
学会・講演

種類 演者名 演題名・講演名 学会・講演会名 開催月 開催場所
一般演題 春田　良雄 生体情報モニタの静電気による再起動と電波途切れによる受信障害について 第29回日本臨床工学会および2019年度公益社団法人日本臨床工学技士会総会 2019年5月 岩手
一般演題 樋口　知之 CPR時に除細動パッドにノイズが入りリズムチェックが困難であった事例 第22回日本臨床救急医学会 2019年5月 和歌山
一般演題 谷口　翔太 僧帽弁置換術(MVR)の既往がある心房細動症例に対してVoltage mapが有用であった一例 第66回日本不整脈振電学会学術大会 2019年7月 神奈川
一般演題 堀口　敦史 ERCPにおいて経皮CO2モニタリングが有用であった１例 第1回愛知県内視鏡技師研究会 2019年11月 愛知

講師 春田　良雄 シミュレーショントレーニング 第16回呼吸ケアアンファレンス 2019年4月 東京
講演 春田　良雄 人工呼吸器の安全管理 第5回医師向け人工呼吸管理基礎教育プログラム　-　ADVANCEDコース　- 2019年4月 東京
講演 春田　良雄 在宅人工呼吸療法　～ここだけは知っておこう～ 第48回日本呼吸療法医学会セミナー 2019年5月 神戸
講師 春田　良雄 人工呼吸器・モニタにトラブル事例と対策 第４１回医療機器安全基礎講習会 2019年6月 愛知
講演 谷口　翔太 当院の遠隔モニタリングシステムの現状 ペースメーカフォローアップ研究会 2019年6月 愛知
講師 春田　良雄 酸素療法～安全に使おう～ 呼吸療法セミナーⅠ～呼吸療法を学ぼう、基礎編～ 2019年7月 愛知
講師 春田　良雄 トラブルシューティング チーム医療CE研究会第88回臨床セミナー 2019年7月 大阪
講演 小山　昌利 第16回　呼吸ケアカンファレンス　人工呼吸器グラフィックモニタ 第16回呼吸ケアアンファレンス 2019年4月 東京
講師 小山　昌利 第16回　呼吸ケアカンファレンス　人工呼吸管理コース 第16回呼吸ケアアンファレンス 2019年4月 東京
講師 小山　昌利 東海RST協力会　シミュレーショントレーニング 第16回シミュレーショントレーニング 2019年6月 愛知
講師 小山　昌利 第9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6月 東京
講師 小山　昌利 呼吸療法のABC 第３回　集中治療医学会東海北陸支部会　教育講演 2019年7月 静岡
講師 春田　良雄 人工呼吸器および呼吸モニタのトラブル事例と対策 2019年度医療機器安全基礎講習会 2019年7月 愛知
講師 春田　良雄 大規模災害対応について 在宅医療研修会～大規模災害時を考える～ 2019年7月 三重
講師 春田　良雄 呼吸療法実技セミナー 第41回日本呼吸療法医学会学術集会 2019年8月 大阪
講師 春田　良雄 人工呼吸の基礎と実践 第１９回岡山県臨床工学技士会　呼吸療法セミナー 2019年9月 岡山
講師 小山　昌利 第10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9月 東京
講師 小山　昌利 第4回　NPPVシミュレーショントレーニング 東海RST協力会　NPPVシミュレーショントレーニング 2019年10月 愛知
講師 小山　昌利 教育手法・シミュレーション 第59回 臨床呼吸機能講習会 2019年10月 愛知
講演 春田　良雄 在宅人工呼吸療法　～ここだけは知っておこう～ 第49回日本呼吸療法医学会セミナー 2019年11月 東京
講師 小山　昌利 広島NPPVセミナー 広島NPPVセミナー 2019年12月 広島
講師 春田　良雄 医療機器の安全管理について 令和元年度医療安全に関するワークショップ 2019年12月 愛知
講師 小山　昌利 第11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12月 東京
講師 小山　昌利 第12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 2020年2月 東京

ワークショップ 小山　昌利 呼吸管理における臨床工学技士の果たす役割 第４７回　日本集中治療医学会　中止のためWEBにて登録 2020年3月 名古屋
ワークショップ 春田　良雄 集中治療室での安全性向上のために～臨床工学技士の必要性～ 第15回静岡県臨床工学会及び総会 2019年6月 静岡
ワークショップ 春田　良雄 在宅に関わる臨床工学技士の今後の展望～在宅呼吸療法を考える～ 第20回中部臨床工学会 2019年11月 石川
パネルディスカッション 春田　良雄 在宅人工呼吸導入ノウハウ～臨床工学技士の立場から～ 第41回日本呼吸療法医学会学術集会 2019年8月 大阪
パネルディスカッション 野堀　耕佑 当院における診療報酬改訂前後のHBOの変化 第29回日本臨床工学会および2019年度公益社団法人日本臨床工学技士会総会 2019年5月 岩手
シンポジウム 春田　良雄 在宅医療と臨床工学技士の関わり～チームで取り組む～ 第1回日本在宅医療連合学会大会 2019年7月 東京

座長・司会

種類 演者名 演題名・講演名 学会・講演会名 開催月 開催場所
一般演題 春田　良雄 第41回日本呼吸療法医学会学術集会 RST他 2019年8月 大阪
一般演題 春田　良雄 第41回日本呼吸療法医学会学術集会 在宅・チーム医療 2019年8月 大阪

座長 小山　昌利 第９０回　チーム医療CE研究会　臨床セミナー 2019年9月 愛知
PD座長 春田　良雄 第15回東海RST協力会セミナー RSTのチーム力～連携と絆～ 2019年12月 愛知

著書・論文

種類 著者 著書・論文名 雑誌名 掲載ページ
論文 堀口　敦史 脱血フローセンサーを用いた人工心肺操作 体外循環技術　Vol.46 No.1 2019（学会誌） P19～23
著書 春田　良雄 各業務での新人教育の実際と指導のポイント　呼吸療法業務（在宅医療を含む） Clinical Engineering Vol.30 No.7 P605～611
著書 小山　昌利 RESPICA　「在宅用機器のアラーム対応と設定」 RESPICA　NPPVまるごと事典 P193～198
著書 小山　昌利 RESPICA　「NPPV持ち込み入院への対応」 RESPICA　NPPVまるごと事典 P211～P216
著書 春田　良雄 人工呼吸器前・中・後のチェックリスト ICU治療指針Ⅰ Vol.31 No.2　2019 P580～583
著書 小山　昌利 成人の非侵襲的陽圧換気（NPPV) 救急・集中治療 Vol.31 No.2 P495-499
著書 小山　昌利 INTENSIVIST　気道 INTENSIVIST　Vol11,No4 2019 P796-801
著書 春田　良雄 みんな同じじゃないよ！TPPV用人工呼吸器 月刊難病と在宅ケアVol.25 No.7 2019 P59-63
著書 春田　良雄 人工呼吸器のアラームの種類と設定 呼吸管理2020-’21　Vol.32 No.1　2020 P241-248
論文 小山　昌利 静脈脱血-動・静脈送血体外式膜型人工肺（V-A+V ECMO）の有用性 陶生医報
論文 小山　昌利 AN69STにおけるIL-6吸着効果 陶生医報


