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第1日
パシフィコ横浜・アネックスホール 展示ホールD

第１会場 第2会場 第3会場 展示会場

12:50 テープカット

マネジメントセミナー受付開始は11：00で、すべてセミナー専用受付で受付いたします。
参加費は3,000円で　3会場聴講できます。
なお、本学会で認定している滅菌技師・士、MDIC、臨床ＭＥ専門認定士が、本セミナーに参加した場合、下記のポイントを加算します。

（MDIC、臨床ME専門認定士・10ポイント、滅菌技師・士5単位
第93回日本医療機器学会大会参加とは別に加算）
参加にあたっては別途ご案内をご覧いただき事前申込が必要です。

注）第93回日本医療機器学会大会参加による加算は学会参加登録が別途必要です
会場を行き来した場合の、重複加算はありません

13：00〜15：00

13：00 〜 13：50
「医療機器業公正競争規約とは何か」
　栁澤　佳紀（医療機器業公正取引協議会・事務局長）
13：50 〜 14：50

「医療関係者・医療機関と公正競争規約
（貸出し、立会い、トレーニングの基準につ
いて）」
　馬場　範門（�医療機器業公正取引協議会�規約・基準委員会・

委員長）

14：50 〜 15：00 質疑応答

13：00〜15：00

座長：南　正人（大阪大学医学部附属病院�手術部・部長）
1.「 医療機器安全管理に確立を目指す近隣

施設への支援」
堀�和芳（国保小見川総合病院　臨床工学科・係長）

2.「実践：医療機器管理台帳の作成」
青木�郁香、菊地�眞（公益財団法人医療機器センター）

3.「  実践：輸液ポンプの日常点検の実施」
野村�知由樹（医誠会�都志見病院　臨床工学部・技師長補佐）

4.「  医療機関における医療機器安全管理に
ついて−大阪府の取り組み−」
吉井�公彦（大阪府健康医療部薬務課）

13：00〜16：00

13：00 〜 13：40
1.「医療と進化」
　加見谷　将人（定和会�神原病院・脳神経外科部長）
13：40 〜 14：20
2.「医学・医療機器の進化とそれを支えるもの」
　白杵　尚志（香川大学医学部附属病院�手術部・部長）

14:20 〜 14：40　休憩

14：40 〜 15：20
3.「  進化する医療機器シミュレーション教育の

現状」
　中島　章夫（杏林大学保健学部臨床工学科・准教授）
15：20 〜 16：00
4.「  病院情報システム発展の先に期待するもの」
　酒井　順哉（�名城大学大学院都市情報学研究科保健医療情

報学・教授）

13：00
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17：30

15：00〜16：00

　迫井　正深（厚生労働省保険局医療課・課長）
　司会：安原　洋（東京大学医学部附属病院�手術部・教授）

定時総会（16：30〜17：30）
於：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル3F・モナコ

会員懇親会（18:00～20:00）
於：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル3F・パシフィック
5月17日までの事前Web登録の場合：1名3,000円
5月18日以降は当日受付けとなります：1名4,000円

第93回日本医療機器学会大会

大会長　東　竜一郎

ご 挨 拶
このたび、2018年5月31日から6月2日までの3日間、パ

シフィコ横浜で開催されます第93回日本医療機器学会大会
の大会長を務めます、サクラ精機株式会社・代表取締役社
長の東竜一郎と申します。長い歴史と伝統をもつ本学会大
会も93回目を迎え、明治の年号をそのまま継承すると「明
治150年」の節目に大会長を仰せつかりました事に対しま
して、この上なく光栄に存じますと共に、大会長にご推挙
頂きました学会の理事、代議員、そして会員の皆様に改め
て感謝申し上げます。先輩諸氏の教えを胸に、この第93回
大会も有意義な学会とすべく、皆様方のご支援、ご協力の
もと鋭意努力して参る所存ですので、何卒宜しくお願い申
し上げます。
さて、皆様もご承知の通り、我が国の医療を取り巻く

環境は、少子高齢化と疾病構造の変化に代表されるがご
とく、医療供給制度そのものや、供給される医療機器・材
料に求められる姿も変わっていく必要性に迫られていま
す。また、医療技術や機器・材料の効能/効果と医療経済
への貢献度がエビデンスと共に益々求められて来ていま
す。更に、医療そのものを支える医療提供者や産業界（医
療機器製造業者、流通販売業者、サービス提供事業者等）
の人材育成も、グローバル化や多様化という側面、あるい
は広義な意味での倫理面で大きなテーマである事は周知の
とおりです。①「医療コストの増加に対し、医療技術や医
療機器・材料はどう評価されるべきか」、②「日本医療機
器産業の経済発展はどう成し遂げられるべきか」、③「日
本発の医療機器におけるイノベーションの促進を加速する
には何が必要か」、④「医療提供者や産業界の人材育成は
更にどうあるべきか」、テーマは数多く顕在化しています。
今回の大会テーマは、「医療技術、医療機器産業の明日

大　会　日　程

9:00
10:00
11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
17:00
17:30
18:00

5/31 Thu.

マネジメントセミナー 1
「医療機器の取引を巡る法令等
の概要についてー医療機器業公
正競争規約ー」

マネジメントセミナー 3
『ビギナーのための「医療機
器安全管理」実践セミナー』

マネジメントセミナー 2
「平成 30 年度診療報酬改定
について」

マネジメントセミナー 4
「進　化」

を考える」とさせていただきました。昔から言われる和洋
の諺に、『沈黙は「金」なり』という言葉がありますが、
現代そして将来の医療を望むとき、産業界として、あるい
は産官学や関連団体の枠を超えて、すべてのステークホル
ダーが大いなる語り合いと、議論を深める事が必要であり
ましょう。上記に掲げたテーマはごく僅かばかりでありま
すが、これらを常に念頭に置き、また昨今のキーワードと
してしばしば用いられる、「医工連携」、「ベンチャー企業
との積極的連携」、「サービスの充実を伴う日本発医療機器
の世界進出」、「ITやロボット技術の活用」、「最先端医療
技術」、「人材育成制度」なども視点としつつ、患者様を代
弁する医療現場への十分な理解をもとに、厚生労働省等
のご協力によるプログラムの提供も含め、この大会が皆様
にとって大きな議論の場であり、かつ情報受発信の場とな
り、有意義、且つ明日の医療を考える機会の一助となれば
と願い、多くの皆様のご参加を切にお願い申し上げており
ます。
学会大会に併設する恒例の「メディカルショージャパ

ン＆ビジネスエキスポ2018」は、大会テーマとも連携した
総合展示会を目指します。今回は、５０社強の関係企業が
一堂に会し、趣向を凝らした展示をいたします。また、企
業展示のほかに、スマート治療室SCOT・SUD再製造に関
する展示・医工連携から生まれた製品展示のテーマ展示を
展開するとともに、経済産業省のご協力による医工連携事
例のご紹介や医療機器業公正取引協議会のご協力による
医療機器業公正競争規約の事例のご紹介など、お役に立
つ旬なテーマの公開セミナーもご用意しております。来場
者・出展社双方にとって「メディカルショージャパン＆ビ
ジネスエキスポ2018」が有意義な出会いの場になると確信
して止みません。多くの皆様のご来場を心よりお待ち申し
上げております。
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パシフィコ横浜・アネックスホール 展示ホールD

第１会場 第2会場 第３会場 第４会場 展示会場
開会の辞　大会長：東　竜一郎

パネル
ディスカッション 1

「病院機能を
支えるIoT」

座長：久保田�英雄（�東京医科歯科大学医学部附
属病院�材料部・副部長、助教）

橋本　素乃（�東京医科歯科大学医学部附属病院�手
術部・材料部・看護師長）

① 病院におけるICタグの活用事例
谷部　聡（�学校法人聖路加国際大学法人事務

局�兼�物品管理課・マネジャー）
② 重症部門システムを用いた看護業務の現状と将来

展望
藤沼　敏弘（��日本光電工業㈱ＩＴソリューション

事業本部事業企画部一課・課長）
③ 医療環境における医療安全と生産性向

上のために
村瀬　聡孝（�テルモ㈱ホスピタルカンパニー�ホス

ピタルシステム事業医療器グループ�
輸液システム部・部長）

④ 医療機器の進化は何をもたらすか
瀬島　啓史（�東京医科歯科大学医学部附属病院�

MEセンター・主任臨床工学技士）

9：00〜10：25

一般演題
トレーサビリティ

1～T7
座長：加藤　伸彦
（北海道情報大学）

9：00〜10：00

シンポ4ジウム
「動きだした単回使用医
療機器（SUD）再製造：

現状の課題と将来の展望」
座長：南　正人（��大阪大学医学部附属病院�手術

部・部長）
福田　修一（�フクダ電子㈱取締役社長室・経営シ

ステム部長

① SUD再製造制度を施行した行政
の立場

澤田石　勝也（��厚生労働省医薬・生活衛生局医
療機器審査管理課）

② 手術医療に占める医療材料費の現状
長瀬　清（��岐阜大学医学部附属病院�手術部・副部長）
③ SUD再製造における薬事規制
伊藤　由美（�日本ストライカー㈱薬事・臨床開発

統括本部・シニアディレクター）

④ SUD再製造業を取り巻く諸問題
高階　雅紀（�単回医療機器再製造推進協議会・

特別会員）

9：00〜10：55

一般演題
感染防止
36～T42

座長：尾家　重治
（宇部フロンティア大学）

9：00〜10：00

一般演題
電波管理

8～14
座長：久保　仁
（東京大学）

10：00〜11：00

一般演題
技術開発／改良

43～T48
座長：沖野　晃俊
（東京工業大学）

10：00〜10：50

10：00
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公開セミナーⅠ
（13：30〜14：30）

「スマート治療室SCOT」
13：30〜14：00

①IoT（もののインタ
−ネット化）を実現
するスマート治療室
SCOT
村垣　善浩（東京女子医科
大学）

14:00〜14：30
②オープンイノベー
ションを実現する　
OPeLiNKの開発
岡本　淳（東京女子医科大
学）

公開セミナーⅡ
（15：00〜16：30）

「経済産業省の医療
機器産業政策及び
医工連携事業化推
進事業」

15：00〜15：20
「経済産業省の医療
機器産業政策及び
医工連携事業化推
進事業について」
宮原　光穂（経済産業省）

15：20〜15：30
①医工連携事業化
推進事業医療機器
開発ネットワーク事
業について支援
宮内　利夫（日本医療研究
開発機構）

15：30〜16：00
②注射薬・医療材料
自動認識装置次世
代機の開発・事業化
大隈　恵治（オオクマ電子
㈱）

16：00〜16：30
③日本製HFO人工
呼吸器の安全機能
強化による海 外 事
業展開
新田　一福（㈱メトラン）

17：30

一般演題
臨床工学
49～56

座長：真下　泰彦
（JCHO札幌北辰病院）

10：50〜12：00

大会長招聘
特別講演

「二川前事務次官を
迎えるにあたって」

東　竜一郎��（サクラ精機㈱・代表取締役社長）
10：30〜10：40

「 社会保障について−医療・医
療機器産業を中心として−」
二川　一男（�前�厚生労働事務次官）
座長：東　竜一郎（�サクラ精機㈱・代表取締役社長）

10：40〜11：55

一般演題
手術室

15～T21
座長：髙橋　典彦
（北海道大学）

11：00〜12：00

教育1講演
「 歯科領域の感染対策」
荒木　孝二（�東京医科歯科大学�統合教

育機構教学IR部門・教授）

「 歯科治療器械の洗浄・滅菌」
　伏見　了（�ワタキューセイモア㈱学術部長／　　

東京医療保健大学大学院）
　座長：松田　和久（�福岡みらい病院�麻酔科・部長）

11：00〜11：55

ランチョン
セミナー 1

（共催：ジョンソン・エンド・
ジョンソン㈱）
丹羽�康則��（自治医科大学附属病院�中央手術部・講師）
座長：大久保�憲�（�平岩病院・病院長､東京医療保健

大学・名誉教授）
12：10〜13：00

ランチョン
セミナー 2

（共催：サクラ精機㈱）

「 R-SUD（再製造単 回
使用医療機器）の今
後の展望」

高階　雅紀（��大阪大学医学部附属病院�材料部・部
長）

座長：東�竜一郎（��サクラ精機㈱・代表取締役社長）

12：10〜13：00

感染管理認定看護師のための
HAICS共同セミナー

1.「 手術部位感染防止～SSI防止に関
するWHO,CDC,ACS,AORNなど
の考え方」
森兼　啓太（�山形大学病院�検査部・部長、病院

教授）

13：00〜14：00
2.「 医療環境や機器を介した微生

物の伝播と感染対策」
金森　肇（�東北大学病院�総合感染症科・講師）

14：00〜15：00
3.「 手術器械の洗浄～鋼製小物か

ら手術支援ロボット操作鉗子
まで～」
齋藤　祐平（�東京大学医学部附属病院�手術部・

助教）

15：00〜16：00

注）�受講料：共同セミナーのみ受講される方は3,000円　
（要事前申込）
当日セミナー受付でお支払いください
第93回日本医療機器学会大会参加者は学会参加費に含
まれています

申し込み先・問い合わせ先：haics@haicsjp.com
TEL：03-3518-6500　FAX：03-3259-1166
HAICS研究会　担当：事務局　浅野

平成29年度
褒章者
 表彰式

論文賞・吉岡淳・他
一般財団法人日本医科器械資
料保存協会�医科器械史研究賞
論文賞受賞記念講演「間欠的空

気圧迫装置専用テスターの開発と運用効果」
13：10〜13：50

シンポ1ジウム
「医療機関を狙ったサ
イバー攻撃の現状と

医療機器の情報セキュリティ」
座長：美代　賢吾（�国立国際医療研究センター・

理事長特任補佐／医療情報
管理部門長）

��������小林　直樹（�日本光電工業㈱荻野記念研究
所・所長）

① 医療機関を狙ったサイバー攻撃：リ
スクと対策

　美代　賢吾（�国立国際医療研究センター・医療
情報管理部門長）

② サイバー攻撃の傾向と情報セキュリティリ
スクのマネジメント

　松山　征嗣（��トレンドマイクロ㈱シニアマネー
ジャー）

③ 医療機器、そのシステムにおけるセ
キュリティ対策と課題

　松元　恒一郎（�日本光電工業㈱技術戦略本部・
専門副部長）

14：00〜15：30

特別1講演
「医療×産業が創り出
す未来」

「 医工連携事業化推進事業の成
果について」
　平野　恵子（�経済産業省�商務・サービスグルー

プ�ヘルスケア産業課医療福祉機
器産業室・室長補佐）

14：00〜14：20

「 医療機器の産業化に必要なデ
ザインについて」
　大浦イッセイ（�一般社団法人�日本の技術をいのち

のために委員会・専務理事）
　座長：中野　壮陛（�公益財団法人医療機器セン

ター・専務理事）

14：20〜15：30

一般演題
滅菌3

57～60
座長：加見谷　将人

（神原病院）

14：00〜14：35

一般演題
滅菌4

61～65
座長：谷野　雅昭
（川崎医科大学）

14：35〜15：15

メディカルショー見学休憩ポスター発表フリーディスカッション
P1〜 P9（15：30〜16：00）

メディカルショー見学休憩
ポスター発表フリーディスカッション　P1〜 P9（15：30〜16：00）

シンポ2ジウム
「医療機器管理と医療
安全の情報伝達」

座長：住谷　昌彦（�東京大学医学部附属病院�緩
和ケア診療部／麻酔科・痛み
センター・准教授）

���������内田　美保（�公立小松大学保健医療学部看護
学科・教授）

① 看護師の立場から
本田　美香（�JCHO東京高輪病院�医療安全

管理室・看護師長）
②臨床工学技士の立場から
長江　祐吾（�東京大学医学部附属病院�医療

機器管理部・主任）

③ 企業の立場から
藤田　克憲（�日本メドトロニック㈱医療経済・渉

外企画本部・ディレクター）

④  医療機器間の情報伝達の安全確保題
安田　浩一朗（�大阪府済生会野江病院�糖尿

病・内分泌内科・副院長）

16：00 〜 18：00

シンポ3ジウム
「 産官学で取り組む医用

テレメータの電波管理」
座長：��加納　隆（�滋慶医療科学大学院大学・教授）
��������増田　順（㈱セントラルユニ・代表取締役社長）
① 医療機関における安心・安全な電波利用

のための取り組みについて
近藤　玲子（��総務省総合通信基盤局電波部・

電波環境課長）
② テレメータの電波障害となる機器・設備と

その対策
村木　能也（��フクダ電子㈱品質保証部・テクニカ

ルフェロー）
③��臨床工学技士によるテレメータ電波管

理の問題点
藤井　清孝（�神戸市立西神戸医療センター�臨床

工学室・主査、大阪大学大学院医学
系研究科保健学専攻）

④ 無線LAN使用テレメータと従来型テレ
メータの比較
小林　勝昭（��日本光電工業㈱生体モニタ事業本

部第二技術部・課長）
⑤��病院建築時のテレメータアンテナシステ

ムに対する配慮
遠藤　哲夫（�大成建設㈱技術センター�先進技術

開発部・課長）16：00〜18：00

一般演題
滅菌1
22～28

座長：上寺　祐之
（東京大学）

16：00〜17：00

シンポ5ジウム
「鋼製器具２次元シンボル
刻印により生まれる効果」

座長：酒井　順哉（�名城大学大学院都市情報学研究
科保健医療情報学・教授）

村田　昭夫（�（一社）日本医療機器工業会・UDI委員会委員
長、㈱エムエス）

①手術セット最適化による経済効果
落合�慈之（��NTT東日本関東病院・名誉院長、東京医療

保健大学・学事顧問）

②保守管理の適切化による経済効果
久保田�英雄（��東京医科歯科大学医学部附属病院　

材料部・副部長）
③��臨手術用鋼製器具ＤＰＭ管理に付随した

リペア・メンテナンスの経済性
赤埴　大（�ビー・ブラウンエースクラップ㈱ゼネラル

サージェリー事業部）
④ 保管・搬送・使用・回収・洗浄・組立・滅菌、

中材での一連の流れによる経済効果
工藤　正一（��サクラシステムプランニング㈱システ

ムマネジメント部・部長）

⑤��２次元ンシンボル付き鋼製器具で修理履歴
を管理し適切なメンテナンスで経費削減
市川　洋一（�ミズホ㈱五泉工場�品質保証部品質管

理課・課長）������16：00〜18：00

一般演題
滅菌2

29～T35
座長：佐藤　一史

（福井大学）

17：00〜18：00

8:55
9:00

10:00

10:30

11:00

12:00
12:10

13:00
13:10

13:50
14:00

15:00

15:30

16:00

17:00

18:00

6/1 Fri.
第2日

滅菌技師／士対象特別講座　18：15〜19：45
学会プログラムではありません
参加対象者（滅菌技師／士）以外は参加できません

「 メディカルデバイス
の払い出しモニタ
リングと手術室運営

（仮）」



4

パシフィコ横浜・アネックスホール 展示ホールD

第１会場 第2会場 第３会場 第４会場 展示会場
シンポ6ジウム

「医療機器安全管理責任者
の配置後10年を経過して−

何が変わって、何が課題か−」
座長：中島　章夫（杏林大学保健学部臨床工学科・准教授）

廣瀬　稔（�北里大学医療衛生学部臨床工学専攻・教授）
① 医療機器安全管理責任者に関する全国

調査結果の報告
新　秀直（��東京大学医学部附属病院�企画情報運営部・　

講師）

② 中小医療機関における医療機器保守点
検の現状と課題
青木　郁香�（�公益財団法人医療機器センター�医療機器産

業研究所・上級研究員）

③  各医療機関での医療機器安全管理責任
者の現状と課題

　1）小規模病院の看護師の立場から
　　黒崎　八重子�（�浩生会スズキ病院・看護部長）
　2）診療放射線技師の立場から
　　佐藤　久弥�（�昭和大学大学院保健医療学研究科・准教授）
　3）臨床工学技士の立場から
　　髙倉　照彦（��亀田総合病院�ME室・室長）
④医療機器安全管理責任者の育成の現状
　1）日本臨床工学技士会の取り組み
　　萱島　道徳�（�奈良県立医科大学附属病院�医療技術セ

ンター・技師長）

　2） 日本生体医工学会の取り組み　　　　　　　　
（医療機器安全基礎講習）

　　中島　章夫�（�杏林大学保健学部臨床工学科・准教授）
9：00〜10：55

教育3講演
「医療現場でのアイ
デアを医療機器開発

に活かせるか」
内田　毅彦（��㈱日本医療機器開発機構・代表取

締役）
座長：臼杵　尚志（��香川大学医学部附属病院�

手術部・部長）

9：00〜9：55

教育5講演
「個人情報保護法制と医療」
山本　隆一（��一般財団法人医療情報システム

開発センター・理事長）
座長：美代　賢吾（国立国際医療研究センター・理
事長特任補佐／医療情報管理部門長）

9：00〜9：55

一般演題
医療安全対策

99～105
座長：伊藤　博徳
（KKR北陸病院）

9：00〜10：00

シンポ8ジウム
「医療情報の標準
化と医療機器、現状

と展望」
座長：美代　賢吾
（��国立国際医療研究センター・理事長特任補佐／医療
情報管理部門長）
福田　修一（�フクダ電子㈱取締役社長室・経営

システム部長）

① 医療情報の標準化の概要と
医療機器への期待
美代　賢吾（�国立国際医療研究センター・

医療情報管理部門長）

②��医療機器における医療情報
の標準化はどこまで進んでい
るか
鈴木　真人�
（�一般社団法人日本画像医療システム工業会�
医用画像システム部・部長）

③��日本循環器学会データ出力標
準フォーマット（SEAMAT）に
ついて
中山　雅晴�（�東北大学大学院医学系研究

科医学情報学分野・教授）

④��標準化への期待と医療機器
メーカとしての役割
小林　聡（�フクダ電子㈱開発本部第1開発

部・課長）

⑤ 医療機器管理に必要な医療機
器の出力情報の標準化
新　秀直�（�東京大学医学部附属病院　　

企画情報運営部・講師）

10：00〜11：55

一般演題
洗浄1
80～86

座長：水谷　光
（大阪労災病院）

10：00〜11：00

一般演題
医療機器管理3

106～111
座長：真茅　孝志
（純真学園大学）

10：00〜11：00

10：00

併設機器
展示会

MEDICAL
SHOW
JAPAN

&
BUSINESS

EXPO
2018

公開セミナーⅢ
（13：00〜14：00）

「医療機器業公正競
争規約並びに事例に
ついて」
こんなときどうする？
規約の事例紹介
栁澤　佳紀
（医療機器業公正取引協議会）

特別2講演
 「単回使用器材再使用の現場
における問題」

小林　寬伊（��根岸感染制御学研究所・所長、東京医療保健大学・名
誉学長）

座長：岡﨑　悦子（�横浜市立市民病院�感染管理室・副室長）

11：00〜11：55

一般演題
洗浄2
87～93

座座長：生田　義浩
（熊本大学）

11：00〜12：00

一般演題
診断・検査
112～116
座長：平田　哲
（旭川医科大学）

11：00〜11：50

ランチョン
セミナー 3

（共催：㈱名優）

「耳鼻咽喉科診療におけ
る感染制御」
�

齋藤　康一郎（�杏林大学医学部耳鼻咽喉科・教授）
座長：高階�雅紀（�大阪大学医学部附属病院�材料部・部長）

12：10〜13：00

ランチョン
セミナー 4

（共催：サラヤ㈱）

「 再生処理ツールとして
の過酸化水素滅菌の
有用性と課題」

大石�貴幸（�済生会横浜市東部病院�感染管理対策室）

12：10〜13：00

メディカルショー見学休憩
ポスター発表フリーディスカッション　P1〜 P9（13：15〜13：45）

教育2講演
「中材、もっと前に！：正しく気
持ちよく働ける明日のために」

深柄　和彦（�東京大学医学部附属病院�手術部・准教授、材料管
理部・部長）

座長：大久保　憲（��平岩病院・病院長、東京医療保健大学・名誉
教授）

14：00〜14：55

教育4講演
「医療人材育成シス
テムの海外展開に

ついて」
安田　章夫（�東京医科歯科大学・客員教授、未

来医学研究会・理事）
座長：森　清一
（��㈱エムシー・代表取締役社長、未来医学研究会・
副会長）

14：00〜14：55

一般演題
洗浄3
94～98

座長：河野　太郎
（宮崎大学）

14：00〜14：50

一般演題
医療機器管理4

117～123
座長：張　京浩
（帝京大学）

14：00〜15：00

シンポ7ジウム
「明日のより良い洗浄・滅菌を普及す
るために」　

座長：堀田　哲夫（��新潟大学医歯学総合病院�手術部・病院教授）
深柄　和彦（�東京大学医学部附属病院�手術部・准教授、材料

管理部・部長）

① 滅菌供給業務の品質をいかに評価する
か
高階　雅紀��（大阪大学医学部附属病院�材料部・部長）

② 一企業の教育施設から見た洗浄・滅菌
に纏わる教育の過去・現在・未来
城之内�幸宏��（サクラ精機㈱教育センター・センター長）

③ 滅菌業務全体の質の向上をめざして
髙橋　純��（日本ステリ㈱代表取締役社長）

④ 医療器械販売メーカへ期待すること
児玉　要輔��（新潟県中材業務研究会）

⑤ 中材の教育における現状の問題点
石野　直己、柳原　力矢、𠮷政　直子
��（静岡県中材業務研究会）

⑥ 滅菌供給業務の現状と課題ー滅菌技師
/士の立場から
市橋　友子、小林　誠、酒井　大志
��（首都圏滅菌管理研究会）

15：00〜17：00

一般演題
医療機器管理1

66～72
座長：野口　悟司
（名古屋大学）

15：00〜16：00

パネル
ディスカッション 2

「手術用鋼製器具の安
全使用で固体識別表

示は活用されているか」
座長：酒井　順哉（�名城大学大学院都市情報学研究科保健

医療情報学・教授）
久保田�英雄（��東京医科歯科大学医学部附属病院�材料部・副

部長）

① 鋼製器具2次元シンボル表示の保守管
理でわかったこと
久保田�英雄（�東京医科歯科大学医学部附属病院�材料

部・副部長）

② 手術用鋼製器具個体識別表示アンケー
ト調査の実態報告
酒井　順哉��（�名城大学大学院都市情報学研究科保健医

療情報学・教授）

③ 手術室鋼製器具トレーサビリティシステ
ムの導入を経験して
河村　秀樹�（�静岡県立こども病院・情報管理部長、臨床

検査科長）

④ 2次元シンボルを活用した鋼製器具管理
の実例
貝沼　純�（�公立大学法人福島県立医科大学附属病院�手

術部・副看護師長）

⑤ 手術用鋼製器具DPM管理による安全
性・品質保証の重要性
赤埴　大�（�ビー・ブラウンエースクラップ㈱ゼネラルサー

ジェリー事業部）

15：00〜17：00

一般演題
血液浄化
124～129
座長：三島　博之
（九州大学）

15：00〜15:50 16：00

一般演題
医療機器管理2

73～79
座長：最首　俊夫
（みやぎ県南中核病院）

16：00〜17：00

優秀演題発表・閉会の辞

9:00

10:00

11:00

12:00
12:10

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

6/2 Sat.
第3日
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第
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9：00〜10：00 座長：加藤　伸彦（北海道情報大学）

トレーサビリティ

1 トレーサビリティシステムの構築による内視鏡手術器具のインシデント対策 寺下　昌伸・他 八戸市立市民病院　臨床工学科
2 トレーサビリティシステムを活用した医療看護必要度 C 項目管理 遠藤　力・他 竹田綜合病院　看護部　手術室・中央滅菌材料室
3 RFID タグ付き手術器械の長期使用による腐食リスクの検証 山下　和彦・他 大阪大学大学院医学系研究科
4 レーザ刻印した GS1 データマトリックスの耐用評価　　 石本　洋子・他 福井大学医学部附属病院　看護部・滅菌管理部
5 GS1の活用でビッグデータからAIに向かう手術安全管理システム 笠松　眞吾・他 福井大学医学部
6 特定機能病院における手術用鋼製器具DPMの活用意識に関する調査研究 酒井　順哉・他 名城大学大学院都市情報学研究科保健医療情報学

T7 汚染状態対応型非接触式高精度DPMスキャナの開発 中野渡　寛之 ㈲東奥電気

10：00〜11：00 座長：久保　仁（東京大学） 

電波管理

8 ベッドサイドモニタの既存機能を利用した無線 LAN テレメータ点検方法 藤井　清孝・他 神戸市立西神戸医療センター　臨床工学室
9 2 施設間での医用テレメータ混信調査の報告 吉山　潤一・他 中国電力㈱中電病院　ME 管理室

10 杏林大学付属病院における医用テレメータ電波状況の測定検証 中島　章夫・他 杏林大学保健学部臨床工学科
11 医用テレメータの安全な使用に向けた 400 MHz 帯電波についての検討 石田　開・他 情報通信研究機構電磁波研究所　電磁環境研究室
12 無線式医用テレメータの受信強度の調査 太田　稔・他 北海道大学病院　ME 機器管理センター
13 医用テレメータの電波強度の減衰に関する検討 松田　真太郎・他 埼玉医科大学国際医療センター　ＭＥサービス部
14 同一施設における同一チャンネル医用テレメータの安全使用に関する検討と実施 山口　智・他 大阪医科大学附属病院　臨床工学室

  
11：00〜12：00 座長：髙橋　典彦（北海道大学）

手術室

15 手術ナビゲーション装置の精度管理の現状と課題 青山　泰久・他 淀川キリスト教病院　臨床工学課
16 ナビゲーションシステムの機器更新に伴った位置精度評価の検討 津曲　佑馬・他 三重大学医学部附属病院　臨床工学部
17 全身型対極板（容量結合型）試用の評価報告 山本　明子・他 静和会　静和記念病院　手術・中央材料室
18 呼吸器外科手術におけるホットドッグ患者加温システムの有用性 池田　亮・他 国立病院機構北海道医療センター
19 手術室で発生した医療従事者の感電事故の経験 切畑屋　智史・他 奈良県立医科大学附属病院　医療技術センター

T20 患者の安全を確かにする患者移乗用具「ホバーマット」の有用性 山根　貫志・他 ㈱名優
T21 サージカルスモークのリスクおよびその対処法について 各和　雄二郎・他 ㈱名優

  

第
３
会
場

16：00〜17：00 座長：上寺　祐之（東京大学）

滅菌1

22 滅菌工程の有効性維持につなぐ滅菌バリデーションへの取り組み　　 三木　智恵美・他 留萌市立病院　手術・中央材料室
23 AC 滅菌バリデーションを活かす当院の取り組み ( 第２報 ) −滅菌物の観点からの再考− 小林　誠 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会付属　榊原記念病院　滅菌器材管理課

24 医療施設のＡＣ滅菌について一考察 橋本　章 ㈱名優　研究開発部
25 当院における高圧蒸気滅菌器の確立 佐久間　裕紀子・他 仁和会総合病院　手術室・中央材料室

T26 歯科用ハンドピースをタイプの異なる卓上高圧蒸気滅菌器での滅菌効果検証 坂田　辰男 チヨダエレクトリック㈱　営業部
27 LTSF 滅菌による滅菌コンテナ内被滅菌物へのホルムアルデヒド残留性の検討 久保田　英雄・他 東京医科歯科大学医学部附属病院 材料部
28 過酢酸含有過酸化水素ガスを用いた低温滅菌装置の評価 野田　稔・他 佐賀大学医学部附属病院　ＭＥセンター，同材料部

  
17：00〜18：00 座長：佐藤　一史（福井大学）

滅菌2

29 滅菌業務品質向上に現場の力が重要ー生物学的インジケータ偽陽性の検討結果の寄与ー 村越　智・他 東京大学医学部附属病院　手術部
30 プラズマ滅菌用短時間判定 BI システム活用による業務改善の検討 島崎　豊・他 中部地区中材業務研究会
31 当院新旧過酸化水素低温プラズマ滅菌用生物学的インジケータ判定前払出し数の比較検討 村田　貴代・他 三栄会 ツカザキ病院　診療技術部　臨床工学科
32 滅菌包装材の検証 山下　智哉 樫本病院　手術室中央材料室
33 当院手術器械のコンテナにおける蒸気浸透の検証 下前　恵・他 広島大学病院　看護部 SPD センター　滅菌器材管理室

T34 滅菌コンテナの乾燥性能の違いについて 山根　貫志・他 ㈱名優
T35 ＰＣＤ：ホロー型、ポーラス型等の検知特性について 山根　貫志・他 ㈱名優

  

第
４
会
場

9：00〜10：00 座長：尾家　重治（宇部フロンティア大学）

感染防止

36 国産の蒸気化過酸化水素発生機による室内除染評価 古畑　貞彦・他 信州大学医学部附属病院　手術部
37 オゾンと過酸化水素のドライミストによる室内殺菌システムの評価 古畑　貞彦・他 信州大学医学部附属病院　手術部
38 カンボジア王国の病院手術室 ( 中材 ) 見学レポートー医療機器維持管理と感染制御ー 拮石　哲男 元青年海外協力隊
39 当院におけるベッドパンウォッシャー使用部署への啓発活動 宮下　達也・他 竹田綜合病院　看護部　中央滅菌材料室
40 低圧二酸化炭素ナノバブルによる歯周ポケットの除菌法 藤谷　富男・他 藤谷歯科医院
41 歯科治療で使用する印象トレー器材に関する現状の問題点と印象洗浄剤の効果 棚橋　正子・他 東北大学病院　材料部

T42 清拭クロスによるアシネトバクター属菌の汚染除去および移行に関する検証 越智　淳子・他 サラヤ㈱　バイオケミカル研究所

10：00〜10：50 座長：沖野　晃俊（東京工業大学）

技術開発／改良

43 マイクロ加工によるスリットを組み込んだ流路を用いた浮遊細胞の選別 橋本　成広・他 工学院大学工学部機械工学科
44 器械管理を目的とした情報共有化システム導入への取り組み 千葉　聡・他 弘前大学医学部附属病院　手術部
45 睡眠情報活用による、排泄介助の質向上についての検討 吉田　友毅・他 パラマウントベッド㈱　技術開発本部
46 赤外線測距センサを用いた一次救命講習のための胸骨圧迫評価ツール 堀　純也・他 岡山理科大学理学部応用物理学科臨床工学専攻
47 自作開発した新生児蘇生指南プログラムの蘇生シミュレーションにおける有効性の検討 川本　豊 川崎医科大学　新生児科学

T48 医療機器の実用化を支える課題解決型金属プレス加工 平井　圭一郎 ㈱ JKB
  

10：50〜12：00 座長：真下　泰（JCHO札幌北辰病院）

臨床工学

49 NPPV マスク（インタフェース）からのリーク量の解析 水島　岩徳・他 日本医療科学大学保健医療学部臨床工学科
50 NPPV 施行中おけるマスク内圧及び顔に加わる圧力（せん断応力）の計測 鈴木　哲治・他 杏林大学保健学部臨床工学科
51 SBT 機能を搭載した人工呼吸器の使用経験 長見　英治・他 千葉労災病院　臨床工学部
52 体外循環回路における超音波を用いた血液粘度変化の観測に関する基礎的検討 笠原　新平・他 北里大学大学院医療系研究科医療安全工学
53 遠心ポンプ内の異音検出に関する基礎研究 小林　光彦・他 北里大学大学院医療系研究科医療安全工学
54 電源タップ消耗品統一化における取り組み 松月　正樹・他 三重大学医学部附属病院　臨床工学部
55 医薬品注入コントローラの誤使用による急速投与、投与遅延の危険性 仲松　晋也・他 かりゆし会　ハートライフ病院　臨床工学科
56 麻酔器周辺機器に混在した一般用無停電電源装置 (UPS) が接地漏れ電流に及ぼす影響 木村　早希・他 三重大学医学部附属病院　臨床工学部

  
14：00〜14:35 座長：加見谷　将人（神原病院）

滅菌3
57 当院中央滅菌室業務の臨床工学科への業務移管 荒川　恵利加・他 三栄会 ツカザキ病院　臨床工学科
58 中央材料室における臨床工学技士の取り組みについて 平塚　幸大 飯塚病院　臨床工学部
59 作業種別業務量の詳細調査による滅菌供給部門の適正員数の検討 齋藤　篤・他 大阪大学医学部附属病院　材料部
60 滅菌業務に対する慣れに対する定量的評価と継続教育時期の検討 内田　荘平 福岡看護大学看護学部看護学科

  
14：35〜15：15 座長：谷野　雅昭（川崎医科大学）

滅菌4
61 滅菌技士による滅菌物管理の質向上の取り組みー ICT ラウンドによる実践報告ー 岩浅　寛美・他 一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院　看護部
62 台湾大学病院訪問を通して得られたものー滅菌技師 / 士の視点から− 酒井　大志・他 首都圏滅菌管理研究会
63 洗浄・滅菌部門の運用ー手術器械セット作成に関する諸問題ー 久保木　修 ㈱エフエスユニマネジメント
64 インターネットを活用した教育方法導入 1 年後評価と今後の課題 大西　真裕・他 ㈱リジョイスカンパニー　ヘルスケア事業本部　滅菌事業部
65 洗浄・滅菌業務の研修に関する実態調査ー京滋滅菌研究会参加者の調査結果ー 久保木　修・他 ㈱エフエスユニマネジメント

6
月
2
日
土

第
２
会
場

15：00〜16：00 座長：野口　悟司（名古屋大学）

医療機器管理1

66 手術機器の滅菌前点検の業務化とその有用性 田尾　伸幸・他 岡山済生会総合病院　臨床工学科
67 手術器械の滅菌管理システムの成果と課題—個体識別管理システム導入後を振り返る— 森本　和子・他 高知大学医学部附属病院　メディカル・サプライセンター　滅菌管理部門
68 劣化鋼製器械による高圧蒸気滅菌中に発生した燃焼様の炭化破損の現象 内田　荘平・他 福岡看護大学看護学部看護学科
69 災害時用処置セットの備蓄のありかた：流通備蓄 岩崎　直美・他 東京大学医学部附属病院　材料管理部
70 手術で使用する腸圧定へら（板鈎）の現状の問題点への対応とその効果 藤島　宏美・他 東北大学病院　材料部
71 プラグ保持力測定方法の検討 鈴木　洋平・他 東京都立神経病院　麻酔科　中央器材室
72 絶縁監視装置の警報発生に苦慮した事例 黒岩　拓真・他 鹿児島市立病院　臨床工学科

16：00〜17：00 座長：最首　俊夫（みやぎ県南中核病院）

医療機器管理2

73 医療機器管理システムサーバ接続障害を経験して 濱坂　秀一・他 金沢赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課
74 ユーザメード医療機器管理システムにおける国際標準規格 GS1-128 バーコードの導入 渡邉　研人・他 地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター　臨床工学部
75 当院の中央管理機器における保守管理業務について 勝又　絢一・他 みやぎ県南中核病院　臨床工学室
76 医療機器中央管理における医療機器稼働率の検討 東條　圭一・他 北里大学病院　ME 部
77 当院における医療機器管理業務の新たな業務改善への取り組み 堀田　直樹・他 富山県厚生連高岡病院　臨床工学部　医療機器管理センター
78 病院内送信機中央一元管理を目指して 西田　健夫・他 済生会福岡総合病院　臨床工学部
79 通信機能付医療機器の評価 坂口　英誠 中信勤労者医療協会松本協立病院　ME 科

  

第
３
会
場

10：00〜11：00 座長：水谷　光（大阪労災病院）

洗浄1

80 ISO15883 準拠テストソイルを用いた熱変性によるタンパク質等測定値への影響 池田　誠・他 大阪大学大学院医学系研究科感染制御学
81 歯科用ミラーを用いた洗浄効果判定について 下川床　里美・他 西尾会　西尾歯科
82 ベッドパンウォッシャーの洗浄評価と課題 大石　貴幸 済生会横浜市東部病院　感染管理対策室
83 現場目線から…超音波洗浄で用いる洗浄用容器による洗浄効果の比較 田中　和義・他 一般社団法人日本滅菌業協会
84 非接触・迅速な清浄度評価システムの清汚判別自動化の基礎的研究 鶴島　信孝・他 サクラ精機㈱
85 洗浄評価における２つの蛋白質定量法の違いについてー CBB 法と BCA 法ー 清水　応健・他 ㈱イヌイメデイックス　開発研究所
86 突然同時に複数台の洗浄機に起きた洗浄評価不良への対応 大川　博史・他 東京大学医学部附属病院　材料管理部

  
11：00〜12：00 座長：生田　義浩（熊本大学）

洗浄2

87 洗浄インジケータの適切な選択と運用について 江澤　一正 ㈱名優
88 洗浄バリデーションに用いる疑似汚染物の作製条件についてー日本とドイツの比較ー 三軒　隼人・他 クリーンケミカル㈱　技術部　
89 洗浄消毒装置における細管用洗浄テストソイルの開発 外舘　善裕 岩手県立中央病院
90 恒温槽付システムシンクの有用性 川上　千森・他 公益財団法人慈愛会　今村総合病院
91 業者貸出し手術器械の洗浄難易度の検討 菅田　潤 北九州市立八幡病院　中央材料室
92 頭頸部・耳鼻咽喉科における内視鏡器材の再生業務中央化の試み 冨樫　清英・他 北見赤十字病院　物流情報管理室
93 尿路内視鏡洗浄方法の見直しと EOG 滅菌の必要性について 中家　聖子・他 大阪府済生会茨木病院　感染管理室

  
14：00〜14：50 座長：河野　太郎（宮崎大学）

洗浄3
94 当院ウォッシャーディスインフェクターによる洗浄剤別の洗浄圧力試験に関する研究 後藤　智・他 三栄会　ツカザキ病院　診療技術部　臨床工学科
95 眼科マイクロ器材のウォッシャーディスインフェクターによるすすぎの安全性の検証 近藤　瑞貴・他 留萌市立病院
96 ウォッシャーディスインフェクター洗浄プログラムの見直しに関する報告 池田　純一・他 ㈱エフエスユニマネジメント　山形事業所
97 減圧沸騰洗浄装置における業務改善と洗浄効果の検証 森　正史・他 福島県滅菌業務研究会
98 用手洗浄における清浄度の検証と向上への取り組み 吉田　真由美・他 キッコーマン総合病院　中央手術室・中央材料室

  

パシフィコ横浜・アネックスホール 展示ホールD

第１会場 第2会場 第３会場 第４会場 展示会場
シンポ6ジウム

「医療機器安全管理責任者
の配置後10年を経過して−

何が変わって、何が課題か−」
座長：中島　章夫（杏林大学保健学部臨床工学科・准教授）

廣瀬　稔（�北里大学医療衛生学部臨床工学専攻・教授）
① 医療機器安全管理責任者に関する全国

調査結果の報告
新　秀直（��東京大学医学部附属病院�企画情報運営部・　

講師）

② 中小医療機関における医療機器保守点
検の現状と課題
青木　郁香�（�公益財団法人医療機器センター�医療機器産

業研究所・上級研究員）

③  各医療機関での医療機器安全管理責任
者の現状と課題

　1）小規模病院の看護師の立場から
　　黒崎　八重子�（�浩生会スズキ病院・看護部長）
　2）診療放射線技師の立場から
　　佐藤　久弥�（�昭和大学大学院保健医療学研究科・准教授）
　3）臨床工学技士の立場から
　　髙倉　照彦（��亀田総合病院�ME室・室長）
④医療機器安全管理責任者の育成の現状
　1）日本臨床工学技士会の取り組み
　　萱島　道徳�（�奈良県立医科大学附属病院�医療技術セ

ンター・技師長）

　2） 日本生体医工学会の取り組み　　　　　　　　
（医療機器安全基礎講習）

　　中島　章夫�（�杏林大学保健学部臨床工学科・准教授）
9：00〜10：55

教育3講演
「医療現場でのアイ
デアを医療機器開発

に活かせるか」
内田　毅彦（��㈱日本医療機器開発機構・代表取

締役）
座長：臼杵　尚志（��香川大学医学部附属病院�

手術部・部長）

9：00〜9：55

教育5講演
「個人情報保護法制と医療」
山本　隆一（��一般財団法人医療情報システム

開発センター・理事長）
座長：美代　賢吾（国立国際医療研究センター・理
事長特任補佐／医療情報管理部門長）

9：00〜9：55

一般演題
医療安全対策

99～105
座長：伊藤　博徳
（KKR北陸病院）

9：00〜10：00

シンポ8ジウム
「医療情報の標準
化と医療機器、現状

と展望」
座長：美代　賢吾
（��国立国際医療研究センター・理事長特任補佐／医療
情報管理部門長）
福田　修一（�フクダ電子㈱取締役社長室・経営

システム部長）

① 医療情報の標準化の概要と
医療機器への期待
美代　賢吾（�国立国際医療研究センター・

医療情報管理部門長）

②��医療機器における医療情報
の標準化はどこまで進んでい
るか
鈴木　真人�
（�一般社団法人日本画像医療システム工業会�
医用画像システム部・部長）

③��日本循環器学会データ出力標
準フォーマット（SEAMAT）に
ついて
中山　雅晴�（�東北大学大学院医学系研究

科医学情報学分野・教授）

④��標準化への期待と医療機器
メーカとしての役割
小林　聡（�フクダ電子㈱開発本部第1開発

部・課長）

⑤ 医療機器管理に必要な医療機
器の出力情報の標準化
新　秀直�（�東京大学医学部附属病院　　

企画情報運営部・講師）

10：00〜11：55

一般演題
洗浄1
80～86

座長：水谷　光
（大阪労災病院）

10：00〜11：00

一般演題
医療機器管理3

106～111
座長：真茅　孝志
（純真学園大学）

10：00〜11：00

10：00

併設機器
展示会

MEDICAL
SHOW
JAPAN

&
BUSINESS

EXPO
2018

公開セミナーⅢ
（13：00〜14：00）

「医療機器業公正競
争規約並びに事例に
ついて」
こんなときどうする？
規約の事例紹介
栁澤　佳紀
（医療機器業公正取引協議会）

特別2講演
 「単回使用器材再使用の現場
における問題」

小林　寬伊（��根岸感染制御学研究所・所長、東京医療保健大学・名
誉学長）

座長：岡﨑　悦子（�横浜市立市民病院�感染管理室・副室長）

11：00〜11：55

一般演題
洗浄2
87～93

座座長：生田　義浩
（熊本大学）

11：00〜12：00

一般演題
診断・検査
112～116
座長：平田　哲
（旭川医科大学）

11：00〜11：50

ランチョン
セミナー 3

（共催：㈱名優）

「耳鼻咽喉科診療におけ
る感染制御」
�

齋藤　康一郎（�杏林大学医学部耳鼻咽喉科・教授）
座長：高階�雅紀（�大阪大学医学部附属病院�材料部・部長）

12：10〜13：00

ランチョン
セミナー 4

（共催：サラヤ㈱）

「 再生処理ツールとして
の過酸化水素滅菌の
有用性と課題」

大石�貴幸（�済生会横浜市東部病院�感染管理対策室）

12：10〜13：00

メディカルショー見学休憩
ポスター発表フリーディスカッション　P1〜 P9（13：15〜13：45）

教育2講演
「中材、もっと前に！：正しく気
持ちよく働ける明日のために」

深柄　和彦（�東京大学医学部附属病院�手術部・准教授、材料管
理部・部長）

座長：大久保　憲（��平岩病院・病院長、東京医療保健大学・名誉
教授）

14：00〜14：55

教育4講演
「医療人材育成シス
テムの海外展開に

ついて」
安田　章夫（�東京医科歯科大学・客員教授、未

来医学研究会・理事）
座長：森　清一
（��㈱エムシー・代表取締役社長、未来医学研究会・
副会長）

14：00〜14：55

一般演題
洗浄3
94～98

座長：河野　太郎
（宮崎大学）

14：00〜14：50

一般演題
医療機器管理4

117～123
座長：張　京浩
（帝京大学）

14：00〜15：00

シンポ7ジウム
「明日のより良い洗浄・滅菌を普及す
るために」　

座長：堀田　哲夫（��新潟大学医歯学総合病院�手術部・病院教授）
深柄　和彦（�東京大学医学部附属病院�手術部・准教授、材料

管理部・部長）

① 滅菌供給業務の品質をいかに評価する
か
高階　雅紀��（大阪大学医学部附属病院�材料部・部長）

② 一企業の教育施設から見た洗浄・滅菌
に纏わる教育の過去・現在・未来
城之内�幸宏��（サクラ精機㈱教育センター・センター長）

③ 滅菌業務全体の質の向上をめざして
髙橋　純��（日本ステリ㈱代表取締役社長）

④ 医療器械販売メーカへ期待すること
児玉　要輔��（新潟県中材業務研究会）

⑤ 中材の教育における現状の問題点
石野　直己、柳原　力矢、𠮷政　直子
��（静岡県中材業務研究会）

⑥ 滅菌供給業務の現状と課題ー滅菌技師
/士の立場から
市橋　友子、小林　誠、酒井　大志
��（首都圏滅菌管理研究会）

15：00〜17：00

一般演題
医療機器管理1

66～72
座長：野口　悟司
（名古屋大学）

15：00〜16：00

パネル
ディスカッション 2

「手術用鋼製器具の安
全使用で固体識別表

示は活用されているか」
座長：酒井　順哉（�名城大学大学院都市情報学研究科保健

医療情報学・教授）
久保田�英雄（��東京医科歯科大学医学部附属病院�材料部・副

部長）

① 鋼製器具2次元シンボル表示の保守管
理でわかったこと
久保田�英雄（�東京医科歯科大学医学部附属病院�材料

部・副部長）

② 手術用鋼製器具個体識別表示アンケー
ト調査の実態報告
酒井　順哉��（�名城大学大学院都市情報学研究科保健医

療情報学・教授）

③ 手術室鋼製器具トレーサビリティシステ
ムの導入を経験して
河村　秀樹�（�静岡県立こども病院・情報管理部長、臨床

検査科長）

④ 2次元シンボルを活用した鋼製器具管理
の実例
貝沼　純�（�公立大学法人福島県立医科大学附属病院�手

術部・副看護師長）

⑤ 手術用鋼製器具DPM管理による安全
性・品質保証の重要性
赤埴　大�（�ビー・ブラウンエースクラップ㈱ゼネラルサー

ジェリー事業部）

15：00〜17：00

一般演題
血液浄化
124～129
座長：三島　博之
（九州大学）

15：00〜15:50 16：00

一般演題
医療機器管理2

73～79
座長：最首　俊夫
（みやぎ県南中核病院）

16：00〜17：00

優秀演題発表・閉会の辞
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6
月
2
日
土

第
4
会
場

9：00〜10：00 座長：伊藤　博徳（KKR北陸病院）

医療安全対策

99 ロボット支援前立腺全摘除術における体位固定用マットの有用性 湶　孝介 福井大学医学部附属病院　
100 酸化エチレンガス漏出の一例ー安全に従事できる職場環境の提供に向けてー 濱田　健二 高知県立幡多けんみん病院　手術室・中央材料室
101 輸液ポンプにおける流量・予定量の設定ミスを回避する４点照合システムの開発研究 酒井　順哉・他 名城大学大学院都市情報学研究科保健医療情報学
102 医療分野における ICT 利活用についての意識調査—ICT 活用による安全性の向上に向けて— 渡邊　雅俊・他 国家公務員共済組合連合会東海病院　臨床工学科
103 搬送用保育器の外気温の影響による内部温度の変化について 島田　真実・他 旭川医科大学病院　診療技術部　臨床工学部門
104 加温加湿器および人工鼻の使用状態をモニタリングするシステムの有効性について 渡邊　琢朗・他 広島工業大学生命学部生体医工学科
105 人工呼吸器バッテリの自然放電に関する検討ー災害時の機器ダメージコントロールー 川崎　路浩・他 国立病院機構災害医療センター

10：00〜11：00 座長：真茅　孝志（純真学園大学）

医療機器管理3

106 輸液・シリンジポンプ用電源コードの劣化が保持力に及ぼす影響について 中嶋　辰徳・他 大分大学医学部附属病院　医療技術部　臨床工学・歯科部門
107 輸液・シリンジポンプ用電源コード及びポールクランプの耐用期間の検討 若林　哲朗・他 大分大学医学部附属病院　医療技術部　臨床工学・歯科部門
108 当院における輸液ポンプ更新時期の検討 又吉　美重・他 沖縄徳洲会 中部徳洲会病院
109 輸液ポンプと他メーカの輸液セットによる長時間連続使用における流量の比較 久保田　奈央子・他 東京都立神経病院　中央器材室
110 国産初のポンプテスターの性能評価 中村　直樹 公益財団法人浜松医療センター　臨床工学科
111 フットポンプの安全管理に関する取り組み 加藤　知子・他 宇治徳洲会病院　臨床工学救急管理室　循環器・救急科

11：00〜11：50 座長：平田　哲（旭川医科大学）

診断・検査
112 0.25mm スライス 超高精細 CT 装置の使用 木野村　豊・他 学校法人藤田学園　法人本部　健康管理室
113 画像用半導体 GPU をコアとした画像識別システムの開発 古畑　貞彦・他 信州大学医学部附属病院　手術部
114 IVR-CT 装置を用いた Gd 造影剤による CAG および心臓 CT の有用性に関する検証 柳川　康洋 大阪大学医学部附属病院　医療技術部　放射線部門
115 DNA ヒストグラムを応用した診断法の改良 第二報 三上　敦也・他 関東労災病院　ME センター
116 簡便な糖尿病性神経障害の定量的評価のためのデバイス開発 野村　理博・他 筑波大学大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻

14：00〜15：00 座長：張　京浩（帝京大学）

医療機器管理4

117 内視鏡光テスターを用いた内視鏡光源装置での経時的な光量変化の検討 柴森　直也・他 大阪医科大学附属病院　消化器内視鏡センター
118 消化器内視鏡ビデオスコープの修理報告書の分析と対応策の検討 齋藤　夏実・他 新城市民病院　診療支援部　臨床工学課
119 外科的鏡視下手術機器における管理と保守契約について 小泉　健太郎・他 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院　臨床工学部　手術室ＣＥ科
120 互換性のあるパルスオキシメータ用ディスポプローブの性能評価 廣瀬　稔・他 北里大学医療衛生学部医療工学科臨床工学専攻
121 微生物培養検出シートを用いた冷温水槽の清浄度評価と管理法についての検討 角野　隆一郎・他 鹿児島市立病院
122 容量結合型対極板併用時における電気メスの出力特性─導電型対極板との比較─ 吉澤　光崇・他 抱生会　丸の内病院　臨床工学課
123 活性化凝固時間の環境温による相違 熊谷　崇嗣・他 秋田大学医学部附属病院　中央手術部

   
15：00〜15：50 座長：三島　博之（九州大学）

血液浄化

124 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 森　信洋・他 亀田総合病院 ME 室
125 持続的血液浄化療法施行時の炭酸カルシウムの微粒子析出に関する研究 佐藤　敦也・他 北里大学大学院医療系研究科医療安全工学
126 透析用監視装置の連続監視項目に関する透析液計測装置の作製と評価 青島　悟・他 杏林大学大学院保健学研究科保健学専攻臨床工学分野
127 血液透析における脱血不良モニタリングのための無侵襲体外循環回路内圧モニタの開発 二宮　伸治・他 広島国際大学保健医療学部医療技術学科
128 汎用データベースソフトとタブレット端末による透析業務支援システムの開発 木村　礼美・他 杏林大学大学院保健学研究科保健学専攻臨床工学分野
129 ネットワークカメラ遠隔監視システム導入によってアクシデントを防げた 1 例 栗山　太宏・他 武蔵野会 新座志木中央総合病院　臨床工学科

  

6
月
1
日
金
・
6
月
2
日
土

ポ
ス
タ
ー
会
場

1日金 15：30〜16：00 ポスター発表フリーディスカッション

2日土 13：15〜13：45 ポスター発表フリーディスカッション
P1　ATP ＋ ADP ＋ AMP ふき取り検査を用いた清拭後の医療機器点検方法の検討 原田　俊介・他 豊川市民病院　臨床工学科
P2　バックバルブマスクの安全使用に向けて 金田　達也・他 豊川市民病院　臨床工学科
P3　医療機器管理室開設に伴う臨床工学技士の取り組み 梅崎　遼平・他 相生会　福岡みらい病院　臨床工学科
P4　携帯電話が医療機器に与える影響調査 杉　裕晶・他 麻生飯塚病院　臨床工学部
P5　胃内圧測定法による経鼻栄養チューブの挿入位置確認の臨床的評価 山元　恵子・他 公益社団法人　東京都看護協会
P6　歯科用診療ユニットにおける給水系の水質検査 山本　美由紀・他 やまもと歯科醫院
PT7　特殊な界面活性剤がウォッシャーディスインフェクターの洗浄性に与える影響 クワン　グレンレリン・他 サラヤ㈱バイオケミカル研究所
P8　A 病院におけるベットパンウオッシャーの洗浄評価 森下　由美・他 国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院
P9　滅菌供給業務の理解を促す材料部見学会 金澤　悦子・他 東北大学病院　材料部

ランチョンセミナー ランチョンセミナー　●1日（金） 12：10〜13：00 第1・3会場　●2日（土） 12：10〜13：00 第1・3会場

公開セミナー 聴講は無料です。学会大会参加登録者以外の方は、メディカルショー入場手続きが必要です。

会期中、展示会場内セミナー会場で公開セミナーを開催します。是非ご参加ください。

テーマ展示

１．スマート治療室 SCOT（Smart Cyber Operating Theater）展示　（主催：一般社団法人日本医療機器学会）

　　�国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の支援を受け東京女子医科大学を中心に複数の大学・企業による共同開発・実証実験中の近未来の治療室を　　
テーマとした展示です。

2. 単回使用医療機器再製造の全容　（主催：一般社団法人日本医療機器学会　協力：単回医療機器再製造推進協議会）

　　単回使用医療機器再製造の意義は何か、医療資源の有効活用や安全性の担保という側面から、わかり易く解説し、実物を展示します。

3. 医工連携から生まれた製品展示　（共催：一般社団法人日本医療機器学会　一般社団法人日本医療機器工業会）

　　医工連携活動から生まれ、現在既に販売されている製品を複数の企業から集め、それらを一堂に展示紹介することで、同活動の成功事例の発表の場とします。

� � �各テーマ展示に、是非、足をお運びください。

6
月
1
日
金

展
示
ホ
ー
ル
D
内　

セ
ミ
ナ
ー
会
場

　公開セミナーⅠ　　13:30～14:30 座長：根本　裕司（ミズホ株式会社　　代表取締役社長）

　テーマ「スマート治療室SCOT（Smart　Cyber　Operating　Theater）」 �

　　演題1　IoT（もののインターネット化）を実現するスマート治療室SCOT 村垣　善浩（東京女子医科大学　　先端生命医科学研究所　教授）

　　演題2　オープンイノベーションを実現するOPeLiNKの開発 岡本　淳����（東京女子医科大学　　先端生命医科学研究所　講師）

　公開セミナーⅡ　　15:00～16:30 座長：根本　裕司（ミズホ株式会社　　代表取締役社長）

　テーマ「経済産業省の医療機器産業政策及び医工連携事業化推進事業」 �

　　　　　　経済産業省の医療機器産業政策及び医工連携事業化推進事業について 宮原　光穂（�経済産業省　商務・サービスグループ　ヘルスケア　　　　　
産業課　医療・福祉機器産業室　室長）

　　演題1　医工連携事業化推進事業医療機器開発支援ネットワーク事業について 宮内　利夫（�国立研究開発法人日本医療研究開発機構　　　　　　　　　
産業連携部　医療機器研究課　主幹）

　　演題2　注射薬・医療材料自動認識装置次世代機の開発・事業化 大隈　恵治（オオクマ電子株式会社　代表取締役社長）�

　　演題3　日本製HFO人工呼吸器の安全機能強化による海外事業展開 新田　一福（株式会社メトラン　代表取締役会長）

6
月
2
日
土

　公開セミナーⅢ　　13:00～14:00 座長：東　竜一郎（サクラ精機株式会社　代表取締役社長）

　テーマ「医療機器業公正競争規約並びに事例について」 �

　　�演題　��こんなときどうする？　規約の事例紹介 栁澤　佳紀（医療機器業公正取引協議会　事務局長）

基調
講演
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 メディカルショー出展企業一覧（55 社） （2018年4月2日現在）

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 ‥‥ E-8
一般財団法人国際医学情報センター ‥‥‥ C-8

さ
一般財団法人材料科学技術振興財団‥‥‥ B-3
サクラ精機株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ B-2
サラヤ株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ C-1
株式会社サン・システム ‥‥‥‥‥‥‥‥ E-2
シャープ株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ E-7
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ‥‥ A-4
ステリスジャパン株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥ E-5
スリーエム ジャパン株式会社‥‥‥‥‥‥‥ A-1
泉工医科工業株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥ D-1
ソルブ株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ C-5
た

大正医科器械株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥ D-10
株式会社タカゾノ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ D-3
中央電子株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ D-4
チヨダエレクトリック株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥ B-8
帝人株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ C-6
株式会社トータルメディカルサプライ ‥‥‥‥ D-7
トレンドマイクロ株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥ C-2

な
ニールメッド株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ C-3
株式会社ニチオン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ B-5
ニプロ株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ D-8
一般社団法人日本医療機器学会 ‥‥‥‥‥ F-2
は

株式会社日立システムズ ‥‥‥‥‥‥‥‥ D-2
株式会社ＶＩＰグローバル ‥‥‥‥‥‥‥ D-12
福島県‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ E-10
ま

三浦工業株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ E-9
ミズホ株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ D-6
村中医療器株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ B-1
株式会社名優‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ B-11
株式会社メッツ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ B-4
メディア株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ E-6
メディアスホールディングス株式会社 ‥‥‥ C-9
株式会社メディエート ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ B-7
や

山田医療照明株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥ B-6
株式会社ユニタック ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ C-4

（50音順）

あ
株式会社アークレイファクトリー ‥‥‥‥‥ D-11
株式会社アスカメディカル ‥‥‥‥‥‥‥‥ A-9
アトムメディカル株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥ D-5
アムテック株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ A-5
アルフレッサ ファーマ株式会社 ‥‥‥‥‥‥ A-2
乾商事株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ A-7
医療機器業公正取引協議会 ‥‥‥‥‥‥‥‥ F-1
株式会社インボディ・ジャパン ‥‥‥‥‥ C-11
株式会社ウドノ医機 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ E-1
株式会社エバ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ A-6
株式会社エフスリィー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ E-4
株式会社エムイーテクニカ ‥‥‥‥‥‥‥‥ E-3
株式会社エムエス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ C-7
株式会社オーセンアライアンス ‥‥‥‥‥ B-10
か

株式会社化合物安全性研究所‥‥‥‥‥‥ A-3
キッコーマンバイオケミファ 株式会社 ‥‥ C-10
キヤノンライフケアソリューションズ株式会社 ‥‥ D-9
クリーンケミカル株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥‥ B-9
ケイセイ医科工業株式会社 ‥‥‥‥‥‥‥ A-8

当社は以下のブースに出展しています。
No.
出展会社名

展示会場内でのカメラ・ビデオ撮影は禁止します。 展示会場内は全面禁煙
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参加登録受付

基礎小間　ミニブース　　　　 （2ｍ×1ｍ）　　５小間
        　スタンダードブースA（2ｍ×2ｍ）　４８小間
        　スタンダードブースB（3ｍ×3ｍ）　５６小間

メディカルショージャパン2018　展示会場小間割
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医工連携から生まれた
製品展示

医療用機能・
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サ
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単回使用
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学会大会会場

一般社団法人

会場の
ご案内

〒220-0012
横浜市西区みなとみらい1－1－1
URL:http://www.pacifico.co.jp

電車・徒歩
（みなとみらい線）みなとみらい駅
（JR・市営地下鉄）桜木町駅

徒歩約3分
徒歩約12分

バ　ス
桜木町駅前バスターミナルより、
　　　　　  パシフィコ横浜方面行きで約7分

展示会場（展示ホールD）

P1

開催時間 5月31日木 6月1日金 6月2日土
10:30

〜11:00
低温蒸気ホルムアルデヒド（LTSF)滅菌について
㈱ウドノ医機

11:00
〜11:30

海外展開をお考えの企業様へ、弊社のリソースを活用く
ださい。
㈱アークレイファクトリー

医療施設における照明環境について
山田医療照明㈱

11:30
〜12:00

医療産業先進県ふくしまからの御提案3！
福島県

「感染防止ソリューションのご紹介〜当社の取り組
み〜」
チヨダエレクトリック㈱

12:00
〜12:30

新型ハイブリッド滅菌器のご紹介
ゲティンゲグループ・ジャパン㈱ 

ステラッドの新しいテクノロジー
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ASP事業部

12:30
〜13:00

滅菌管理システムの重要性（医療安全と感染管理）
㈱サン・システム

13:00
〜13:30

医療機器・生体試料の分析事例をご紹介
〜 TOF-SIMSのイメージングを中心に研究開発に役立つ分析
をご提案します〜
(一財）材料科学技術振興財団

ATP+ADP+AMPふき取り検査の活用について
キッコーマンバイオケミファ㈱

13:30
〜14:00

画像情報による手術器械管理システム
㈲東奥電気

手術器材滅菌・洗浄管理システム/手術中 術野内 
手術器材出入り管理システム
㈱メッツ

医療分野におけるICタグ活用の可能性
帝人㈱

14:00
〜14:30

「体内糖バランスの提案」
桐生電子開発(同)

ミウラの洗浄・滅菌システム提案
三浦工業㈱

日本の医療機器の歴史を訪ねて（14:00〜14:40）
注2
(一財）日本医科器械資料保存協会

14:30
〜15:00

業務負担の軽減と医療安全に貢献
MediRound製品のご紹介
マルマンコンピュータサービス㈱

医療産業先進県ふくしまからの御提案4！
福島県

15:00
〜15:30

医療産業先進県ふくしまからの御提案1！
福島県 

レーザー治療機について
㈱ユニタック

15:30
〜16:00

医療産業先進県ふくしまからの御提案2！
福島県

「患者の尊厳を貴ぶと患者移乗にはホバーマット」
− スタッフと患者の安全・安楽を究める −
㈱名優

16:00
～16:30

IoTを活用した医療機器遠隔一元監視により実現
するこれからの医療
㈱日立システムズ

日本の医療機器の歴史を訪ねて（16:00〜16:40）
注1
(一財）日本医科器械資料保存協会

16:30
～17:00

企業プレゼンテーション時間割表
会期中、出展社によるプレゼンテーションを開催します。出展各社から展示内容について詳しい説明が聞けるチャンスです。是非ご参加ください。

※発表者の都合により、プレゼンの中止またはプレゼンの演題名が変更になることもありますので、予めご承知おきください。　　　　　 （2018年4月2日現在）
注1）ビデオ放映の予定です。
注2）6月1日に放映する内容と同一です。

聴講は無料です




