
神奈川カテ室コメディカル研究会　開催履歴（敬称略）

回 日時 会場 コメディカルビデオライブ 　基礎講演/特別講演 ディスカッション オブザーバー
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2011年7月30日（土）
14：00-18：00

ミューザ川崎
研修室4階

『私のカテ室』

<座長>
済生会横浜市東部病院
川﨑誠
<演者>
湘南鎌倉総合病院
診療放射線技師　江本昌臣
総合新川橋病院
臨床工学技士　和田明

【特別講演】
<司会>横浜栄共済病院　中川孝太郎
『今後のインターベンションンの展望』
横浜栄共済病院　循環器内科　道下一朗
『コメディカルに求めること』
総合新川橋病院　心臓血管センター　小山豊

[コメディカルディスカッション]
<座長>
横浜市立大学附属市民総合医療センター 石川栄ニ
総合新川橋病院 平松智子
『カテ室での役割 －今さら聞けないカテ室の話― 』
・看護師 島袋 朋子（湘南鎌倉総合病院）
・診療放射線技師 安田 光慶（昭和大学藤が丘病院）
・臨床検査技師 橘内 秀雄（菊名記念病院）
・臨床工学技士 政木 拓也（済生会横浜市東部病院）

－
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2012年2月4日（土）
14：00-18：00

ナビオス横浜
会議室2階

<座長>
横浜栄共済病院　中川 孝太郎
昭和大学藤が丘病院　安田 光慶

<演者>
横浜市立大学附属市民総合医療センター
診療放射線技師　坂野　智一

【特別講演】
『コメディカルのためのIVUS ～カテ室でできること～ 』
<演者>
府中恵仁会病院　循環器科　本江　純子

[パネルディスカッション]
<座長>
湘南鎌倉総合病院 島袋 朋子
総合新川橋病院 和田 明
『あなたの施設、カテの記録どうしてますか？』
・看護師　小林 由実（総合新川橋病院）
・診療放射線技師　丸山 雅裕（昭和大学横浜市北部病院）
・臨床検査技師　岩佐　真弓（菊名記念病院）
・臨床工学技士　川﨑　 誠 （済生会横浜市東部病院）

横浜市立大学附属市
民総合医療センター
遠藤光明

菊名記念病院
福田正浩
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2012年9月29日（土）
14：00-18：00

横浜ワールドポーターズ
6階　イベントホールA

<座長>
総合新川橋病院
堀切正貴

<演者>
済生会横浜市東部病院
臨床工学部　島田一生

【特別講演】
『至適PCIはFFRと供に』
<座長>
済生会横浜市東部病院　川﨑　誠
<演者>
東京医科大学病院　循環器内科　田中信大

[パネルディスカッション]
<座長>
総合新川橋病院　平松智子
横須賀市立うわまち病院　黒川和人
『急変時のカテ室の対応』
・レクチャー　総合新川橋病院　小山豊先生
・看護師　湘南鎌倉総合病院 島袋朋子
　　　　　　昭和大学横浜市北部病院 四宮沙織
　　　　　　横浜新都市脳神経外科病院　大沢千春
・診療放射線技師　横浜労災病院　岩澤亜矢子
　　　　　　　　　　　　総合新川橋病院　田倉寛恵
・臨床検査技師　大和成和病院　宮崎玲緒
・臨床工学技士　横須賀共済病院　大塩拓也
　　　　　　　　　　済生会横浜市東部病院　山田裕紀

茅ヶ崎市立病院
矢野 英人
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2013年2月23日（土）
14：00-18：00

【当番世話人】
・萩原充人
・安田光慶

横浜ワールドポーターズ
6階　イベントホールA

<総合司会>
横浜労災病院
放射線部　萩原充人

<演者>
横浜新都市脳神経外科病院
画像診療部　堀江亮太

【特別講演】
『OCTについて』
<演者>
①横浜市立大学附属市民総合医療センター
　放射線部 坂野智一
②横浜市立大学附属市民総合医療センター
　心臓血管センター 日比　潔

[シンポジウム]
<座長>
横浜労災病院　放射線部　岩澤亜矢子
総合新川橋病院　放射線科　田倉寛恵
『タイムアウトについて』
[趣旨説明・解説]
<演者>昭和大学藤が丘病院　放射線部　安田光慶
[タイムアウトの実際：3施設の現状]
<演者>
① 昭和大学藤が丘病院　放射線部　安田光慶
② ＮＴＴ東日本関東病院　血管検査室　吉中麻美子
③ 湘南鎌倉総合病院　ＭＥ科　梶原弘巳

横浜市立大学附属市
民総合医療センター
日比　潔

横浜労災病院
柚本和彦
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2013年8月31日（土）
14：00-18：00

【当番世話人】
・島袋朋子
・平松智子

神奈川県民ホール
6階 大会議室

コメディカルビデオライブ
「カテ室立ち上げまでの軌跡（準備・教育・運
用）」

＜座長＞
湘南鎌倉総合病院 看護部 島袋 朋子
＜演者＞
麻生総合病院 看護部 中村 康雄

【特別講演】
『PCI最前線・ケアの着眼点』
＜座長＞
湘南鎌倉総合病院 看護部 斎藤 清美
＜演者＞
東海大学付属病院　吉町文暢

シンポジウム
「ベテランはどう指導し、新人は何を学ぶか」
＜座長＞
総合新川橋病院 看護部 平松 智子
横浜市立大学附属市民総合医療センター 看護部 澤内 あかり

循環器基礎セミナー
①診療放射線技師「冠動脈の見方、被曝について」
＜演者＞
昭和大学藤が丘病院 放射線部 先山 耕史
②臨床工学技士「デバイスの基礎（カテーテル、バルーン、ステン
ト）」
＜演者＞
横浜旭中央総合病院 臨床工学科 小桑 一平
③臨床検査技師「心エコーの読み方」
＜演者＞
菊名記念病院 臨床検査科 伊藤 真奈美
④看護師「術前・術後の看護ケア、安静度に関すること」
＜演者＞
総合新川橋病院 看護部 小林 由実

聖マリアンナ医科大学
循環器内科　金剛寺
謙
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2014年2月15日（土）
14：00-18：00
（大雪の翌日）

【当番世話人】
・中川孝太郎
・和田明

横浜市教育会館
4階ホール

カテ室ビデオライブ

＜座長＞
総合新川橋病院　臨床工学科　和田　明
＜演者＞
横浜労災病院　放射線部　岩澤　亜矢子

【基礎講演】
『IABPの基礎について～導入から集中治療室での管理ま
で～』
＜座長＞
横浜栄共済病院　ME科　中川 孝太郎
＜演者＞
駿河台日本大学病院　臨床工学技士室　三木 隆弘

【特別講演】
『急性冠症候群の心電図診断』
＜座長＞
横浜市立大学附属市民総合医療センター
放射線部　坂野 智一
＜演者＞
横浜市立大学附属市民総合医療センター
心臓血管センター　小菅 雅美

シンポジウム
＜座長＞
湘南鎌倉総合病院　看護部　島袋 朋子
→総合新川橋病院　看護部　平松智子
総合新川橋病院　臨床工学科　和田 明

① 看護師『患者情報の共有～看護師の視点から～』
＜演者＞総合新川橋病院　看護部　酒井 史（INE）
② 診療放射線技師
『カテ室内における被曝低減への取り組み～チーム医療として～』
＜演者＞昭和大学藤が丘病院　放射線部　安田 光慶
③ 臨床工学技士『当院カテ室におけるデータ記録及び管理』
＜演者＞済生会横浜市東部病院　臨床工学部　笹岡 俊介
④総合討論、質問回答コーナー

横浜新都市脳神経外
科病院　循環器内科
芦田和博
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2014年8月30日（土）
14：00-18：00

【当番世話人】
・橘内秀雄
・永井美枝子

『肢(あし)は第２の心
臓です！』～肢につ
いて考える～

崎陽軒
ヨコハマジャスト1号館 8
階

コメディカルビデオライブ
座長：横浜労災病院　放射線部　岩澤 亜矢子
演者：神奈川県立循環器呼吸器病センター
放射線科　佐藤 貴文

特別講演
「コメディカルがいないと始まらないＥＶＴ」
座長：菊名記念病院　臨床検査科　伊藤 真奈美
演者：菊名記念病院　心臓血管センター　宮本 明

基礎講演
「エコーガイドＥＶＴのコツを教えます」
座長：済生会横浜市東部病院　臨床検査部　永井 美枝子
演者：菊名記念病院　臨床検査科　橘内 秀雄

シンポジウム
『ＥＶＴにおけるコメディカルの役割』
座長：済生会横浜市東部病院 臨床検査部 永井 美枝子/総合新川
橋病院 看護部 平松 智子
① 臨床検査技師「ＡＢＩについて」
演者：菊名記念病院　臨床検査科　久保田 ちひろ
② 診療放射線技師「画像について」
演者：昭和大学藤が丘病院　放射線部　先山 耕史
③ 臨床工学技士「ＣＲＯＳＳＥＲの使用経験」
演者：菊名記念病院　臨床工学科　大友 憲昭
④ コーディネーター（看護師）「ＱＯＬについて」
演者：総合新川橋病院　心臓血管センター　鈴木 樹子
⑤ コーディネーター（事　務）「ＱＯＬについて」
演者：菊名記念病院　循環器内科　奥山 由美
⑥総合討論、質問回答コーナー

神奈川県立循環器呼
吸器病センター 循環
器内科　福井和樹
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2015年2月28日（土）
14:00-18:00
【当番世話人】
・萩原充人
・先山耕史

神奈川県民ホール
6階　大会議室

「心カテ室での急変時対応訓練」
演者：横浜市立市民病院　画像診断部　菊池
晴雄

特別講演
「エキシマレーザーを用いた冠動脈インターベーション」
座長：昭和大学藤が丘病院　放射線部　先山　耕史
演者：東海大学医学部附属病院　循環器内科　中澤　学

ザ談会　本音トーク　みんなで話そう
総合新川橋病院　心臓血管センター　林　英次郎
横浜市立大学附属市民総合医療センター　放射線部　坂野　智一
東海大学医学部附属病院　臨床工学技術科　小島　優
聖マリアンナ医科大学病院　看護部　藤野　絹代

最近の話題より　MRI対応のデバイスの取扱い
①臨床工学士から「条件付きMRI対応　ICD植込み患者のMRI撮像を
経験して」
演者：横浜労災病院　臨床工学士　徳留　大剛
②放射線技師より「条件付きMRI対応　デバイス----事故を起こさな
いために----」
演者：横浜栄共済病院　放射線技術科　高橋　光幸

横浜労災病院　循環
器内科　福澤　朋幸
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2015年8月29日（土）
14:00-18:00
【当番世話人】
・平松智子
・島袋朋子

神奈川県民ホール
6階　大会議室

コメディカルビデオライブ　「1人カテナースの奮
闘」
演　者：湘南東部総合病院　看護師　松本康宏
座　長：総合新川橋病院　看護師　小林由美

「ＰＣＩの基礎から知ろう！　穿刺～退室まで」
演　者：湘南鎌倉総合病院　循環器科　水野真吾
座　長：総合新川橋病院　看護師　平松智子

ワークショップ「みんなで検討しよう！～こんな時どうしてる？～」

※ケーススタディ　1、緊急カテーテル
※ケーススタディ　2、カテ中の急変

コメンテーター：川崎幸病院　看護師　新井淳一郎
　　　　　　　　　昭和大学藤が丘病院　放射線技師　先山耕史
　　　　　　　　　済生会横浜市東部病院　臨床工学士　川崎誠
　　　　 座 長　：横浜栄共済病院　臨床工学士　中川孝太郎
　　　　　　　　　湘南鎌倉総合病院　看護師　島袋朋子

湘南鎌倉総合病院
循環器科　水野真吾


