第 149 回 ME 勉強会
日時：2014 年 4 月 22 日（火）18:30～
場所：本院 5F ラウンジ
１８：３０～１９：３０
●ルーチン 司会： 長谷川 裕
１．「2013 年 1 号用紙集計」 高岡雄太
２．「佐倉 ME サービス現況報告」 鈴木一哉
３．「透析液濃度変更前後における臨床症状と処置回数の比較」 倉持 貴
４．「演題名：香取での透析液濃度変更前後における臨床症状の変化と処置回数の
比較」 齋藤広幸
５．「透析液濃度変更前後における臨床症状の変化と処置回数の比較」 図子田圭
佑、黒川俊輔
１９：３０～２１：００
●研究セッション 司会：榎 邦明
１．「透析液変更が酸塩基平衡に与える影響」 土屋正二
２．「透析液変更が血中の電解質に与える影響」 土屋正二
３．「本院・成田の採血データの比較（週中日・週末の比較）」 石丸昌志
２０１４年 臨床工学会予行
４．「透析液組成測定装置の変更が血液透析データに及ぼす影響について」山本淳
５．「TOC（Total Organic Carbon：全有機炭素）オンラインモニタリングは透析用水の
管理に有用か？」吉澤翔太
６．「ニプロ社製多用途透析装置 SPM-2 熱カプラの有用性についての検討」羽賀浩
史
７．「透析困難症例における濾過効果を重視した Pre On-Line HDF の臨床評価」新
村晃代
８．「チーム医療の一翼を担う臨床工学技士の役割」～透析データ管理による各医療
関係職種との連携～ 土屋正二
２１：００～２１：１５（時間があれば実行）
●年度初めセミナー
１．「第３透析室機能の紹介」 内野順司
以上

第 150 回 ME 勉強会
日時：2014 年 5 月 27 日（火）18:30～
場所：本院 5F ラウンジ
１８：３０～１８：４０
●ルーチン 司会：吉澤翔太
１．「みはま佐倉における和温療法の現状」 黒川俊輔
１８：４０～１９：４０
●研究セッション 司会：吉澤翔太
１．「心拍出量計モニター・エスクロンミニの測定精度の検討」 松戸伶美、石丸昌志
２．「BCM 体組成分析装置の有用性の検討」 平山香織、石丸昌志
３．「血清アルブミン値（Alb）の低下に関する検討」 長谷川裕、石丸昌志
４．「Ca 製剤処方中止による影響の検討」 猪又扶美
５．「透析膜の生体不適合が原因と考えられた透析困難症例」 竹澤和也
１９：４０～２０：５０
JSDT 予行 司会：羽賀浩史
６．「夜間長時間透析における物質除去量の比較」 石丸昌志
７．「夜間長時間透析への移行後の前向き観察結果による有用性の検討」 内野順
司
８．「血液透析時のカリウム（K）体内動態の検討」 大釜健広
９．「オンライン HDF(OHDF)における ESA 製剤（ESA）投与量削減効果の検証」 鈴木
敏弘
１０．「異なる測定器に介在する乖離を補正した透析液組成管理の必要性」 山本淳
１１．「週末透析日採血の有用性の検討」 土屋正二
以上

第 151 回 ME 勉強会
日時：2014 年７月２２日（火）18:30～
場所：本院 5F ラウンジ
１８：３０～１９：２０
DVD 上映会 司会：内野順司
2014 年 JSDT ランチョンセミナーより
「カーボスターによるアシドーシス補正からみた骨・Ca 代謝への影響」
大阪市大 稲葉雅章 先生
１９：３０～１９：５５
ルーチンセッション 司会：竹澤和也
１．「透析用監視装置停電時操作についての意識調査」 亀山直也
２．「透析排水処理装置の稼働状況について」 黒川俊輔
１９：５５～２０：４０
研究セション

司会：大釜健広

１．「透析液濃度変更前後における臨床症状と処置回数の比較（4 施設の検討）」諏
訪友太
２．「透析時間変更にともなうクリアランスギャップ(：CL-Gap)の変化と有用性の検討」
～4 時間 HD と 6 時間 HD での比較(第一報)～ 鈴木敏弘
３．「看護師の立場で事前指示書の必要性を考える」 宮本 恵理
以上

第 152 回 ME 勉強会プログラム
日時：2014 年 9 月 23 日（火）18:30～20:50
場所：本院 5F ラウンジ
１８：３０～１９：３０
●メーカプレゼン
司会：内野順司
「急性血液浄化療法の現況と機器の紹介」
川澄、TORAY、旭化成メディカル 各 20 分
１９：４０～２０：１５
●研究セッション１ 司会：諏訪友太
１．「RLS に対する online-HDF（OHDF）の治療効果の検討」 竹澤和也
２．「成田分院での６時間透析の臨床効果」 佐々木英
３．「血圧変化予見に対する心拍出量計モニター・エスクロンミニ(EM)の有用性の検
討」 松戸伶美 石丸昌志
２０：１５～２０：５０
●研究セッション２． 司会：亀山直也
４．「A 剤溶解装置(NPS-50AH)内の湿度管理法の検討」 大釜健広、石丸昌志
５．「医療機器データベース開発の現状報告」 吉澤翔太 石井琢郎
６．「みはま香取クリニックにおける自動警報通知システムの再検討」 青野雅司

以上

第 153 回 ME 勉強会プログラム
日時：2014 年 10 月 28 日（火）18:30～20:30
場所：本院 5F ラウンジ
18:30～19:40
●研究 司会：大釜健広
１．「成田分院における接遇に関する意識調査について」 高桑守
２．「透析患者における CAVI と心機能との協働作用の検討」 検査科 岩井典子
３．「長時間透析について」（仮） 香取看護科 田村
４．「水処理装置 MER-RO-DCnano50Ao-HRS の NF・RO モジュールの交換時期の
検討」坂口和彦
５．第 5 回関東臨床工学会（予行）
「水処理装置の熱水消毒工程の効率化に向けた検討」長谷川裕 山本淳
19:40～20:30（以下、抄録無し）
●ルーチン 司会：山本 淳
１．「透析機械室異常通報システム（れんらくん）の運用について」 石丸昌志
２．「停電時対策（新マニュアル SPM 用）の説明と確認」 大釜健広
３．「ME 緊急時体制について Ver 1.00 の再確認」 内野順司
以上

第 154 回 ME 勉強会プログラム
日時：2014 年 11 月 25 日（火）18:30～21:00 頃まで
場所：本院 5F ラウンジ
今月は応募演題数が２０となり、８演題を次回以降に振り分けました。
選に漏れた方は１２月に期待しています。
１８：３０～１９：３０
セション１ 司会 坂口和彦
１．「AVF 設置術後の包交を考える」 山内 政幸
２．「香取および成田クリニックにおける降圧剤処方からみる薬剤師のあり方」 石原
由香里，
３．第４２回千葉県透析研究会予行
「身体組成分析装置 MLT-550N（MLT）の有用性の検討」 鈴木一哉
４．「酢酸含有透析液キンダリー４E 変更での臨床データの変化」 土屋正二
５．「透析液変更が血中 Ca 濃度及び酸塩基平衡に与える影響（第 2 報）」 土屋正二
１９：３０～２０：５４
セッション２ 司会 長谷川 裕
６．「オンラインＨＤＦ（ＯＨＤＦ）から５時間透析（５ＨＤ）へ変更した患者の体外循環動
態に関する報告」 松戸伶美、諏訪友太、石丸昌志
７．「透析困難症に対する On-line HDF(OHDF)は何故有効であるかの原因特定」 ～
Na 出納の検討～ 新村晃代、内野順司
８．「メンテナンスに特化した医療機器管理システムの開発」 吉澤翔太、石井琢朗、
山本淳
９．「ＯＨＤＦのＴＭＰとＡｌｂ漏出量についての検討」 石丸昌志
１０．「多様化する透析モダリティへの対応」 山本淳
１１．「当院における長時間透析の現況（1）」～血液検査データの変化～ 鈴木敏弘
１２．「当院における長時間透析の現状（2）」～透析量と栄養関連データの比較～ 丸
博光
以上

第 155 回 ME 勉強会プログラム
ME 部員各位、関係各位
日時：2014 年 12 月 23 日（火）18:30～20:30 頃まで
場所：本院 5F ラウンジ
１８：３０～１９：５５
セション１ 司会 松戸伶美
１．「血糖測定器変更後の経過報告」 平井宏明
２．「４Ｍ４Ｅ分析を用いた透析条件設定ミスに関するインシデントの分類」 高岡雄太
３．「透析情報カードに関する検討」 倉持 貴
４．「人工透析患者における睡眠時無呼吸症候群(SAS)と循環機能の関連について
の検討」 大木拓郎
５．「ＨＤ-０２を用いた臨床での穿刺針の検討」 村山智彦 石丸昌志
６．「アルミゲル服用状況の報告」 小林由香
７．「透析終了後の酸塩基平衡の変化」 土屋正二
１９：５５～２０：３０ （各 5 分）
セッション２ jsdt 2015 演題予定 司会 山本 淳
１．「Pre On-line HDF 変更の血圧動態に関する検討」 長谷川裕
２．「オンライン HDF におけるレストレスレッグス症候群の検討」 松戸伶美
３．「Ca 製剤中止の CKD-MBD 関連因子に対する影響の検討 猪又扶美
４．「FIX-210S の除去性能評価」 石丸昌志
５．「個人用透析装置を用いた透析液重炭酸濃度調整による CO2 ナルコーシスへの
対応」 山本淳
６．「長時間透析施行前後での貧血関連データと処方薬剤の変化」 青野雅司
７．「poly vinyl-pyrolidone によるアレルギー様症状の出現頻度に関する考察」 内野
順司
以上

第 156 回 ME 勉強会プログラム
日時：2015 年 2 月 24 日（火）18:30～19:45
場所：本院 5F ラウンジ
●研究セッション １８：３０～１９：４５
司会：土屋正二
１．「エンドトキシン吸着療法を施行した 1 例」 大釜健広、山本淳
２．「多用途血液処理装置ＫＭ－９０００における脱血不良早期発見の検討」 平井宏
明、大釜健広、山本淳
３．「当院における長時間透析の現況（5）」～透析開始時血圧と降圧剤投与量の変化
～ 岡本 武
４．「高リン血症対策へのＮａ依存性リントランスポーター２ｂインヒビター、ニコチン酸
投与試験について」 白井 厚治
第１９回千葉県臨床工学技士会研究発表会 予行
５．「透析液組成測定装置の変更が血液透析データに及ぼす影響について」 山本淳
６．「BCM 体組成分析装置の有用性の検討」 榎 香織
以上

第 157 回 ME 勉強会プログラム
日時：2015 年 3 月 24 日（火）18:30～20:40
場所：本院 5F ラウンジ
18:30～19:20
●ルーチンセッション 司会：大釜健広
１．「当院の慢性透析療法の現況」 佐々木英
２．「個別透析に対応した個人用透析装置 SPM-10 の動作について」青木芳雄 山本
淳
３．「当院における透析患者の透析前・後血中 Na 値の分布とその要因についての検
討」塚本健 石丸昌志
４．「れんら君仕様開始から４ヵ月の経過報告」猪又達也 石丸昌志
19:20～20:10
●研究セッション 司会：山本 淳
１．「腹部エコーが腎臓がん発見の契機となった２症例」 大谷隆人
２．「当院における長時間透析の現状～SF-36，RLS スコアー、β2-MG，CRP 値から
の評価～」伴 勇雄
３．「誠仁会における医療機器管理の現状報告」榎邦明 山本淳
４．「2014 年度誠仁会におけるレストレスレッグス症候群（RLS）現状報告」松戸伶美
石丸昌志
20:10～20:40
●教育講演
「大学院進学について」 内野順司
以上

