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会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃より技士会活動に対しましては積極的なご参加とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

この度、私は第４期に引き続き第５期会長を務めることになり、改めてその重責に身の引き締

まる思いでございます。  

 会長として、当会の歴史を重んじつつ、第 4期会長の経験を生かし、新しいことにもチャレ

ンジしながら、当会が医療の安全管理に貢献できる必要不可欠な存在となるべく、活発に活動

していきたいと思っております。 

 さて、臨床工学技士の業務は、生命維持管理装置の操作という治療上、重要な部分を担って

おり、治療、手術の立会いなど、直接患者様の生命に関わる業務を行うことも少なくありませ

んが、未だ一般の方々への知名度が低い国家資格であり、病院内での待遇は必ずしも良いとは

限らないのが現状であります。 

この状況を改善していくために、北海道の臨床工学技士が一枚岩の協調体制のもとで活動し、

会員の皆様にとって有益な会となるように、環境を整えていきたいと考えます。その為には、

当会への入会率を向上させることが必要であり、未入会の方々へ入会のはたらき掛けを行うと

ともに、魅力ある組織になるように当会の研修会・セミナー等をさらに充実させていくことも

重要であると考えます。 

 また、社団法人として公益事業を展開するべく、平成２２年度に新事業を掲げ実行していく

ことで、臨床工学技士の存在意義を一般の方々へ強くアピールし、認知度を高めたいと思いま

す。 

 最後に、やらなければならないことが山積しており、試行錯誤を繰り返しながら突き進んで

いかなければならない状況ですが、会員の皆様のご協力を得ながら、自分たちがその第一歩を

踏み出すと言う信念を持ち、自分の職業に希望と誇りが持てるよう邁進する所存でございます。 

今後共、今まで以上に皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げ、第５期会長就任の挨拶と致し

ます。 

平成２２年６月吉日 

 

 

 
 

社団法人 北海道臨床工学技士会 会長  室橋 高男 
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社団法人 北海道臨床工学技士会 内部理事  

佐藤 利勝 

 

会員皆様方におかれましては 益々御清祥

のこととお喜び申し上げます。 

この度、社団法人 北海道臨床工学技士会 

第５期内部理事に就任しました、医療法人社団

ピエタ会 石狩病院 佐藤利勝です。 

微力非才の身ではございますが、内部理事の重

責を担いましたうえは鋭意専心、技士会の発展の

ために精励いたす所存でございます。 

初理事という事もあり不安と期待が入り交

じった年にはなりますが、活動して参りたいと

思いますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 私は医療に従事して３３年たちます。現在の

臨床工学技士制度以前からメーカーや現場で

従事してきました。臨床工学技士の仕事内容も

時代の流れと共に多岐多様化し、それに連れて

知名度、認知度も上がってきました。 

先輩達が築き上げてきた北海道臨床工学技

士会を汚さぬよう、そして現在活躍中の皆さん

の更なる上昇（色々な意味で）を目指し、会長、

副会長、他理事と共に頑張りたいと思います。 

 

技士会運営に関しては、諸先輩方と相談しなが

ら様々な分野の企画・立案をし、道臨工会員の

皆様に還元していきたいと考えております。北

海道は14支庁からなる約83,456km2の広大な土

地を有しております。北海道の各地域には地方

技士会が存在し、日々研鑽を積んでおられると

お聞きしております。私も地方技士会の方々に

ご推薦を頂いた事もあり、各地方技士会活性化

の一翼を担えればと思っております。“温故知

新”の精神で、北海道臨床工学技士会を皆様と

共に盛り上げていきたいと考えております。 

 

社団法人 北海道臨床工学技士会 内部理事  

土濃塚 広樹 

 

この度、社団法人 北海道臨床工学技士会 

第5期理事に就任致しました特定医療法人 北

楡会 札幌北楡病院 臨床工学技術部の土濃

塚広樹と申します。私は、地方技士会の方々に

ご推薦を頂き、選挙を経てこの大役を担う事と

なりました。何卒、宜しくお願い致します。 

 

総務省は、平成 12 年度から電波の心臓ペー

スメーカ等の植込み型医療機器への影響に関

する調査を実施しています。 

当該調査では、新たに導入された各種電波利

用機器が「各種電波利用機器の電波が植込み型

医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」

に適合しているかの検証を行っています。 

平成 21 年度においては、HSUPA 方式（High 

Speed Uplink Packet Access 方式）を用いて

高速なデータ通信を行う携帯電話端末につい

て調査した結果、心臓ペースメーカ等の植込み

型医療機器の動作に影響を与えないことを確

認しました。 

 

〈詳細〉 

総務省ホームページ内報道資料 

「携帯電話端末による心臓ペースメーカ等の

植込み型医療機器への影響に関する調査結果」 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/0

2kiban16_02000032.html 
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◆RM ニュース◆ 
 

＜医療機器落下で後遺症＞ 

 徳島県の病院で 03 年に診察を受けた際、レン

トゲン機器が足に落下し後遺症が残ったとして、

阿波市の 20 代女性が病院を運営する医療法人を

相手取り、約 5280 万円の支払いを求める損害賠

償請求訴訟を徳島地裁に起こしたことが7日に分

かった。 

 訴状によると、女性は中学生だった 03 年 9 月

に右ひざの診察のためにレントゲン撮影を受け

た。その際、機器を吊るしていたロープが切れ、

女性の右足に落下し、軟骨などを痛めた。 

 女性は別の病院でも治療を受けたが、歩行距離

が 1キロを超えると痛みがひどくなり、歩けなく

なる後遺症が残ったと主張している。 

（2010 年 5月 8 日 提供：毎日新聞社） 

 

＜心電図送信機のチャンネル番号 

入力間違えで医療事故＞ 

 心電図の送信機のチャンネル番号を間違えて

入力したため、別の患者の心電図を見て患者に治

療・処置を行った事例が 2006 年 1 月～2010 年 3

月末までに 5件報告されていることが、日本医療

機能評価機構のまとめで分かった。 

 同機構が 5 月 17 日に公表した「医療安全情報

（2010 年 5 月）」によると、あるケースでは看護

師が患者Aの心電図モニタを表示するためにセン

トラルモニタを設定した際、送信機のチャンネル

番号を間違えて入力。入力した番号は患者 Bのも

のであったため、セントラルモニタの患者 Aの心

電図が表示されるべき場所に患者Bの心電図が表

示され、これに心室性不整脈が認められたため患

者 Aに誤った治療が行われたという。 

 

 この事例が発生した医療機関では現在以下の

取り組みを実施している。 

※ 受診している心電図のチャンネル番号が

患者に装着されている送信機と合ってい

るかを確認 

※ セントラルモニタの設定手順を確立 

 

 同機構では、無線の医療機器を使用する際が、

院内にチャンネルを管理する人を配置するなど、

責任体制を明確にするように注意を促している。

（医療安全情報[No.42]） 

（2010 年 5月 18 日 配信：医療介護 CB ﾆｭｰｽ） 

＜人工透析後に女性死亡＞ 

 東京都町田の病院で、女性患者が人工透析中に

出血し、翌日に死亡していたことが 30 日、警視

庁町田署への取材で分かった。同署は医療ミスの

可能性があるとみて、業務上過失致死容疑で捜査

している。 

 同署によると、死亡したのは都内在住の女性

（73 歳）。腎臓の病気があり、同市中町の医院で

定期的に人工透析を受けていた。 

 14 日午後に透析を受け、開始 3時間後に異常を

知らせるブザーが鳴ったが、30 代の男性看護師は

異常の内容を調べずに透析を続けた。数分後に再

びブザーが鳴り確認すると、透析機器を体内をつ

なぐチューブが外れており、女性は出血してい

た。医師の手当て受けて入院したが、15 日午後に

死亡した。 

 司法解剖の結果、死因は出血性ショックとみら

れる。 

（2010 年 6月 30 日 配信：時事通信） 

男性患者に点滴パックで栄養剤を注入する際、

25ml/h で注入すべきところを 250ml/h に設定し

て、約 4時間 40 分にわたり投与。2日後に蘇生後

脳症で死亡させたとしている。 

（2010 年 6月 18 日 提供：毎日新聞社） 

＜点滴速度 10 倍に、男性患者死なす＞ 

 東京都の公立病院（府中市）で 09 年 6 月、末

期の肺がんで入院中の男性患者（当時 79 歳）が

栄養剤を誤って大量に投与され死亡した事故で、

府中署は 17 日、女性看護師（22 歳）を業務上過

失致死容疑で書類送検した。女性看護師は容疑を

認めている。 

 送検容疑は、09 年 6 月 11日午後 2時 20 分頃、 
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財団法人日本医療機能評価機構の「医療事故情

報収集等事業第１７回報告書」において報告さ

れております。 

ついては、同様の事故の発生を防止するため、

下記のとおり、貴管下の医療機関に対し、固定

形プラグの使用推奨及び使用可能な製品を確認

する必要性があることを注意喚起いただくとと

もに、フライングリードは販売中止となる旨等

について周知方お願いします。 

なお、別添通知のとおり電気手術器及びバイ

ポーラ電極用コードの製造販売業者に対し、フ

ライングリードの本年中の販売中止及び電気手

術器等の添付文書の改訂等について通知済みで

あることを申し添えます。 

医政総発0609第1号 

薬食安発0609第1号 

平成22 年6月9日 

 

 

衛生主管部（局）長殿 

 

 

厚生労働省医政局総務課長 

厚生労働省医薬食品局安全対策課長 

 

 

電気手術器用バイポーラ電極の取扱いについ

て（周知依頼） 

 

 

電気手術器のバイポーラ（双極）電極のコー

ドには、固定形φ４ｍｍプラグ（以下「固定形

プラグ」という。）と二股φ４ｍｍプラグ（以

下「フライングリード」という。）があり、こ

れらの二種類のプラグのバイポーラ電極用コー

ドが使用されております。これらのうち、フラ

イングリードについては、モノポーラ（単極）

電極の出力端子への誤接続による事故の可能性

があることから、平成１６年９月２４日付け薬

食審査発第0924006号・薬食安発第0924004号厚

生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課

長連名通知「バイポーラ電極を有する電気手術

器に係る自主点検等について」により、フライ

ングリードをモノポーラ電極用の出力端子には

接続しない旨等の添付文書への記載や医療機関

への情報提供を製造業者等に依頼していたと

ころです。 

しかしながら、フライングリードをモノポーラ

電極用の出力端子に誤って接続したことによ

り、意図せずに通電し、熱傷を来した事例が、 

都 道 府 県 

各保健所を設置する市 

特 別 区 

電気手術器用バイポーラ電極の取扱いについて（周知依頼） 

記 

 

1. バイポーラ電極を使用した電気手術器の使
用時には、電極の端子が固定されていない

フライングリードを使用するとモノポーラ

電極用の出力端子に誤接続するリスクがあ

るため、固定形プラグのコードの使用が推

奨されること。 

2. 固定形プラグの電極端子の間隔等の規格
は、製品によって異なるため、使用する「電

気手術器本体」又は「固定プラグのバイポ

ーラ電極用コード」の添付文書や取扱説明

書等で、使用可能な固定プラグであるかを

確認する必要があること。（なお、「電気

手術器本体」及び「固定プラグのバイポー

ラ電極用コード」の各製造販売業者に対し

て、添付文書上に使用可能な製品名又は規

格が記載されているかを自主点検し、不備

があれば、改訂するよう各製造販売業者に

対して依頼したところ。） 
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〈参考〉 

本通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に関

する特に重要な情報が発出された際に、その情

報をメールによって配信する「医薬品医療機器

情報配信サービス」が、独立行政法人医薬品医

療機器総合機構において運営されております。

以下のＵＲＬから登録できますので、御活用下

さい。 

医薬品医療機器情報配信サービス

http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.

html 

3. フライングリードについては、平成２２
年中に販売を中止するよう各製造販売業

者に依頼したところであること。 

4. フライングリードの代替となる固定形プ
ラグのバイポーラ電極用コードが販売さ

れるまでの間など、フライングリードを

使用する際には、バイポーラ電極用の出

力端子に正しく接続するよう十分に注意

すること。 
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このコーナーは、平成 2１年度の卒業生で（社）北海道臨床工学技士会より表彰を受けた道

内臨床工学技士養成校の卒業生に、現在の状況や今後の抱負など熱い思いを語ってもらうコ

ーナーです。 

今回は、3月に札幌医療科学専門学校を卒業し、現在岩見沢市立総合病院にて勤務中の鶴田

博規さんです。 

岩見沢市立総合病院 

鶴田 博規 

（札幌医療科学専門学校 卒業） 

 

私は医療に関わる職に就きたいと強く思

い、臨床工学技士になることを目指しました。

そして念願叶い国家試験に合格し、今年３月

に札幌医療科学専門学校を卒業、４月より岩

見沢市立総合病院に勤務しています。臨床の

現場は想像以上に忙しく、まだまだ日々乗り

切ることで精一杯であり、自分の力不足を痛

感しています。現在、私は人工透析業務に携

わっていますが、患者様やスタッフとのコミ

ュニケーション、トラブル時の対処などは勿

論のこと、観察力不足や焦りによるミスなど

改善すべきこと、反省すべきことばかりです。

しかし、先輩技士の方々が見本となり丁寧に

指導をしてくださるおかげで、少しずつでは

ありますが自分が成長していくのも実感して

います。先日、脱血不良によるトラブルがあ

ったのですが、以前ならば慌ててしまい先輩

技士にただ任せてしまうだけだったのが、 

 

このような状況になった原因は何か、その原

因を取り除くにはどうしたらいいのかを自分

でまず冷静に考えることが出来ました。結果

として先輩技士の力を借りるというのは同じ

でしたが、私にとって非常に大きな一歩であ

り手応えを感じることのできた出来事でし

た。問題の原因は何か、それを解決するのに

適切な方法は何かを考え行動に移す。技士と

して基本的なことではありますが、これから

先もこの意識をしっかりと持ち続けていきた

いと思います。そうすることにより知識が身

に付き、周囲からも信頼される技士に近付い

ていけるのだと思います。 
これから先、人工透析業務以外の業務に携

わる機会も増えてくると思いますが、どのよ

うな業務を行う際にも初心を忘れず向上心を

持って取り組んでいきたいと思います。同期

に負けないよう、先輩の技士の方々に少しで

も追い付けるよう、何より自分が目指す知

識・技術を持った信頼される技士になれるよ

うに挑戦を心掛け、更なる研鑽を続けていき

ます。 
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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

（社）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。 

平成２１年度収支決算報告書の一部 
修正についてのお知らせ 

 
平成２１年度収支決算報告書の道庁への

申請の際、管理費科目の租税公課金額の修正

が発生し、¥122,033→¥73,150 となりまし
た。これにより次期繰り越し額が¥2,047,408
→¥2,091,291 となりましたので報告いたし
ます。 

平成22年度6月～7月までの理事会において以
下の報告・協議がされました。 
 
 各委員会メンバーの選出 
 新公益社団法人認定に向けた道庁との話し
合い 

 道内におけるAED設置台数等の調査 

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

2010 年 9月 3 日（金）～ 4 日（土） 

「SAPPORO LIVE DEMONSTRATION COURSE 2010 

Co-Medical」 

会場 ロイトン札幌 

札幌市中央区北 1条西 11 丁目 
http://sldc.co.jp/ 

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

2010 年 10月 30（土）～ 31日（日） 

「第 36 回日本体外循環技術医学会大会」 

 会場 仙台国際センター 
仙台市青葉区青葉山無番地 

http://jasect36.umin.ne.jp/index.html 
****************************************** 

2010 年 11月 20（土）～ 21日（日） 

「第 16 回 日本 HDF研究会学術集会」 

 会場 神戸国際会議場 

    神戸市中央区港島中町 6丁目９番１号 

http://hdf2010.jp/index.html 
****************************************** 

2010 年 11月 28 日（日） 

「第 78 回 北海道透析療法学会」 

 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 1-1 

http://www.dotoseki.net/ 
****************************************** 

 

医療機器は医薬品と異なり、作動原理・構造

も多種多様であるだけでなく、不適正使用や保

守点検の不徹底により多くのリスクも生じま

す。すでに、医療法改正により、医療機関にお

いては「医療安全管理室」の設置および「医療

機器安全管理責任者」の設置が義務付けられる

ようになりました。一方、厚生労働省の医療機

器産業ビジョンにおける GVP 省令（医薬品、医

薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安

全管理の基準に関する省令や薬事法改正によ

り、市販後の安全確保対策のため、製造販売業

者において「医療機器情報担当者」の設置が求

められております。 

患者の安全確保や不具合の再発防止のため

には、医療機関と医療機器の製造販売業者等間

において、医療機器及びその取り扱いに関する

情報の共有と交換が円滑に行われる体制が必

要となります。医療機関、製造販売業者等の会

員で構成する本学会は、医療機関、製造販売業

者、卸/販売業者等が、より密度の濃い情報交

換ができるよう、これら法的な背景を理解した

上で医療機器情報コミュニケータ（MDIC）認定

制度の創造に至りました。 

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

2010 年 10月 16 日（土）、10月 17 日（日）、 

10 月 23 日（土）、10月 24 日（日） 

「第 3回ＭＤＩＣ認定セミナー」（札幌会場） 
 会場 札幌医療科学専門学校 大講堂 

札幌市中央区南 4条西 11 丁目 

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

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