第1回

合同セミナーのご案内

時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
今年度より「心電図セミナー」
「ペースメーカー講習会」
「山口カテーテルカンファレンス」の 3 つのセミナーを
統合して『循環器セミナー』として新たに開催していきます。また今年度は『血液浄化セミナー』
『ME 機器セミ
ナー』
『循環器セミナー』を同日開催とさせていただきます。専門外の知識の吸収と自己研鑽のための新たな取り
組みです。皆様奮ってご参加お願いいたします。

『血液浄化セミナー』『ME 機器セミナー』『循環器セミナー』の同日開催の趣旨について
今回は 3 領域のセミナーが 3 会場にて同時進行で行われます。ですので、一般的な学術大会の「午前中はあの講
演を聞いて、午後からはこっちの講演を聞こう！」のように会場を行き来することが可能です。ぜひ色々な領域
の最新のトピックスを聴講してみましょう！
※ただし、単位取得希望の方はその領域の講演（ランチョンセミナーを除く）を全て受講しないと受講証明書
を発行することは出来ないのでご留意ください。



日時

2019 年 12 月 1 日（日）

10：00～（9：00 受付開始）



会場

山口県セミナーパーク研修室 201・202・203 （〒754-0893 山口県山口市秋穂二島 1062）



受講料

会員 2000 円

非会員 3000 円

学生 1000 円（事前受付・当日受付 共に同額）

※事前受付された方にはランチョンセミナーのお弁当をご準備いたします。
※当日受付される方には、ランチョンセミナーのお弁当を準備できませんので各自でご持参ください。
※各領域の単位取得希望の方は必ず事前受付をお願いします。当日受付では証明書が発行できません。
※『第１回循環器セミナー 心電図講演』を聴講される方はテキスト代 1000 円が別途必要です。

 お申込み方法について





山口県臨床工学技士会 HP（https://www.yamarinkou.jp）よりお申込み下さい。



締め切り日：2019 年 11 月 15 日(金)17:00 まで

お申込みのキャンセルについて


諸事情により当日参加できない場合は、事前にお問い合わせ先へご連絡ください。
受講料をご返金致します。ただし、受講料のご返金期間は 10 月末までといたします。

 受講料のお振込みについて


受講料は申込入力後、2 週間以内にご入金ください。
※2 週間以内にご入金が確認できない場合、お申込みをキャンセルさせていただく場合がございま
すのでご注意ください。



ご入金を確認しましたら受講票を郵送しますので、当日ご持参し、受付にてご提示下さい。



万が一、受講票がお手元に届かない場合がございますので、郵便局・銀行での振込の際、「ご利用明細
票」等をコピーしていただき、大切に保管していただきますようお願いいたします。
また、当日ご持参ください。



ご本人確認の為、必ず参加される方のお名前でお振込み下さい。



また、一振込に付き一名のお振込でお願い致します。(複数名分を代表者がお振込いただいた場合確認
が困難です)

【振込先】
ゆうちょ銀行からは記号番号：15520-15230331
他の銀行からはゆうちょ銀行 五五八店（ごごはち店と読みます）
普通 1523033
口座名

一般社団法人山口県臨床工学技士会

シャ）ヤマグチケンリンショウコウガクギシカイ

 ご案内及び注意事項


会員とは「山口県臨床工学技士会」または「日本臨床工学技士会」に所属されている方となります。
それ以外の方は非会員となりますのでご注意ください。勤務しながら大学・大学院等に通われている
方は学生とはなりませんのでご注意ください。



単位取得希望の方はその領域の講演を全て受講（ランチョンセミナーを除く）しないと受講証明書を
発行することは出来ないのでご留意ください。



受講証明書は事前発行ですので必ず事前登録をお願いいたします。



本セミナーは臨床工学技士をはじめ看護師の方など、どなた様でも受講できます。



研修室内での飲食は可能ですが、ゴミは必ず持ち帰って下さい。
※ 上記守れない場合は会場の使用許可もおりなくなります。

お問い合わせ先
一般社団法人

山口県臨床工学技士会

山口大学医学部附属病院

第 1 回合同セミナー事務局

ME 機器管理センター

冨貞公貴

TEL:0836-22-2495 ，Mail: tomisada@yamaguchi-u.ac.jp



会場案内

第1回

循環器セミナー



日時

2019 年 12 月 1 日（日）

10：00～（9：00 受付開始）



会場

山口県セミナーパーク研修室 201

（〒754-0893 山口県山口市秋穂二島 1062）

※10：00～12：00 の心電図講演を聴講される方はテキスト代 1000 円が別途必要です。
当日、会場（研修室 201）で徴収いたしますのでご準備宜しくお願いいたします。

本講習会受講により公益社団法人日本臨床工学技士会不整脈治療専門臨床工学技
士の単位(8 単位)を取得可能。

プログラム
9：55～

開会挨拶

10：00～12：00 心電図講演『基礎から実践に役立つ不整脈まで』
日本光電 フェニックスアカデミー
田邊 宏志

先生

12：30～13：00 ランチョンセミナーⅠ『PCPS 療法と補助循環システム NEO のご紹介』
テルモ株式会社
伊藤 幹夫 先生
13：00～13：30 ランチョンセミナーⅡ『タブレット時代最新の外来、フォローアップの最前線』
日本メドトロニック株式会社
田中 辰之介 先生
13：50～14：50 ICD 講演『ICD セミナー
日本メドトロニック株式会社

ベーシック』
長尾 洋佑

先生

15：00～16：00 PCPS 講演『明日から使える ECMO(PCPS)の豆知識－基本編－』
高松赤十字病院 臨床工学課 課長
光家 努 先生
※テルモ株式会社
※

16：00～

閉会挨拶

PCPS 講演のみテルモ株式会社

受講証明書授与

主催／一般社団法人山口県臨床工学技士会
後援／公益社団法人日本臨床工学技士会

共催
共催となります

第 13 回

血液浄化セミナー



日時

2019 年 12 月 1 日（日）

10：00～（9：00 受付開始）



会場

山口県セミナーパーク研修室 202

（〒754-0893 山口県山口市秋穂二島 1062）

本講習会受講により公益社団法人日本臨床工学技士会 血液浄化療法専門臨床工学
技士の単位（8 単位）、また 6 学会合同認定 慢性腎臓病療養指導看護師の単位（3
ポイント）を取得可能。

プログラム
9：55～

開会挨拶

10：00～11：00 講演Ⅰ『透析患者の栄養管理』
山口大学医学部附属病院 栄養治療部 副部長

有冨 早苗

先生

11：10～12：20 講演Ⅱ『当院における在宅透析の経験をふまえて』
医療法人 信心会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 在宅透析科科長
岩下 廉史 先生
『臨床工学技士として在宅透析にかかわった経験』
社会福祉法人 山口県済生会下関総合病院 臨床工学科

秋田 祐佳

先生

12：30～13：00 ランチョンセミナーⅠ『日機装透析システム【Si シリーズ】について』
日機装株式会社 メディカル事業本部 西日本支社 広島営業グループ
持田 進也 先生
13：00～13：30 ランチョンセミナーⅡ『透析施設における物品管理業務の取り組み』
アイティーアイ株式会社 物流仕入部
小山田 誠 先生
13：50～14：50 講演Ⅲ『ヘモダイアフィルタに求められる性能』
ニプロ株式会社 透析・血液浄化商品開発・技術営業部
島田 祥伍

先生

15：00～16：00 講演Ⅳ『消しゴムマッサージ』
医療法人 水生会 柴田病院 透析室

先生

16：00～

閉会挨拶

門田 明正

受講証明書授与

主催／一般社団法人山口県臨床工学技士会
後援／公益社団法人日本臨床工学技士会

第 22 回

ME 機器セミナー



日時

2019 年 12 月 1 日（日）

10：00～（9：00 受付開始）



会場

山口県セミナーパーク研修室 203

（〒754-0893 山口県山口市秋穂二島 1062）

本講習会受講により（公社）日本生体医工学会 臨床 ME 専門認定士 5 ポイント、
（一社）日本医療機器学会 MDIC 更新ポイント 10 ポイント取得可能。

プログラム
9：55～

開会挨拶

10：00～10：40 講演Ⅰ『感染対策の話
綜合病院山口赤十字病院 医療安全推進室

〜機器の清浄化を中心に〜』
神崎 多紀子 先生

11：00～12：00 講演Ⅱ『軟性及び硬性内視鏡の点検とトラブルシューティング』
オリンパス株式会社

曽根 春秋
長谷川 良介

先生
先生

12：30～13：00 ランチョンセミナーⅠ『新型人工呼吸器 NKV-330 のご紹介』
日本光電株式会社
廣永 誠治 先生
13：00～13：30 ランチョンセミナーⅡ『実践！モニターチェック』
フルークバイオメディカル
橋本 敏仁

先生

14：00～15：30 ワークショップ『みんなで共有
山口県済生会下関総合病院
山口大学医学部附属病院

先生
先生

県立総合医療センター
医療法人聖比留会 厚南セントヒル病院
医療法人医誠会 都志見病院
JA 山口厚生連 周東総合病院
15：30～

閉会挨拶

保守点検』
山本 将太
安木 康太

西村 仁孝 先生
中山 航平 先生
小室 みさき 先生
土肥 司 先生

受講証明書授与

主催／一般社団法人山口県臨床工学技士会

