第２８回東北アフェレシス研究会・技術講習会
《 プログラム 》
日

時

：

平成３０年 ３月 ３日（土）
技術講習会 10:00 ～ 11:35
研 究 会 11:35 ～ 16:05

会

場

：

江陽グランドホテル

５階

鳳凰の間

仙台市青葉区本町２丁目３－１
ＴＥＬ：０２２－２６７－５１１１

【アクセス】 ●最寄り駅

JR 仙台駅より徒歩約 15 分

タクシー約 5 分

地下鉄 広瀬通り駅下車 西－１出口前徒歩 1 分

参加費：3,000 円（情報交換会参加費込み）

学生無料

[取得可能単位]
日本アフェレシス学会認定制度 ４単位
日本臨床工学技士会専門臨床工学技士認定制度 ３単位
透析技術認定士制度 ４単位
慢性腎臓病療養指導看護師 ４単位
共

後

催 ： 東北アフェレシス研究会
公益財団法人 宮城県腎臓協会
旭化成メディカル株式会社
株式会社カネカメディックス
川澄化学工業株式会社
東レ・メディカル株式会社
鳥居薬品株式会社
扶桑薬品工業株式会社
援 ： 一般社団法人 宮城県臨床工学技士会

第１７回技術講習会プログラム

10:00～10:05 技術講習会開催の辞
医療法人仁ノ会 鏡石クリニック
臨床工学技士 鈴木和人

10:05～10:35 技術講習会

司会：医療法人仁ノ会 鏡石クリニック
臨床工学技士 鈴木和人

１）

『

レミッチ OD 錠 2.5μｇ
講

師 ：

有効性と安全性について 』

鳥居薬品株式会社 仙台支店

今西恒太

２） 『 エバキュアプラスによる選択的血漿交換（SePE）について 』
講 師

： 川澄化学工業株式会社 営業第一部 仙台営業所 安達弘毅

３） 『 エンドトキシン吸着カラム トレミキシンの臨床効果 』
講 師

： 東レ・メディカル株式会社
東京営業部

10:35～11:35 技術講習会

学術担当

医療材事業部門

青木 一隆

教育講演Ⅰ
司会：ふくしま医療機器産業推進機構
安全性評価部 生物試験課
臨床工学技士 西勝 光紀

『エンドトキシン吸着療法の治療戦略 ～最近の知見とこれからの動向～』

東邦大学医療センター大橋病院

臨床工学部

岡本 裕美 先生

第２８回東北アフェレシス研究会プログラム

11:35～11:40 開会の辞

第 28 回東北アフェレシス研究会 当番世話人
山形大学医学部 内科学第二講座 上野 義之

11:40～12:10 一般演題Ⅰ（３演題）

座長：秋田大学大学院医学系研究科 病態制御医学系
救急･集中治療医学講座
中永 士師明

1）『血液製剤適正使用のためのマニュアル作成について』
八戸市立市民病院
和田遼太，小笠原智司，松本真，中村友哉，畑林絵梨香，小橋秀一．

2）『マニュアルに基づいた血漿交換療法を経験して』
八戸市立市民病院
松本真，小笠原智司，和田遼太，中村友哉，畑林絵梨香，小橋秀一．

3）『クライオフィルトレーション施行直前に血漿冷却回路が破損した一例』
弘前大学医学部附属病院
鈴木裕樹, 大平朋幸, 大湊千夏子, 小笠原順子, 後藤武．

12:10～12:40 一般演題Ⅱ（３演題）

座長：弘前大学大学院医学研究科

地域医療学講座
中村 典雄

4) 『LCAP の抗凝固剤をヘパリンに変更して』
山形市立病院済生館 ME センター
橋本貴礼，中村樹子，杉山道明，小澤衣里，荒井哲次．

5）『潰瘍性大腸炎に対する血球成分除去療法における回路内凝固因子に関する検討』
大崎市民病院
由利信幸，遠藤完，宮澤恵実子，杉浦章．

6）『当院における AN69ST 膜の使用経験』
秋田大学医学部附属病院 臨床工学センター1)
秋田大学血液・腎臓・膠原病内科 2）

秋田大学大学院医学系研究科救急 集中治療医学講座 3）
三浦亜矢子 1)，山下鷹他 2），奥山学 3），古屋智規 2)，中永士師明 2)．

12:40～13:10 一般演題Ⅲ（３演題）

座長：岩手医科大学泌尿器科学講座
腎・血液浄化療法学分野
阿部 貴弥

7）『持続的血液濾過透析・人工呼吸器管理による集学的治療を行い救命し得た重症アルコール
性肝炎の 1 例』
岩手医科大学医学部内科学講座 消化器内科肝臓分野
鈴木悠地，岡田洋平，阿部珠美，鈴木彰子，柿坂啓介，滝川康裕．

8）『術後抗生剤（セファゾリン Na）による肝機能障害と血小板減少症に対して血漿交換療法を
施行した１例』
寿泉堂綜合病院 泌尿器科 1)，同臨床工学科 2)
寿泉堂クリニック 臨床工学 3)，同泌尿器科 4)
百瀬昭志 1)，矢部通裕 1)，千葉茂寿 1)，吉田増太郎 2)，鈴木直大 3)，皆川敦 3)，村松祐希 3)，佐藤知
香 3)，橋本茂 3)，熊川健二郎 4)，白岩康夫 4)．

9）『血漿交換にて改善した急性肝不全昏睡型（亜急性）の 1 例』
山形大学医学部内科学第二講座
野上健，奧本和夫，仁科武人，水野恵，冨田恭子，芳賀弘明，上野義之．

13:10～14:00 情報交換会

《 ５階 鳳凰（ほうおう）の間 》

14:00～15:00 特別講演

座長：山形大学医学部

『

内科学第二講座

炎症性腸疾患における血球成分除去療法の実際

秋田赤十字病院附属

上野

義之

』

あきた健康管理センター 飯塚 政弘 先生

15:00～15:30 一般演題Ⅳ（３演題）

座長：独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院
腎臓疾患臨床研究センター
木村 朋由

10）『川崎病に対する緩徐血漿交換（SPE）+ CHDF の施行経験』
山形大学医学部附属病院臨床工学部 1），山形大学医学部内科学第一講座 2），山形大学医学部腎泌尿器
外科学講座 3）
杉山陽子 1），斎藤大樹 1），田中隆昭 1），石山智之 1），吉岡淳 1），市川一誠 2），土谷順彦 3）．

11）『難治性成人 Still 病に対し PE を施行した２例』
東北大学病院 診療技術部臨床工学部門 1)，同血液浄化療法部 2)，同血液免疫科 3)
小笠原亮太 1)，阿部俊宏 1)，小林淳 1)，小松亜紀 1)，佐々木俊一 1)，菊地昭二 1)，秋保真穂 2)，
福士太郎 2)，吉田舞 2)，藤倉恵美 2)，宮崎真理子 2)，白井剛志 3)，石井智徳 3)．

12）『当院で選択的血漿交換（SePE）を施行した 2 症例』
東北大学病院 診療技術部臨床工学部門 1)，同血液浄化療法部 2)
阿部俊宏 1)，小林淳 1)， 小松亜紀 1)，佐々木俊一 1)，菊地昭二 1)，藤倉恵美 2)，山本多恵 2)，
宮崎真理子 2)．

15:30～16:00 一般演題Ⅴ（３演題）

座長：東北大学大学院医学系研究科
腎・高血圧・内分泌学分野
宮崎 真理子

13）『血漿交換療法が奏効し運動機能の改善を認めた小児急性散在性脳脊髄炎の重症例』
宮城県立こども病院 総合診療科
高橋俊成，佐々木太郎，稲垣徹史．

14）『酢酸セルロースビーズへの顆粒球・単球吸着と補体活性化との関連』
山形大学医学部 内科学第二講座
西瀬祥一，阿部靖彦，佐々木悠，上野義之．

15）『当院における過去 7 年間の血漿交換療法の検討』
山形大学医学部附属病院 第一内科 1) ，同臨床工学部 2)

荒海光良 1)，市川一誠 1)，大山みどり 1)，近壮一朗 1)，松木絵里 1)，渡部紗由美 1)，樺澤麻実
1)

，鈴木奈都子 1)，杉山陽子 2)，土谷順彦 2)，渡辺昌文 1)．

16:00～16:05 閉会の辞

