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第２９回 鹿児島県臨床工学会開催のご挨拶 

大会長 篠田 朋宏 

 

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 5 年 2 月 19 日（日）に「第 29 回鹿児島県臨床工学会×かごわい 2022」を

共同企画にて開催する運びとなりました。今大会の大会長の大役を務めさせていただきま

す、鹿児島厚生連病院 篠田朋宏と申します。 

昨年同様、コロナ渦ではございますが可能な限りの対策を講じて、念願の会場開催をする

運びとなりました。出来るだけ多くの会員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、実行委員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。 

現在の医療の現場で皆様も直接または間接的に COVID-19 に対する医療行為に関わって

おられることと思います。そんな中で施設の垣根や県や職種を越えてそれぞれの施設で工

夫や対応策を講じ無我夢中で過ごされてきたのではないでしょうか。何でも初めての試み

には不安が募りますが、施設間での情報共有やサポートで前に進むことが出来ることも再

認識する機会となりました。そのような経験から、今大会のテーマを「つなぐ、つながる～

Clinical Engineer～」と題し、今後を担う多くの臨床工学技士が様々経験や知識を有する

方々と交流する場として開催出来れば幸いです。 

また、医師の働き方改革に伴うタスクシフトも進む中で施設内や組織内での臨床工学技

士の在り方は多くの施設でもこれからの課題となっております。大会を通して、皆様が描く

「これからの臨床工学技士…」の何かヒントになれば嬉しく思います。 

久しぶりの会場開催ですが「行ってみたい」「聴いてみたい」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、成功に向けて準備を進めています

ので、大勢の皆様にご参加いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

 



かごしまわいぼーど 2022 

実行委員長 翁長 武世 

謹啓  

時下皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 鹿児島わいぼーどカンファレンス（かごわい）2022 の大会長に選出していただきま

した南風病院の翁長武世と申します。近年かごわいは鹿児島県臨床工学会と合同で開催

され、若手が中心となり企画を行い人材の育成・活性化に貢献してまいりました。今回

大会長という大役を拝命し、身の引き締まる思いと共に若手が主となったこの大会が盛

大となるよう精進してまいります。今もまだ新型コロナウイルスが終息する目途は立た

ないものの、医療従事者の懸命なご尽力と共に新たな生活様式の定着などにより、少し

ずつ以前の生活が送れるようになって参りました。本大会もコロナ禍では初の会場開催

の運びとなり、会場ならではの熱気や他施設会員との対面での交流を安全かつ安心して

堪能していただけるよう、工学会大会長ならびに実行委員、理事の方々と鋭意準備を進

めて参ります。 

 現在、医師の働き方改革に伴うタスクシフトが進み、より一層自身の意識や行動が今

後の臨床工学技士の行く先を左右する岐路にあります。かごわいの企画と致しましても、

次世代を担っていく若手技士と経験のある中堅技士による「これからの CE 人生を考え

る」というテーマについてのディスカッションを計画しております。 

 本大会が皆様にとって有意義なものとなりますよう尽力して参りますので、多数の参

加をお待ちしております。 

 

謹白 

 

 

 

 

 



ご案内 

 

県民公開講座 

【日 時】２０２３年２月１９日（日）13：25～14：15 

【会 場】サンプラザ天文館 ７階ホール 

【参加費】無料 

 

特別講演Ⅰ 

【日 時】２０２３年２月１９日（日）11：25～12：15 

【会 場】サンプラザ天文館 ７階ホール 

 

特別講演Ⅱ 

【日 時】２０２３年２月１９日（日）15：45～16：35 

【会 場】サンプラザ天文館 ７階ホール 

 

教育講演Ⅰ 

【日 時】２０２３年２月１９日（日）10：35～11：25 

【会 場】サンプラザ天文館 ７階ホール 

 

教育講演Ⅱ 

【日 時】２０２３年２月１９日（日）14：15～15：05 

【会 場】サンプラザ天文館 ７階ホール 

 

 

 



（本大会） 会場・交通のご案内 

第 29回 鹿児島県臨床工学会 本大会 

 

【 日 時 】２０２３年２月１９日（日） 9：30～17：15 

【 会 場 】サンプラザ天文館 7 階ホール 

【 受 付 開 始 】９：００～ 

【 参 加 費 】  

正 会 員 ・ 賛 助 会 員  2,000 円    

非 会 員  3,000 円 

学 生  無料    （学生証提示） 

単位取得について 

 

 第 29 回鹿児島県臨床工学会に参加することにより、下記の点数（単位）を取得できます。 

 

         日本医療機器学会「MDIC 認定ポイント」10 点 

 

 第 29 回鹿児島県臨床工学会の参加証を各自保存してください。再発行は致しません。詳

細につきましては、各主催団体への確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（本大会） 会場・交通のご案内 

第 29 回鹿児島県臨床工学会 

大会会場のご案内 

【会場】サンプラザ天文館 
 

 

 

◆空港からのアクセス 

鹿児島空港よりリムジンバスが 15 分間隔で運行しています。 

所要時間約 50 分で「天文館」バス停に着きます。 

バス停から徒歩 2 分で施設に到着します。 

 

◆お車でのアクセス 

ナビで入力する場合は住所に「鹿児島市東千石町 2-30」を入力してください。 

「NC サンプラザビル」で表示されるビルに施設があります。 

周辺は一方通行の道路がありますのでご注意ください。 

88 台収容の立体駐車場がございますのでご利用くださいませ。 

周辺に多くのコインパーキングもございます。 

 

◆JR、新幹線でのアクセス 

鹿児島中央駅から「鹿児島駅前」方面市電が 5 分間隔で運行しています。 

約 10 分で「天文館」電停に着きます。 

電停から徒歩約 5 分で施設に到着します。 



参加者へのお知らせとお願い 

◼ 受付場所・受付時間 

受付場所・受付時間 参加登録を下記の場所・時間にて行います。 

受付場所 受付日 受付時間 

サンプラザ天文館 7階ホール 2 月 19 日（日） 9：00～ 

 

◼ 参加費 

参加者は、下記の参加区分にて登録いただくことになります。 

参加区分 金額 

正 会 員 2,000 円 

賛 助 会 員 2,000 円 

非 会 員 3,000 円 

学 生 無料 

※ 県民公開講座は参加費不要です。 

 プログラム・抄録集は大会 HPよりダウンロード下さい。 

 会場でのプログラム・抄録集の配布などはございません。 

 

◼ 参加証 

 受付にて、参加証（ネームカード）にご所属・お名前をご記入の上、ネームカード

ケースに入れてご着用ください。 

 領収書については、参加登録システム（Peatix）領収データより取得、または参加

証に印刷されております。新たに発行は行いませんのでご了承ください。 

 

◼ 企業展示開催時間 

企業展示 開催時間 

サンプラザ天文館 7 階ホール 9：00 ～ 17：15 

サンプラザ天文館 2 階ホール 9：00 ～ 15：30 

 

◼ 討論についてのお願い 

限られた時間内に討論ができますよう、質問・討議される方は予めマイクの前にお並び

ください。座長の指名により、ご所属、お名前を告げた後に要点のみを簡潔にご発言く

ださい。 

 

◼ 呼び出し 

会場内での呼び出しは原則として行いません。 



◼ 紛失物 

忘れ物、落し物は学会終了までの間、受付にてお預かりいたします。 

 

◼ その他注意事項 

 会場内の撮影・録音・録画は禁止です。 

 館内は禁煙です。指定の喫煙スペースをご利用ください。 

 発表会場内では携帯電話はマナーモードにしていただくか、電源をお切りくださ

い。 

 

座長へお願い 

 

◼ 座長受付 

 担当セッション開始 30 分前までに下記の場所の「座長受付」で受付をお済ませく

ださい。 

座長受付場所 受付時間 

サンプラザ天文館 7 階ホール受付 9：00～16：00 

 

◼ 進行について 

 担当セッション開始 10 分前までに座長席付近にあります「次座長席」へご着席く

ださい。 

 各セッションの進行は座長に一任いたしますが、円滑な進行なため担当セッショ

ンの時間を厳守するようご協力お願いいたします。 

 

発表者へのご案内とお願い 

 

◼ 発表時間 

 一般演題の発表時間は 8 分（口演 6 分、討議 2 分）です。 

 スライドは発表時間内に終了する枚数に制限してください。 

 座長の進行のもと時間厳守にてお願いします。 

 

◼ 発表形式 

 発表はパワーポイントによるデジタルプレゼンテーションのみとなります。 

 発表中のスライドに関しましては、演題上のキーボード、マウスをご使用のうえご

自身での操作をお願いします。 



レーザーポインターもご用意しております。 

 お預かりしたデータの 1 枚目のページをオペレーターが出しますので、2 枚目から

はご自身での操作をお願いします。 

 

◼ 発表データ受付 

1） PC 受付 

 発表セッション開始 60 分前（午前の最初のセッションは 30 分前）までに PC 受

付にて受付と発表データの確認をお願いします。 

 セッション開始 10 分前には発表会場にご着席ください。 

 演者登壇と同時に、次演者は所定の次演者席にご着席ください。 

 自身の発表が終了しても、セッション終了まで会場内にてご参加いただきますよ

う、よろしくお願いします。 

受付場所 受付時間 

サンプラザ天文館 7 階ホール受付 9：00～16：00 

※ プログラムの円滑な運営を行うため、PC 受付はスタッフの誘導に従うよう、ご協

力をお願いします。 

※ 発表データの運搬は、運営スタッフが行います。 

 

2） 発表データ 

 発表データは USB フラッシュメモリーにてご用意ください。 

 対応可能なアプリケーションソフトは Microsoft Power Point 2010・2013・2016・

2019 となります。 

 動画・音声の使用はご遠慮ください。 

 ファイル名は「演題番号・演者名．ppt (pptx) 」としてください。 

例）演題 1－1 西郷隆盛．ppt 

 発表データ作成の際は Windows 標準フォント〔MS 明朝、MSP 明朝、MS ゴシッ

ク、MSP ゴシック等）をご使用ください。それ以外のフォントをご使用されます

と、正常に表示されないことがございますのでご注意ください。 

 発表データはあらかじめ最新のウイルス駆除ソフトでチェックしてください。 

 持込まれるメディアには当日発表されるデータ以外は入れないようにしてくださ

い。 

 受付時にコピーした発表データは、大会終了後に責任を持って削除いたします。 

※ ご不明な点は大会事務局までご連絡ください。 

 

※ 会場には、Windouws版 Office365 解像度（１９２０×１０８０）を準備いたし

ます。 



◼ 利益相反（COI）に関する情報開示について 

当日の発表に利益相反について情報開示をお願いいたします。 

発表最初か最後に利益相反自己申告に関するスライドを加えてください。 

 

＜スライド例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

上記のスライドは、第 29 回鹿児島県臨床工学会ホームページよりダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日程表 

２０２３年２月１９日（日）本大会 サンプラザ天文館 

 
 

14：15～15：05

13：25～14：15

「臨床工学技士業務とAIをチームでつなぐ」

～他施設のタスクシフトに向けての取り組みを知る～」

県民公開講座

コメンテーター：稲盛孝祐　北原京介　中島高博

座長：中原三佐誉　井村岳　講師：濱口真和

11：25～12：15

特別講演Ⅰ

座長：濱洲穂積　城山良輔　講師：遠藤太一

12：15～13：10　　メーカー各社による情報提供

15：05～15：45　一般演題　１

「“理想の技士像を求めて40年！-一期一会、出会いに感謝-”」

17：15～閉会の辞

15：45～16：35

特別講演Ⅱ

座長：武田弘隆　横山嘉寛　講師：原田　俊和

16：35～17：15　一般演題　２

座長：吉本圭介　松野下敏
17:00

「胃カメラって、普通の光で見ているんじゃないの？」

座長：篠田朋宏　講師：宮原広典

教育講演Ⅱ

「不整脈関連業務　はじめてみませんか？」

座長：上森光洋　上籠　快　　講師：堺　美郎

座長：戸髙秀栄　榊　哲史

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

10：35～11：25

教育講演Ⅰ   「タスクシフトを理解しよう！

かごわい企画

10:00

11:00

機器展示会場　２階ホール本会場　７階ホール

9:00
9：00～受付

9：30～開会の辞

9：00～15：30

機器展示

13：10～13：25　　表彰式　功労者表彰

9：40～10：35

となりのCEさん+かごわい  mentor-mentee

座長：翁長武世



プログラム 

２月１９日（日） サンプラザ天文館 ７階ホール 
 

教育講演Ⅰ 10：35 ～ 11：25 

座長 中原 三佐誉（社会医療法人緑泉会 米盛病院） 

   井村 岳  （医療法人實信会 まきのせ泌尿器科） 

「タスクシフトを理解しよう！ 

～他施設のタスクシフトに向けての取り組みを知る～」 

講師 濱口 真和  （熊本赤十字病院） 

演者 早崎 裕登  （鹿児島大学病院） 

   齋藤 謙一  （公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院） 

   岩元 公希  （社会医療法人白光会 白石記念クリニック） 

   川井田 季睦 （公益財団法人慈愛会 今村総合病院） 

 

特別講演Ⅰ 11：25 ～ 12：15 

座長 濱洲 穂積 （鹿児島大学病院） 

   城山 良輔 （医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院） 

「臨床工学技士業務と AI をチームでつなぐ」 

講師 遠藤 太一 （社会医療法人 社団 カレスサッポロ 時計台記念病院） 

共催 ニプロ株式会社 

 

県民公開講座 13：25  ～ 14：15 

座長 篠田 朋宏 （鹿児島厚生連病院） 

「胃カメラって、普通の光で見ているんじゃないの？」 

～胃がん内視鏡検診における画像強調の有用性～ 

講師 宮原 広典 （鹿児島厚生連病院 副院長） 

 

教育講演Ⅱ 14：15 ～ 15：05 

座長 上森 光洋 （社会医療法人天陽会 中央病院） 

   上籠 快  （鹿児島市立病院） 

「不整脈関連業務 はじめてみませんか？」 

 ～臨床工学技士業務範囲追加、タスクシフトの流れに乗って～ 

講師 堺 美郎  （社会医療法人恩賜財団 済生会熊本病院）  

共催 日本ライフライン株式会社 



特別講演Ⅱ 15：45 ～ 16：35 

座長 武田 弘隆 （公益社団法人鹿児島共済会 南風病院） 

   横山 嘉寛 （社会医療法人白光会 白石記念クリニック）        

「“理想の技士像を求めて 40 年！-一期一会、出会いに感謝-”」 

講師 原田 俊和 （熊本総合医療リハビリテーション学院 顧問） 

 

かごわい企画  9：40 ～ 10：35 

座長 翁長 武世（公益社団法人鹿児島共済会南風病院） 

となりの CE さん+かごわい mentor-mentee 

コメンテーター 稲盛 孝祐 （医療法人實信会 まきのせ泌尿器科） 

        北原 京介 （公益社団法人鹿児島共済会 南風病院） 

        中島 高博 （鹿児島大学病院） 

演者      新留 光貴 （公益社団法人鹿児島共済会 南風病院） 

        濱畑 海  （鹿児島市立病院） 

        立石 蓮  （医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院） 

        中村 瑠磨 （社会福祉法人恩賜財団 済生会川内病院） 

        有村 智華 （社会医療法人白光会 白石記念クリニック） 

 

 

一般演題 １  15：05 ～ 15：45 

座長 戸高 秀栄 （鹿児島大学病院） 

   榊  哲史 （鹿児島市立病院） 

１- １ ペースメーカ植込み遠隔期において再植込みが必要になった１例 

  医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 落合 峰明  

１- ２ COVID-19 流行後の緊急カテーテル治療について 

  社会医療法人天陽会 中央病院 隈崎 妃芽佳 他 

１- ３ 当院の植え込み型心電計の CE の管理について 

社会医療法人天陽会 中央病院 福山 歩美 他 

１- ４ 植込みデバイスデータベースと管理システム作成の取り組み 

  出水総合医療センター 西野 綾乃 他 

１- ５ 起業した臨床工学技士が構築する、医療機器管理 3.0 とは 

  HITOTSU 株式会社 田村 光希 他 

 

 



一般演題 ２  16：35 ～ 17：15 

座長 吉本 圭介 （出水総合医療センター） 

   松野下 敏 （医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院） 

２- １ 細胞内外液量計算ツールを用いた患者管理について 

  社会医療法人白光会 白石病院 大見 綾花 他 

２-２ 血液透析治療におけるポケット LDF 血流計の有用性についての検討 

  鹿児島大学病院 大杉 菜々花 他 

２-３ 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 清武 泰紀 他 

２- ４ ECPELLA 管理下で防災ヘリにて搬送した１症例 

  社会医療法人天陽会 中央病院 假屋 佑紀 他 

２-５ ECMO 装着患児の航空機搬送の経験 

  鹿児島大学病院 藏元 直也 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



県 民 公 開 講 座 

胃カメラって、普通の光で見ているんじゃないの？ 

（胃がん内視鏡検診における画像強調の有用性） 

鹿児島厚生連病院 副院長 

〇宮原 広典 

１） はじめに 

胃がんの原因の多くを占めるのが、ピロリ菌です。わが国では 2013 年ピロリ菌治療が保険適

応となり、2016 年には対策型胃がん検診としての胃カメラ検査も認められるようになりまし

た。胃カメラ検査では、①ピロリ菌感染状態を見ることや、②胃がんや食道がんを効率的に判

断することが重要とされています。その場合に有効と考えられているのが、画像強調という手

法です。今回は、画像強調をどのように胃がん内視鏡検診に応用していくかという点をお話い

たします。 

２） 画像強調のしくみ 

古くは、丹羽らが、紫外線を当てることで胃の表面が見やすくなることに着目して、紫外線内

視鏡を開発しました。副作用の問題で汎用されることはありませんでしたが、この研究が画像

強調の開発につながっていきます。現在、利用されている画像強調はデジタル法、光デジタル

法、色素法に分類されます。デジタル法（FICE など）は白色光で得られた映像に画像処理を

加えて、観察するものであり、光デジタル法（NBI、BLI/LCI など）は、白色光でない特殊な

光をあてて観察するものであり、色素法（ルゴール、インジゴカルミンなど）は表面に色素を

散布して観察するものです。このうち、光デジタル法の原理は、異なる波長を組織に照射する

と、組織の深部に達する距離がおのおの異なることを利用するもので、波長の短いものは浅い

領域で反射され、波長の長いものはより深部に達するとされています。 

３） ピロリ菌感染の診断 

ピロリ菌感染診断は「胃炎の京都分類」として広く活用されています。このうち、ピロリ菌現

感染を示すびまん性発赤や、ピロリ菌既感染を示す地図状発赤などが重要ですが、白色光のみ

では、明らかでない症例もあります。LCI では、現感染を示唆するびまん性発赤が韓紅色、既

感染を示唆する地図状発赤が紫色に強調されると報告されています。 

４） 除菌後の胃がん検診の難しさ 

除菌治療が進む状況の中で、除菌後に発見される胃がんは、正常粘膜との色調差が乏しく、発

見困難な症例が報告されるようになりました。光デジタル法（NBI、BLI/LCI など）では、が

ん部の赤色調粘膜の視認性に優れるとされ、除菌後胃がんの発見率向上が期待されています。 

５） 食道がん検診 

画像強調が食道がんのスクリーニングに優れていることは、NBI による報告から広く知られて

います。 

６）まとめ 

画像強調を利用した胃カメラ検査により胃がん・食道がんの早期発見が進むことを期待致しま

す。 



 

 



特 別 講 演 Ⅰ 

（ 共 催 セ ミ ナ ー ） 

「臨床工学技士業務と AI をチームでつなぐ」 

 

社会医療法人 社団 カレスサッポロ 時計台記念病院  

〇臨床工学技士 遠藤 太一 

 

  日本は他の国よりも医療機関が多く、充実した社会保障制度がある。そのた

め、良質な医療データを集めやすく、データが重要となる AI（人工知能）を活

用できる可能性を秘めている。AI を搭載した医療機器は徐々に増えてきている

ため、AI に対する理解は非常に重要である。ここ数年で、簡単に精度の良い AI

が使用できるように変化した。例えば、高性能な文章生成 AI（GPT-3）は、簡

易的な文章やソースコードを短時間で作成することが可能である。画像生成 AI

では潜在拡散モデル（Latent Diffusion model）など、文章から簡易的に画像生

成が可能である。便利な AI の誕生により、テーブルデータだけでなく、文章デ

ータ、画像データを利用し、各現場で AI モデルを簡易的に開発可能となること

が予想される。 

 実際に、臨床工学技士としての専門知識を活かし、研究として AI 予想を実施

する医療従事者が増えてきている。臨床工学技士業務はさまざまな専門領域が

あるが、各領域で既に研究で AI を使用している事例も紹介予定である。 

 今後、臨床工学技士業務だけでなく、他の専門知識を、臨床工学の専門知識と

繋げることで AI 活用の幅は広がると考える。当院では院内で AI TASK FORCE 

というチームを結成し、セラピストの方々とシステム管理室の協力を経て、AI

システムを作成し運用している。その他にも、医療部材の解析や、機器管理業務

にも AI を研究で活用している。現在は、他の大学との共同研究や、産学連携で、

メーカーとの共同研究にも着手している。様々な領域の経験や知識が合わさる

ことで、効率よく価値のある研究や開発につながっている。今後も多くの方の指

導が重要であり、チームの幅をさらに広げていきたい。 

 各領域の専門知識を大量データと AI でつなぎ、臨床工学業務を中心とする他

職種チームで開発していく未来を切望する。 

 

 



特 別 講 演 Ⅱ 

 「“理想の技士像を求めて 40 年！-一期一会、出会いに感謝-”」 

 

弘仁会 熊本総合医療リハビリテーション学院 臨床工学科 顧問    

（公社）日本臨床工学技士会ミャンマー国 ME 育成強化体制プロジェクト担当 

〇原田 俊和                                           

 私は化学が好きで臨床検査技師（検査技師）をめざした。3 年間（当時は専

門学校）勉強して、昭和 54 年（1979 年）熊本大学医学部附属病院の集中治療

部（ICU）に入職した。当時の業務内容は院内すべての人工透析業務と ICU 内

検査業務であった。 

検査学校時代に各種検査法や医学の知識を多少勉強したものの、「人工透析と

は何？」とどのような業務かも知らなかった。そこが、私の原点というと皆さ

んは驚かれるだろう。逆に人工透析から血漿交換療法の草創期、急性血液浄化

法、透析液清浄化等本当に血液浄化法の歴史とともに私は生きてきたと言って

も過言ではない。   

また、私は技士会活動と学会活動を行ってきたが、熊本で技士会組織を作ろう

とした時に鹿児島県で尊敬する山口親光氏（初代鹿臨工理事長）との出会いや

歴代の鹿臨工理事達に大変お世話になったと思う。 

学会活動を通じて全国に多くの技士・医師仲間が作れた。同時に学会での講演

依頼や座長・司会の依頼もあった。大学病院に在籍し、臨床工学技士業務に精

通しなければとピーク時には 12 学会に入り知識を吸収した。ICU 内での補助

循環業務は行ったが、唯一、循環器業務や手術室業務は行っていない。我なが

ら勉強するには恵まれた環境だったと思う。 

最後に表題のように色々な出会いが、少なからず私の生き方に影響した。私は

大学病院を退職後、（公社）日本臨床工学技士会ミャンマー国 ME 育成強化体

制プロジェクト担当としてミャンマー国へ渡航した。現在、その仕事と養成校

で再び、教鞭をとっている。昔、技士の倫理綱領が無い時代に、こんな技士を

目標としたら、社会人としてもうまくいくのではと思い、学生達に贈った提言

“臨床工学技士になったら 14 条”をまとめとして述べる。これは、私自身が目

標としてきたことでもある。 

１． 自分の感情をコントロールしなさい 

２． 患者の守秘義務を守りなさい 



３． 絶えず知識、技術の研鑽に励みなさい 

４． 患者に信頼される技士になりなさい 

５． 自分に与えられた仕事に責任をもちなさい 

６． 他職種とのコミュニュケーションをとりなさい 

７． 人間関係で協調性をもちなさい 

８． 言葉使い、服装に気をつけなさい 

９． 患者の痛みが分かる技士になりなさい 

１０． 仕事には絶えず緊張感をもちなさい 

１１． 考える技士になりなさい 

１２． 自分の力、技量を決して過信することなかれ 

１３． 自分の体調は自分でコントロールしなさい 

１４． 自分の資格に誇りをもちなさい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



教 育 講 演 Ⅰ 
 

タスクシフトと告示研修について 

(公社)日本臨床工学技士会 人材活性化委員会 九州・沖縄ブロック担当 

熊本赤十字病院  

〇濱口 真和 

 

医師の働き方改革に伴い、2021 年 5 月に臨床工学技士の法律が改正されました。

それに伴い、1987 年 6 月に施行された臨床工学技士法において定められた資格

要件が、新たなものとなったことは、皆さんご存知と思います。改正された要件、

内容については、日本臨床工学技士会・各都道府県臨床工学会からも広く周知が

されており、皆さんの耳にも届いていると思います。今回、私がお話する内容は、

改正された臨床工学技士法では、どのような部分が新たに業務として可能にな

り、どの部分が現行の臨床工学技士法で実施可能と解釈されているのか説明す

ることを目的としています。そして、告示研修に関しても、研修内容やなぜ告示

研修を受講しないといけないのか？ということも深掘りして説明いたします。 

また、昨年開催された第 32 回日本臨床工学技士会 茨城大会にて行った人材活

性化委員会のセッションの中で、若手技士(U40)がこのタスクシフト・シェア、

告示研修に対してどのような考えを持っているのかを紹介しながら話をいたし

ます。 

そして、最後に当院で行われているタスクシェアの現状についても提示し、今後

未来ある臨床工学技士の姿ということも皆さんと共有したいと思っています。 

短い時間の中でお伝え出来るような内容にしたいと思います。鹿児島県の各施

設でのタスクシフト・シェアについても拝聴させていただきますので、楽しみに

しています。若手技士の皆様と、有意義な時間にしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 



教 育 講 演 Ⅱ 

（ 共 催 セ ミ ナ ー ） 

不整脈関連業務 はじめてみませんか？ 

～臨床工学技士（CE）業務範囲追加、タスクシフトの流れに乗って～ 

 

済生会熊本病院 臨床工学部 兼 不整脈治療先端部門 

〇堺 美郎  

1998 年施行の CE 法で、医師指示のもと生命維持管理装置による身体への電気

刺激負荷が許可、装置に該当する体外式ペースメーカ、除細動器の操作が可能で

あった。2020 年業務基本指針改訂で、体外式ペースメーカ、体外式除細動器の

電気的刺激負荷関連機器記録が求められ、心臓植込み型電気デバイス（CIEDs）

業務に関してもプログラマ操作、検査測定、遠隔モニタリング管理などついても

同様に求められた。だが業務指針はガイドラインであり法規ではないため問題

があった。2021 年に診療放射線技師法施行規則等の一部を改正する省令に伴い、

CE 業務範囲が拡大され、手術室等での生命維持管理装置を用いて行う治療で、

静脈路への薬剤投与するための輸液・シリンジポンプの操作・投与後の抜針・止

血行為、手術室の鏡視下手術で術野視野を確保のため内視鏡用ビデオカメラ保

持、操作が認められ、不整脈関連業務に関しては、「生命維持管理装置を用いて

行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷する

ための装置の操作」と明記され、告示研修では、カテーテルアブレーション（CA）

治療時に使用する高周波通電装置操作に関して研修が行われている。法改正に

ある電気的刺激負荷は、高周波通電だけでなく、CA 時のスティムレータ操作、

CIEDs 業務のプログラマ操作などが該当、操作だけでなく、機器保守点検管理

は、機器より抽出される情報を理解し、医師と共に判断する能力が必要とされて

いる。法改正は、医師働き方改革の一環として、医師負担軽減のため、専門医療

技術職への業務移管、タスクシフトのため、医師と同等の専門知識および技術が

備わっていなければいけないと考えています。 

私自身、入局後２年目より不整脈治療関連業務に従事しており、その過程と経験

を未来のある若い臨床工学技士の皆さんにお伝えするとともに、当院での不整

脈治療関連業務の取り組みや体制についてお話することで、多くの臨床工学技

士の皆さんが積極的に不整脈関連業務を行う必要性があることを認識して頂け

ればと思っております。 



 

 

 

 

 

 

一 般 演 題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１-１ ペースメーカ植込み遠隔期において再植え込みが必要になった 1 例 

 

医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 臨床工学科  

〇落合峰明 

 

【はじめに】当院でのペースメーカの定期チェックにおいて、心室リードの閾値、抵抗値

上昇を認め、再植込みが必要になった症例を経験した為、報告する。 

【症例】患者は 79 歳男性。2014 年 12 月他院にて高血圧、Ｃ型肝炎インターフェロン治

療のため通院。朝方に浮動性めまいが数回あり、ホルター心電図施行したところＳＳＳ

+Ⅰ度ＡＶＢを認め、2015 年 1 月に左前胸部へペースメーカ植込みを行った。 

【経過】 

2015 年 1 月植込み 

ペースメーカ：Medtronic Advisa DR 

心房リード ：Medtronic Capsure 4574 

心室リード ：Medtronic Capsure FIXNOVUS 5076 

2020 年 2 月まで 1 年毎にペースメーカチェックを行い、心室の閾値は 0.75V/0.4ms 前

後、リード抵抗値は 400Ω前後と著変なく経過していた。 

2021 年 2 月のペースメーカチェックでは心室閾値 1.0V/0.4ms、リード抵抗値 684Ω。 

2021 年 8 月には心室閾値 1.25V/0.4ms、リード抵抗値 874Ω。 

2022 年 2 月には心室閾値 1.5V/0.4ms、リード抵抗値 1178Ωであった。 

閾値上昇に伴い、リード抵抗値の経時変化を振り返ると、徐々に上昇していた。 

電池電圧 2.91V、予測電池寿命 1～1.5 年と電池の寿命も少なくなってきており、今後リー

ド不全になることが予測された為、右側から新規にペースメーカ植込みを行う事となっ

た。 

【考察】今回の症例は測定データがリード不全になるほどの値ではなく、以前のデータを

振り返らなければ、リード抵抗の上昇に気づくことが出来なかった。 

また、当院でのペースメーカ測定値の経時変化に対応するプロトコルが定められておら

ず、早期発見に至らなかった。 

 

【まとめ】ペースメーカ植込み遠隔期において心室リードの閾値、抵抗値が上昇し、再植

込みを要する症例を経験した。 

当院でのペースメーカ外来の間隔は 1 年又は、6 ヶ月毎としており、短期間での測定値変

化に気づくことができないため、遠隔モニタリングの導入率を増やし、情報共有すること

によって早期発見に繋げる。 

遠隔モニタリングおよびペースメーカチェック測定値の経時変化に対するプロトコルを定

め、ペースメーカ管理を行っていくことが重要である。 



１- ２ COVID-19 流行後の緊急カテーテル治療について 

 

社会医療法人天陽会 中央病院 臨床工学部 

〇隈崎妃芽佳、上森光洋、假屋佑紀、染川宜輝、倉将樹、喜田佳介、福山歩美、桐原和也、

桟敷翼、尾崎美保、萩ノ崎祐介、牧野克也、池田雄紀、白根弘貴、祁答院公瑛、堂脇茉心 

 

【背景】 

急性冠症候群（ACS）患者は発症から 1 秒でも早い治療への移行がガイドラインより推奨

されており、特に STEMI 患者は医療従事者と接触してから 90 分以内に経皮的冠動脈イン

ターベンション治療（PCI）を行うことが求められている。しかし、COVID-19 が流行し

たことで感染対策がより厳重となり、当院のカテ室でも個人防護具（PPE）着用やゾーニ

ング対応等の感染対策を開始するなど環境が大きく変化した。今回、流行前と比較してス

タッフへの影響や時間の変化について後ろ向きに調査した。 

【方法】 

対象は ACS として診断され、緊急 PCI を施行した症例。期間は 2020 年 10 月～2021 年 3

月の COVID-19 流行前を A 群 54 人、2021 年 4 月～2021 年 9 月流行後を B 群 53 人、そ

の中でゾーンニング対応したものを C 群 4 人とした。検討項目は病院到着からカテ室まで

及びカテ室入室から退室までの所要時間、ゾーンニング対策による影響、ACS の分類

（STEMI vs NSTEMI/UAP）を検討した。 

【結果】 

来院からカテ室搬入までの STEMI 患者は A 群 33 分、B 群 29 分、C 群 33 分であり、

NSTEMI/UAP 患者は A 群 45 分、B 群 62 分、C 群 42 分となった。C 群は 4 件の内 3 件

は STEMI 患者であった。B 群・C 群で比較すると、STEMI 患者は C 群の方が 4 分ほどの

遅延が生じた。しかしどの群も病院到着時より 90 分以内に再灌流を達成できていた。ま

た、STEMI 患者は PCR 検査結果を待たずにカテ室搬入し、PCI を行ったため COVID-19

流行後も A 群と同程度の速さで治療を行う事が出来た。 

【考察】 

STEMI 患者の B 群と C 群で時間の差が生じたのはゾーンニング対応に時間を要したから

だと考えられる。また、C 群の STEMI 患者は PCR 検査結果を待たずにカテ室に搬入した

ことが、A 群と同程度の速さで PCI へ移行できた要因だと考えられる。NSTEMI/UAP 患

者の B 群が他の群と比べ差が大きいのは、他疾患の可能性も考えられ診断の鑑別に時間が

かかったからだと考えられる。 

NSTEMI/UAP 患者の C 群は 1 症例のみだった為、症例が多ければ時間に違いが出た可能

性も考えられる。 

【結語】 

コロナ禍における緊急 PCI の状況を調査した。 



1-３ 当院の植え込み型心電計の CE の管理について 

 

社会医療法人天陽会 中央病院 臨床工学部  

〇福山歩美、上森光洋、假屋佑紀、染川宜輝、高倉将樹、喜田佳介、桐原和也、桟敷翼、 

尾崎美保、萩ノ崎祐介、牧野克也、池田雄紀、白根弘貴、祁答院公暎 

 

【はじめに】 

失神に加え，潜因性脳梗塞の患者さんの診断に使用する植え込み型心臓モニタ

（ICM）は原因疾患の同定に極めて有用であるとされている。 

【目的】 

当院では ICM の送信データは CE が管理し医師へ報告するシステムを運用している。

今までの ICM の患者の経過をまとめて報告する。 

【対象】 

2018 年&#12316;2022 年 当院にて ICM を植え込んだ患者 

【検討項目】 

植え込み目的、不整脈エピソードの種類、患者起動ボタンの総数、治療への関与、モ

ニタリングの経過 

【結果】  

ICM 植え込み患者は 23 名であった。原因不明の失神や眼前暗黒感などの精査目的で

植え込みは 19 名（全体の 82%)。 

男女比(13:10)、年齢(中央値 80 歳)であり中には 10 代 20 代での ICM 植え込みもあっ

た。原因心疾患の同定ができたのは 12 名(52%)であった。内訳としては致死的不整脈

1 名、頻拍 9 名、徐脈 2 名であった。ICM にて治療方針に関与したのは ICM を入れ

た全体 23 名のうち 11 名（全体の 47%）であった。原因疾患の同定に至り治療に関与

した症例では ABL３名、ペースメーカー植え込み２名、SICD 植え込み１名、薬剤変

更１名であった。また、患者起動ボタンは８名の患者でボタン起動が見られたが心電

図記録と症状が一致していたのは 3 名であった。原因心疾患の可能性を除外された症

例は、不整脈イベントの記録がなかった症例や患者が症状を自覚した際に押す起動ボ

タンと不整脈イベント内容が一致しなかった症例であった。 

【まとめ】 

当院の ICM 患者の約半数は何かしらのイベントが同定されていた。その中で、治療介

入まで至ったのは 6 割であった。その反面データ受信、患者管理は CE の業務負担に

はなっている。今後も、患者と医師との連携をとりながら運用に努めていく。 

 

 



１-４ 植込みデバイスデータベースと管理システム作成の取り組み 

 

出水総合医療センター 診療技術部 臨床工学科  

〇西野綾乃、吉本圭介、浜涯慎弥、伊藤真之介、藤原真実、塩山貴志 

 

【背景】 

当科では、3 年ほど前からペースメーカー、植込み型心臓モニタの新規植込み、植込

みデバイス全般のフォローアップにかかわってきた。 

デバイスチェック、MRI 撮像と立会いなどの際に、検索するツールがなくデバイス概

要は、カルテを毎回確認し情報を得ていた。しかし、電子カルテに記載がない、どこ

に書いてあるかわからないことなども含め、情報取得に時間を要していた。 

【目的】 

デバイス管理とストレスの少ない業務遂行にむけて、データベースおよび管理システ

ムの作成を行うこととした。 

【取り組み】 

ペースメーカー、植込み型心臓モニタなど複数科混同で合わせて 83 名のデバイス情報

の確認 

患者基本データの抽出(植込み部位、設定など)と登録 

データベース作成のためにデータ登録項目を選定し、一覧表を作成 

構想と一覧表をまとめて、情報管理の部署に相談しながら制作を依頼 

【結語】 

データベースは、デバイスの問い合わせや過去履歴、リコール情報を受けた際に素早

く適切な対応をするには有用であった。未だ管理システムは制作段階であり、運用に

はいたっていない。まずは運用していくことを目標にしていく。また、新規デバイス

の確認登録や、名称の統一化など、どのように充実させていくかが今後の課題と考え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１- ５ 起業した臨床工学技士が構築する、医療機器管理 3.0 とは 

 

HITOTSU 株式会社 代表取締役  

〇田村光希、宮 知秀 

 

【背景】 

1988 年 4 月に臨床工学技士法が施行されてから 35 年が経過した。臨床工学技士資格

設立の経緯として、「最新の技術を応用した医療機器、生命維持管理装置の操作及び

保守業務は単に医学的知識のみではなく、工学的知識も併せ持った医療従事者が必要

であった」とされ、医療機器管理業務に対する医療現場からの期待感は多大なもので

あったのではなかろうか。当時、臨床工学技士が新たに赴任した病院では個別適応し

た医療機器管理業務（1.0）が実施された。その後、基本業務指針が制定され病院を横

断した医療機器管理業務の標準化（2.0）が始まり、市販の医療機器管理システムが普

及していった。 

 

【転換期】 

 現在、日本政府は医療 DX を掲げて 2022 年 5 月に閣議決定された第 2 期基本計画

では、「医療従事者の業務の効率化・負担軽減に資する医療機器」が喫緊の課題であ

ることから特に注力する重点分野とされた。医療機器管理業務においても単なる ICT

化に留まらないデータを起点とした本質的な業務改革（3.0）に乗り出す必要がある。

弊社は、2023 年 1 月にクラウド型医療機器管理システム「HITOTSU」を正式版とし

てリリースした。病院の経営改善に資することが弊社システムの重要な使命であると

考えており、業務改革×病院経営の両軸で価値を生み出す機能を医療現場と共に開発

している。 

 

【結語】 

医療の進化は日進月歩であり、それに追随して医療機器管理業務もアップデートし続

ける必要がある。臨床工学技士として医療現場で学んだ知見を活かし医療機器業界に

貢献していきたい。 

 

 

 

 

 

 



２- １ 細胞内外液量計算ツールを用いた患者管理について 

 

社会医療法人白光会 白石病院 透析室  

〇大見綾花、横山嘉寛、山根良平、岩元公希、岡村龍也、田代楓香、野元俊希、崎元翔輝、

有村智華、茂岡優作、後藤葵、松浦朝代、尊田和徳、白石幸三 

 

【目的】 

透析患者の DW 設定指標として生体電気インピーダンス法が活用され、体液量評価に

有効とされている。当院では体液量評価の可能な自動算出ツール、ニプロ株式会社製

Volume Watch を導入し、その機能評価を行った。 

【方法】 

当院外来維持透析患者の透析基本情報、透析前後での採血データを入力し、細胞内外

液量、体脂肪率、ｎPCR、Kt/V を自動算出した。なお必要な採血項目は透析前後の

BUN・UA・Na、透析前 Ht。 

【結果】 

透析基本情報、採血データの入力のみであるため、細胞内外液量の測定時に電極貼付

や体位の影響を受けずに測定する事が可能であった。また体脂肪率、ｎPCR、Kt/V の

一括算出にて個々の DW、透析効率、栄養状態、フレイル（筋肉虚弱）などの患者状

態を迅速に把握することが可能になった。また、透析条件の見直し、患者への聞き取

り、栄養指導の介入など容易に対応できるようになった。 

【考察】 

Volume Watch は透析条件、採血結果を入力するだけで測定可能であるため、患者へ

の負担軽減につながると思われた。また、生体電気インピーダンス法が禁忌の患者に

も使用可能である。 

【結語】 

Volume Watch は患者状態に合わせた透析条件設定の指標として有用な自動算出ツー

ルである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２-２ 血液透析治療におけるポケット LDF 血流計の有用性についての検討 

 

鹿児島大学病院 臨床技術部 臨床工学部門１）、血液浄化療法部２） 

〇大杉菜々花、中島 高博、岩永 憲幸、新地 晃也、谷川 裕美、景山 めぐみ、岩倉 雅佳、

福元 栄一郎、大塚 淳紀、戸高 秀栄、早崎 裕登、佐潟 芳久、山田 保俊２） 

 

【目的】 

当院では、種々の合併症の治療を目的に入院された透析患者の血液透析(HD)を行っているが、

全身状態が不安定な患者も多いため、血圧測定に加えて心電図や SpO2、BV 計などのモニタリ

ングも行っている。JMS 社製ポケット LDF 血流計(LDF)は、耳朶や指先に装着することで、

非侵襲的かつ連続的に血流量を測定することが可能な装置である。そこで今回、LDF を用いた

血流量の測定が HD 中の循環動態モニタリングとして有用であるかを検討した。 

【対象および方法】 

対象は 2022 年 10 月から 12 月までに HD を行った患者のうち、血圧低下のリスクが高いと想

定し、LDF 装着に同意が得られた 8 症例とした。LDF の測定部位は、非シャント側の耳朶お

よび手指の 2 箇所とした。検討項目は、平均血圧、HR、BV 値、耳朶および手指血流量とし、

HD 前(pre)、30 分後(30min)、1 時間後(1hr)、2 時間後(2hr)、3 時間後(3hr)、4 時間後

(4hr)、HD 後(post)で測定が可能であった値を比較した。また、統計学的処理には統計ソフト

EZR を用いて行った。 

【結果】 

平均血圧(mmHg)は pre：80±13、30min：74±14、1hr：74±16、2hr：77±20、3hr：

85±22、4hr：85±24、post：86±22 で経過したのに対し、耳朶血流量(mL/min)は pre：

19±15、30min：16±8、1hr：17±10、2hr：18±10、3hr：23±24、4hr：25±25、post：

28±22 で経過し、手指血流量は pre：25±11、30min：24±12、1hr：30±28、2hr：

30±24、3hr：32±24、4hr：37±25、post：32±21 で経過した。また BV 値(%)は 30min：-

5.4±2.9、1hr：-6.0±4.2、2hr：-7.7±5.3、3hr：-8.3±5.3、4hr：-9.3±7.0 と低下した。さら

に平均血圧との相関係数は、耳朶血流量が 0.94、手指血流量が 0.68、BV 値が-0.31 であった。 

【考察】 

血圧変化に対して、耳朶および手指血流量は正の相関を認めたが、BV 値では認められなかっ

た。BV 値は循環動態の指標として有用性が報告されてきたが、血圧低下時の閾値は患者個々

で異なることなどの問題点もある。対して耳朶および手指血流量は血圧変化に追従性が高かっ

たことから、BV 値と比較し血圧低下を未然に察知する上で、より感度の高いモニタリングと

なり得る可能性が示唆された。 

【結論】 

LDF を用いた血流量測定は循環動態モニタリングとして有用であることが示唆され、耳朶で評

価することでより血圧変化を反映する可能性が高かった。 

 



２-３ 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 透析室  

〇清武泰紀、池田大輝、築地秀典、池末俊一、川原涼、中村祐介、萩原幹樹、山下佳菜子、

畠山海、岩元公希、横山嘉寛、岡村龍也、松浦朝代、尊田和徳、白石幸三 

 

【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」が発売された。そこで当院にて使用して

いる透析装置、ニプロ社製 NCV-3、JMS 社製 GC-110N、日機装社製 DCS-100NX の

３種類で安全にレオカーナが施行可能であるか検討を行った。 

【方法】 

各社透析装置にて、レオカーナを施行した。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。プライミングに関しては、最

大 150ml/min の流速で 1300ml 程度流した。 

【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をモニターすることで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。また、レオカーナ施行後半、回路内圧が上昇することもあったため、

レオカーナのエア抜き、針先の確認等を行う必要があると思われる。 

【結語】 

今回使用した３種類の透析装置においてレオカーナを安全に施行する事が可能であっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２-４ ECPELLA 管理下で防災ヘリにて搬送した１症例 
 

社会医療法人天陽会 中央病院 臨床工学部  

〇假屋佑紀、上森光洋、染川宜輝、高倉将樹、喜田佳介、福山歩美、桐原和也、桟敷翼、 

尾崎美保、萩ノ崎祐介、牧野克也、池田雄紀、白根弘貴、祁答院公瑛、隈崎妃芽佳、 

堂脇茉心 

【背景】 

補助循環装置を使用した患者の搬送は一つのトラブルが生命の危機に直結しうるため容易では

ない。今回、当院で初めて、ECPELLA 管理下の患者を VAD 導入目的にて防災ヘリ搬送した

症例を経験したので報告する。 

【症例】 

30 代男性、生後 3 ヶ月で川崎病を発症し、他院にてフォローを行なっていた。数日前より時折

胸痛を自覚していたが経過観察していた。朝食後、激しい前胸部痛、冷汗、呼吸苦を訴え救急

要請、当院に搬送となった。 

【入院後経過】 

来院時の心電図より ACS を疑い CAG 施行、LMT total の所見であり IMPELLA 挿入の方針と

なった。IMPELLA support 下にて PCI を施行したが ICU 入室後、IMPELLA Flow が得られな

くなった。輸液負荷を行うも改善なく、血行動態不安定のため ECMO 挿入し ECPELLA 管理

下とした。しかし心機能の回復が見られず、若年であったため POD6 に防災ヘリにて九州大学

病院へ転院搬送となった。 

【転院搬送】 

先方より急遽受入可能との連絡があり、9 時 51 分に当院を出発、9 時 56 分にヘリポートに到

着した。ヘリ到着後、搬入を開始し 10 時 34 分に完了した。10 時 37 分に離陸を開始し、11 時

31 分に転院先に到着、11 時 55 分に転院先の機材に移し替えた。 

搬送中の問題点は、輸液・シリンジポンプが多数あり、ルートも整理されておらず搬入・搬出

に時間を要した。また機内の配置に関する情報もなかったため手の届く位置に機器がなく、視

覚的に動作状況の確認および操作が困難な状況であった。さらに機内の騒音は大きく、搭乗者

は全員ヘッドホンを装着しなければならず、聴覚的な確認もできない状況でもあった。 

【考察】 

今回、重症心不全に対して ECPELLA 管理下の患者を心臓移植施設まで搬送した。ECPELLA

管理下での搬送経験や、防災ヘリでの搬送も今回初めてであったためマニュアルも存在しなか

った。ECMO や IABP といった補助循環装置の搬送事例は報告されているが、ECPELLA 搬送

事例は限られている。そこで、次の搬送に備えたマニュアルの作成や機材の準備が必要である

と考えられた。また、防災ヘリでの搬送を経験して、患者の生命である補助循環装置を含む医

療機器の安全管理や環境整備において、安全な搬送と患者への負担軽減のためにも CE が果た

す役割は大きいと考えられた。鹿児島県防災ヘリの協力を得て、後日実機を用いた機器配置や

搬入・搬出の検証会を行い、搬送に関わるスタッフとの定期的な意見交換も重要であると考え

られた。 

【結語】ECPELLA 管理下でヘリ搬送を行なった症例を経験したので報告した。 



２-５ ECMO 装着患児の航空機搬送の経験 
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【はじめに】 

先天性心疾患患児の心臓移植目的のため、航空自衛隊航空機動衛生隊による ECMO 装着

下での航空機搬送を経験したので報告する。 

【症例】 

出生後に Ebstein 病と診断された乳児期女児。左室心筋の緻密化障害、収縮能と拡張能の

低下、うっ血性心不全に対して内服での薬剤調整を行っていた。某月、内科的加療での改

善の見込みがないと判断され、移植実施施設で緊急での心臓移植を行う方針となり、航空

機による転院搬送のため V-A ECMO を導入した。 

【搬送方法】 

事前準備として、搬送前日に県危機管理防災局、救急隊および航空機動衛生隊へ使用機材

と消費電力量、酸素消費量などの情報共有を行った。搬送には、ハンドクランクを含む

ECMO 装置（テルモ社製 SP-200）：1 台、人工呼吸器（ハミルトンメディカル社製ハミ

ルトン T1）：1 台、シリンジポンプ（テルモ社製 TE-351）：10 台、電源集中 BOX（テ

ルモ社製）2 台、ポータブル吸引器（新鋭工業社製パワースマイル）：1 台、アウトレッ

ト付（酸素でーる SV）酸素ボンベ 500L：4 本、患者移送用バッグボード 1 台を使用し

た。患児と医療機器を一元的なシステムで搬送するため、患者移送用バッグボード上に 2

段のスチールラックを設置し、積付け・固縛を行った。当院から空港、空港から移植実施

施設まではそれぞれ救急車による陸路搬送を行い、搬送スタッフは、移植実施施設の医師

2 名と当院の小児科医師 1 名、臨床工学技士 1 名で行った。空路搬送は航空機動衛生隊と

協同し、C-130H 型輸送機にて行った。航空機内の上空ではバイタル確認や医療機器の動

作確認を行い、当院出発から転院先まで 4 時間 3 分を要したが患児の容態に変化はなく安

全に搬送することができた。 

【考察】 

当部門では、これまでも離島からの救急患者搬送や移植実施施設への搬送対応、関連機関

との患者搬送シミュレーションを行っており航空機搬送にスムーズに対応することが可能

であった。また、患者移送用バッグボードとスチールラックを用いた一元的システムにす

ることで、医療機器のケーブルや薬剤投与ラインが乱雑化することなく患児と医療機器を

安全に移乗することが可能であった。 

【結語】 

ECMO 装着下での航空機による患児搬送を経験した。今回の搬送経験を活かし、より安全

で円滑な搬送ができるよう体制の整備に努めていく。 
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