
詳しくは，裏面および Webをご覧下さい。　http://hce.umin.jp/

Program

第28回

血液浄化セミナー
　-透析技術の中級編-

主催　一般社団法人 兵庫県臨床工学技士会

後援　公益社団法人 日本臨床工学技士会

日　時　2019年 2 月 17 日(SUN)
　　　　10:00～ (9:30 受付開始)

会　場　兵庫医科大学 平成記念会館
　　　　　　〒663-8124 西宮市小松南町2-6

Ⅰ. 心電図の先を見る
10:00 ～ 11:00 司会　福井 隆一 （昭生病院）

関西医科大学香里病院 腎臓病センター 熊山 義久 先生

11:10 ～ 12:10 司会　岸本 佳久 （野瀬病院）

Ⅱ. 当法人の透析看護における医療・介護・地域連携の現状
星晶会 あおい病院 小島 昭彦 先生

13:50 ～ 14:30 司会　秋山 茂雄 （住吉川病院）

Ⅳ． 透析施設の災害対策 ～西日本豪雨災害にてJHAT先遣隊に参加し見えた課題～

宮本クリニック 重松 武史 先生

14:40 ～ 16:50 司会　中村 拓生 （明石市立市民病院） / 城木 章年 （住吉川病院） 

2. どうやって使う間歇補液，IHDFの有用性

京都民医連第二中央病院 情報システム部/川端診療所 臨床工学部 藤井 耕 先生

3. 吸着型血液浄化器リクセルと各種血液浄化療法の施行目的を考える

元町HDクリニック 森上 辰哉 先生

1. On Line HDFの有効性について

桃仁会病院 鈴木 尚紀 先生

4. 質問＆意見交換

Ⅴ. 透析＋αの治療法を学ぼう！そして，合併症対策に役立てよう！

Ⅲ. ランチョンセミナー　共催 東亜ディーケーケー株式会社

12:30 ～ 13:30 司会　楢村 友隆 （東亜大学）

医療法人偕行会　透析事業本部 田岡 正宏 先生

 2. エンドトキシン測定を再考する -生物発光方式によるエンドトキシン測定の紹介-

 1. 生物発光式エンドトキシン測定装置ルミニッツ-ETの紹介

東亜ディーケーケー株式会社
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兵庫医科大学
平成記念会館

第 28 回

 血液浄化セミナー
中級編

ご挨拶

 この度， 兵庫県臨床工学技士会において， 第一線でご活躍されています先生方をお迎えした 「血液浄化セミナー」
を開催いたします。 本セミナーは透析医療に携わるスタッフ全てを対象とした内容となっておりますので， 職種を問わ
ず多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
 なお，本セミナーは， 【血液浄化専門臨床工学技士受験資格・更新単位 8単位】 【慢性腎臓病療養指導看護師受験資格・
更新ポイント 3 ポイント】 【MDIC 認定更新ポイント 10 ポイント】 が取得可能となっております。 定員が 400 名となってお
りますので， 定員になり次第申し込み受付は締め切らせていただきます。 あらかじめご了承下さい。

日時 ・ 場所 ・ 参加費 ・ 定員

日　時 ： 2019 年 2 月 17 日 （日） 9:30 ～受付開始

場　所 ： 兵庫医科大学 平成記念会館 （〒663-8124 西宮市小松南町 2-6）

参加費 ： 兵庫県臨床工学技士会 会員 ・ 学生 1,000 円　/　一般 5,000 円

定　員 ： 400 名 〔申込み〆切 2月 5日 （火）〕

取得可能単位

・血液浄化専門臨床工学技士受験資格 ・更新単位８単位が取得できます。
・ 慢性腎臓病療養指導看護師受験資格 ・更新ポイント 3 ポイントが取得できます。
・ MDIC 認定更新ポイント 10 ポイントが取得できます。

申込方法 ・ご案内

・参加ご希望の方は兵庫県臨床工学技士会 Web site （http://hce.umin.jp/） の 【申し込み登録フォーム】 から， お申
し込み下さい。

・ 兵庫県臨床工学技士会会員の方は， 該当欄にチェックを付けてください。
・ MDIC 認定更新ポイントが必要な方は， MDIC 認定 「有」 にチェックを付けて下さい。
・ 受講料 （テキスト代込み） は当日， 受付にてお支払いください。 テキストは当日配布いたします。
・ 受付は 11 時までとさせていただきます。 11 時以降の入場はお断りいたしますので， あらかじめご了承ください。
・ 座席により空調設備が十分に機能しない場合があります。 申し訳ありませんが， 体温調整しやすい服装でご参加く
ださい。

・ 天候や災害による公共交通機関の計画運休による中止および演者の都合による講演内容の変更等が生じる際には、
当会ホームページもしくは Facebook にて随時情報掲載させていただきますのでご確認下さい。

・ スライドの撮影や講演内容の録音および二次配布は禁止です。
・ クロークはございません。 あらかじめご了承ください。
・ 定員となり次第ホームページにその旨を掲載し， 【 申込み登録
フォーム 】 は削除いたします。

お問い合わせ

一般社団法人 兵庫県臨床工学技士会 事務局

 兵庫医科大学病院 臨床工学部内
  〒663-8501　西宮市武庫川町 1-1
 E-mail hce-office@umin.ac.jp
 Web http://hce.umin.jp
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