
A会場 （605号+606号 252席・スクール※5） B会場 （607号 126席・スクール）
11月26日（木） （第2日目） 
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Ｅ会場 （610号 100席・シアター）
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※都合により、講演（発表）が中止もしくは変更になる場合があります。　※当プログラムは、2015年8月31日時点のものです。　※最新のプログラム（演者、演題など）は、当学会ホームページでご確認ください。

 

10：00～12：00

38. 無償資金協力事業における医療機材の持続活用要因の検討
       辻　尭裕（アイテック（株））

39. 臨床工学技士の配置と活動による多職種連携について
       茅野　照久（（医財）慈生会 野村病院）
40. 病院におけるGS1個体識別番号管理システム実装
                           　　　　　　　　　 および運用方法       笠松　眞吾（福井大学）

41. ふくしま医療機器開発支援センターの整備について
       大越　正弘（福島県 商工労働部）

42. スマートフォンを利用した医療スタッフ所在管理システムの開発
       川邉　学（埼玉医科大学）

43. 民間Web病院検索サイトの医療広告・口コミ情報に関する研究
       石田　勝彦（名城大学）
44. 眼科医療機関のレーシック手術
                        ホームページ掲載内容に関する研究
       蟹江　徹（名城大学）
45. 病院ホームページにおける
                携帯電話使用緩和掲載に関する推移研究
       戸谷　恭太（名城大学）

■ 臨床工学1
座長：渡邉　匡史（HEAJ理事 ジョンソンコントロールズ（株））

一般演題

50. 病院清掃従事者から見た病院設備の考察
       亀岡　和徳（（株）リジョイスカンパニー）
51. 医療廃棄物の保管施設・容器に関する考察
       ー法を遵守した適正処理の推進ー
       五十嵐　和代（（一社）東京都産業廃棄物協会）
52. 当院におけるホスピタルエンジニアの位置づけ
　   ーJCIを経験してー
       高室　昌司（湘南鎌倉総合病院）
53. 病院内屋上緑化におけるみどりの維持管理を考える
       吉田　欣司（内山緑地建設（株））

■ ホスピタルエンジニア
座長：本多 敦（（株）日建設計）

一般演題

13：30～14：30

62. 近年の急性期病院における病棟平面の類型化に関する検討
       渡辺　玲奈（（株）竹中工務店）

63. 人の行動シミュレーションの開発と医療施設への展開
       菊池　卓郎（（株）竹中工務店 技術研究所）

64. 「行動可視化」によるエビデンス設計
　　－行動計測と行動シミュレーションー
       金子　弘幸（鹿島建設（株） 技術研究所）

65. 高齢者病棟の看護師動線調査
       古井　利和（清水建設（株））

■ 施設計画2
座長：加納　隆（HEAJ理事 埼玉医科大学）

一般演題

14：30～15：30

70. 室圧・気流制御の選定指針と室圧補正制御の技術開発
       石原　正也（アズビル（株））

71. 病院空調設備の気化式加湿器に対する衛生的評価とエネルギー分析
       松岡　紗矢佳（関西電力（株））

72. HEPAフィルタ交換前後における清浄度回復性能の検討
       曽我　仁（群馬大学医学部附属病院）

73. GHPとEHPによるハイブリッド空調システムの開発とその効果
       鈴木　将裕（東京ガス（株））

■ 空調設備2
座長：倉田　昌典（HEAJ理事 高砂熱学工業（株））

一般演題

15：30～16：30

82. 医療施設における水の使用量の実態（文献値との比較）
       油谷　康史（（株）久米設計）
83. 病院施設の一般衛生設備における震災対策提案
       豊福　達史（（株）西原衛生工業所）
84. バイオクリーン・バイオセーフティ実験施設の
 　　　　　　　　　計画と粉体の封じ込め性能評価
       齊藤　智（（株）竹中工務店 技術研究所）
85. CM導入で高品位の建物をつくる
       東　利彦（日建設計コンストラクション・マネジメント（株））

■ 衛生設備・その他
座長：酒井　順哉（HEAJ理事 名城大学大学院）

一般演題

14：30～15：30

74. 抗ウイルス性床材「ロンプロテクト」の開発
       富沢　秀行（ロンシール工業（株））

75. 抗ウイルス壁紙
       松本　宗樹（ロンシール工業（株））

76. 医療現場に求められる機能と壁面仕上げの提案
       作本　明彦（（株）サンゲツ）

77. 世界トップの高殺菌・消臭分解機能を実現した光触媒技術の開発
       原賀　久人（（株）フジコー）

■ 感染制御2
座長：平山　禎久（HEAJ理事 ピーエス（株））

一般演題

11：00～12：00

13：30～14：30

54. 高齢者が多い病棟におけるトイレでの転倒対策に関する研究
       賀来　尚孝（TOTO（株） 総合研究所）

55. 高齢者介護施設における食事姿勢と椅子に関する考察
       間瀬　樹省（ケアスタディ（株））

56. 多様な利用者の視点からみたロビーチェアに関する考察
       嶺野　あゆみ（（株）岡村製作所）

57. 介護施設における医薬品の適正使用の推進に向けて
       串田　一樹（昭和薬科大学）

■ 高齢者施設1
座長：石田　信之（HEAJ理事 アイテック（株））

講師：岩澤　由子（（公社）日本看護協会）

座長：梁瀬　鐵太郎（（株）三菱総合研究所）

一般演題

10：00～11：00

11：00～12：00

34. 高度な病院施設運営を支えるコミュニケーション・ツールの開発
       加藤　哲夫（アイネット・システムズ（株））

35. 事例にみる医療施設のBCP
       柳　雅夫（（株）久米設計）

36. 病院におけるエネルギーサービス事業の事例       
久本　修司（高砂熱学工業（株））

37. 病院経営における電源セキュリティ対策がもたらす効果
       江口　里佳（東京ガス（株））

■ FM・BCP
座長：横川　克彦（東京電力（株））

一般演題

46. 活動量を考慮した睡眠時快適温熱環境を提供するHEMS
       河野　翔貴（慶應義塾大学大学院）

47. 睡眠環境向上型病室の研究と展開1 看護師の交代勤務障害
       尾崎　章子（東北大学大学院）

48. 睡眠環境向上型病室の研究と展開2
       権藤　尚（鹿島建設（株）技術研究所）

49. 睡眠環境向上型病室の研究と展開3 
      星野　大道（鹿島建設（株））

■ 睡眠環境
座長：藤原　康人（HEAJ理事 パラマウントベッドホールディングス（株））

一般演題

13：30～14：30

58. MRI 室対応 非磁性体マルチカート マグカートの開発
       澤口　政人（医建エンジニアリング（株））

59. 新開発 ベクトル検知方式による次世代の磁性体センサ
       秋山　喜幸（（株）イーメディカル東京）

60. 遮へい計算および漏えい線量測定に対する考察
       北島　祥樹（医建エンジニアリング（株））

61. UDI規制に伴う
　　医療機器製造販売業者の本体バーコード表示調査
       梶川　直華（名城大学）

■  臨床工学2
座長：西　謙一（HEAJ理事 シップヘルスケアホールディングス（株））

一般演題

14：30～15：30

66. 我が国の高齢者向け施設の水利用実態調査
       下ヶ橋　雅樹（国立保健医療科学院）

67. 高齢者福祉施設における出張理美容の現状と課題　その１
       阪東　美智子（国立保健医療科学院）

68. 高齢者福祉施設における出張理美容の現状と課題　その2
       金　勲（国立保健医療科学院）

69. 在宅生活維持のための認知症患者-介護者間の睡眠質評価手法開発
       本木　隆規（東京慈恵会医科大学）

■ 高齢者施設2
座長：山崎　敏（HEAJ理事 立教大学）

一般演題

15：30～16：30

78. 富山県こども支援センターにおける環境アート計画の導入手法について
       松本　健（（株）佐藤総合計画）
79. 富山県こども支援センターの環境アート計画について
       高野　真悟（名古屋市立大学大学院）
80. 医療環境におけるサイン計画
       伊澤　和仁（（株）プルアンドプッシュ）
81. アクセスルートを掲載する
　　　　　　　2次元シンボル付きAED誘導表示研究
       尾関　春壱（名城大学）

■ 施設計画3
座長：馬場　祐輔（HEAJ理事　清水建設（株））

一般演題

10：00～11：00

■ 医療情報・ICT
座長：梁瀬　鐵太郎（（株）三菱総合研究所）

一般演題 10：00～11：00

15：00～16：30 15：00～16：30

1．「エボラ出血熱
               　―リベリアにおける流行時の状況―」
講師：加藤　康幸（国立国際医療研究センター）

2．「医療環境の清浄化に向けた新しい考え方」
講師：大久保　憲（HEAJ副会長 東京医療保健大学大学院）

■感染制御

座長：安原　洋（HEAJ理事 東京大学医学部附属病院）

10：00～12：00 10：00～12：00シンポジウム⑤

1．「愛育病院　―省CO2まちづくりにおける
　　　　　　　　　　　　周産期母子医療施設―」
講師：宮坂　裕美子（（株）日建設計）

2．「飯田クリニック
　　　　  ―スマートクリニックへの取り組み―」
講師：濵名　有紀（三建設備工業（株））

3．「小諸厚生総合病院エネルギーサービス事業
    －魅力あるコンパクトシティ創造を目指して－」
講師：関根　能文（（株）石本建築事務所）
講師：鬼塚　隆之（（株）シーエナジー）

4．「エネルギー・環境問題の今
　　　―これからの病院施設に求められるもの―」
講師：佐藤　信孝（（株）日本設計）

■環境配慮型病院設備

座長：鈴村　明文（HEAJ理事 （株）伊藤喜三郎建築研究所） 

Luncheon Seminar

「LED照明器に対する人体への
　　　　　　　　　　安全性について」

「病院施設のエネルギー使用実態調査報告」

講師：井手　武（南青山アイクリニック東京 副院長）

座長：増田　順（山田医療照明（株） 代表取締役社長）

共催：山田医療照明（株） Luncheon Seminar

「医療機器再生プロセスにおけるピットフォール
　　  ―リスクを低減するための対策事例のご紹介―」

共催：サクラ精機（株）

1．「病院FMの時代
　　―環境衛生の時代の「ホスピタルエンジニア」―」
講師：小関　明（星光ビル管理（株））

2．「医療ガス設備における
　　　　　　 ホスピタルエンジニアの役割」　
講師：寺濱　大樹（（株）エフエスユニ）

3．「再編事業における
　　　　　　 ホスピタルエンジニアの役割」
講師：飯田　稔（（学）順天堂）

4．「医療機器と病院設備の
　　　　 インターフェイスをどう管理する」
講師：平澤　綱基（（医財）慈泉会相澤病院）

■CHEが支える病院設備
座長：西　謙一
　　 （HEAJ理事 シップヘルスケアホールディングス（株））座長：本多　敦（（株）日建設計）

閉会式

13：30～15：00シンポジウム⑥シンポジウム④

1.「ドイツのグリーンホスピタルが目指すもの」
講師：中山　茂樹（HEAJ副会長 千葉大学大学院）

2.「米国の病院とLEED認証」
講師：辻　吉隆（HEAJ理事 （株）竹中工務店）

3．「中国グリーンホスピタル建築の現状」
講師：劉　宣秀（（株）システム環境研究所）

■世界におけるグリーンホスピタルの取り組み

1.「シンガポールの医療供給体制と
　　　　　　　　　　　　病院建設の概況」
講師：馬場　祐輔（HEAJ理事 清水建設（株））

2．「トルコにおける大規模整備事業
                        　　－病院PPP事業の取組－」
講師：川崎　宣輝（アイテック（株））

1．「3年間のエネルギー実態調査の全体概説」
講師：袖川　政憲（（株）森村設計）

2．「詳細なエネルギーデータから見える特徴」
講師：石川　昇（（株）日建設計）

3．「インバウンド（渡航受診の受入れ）の
　　　　　　　　　　　　促進を図る取組」
講師：朝比奈　宏（（一社）Medical Excellence JAPAN）

4．「ロシアにおける循環器病画像診断
    トレーニングセンター設立プロジェクト」
講師：神島　誓雄（東芝メディカルシステムズ（株））

■日本医療の海外展開
座長：郡　明宏（HEAJ理事　鹿島建設（株））

13：30～15：00シンポジウム⑧

シンポジウム⑦

1.「省エネ法に基づく規制強化と
                               事業者の対応について
　 －エネルギーマネジメント構築とその支援ツール－」
講師：谷口　裕一（（一財）省エネルギーセンター）

2．「病院における省エネ法対応の実態」
講師：齊藤　央（ジョンソンコントロールズ（株））

3．「八千代医療センターでのエコ施策について」
講師：清水　洋治
　　 （東京女子医科大学附属八千代医療センター）

■省エネ法　事業者規制強化と
　　そのエネルギーマネジメントについて

■「看護と建築の複眼」
　―臨床と設計から見た病院建築設備とは―

座長：渡邉　匡史
　　  （HEAJ理事 ジョンソンコントロールズ（株））

シンポジウム⑨

1.「手術室に求められるこれからの照明環境とは」
講師：山﨑　一郎（高知大学医学部附属病院）

2．「手術室　照明環境調査の結果について」
講師：鈴木　敏弘（山田医療照明（株））

3．「ロボット手術の未来に求められること」
講師：金田　浩之（インテュイティブサージカル合同会社）

4．「ハイブリッド手術室がもたらすもの」
講師：廣瀬　聖史（東芝メディカルシステムズ（株））

■「手術室計画の現在と未来」

座長：増田　順（HEAJ理事 （株）セントラルユニ）

1.「看護と設計の
                 複眼的思考による両者間の通訳」
講師：渡辺　玲奈（（株）竹中工務店）

2．「看護手技からみた医療建築」
講師：猿渡　富実子（（株）山下設計）

3．「病棟業務の実情と設計意図との
                 差異から考える医療建築の展開」
講師：吉田　名保美（（株）伊藤喜三郎建築研究所）　

座長：中山　茂樹（HEAJ副会長 千葉大学大学院）

16：45～

13：30～15：00

15：00～16：30

座長：関　丈太郎（アイテック（株））

講演④

Ｄ会場 （609号 100席・シアター※6） F会場 （703号 120席・シアター）Ｃ会場 （608号 126席・スクール）

Luncheon Seminar

「看護動線や看護業務の
　　　　　 可視化データからの一考察」
講師：松嵜　美紀（日本赤十字社伊勢赤十字病院 看護副部長）

座長：角　晴輝（（株）竹中工務店 医療福祉・教育本部長）

講師：大平　正樹（サクラ精機（株） 学術部 部長）
講師：フローリス　リナ（エントラルメディカル（株） 代表取締役）
座長：高階　雅紀（大阪大学医学部附属病院 病院教授）

共催：（株）ケアコム Luncheon Seminar

「手術室における医療安全
  ―米国心臓協会（AHA）の科学的声明2013から学ぶ」
講師：相馬　孝博（千葉大学医学部附属病院 医療安全管理部 教授）

座長：冨永　剛（ミズホ（株） 執行役員手術機器事業部長）

共催：ミズホ（株）

「労働と看護の質向上のための
　　　　　データベース（DiNQL）事業」

講演⑤

HEAJ委員会企画① ※2 HEAJ委員会企画② ※4




