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腹水の性状による腹水濾過濃縮再静注後の発熱への影響の検討

補液条件可変プログラムを用いた前希釈オンライン HDF における溶質除去性能の検討
当施設での水質検査マニュアル作成における問題点
個人用 RO 装置（AquaUNO）の消毒方法について

日機装社製透析排液モニタ DDM を用いた透析中のトラブル検出のための排液モニタリングの検討
透析開始時のエアー巻き込みに関するインシデントからの検討
当院血液浄化療法センターでの災害時患者連絡手段の検討
プレッシャーバンデージを用いた自然抜針を察知する方法
かゆみ改善が他の愁訴に与える影響

ショックを呈する重度のメトホルミン関連乳酸アシドーシスに対して間歇的血液浄化法が著効した一例
H12-4000 使用による血圧低下が改善した一例

当院の CABG 症例における閉鎖式人工心肺回路での開心術への conversion についての検討
ペースメーカ植込み後に原因不明のペーシング抑制をきたした一例
ペースメーカにおけるレートレスポンスの有用性

三井 TAVI 導入への道のり～ HEART TEAM の取り組みと ME の役割～
24 時間補助循環安全管理体制構築への取り組み

臨床工学技士の認知度向上のために～臨床工学技士科の学生による中高生に向けた PR 活動報告～

閉鎖式保育器の安全使用について
壁掛式吸引器定期点検の試み
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