第８４回 ME 勉強会プログラム
日時：２００７年４月１７日（火） １８：４５～２１：００頃まで
場所：本院 ４Ｆロビー
内容：
１８：４５～１９：１０
司会 熊切こず恵
●ルーチン・研究会参加報告
１．第 3 回 透析液清浄化カンファレンス参加報告（松本和巳）
２．みはま香取の抗凝固剤について（ＡＣＴ測定結果と注入法の現況報告） 松本
１９：１０～２０：１０
司会 後藤雅宏
●研究 司会
１．透析排液処理装置の検討 石丸
２．「SF-36 集計中間報告」 熊切こず恵
３．「熱水消毒対応ＲＯシステム SHR-48H １年間使用での評価」 山本 淳
４．「【透析患者における二次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドライン】からみ
た当院の現状」
鈴木 敏弘
５．「保険改定は透析医療にどう影響したか」
～ダイアライザ機能区分の細分化から～（土屋正二）
２０：１０～２０：５０
司会 高山奈津紀
●日本臨床工学会 予行
１．「仕事と家庭の両立について－千葉県臨床工学技士会の取り組み－」
熊切こず恵
２．「透析液水質管理基準 ISO/CD 23500(ISO)に関連したスエーデン(SE)透析施
設の現況」 内野順司
３．WS3 「水の清浄化と貧血改善」 内野順司
以上

第８５回 ME 勉強会プログラム
日時：２００７年５月１５日（火） １８：３０～２１：１５頃まで
場所：成田 会議室
内容：
１８：３０～１９：１５ 司会 武田稔男
●メーカプレゼン ガイドラインの勉強
「二次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドラインの解説」
キリン麦酒 倉見信成先生
１９：１５～１９：３５
●研究１
１．「当院のＣa、Ｐi 治療管理について」 亀山直也
２．「透析患者における二次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドラインによる血清
P，Ca 濃度の管理」 ～ みはまグループ 4 施設の比較 ～
土屋正二
１９：３５～２０：３５ 座長 鈴木敏弘
●研究２・その他
１．「FB-Uβのプライミング液中のグリセリン溶出について」 山本 淳
２．「標準化回路導入前後でのインシデントの比較」 丸
３．「新しい透析システムの使用経過ー1 年を迎えてー」 山本 淳
４．「患者監視装置 TR-3000M の使用経過」 黒川 俊輔
５．「NDF-01 臨床使用 3 週間を経過して」 岡本 武
６．「体位変換による呼吸機能の変化」 長谷川 裕
２０：３５～２１：００ 座長 内野順司
●ルーチン１
改正医療法施行にあたって対策の現況報告 各院担当者
本院：後藤雅宏
志津：猪又扶美
成田：佐々木英
香取：松本（広）
２１：００～２１：１５
●学会・見学報告
１．「透析排液処理装置の見学報告」 石丸、後藤
２．「臨床工学会参加報告」 伴、亀山
以上

第８６回 ME 勉強会プログラム
日時：２００７年６月７日（木） １８：３０～２１：３０頃まで
場所：本院 ４Ｆロビー
内容： １８：３０～２１：１８ 司会 内野順司、武田稔男
●ＪＳＤＴ予行
１４演題 本番の順番で行う。
口演７分、質疑５分
抄録は送付済みですので各自予習して下さい。
●その他 ２１：１８～２１：３０ 司会 熊切こず恵
１．「第６回機器研修会当院における手術室医療機器点検方法」 亀山直也
２．「透析材料をムダにしないために」－在庫担当者からの緊急提言－ 高桑守
今回はハードです。より良い予行となるように気合を入れて質問をして下さい。
以上

第８７回 ME 勉強会プログラム
日時：２００７年７月１７日（火） １８：３０～２１：００頃まで
場所：本院 ４Ｆロビー
内容：
１８：４５～１９：３０ 司会 内野順司
●医療機器安全管理業務の進捗状況
１．医療機器安全管理業務の進捗状況（志津）
土屋 正二
２．医療機器安全管理業務の進捗状況：石丸
３．医療機器リストアップ結果報告 武田稔男
１９：３０～１９：５０
●研究
１．EVAL 膜 Dialyzer EK-13、EK-16 の臨床性能評価 高山奈津紀
２．透析患者の CAVI 測定時の注意 内野順司
１９：５０～２０：３０ 司会 西塚祐佳里
●ルーチン
１．地震災害への対応について 2007 武田稔男
２．緊急 ECUM の現況報告 猪股俊悟
３．輸液ポンプトラブル事例 3 件の報告
畠山 里美
４．活性炭処理水の結合塩素濃度上昇の原因と対策－第 2 報－
坂口 和彦
２０：３０～２１：００
●学会研究会参加報告
１．日臨工参加報告：伴
２．透析医学会参加報告：石丸
３．第 52 回日本透析医学会参加報告

松本 和巳
以上

第８８回 ME 勉強会プログラム
日時：２００７年９月１８日（火） １８：３０～２０：１５頃まで
場所：本院 ４Ｆロビー
内容：
１８：３０～１９：３０ 司会 石丸昌志
●ルーチン業務
１．「フェミンによる除錆洗浄の効果について」 後藤雅宏
２．「意見箱に寄せられた意見の集計報告」 高桑 守
３．「扶桑薬品工業社製フィッシザルツ生理食塩 500ml 検討結果報告」 長谷川 裕
４．「JIS T 1022 改正を踏まえて成田の電気設備の安全性について」小川哲男
１９：３０～２０：１５
●学会・研究会参加報告
１．「第１３回日本 HDF 研究会参加報告」 山本 淳
２．「ニプロ修理研修参加報告」 山本 淳
３．「中国の透析の状況」 内野順司
以上

第８９回 ME 勉強会プログラム
日時：２００７年１０月１６日（火） １８：３０～２０：３０頃まで
場所：本院 ４Ｆロビー
内容：
１８：３０～１９：４０ 司会 内野順司
●ルーチン業務
１．「医療監査の内容報告と改善点」 武田稔男
２．「志津のガス設備と日常点検について」 土屋正二
３．「胃カメラの使用後点検について」 亀山直也
４．「透析用ＴＶの保守管理について」－修理方法の実際パートⅡ－ 尾張淳一
１９：４０～２０：００
●研究
１．「香取透析データの半年間の推移」 石丸
２．「ニプロ修理研修参加報告」 山本 淳
３．「誠仁会４施設における AACA の比較 後藤雅宏
２０：００～２０：２０
● 千葉県透析研究会 予行
１．「標準化血液回路の有用性の検討」 丸 博光
２．「透析中不定愁訴を呈した症例の酸素飽和度の検討」 高山奈津紀
２０：２０～２０：３０
●学会・研究会参加報告
１．「第 26 回 腎と骨代謝研究会 参加報告」 石丸
以上

第９０回 ME 勉強会プログラム
日時：２００７年１１月２０日（火） １８：３０～２１：００頃まで
場所：本院 ４Ｆロビー
内容：
１８：３０～２０：００ 司会 石丸昌志
●千葉県透析研究会予行（各 15 分）
１．「標準化血液回路の有用性の検討」 丸 博光
２．「透析中不定愁訴を呈した症例の SAT の検討」 高山奈津紀
３．「EK-16、EK-13 の臨床性能評価」高山奈津紀
４．「原水中に含まれる結合塩素の変動因子の検討」 坂口和彦
５．「
」 伴
６．「仕事と家庭の両立について」熊切こず恵
２０：００～２０：３０ 司会 尾張淳一
●ルーチン業務
１．「医療ガスの安全管理（第 2 報）」土屋正二
２．「AED の新機種選定に関する検討報告」松本
３．「NCU-8 のメンテナンス追加事項の検討」佐々木
２０：３０～２１：００ 司会 後藤雅宏
●参加報告
１．「第２回災害時医療の船舶利用セミナー参加報告（台湾）」 武田
２．「第 4 回バイオニクス研究会参加報告」 高桑 守
３．「第 36 回日本医療福祉設備学会参加報告」 鈴木一哉
以上

第９１回 ME 勉強会プログラム
日時：２００７年１２月１８日（火） １８：３０～２１：００頃まで
場所：本院 ４Ｆロビー
内容：
１８：４５～１９：２５ 司会 土屋正二
●ルーチン
１．「NCU-8 オーバーホール終了報告」 岡本 武
２．「アクシデント報告（出血事故）」 岸田眞一
３．「アクシデント報告（接続外れによる大量失血事故）」 土屋正二
４．「New プロディスの現状報告」 後藤雅宏
１９：２５～２０：１５ 司会 武田稔男
●研究
１．「心血管疾患を発病した糖尿病性腎症を原疾患とする透析患者の臨床的特徴
の検討」 羽賀
２．「当院透析患者における脳血管障害発症率と血清 Mg 値との関係～コホート研
究より～」 鈴木
３．「当院における QOL の現状調査」 －SF36 を用いた QOL 評価の検討－ 第２報
熊切
４．「現水中に含まれる結合塩素の変動因子」 坂口和彦
５．「Examination of the Improved Type of Bioplorer (BIP2: Rapid Microbial Cells Count
System) Method as the Next Generation Dialysis fluid Sanctification Index」
司

内野順
以上

第９２回 ME 勉強会プログラム
日時：２００８年２月２１日（木） １８：３０～２１：００頃まで
場所：成田分院新館 ２Ｆ会議室
内容：
●企業の説明会 １８：３０～１９：００
「レグパラの説明」 キリンファーマ 倉見氏
●ルーチン１ 司会：鈴木敏弘 １９：００～１９：３０
１．「シリンジポンプ TE-331S の残量警報発生時の対処について」；羽賀 浩史
２．「ＱＤの設定方法の統一について」 後藤雅宏
３．「清浄化に関係する末端装置からのサンプル方法の検討」 高山奈津紀
●ルーチン２ 司会：伴 勇雄 １９：３０～２０：１０
４．「2007 年成田分院ＭＥ部 1 号用紙分析」；羽賀 浩史
５．「2007 年みはま志津クリニック 1 号用紙報告」
西塚 祐佳里
６．「2007 年インシデントレポート分析」 長谷川裕
７．「ディスポ製品トラブル情報（2007 年）１年間のまとめ」 高桑 守
●研究・予行 司会：後藤雅宏 ２０：１０～２０：５０
１．「β2-MG の測定結果報告」－誠仁会内での比較－ 尾張淳一
２．「酸素吸入用酸素湿潤器内生菌数の検討」 高山奈津紀
３．「フルーク社製自動血圧計テスター「カフリンク」を用いた自動血圧計の保
守点検方法の検討」 亀山直也
４．「医療機器の保守管理に関する調査報告」千葉県臨床工学技士会 熊切こず恵
以上

