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1. 非接地配線方式における地絡電流警報の作動点検機器の作製
　 堀　純也（岡山理科大学）

2. 病院における電気設備の調査報告
　 小玉　敦（（株） 久米設計）

3. 漏電事故の対応向上　－漏電表示ブレーカーの採用と検証－
　 高田　俊尚（富士重工業健康保険組合太田記念病院）

4. 自動火災報知設備のトラブルを経験して
　 伊達　時男（（医社）陽正会 寺岡記念病院）

■ 電気設備等
座長：塚見　史郎（（株）日建設計）

 9. 医療施設におけるスピーチプライバシー対策の考え方と事例
　   山川　高史（ヤマハ（株））

10. 急性期病棟における騒音に関する研究
　    横山　治生（田島ルーフィング（株））

11. 認知症高齢者の周辺症状に対する高周波音の効果に関する研究
　   小林　純（（株）竹中工務店）

12. 西葛西・井上眼科病院におけるユニバーサルデザインの取組み
　    鮫島　泰明（鹿島建設（株））

■ 施設計画１
座長：室殿　一哉（（株）佐藤総合計画）

一般演題学会長講演
■ 医療安全
一般演題

一般演題

10：00～11：00

11：00～12：00

25. 地球環境保全への貢献
　　　　　　 エネルギーマネジメントチームの結成
　    吉田　勝智（（医社）愛友会 伊奈病院）

26. 病院におけるBEMSを活用した
                           エネルギー分析と省エネについて
　    矢木　秀典（（株）関電エネルギーソリューション）

27. 飯田クリニックのスマートクリニックへの取り組みと運用状況
　    濵名　有紀（三建設備工業（株））

28. 病院施設における設備運用改善事例（省エネ・電力ピーク抑制）
　    三浦　正明（中部電力（株））

29. 佐久総合病院佐久医療センター
　　　　　　 －気候特性に配慮した環境設備計画―
　    菅原　華子（（株）日建設計）

■ 省エネルギー
座長：佐藤　勝美（HEAJ理事 東京ガス（株））

一般演題 14：30～15：45

30. 斜流及び高開口率無影灯による術野の高清浄化（その2）
　    鈴木　良延（TAC研究所）

31. 手術室の空調環境が体温管理に与える影響と対策
　   内田　聡（（株）セントラルユニ）

32. 手術室の多様性と可変化事例について
　    河越　健一（（株）セントラルユニ）

33. 手術部改修工事における検討事項
　    河尻　浩司（美和医療電機（株））

■ 手術部門
座長：辻　吉隆（HEAJ理事 （株）竹中工務店）

一般演題 14：30～15：30

21. 病院における天井放射冷暖房システムの適用について
　    桧物　友和（クボタシーアイ（株））

22. 床輻射空調の有効性
　    大庭　康宏（（株）亀山鉄工所）

23. 医療施設向け快適空調システム「MEDIFORT®」の実用化
　    宮崎　俊行（三機工業（株） 技術研究所）

24. 透析室の作業環境と療養環境を両立する
　　　　　　　　　　　空調システムに関する研究
　    辻　裕次（清水建設（株））

■ 空調設備１
座長：川合　満男（HEAJ理事 （株）日建設計）

一般演題 13：30～14：30

17. UVGIを利用した空調機の殺菌性能
　    井田　寛（（株）日本設計）

18. 異なる条件下における模擬手術中の手術室空気環境の比較検討
　    山田　容子（清水建設（株））

19. 集団感染機構の解明を目指す環境マイクロバイオームの動態計測
　    加藤　信介（東京大学生産技術研究所）

20. 感染症指定医療機関におけるエボラウイルス病対応の取り組み
　    黒須　一見（東京都保健医療公社荏原病院）

■ 感染制御１
座長：郡　明宏（HEAJ理事 鹿島建設（株））

一般演題 13：30～14：30

13. 高齢者入所施設事例からみた
　　　　　　　ニュークックチル導入の効果と要件
　    高麗　紀子（エレクター（株））

14. 置換換気による業務用厨房の省エネルギー環境改善手法
　    岡野　秀紀（ニチワ電機（株））

15. 再加熱カートで、安全で美味しい食事の提供
　    薮田　恵一（パナソニックヘルスケア（株））

16. 病院外における洗浄滅菌センターの可能性と計画要件
　    石橋　達勇（北海学園大学）

■ 供給部門
座長：木虎　久隆（HEAJ理事 関西電力（株））

一般演題 11：00～12：00

10：00～11：00

5. 離床起床センサー内蔵ベッド運用のための
         　　　　　　　　　アセスメントツール開発
　 山中　美和（（医財）興和会 右田病院）

6. 院内緊急コール体制における臨床工学技士の役割
　 田中　雄一（（医財）慈生会 野村病院）

7. 次世代型病院内搬送システムを用いた医療安全向上への取組み
　  遠藤　雅紀（（株）S＆Sエンジニアリング）

8. 医療機器事故事例から見たバーコード活用の有用性研究
　 竹下　有哉（名城大学）

座長：渡邉　亮一（HEAJ副会長 自治医科大学）

講師：北垣　和彦（大阪工業大学）

座長：梁瀬　鐵太郎（（株）三菱総合研究所）

■病院機能報告と地域医療計画

「2025年へのカウントダウン
              ―地域医療構想と診療報酬改定―」

■ロボットの未来とこれからのヘルスケア

「なぜ病院と介護施設は変われないのか?
―ロボティクスとデザインによる改革の提案―」

10：00～12：00 10：00～12：00

座長：山崎　敏（HEAJ理事 立教大学）

■「持続可能な介護」を実践する
　　　　　　　　　　社会を目指して 

1．「人口減少・超高齢化を乗り切るための
　　　地域包括ケア・コンパクトシティ構想　
　　　　　　　　　　　　―財政の視点から―」
講師：小黒　一正（法政大学）

2．まちなか集積医療　―都市と医療の関係―
講師：豊田　奈穂（（公財）総合研究開発機構）

座長：小林　健一（国立保健医療科学院）

■手術部の設計ガイドラインと実状

1．「手術部門計画の現状と
      　　　　 設計ガイドラインの国際比較」
講師：郡　明宏（HEAJ理事 鹿島建設（株））

2．「省エネ・屋内環境品質（IEQ）から見る、
　　　　　厨房環境ガイドライン動向と国内最新事例」

1．「ゾーンコントロールによる、
　　　　手術室内スタッフと患者の温熱快適性の実現」

講師：町井　義生（（株）HALTON 代表取締役）
座長：赤沼　智香（（株）HALTON 戦略営業部）

3．「手術部ガイドラインと実際の手術室の実情」

2．「病院設備設計ガイドライン（空調設備編）
　　　　　　　　　　　　　の歴史と現在」

講師：河尻　浩司（美和医療電機（株））　

講師：鈴村　明文（HEAJ理事 （株）伊藤喜三郎建築研究所）

9：50～10：00
開会式

小室　克夫（学会長 HEAJ理事）

次期学会長挨拶
加藤　信介（HEAJ理事 東京大学生産技術研究所）

基調講演

1．「医療現場における医療・福祉機器の開発と課題
            ー人工心肺の自動制御装置と半自動動作する車椅子の開発例ー」 講師：百瀬　直樹（自治医科大学附属さいたま医療センター）

2．「人工股関節置換術支援における三次元スキャナの開発」 講師：若山　俊隆（埼玉医科大学）

3．「医療機器の特許権保護制度における今後の課題」 講師：中村　智広（（弁）フェアネス法律事務所）

4．「医療機器の審査体制及び単体プログラム規制」 講師：田村　祥一（（弁）フェアネス法律事務所）
 　　 遠藤　直哉（（弁）フェアネス法律事務所）

Luncheon Seminar

「地域コミュニティーでの緩やかな見守り
 －地域包括ケア時代のインターホンイノベーション－」

「中国医療施設の現状」

■欧州における手術室と給食厨房換気の最新動向
共催：アイホン（株） Luncheon Seminar 共催：（株）HALTON

1．「医療機関での無線LAN利用における
　　　　　　　　  可用性から見た問題点」
講師：花田　英輔（HEAJ理事 佐賀大学大学院）

講師：许　钟麟 中国建築科学研究院・教授

講師：沈　晋明 同済大学、教授・工学博士

座長：柳　宇 工学院大学建築学部建築学科 教授

2．「医療機関に侵入する電波と電磁ノイズ」
講師：石田　開（東京医療保健大学）

3．「電磁波シールド塗料の
　　　　　　  設計・特性とEMI/EMC対策」
講師：菅　武（藤倉化成（株））

4．「電磁波シールド繊維の特性と効果」
講師：久原　隆史（（株）アイワンズ）

■無線LANの安定利用を阻害する
　　　　　　　   設計不備と電磁ノイズ
座長：花田　英輔（HEAJ理事 佐賀大学大学院）

講師：Kim Hagström（HALTON Healthcare & Laboratories and Nordic, Development Director）

14：45～16：00HEAJ委員会特別企画 ※1

EMC・HEAJ共催セッション ※313：30～13：45

13：45～14：45

14：45～15：45

シンポジウム① シンポジウム③

座長：上坂　修（（株）ヘルスケアFM研究所）

■病院のファシリティマネジメント
                                     施設の維持管理

1．「病院のファシリティマネジメント
　　　　　　　　　　　　施設の維持管理」
講師：上坂　修（（株）ヘルスケアFM研究所）

2．「病院設備における統括管理者の役割」
講師：柴田　貴博（日本空調サービス（株））

3．「医療事務（職）としてのファシリティマネジメント」
講師：平沼　昌弘（（医財）石心会 埼玉石心会病院）

4．「病院ファシリティマネジメントへのいざない」
講師：森　佐絵（多摩医療PFI（株））

14：45～16：00

13：30～14：45 13：30～14：45

座長：中山　茂樹（HEAJ副会長 千葉大学大学院）

■労働人口減少時代における
　　　　　　医療福祉の労働生産性向上

1．「医療サービスにおける生産性をどう考えるか」
講師：寺崎　仁（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

2．「職員にとって魅力的な職場環境づくりへの道
　 　 －米国のマグネットホスピタルから学ぶこと－」
講師：勝山　貴美子（横浜市立大学）

シンポジウム②

10：30～12：00

10：00～10：30

講師：長澤　泰 HEAJ前副会長、HEAJ名誉会員
 工学院大学 理事・名誉教授
 東京大学 名誉教授

座長：小室　克夫 学会長

「病院建築・設備と
　　　　ホスピタルエンジニアリング」

講師：石井　富美
　　 （よどきり医療と介護のまちづくり（株） 取締役管理部長）

座長：谷口　尚弘（アイホン（株） 国内営業本部長）

Luncheon Seminar

「手術室空調環境と患者体温管理について」

共催：（株）セントラルユニ

講師：稲垣　喜三  鳥取大学医学部 教授
　　　　　　　　　（器官制御外科学講座、麻酔集中治療医学分野）
　　　　　　　　　 鳥取大学医学部附属病院中央手術部 手術部長 

座長：増田　順（（株）セントラルユニ 代表取締役社長）

講師：小室　克夫（HEAJ理事 聖路加国際大学）
座長：森村　潔（HEAJ会長 （株）森村設計）

「超高齢社会に立ち向かう
　　　　　ホスピタルエンジニアリング」

講演①

講演③

講演②

医工連携成果の権利化と製品化　―特許取得と薬事認証の壁を越えるために―

サテライトセッション 要事前申込み11月27日（金） 10：30～12：30
東京ビッグサイト 東6ホール 会場9　HOSPEX Japan 2015 会場内

座長：加納　隆（HEAJ理事 埼玉医科大学）

■サテライセッション参加方法
・ 事前申込み制（当学会に参加登録された方も事前申込みが必要です）
・ 参加費１，０００円　ただし、当学会の参加登録者は無料（学会参加章の提示要）です。
１） 事前申込み（当学会ホームページでＷＥＢ申込み）
２） 受付完了メール（自動配信）を当日ご持参
３） 参加費は、当日、セミナー会場前受付でお支払いください。　
なお、他の学会プログラムは、学会参加章の提示のみでご自由に参加できます。

補注） HEAJ　一般社団法人日本医療福祉設備協会
 ※１ ＨＥＡＪ委員会特別企画 主催：企画委員会
 ※２ ＨＥＡＪ委員会企画① 主催：医療福祉施設のエネルギー使用実態調査Ｗ．Ｇ．
 ※３ ＥＭＣ　 医療電磁環境研究会　
 ※４ ＨＥＡＪ委員会企画② 主催：人材育成委員会
 ※５ スクール　長テーブル＋椅子の会場設営形式
 ※６ シアター　長テーブルなし、椅子のみの会場設営形式

講師：武藤　正樹（国際医療福祉大学大学院）

座長：小室　克夫（HEAJ理事 聖路加国際大学）




