第17回JSCIEDs研究会 本会（6月10日 土曜日） タイムスケジュール
受付：1階ロビー 8時30分～14時00分まで
第1会場（1階 富士ホール） 最大210名（スクール）

8:55
9:00

8:55～9:00
9:00～11:00

第2会場（2階 第一会議室） 最大120名（スクール）

開会挨拶
9:00～10:00

ワークショップ 1

一般演題 1

「設定変更考察」 ～ベストな設定をみんなで熟慮～

「遠隔モニタリング・その他」

昨年症例のフォロー2例、今回症例提示4例

9:30

座長
司会

高垣 勝 （滋賀県立成人病センター 臨床工学部）

東舟道 志乃 （琉球大学医学部附属病院 ME機器センター）

神谷 典男 （聖隷浜松病院 臨床工学室）

演題①～⑤
10:00～11:00

10:00
コメンテーター

堺 美郎 （済生会熊本病院 臨床工学部門 兼 循環器内科不整脈先端治療部門）

一般演題 2

伊藤 大佑 (徳山中央病院 検査部)

「SICD・ICM」

大坪 克浩 (一宮市立市民病院 臨床工学室)

10:30

柴田 幸美 （近畿大学医学部附属病院 臨床工学部）

座長

山本 英樹 （岡崎市民病院 臨床工学室）
中村 浩二 （独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター 麻酔科 臨床工学）

演題⑥～⑩

11:00

11:00～12:00

11:00～12:00

教育セッション 1
「心内心電図の見方」

司会

11:30

司会

熊谷 英明 （昭和伊南総合病院 臨床工学室）
演者

①基本編：小網 亮 （康生会武田病院 臨床工学科）

12:00

12:15～13:15

休憩（15分）

③心筋インピーダンス： 佐藤 武志 （横浜栄共済病院 臨床工学科）
12:00～12:15
12:15～13:15

ランチョンセミナー 1
「ショックデバイスと自動車運転」

12:30

①加速度：今村 博明 (枚方公済病院 臨床工学科)
②胸郭インピーダンス：添田 信 （星総合病院 臨床工学科）

②応用編：一柳 宏 （名古屋大学医学部附属病院 臨床工学技術部）
12:00～12:15

野村 知由樹 （医療法人医誠会都志見病院 臨床工学部）
三浦 晃裕 （奈良医科大学附属病院 医療技術センター）

佐生 喬 （三重大学医学部附属病院 臨床工学部）
演者

教育セッション 2 「各種レート応答センサー ～レートレスポンスを極める～」

休憩（15分）
ランチョンセミナー 2
「デバイスの診断機能を活用したAT・AFのマネジメント」

司会

高垣 勝 （滋賀県立成人病センター 臨床工学部）

司会

古川 博一 （手稲渓仁会病院 臨床工学部）

講師

安部 治彦

講師

浅井 徹

産業医科大学医学部 不整脈先端治療学 教授

13:00
13:15～13:25
13:25～14:25

13:30

休憩（10分）

一宮市民病院 循環器内科 心血管内治療部長

13:15～13:15
13:25～14:25

ケースディスカッション

休憩（10分）
一般演題 3

「ショックデバイスのフォローアップと自動車運転」
司会

14:00

「ペースメーカーフォロー」

井野 裕也 （京都桂病院 臨床工学科）

スーパーバイザー 安部 治彦

座長

産業医科大学医学部 不整脈先端治療学 教授

寺村 聡 （草津総合病院 臨床工学科）
長見 英治 （千葉労災病院 臨床工学部）
演題⑪～⑮

14:30

14:25～14:30
14:30～16:00

休憩（5分）

14:25～15:15

一般演題 4

ワークショップ 2
「フォローシステム・業務体制」
「ICD の治療設定について考える」
座長

15:00

中川 孝太郎 （横浜栄共済病院 臨床工学科）
佐藤 邦昭 （阿蘇医療センター 臨床工学室）

司会

高橋 勝行 （倉敷中央病院 臨床検査技術部）
演題⑯～⑲
前川 正樹 （おもと会大浜第一病院 診療技術部 臨床工学科）

コメンテーター/演者 笹岡 俊介 （済生会横浜市東部病院 臨床工学部）

15:30

15:15～15:25
15:25～16:25

休憩（10分）
一般演題 5

辻 善範 （大垣市民病院 臨床工学技術科）
「リード不全・不具合」
富田 淳哉 （浜松医療センター 臨床工学科）

16:00

16:00～16:05
16:05～17:40

座長

休憩（5分）
ワークショップ 3

中山 真由美 （JA長野厚生連 北信総合病院 臨床工学科）

「デバイス業務の身近に潜む落とし穴」～日常のあるあるからリスクを考えよう～

演題⑳～㉔
16:25～17:40

16:30
司会

一柳 宏 （名古屋大学医学部附属病院 臨床工学技術部）

一般演題 6

竹中 祐樹 （岡山大学病院 臨床工学部 CE部門）

「CRT・A-ATP」

関本 崇 （静岡県立総合病院 検査技術・臨床工学室）

17:00

コメンテーター

小林 博 （大阪警察病院 臨床検査科）

座長

高橋 泰仁 （札幌医科大学附属病院 臨床工学部）

村澤 孝秀 （東京大学医学部附属病院 医療機器管理部）

演題㉕～㉚

17:30

18:00

福田 勇司 （松江赤十字病院 臨床工学課）

早坂 啓 （仙台循環器病センター 臨床工学科）

17:40～17:50

優秀演題発表

17:50～17:55

閉会挨拶（代表世話人）
終了

