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:30 開会の

:35 各関連学会の認定

座長 佐藤 明先生（筑波大学医学医療系

コメンテーター 

    林田 俊子先生（水戸協同病院

:40 1.「導出

13:55 2.「抹消血管カテーテ治療（

14:10 3.「当院のロータブレーター導入における取り組み

:25 4.「A 病院における

14:40                           

:50 5.「エコーガイド下

15:05 6.「Angio

15:20 7.「当院におけるカテ室での臨床工学技士の役割

14:35 8.「当院

15:50                           

16:00 基 調
座長

        

 

筑波大学

16:50 閉会の辞
 

平成
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茨城カテーテル治療コメディカル

事務局 :筑波大学附属病院

mail：ibarakiictcw@yahoo.co.jp

http://iccf.web.fc2.com/index.html

       

 

 

開会の辞 

各関連学会の認定

明先生（筑波大学医学医療系

 宮田 忠明先生（水戸済生会

俊子先生（水戸協同病院

導出 18 誘導心電図が有用と考えられた急性心筋梗塞

若狭 伸尚
抹消血管カテーテ治療（

石橋 智通
「当院のロータブレーター導入における取り組み

荒木 健太
病院における

安藤 里花

                          

エコーガイド下 
木村 祥子先生

Angio 室における

廣澤 直人先生

当院におけるカテ室での臨床工学技士の役割

山田 圭太先生

当院における心臓カテーテル検査介助の現状と今後の課題
白石 香織先生

                          

調 講 演
座長 野口 祐一

筑波大学 循環器

閉会の辞 大山

平成 27 年

お問い合わせ先                

茨城カテーテル治療コメディカルフロンティア

筑波大学附属病院  医療機器管理センター内

ibarakiictcw@yahoo.co.jp

http://iccf.web.fc2.com/index.html

各関連学会の認定資格の報告

明先生（筑波大学医学医療系

先生（水戸済生会

俊子先生（水戸協同病院 看護部）

誘導心電図が有用と考えられた急性心筋梗塞

伸尚先生(土浦協同病院
抹消血管カテーテ治療（EVT

智通先生(筑波メディカルセンター病院
「当院のロータブレーター導入における取り組み

健太先生(筑波大学附属
病院における Door to balloon time

里花先生(筑波メディカルセンター病院

                          

 浅大腿動脈の血管内治療
先生（水戸協同病院

室における ComedicalStaff

先生（水戸済生会総合

当院におけるカテ室での臨床工学技士の役割

先生（小山記念病院

における心臓カテーテル検査介助の現状と今後の課題
先生（国立病院機構

                          

演 

祐一先生 （筑波メディカルセンター病院

循環器不整脈学寄附

大山 高一先生（筑波大学附属病院

 

年 10

               

フロンティア研究会

医療機器管理センター内

ibarakiictcw@yahoo.co.jp           

http://iccf.web.fc2.com/index.html        

〇会費：コメディカル￥

の報告 縮 恭一先生

一般

明先生（筑波大学医学医療系 循環器内科准教授

先生（水戸済生会総合病院 

看護部） 田中 雅博先生（

誘導心電図が有用と考えられた急性心筋梗塞

土浦協同病院 臨床検査部
EVT）における術前画像の活用法について

筑波メディカルセンター病院
「当院のロータブレーター導入における取り組み

大学附属病院
Door to balloon time の現状

メディカルセンター病院

                          休憩

浅大腿動脈の血管内治療
水戸協同病院 検査部） 

ComedicalStaff に対する被ばく低減の試み
水戸済生会総合病院 放射線技術科

当院におけるカテ室での臨床工学技士の役割
小山記念病院 臨床工学科

における心臓カテーテル検査介助の現状と今後の課題
国立病院機構 水戸医療センター

                          休憩

（筑波メディカルセンター病院

不整脈学寄附講座教授

（筑波大学附属病院

10 月 4

                 認定資格

研究会     CVIT

医療機器管理センター内      日本 IVR

        日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構

        日本不整脈

〇会費：コメディカル￥

つくば国際会議場（２Ｆ中ホール・定員

恭一先生（筑波大学附属病院

一般 演 題 発

循環器内科准教授

 臨床検査科）

雅博先生（東邦大学医療センター大森病院

誘導心電図が有用と考えられた急性心筋梗塞

臨床検査部) 
における術前画像の活用法について

筑波メディカルセンター病院 
「当院のロータブレーター導入における取り組み」 

病院 医療機器管理センター
の現状」 

メディカルセンター病院 

休憩 

浅大腿動脈の血管内治療 ～当院における現状と工夫～
 

に対する被ばく低減の試み
放射線技術科） 

当院におけるカテ室での臨床工学技士の役割」 

臨床工学科） 

における心臓カテーテル検査介助の現状と今後の課題
水戸医療センター 看護部

休憩 

（筑波メディカルセンター病院

講座教授 野上
（筑波大学附属病院 放射線部

4 日（日

認定資格の更新講習会として

CVIT 認定 心血管インターベンション技師（

日本 IVR 学会・CVIT

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構

不整脈心電学会認定

〇会費：コメディカル￥

つくば国際会議場（２Ｆ中ホール・定員

 

（筑波大学附属病院 医療機器管理センター）

発 表 

循環器内科准教授） 梅津 

臨床検査科） 鈴木 あゆみ先生（茨城県立中央病院

東邦大学医療センター大森病院

誘導心電図が有用と考えられた急性心筋梗塞 2 症例」 

 
における術前画像の活用法について

 放射線技術科

医療機器管理センター

 看護部) 

～当院における現状と工夫～

に対する被ばく低減の試み」 

 

における心臓カテーテル検査介助の現状と今後の課題」 

看護部） 

（筑波メディカルセンター病院 副院長

野上 昭彦
放射線部）  解散（アンケート回収）

日） 

更新講習会として承認されております。

血管インターベンション技師（

CVIT 合同認定 インターベンションエキスパートナース

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構

認定 心電検査技師

〇会費：コメディカル￥1,000 メディカル￥

つくば国際会議場（２Ｆ中ホール・定員

13

医療機器管理センター）

 努先生（筑波大学附属

あゆみ先生（茨城県立中央病院

東邦大学医療センター大森病院

 

における術前画像の活用法について」 

放射線技術科) 

医療機器管理センター) 

～当院における現状と工夫～」 

副院長） 

昭彦先生 

解散（アンケート回収）

されております。各学会

血管インターベンション技師（ITE） 出席：

インターベンションエキスパートナース

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構

検査技師 出席：10 単位

メディカル￥

つくば国際会議場（２Ｆ中ホール・定員

13 時 30

医療機器管理センター） 

努先生（筑波大学附属

あゆみ先生（茨城県立中央病院 

東邦大学医療センター大森病院/筑波記念病院

解散（アンケート回収） 

各学会のホームペー

出席：5 単位 

インターベンションエキスパートナース

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構 出席：

単位 

メディカル￥2,000 

つくば国際会議場（２Ｆ中ホール・定員

30 分～17

努先生（筑波大学附属病院 看護部）

 放射線技術科）

筑波記念病院 臨床工学部

ホームページにてご確認下さい。

インターベンションエキスパートナース（INE） 出席：

出席：1 単位 

2,000 企業￥3,000

つくば国際会議場（２Ｆ中ホール・定員 200

17 時 00

看護部） 

放射線技術科） 

臨床工学部） 

ご確認下さい。         

出席：10 単位 

,000 

200 名） 

00 分 



会場周辺地図・駐車場のご案内 

 

 

つくば駅 A3 出口を出て、バスロータリーに沿って右に進み、階段を上り、遊歩道を直進およそ 800m。 

 

 

 

※案内に指定されている駐車場に止めた方は無料駐車券を配布いたします。 

○共催 ：CVIT 関東甲信越地方会、日本メドトロニック株式会社、株式会社アステック


