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スタッフ 

部長： 速水昭雄      主任：  山崎隆文            

室長： 髙倉照彦      副主任：関根広介 

室長： 近藤敏哉（安房）  副主任：土屋智一 

副室長：原 隆雄      副主任：森 信洋 

副室長：鈴木茂樹               

 

保守部門 20 名 

副室長： 鈴木茂樹  

副島 徹、石井智樹、菅野将也、菅谷友里恵、古澤 剛、粟根康平、磯邉勇輔、 

鎌形照美、田中 佑、千原大広、王 柳艶、真砂京平、金子隼人、菱田良介、 

牧口 慧、大畑雄太、渕雄貴、山田鈴子、廣谷暢子 

循環器部門 9 名 

  主任： 山﨑隆文 

木滝慶太郎、高平 昂、野口壮一、鈴木正明、新城卓美、梨本裕介、庄子真優 

能城康平 

透析部門 20 名 

副室長： 原 隆雄  

副主任： 土屋智一、関根広介、森信洋 

      石坂純一朗、須鎌香里、小杉悟、後平敏信、齋藤慶子、小坂亮一、 

片岡朋子、前田一歩、志賀宏美、磯野聡子、岩永 和、石原由佳子、 

佐藤龍之介、柴原万歩、古澤結花、寺園智弥 

安房地域医療センター出向 11 名 

室長： 近藤敏哉 

関 義広、小泉英明、石原一樹、山本忠義、粕谷亮太、鈴木康太、相川陽介、 

鈴木和人、寺田陽輔、土田誠伸、 

事 務 ２名  

辰馬貴子、國香想子 

 

保守管理部門 

医療の高度化、専門分化等を背景として、チーム医療の円滑な推進は、より質の高い効率的、且つ効果的な

医療を提供する上で極めて重要である。我々、臨床工学技士はその業務を適正に、医師・看護師・その他の

医療関係職種と連携して、安全であり円滑に行うことを目的としている。各種業務の連携と各個々の成長を

目標に取り組んでいきたいと考えている。これらの目標は、継続して翌年度の目標としているところであ

る。 

業務支援として亀田京橋クリニック・亀田IVFクリニック幕張の医療機器保守管理を行ってきた。亀田京橋

クリニックは1フロア増設され、多くの医療機器を購入することになり、これまでと同様の医療機器保守管



理を行うこととなった。また、医療機器保守管理の出来ていない施設・部署に対しても同様に行えるよう検

討をする。2018年は計画から実施まで約1年をかけ、380台もの輸液ポンプの更新と消耗品の変更を行うこと

で、安全を担保、向上させた上で大幅なコスト削減に貢献をすることができた。 

NICU 専属臨床工学技士の配属も7年が経ち標準化する体制づくりを行うことができた。今後、更なる支援を

模索する予定である。これらは、当該業務の専門家として医療現場に於いて果たし得る役割は大変大きなも

のと期待をしている。看護部、診療部と協議・連携を取りこれらの技術が実際に臨床で活躍できるように人

材教育を行っていく。集中治療室においては14床運用がされている。MET活動や、中央手術室から集中治療

室への連続的な業務支援が必要である。また、ME 機器管理システムの移行をしているが難渋している。こ

れまでのDATA BASEを継続できるように、また、これまで行ってきた業務支援システムからの変更を慎重に

取り組み、更なる管理機器の拡充と共に、安全で円滑に医療機器の管理運用が行えるよう構築しなくてはな

らない。2019年度は、機種毎に、取り扱い説明書・添付文章を見直し、現在の点検方法と比較し手順書を

JCI・ISOに更新する。また、看護部と情報を共有し連携を図り、増員される看護師に対し教育、医療の質の

向上に貢献する必要がある。 

第2種高気圧酸素治療装置は、導入より6年経ち、安全性向上のため教育を進め治療を行ってきた。2018年度

に大幅な保険改訂があり、患者数が増となっている。一層の安全教育を行う必要がある。 

 

１．保守業務統計（集計期間：2018/04/01～2019/03/31） 

①機器貸出件数：                                         46,792 件 

②修理件数：                                                740 件 

  (院内修理：484 件   メーカー修理：256 件) 

③人工呼吸器回路交換件数：     1,134 件 

④ラジオ波焼灼術対応件数：        8 件 

⑤手術支援対応件数：                             2,826 件 

(内視鏡下手術：1784 件含む) 

⑥各科レーザー手術（外来耳鼻科 CO2 レーザー含）対応件数：   424 件 

⑦心療内科 mECT 対応件数：      139 件 

⑧血圧ライン作成件数：       676 件 

⑨乳腺外科凍結療法対応件数：       63 件 

⑩呼吸器外科凍結療法対応件数：       59 件 

⑪仙骨神経刺激療法外来フォロ－件数（トラブル対応含）:        38 件 

⑫脊髄神経刺激療法外来フォロー件数（トラブル対応含）：       11 件 

 

循環器部門 

循環器臨床工学技師（ＣE）の 2018 年 1 月～12 月の実績について報告する。 

我々は、循環器の外科、内科を含めチーム医療を心掛けこの分野に大きく貢献している。 

様々な医療機器を操作し、患者の治療や検査がスムーズに対応が可能なように対応している。 

2018 年は、8名にて業務を行い定時から緊急まで拘束体制で 24 時間対応した。 

心臓外科手術関連では、開心術に使用される器材の管理から開心術に至る業務を担っている。 

主に、患者モニタリングから人工心肺操作（心筋保護液注入操作）を術中の操作を施行した。外科的不整脈

手術(MAZE 手術)の機器操作、OPCAB での自己血回収装置など心臓外科として使用される医療機器の操作が主



な業務としている。動静脈血管に関する手術では、胸部大動脈 STENT、腹部大動脈 STENT の手術でのサポート

を施行し、末梢血管手術や下肢静脈瘤手術のレーザー治療器の操作、手術に必要な部材の管理まで行ってい

る。 

循環内科関連では、CE と臨床検査技師が曜日によって心臓カテーテル関連の業務を行っている。不整脈関連

の業務は CE のみが担当し、ペースメーカの植込み（PM、CRTP、リードレスを含む）植込み型除細動器

（ICD,CRTD,S-ICD を含む）植込み型心電計を施行した。 

このデバイス業務に伴い、デバイス（PM、ICD）外来、外来臨時点検、病棟定期臨時点検、 

MRI 撮像時デバイス点検（準緊急・緊急含む）、CT 撮影時デバイス点検、放射線治療時デバイス点検で、総合

点検件数 3972 件点検を施行してきた。デバイス関連では、時間や点検する場所が多くなってきている。更に、

当院ではデバイス管理として遠隔モニタリングを PM および ICD に関しても行っており遠隔送信データの確

認件数が多いのはこの要素がある。 

カテーテルアブレーション治療は、カルト、エンサイトの 3D 解析装置を用いて治療し、クライオアブレーシ

ョンも使用しながら不整脈治療の対応してきた。補助循環管理機は、IABP 36 件,ECMO11 件を導入し管理し

た。 

テンポラリーペースメーカ点検は、集中治療室から各病棟で使用されているこの機器を平日毎日各機器の動

作確認を行ってきた。更に、2016 年より導入されている TAVI(35 例)、PTAV(1 例)のクリンパーを担当すると

ともに、この手術の医療機器の操作や必要に応じて補助循環の操作を施行した。 

 

１．業務実績(2018 年 1 月～12 月) 

【臨床業務】 

（１）心臓血管外科業務 

①人工心肺業務                99 件 （緊急症例 20 例を含む） 

②OPCAB                                     34 件 

③胸部大動脈、腹部大動脈 STENT 業務      68 件 

④その他の手術                63 件 

⑤下肢静脈瘤手術レーザー治療操作       58 件 

（２）循環器内科 

   ★心臓カテーテル検査および治療 

①冠動脈造影検査               775 件 

②FFR 検査                  238 件 

③待期的 PCI                 57 件 

④緊急 PCI                  79 件 

⑤ロータブレータ操作（CE のみ対応)      38 件 

⑥下肢 PTA                  79 件 

★不整脈関連検査および治療 

①電気生理学的検査                     12 件 

②心臓カテーテルアブレーション              305 件 

③デバイス植込み手術（新規・交換含む）   

植込み型ペースメーカ（リードレス PM43 件を含む）   152 件 

植込み型除細動器（皮下植込み型除細動器 6件を含む） 50 件 



植込み型心電計                    18 件 

   ④デバイスの点検 

遠隔モニタリング確認               2305 件 

外来時点検                     690 件 

待機・臨時病棟点検（植込み後点検も含む）      318 件 

救急外来点検                     29 件 

検査および治療時点検(MRI,CT 放射線治療,PET,手術など)  479 件 

その他                      151 件 

（３）その他（循環器科としての臨床業務） 

    ①TAVI         36 件 

        ②PTAV               1 件 

   ★補助循環業務 

    ①IABP          36 件 

②ECMO         11 件 

 

【医療機器点検業務】 

    ① 補助循環器装置   IABP 4 台  ECMO  3 台  

    ② 人工心肺装置    APS1 1 台  SARNS 8000 1 台 

    ③ ガス電解質・血液カウンター 各 2台 

    ④ 体外式ペースメーカ DDD  6 台  VVI  3 台 

    ⑤ ACT 装置        2 台                               

⑥ 自己血回収装置      2 台 

 

 

 

人工透析部門  

人工透析部門は現在、亀田総合病院はもちろん安房地域医療センタ－、KFC 館山、むなかたクリニックの透析

に関わり 31 名（安房出向者 11 名含む）で業務している。透析はチーム医療であり腎臓高血圧内科・泌尿器

科医師を中心に、臨床工学技士、看護師、医療事務員、栄養士、薬剤師，理学療法士、PSA など様々な職種と

協力し日々治療にあたっている。本院の維持透析患者は約 200 名、定床は 70 床（透析装置は 72 台）。おもな

業務は、血液透析（外来、入院）であり、その他血漿交換、血漿吸着、血液吸着、持続緩除式血液浄化、腹水

濾過濃縮など様々な血液浄化を行っている。透析施行帯は 1 日 3 ク－ル、休日や夜間緊急時は拘束にて対応

している。また、ICU に関しては当直体制をとっている。患者様の通院圏は、安房地域を中心に、君津、富津、

夷隅方面と広域に及び一部地域には送迎車を運行し患者様の利便性を図っている。その他、透析装置の保守

点検や修理、透析液清浄化対策としての ET、生菌測定を臨床工学技士にて行っている。  

 

１．業務実績（2018/04/01～2019/03/31） 

（１）血液浄化 

①亀田総合病院      維持透析        33220 件      

出向及び拘束       961 件    



持続血液浄化       181 件    

その他血液浄化          35 件  

術中透析          13 件        

②安房地域医療センタ－  維持透析          18624 件     

入院患者         337 件      

その他血液浄化           0 件     

③ＫＦＣＴ館山            維持透析           5811 件     

（２）点検・修理 

①定期点検        透析装置 DCS-72・73     64 台 

②修理          透析装置 DCS-72・73    59 件 

RO 及び透析液供給装置     5 件 

（３）ＥＴ、生菌測定 

①原水            4 回 (6,9,12,3 月) 

②透析用水 12 回（毎月） 

③配管末端          8 回 (6,9,12,3 月) 

④透析装置         131 回 (72 台) 

 

 

 

２．学会発表/講演など 

鈴木 正昭 ：人工心肺の抗凝固薬と活性化全血凝固時間の適切な管理についての検討 

第 25 回日本体外循環技術医学会 関東甲信越地方大会 2018/04/21～22 箱根 

柴原 万歩 ：皮膚毛細血管灌流圧と体成分分析装置による評価 

第 45 回日本血液浄化技術学会 2018/04/22 名古屋 

野口 壮一 ：プレッシャ－ワイヤ－2社運用の後方視的調査と運用の現状 

第 52 回日本心血管インタ－ベ－ション治療学会 関東甲信越地方会 2018/05/12 

山崎 隆文 ：新規デバイス導入にともなう院内教育 

第 28 回日本臨床工学会 2018/05/26～27 横浜 

梨本 祐介 ：リ－ドレスペ－スメ－カ Micra の植え込み経験  

第 28 回日本臨床工学会 2018/05/26～27 横浜 

野口 壮一 ：ECMO 使用成績の解析 

第 28 回日本臨床工学会 2018/05/26～27 横浜 

関根 広介 ：無抗凝固血液透析を施行し救命し得た 1例 

第 28 回日本臨床工学会 2018/05/26～27 横浜 

鈴木 茂樹 : 医療機器管理の学生教育の現状と展望 

第 28 回日本臨床工学会 2018/05/26～27 横浜 

鈴木 茂樹 ：複数シリンジメーカを使用する際に発生するアクシデント対策の 1考察 

第 28 回日本臨床工学会  2018/05/26～27  横浜 

廣谷 暢子 ：亀田総合病院における高気圧酸素治療 

第 28 回日本臨床工学会  2018/05/26～27 横浜 



高倉 照彦 ：高気圧酸素治療専門技士について 

第 28 回日本臨床工学会  2018/05/26～27 横浜 

高倉 照彦 ：医療機器安全管理責任者の配置 10 年を経過して 

第 26 回東京都臨床工学技士会 2018/05/31～06/02  新宿 

高倉 照彦 ：臨床工学技士が作るシミュレーション室 

クリニカルエンジニアリング研究会  2018/05/31～06/02 横浜 

森 信洋  ：腎代替療法デ－タベ－スにおける敗血症の分析：単施設後方視記述研究 

第 93 回日本医療機器学会 2018/06/02 横浜 

鈴木 茂樹 ：当院における ME 機器管理  

第 26 回東京都臨床工学技士会  2018/06/03 新宿 

廣谷 暢子 : 高気圧酸素治療・過去の報告から学ぶ安全管理について 

第 18 回日本高気圧環境・潜水医学会 関東地方学術集会  2018/06/09 筑波 

高倉 照彦 ：医療機器の管理と安全な治療 

第 18 回日本高気圧環境・潜水医学会 関東地方学術集会  2018/06/09 筑波 

山崎 隆文 ：デバイス植え込み術の介助（技士の立場から） 

平成 30 年度不整脈治療関連指定講習会、基礎編 2018/06/10 

山崎 隆文 ：植え込み型除細動器による Slow VT に対する緊急対応について 

第 18 回日本心臓植込みデバイスフォロ－アップ研究会 2018/06/22～23 東京 

梨本 祐介 ：植え込み型ペ－スメ－カ－のバッテリ－交換時期に問題が発生した症例 

第 18 回日本心臓植込みデバイスフォロ－アップ研究会 2018/06/22～23 東京 

高倉 照彦 ： 高気圧酸素治療における装置規格と業務指針 

       第 15 回日本高気圧環境・潜水医学会 2018/06/28～07/01 御茶ノ水 

高倉 照彦 ：高気圧酸素治療安全セミナー 

日本高気圧環境・潜水医学会 2018/06/28～07/01 那覇 

原 隆雄  ：入院患者における処方透析の現状－カリウム（K）補正について 

第 63 回日本透析医学会 2018/06/30 神戸 

高倉 照彦 ：装置の保守点検、ME 機器管理 

第 3回日本高気圧環境・潜水医学会 関東地方会 2018/07/06～07 鈴鹿 

高倉 照彦 ：医療機器での電気設備と医療ガスに関する安全管理体制の実際 

第 2回クリニカルエンジニアリング研究会 2018/07/21 文京区（湯島） 

高倉 照彦 ：医療機器の安全管理について 

平成 30 年度 医療安全対策研修 2018/07/24 目黒区（東ヶ丘） 

高倉 照彦 ：高気圧酸素療法に対する新たな診療報酬精度について 

実践 ME 技術講習会 2018/07/28 文京区（本郷） 

高倉 照彦 ：医療機器管理の実際 

平成 30 年度 医療機器安全管理基礎講習会 2018/08/11 千葉 

高倉 照彦 ：臨床工学技士と産業連携による製品開発 

千葉第 1回 医療機器・設備 EXPO 2018/09/13 千葉  

高倉 照彦 ：高気圧酸素療法安全セミナー 

第 12 回日本高気圧環境・潜水医学会 北海道地方会 2018/09/15～16 札幌 



高倉 照彦 ：高気圧酸素療法に対する新たな診療報酬精度について 

実践 ME 技術講習会 2018/10/12～13 大阪 

高倉 照彦 ：臨床工学技士が作るシミュレーション室 

クリニカルエンジニアリング研究会 2018/10/20 文京区（本郷） 

副島 徹  : 神経刺激装置植え込み術に対する外来フォロー業務のマニュアル作成 

第 9回関東臨床工学会  2018/10/27～28  千葉 

高倉 照彦 ：医療機器管理の伝承 

第 9回関東臨床工学会  2018/10/27～28  千葉 

古澤 剛    : nCPAP ドライバにおける回路内の貯留水における影響について 

第 9回関東臨床工学会  2018/10/27～28  千葉 

木滝 慶太郎：透析患者に対してリ－ドレスペ－スメ－カがペ－シングフェイラ－を呈した 

1 症例 

第 9回関東臨床工学会  2018/10/27～28  千葉 

山崎 隆文 ：当院の TAVI 症例におけるハイリスク症例に対する対応について 

第 44 回日本体外循環技術医学会大会 2018/11/09～11 金沢 

高倉 照彦 ：亀田総合病院における医療機器管理を安全に使用するための研修 

HOSPEX2018 医療機器安全管理セミナー 2018/11/21 江東区（有明） 

森 信洋  ：敗血症における持続的腎代替療法を用いた浄化量の分析 

－単施設後方視記述研究－ 

第 38 回日本医療情報学会 2018/11/25 福岡 

前田 一歩 ：メンタ－シップを併用した長期的新人教育プログラムの運用 

第 46 回千葉県透析研究会 2018/11/26 幕張 

山崎 隆文 ：COPT（当研究会）の歴史とこれから 

第 26 回 Chiba of Perfution Technique 2019/02/02 千葉 

野口 壮一 ：レ－トレスポンス使用患者のレ－トヒストグラムの分析－後方視研究－ 

第 11 回植込みデバイス関連冬期大会 2019/2/14～16 東京 

高倉 照彦 ：医療機器管理・病院施設管理 

福岡県臨床工学技士会 教育セミナー 2019/02/16～18 福岡 

菅谷 友里恵：シミュレーターにおけるパルスオキシメーターの精度比較 

新生児呼吸療法モニタリングフォーラム  2019/02/22～24  長野（大町） 

粟根 康平 : 当院手術室における電源プラグの抜け落ち対策 

第 35 回日本医工学治療学会学術集会  2019/02/22～24  御茶ノ水 

真砂 京平 : 無線 LAN 式セントラルモニター導入後のトラブルの検証 

第 35 回日本医工学治療学会学術集会  2019/02/22～24  御茶ノ水 

渕 雄貴  : 輸液ポンプ更新に伴う安全担保 第１報 

第 23 回千葉県臨床工学技士会研究発表会  2019/03/17  千葉 

牧口 慧  : 輸液ポンプ更新に伴う安全担保 第 2報 

第 23 回千葉県臨床工学技士会研究発表会  2019/03/17  千葉 

山田 鈴子 : 心電図内部電池の保守管理 

第 23 回千葉県臨床工学技士会研究発表会  2019/03/17  千葉 



鎌形 照美 : 患者シミュレーター購入に伴う精度調査 

第 23 回千葉県臨床工学技士会研究発表会  2019/03/17  千葉 

能城 康平 ：植込み型除細動器（ICD・CRT-D）のデバイス交換時における 

チェックリストの作成 

第 23 回千葉県臨床工学技士会研究発表会  2019/03/17  千葉 

 

３．著書・論文投稿 

森 信洋  ：腎代替療法データベースにおける敗血症の分析：単施設後方視記述研究 

医療機器学,Vol.88,No.5,P538-548(2018) 

廣谷 暢子 ：Clinical Engineering VOL.30 No.2 2019 p156 


