー」 

会場 札幌コンベンションセンター 

****************************************** 
008 年 10 月 26 日（日） 

血液浄化関連統計ビデオセミナー」 

会場 中外製薬株式会社札幌支店会議室 

******************************************
008 年 11 月 9 日（日） 

第 19 回 北海道臨床工学会」 

会場 札幌コンベンションセンター 

****************************************** 
008 年 11 月 30 日（日） 

平成 20 年度アフェレシス技術講習会」 

会場 札幌コンベンションセンター 

******************************************
◆RM ニュース◆ 

＜患者に二酸化炭素を誤投与  

２人死亡も因果関係否定＞

福岡県の病院で、重体の患者 2人に酸素と誤っ

て二酸化炭素を投与する事故があったことが 27 日

分かった。患者 2人は死亡しているが、病院側は

「もともと救命が難しい状態で、誤投与もごく短時間

だった」と死亡との因果関係を否定している。 

病院から「異状死」の届け出を受けた県警が業

務上過失致死容疑で捜査している。 

 同病院によると、誤投与があったのは、入院中の

70 代と、救急搬送された 80 代のいずれも男性患

者。 

24 日午前 3時 50 分ごろ、70 代の患者を手術室

の入り口から手術台へ二十数メートル移動させる

際、看護師 3人が空になっていた酸素ボンベを交

換しようとして、誤って二酸化炭素のボンベを接続

した。 

その後、ミスに気づかないまま、同日午後 6時ご

ろに手術室に運ばれた 80 代の患者にも誤投与し

た。誤投与の時間はいずれも数十秒程度だったと

いう。 

同病院は「医療事故防止対策委員会を開き再発

防止に向けた調査に取り組んでおり、運用マニュア

ルの改定などの対策を決めた」としている。 
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前回7月発行分技士会ニュースの「中国四川

省大地震被害に対する国際緊急援助活動を終え

て」の文章中で、crash-syndrome とあるので

すが、crush-syndromeの誤りです。また「8

～11 月の予定表」中の第 2 回体外循環セミナ

ーの案内ですが、第3回目の開催で、会場も札

幌コンベンションセンターの誤りです。ご迷惑

をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

話し声を出していればまず安心と言われる。も

し万が一ヒグマに遭遇してしまったら？「後ろ

向きでダッシュして逃げる」のは最悪である。

犬と同じで逃げるものは追いたくなるらしい。

ヒグマは意外と足が速く最高時速 60km で走

るし、木登りも上手いので高い所に逃げても無

駄だろう。なので、気づかれていないうちは静

かにそっと後退して逃げる、気づかれて目が合

っていれば「視線をそらさないままで後退して

逃げる」のが正解とのことだ。実践できるかど

うかは別として…。「死んだふり」は転がされて

遊ばれたり噛まれたりするので駄目だそうだ。

またヒグマが人の持ち物に触れた場合、それを

取り返そうとしてはいけない。いったん自分が

手に入れたものを奪った人間に対しては執念深

く追いかけ排除する性質があるようで、実際に

40 年ほど前に山で追いかけ回され最後には殺

されたという事件がある。 

こんな知識が実地で役に立つことは一生無い

と思うけれど、道民として何かのネタにはなる

かもしれませんよ。      （5年目A）

 

～～～～ ～～～～～～～

訂正とお詫び 

熊撃退スプレーという物をご存知だろうか。

その名も「カウンター・アサルト」（Made in 

USA）、値段は 1 万円もする。唐辛子のカプサ

イシンエキスを凝縮し、ヒグマめがけて吹き付

けて撃退するという冗談のようなスプレーであ

る。飛距離は 4～9ｍらしいが、普通に考える

とこれをかけてる時間があったら逃げたい…か

けたとしても相打ちになるだろうし…。ちなみ

に以前、友人がこれを試し噴射してみたところ

風に流れたエキスが顔面にかかってしまい、涙

とクシャミでそれはもう大変な様相だった。そ

れを見たことで、ヒグマにも効くことは確かだ

ろうと納得したものだ。山に入る人（林業関係

者、山菜採りや登山が趣味の人）にはこのスプ

レーがよく売れるようだ。 

山には入らないけど、夏にキャンプには行く

という方もいるだろうが、近年はキャンプ場内

にヒグマが現れて一時閉鎖されたといったこと

もあるのであまり他人事と思わないほうが良い

だろう。これはキャンパーのご飯の匂いにつら

れて夜間ヒグマが寄ってきたものらしい。海沿

いならともかく、山のキャンプ場では残飯の後

始末には注意したほうが良さそうだ。 

ヒグマは野生動物であるから、人間の気配が

すれば向こうのほうから避けてくれる。そのた

め音の出るもの（鈴が一般的）を身に付けたり、

 

ヒグマ対策 豆知識 
～～～～～～～～～～
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