
学会・講演

種類 演者名 所属 演題名・講演名 学会・講演会名 開催月 開催場所

シンポジウム 小山昌利 臨床工学部 各施設における急性血液浄化の戦略 第45回日本血液浄化技術学会学術集会 2018年4月 愛知

講師 春田良雄 臨床工学部 講師「シミュレーショントレーニング」 第15回呼吸ケアカンファレンス 2018年4月 大阪

講演 小山昌利 臨床工学部 講師「シミュレーショントレーニング」 第15回呼吸ケアカンファレンス 2018年4月 大阪

講師 塚田さやか 臨床工学部 講師「シミュレーショントレーニング」 第15回呼吸ケアカンファレンス 2018年4月 大阪

講演 小山昌利 臨床工学部 講演「アドバンスドレクチャー」 =Weaning 第15回呼吸ケアカンファレンス 2018年4月 大阪

講演 小山昌利 臨床工学部 一般病棟での人工呼吸器装着患者のケアに伴うME機器の理解 S-QUE研究会 2018年5月 東京

一般演題 堀口敦史 臨床工学部 全身麻酔下PCIにおける非侵製的連続心拍出量計StarlingSVの使用経験 第39回日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)東海北陰地方会 2018年5月 愛知

一般演題 野堀耕佑 臨床工学部 当院におけるEVT治療への臨床工学技士の関わり 第39回日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)東海北陸地方会 2018年5月 愛知

講演 春田良雄 臨床工学部 人工呼吸中の安全管理 第46回日本呼吸療法医学会セミナー 2018年5月 兵庫

一般演題 古越大喬 臨床工学部 治療用空気の使用量増加により緊急用ボンベの圧力低下をきたした事例 第28回日本臨床工学技士会総会 2018年5月 神奈!II

一般演題 樋口知之 臨床工学部 除細動器シミュレーション教育の構築 第21回日本臨床救急医学会 2018年5月 愛知

講師 小山昌利 臨床工学部 第5回ワークショップで学ぶ人工呼吸 日本呼吸ケア教育委員会 2018年6月 東京

一般演題 木村早希 臨床工学部 ハイフロセラピーにおける舌粘膜水分量測定による加温加湿の評価 第14回愛知県臨床工学技士会学術大会 2018年6月 愛知

一般演題 古越大喬 臨床工学部 HFTに使用する専用チャンバー型加音加湿器の性能評価 第14回愛知県臨床工学技士会学術大会 2018年6月 愛知

講演 中島基裕 臨床工学部 「蔵出し機能紹介 CIEDs機能これ使えます'」Abbott 第18回日本心臓植込みデバイスフォローアップ研究会 2018年6月 東京

一般演題 春田良雄 臨床工学部 診療報酬改訂による算定点数の変化の検討 第1回日本高気圧環境・潜水医学会東海北陸地方会 2018年7月 岐阜

講演 春田良雄 臨床工学部 人工呼吸器を安全に使用しよう' 呼吸療法セミナー I -呼吸療法を学ぽう、基礎編～ 2018年7月 愛知

講師 小山昌利 臨床工学部 講師「人工呼吸シミュレーショントレーニング」 第14回シミュレーショントレーニング第一赤十字 2018年7月 愛知

一般演題 木村早希 臨床工学部 ハイフロネーザルカニューレ使用時の配管圧力低下の検討 第40回日本呼吸療法医学会学術集会 2018年8月 東京

シンポジウム 小山昌利 臨床工学部 重症呼吸不全「臨床工学技士がすべき人工呼吸とECMOアプローチ」 第40回日本呼吸療法医学会学術集会 2018年8月 東京

講師 小山昌利 臨床工学部 症例を通じて学ぶ-NPPVシミュレーション～ 第40回日本呼吸療法医学会学術集会 2018年8月 東京

講師 春田良雄 臨床工学部 ハンズオンセミナー（グラフィックモニタの見方、ジャクソンリース回路の加圧実習とNPPVの体験） 第40回日本呼吸療法医学会学術集会 2018年8月 東京

講演 小山昌利 臨床工学部 ECMOの管理 第3回補助循環の会 2018年8月 愛知

講師 小山昌利 臨床工学部 教育手法、シミュレーション 第58回臨床呼吸機能講習会 2018年8月 東京

講師 春田良雄 臨床工学部 気道クリアランス 第58回臨床呼吸機能講習会 2018年8月 東京

講演 春田良雄 臨床工学部 事前に考える＇呼吸管理に対する災害対策 第85回チーム医療CE研究会主催臨床セミナー 2018年8月 福岡

講師 小山昌利 臨床工学部 第6回ワークショップで学ぶ人工呼吸 日本呼吸ケア教育委員会 2018年9月 東京

講師 樋口知之 臨床工学部 心電図について～虚血の心電図～ 愛知県臨床工学技士会心カテセミナー 2018年9月 愛知

講演 春田良雄 臨床工学部 チームで行う人工呼吸管理～院内から在宅まで～ 第32回沖縄ケアセミナープログラム 2018年9月 沖縄

講演 春田良雄 臨床工学部 急性期から慢性期、在宅に向けた人工呼吸器管理 第18回呼吸療法セミナー 2018年9月 岡山

ワークショップ 春田良雄 臨床工学部 技士が関わる医療安全とは 第19回中部臨床工学会in岐阜 2018年10月 岐阜

講師 小山昌利 臨床工学部 講師「NPPVシミュレーショントレーニング」 第3回東海RST協力会 NPPVセミナー 2018年11月 静岡

一般演題 春田良雄1) 野堀耕佑1) 中島義仁2) 21))救臨急床部工学部 突発性難聴の高気圧酸素療法における治療効果についての検討 第53回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会 2018年11月 北海道

講演 春田良雄 臨床工学部 人工呼吸器を安全に使用しよう I -理解してますか？そのアラーム・対処法一 第47回日本呼吸療法医学会セミナー 2018年11月 東京



講師 小山昌利 臨床工学部 講師「NPPVシミュレーショントレーニング」 第5回広島NPPVセミナー 2018年11月 広島

一般演題 堀口敦史 臨床工学部 脱血フローセンサーを用いた人工心肺操作 第44回日本体外循環技術医学会大会 2018年11月 金沢

一般演題 中島基裕 臨床工学部 複数のリエントリ一性心房頻拍の回路をRippleMapにて診断し得た一例 カテーテルアブレーション関連秋季大会2019 2018年11月 沖縄

一般演題 戸村雄基 臨床工学部 心房細動re-do症例の肺静脈隔離ライン同定における至適voltagemap設定の検討 カテーテルアブレーション関連秋季大会2019 2018年11月 沖縄

一般演題 中川恵理 臨床工学部 心房細動カテーテルアブレーション時のACCURESPMODULEを用いた呼吸管理 カテーテルアブレーション関連秋季大会2019 2018年11月 沖縄

一般演題 樋口知之 臨床工学部 救急外来におけるNPPV導入症例の実態についてロ 第46回日本救急医学会 2018年11月 神奈!II

一般演題 堀口敦史 臨床工学部 内視鏡センターにおける臨床工学技士の取り組み・機器不具合対応 第37回東海消化器内視鏡技師研究会 2018年11月 愛知

講演 小山昌利 臨床工学部 急性心不全治療UptoDate 「補助循環中の管理について」 製薬会社小野薬品 2018年11月 愛知

一般演題 中島基裕 臨床工学部 データベースによる安全で質の高い包括的な管理運用～心臓植え込み型デバイス～ 第19回中部臨床工学会 2018年11月 岐阜

講師 小山昌利 臨床工学部 早期離床ハンズオンセミナー 早期リハビリテーション研究会 2018年12月 愛知

講師 小山昌利 臨床工学部 第7回ワークショップで学ぶ人工呼吸 日本呼吸ケア教育委員会 2018年12月 東京

講演 春田良雄 臨床工学部 「人工呼吸器を装着した在宅療養患者に対する支援のポイント」 平成30年度瀬戸保健所地域保健関係者人材育成研修会 2018年12月 愛知

一般演題 堀口敦史 臨床工学部 デバイス露出により皮下植え込み型除細動器(S-ICD)を抜去した1例 第11回植込みデバイス関連冬季大会 2019年2月 東京

講師 小山昌利 臨床工学部 CRRTセミナー NIPRO 2019年2月 滋賀

一般演題 小山昌利 臨床工学部 「臨床工学技士によるSBTの評価支援の妥当性について」 第46回日本集中治療医学会学術大会 2019年3月 京都

講師 小山昌利 臨床工学部 日本集中治療医学会 早期離床ハンズオンセミナー 日本集中治療医学会 2019年3月 京都

講師 小山昌利 臨床工学部 第8回ワークショップで学ぶ人工呼吸 日本呼吸ケア教育委員会 2019年3月 東京

講師 小山昌利 臨床工学部 東海RST協力会「人工呼吸器シミュレーショントレーニング」 第15回シミュレーショントレーニング八神 2019年3月 愛知

講師 春田良雄 臨床工学部 在宅で使用する呼吸関連機器を整理する～種類・適応・保険点数・導入手順～ 第20回長野県呼吸ケアセミナー 2019年2月 長野

パネルディスカッション 春田良雄 臨床工学部 慢性呼吸不全の終末期に何ができるか？そして何が必要か？ 第20回長野県呼吸ケアセミナー 2019年2月 長野

講師 春田良雄 臨床工学部 知ってますか？酸素療法（在宅を含む） 医療ガス安全セミナー 2019年2月 愛知

講演 春田良雄 臨床工学部 人工呼吸器の安全対策 第16回人工呼吸器安全対策セミナー 2019年2月 長野

講師 磯谷佳史 臨床工学部 東海RST協力会「人工呼吸器シミュレーショントレーニング」 第15回シミュレーショントレーニング八神 2019年3月 愛知

一般演題 谷口翔太 臨床工学部 手術室における心臓植え込みデバイス患者に対する取り組み 第10回手術室臨床工学技士(OR-CET)情報交換会 2019年3月 愛知
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