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【講演】 

 

医療安全終わりなき戦い 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

北海道手術室安全セミナー in 釧路 （2011 年 3 月 5 日 釧路） 

 

RST の立ち上げと活動維持 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

陶山 真一 

第３３回日本呼吸療法医学会 （2011 年 6 月 10 日 横浜） 

 

輸液ポンプのトラブル事例と対策 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

財団法人医療機器センター主催 第 34 回医療機器安全基礎講習会（2011 年 6 月 26 日 札幌） 

 

医療安全終わりなき戦い 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

清水赤十字病院 平成２３年度医療安全講習会（2011 年 9 月 2 日 清水） 

 

新しい輸液ポンプの取扱方法 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

第４回医療安全セミナー（2011 年 9 月 13 日 旭川） 

 

輸液・シリンジポンプの落とし穴 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

公益社団法人 北海道臨床工学技士会主催 第６回医療安全セミナー （2011年 9月 18日 札幌） 

 

医療安全終わりなき戦い PartⅡ 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

地域医療連携医療機関職員研修会（2011 年 10 月 1 日 旭川） 

 

 



感染対策について 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

日本赤十字社臨床工学技士会 第２回北海道ブロック研修会 （2011 年 10 月 15 日 旭川） 

 

医療安全終わりなき戦い PartⅡ 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

第５回医療安全セミナー （2011 年 10 月 27 日 旭川） 

 

医療安全終わりなき戦い PartⅡ 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

北海道手術室安全セミナー in 帯広（2011 年 10 月 29 日 帯広） 

 

医療安全終わりなき戦い 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

医薬情報担当者、医療機器情報担当者継続教育（2011 年 11 月 14 日 東京） 

 

MDIC 認定セミナー講師 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

脇田 邦彦 

日本医療機器学会 第 4 回ＭＤＩＣ認定セミナー（2011 年 11 月 20 日 札幌） 

 

【学会発表】 

 

「呼吸療法チーム～院内留学の取り組み～」 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

  陶山 真一，貝沼 宏樹，佐藤 あゆみ，脇田 邦彦 

 旭川赤十字病院 看護部 

  澤田 ますみ，大塚 操 

  旭川赤十字病院 麻酔科 

  小林 巌 

 第３３回日本呼吸療法医学会 （2011 年 6 月 10 日 横浜） 

 

血液浄化用装置 TR-55X の使用上の注意点 

○細矢 泰孝，佐々木 恒太，太田 真也，貝沼 宏樹，佐藤 あゆみ，  

 陶山 真一，奥山 幸典，飛島 和幸，脇田 邦彦，山本 諭，山岸 優雅, 

 小林 広学，和田 篤志，住田 臣造 



道北透析談話会 （2011 年 7 月 3 日 旭川） 

 

業務支援を経験して 

貝沼 宏樹 

日本赤十字社臨床工学技士会第 2回研修会 （2011年 9月 横浜） 

 

災害対策の現状 

貝沼 宏樹 

日本赤十字社臨床工学技士会第 2回北海道ブロック研修会 （2011年 10月 旭川） 

 

急性血液浄化療法の問題点 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

○脇田 邦彦、細矢 泰孝、佐々木 恒太 、太田 真也、貝沼 宏樹、佐藤 あゆみ、 

陶山 真一、奥山 幸典、飛島 和幸、住田 臣造 

第９１回北海道医学大会分科会 第２０回日本集中治療医学会地方会 （2011年 10月8日札幌） 

 

電子カルテネットワークを利用した臨床工学関連情報の効率的運用 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

○脇田 邦彦、細矢 泰孝、佐々木 恒太 、太田 真也、貝沼 宏樹、佐藤 あゆみ、 

陶山 真一、奥山 幸典、飛島 和幸、住田 臣造 

第４７回 日本赤十字社 医学会総会 （2011 年 10 月 20・21 日 福井） 

 

寒冷地で活動する道北ドクターヘリの寒さ対策 

  旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

  陶山 真一，佐藤 あゆみ，脇田 邦彦 

  旭川赤十字病院 麻酔科 

  住田 臣造 

第１８回日本航空医療医学会 （2011 年 11 月 12 日 長崎） 

 

過去 10 年における当院で行った免疫吸着療法について 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 神経内科＊ 腎臓内科＊＊ 

佐々木 恒太 、細矢 泰孝 、太田 真也 、貝沼 宏樹 、佐藤 あゆみ、陶山 真一  

飛島 和幸 、奥山 幸典、脇田 邦彦、河端 聡＊ 、黒島 研美＊ 、浦茂 久＊ 、 

吉田 一人＊ 山本 諭＊＊ 、山岸 優雅＊＊ 、小林 広学＊＊ 、和田 篤志＊＊  

住田 臣造 

第３１回日本アフェレシス学会北海道地方会 （2011 年 11 月 19 日 札幌） 

 

石巻赤十字病院への業務支援を経験して 

旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 1)   救命救急センター2)   

貝沼宏樹 1)   細矢泰孝 1)   佐々木恒太 1)  太田真也 1)  佐藤あゆみ 1)  陶山真一 



奥山幸典 1)   飛島和幸 1)  脇田邦彦 1)   住田臣造 2) 

第 22回北海道臨床工学会（2011年 12月 札幌） 

 

 

 

 

 


