
 
第8回香川県臨床工学技士会学術大会・平成28年度通常総会プログラム 

 

9:10～      受付開始 

 

9:35～       開会式 

 

9:40～10:20  一般演題Ⅰ 座長：香川県済生会病院 冨岡力也、KKR高松病院 山崎さおり 

          

No 1．当院心臓カテーテル室における臨床工学技士の業務について  

高松赤十字病院 

◯木村竜希（キムラ リュウキ）、田邊圭佑、土手添勇太、豊島好美、別府政則、光家 努        

 

No 2．女性技士としての役割 

高松市民病院 

◯西山礼花（ニシヤマ アヤカ）、関本貴紀、柏原裕章、四宮亮一、天雲史浩 

 

No 3．当院における術中モニタリングの取り組み  

三豊総合病院 臨床工学科１）同 リハビリテーション科 2） 

◯近藤健佑（コンドウ ケンスケ）１）、松本恵子１）、石川浩太１）、明神健太郎１）、福岡和秀１）、高井一志 2） 

 

No 4．アクションカード改訂による災害対策の見直し 

      三豊総合病院 

◯頭師哲矢（ズシ テツヤ）、松本恵子、笹山奈美子、西山登司雄、磯崎利恵、新谷真史、渡部絵理、鈴木

輝、福岡和秀 

 

10:20～10:30  休憩 

 

10:30～11:30  サテライトセミナー 司会：医療法人社団 海部医院 小野茂男 

『透析施設の災害対策』 

講師：医療法人社団 赤塚クリニック 院長 赤塚東司雄先生 

 

11:30～12:00  休憩（食事） 

 

12:00～12:50  総会 

 

12:50～13:00  休憩 

 

13:00～14:00  特別講演 司会：香川大学医学部附属病院 東山智香子 

『腎移植 uptodate』 

講師：香川大学医学部附属病院 腎臓内科 診療科長 祖父江理先生 

 

14:00～14:10  休憩 



 

14:10～15:00  一般演題Ⅱ 座長：さぬき市民病院 東村厚彦、高松赤十字病院 高畑卓弥 

 

No 5．当院での腎臓リハビリの現状と今後の展望 

KKR高松病院 臨床工学科 

○ 川原勁介（カワハラ キョウスケ）、伊藤弥里、平井沙季、山崎さおり、広瀬卓哉、岩田康伸  

 

No 6．透析患者の末梢循環血流量と血管内 Volumeの関係性 

KKR高松病院 臨床工学科 

○岩田康伸（イワタ ヤスノブ）、川原勁介、平井沙季、伊藤弥里、山崎さおり、山本晃市、広瀬卓哉、 

塩見 基 

 

No 7．膜材質の異なるヘモダイアフィルタの溶質除去特性評価 

医療法人財団博仁会 キナシ大林病院 CE科 1）腎臓内科 2）こはし内科・耳鼻咽喉科３） 

○森 文男（モリ フミオ）１）、福井翔裕１）、杉本眞里枝 1）、細川育代１）、渡邊 純１）、後藤 誠 1）、 

大林弘明２）、岩藤広美２）、鬼無 信２、）大林誠一２）、小橋嵩平 3） 

 

No 8．sepXiris100 と CH-1.0SXの膜特性の比較検討 

香川大学医学部附属病院 ME機器管理センター 

○藤井伸行（フジイ ノブユキ）、板島直弥、吉野祥太、武田健太郎、白石洋司、木村裕紀、田淵陽介、 

中山智仁、竹内直哉、武内将起、久保 諭、東山智香子、小松崇俊 

 

No 9．当院の末梢血幹細胞移植におけるCEの関わり 

香川県立中央病院 臨床工学部 

○金子寛昭（カネコ ヒロアキ）、奥山祐司、森下博基、澤村巴惠、檜原 豊、山下和良 

 

15:00～15:10  休憩 

 

15:10～16:10  一般演題Ⅲ 回生病院 野田知宏、香川大学医学部附属病院 武内将起 

 

No10．肺静脈隔離術における VisiTag の有用性 

香川県立中央病院 

◯大谷拓也（オオタニ タクヤ）、野津泰隆、山下和良 

 

No11．呼吸ケアサポートチームにおける臨床工学技士の関わりと効果 

KKR高松病院 臨床工学科 

○山本晃市（ヤマモト コウイチ）、川原勁介、平井沙季、伊藤弥里、山崎さおり、広瀬卓哉、岩田康伸、 

塩見 基 

 

No12．MT60におけるジャクソンリース回路使用の検討 

香川大学医学部附属病院 ME機器管理センター  

○吉野祥大（ヨシノ ショウタ）、板島直弥、武田健太郎、藤井伸行、白石洋司、木村裕紀、田淵陽介、 

中山智仁、竹内直哉、武内将起、久保 諭、東山智香子、小松崇俊 



No13．当院における植え込み型デバイス業務の現状 

香川大学医学部附属病院 ME機器管理センター1)  循環器腎臓脳卒中内科2) 

◯武田健太郎（タケダ ケンタロウ）、板島直弥１）、吉野祥太１）、藤井伸行１）、白石洋司１）、木村裕紀１）、 

田淵陽介１）、中山智仁１）、竹内直哉１）、武内将起１）、久保 諭１）、東山智香子１） 、小松崇俊１）、 

石川かおり 2）、野間貴久 2） 

 

No14．規則性のあるノイズ混入を認めた2症例 

香川県立中央病院 臨床工学部 

◯野津泰隆（ノツ ヤスタカ）、角屋天將、石川朋宏、大谷拓也、入谷信行、堀井孝広、山下和良 

 

16:00         閉会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



サテライトセミナー 
（10:30～11:30） 

司会：医療法人社団 海部医院 小野茂男 

『透析施設の災害対策』 

  

医療法人社団 赤塚クリニック 院長 赤塚東司雄先生 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共催：中外製薬株式会社 



特別講演 
（13:00～14:00） 

司会：香川大学医学部附属病院 東山智香子 

『腎移植 uptodate』 

 

香川大学医学部附属病院 腎臓内科 診療科長 祖父江理先生 

 

 

 血液透析、腹膜透析を含む腎代替療法のうち、腎移植は末期腎不全患者の生命予後を伸ばす最も強

力なツールである。我が国においては、献腎移植件数が非常に少ないため、血液型不適合移植やマージナ

ルドナー(適応境界ドナー)からの生体腎移植を促進することで腎移植は発展してきた。今や移植腎平均生着

年数は20年に迫り、移植腎生着中の患者は15,000人程度と腹膜透析患者よりも多く存在している。糖尿病患

者、高齢患者、心臓血管病合併患者への腎移植も多く施行されている。 

しかしながら、腎移植医療・移植後患者は主に移植外科医の管轄下にあり、腎臓内科医・透析医・クリニック

の臨床工学技士には遠い存在であった。近年、さらなる腎移植医療の安全性向上・移植腎の長期成績向上

を目指していく中で、正しい腎移植に対する知識の流布・血液型不適合腎移植に対する DFPP・血漿交換、

献腎移植・臓器提供増加のための方策など、従来移植外科医が中心となり対応してきた問題に対して、腎臓

内科医・臨床工学技士が積極的に関与すべき課題が山積している。 

本発表では、臨床工学技士が腎移植医療に関わる必要性について最新の知見をもとに述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.1 当院心臓カテーテル室における臨床工学技士の業務について  
 

高松赤十字病院 

◯木村竜希（キムラ リュウキ）、田邊圭佑、土手添勇太、豊島好美、別府政則、光家 努       

 

【はじめに】 

当院は 2014 年 5 月に中央診療棟が完成し、それに伴い心臓カテーテル室（以下、心カテ室）が増設され、常時 2

台の装置により急性冠症候群などの緊急症例に今まで以上に対応可能となった。また、2014年 10月より特殊専門

外来として弁膜症外来と不整脈外来が開設、2015年 10月より下肢救済チームが発足した。今回、心カテ室におけ

る臨床工学技士（以下、CE）の業務について報告する。 

 

【業務内容】 

心カテ室業務の CEの体制、常時 2名担当し緊急時も 2名 on callにて対応している。 

業務内容は、冠動脈造影（CAG）、経皮的冠動脈形成術（PCI）、ペースメーカ植込み術・電池交換などこれまでの

業務に加え、 ロータブレーターやアブレーション業務を行っている。その他の業務として、経皮的大動脈弁形成術

（PTAV）、経皮的僧房弁形成術（PTMC）、末梢動脈疾患に対するカテーテル治療（EVT）などがある。 

 

【まとめ】 

中央診療棟完成や特殊専門外来の開設、下肢救済チームの発足に伴い症例数は増加傾向にあるため、様々な

症例に対して更なる知識・技術の習得が必要である。また、心カテ室業務に携わる CE の知識・技術を平均化して

いくことが今後の課題である。 

 

No.2 女性技士としての役割 

 

高松市民病院 臨床工学科 

◯西山礼花（ニシヤマ アヤカ）、関本貴紀、柏原裕章、四宮亮一、天雲史浩 

 

当院では、経尿道的結石破砕術（TUL）や経尿道的前立腺レーザー核出術（HoLEP）で Ho:YAG レーザーを使用

してきたが、ここ数カ月で尖圭コンジローマや、円錐切除などの婦人科の手術でもHo:YAGレーザーを使用するよう

になった。これらの手術は破石位にて行い、局所麻酔のみで患者の意識がはっきりしたまま行うことも多い。また、

10代から 40代までの若い年代ということもあり、女性患者の羞恥心に考慮し、男性ではなく女性技士が必要になっ

た。実際に女性患者対男性医療者の羞恥心に対する研究も多くされており、女性は女性医療者を選択し、服を脱

ぐことや体を見られることに対する羞恥心は、10 代から 40 代にかけて非常に高く、特にその年代の女性患者に対

する考慮は必要であるといえる。それに加え、女性技士が手術に入ることで麻酔がかかる前から覚めた後まで手術

室に入ることができ、業務の効率化につながった。そのほかにも、婦人科病棟でのエコートラブルなども女性技士の

仕事となり、女性技士が存在することにより患者の不穏軽減、技士の業務拡大かつ効率化につなげることができた

ので報告する。 

 
 
 
 
 
 
 



No.3 当院における術中モニタリングの取り組み 
 

三豊総合病院 臨床工学科１）同 リハビリテーション科 2） 

◯近藤健佑（コンドウ ケンスケ）１）、松本恵子１）、石川浩太１）、明神健太郎１）、福岡和秀１）、高井一志 2） 

 

【はじめに】 

術中モニタリングは、脳神経外科及び整形外科手術による神経機能障害の回避において必要不可欠になりつつ

ある。 

今回当院の術中モニタリングにおける臨床工学技士（以下 CE）と理学療法士（以下 PT）の協力体制について報告

する。 

【経緯】 

当院では従来PTが術中モニタリング業務を行ってきた。2014年CEに協力要請があり業務に参画していく事となっ

た。 

【測定装置及びモニタリングの種類】 

誘発電位測定装置(日本光電社製ニューロマスター:MEE-1216)を使用し ABR（聴性脳幹反応）、SEP（体性感覚誘

発電位）、MEP（運動誘発電位）の術中モニタリングを行っている。 

【業務内容】 

CEとPTで手術前日に疾患、手術方法、測定方法および設定についてのカンファレンスを行っている。手術当日は

刺激電極の装着、誘発電位測定装置の設定および操作を施行している。 

【考察】 

以前は全ての業務を PTのみで行っておりノイズ対策等に難渋していた。今回、手術室業務担当の CEが介入する

ことで電極のセッティング方法や装置の設定によりノイズが軽減できた。また手術にかかわる医師、看護師との連携

もスムーズになったと考える。今後は医師を交えたカンファレンスの実施やマニュアルを作成することで、より安全か

つ迅速に業務を行える体制を構築していきたい。 

【まとめ】 

術中モニタリングを行うことで患者のQOLは向上している。CEと PTが連携を図り、それぞれの専門性を活かすこと

でモニタリングの精度及び安全性の向上に寄与していると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.4 アクションカード改訂による災害対策の見直し 

 

三豊総合病院 

◯頭師哲矢(ズシテツヤ)、松本恵子、笹山奈美子、西山登司雄、磯崎利恵、新谷真史、渡部絵理、鈴木 輝、 

福岡和秀 

 

【目的】 

 近年、災害発生時には行動指標カードであるアクションカード（以下カード）を用いて対応すると良い

とされている。当院でも数年前に作成したが作成以後カードの改訂、カードを用いての訓練等は行ってい

なかった。そこで今回カードを改訂し災害対策の見直しを行った。 

【方法】 

 既存のカードを用いて災害訓練を行い、訓練後にアンケートを実施した。アンケート結果を基にスタッ

フで話し合いカードを改訂し、6つに分類したカードをスタッフが常に携帯するように変更した。その後、

改訂したカードを用いて災害訓練を行い、再度アンケートを実施し、さらに改訂を行った。 

【結果】 

 5 段階評価のアンケートの結果、「カードの内容は分かりやすいか」では評価平均が 2.6 から 4.1 に上昇

した。その他の質問内容においても評価平均は改訂前に比べ改訂後の方が上昇していた。また、記述回答

では「担当業務毎に分類されており、緊急時に役割分担に迷わなくてよい。」などの良好な回答が得られた。 

【考察】 

 担当業務ごとにカードを分類し、指示を可能な限り簡潔に示すことで行動内容を把握しやすくなった。

カードを常に携帯することで、災害発生時、迅速に対応することができると考えられる。 

【結語】 

  カードの改訂を行うことで改訂前より役割や行動が明確化された。今後もカード改訂や災害訓練を継続

的に行い、災害に対する高い意識を維持していきたい 。 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.5 当院での腎臓リハビリの現状と今後の展望 

 

KKR高松病院 

◯ 川原勁介（カワハラ キョウスケ）、伊藤弥里、平井沙季、山崎さおり、広瀬卓哉、岩田康伸 

 

血液透析患者は健常人と比べ骨格筋減少、機能異常、筋力低下、運動耐容能の低下などが起こっているという報

告がある。さらに、患者高齢化によってこの傾向が強くなっているため、腎臓リハビリの重要性が高まってきている。 

当院では、平成 23 年に ME、看護師、理学療法士からなる腎臓リハビリチームを結成。ADL の維持、向上を目的と

した透析中の腎臓リハビリを開始した。初めにエルゴメータによる下肢運動を取り入れ、徐々にセラバンドや負荷付

きエルゴメータなどの実施項目を増やしていった。平成 25 年より運動評価項目として CPX を行っている。この検査

により心臓にかかる負担を評価したうえで運動量の決定を行えるため、安全に腎臓リハビリを実施できるようになっ

た。また患者ごとに運動処方を出せるようになり計画性のあるリハビリが可能になった。 

現在では様々な機器や器具を使用するとともに、在宅でも行える運動指導も取り組みとして開始した。全患者を対

象に運動内容についての定期的な問診や、運動能評価として血清データ（PCR・CGR%）の算出も行っている。 

今年からは新しい取り組みとして、EQ5D や IPAQ（国際標準化身体活動問診票）を用い、ADL・身体活動量を数値

化することで患者の運動量・健康状態を把握するとともに、筋量・筋力の機能性評価も実施し、患者自身のやる気

を促しながら健康で安全に行える透析療法の一助になればと考えている 

 
No.6 透析患者の末梢循環血流量と血管内 Volumeの関係性 
 

KKR高松病院 臨床工学科 

○岩田康伸（イワタ ヤスノブ）、川原勁介、平井沙季、伊藤弥里、山崎さおり、山本晃市、広瀬卓哉、塩見 基 

 

【目的】 

透析患者は糖尿病などの基礎疾患や慢性的な高リン血症状態であり、全身性の血管石灰化や末梢循環不全に陥

りやすい。還流指標（PerfusionIndex:PI）を計測し透析患者における末梢循環の検討を行った。 

【対象・方法】 

維持透析患者、男性 19名、女性 11名。前腕 AVF、透析前後で左右第 3指にて PIを測定。透析前後・除水に関

する Volume・上腕動脈血流量（Flow Volume:FV）・透析後心胸郭比（cardiothoracic ratio:CTR）・透析後左室駆出

率（Ejection Fraction:EF）の評価を行った。検定には t検定を使用した。 

【結果】 

高 FV（800ml/min以上）低 FV（800ml/min以下）の比較において透析後シャント肢 PIで、6.67±5.08、3.45±3.11

で有意差（P<0.05）だった。CTR・EFでの PI検討では有意差はみられなかった。また体重増加率で PIを比較した

際も有意差はなかったが、体重増加が多い群が、PIが高い傾向であった。透析前後での PI変化は 30例中 27例

が上昇した。PIが低下した 3例では、血圧低下がみられた。 

【考察】 

透析後 PIが上昇傾向だったのは、透析前は体重増加による血管内 Volumeが UPすることで末梢抵抗が増加し末

梢血流不全になっており、除水により末梢循環抵抗が減少すると推測された。PIが低下した 3症例では血圧低下

による末梢循環の維持困難により PIが低下したと考えられる。 

 

 



No.７ 膜材質の異なるヘモダイアフィルタの溶質除去特性評価 

医療法人財団博仁会 キナシ大林病院 CE科 1）腎臓内科 2）こはし内科・耳鼻咽喉科３） 

○森 文男（モリ フミオ）１）、福井翔裕１）、杉本眞里枝 1）、細川育代１）、渡邊 純１）、後藤 誠 1）、大林弘明２）、 

岩藤広美２）、鬼無 信２）、大林誠一２）、小橋嵩平 3） 

 

 【目的】二プロ社製トリアセテート膜「FIX-210Seco」と旭化成クラレメディカル社製PS膜「ABH-21P」を使用した場合

の溶質除去特性と TMP変化、残血ついて比較検討する。 

【対象と方法】慢性維持透析患者 6名（男性 3名、女性 3名）。平均透析歴 16±4 年 

平均年齢 66.7±7.6 歳。条件は透析時間 4 時間、前希釈 On-lineHDF、QB=250ml/min、tQD=600ml/min、

QF=200ml/min(48L/4h)で統一した。評価項目は除去率（UN、Cr、iP、β2-MG、プロラクチン、α1-MG）、 除去量 

（UN、Cr、iP、β2-MG、α1-MG）、ALB 漏出量、クリアスペース、TMP の経時変化、残血の程度を評価した。排液

については部分貯留で行った。 

【結果】除去率はプロラクチンが FIX210Seco(以下 FIX)で 74.6%。ABH21P(以下 ABH)で 67.4%と FIXの方が高い傾

向あり。除去量では有意差が見られなかったがどちらも高い除去性能を示した。クリアスペースは α1MG のみ FIX

が 1.0L。ABHが 0.8L と FIX の方が大きい傾向を認めた。ALB 漏出は FIXが 3.2g。ABH が 2.1g と FIXの方が多

い傾向あり。ALB漏出の経時変化は最初の 0-30分は ABHに多い傾向あり。その後は FIXが ABHに比べ有意に

多かった。TMP の経時変化に関しては ABH に比べ FIX の方が最後まで TMP を低く維持されていることがわかっ

た。残血では 5段階スコアで 1名のみ ABH、FIXともにスコア 2であった。後の 5名は両方共にスコア 1であり目立

った残血は認められなかった。 

【考察】FIX は膜のファウリングが小さいことにより、小分子物質に加え低分子蛋白の除去に優れていると考えられる。

また最後まで有意に低く TMP を維持していたことや残血が少なかったことから膜の目詰まりを抑える可能性がある

ため４時間以降でも除去効率の維持が期待できる。さらにABHよりも治療初期の急激なALB漏出を抑えられるが、

経時変化に左右されず有意差のある ALB 漏出があったため長時間使用する場合はアルブミン値の低下に注意が

必要と考えられる。比較的栄養状態の良い患者に適している。 

【結語】「FIX-210Seco」は「ABH-21P」に比べ低分子蛋白に関して除去性能を発揮できるヘモダイアフィルタであ 

る。 

 

 

 

 

 

 

 



No.8 sepXiris100 と CH-1.0SXの膜特性の比較検討 

 

香川大学医学部附属病院 ME機器管理センター 

○藤井伸行(フジイ ノブユキ)、板島直弥、吉野祥太、武田健太郎、白石洋司、木村裕紀、田淵陽介、中山智仁、

竹内直哉、武内将起、久保 諭、東山智香子、小松崇俊 

 

 【はじめに】当院では2015年1月より持続緩徐式血液濾過器sepXiris100を使用しており、以前より使用し

ていたCH-1.0SXとの膜特性を比較検討する。 

【対象・方法】当院でCHDFを施行した18症例(25本)を対象に、sepXiris100を使用したS群(11本)と

CH-1.0SXを使用したC群(14本)で比較した。膜機能劣化の指標として、CHDF開始時より入口圧、静脈圧

が＋100mmHg、濾過圧が－100mmHg、TMPが±150mmHg、AV差圧が＋40mmHg、経過24時間を到達点

に設定しその到達率を比較した。 

【結果】入口圧、静脈圧の到達率はS群が有意に高かった。 

(入口圧：S群45％ C群7％ 、静脈圧：S群45％ C群7％) 

濾過圧、TMPの到達率はC群が有意に高かった。 

(濾過圧：S群0％ C群100％、TMP：S群0％ C群 78％) 

AV差圧と経過24時間に有意差はなかった。 

【考察】sepXirisは抗凝固薬を膜が吸着し静脈チャンバーが凝固し、静脈圧と入口圧が上昇していると考え

られた。CH-SX は膜が蛋白吸着し、細孔閉塞によりTMP、濾過圧が上昇していると考えられた。 

【まとめ】膜特性としてsepXirisは回路で閉塞し、CH-SXは膜で閉塞していた。今後はsepXirisの抗凝固剤

の投与方法およびCH-SXとの使い分けについて検討したいと思う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No.9 当院の末梢血幹細胞移植におけるCEの関わり 

 

香川県立中央病院 臨床工学部 

○金子寛昭（カネコ ヒロアキ）、奥山祐司、森下博基、澤村巴惠、檜原 豊、山下和良 

 

【はじめに】 

当院では、血液内科医師が行っていた末梢血幹細胞移植(以下 PBSCT)における末梢血幹細胞採取業務を、2015

年より CEが行うこととなった。 

【経緯】 

PBSCT は 2010 年に日本輸血細胞治療学会から院内における血液細胞処理のための指針が作製され、幹細胞採

取をCEが行う施設が増加している。当院でも血液内科医師の依頼の元、CEが末梢血幹細胞採取業務に関わるこ

ととなった。 

【方法】 

従来医師が病棟で行っていた採取業務を、CE が腎センターにて行うようにした。経過記録表を CHDF 用の物を基

に作成した。また、プライミング方法、装置の操作方法等のマニュアルを作成した。 

【結果】 

病棟で体外循環に不慣れな医師が装置の操作を行うのに比べ、CE が施行することで、より安全に幹細胞採取が

行えるようになった。また、採取場所を腎センターにすることで、普段から透析で体外循環に精通した看護師が周囲

に多く、急なバイタルの変動にも迅速に対応可能となった。 

【結語】 

PBSCTにおける末梢血幹細胞採取を CEの業務として開始した。現在は装置の初期設定で 

幹細胞を採取しているが、今後は知識、技術を身に着け、患者に応じた最適な設定にする事で、より効率よく安全

に幹細胞採取を行いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.10 肺静脈隔離術における VisiTagの有用性 

 

香川県立中央病院 

◯大谷拓也（オオタニ タクヤ）、野津泰隆、山下和良 

 

 【背景】 

心房細動アブレーションの基本術式である肺静脈隔離術（PVI）を行う際、再伝導および再発抑制のため、心房筋

の全層性焼灼が要求される。3D mapping system（CARTO3, version 3）は、カテーテル先端の contact force と

stabilityの評価が可能であり、予め設定した値を満たすと自動的に Tag付けされる機能が搭載されている（VisiTag 

module）。VisiTag機能は、有効通電の客観的指標として期待されているが、従来の方法と比較した実際の有用性

については明らかでない。 

【目的】 

PVIにおける VisiTagの有用性を、従来の方法と比較検討したので報告する。 

【方法】 

心房細動に対する PVIを施行した連続 260症例を対象に、エンドポイントとしては肺静脈・左房間の両方向性ブロ

ック確立とした。 VisiTag非使用群 62症例（NV群）、VisiTag使用群 198症例（V群）において左房前庭部の全周

性通電に要した時間、全周性通電後の Conduction Gap率、PVIに要した時間、総透視時間、肺静脈・左房間の再

伝導率及び、術後 6ヶ月の再発率を比較した。統計学的処理は StudentT検定及びX²検定を用い、P<0.01を有意

差ありとした。 

【結果】 

各群における全周性通電後のConduction Gap率と肺静脈・左房間の再伝導率は同等度であった。PVI時間、総透

視時間及び術後 6 ヶ月の再発は有意に少なかった。 

【考察】 

VisiTagにより局所の有効通電が客観的に視覚化されることで局所通電時間の短縮と、確実性の高い Dragging通

電を可能にした。再発が少ないことより VisiTag機能が有用である可能性が示唆された。 

【結語】 

VisiTag を用いることで、従来法よりも迅速で再発・被爆量の少ない PVIが可能となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No.11 呼吸ケアサポートチームにおける臨床工学技士の関わりと効果 
 

KKR高松病院 臨床工学科 

○山本晃市（ヤマモト コウイチ）、川原勁介、平井沙季、伊藤弥里、山崎さおり、広瀬卓哉、岩田康伸、塩見 基 

 

当院では平成13年度より、呼吸器疾患患者に対して医療チームで関わり、患者中心の治療・管理を展開していくこ

とを目的に呼吸療法委員会を発足した。現在は呼吸ケアサポートチーム(Respiratory Care Support Team:RCST)に

名称を変更し、継続的に活動を行っている。 

RCST の中で我々臨床工学技士は、医療機器の専門家として人工呼吸器や呼吸関連デバイスの安全管理は元よ

り、機器を使用する患者管理にも積極的に関っている。これまで院内勉強会や人工呼吸管理のチェックリストやマ

ニュアル作成、人工呼吸器使用中点検の報告などを行ってきた。平成 17年度からは、RCST内に人工呼吸管理に

特化したサブチーム「人工呼吸管理チーム」を立ち上げ、多職種による人工呼吸器回診や NPPV 導入支援体制を

整え、NPPVのスムーズな導入から人工呼吸器離脱までの人工呼吸管理において、一貫したサポートを提供してい

る。これにより、人工呼吸器使用中の不備率の低下やNPPV導入件数の増加などの効果が見られている。RCSTに

よるチーム活動は院外に向けても活動しており、当院では開業医と連携してHOT患者遠足や地域連携懇話会、市

民公開講座、ワークショップなどを行っている。これらの活動により、当院呼吸器科への紹介患者数も増加傾向にあ

る。呼吸器疾患患者には多職種の関わりがあるが、チームで包括的にサポートしていくことが重要である。今後も

RCSTの中で臨床工学技士の色を出しながら活動に取り組んでいきたい。 

 
 
 
No.12  MT60におけるジャクソンリース回路使用の検討 
 

香川大学医学部附属病院 ME機器管理センター  

○吉野祥太（ヨシノ ショウタ）、板島直弥、武田健太郎、藤井伸行、白石洋司、木村裕紀、田淵陽介、中山智仁、 

竹内直哉、武内将起、久保 諭、東山智香子、小松崇俊 

 

 【背景】現在、新生児の搬送時には 100％酸素を使用したジャクソンリース回路(以下 JR)か、バックバルブマスク

(BVM)を用いるしか選択肢がなく、空気を使用した JRの使用が望まれている。 

【目的】MONNAL T60 IMI社製（以下 MT60）には酸素療法モードが内蔵されており、設定した流量・酸素濃度を投

与する事ができる。今回、MT60は専用の JRがないため独自の回路を作成し、安全に使用できるか検証した。 

【方法】PTS-2000 COVIDIEN社製を使用し、流量値・酸素濃度・回路内圧上限値・アラーム後復旧時間を複数設

定にて測定し最低値で評価した。また、正期産児では 30～40cmH2Oの吸気圧が必要であるため、吸気内圧

40cmH2O以上を目標とした回路を作成した。 

【結果】流量誤差は-7.7％、酸素濃度誤差は-3.7％、回路内圧上限値は 49.4 cmH2O、アラーム後復旧時間は 8.7

秒であった。 

【考察】単一コネクタを使用した場合、回路抵抗が高くなり、回路内圧上限アラームや吸気圧の減衰が発生していた。

その為、コネクタの種類や個数を変え抵抗値を低くした回路を作成することで問題は解決できた。 

【結語】MT60で使用できる JRを作成し、安全性を検証した。今後は自社からの安全性のより高い JRが発売される

事が望まれる。 

 



No.13当院における植え込み型デバイス業務の現状 

香川大学医学部附属病院 ME機器管理センター1) 循環器腎臓脳卒中内科2) 

◯武田健太郎（タケダ ケンタロウ）、板島直弥１）、吉野祥太１）、藤井伸行１）、白石洋司１）、木村裕紀１）、 

田淵陽介１）、中山智仁１）、竹内直哉１）、武内将起１）、久保 諭１）、東山智香子１） 、小松崇俊１）、 

石川かおり 2）、野間貴久 2） 

 

 【はじめに】近年、不整脈や重症心不全における治療法として、植え込み型デバイス（以下、デバイス）が極めて有

効であり普及している。今回当院のデバイス業務における現状を報告する。 

 

【経緯】当院では2009年04月からデバイス業務に携わっており、現在ME3名で行っている。業務内容としてはデバ

イス植え込み時の立ち会い・隔週水曜日、金曜日の外来チェック・入院患者のチェック及びトラブル対応・手術時ま

たはMRI撮像時の設定変更・遠隔モニタリングシステム(以下、RMS)の運用等を行っている。また本年2月より、

Medtronic社の施設設置型RMS端末ケアリンクエクスプレスの運用も開始した。 

 

【現状】現在当院ではRMSの情報やデバイスチェック時の情報を、電子カルテに記載している。また経時的な変化

に関してはME専用PCでデバイス台帳を作成し記録を行っている。 

 

【まとめ】現在デバイスチェック前には電子カルテおよびデバイス台帳を確認し、効率化を図っている。しかし、不整

脈イベント時の解析や設定変更が必要な場合は長時間を要してしまう。その為、フローチャートの作成や、定期的

に勉強会を行い、全体での技術向上が必要と考えられる。 

 
No.14規則性のあるノイズ混入を認めた2症例 
 

香川県立中央病院 臨床工学部 

◯野津泰隆（ノツ ヤスタカ）、角屋天將、石川朋宏、大谷拓也、入谷信行、堀井孝広、山下和良 

 

【背景】ペースメーカー植込みに関する術後遠隔期の合併症の1つにリード損傷がある。今回当院で、リード損傷疑

いに伴う規則性のあるノイズ混入を認めた 2症例を経験したので報告する。   

【症例１】71才男性。S59年OMIに対し CABG施行。H19年慢性心不全に対しCRT-D植込み。H27年 12月遠隔

モニタリングで心房リードに規則性のあるノイズ混入を認めた。ノイズ間隔が約 50msであり、呼吸センサ測定信号の

混入を疑い、外来受診時、呼吸センサを OFF しノイズ消失を確認した。しかし、拝みテストで不規則なノイズ混入を

認めたため心房リード不全を疑い DDDから DDIに設定変更した。 

【症例 2】75 才男性。H24 年高度房室ブロックに対しペースメーカー植込み。H27 年 8 月近医ペースメーカー定期

受診時、心室リードに規則的なノイズによる心室ペーシング抑制を認め、精査目的にて当院受診。外来受診時、リ

ード抵抗測定時の電流信号の混入と思われるノイズを確認し、心室リード不全を疑い本体抜去し右前胸部に心房

心室リード追加、本体新規植込みを施行した。 

【まとめ】リード不全疑いを伴う、規則性のあるノイズ混入を認めた 2症例を経験した。従来、規則性のあるノイズは外

部からの電磁干渉等が考えられるが、パラメーター測定電流に起因するノイズも存在するため、規則性のあるノイズ

を認めた時には留意する必要がある。 

 

 

 


