
【開催概要】

開催名：第28回 鹿児島県臨床工学会＆鹿児島わいぼーどカンファレンス2021

テーマ：「変化＝Change 求められるCE」

会期：令和4年 3月12日（土）18:00～20:55（かごわい2021）
令和4年 3月13日（日） 9:30～14:10（鹿児島県臨床工学会）

会場：完全WEB開催

参加費：無料

申し込み方法：鹿臨工 HPまたは右記ＱＲコードより登録ください。
登録されたE-mailアドレスに「登録完了のお知らせ」通知メールが
届きます。大会当日の視聴用URLとID、パスワードが記載されてい
ますのでご確認下さい。
届かない場合は下記運営事務局(kagoshimakenkyukai@karinkou.jp)までお問い合
せください。

注意事項：
参加登録者以外へのWEB視聴ページのログイン情報の配布を禁止します。
1アカウント1名の参加で、複数名での視聴を禁止します。
講演の録音・録画・スクリーンショットを禁止します。

主催：（公社）鹿児島県臨床工学会 後援：（公社）日本臨床工学技士会

事務局：〒892-8512 鹿児島県鹿児島市長田町14-3南風病院 透析室内
TEL:代表 099-226-9111(内線)4638 直通 099-805-2269
E-mail: kagoshimakenkyukai@karinkou.jp
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第28回鹿児島県臨床工学会大会長挨拶
謹啓

時下皆様におかれましては、ますますご隆盛のこととお慶び申し上
げます。また、本年度はひとかたならぬご懇意を賜り、心よりお礼を
申し上げます。この度、令和4年3月12日（土）、13日（日）の2日に渡
り「第28回鹿児島県臨床工学技士会×かごわい2021」を共同企画にて
開催する運びとなり、大会長の大役を仰せつかりました、白石記念ク
リニックの横山 嘉寛と申します。

昨年同様、コロナ渦ということでオンラインでの開催となりますが、
この状況をプラスに考え、会員のみならず多くの方に参加していただ
ける会、または参加しやすい会にできればと思い、かごわい大会長、
各副大会長をはじめ実行委員や理事の方々のお力添えをいただきなが
ら全力で準備をしております。

長きにわたるCOVID-19に対する医療行為にて臨床工学技士の必要性
や重要性が注目され、多くのメディアでも取り上げられています。ま
た医師の働き方改革に伴う臨床工学技士へのタスクシフトという観点
から、令和3年10月の臨床工学技士法が改正され、多分野での業務が変
化しています。

そこで今大会のテーマを「変化＝Change 求められるCE」と題し、さ
らに変化するであろう臨床工学技士業務の将来性を見据え、今後を担
う多くの若い技士さんや養成校の学生さんにもご参加していただき、
皆さんが描く「未来の臨床工学技士像」のヒントにして頂ければ幸い
です。折角やるのですから、ご参加いただいた方々に「良かったね」
と言っていただけますよう、実行委員ならびに鹿児島県臨床工学技士
会一丸となり、成功にむけて取り組む所存です。多くの皆様にご参加
いただきますよう、お願い申し上げます。

謹白

第28回鹿児島県臨床工学会
大会長 横山 嘉寛

（白石記念クリニック）



かごわい2021大会長挨拶

はじめに、2021年を振り返ってみると、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の早期 収束を願いながら、コロナウイルス感染症の対応
に日々追われ、ワクチン接種や各施設の取り組みなどの情報交換に、
様々な医療機関が一致団結した忘れられない年でした。コロナの 完全
収束とは言えない状況ではありますが、全ての医療従事者および関係
者の皆様のご健 康と、益々のご繁栄を心から祈念する次第であります。
さて、この度、若手 CE が主役となる大会の一つである「かごわい
2021」の大会長を務めさせて頂くことになりました医療法人實信会ま
きのせ泌尿器科の井村 岳と申します。 かごわいとは、鹿児島わいぼー
どカンファレンスの略で、鹿児島県臨床工学会人材活性化委 員会の大
切な活動の一つになります。私自身 2020 年に人材活性化委員会に所属
したばかりで、右も左も分からない若輩者でありながら、今回このよ
うな貴重な会の大会長に任命され、身の引き締まる思いでおります。
大会の開催にあたり、ご尽力いただきました理事及び委員の皆様、関
係者の皆様に深く御礼申し上げます。
今年度の「かごわい 2021」も前年度同様、「第28回鹿児島県臨床工学
会」と同時開催となります。昨今のコロナ感染拡大対策や、アクセス
のよさから定着化しつつあるオンラインを 活用しての完全 WEB 開催と
なります。前年度は大成功を収めた WEB 開催でしたが、今年度も若手
が大いに活躍できる場となるよう実行委員、人材活性化委員一丸とな
り全力で準備していく次第でございます。皆様多数の参加をお待ちし
ております。

かごわい2021
大会長 井村岳

（まきのせ泌尿器科）



プログラム（1日目）

かごわい2021 令和4年3月12日（土）

18：00～18：05 開会の挨拶

（公社）鹿児島県臨床工学技士会 副理事長 新蔵 康浩
かごわい2021 大会長 まきのせ泌尿器科 井村 岳

18：05～18：50 一般演題 （となりのCEさん）

座長 竹下 佳希（今村総合病院）・岩元 公希（白石記念クリニック）

コメンテーター 久保田 尚幸（米盛病院）

O-1 「施設紹介」
医療法人 玉昌会 加治木温泉病院 長井 匠︎

O-2 「南九州のケアミックス型病院」
医療法人 聖仁会 南薩ケアホスピタル 竹添 千泰︎

O-3 「～私のいちにち～」
公益財団法人 慈愛会 今村総合病院 中鶴 良登

O-4 「となりのCEさん ～米盛病院～」
社会医療法人 緑泉会 米盛病院 澤岻 嵐

O-5 「社会医療法人 白光会 白石病院グループ VA管理業務紹介」
社会医療法人 白光会 白石記念クリニック 崎元 翔輝

18：50～19：00 休憩

19：00～19：45 教育講演

教育講演 「現在の自分から、過去、そして未来の自分」
講師 東海大学医学部付属八王子病院 診療技術部 臨床工学技術部

小島 優 先生

座長 冨迫 祐作（いまきいれ総合病院）・池田 大輝（白石病院）

19：45～19：55 休憩

19：55～20：10 連盟報告



20：10～20：55 特別講演

特別講演 「影響力の輪」
講師 株式会社木幡計器製作所 取締役

石田プロダクツ合同会社 代表社員 石田 幸広 先生

座長 井村 岳（まきのせ泌尿器科）・中原 三佐誉（米盛病院）

20：55～21：00 閉会の挨拶

大会長 まきのせ泌尿器科 井村 岳
（公社）鹿児島県臨床工学技士会 理事長 岡村 龍也



プログラム（2日目）

第28回鹿児島県臨床工学会 令和4年3月13日（日）

9：30～9：35 開会の挨拶

（公社）鹿児島県臨床工学技士会 副理事長 坂口 政人
大会長 白石記念クリニック 横山 嘉寛

9：35～10：00 一般演題 ①

座長 野久保 博之（鹿児島生協病院）・武田 弘隆（南風病院）
コメンテーター 崎向 成人（米盛病院）

O-1「個室透析を有しない施設での新型コロナウイルス感染症に対する臨床工学技士の
取り組み」

まきのせ泌尿器科 ME課 新増 剣介

O-2「臨床工学技士業務におけるタスクシフト/シェア -スコピスト業務について- 」
公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院 診療支援部 臨床工学課 平塚 誠也

O-3「透析用穿刺針15Gの使用評価」
医療法人貴幸会SKメディカルクリニック 中嶌 春香

10：00～10：45 特別講演

特別講演 「離島医療におけるCEとの連携」
講師 薩摩川内市下甑手打診療所 所長

合同会社 ゲネプロ 代表 齋藤 学 先生

座長 横山 嘉寛（白石記念クリニック）・戸髙 秀栄（鹿児島大学病院）

10：45～10：55 休憩

10：55～11：35 一般演題②

座長 篠田 朋宏（鹿児島厚生連病院）・中島 優（まきのせ泌尿器科）
コメンテーター 城山 良輔（大隅鹿屋病院）

O-4「 TR-55Xシリーズの加温器が設定条件により血液回路内温度に与える影響の検討」
鹿児島市立病院 臨床工学科 樺山 聡史

O-5「灌流指標（PI）を用いたVA管理の有用性について」
社会医療法人 白光会 白石病院 米満 賢人

O-6「米盛病院チーム医療 臨床工学技士としての取り組み」
米盛病院 臨床工学課 鎌田清嗣



11：35～11：45 休憩

11：45～12：30 県民公開講座

県民公開講座 「学ぼう 慢性腎臓病（CKD）について」
講師 社会医療法人 白光会 白石病院

腎臓内科部長 徳永 公紀 先生

座長 岡村 龍也（白石病院）・田中 薫（大隅鹿屋病院）

12：30～12：40 休憩

12：40～13：25 教育講演

教育講演 「COVID-19とCE」
講師 鹿児島大学病院 臨床技術部 臨床工学部門

副技士長 佐潟 芳久 先生

座長 翁長 武世（南風病院）・久保 憲由（いまきいれ総合病院）

13：25～13：45 連盟報告

13：45～14：10 一般演題③

座長 岩元 公希（白石記念クリニック）・竹下 佳希（今村総合病院）
コメンテーター 中島 高博（鹿児島大学病院）

O-7 「人工心肺業務における緊急性トレーニングの必要性と効果について」
医療法人 徳洲会 大隅鹿屋病院 長元 優

O-8 「各社透析装置における吸着型血液浄化器の使用経験」
社会医療法人 白光会 白石病院 野元 俊希

O-9 「体外循環バランスに寄与する因子とその後に与える影響について」
鹿児島大学病院 臨床技術部 臨床工学部門 田中 亮太

O-10 「Shaggy aorta症候群」予防を目的に体外循環を用いて治療した 腹部大動脈瘤
ステントグラフト内挿術の一例 」
米盛病院 CE課 中原三佐誉

14：10～14：15 閉会の挨拶

大会長 白石記念クリニック 横山 嘉寛
次期大会長 鹿児島厚生連病院 篠田 朋宏
（公社）鹿児島県臨床工学技士会 理事長 岡村 龍也



主要演題











抄録集（一般演題）

個室透析を有しない施設での新型コロナウイルス感染症に対する臨床工学技士
の取り組み

1医療法人 實信会 まきのせ泌尿器科
2医療法人 實信会 川内まきのせ泌尿器科

〇新増剣介1稲盛孝祐1森貴宏1中島優1久保佑輔1河野大地1大塚麻由1大野文代2井村岳2

出口央晋2加々良一朗2堂滿洋司2日髙英雄1川元健1牧之瀨信一1

【目的】
新型コロナウイルス感染症が鹿児島県内で2020年3月に初確認されてから流行の波を繰り返しており、2021年
11月現在9102名の累積感染者、66名の死亡者が確認されている。当院での新型コロナウイルスに対する感染対
策と傾向を報告する。

【方法】
スタッフの出勤時、患者来院時の体温測定と健康観察、標準予防策の徹底及びスタッフの手指消毒剤使用量の
把握を行った。新型コロナウイルス感染症診療の手引き第2版をもとに、当院基準感染対策マニュアルを作成
し、都度マニュアルの見直しと更新を行なった。また、隔離透析に対応できるよう透析室の改良、並びにゾー
ニングによる区分けを行った。
隔離対象とした患者は、何らかの症状を有する場合、県外への移動や県外から来訪された方との接触が確認さ
れた場合とした。

【結果】
当院基準感染対策マニュアルを作成し、改良を重ねることにより、院内で統一した対応ができた。隔離透析に
関しては、2020年1月から2022年１月までの全隔離件数57件のうち、時間隔離76％、空間隔離22％、その他
2％となり、最も多い月が2021年8月となり第5波のピークと近似していた。隔離理由としては、発熱が54％を
占めていた。
また、スタッフが個人用手指消毒剤を携帯したことにより、一行為ごとの手指消毒が可能となった。これによ
り使用量の把握ができ、導入以降の手指消毒への意識も向上した。

【考察】
スタッフ及び患者の健康観察を徹底することで、感染対策や手指消毒に対する意識づけができていた。この意
識づけができたことにより、患者の県外への外出や、家族の帰省が発生した際のスタッフへの報告が的確にな
されており、隔離透析に理解と協力を得られたと考える。また、日頃より自主的な行動の抑制は必要と考える
が、特に流行時期においては、院外での接触方法にも考慮する必要があると考えられる。

【結語】
個室透析を有しない当院での新型コロナウイルス感染症に対する取り組みを紹介した。新型コロナウイルスの
感染の終息が見通せない状況であり、引き続き感染対策を講じていきたい。



臨床工学技士業務におけるタスクシフト/シェア -スコピスト業務について-

公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院 診療支援部 臨床工学課

〇平塚 誠也

【目的】「医師の働き方改革」により医師の労働時間を短縮する対策の一つとして、タスクシェア・シェアリン
グが検討され2021年10月に臨床工学技士(以下C.E)の業務範囲に関する法律が改訂され施行された。当院臨床工学
課においては2019年10月より鏡視下手術に対してカメラ保持業務(以下、スコピスト)を開始し2021年4月までに外
科、呼吸器外科、泌尿器科の手術でC.Eが105例実施した。今回、同一期間における各科の医師のみで行った同一
術式について手術時間や人件費の比較検討を行った。

【方法】2019年10月1日から2021年4月までの1年6か月間における外科、呼吸器外科、泌尿器科の鏡視下手術症例
の内、C.Eがカメラ保持を行った症例と同一症例で医師のみで行った場合について株式会社ホギメディカルのオペ
ラマスター&#174;にて抽出し手術室への患者入室時刻、退室時刻、手術に要した時間について午前と午後入室に
分けて解析をおこない、またC.Eがスコピストを実施した症例について医師のみでおこなった場合の手術時間にお
ける人件費の党員のそれぞれの平均時給を元に比較をおこなった。

【結果】2019年10月1日より外科、呼吸器外科、泌尿器科でおこなった鏡視下内視鏡手術のうちC.Eがスコピスト
を実施した術式は外科139例中20例(14％)、呼吸器外科218例中79例(36％)、泌尿器科157例中5例(3％)その他1例
(整形外科)で合計105例であった。午前中の入退室時刻は医師のみとCEが加わった場合では変わりなかった。平均
手術時間は医師のみ：224分、C.E：142分でｔった。午後の入退室は医師のみに比べC.Eが加わった場合では約20
分短かった。平均手術時間は医師のみ：138分、C.E：88分であった。人件費について1症例あたり3名の医師が必
要として、2名の医師とC.Eの場合では105例、436時間51分では医師のみ4,914,485円、CEが加わった場合は
3,719,635円であった。

【考察】鏡視下手術においてC.Eがスコピストとして加わる事により、手術開始時刻の均一化が図られた。手術時
間については症例内容にもよるため一概には言えない。午後の入退室時刻が20分ほど早まったのは一人の医師が
揃わない状況でも手術に取りかかれるようになったことが考えられる。人件費については差が出るのは当然であ
る。タスクシフトによりC.Eがスコピスト業務をおこなうことにより計画的な手術の実施、残業時間の軽減、病院
の収入増が見込まれる。C.Eは医師に信頼されチーム医療に貢献できるように研鑽を重ね技術の向上に努めなけれ
ばならない。



透析用穿刺針15Gの使用評価

医療法人貴幸会SKメディカルクリニック

〇中嶌 春香、大木 龍一、本田 修二郎、永仮 美紀、白石 幸三

【背景】
当院ではR4年1月末時点で外来透析患者170名に対して、血液透析（HD）・間歇補充型血液透析濾過（I-
HDF）・On-LineHDF（O-HDF）を施行している。

【目的】
今回、O-HDF施行の患者より透析効率向上の依頼があった。そこで透析用穿刺針を16G⇒15Gへ変更し、血液
流量（以下QB）を250⇒300ｍL/minへ変更して対象患者及び15G使用のスタッフに使用評価を行ったので報告
する。

【方法】
患者に対してQBを250⇒300ｍL/minで施行し、透析用穿刺針15G使用のアンケートを施行した。スタッフに対
して透析用穿刺針15Gの使用評価のアンケートを施行した。

【結果】
患者に対するアンケートでは穿刺時の痛みや血管痛、止血時間、穿刺に対する恐怖心などは16Gと比較してほ
ぼ変化はなかった。
スタッフに対するアンケートでは持つ感覚、血管を切る感覚、穿刺のしやすさなど16Gと比較してほぼ変化は
なかった。

【考察】
患者のアンケート結果より、満足度の高い結果となった。
スタッフのアンケート結果より、使用に対する評価は良かったが、否定的な意見も少数あったので、対策を考
えて15Gに対するストレスを無くす必要があると思われた。

【結語】
今回の取り組みにより、要望された患者の治療に対する満足度を上げることが出来た。



TR-55Xシリーズの加温器が設定条件により血液回路内温度に与える影響の検討

鹿児島市立病院 臨床工学科

〇樺山 聡史、榊 哲史

【目的】
当院は持続的腎代替療法（以下CRRT）を施行する際TR-55Xシリーズを使用し、全ての症例で加温バッグを

使用している。しかし、加温器が設定条件により血液回路内温度に与える影響は不明である。そこでTR-55Xシ
リーズの加温器が設定条件により血液回路内温度に与える影響の検討をした。

【方法】
RO水を冷温水槽で温度36.0℃に設定して患者の血液と模擬する。また室温は24.0℃設定とする。

このRO水を血液回路で循環させ、そのときの脱血側、送血側、補液バッグ出口、透析液バッグ出口の4点の温
度を以下の条件で30分測定を行った。
①血液流量80mL/min、補液流量300mL/hr、透析液流量500mL/hr、濾過流量800mL/hr
②血液流量80mL/min、補液流量600mL/hr、透析液流量1000mL/hr、濾過流量1600mL/hr
③血液流量120mL/min、補液流量300mL/hr、透析液流量500mL/hr、濾過流量800mL/hr
④血液流量120mL/min、補液流量600mL/hr、透析液流量1000mL/hr、濾過流量1600mL/hr
①～③ウォーマー温度設定38℃と加温なしの2パターンで測定した。
④に関しては、ウォーマー温度設定38℃のみ測定した。

【結果】
条件①ではウォーマー温度設定38℃の脱血温は34.2℃、送血温は32.0℃と2.2℃下がった。加温なしでは、
脱血温は34.2℃、送血温は30.9℃と3.3℃下がった。
条件②ではウォーマー温度設定38℃の脱血温は34.1℃、送血温は32.3℃と1.8℃下がった。加温なしでは、
脱血温は34.5℃、送血温は29.7℃と4.8℃下がった。
条件③ではウォーマー温度設定38℃の脱血温は35.0℃、送血温は33.2℃と1.8℃下がった。加温なしでは、
脱血温は34.2℃、送血温は31.8℃と2.4℃下がった。
条件④ではウォーマー温度設定38℃の脱血温と送血温の温度差を比較すると、脱血温は34.6℃、送血温は

33.3℃と1.3℃下がった。

【考察】
最も脱血温と送血温の差が低かった設定は、条件④で脱血温と送血温の差は1.3℃であった。このことから、

血液流量、補液流量、透析液流量を上げると加温効果が高くなると言える。これは血液回路が外気に触れる時
間を減らすことで送血温の低下を防ぐと考えられる。またウォーマーの加温効果はあるが、実際に患者に与える
影響に関する文献は見られない。今回の実験により送血温は体温より低い温度で送血されている可能性があ
り、CRRT導入により患者体温を上げる効果は低いと考えられた。

【結語】
TR-55Xシリーズの加温器は、設定条件で加温する効果はある。しかし今回RO水を血液と模擬した実験である

ので、臨床への影響に関しては今後さらなる検討が必要である。



灌流指標（PI）を用いたVA管理の有用性について

社会医療法人 白光会 白石病院1），白石記念クリニック2）

〇米満 賢人1），永野 武志1），橋口 大輔1），山口 康太郎1），酒井 亮1），畠山 海1）
，

持田 康子1），岩元 公希2），横山 嘉寛2），岡村 龍也1）

【目的】バスキュラーアクセス（以下、VA）管理は理学的所見が重要であるが、スタッフの知識や経験によって
観察力にバラツキがあるため、VA不全のサインを見逃し閉塞に至ってしまうケースがある。そこで今回、手指の
血行動態を定量的に評価できる灌流指標（以下PI）を用い、VAモニタリングの指標として有用かどうか検討した
ので報告する。

【対象】本研究に同意の得られた当院の外来維持透析患者62名。男性：28名、女性：34名。平均年齢：
68.7±10.4歳。平均透析歴8.3±7.5年。VA種類：AVF群：41名、AVG群：13名、動脈表在化群：8名。

【方法】透析開始前にMASIMO社製パルスオキシメータ「Mighty sat Rx」を左右第2指に装着し、シグナルIQの
安定時のPI値を記録し、VA種類別にVA肢、非VA肢、VA/非VA比を比較した。また、PTAを施行した症例におい
てはPTA前後におけるPI値を比較した。結果はmean±SDで示し、2群間比較paird-ttest、3群間比較Tukey–
Kramer法を用い、p<0.05を統計学的有意差とした。

【結果および考察】PIは動脈表在化群では有意差は認められなかったが、AVF群、AVG群ともにVA肢側で有意な
低下を示した。PI測定は血圧や体動などにも影響を受けやすいため、測定条件を統一し、絶対値ではなく、経時
的変化の観察が重要と思われる。また、理学的所見や血管エコー検査と併用することで、より信頼性の高いVA評
価が可能となり、予期せぬ閉塞を起こしやすいAVGや側枝のない1本ラインの流出路狭窄の早期発見に繋がるので
はないかと考えられた。VA合併症の一つであるスチール症候群の早期発見の観点からも手指の血流評価は重要で
あり、PIはVAモニタリングの新たなツールとしても期待できる。今後は症例数を増やし、FVやRIとの相関関係や
カットオフ値についても検証する必要があると思われた。

【結語】PIは非侵襲的かつベッドサイドで簡便に測定可能であり、VAモニタリングの指標の一つとして有用であ
ると示唆された。



米盛病院チーム医療 臨床工学技士としての取り組み

米盛病院 臨床工学課

〇鎌田清嗣、森田三佐誉、崎向成人、鶴田潤一郎、外口久代、久保田尚之、村岡亮

はじめに
当院は整形外科病院として鹿児島市に開院(1969年)し、同市与次郎ケ浜への移転(2014年)以降、幅広い医療ニーズ
に対応するため、現在(2022年)は救急科、脳神経外科、循環器内科、心臓血管外科など計18科まで診療科を拡充し、
地域に根ざした医療活動を展開している。診療科の拡充に伴い、臨床工学技士(以下「CE」という)のスタッフは、
移転当時の4名から増員され、現在は20名(CE補助1名を含む)で業務を行っている。本稿では、移転から8年が経過
した現在、我々CEの業務体制と取り組むべき課題を示す。

CEの業務体制
当院のCE業務には、手術室(支援・介助含む)、人工心肺、血管外科(ステントグラフト)、心臓・脳アンギオ、IVR、
アブレーション、不整脈デバイス、血液透析、内視鏡、集中・救急治療(ICU・HCU・ER)、高気圧、ME機器管理、
夜勤、院外支援といった業務がある。
このうち、夜勤業務を除く各業務のスタッフ体制を基本的に2名とし、各スタッフが年間３～４つの業務を分担し
ている。各業務は十分な経験を有するスタッフと若手を組み合わせることで、迅速かつ的確なサポート、OJTに取
り組みやすい環境としている。年間を通じた専従制に近い分業化により、担当業務に対する知識・技術の習熟化を
図っている。
また、当院は2018年からCEの24時間常駐体制をとっており、夜勤業務では院内の医療機器のトラブル対応や
ICU・HCUでの生命維持管理装置の管理、救急患者への緊急治療・手術の対応を行う。そのため、オンコール体制
を導入し、必要に応じてCEが迅速に治療に介入できる体制としている。

取り組むべき課題
安全・安心な医療サービスを提供していくためには、医療の質保証の取り組みが重要である。その質保証に必要な
医療資源として「ヒト、モノ、カネ、情報」等があるが、とりわけ「ヒト(スタッフ)」が最も重要な資源であるこ
とは言うまでもない。現状では、スタッフ全員が全業務を習得しているわけでもなく、スタッフ間においても習熟
度が異なる。これらの是正に向けてオンコール体制の導入や、各スタッフの習熟度に応じたローテーションを行っ
ているが、スタッフの真の成長に繋がる中長期的な人材育成の仕組みづくりが課題であると考えている。
その仕組みづくりを行うに際しては、人材育成手法を明らかにする必要がある。まずは技術継承が課題となってい
る業務を足掛かりに、体系かつ段階的な人材育成の仕組みを構築していきたいと考えている。

おわりに
当院ではCEが介入した方が円滑にチーム医療を行えると考え、開院当初から現在に至るまで多くのCE業務を確立
してきた。今後もCEが介入する事でより良いチーム医療を提供できると考え、現状に満足することなく、業務確
立・自己成長を遂げていく必要がある。
「スタッフこそが最大の医療資源」という理念のもと、人材育成の仕組みを構築し、そして当院のコンセプトであ
る「一秒を救う。一生につなぐ。」を念頭に置き、我々CEは何ができるか常に考え、取り組み続けていきたいと
思う。



「人工心肺業務における緊急時トレーニングの必要性と効果について」

医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 臨床工学科

○長元 優、中村 孝洋、大倉 康之、堂囿 和希

【はじめに】人工心肺業務は心臓血管外科手術中の患者の循環を全て担うという性質上、ひとたびトラブルが発
生すると重大な事故に直結しかねない。日本体外循環技術医学会が行った人工心肺ならびに補助循環に関するイ
ンシデント・アクシデントおよび安全に関するアンケート 2019では、アンケートに回答した416施設のうち約
28％の施設が、装置や回路のインシデント・アクシデントを経験したと回答している。

当院では、2017年より毎年1～２回の人工心肺業務におけるEmergency Training（以下：EMT）を実施してお
り、EMTによって技士の知識・技術向上が見られたので報告する。

【方法】人工心肺業務を担当する技士4名（業務経験年数12年、6年、4年、1年）を対象とし、EMT 10項目のう
ち４項目（人工肺交換、メインポンプ手動操作、メインポンプ交換、電源ケーブル交換）のトレーニングを行っ
た。アンケートはEMT10項目（人工肺交換、メインポンプ手動操作、メインポンプ交換、電源ケーブル交換、
リザーバー交換、冷温水槽の故障、停電、医療ガス停止、センサー異常、エアー誤送）をそれぞれ４段階（4：
ひとりでできる、3：マニュアルを見ながらできる、2：教わりながらできる、1：できない）で評価し、3点以
上で対応可能とした。

【結果】EMTを行った４項目に関してはEMT前の平均が2.63点（標準偏差SD:1.19）に対して、EMT後では平均
が3.25点（SD:0.56）に上昇した。EMTを行っていない6項目ではEMT前の平均が2.58点（SD:1.06）、EMT後
では平均2.96点（SD:0.72）であった。10項目全体ではEMT前の平均が2.60点（SD:1.11）、EMT後では平均が
3.08点（SD:0.65）となった。

【考察】EMTを行った項目に関しては平均点数が0.62点上昇して3点台になり、標準偏差が0.63小さくなってい
る。これは経験者の点数は3～4点と変わらないが、4年生、1年生技士の点数が上昇してばらつきが減ったためで
ある。EMTを行っていない項目に関しても平均が0.42点上昇しているが、これはEMTマニュアルに目を通した事
で1点から2点へ上昇した項目があるためだが、基準となる3点には達していない。これらの結果より、緊急時の
対応はマニュアルによって対応方法を知ることはできるが、マニュアルを準備するだけでは実際の対応は困難で
あり、トレーニングを行う必要があると言える。

【まとめ】緊急時の対応はマニュアル作成だけでは不十分であり、実際にトレーニングを行うことが重要である
事が分かった。また、今回は人工心肺業務でEMTを行ったが、臨床業務ではどの分野においてもトレーニング
を検討する必要があると考えられる。



各社透析装置における吸着型血液浄化器の使用経験

社会医療法人 白光会 白石病院1）

社会医療法人 白光会 白石記念クニック2）

〇野元俊希1），有村智華2），崎元翔輝2），大見綾花2），田代楓香1），池田大輝1）

山下佳菜子1），萩原幹樹1）中村祐介1），川原涼1），池末俊一1），山根良平1）

持田康子1），横山嘉寛2），岡村龍也1）

【目的】
血行再建術が不適応な閉塞性動脈硬化症（ASO）患者の潰瘍改善を目的にカネカメデックス社製吸着型血液浄
化器「レオカーナ」（以下、レオカーナ）が発売された。そこで当院にて各社透析装置で実施可能かの検討を
行った。

【方法】
ニプロ社製NCV-3、JMS社製GC-110N・GC-X01、日機装社製DCS-100NXの3社4種の透析装置を用いてレオ
カーナを模擬にて施行した。体外循環に必要な血液回路は生食ライン、動静脈側回路内圧モニター可能な回路
を使用した。

【結果】
体外循環において血液回路内圧をモニターする事が必須であるが、レオカーナでは動静脈回路内圧差、または
動脈側回路内圧のモニターが吸着器内部凝血の判断に有効であった。

【考察】
現行使用されている透析装置においては体外循環時に静脈側回路内圧のみをモニターしている装置もあるた
め、その場合は動脈側回路内圧をモニターする工夫が必要であると思われた。静脈側回路内圧ができない場合
はブリーディングセンサー等を用いて、体外循環異常時に迅速に対応できるように担保する必要もあると考え
た。

【結語】
各社透析装置、血液回路の基本構成を把握し、血圧低下や凝固などの緊急時に迅速に対応できる装置、血液回
路を選定することでレオカーナを安全に実施することが示唆された。



体外循環バランスに寄与する因子とその後に与える影響について

鹿児島大学病院 臨床技術部 臨床工学部門
〇田中亮太、新蔵康浩、前田太郎、新地晃也、戸髙秀栄、中村勇太、淵脇浩之

はじめに
人工心肺を用いた手術は非生理的な条件が重なり、水分が貯留し易い状態となる。輸液を抑制した管理を行う
ことで術後合併症の軽減につながると考えるが、体外循環(以下CPB)において何が要因で水分バランスに影響
するか不透明な部分が多い。そこで、CPBバランスに寄与する因子とその後に与える影響について検討したの
で報告する。

方法
2020年の成人心臓手術（透析患者、大血管症例を除く）50例を対象とした。CPBバランスに寄与する因子を
同定する為、CPBバランスを目的変数に患者背景、輸血・薬剤使用量、CPB管理等を説明変数とし重回帰分析
を行った。また、CPBバランスの中央値からHigh Volume群（H群）、Low Volume群（L群）に分け、CPB離
脱後に与える影響について検討した。

結果
重回帰分析の結果、体表面積（偏回帰係数 β＝-3841.4, p＜0.001）、DUF置換液量/h（β＝0.42, p＝
0.04）、CPB開始時ナトリウム値（β＝-121.2, p＝0.014）、CPB開始時ヘマトクリット値（β＝225.7, p＝
0.00４）、DOA使用量（β＝-1.66, p＝0.14）が抽出された。CPBバランスの中央値は-650ml(-1473～479)で
H群25例、L群25例となった。CPB離脱後に与える影響として、L群で麻酔科からの輸液投与量が有意に高値を
示し、H群でTotalバランスは有意に高値を示した。また、L群でAKI発症患者は有意に高い結果となった。
抜管時間、ICU滞在時間に有意差はつかなかったもののL群で高い数値を示した。

考察
重回帰分析結果から、体表面積で有意な関与が認められたことから、体格が小さい患者ではプライミングボ
リュームによる影響を大きく受けるため、膠質浸透圧低下や血管透過性亢進増大に繋がりバランスに影響を及
ぼしたと推測された。また、当院では電解質調整や炎症物質の除去目的にDUFを積極的に行っているが、置換
液増加に伴い血管外漏出量の増加からプラスバランスに傾くことが示唆された。
輸液を抑制した管理を行うことで、術後合併症の軽減につながると考えていたが、今回の結果ではL群でAKI発
症患者は有意に高く、有意差はつかなかったものの術後抜管時間やICU滞在時間もL群で高値を示したことか
ら、必ずしも水分抑制が術後状態に寄与するとはいえない結果となった。

結語
マイナスバランスを目標に管理することで様々な合併症予防につながると考えるが、今回の結果から水分バラ
ンスだけにとらわれるのではなく、状況に応じた全身管理が重要と認識することができた。



「Shaggy aorta症候群」予防を目的に体外循環を用いて治療した
腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術の一例

米盛病院 CE課
〇中原三佐誉、村岡 亮、六反田裕久、鎌田清嗣、渡邉ガンティマー
血管外科 山本裕之

大動脈瘤とは大動脈の壁の一部が全周性または局所性に(径)拡大または突出した状態と定義され ている。この
侵襲的治療として人工血管置換術とステントグラフト内挿術があり、近年ではこの 疾患に対する治療全体に占
めるステントグラフト内挿術の割合か増゙加傾向にある。 Shaggy aorta症候群は、大動脈の高度の粥状硬化
に由来する微細なコレステロール結晶が末梢 動脈を閉塞し、臓器障害を呈する疾患である。粥腫が大量に存
在するような性状の悪い大動脈に ステントグラフトを留置する症例ではガイドワイヤーの操作などで容易にこ
の粥腫を飛散させて しまい、手技中に塞栓症を引き起こす危険性がある。 今回、我々はステントグラフト
の中枢側Landing zoneに高度の粥状硬化を伴う腹部大動脈瘤に 対するステントグラフト内挿術において、塞
栓原因となる物質をトラップするために、大腿動脈大腿静脈をフィルター付きポンプレス回路にてシャントさ
せ、動静脈圧格差により体外循環する 回路を用いた。この回路を用いた結果、血管塞栓を疑う合併症は生
じなかった。 本症例にて使用 した回路と使用後のフィルター内部の結果をふまえて報告する
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