
専門・認定臨床工学技士認定制度
単位付与リスト

(公社)日本臨床工学技士会
JACE学術機構

対象期間：2016年度～2021年度



１．単位付与リストの⾒⽅
  単位付与リストは、開催⽇ごとに並んでおります。
  開催⽇をご参照の上、該当のセミナーをご検索ください。

２．単位数について【リスト内主催種別を確認】
都道府県： 8単位

指定： 5単位
その他： 3単位

３．その他補⾜事項

 ④ 地域臨床⼯学会⇒参加の場合、8単位付与
   ＊地域臨床⼯学会＊

北海道・東北臨床⼯学会 関東臨床⼯学会
甲信越臨床⼯学会 中部臨床⼯学会
近畿臨床⼯学会 中四国臨床⼯学会
九州・沖縄臨床⼯学会

 ⑤ アジア臨床⼯学フォーラム⇒参加の場合、10単位付与【全領域】

単位付与リストについて

 ① ⾎液浄化技術学会主催のSTEP UPビデオセミナー
   指定学会主催のセミナーではあるが、ビデオセミナーのため参加単位は3単位とする

 ② ⽇本アフェレシス学会九州地⽅会
   ⽇本アフェレシス学会九州地⽅会世話⼈主催⇒地⽅会のため３単位

 ③ ⽇本臨床⼯学会⇒参加の場合、10単位付与【全領域】



 2016年度開催　単位付与一覧

承認番号 種別 開催⽇ 開催地 学会・研究会名 団体名 主催種別
CEA決 S-15-0191 ⾎液 2016/4/3 広島県 第33回備後透析懇話会 備後透析懇話会 その他
CEA決 S-15-0167 ⾎液 2016/4/17 京都府 第7回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー  in⻘森 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-15-0195 ⾎液 2016/4/17 兵庫県 第48回定期学習会 ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-15-0192 ⾎液 2016/4/24 新潟県 第5回新潟県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-15-0199 ⾎液 2016/4/30〜5/1 岡⼭県 第43回⽇本⾎液浄化技術学会学術集会・総会 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0002 ⾎液 2016/5/8 岩⼿県 岩⼿県腎不全研究会 第1回春季セミナー 岩⼿県腎不全研究会 その他
CEA決 S-16-0006 ⾎液 2016/5/22 愛知県 第27回東海透析技術交流会定例総会・スプリングセミナー 東海透析技術交流会 都道府県
CEA決 S-15-0177 ⾎液 2016/5/22 兵庫県 第40回兵庫県透析従事者研究会記念総会 兵庫県透析従事者研究会 その他
CEA決 S-15-0189 不整脈 2016/5/27 茨城県 第4回茨城コメディカル不整脈セミナー ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0026 不整脈 2016/5/29 秋⽥県 第7回ペースメーカー勉強会 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0001 不整脈 2016/6/4 ⼤阪府 「Reactive ATP を始めよう」 ⽇本メドトロニック株式会社 その他
CEA決 S-16-0019 不整脈 2016/6/4 東京都 第7回TACC（東京不整脈コメディカル研究会） 東京不整脈コメディカル研究会 その他
CEA決 S-16-0029 不整脈 2016/6/4 埼⽟県 第48回埼⽟不整脈ペーシング研究会 埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
CEA決 S-16-0011 ⾎液 2016/6/5 茨城県 平成28年度（⼀社）茨城県臨床⼯学技⼠会学術集会 ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0017 不整脈 2016/6/5 愛媛県
⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会
平成28年度代謝部⾨学術セミナー

⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0008 不整脈 2016/6/18 ⾹川県 コメディカルデバイス研究会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-16-0030 ⾎液 2016/6/19 福岡県 第24回福岡県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-15-0190 ⾎液 2016/6/19 東京都 第24回東京都臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-15-0197 不整脈 2016/6/19 福井県 平成28年度福井県臨床⼯学技⼠会  ⼼電図セミナー基礎A ⼀般社団法⼈福井県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0020 不整脈 2016/6/25〜26 広島県 第16回⽇本⼼臓植込みデバイスフォローアップ研究会 ⽇本⼼臓植込みデバイスフォローアップ研究会 その他
CEA決 S-16-0018 不整脈 2016/6/26 ⿅児島県 第18回⼼電図セミナー（初級コース） 公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0003 呼吸 2016/7/2 ⻑崎県 第3回⻑崎県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0012 呼吸 2016/7/2 愛知県  呼吸療法セミナーⅠ〜呼吸療法を学ぼう、基礎編〜 ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0007 ⾎液 2016/7/3 島根県 第6回⾎液浄化⼼不全治療研究会 島根⼤学医学部内科学講座内科学第四 その他
CEA決 S-16-0014 不⾎ 2016/7/3 群⾺県 （⼀社）群⾺県臨床⼯学技⼠会 第15回学術⼤会 ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0053 ⾎液 2016/7/3 ⿅児島県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⿅児島 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0009 不整脈 2016/7/9 ⾹川県 コメディカルデバイス研究会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-15-0200 呼吸 2016/7/10 福岡県 第21回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0059 不整脈 2016/7/23 ⻑野県 NAGANO Ablation Symposium 2016 NAGANO Ablation Symposium その他
CEA決 S-16-0021 不整脈 2016/7/24 ⿃取県 第5回循環器セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0038 ⾎液 2016/7/24 茨城県 第8回透析装置メンテナンスセミナー ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0045 ⾎液 2016/7/24 熊本県 熊本県透析施設協議会 スタッフ講習会  熊本県透析施設協議会  ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0046 不整脈 2016/7/24 秋⽥県 第13回秋⽥県⼼電図セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0051 ⾎液 2016/7/24 福岡県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in久留⽶ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0052 ⾎液 2016/7/24 東京都 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼋王⼦ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0015 不整脈 2016/7/30 静岡県 第9回不整脈セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 ⽇臨⼯
CEA決 S-16-0027 ⾼気圧 2016/7/30 神奈川県 第2回⾼気圧酸素療法関連セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0034 ⾎液 2016/7/30〜31 東京都 第20回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0004 不整脈 2016/7/31 兵庫県 第4回循環器セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0013 ⾎液 2016/7/31 愛知県 ⾎液浄化セミナーⅠ ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0016 不整脈 2016/7/31 静岡県 第5回⼼臓カテーテルセミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0039 呼吸 2016/7/31 ⼭梨県 第8回⼭梨県呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⼭梨県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0041 ⾎液 2016/7/31 ⼭形県 第17回⼭形透析技術フォーラム ⼀般社団法⼈⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0047 ⾎液 2016/7/31 秋⽥県 第12回秋⽥県透析セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0050 ⾎液 2016/7/31 広島県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in広島 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0010 不整脈 2016/8/6 ⾹川県 コメディカルデバイス研究会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-16-0028 不⾎ 2016/8/7 愛媛県 第4回⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0049 ⾎液 2016/8/7 広島県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in福⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0055 ⾎液 2016/8/7 滋賀県 第18回⾎液浄化セミナー（基礎編） ⼀般社団法⼈滋賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-15-0201 不整脈 2016/8/7 広島県 第11回広島透析療法セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0022 ⾎液 2016/8/21 兵庫県 第23回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0057 不整脈 2016/8/21 ⼤阪府 第4回阪神コメディカル不整脈研究会 阪神コメディカル研究会 その他

CEA決 S-16-0031 ⾎液 2016/8/23 ⼤阪府
第10回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
⾎液浄化セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-15-0151 ⾎液 2016/8/26-27 岡⼭県 第6回⽇本腎臓リハビリテーション学会学術集会 ⽇本腎臓リハビリテーション学会 その他
CEA決 S-16-0023 ⾎液 2016/8/27〜28 宮城県 東北腎不全研究⼤会 公益財団法⼈宮城県腎臓協会 その他
CEA決 S-16-0070 ⾎液 2016/8/27〜28 岡⼭県 第11回クリアランスギャップ研究会学術集会 ⽇本クリアランスギャップ研究会 その他
CEA決 S-16-0048 ⾎液 2016/8/28 広島県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in三次 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0073 不整脈 2016/8/28 埼⽟県 第7回循環器セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0080 不整脈 2016/8/28 ⻘森県 第2回循環器セミナー ⼀般社団法⼈⻘森県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0078 不⾎呼⾼ 2016/9/4 新潟県 第7回甲信越臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0074 不整脈 2016/9/10 ⼤阪府 第6回近畿デバイスカンファレンス 近畿デパイスカンファレンス その他
CEA決 S-16-0024 呼吸 2016/9/11 ⿃取県 第5回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0037 呼吸 2016/9/11 神奈川県 第19回神奈川呼吸療法カンファレンス 神奈川呼吸療法研究会 その他
CEA決 S-16-0054 ⾎液 2016/9/11 ⽯川県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⽯川 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0075 不整脈 2016/9/17 愛知県 不整脈セミナー（ペースメーカ基礎編） ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県



 2016年度開催　単位付与一覧

承認番号 種別 開催⽇ 開催地 学会・研究会名 団体名 主催種別
CEA決 S-16-0077 呼吸 2016/9/17 沖縄県 第28回沖縄呼吸ケア研究会セミナー 沖縄呼吸ケア研究会 その他
CEA決 S-16-0040 呼吸 2016/9/18 奈良県 WARC・WARC（ワクワク）セミナー WARC呼吸ケア研究会 その他
CEA決 S-16-0056 不整脈 2016/9/18 ⻑崎県 第4回循環器関連セミナー ⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0058 ⾎液 2016/9/18 神奈川県 第5回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0084 ⾎液 2016/9/18 東京都 第21回⼋王⼦⾎液浄化技術交流会総会・勉強会 ⼋王⼦⾎液浄化技術交流会 その他
CEA決 S-16-0095 ⾎液 2016/9/18 ⿅児島県 第23回⿅児島県臨床⼯学研究会 公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0032 不整脈 2016/9/22 東京都 第3回循環器コメディカル研究会 循環器コメディカル研究会 その他
CEA決 S-16-0060 ⾎液 2016/9/24 ⼤分県 第35回⼤分県⼈⼯透析研究会 ⼤分⼤学医学部腎泌尿器外科学講座 その他
CEA決 S-16-0076 不整脈 2016/9/24 福岡県 第10回ペースメーカーセミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0090 不整脈 2016/9/24 ⻘森県 平成28年度 ⻘臨技 第1回⽣理機能検査部⾨研修会 ⼀般社団法⼈⻘森県臨床検査技⼠会 その他
CEA決 S-16-0044 ⾎液 2016/9/25 岡⼭県 第18回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0065 ⾎液 2016/9/25 東京都 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in渋⾕ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0085 呼吸 2016/9/25 北海道 第7回北海道呼吸療法セミナー 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0100 呼吸 2016/9/25 ⼤分県 呼吸療法セミナー 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0033 ⾎液 2016/10/1 ⼭梨県 第22回HDF研究会学術集会・総会 ⽇本HDF研究会 指定
CEA決 S-16-0061 不⾎呼⾼ 2016/10/1〜2 熊本県  第11回九州臨床⼯学会第23回熊本県臨床⼯学会 九州臨床⼯学技⼠会連絡協議会 都道府県
CEA決 S-16-0062 不整脈 2016/10/2 ⼭⼝県 第五回⼭⼝県臨床⼯学技⼠会ペースメーカ講習会 ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0106 不整脈 2016/10/2 広島県 第12回循環器セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県

JACE-K30084 呼吸 2016/10/2 ⼭形県 第9回やまがた呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0082 ⾎液 2016/10/9 兵庫県
第28回兵庫県透析合同研究会
・第40回兵庫県透析従事者研究会

兵庫県透析従事者研究会 その他

CEA決 S-16-0101 呼吸 2016/10/15 秋⽥県 第11回秋⽥県⼈⼯呼吸器安全対策セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0035 ⾎液 2016/10/15〜16 兵庫県 第20回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0091 不⾎呼⾼⼿ 2016/10/15〜16 岩⼿県 第3回 北海道・東北臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈岩⼿県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0086 ⾎液 2016/10/16 福岡県 平成28年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0083 ⾎液 2016/10/19〜20 愛知県 Dialysis Access Symposium 2017 in Nagoya Dialysis Access Symposium 2017 その他
CEA決 S-16-0066 ⾎液 2016/10/23 茨城県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in茨城 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0068 不整脈 2016/10/23 三重県 第48回教育セミナー「初級 ⼼電図セミナー」 ⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0107 呼吸 2016/10/23 栃⽊県 「第7回栃⽊県呼吸器基礎セミナー」 ⼀般社団法⼈栃⽊県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0088 呼吸 2016/10/29 愛知県
呼吸療法セミナーⅡ
〜呼吸療法を学ぼう、応⽤編〜

⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0036 ⾎液 2016/10/29〜30 福岡県 第20回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0067 ⾎液 2016/10/30 新潟県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in新潟 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0093 ⾎液 2016/10/30 宮城県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in宮城 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0094 ⾎液 2016/10/30 静岡県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in静岡 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0108 不整脈 2016/10/30 千葉県 循環器関連セミナー ⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0109 ⾎液 2016/10/30 福岡県 平成28年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0122 不整脈 2016/10/30 福岡県 第5回⽇本EP・アブレーション技術研究会 ⽇本EP・アブレーション技術研究会 その他
CEA決 S-16-0089 不⾎呼⾼⼿ 2016/11/5〜6 静岡県 第17回中部臨床⼯学会  中部臨床⼯学技⼠会連絡協議会⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-15-0172 ⾎液 2016/11/5〜6 福岡県 第12回⻑時間透析研究会 ⻑時間透析研究会 その他
CEA決 S-16-0025 不⾎呼⾼ 2016/11/6 神奈川県 第7回関東臨床⼯学会  ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会関東臨床⼯学技⼠協議会 都道府県
CEA決 S-16-0071 ⾎液 2016/11/6 京都府 第1回京都⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0096 ⾎液 2016/11/6 熊本県 メンテナンス講習会 ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0112 不整脈 2016/11/6 愛媛県
平成28年度⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会
循環器セミナー

⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0125 ⾎液 2016/11/6 広島県 第34回備後透析懇話会 備後透析懇話会 その他
CEA決 S-16-0133 ⾎液 2016/11/6 岩⼿県 第50回岩⼿腎不全研究会 岩⼿腎不全研究会 その他
CEA決 S-16-0134 ⾎液 2016/11/6 北海道 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in札幌 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0113 不整脈 2016/11/12 新潟県 第40回新潟不整脈CIEDs研究会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0132 不整脈 2016/11/12 ⼤阪府 ペースメーカ研修会 ⽇本メドトロニック株式会社 その他
CEA決 S-16-0005 不⾎呼⾼ 2016/11/12〜13 兵庫県 第23回近畿臨床⼯学会  ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会近畿臨床⼯学技⼠会連絡協議会 都道府県
CEA決 S-15-0196 ⾎液 2016/11/12〜13 熊本県 第20回⽇本アクセス研究会 ⽇本アクセス研究会 指定
CEA決 S-16-0042 ⾎液 2016/11/13 茨城県 第50回茨城県⼈⼯透析談話会 茨城⼈⼝透析談話会 その他
CEA決 S-16-0069 呼吸 2016/11/13 東京都 第10回東京呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0103 ⾎液 2016/11/13 ⼭形県 第47回⼭形腎不全研究会 ⼭形腎不全研究会 その他
CEA決 S-16-0117 ⾎液 2016/11/13 埼⽟県 第15回⾎液浄化セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0136 ⾎液 2016/11/13 愛知県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in名古屋 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0137 ⾎液 2016/11/13 ⿃取県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⿃取 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0141 ⾎液 2016/11/13 ⻘森県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⻘森 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0147 不⾎ 2016/11/13 北海道 第27回北海道臨床⼯学会 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0081 ⾎液 2016/11/19 愛知県 第11回中部地区バスキュラーアクセス研究会 中部地区バスキュラーアクセス研究会 都道府県
CEA決 S-16-0063 ⾎液 2016/11/20 富⼭県 第37回富⼭県臨床⼯学セミナー ⼀般社団法⼈富⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0072 ⾎液 2016/11/20 三重県 第6回三重県CAPD⼝座 三重県CAPD講座 その他
CEA決 S-16-0079 不整脈 2016/11/20 熊本県 第5回循環器・不整脈セミナー ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0087 ⾎液 2016/11/20 福岡県 平成28年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0114 ⾎液 2016/11/20 愛知県 第27回東海透析技術交流会学術集会 東海透析技術交流会 その他
CEA決 S-16-0127 ⾎液 2016/11/20 宮城県 第45回宮城県腎不全研究会 公益財団法⼈宮城県腎臓協会 その他
CEA決 S-16-0138 ⾎液 2016/11/20 福井県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in福井 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
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CEA決 S-16-0145 ⾎液 2016/11/20 ⼤分県 第8回⼤分県臨床⼯学会 公益財団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0105 ⾎液 2016/11/26〜27 秋⽥県 第20回秋⽥腎不全研究会 秋⽥腎不全研究会 その他
CEA決 S-16-0064 ⾎液 2016/11/27 ⼭⼝県 第10回⼭⼝県⾎液浄化基礎セミナー ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0097 ⾎液 2016/11/27 福岡県 平成28年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0115 ⾎液 2016/11/27 三重県 第14回「患者様のQOLを考える会」 ⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0155 ⾎液 2016/11/27 千葉県 第44回千葉県透析研究会 千葉県透析研究会 その他
CEA決 S-16-0131 ⾎液 2016/12/3 ⻑野県 第16回甲信急性⾎液浄化療法研究会 学術セミナー 甲信急性⾎液浄化療法研究会 その他
CEA決 S-16-0164 不整脈 2016/12/3 東京都 第7回多摩コメディカル研究会 多摩コメディカル研究会 その他
CEA決 S-15-0202 不⾎呼⾼ 2016/12/3〜4 ⾼知県 第6回中四国臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈⾼知県臨床⼯学技⼠会中四国臨床⼯学技⼠会連絡協議会 都道府県
CEA決 S-16-0102 呼吸 2016/12/4 ⾼知県 第3回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⾼知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0123 不整脈 2016/12/4 群⾺県
（⼀社）群⾺県臨床⼯学技⼠会
平成28年度循環器セミナー

⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0140 ⾎液 2016/12/4 ⻑崎県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⻑崎 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0143 ⾎液 2016/12/4 沖縄県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in宜野湾 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0144 ⾎液 2016/12/4 岐⾩県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in岐⾩ ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0167 不整脈 2016/12/10 埼⽟県 第49回埼⽟不整脈ペーシング研究会 埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
CEA決 S-16-0043 ⾎液 2016/12/11 熊本県 第49回九州⼈⼝透析研究会総会 熊本⼤学医学部附属病院泌尿器科・⾎液浄化療法部 その他
CEA決 S-16-0126 ⾎液 2016/12/11 東京都 第1回 I-HDF研究会 I-HDF研究会 その他

CEA決 S-16-0128 ⾎液 2016/12/11 千葉県
（⼀社）千葉県臨床⼯学技⼠会主催
第44回医療機器研修会「⾎液浄化セミナー」

⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0130 ⾎液 2016/12/11 新潟県 第3回新潟県急性⾎液浄化研究会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0146 呼吸 2016/12/11 福岡県 第22回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0099 不整脈 2016/12/17 兵庫県
オープンカンファレンス
ペースメーカトレーニング（ベーシック編）

⼀般社団法兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0092 呼吸 2016/12/18 ⼤阪府
第6回 ⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
実践呼吸セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0124 不整脈 2016/12/18 岐⾩県 GACET教育セミナー2016 循環器関連セミナー ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0135 ⾎液 2016/12/18 北海道 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in釧路 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0139 ⾎液 2016/12/18 宮城県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in宮崎 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0142 ⾎液 2016/12/18 ⼭梨県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in甲府 ⽇本⾎液浄化技術学会 都道府県
CEA決 S-16-0129 不整脈 2017/1/14 ⼭形県 第2回Yamagata Cathelabo Conference Yamagata Cathelabo Conference その他
CEA決 S-16-0165 不整脈 2017/1/14 神奈川県 第11回循環器デバイス関連カンファレンス 循環器デバイス関連カンファレンス その他
CEA決 S-16-0171 ⾎液 2017/1/14 ⼤阪府 第9回関⻄⾎液浄化研究会 関⻄⾎液浄化研究会 その他

CEA決 S-16-0157 呼吸 2017/1/15 京都府
第14回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー
 〜基礎から学ぶ呼吸管理7〜

⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0181 ⾎液 2017/1/15 愛知県 ⾎液浄化セミナーⅡ ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0149 不⾎呼⾼⼿ 2017/1/18〜19 福井県 第18回中部臨床⼯学会  ⼀般社団法⼈福井県臨床⼯学技⼠会中部臨床⼯学技⼠会連絡協議会 都道府県
CEA決 S-16-0151 ⾎液 2017/1/21 ⿅児島県 第6回透析セミナー 公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0182 不整脈 2017/1/21 愛知県 循環器セミナー（⼼カテ基礎編） ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0111 ⾎液 2017/1/22 静岡県 第11回⾎液浄化安全対策セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0156 ⾎液 2017/1/22 ⻑野県 第2回信州HDFカンファレンス 信州HDFカンファレンス その他
CEA決 S-16-0162 不整脈 2017/1/22 岡⼭県 第5回瀬⼾内植込みデバイスカンファレンス 瀬⼾内ペースメーカ・アブレーション研究会 その他
CEA決 S-16-0116 不整脈 2017/1/28 神奈川県 第4回循環器関連セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0177 呼吸 2017/1/28 東京都
循環セミナー 第3回どうするの？ 補助循環！
ECMO中の呼吸管理編

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0098 ⾎液 2017/1/29 福岡県 平成28年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0119 ⾎液 2017/1/29 ⾹川県 第56回⾹川県臨床⼯学技⼠会勉強会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-16-0158 呼吸 2017/1/29 岐⾩県 GACET教育セミナー2016 呼吸器関連セミナー ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0118 不整脈 2017/2/5 岡⼭県 第4回循環セミナー ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0150 ⾎液 2017/2/5 兵庫県 第24回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0168 呼吸 2017/2/5 静岡県 第15回呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0178 ⾎液 2017/2/5 栃⽊県 「第4回栃⽊県⾎液浄化セミナー」 ⼀般社団法⼈栃⽊県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0190 呼吸 2017/2/5 神奈川県 第20回神奈川呼吸療法カンファレンス 神奈川呼吸療法研究会 その他
CEA決 S-16-0193 ⾎液 2017/2/5 ⼭形県 第18回⼭形透析技術フォーラム ⼀般社団法⼈⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0179 不整脈 2017/2/11 東京都 第6回不整脈セミナー 中⼭道循環器関連コメディカル研究会 その他
CEA決 S-16-0104 ⾎液 2017/2/12 東京都 第7回⾎液透析技能セミナー ⼀般社団法⼈透析技能検定試験制度協議会 その他
CEA決 S-16-0152 呼吸 2017/2/12 ⻑野県 第14回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー ⼀般社団法⼈⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0159 ⾎液 2017/2/12 兵庫県 第33回透析セミナー 兵庫県透析従事者研究会 その他
CEA決 S-16-0191 ⾎液 2017/2/12 滋賀県 第19回⾎液浄化セミナー（応⽤編） ⼀般社団法⼈滋賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0173 不⾎呼⾼⼿ 2017/2/15〜17 ⼤阪府 第2回臨床⼯学フォーラム in メディカルジャパン 公益社団法⼈⽇本臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0183 ⾎液 2017/2/18 ⻑野県 信州透析医療スタッフミーティング  キッセイ薬品⼯業株式会社バクスター株式会社 その他
CEA決 S-16-0180 ⾎液 2017/2/18〜19 茨城県 第7回⽇本腎臓リハビリテーション学会学術集会 ⽇本腎臓リハビリテーション学会 その他
CEA決 S-16-0110 ⾎液 2017/2/19 福岡県 平成28年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0120 呼吸 2017/2/19 神奈川県 第15回⼈⼝呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0153 ⾎液 2017/2/19 茨城県
第4回茨城県⾎液浄化セミナー
「バスキュラーアクセス管理について」

⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0174 ⾎液 2017/2/19 岡⼭県 第9回透析機器メンテナンス講習会 ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
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CEA決 S-16-0194 ⾎液 2017/2/19 群⾺県
平成28年度 ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会
⾎液浄化セミナー

⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0198 ⾎液 2017/2/19 東京都 第45回東京透析研究会 東京透析研究会 その他
CEA決 S-16-0199 呼吸 2017/2/19 熊本県 第7回⼈⼯呼吸器の基礎講座 ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0148 呼吸 2017/2/26 茨城県 第4回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0160 ⾎液 2017/2/26 ⼤阪府
第11回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
⾎液浄化セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0163 ⾎液 2017/2/26 ⿃取県 第5回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0166 不整脈 2017/2/26 北海道 第11回卒後教育セミナー 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0169 ⾎液 2017/2/26 ⻘森県 第15回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⻘森県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0175 ⾎液 2017/2/26 三重県 第22回透析座談会 ⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0184 不整脈 2017/2/26 ⼤分県 平成28年度 循環器セミナー 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0188 呼吸 2017/2/26 福岡県 平成28年度 呼吸療法教育セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0189 ⾎液 2017/2/26 福岡県 平成28年度 ⾎液浄化教育セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0196 呼吸 2017/2/26 千葉県 第6回⼈⼯呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈⽇本臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0161 不整脈 2017/3/4 神奈川県 第15回ペースメーカフォローアップセミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0170 不整脈 2017/3/4 ⻘森県 第2回 AAI Academy ⼀般社団法⼈⻘森県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0185 ⾎液 2017/3/4 新潟県 第22回新潟呼吸ケアセミナー ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0200 ⾎液 2017/3/4 宮城県 第27回東北アフェレシス研究会・技術講習会 東北アフェレシス その他
CEA決 S-16-0172 呼吸 2017/3/5 三重県 第13回三重県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0187 不整脈 2017/3/5 埼⽟県
第16回臨床⼯学セミナー（第3回臨床⼯学実技セミナー）
植え込み型不整脈治療デバイスとプログラマー

公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0195 ⾎液 2017/3/5 ⼤分県 ⼤分県臨床⼯学技⼠会 代謝セミナー 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0202 ⾎液 2017/3/5 秋⽥県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in秋⽥ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0203 ⾎液 2017/3/5 兵庫県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in神⼾ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-15-0198 不整脈 2017/3/5 福井県
平成28年度福井県臨床⼯学技⼠会
⼼電図セミナー基礎B

⼀般社団法⼈福井県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0176 ⾎液 2017/3/12 東京都 東京都臨床⼯学技⼠会 代謝セミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0192 ⼿術 2017/3/12 兵庫県 第50回定期学習会「⿇酔と関連機器の基礎」 ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0204 ⾎液 2017/3/12 ⾼知県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⾼知 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0205 ⾎液 2017/3/12 兵庫県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in姫路 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0211 ⾎液 2017/3/12 島根県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in出雲 ⽇本⾎液浄化技術学会 ⽇臨⼯指定
CEA決 S-16-0219 不整脈 2017/3/12 福岡県 平成28年度教育セミナー循環器 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0149 呼吸 2017/3/19 ⼭⼝県 第16回呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0154 呼吸 2017/3/25 ⿅児島県 第7回呼吸療法セミナー  南九州ME研究会公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0121 呼吸 2017/3/26 ⼤阪府
第8回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
呼吸療法セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0206 ⾎液 2017/3/26 京都府 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in京都 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0208 ⾎液 2017/3/26 ⼭形県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼭形 ⽇本⾎液浄化技術学会 ⽇臨⼯指定
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CEA決 S-16-0221 ⾎液 2017/4/9 ⼤分県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼤分 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0223 不整脈 2017/4/15 兵庫県 第2回Clinical Engineers Device Specialist Meeting ⽇本メドトロニック株式会社 その他
CEA決 S-16-0201 ⾎液 2017/4/15〜16 熊本県 第24回熊本県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0216 不整脈 2017/4/16 ⾹川県 第9回⾹川県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-16-0217 ⾎液 2017/4/16 ⾹川県 第9回⾹川県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-16-0218 ⾎液 2017/4/16 新潟県 第6回新潟県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0222 ⾎液 2017/4/16 ⼤阪府 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼤阪 ⽇本⾎液浄化技術学会 ⽇臨⼯
CEA決 S-16-0231 ⾎液 2017/4/16 福岡県 第23回⽇本アフェレシス学会九州地⽅会 ⽇本アフェレシス学会九州地⽅会世話⼈ 指定
CEA決 S-16-0212 不整脈 2017/4/29 ⼤阪府 第5回阪神コメディカル不整脈研究会 阪神コメディカル不整脈研究会 その他

CEA決 S-17-0004 ⾎液 2017/5/7 愛知県
第28回東海透析技術交流会定例総会
・スプリングセミナー

東海透析技術交流会 その他

CEA決 S-16-0215 ⾎液 2017/5/14 兵庫県
第41回兵庫県透析従事者研究会総会
第34回透析セミナー

兵庫県透析従事者研究会 その他

CEA決 S-17-0009 ⾎液 2017/5/14 岩⼿県 岩⼿腎不全研究会 第2回春季セミナー 岩⼿腎不全研究会 その他
CEA決 S-17-0001 ⾎液 2017/5/26〜27 福岡県 第9回⽇本下肢救済・⾜病学会学術集会 第9回⽇本下肢救済・⾜病学会学術集会 その他
CEA決 S-16-0213 不整脈 2017/5/27 ⼤阪府 第7回近畿デバイスカンファレンス 近畿デパイスカンファレンス その他
CEA決 S-16-0220 ⾎液 2017/5/28 ⾼知県 第8回⾼知県臨床⼯学技⼠会 ⼀般社団法⼈⾼知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0002 ⾎液 2017/5/28 広島県 第9回広島県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0022 不整脈 2017/6/3 埼⽟県 第50回埼⽟不整脈ペーシング研究会 埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
CEA決 S-17-0012 ⾎呼⼿ 2017/6/3〜4 静岡県 第13回静岡県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0214 不⾎ 2017/6/4 東京都 第25回東京都臨床⼯学技⼠会・第8回総会 ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0015 呼吸 2017/6/4 福岡県 第23回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0033 呼吸 2017/6/10 神奈川県 第21回神奈川呼吸療法カンファレンス 神奈川呼吸療法研究会 都道府県
CEA決 S-16-0197 不整脈 2017/6/10 静岡県 第17回⽇本⼼臓植込みデバイスフォローアップ研究会 ⽇本⼼臓植込みデバイスフォローアップ研究会 その他
CEA決 S-17-0003 不整脈 2017/6/11 ⿅児島県 第19回⼼電図セミナー（初級コース） 公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0010 ⾎液 2017/6/11 愛媛県 平成29年度 ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 学術⼤会 ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0027 ⾎液 2017/6/11 栃⽊県
「平成29年度⼀般社団法⼈栃⽊県臨床⼯学技⼠会
総会・学術集会」

⼀般社団法⼈栃⽊県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0036 不整脈 2017/6/17 秋⽥県 第8回ペースメーカー勉強会 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0011 ⾎液 2017/6/24 岡⼭県 第102回岡⼭透析懇話会 岡⼭透析懇話会 その他

CEA決 S-17-0016 不整脈 2017/6/24 兵庫県
オープンカンファレンス
ICDトレーニング「ベーシック編」

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0020 不整脈 2017/6/24 東京都 第8回東京不整脈コメディカル研究会 東京不整脈コメディカル研究会 その他
CEA決 S-16-0228 ⾎液 2017/6/25 広島県 第8回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in三次 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0007 ⾎液 2017/6/25 ⿅児島県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⿅児島 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-16-0209 不整脈 2017/7/2 福井県 平成29年度⼼電図セミナー 基礎A ⼀般社団法⼈福井県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0024 呼吸 2017/7/2 愛知県 呼吸療法セミナーⅠ（呼吸療法を学ぼう、基礎編〜） ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0008 ⾎液 2017/7/9 ⼭⼝県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in岩国 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0013 ⾎液 2017/7/9 ⽯川県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⽯川 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0026 不⾎ 2017/7/9 群⾺県 （⼀社）群⾺県臨床⼯学技⼠会 第16回学術⼤会 ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0028 ⾎液 2017/7/9 福岡県 平成29年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0050 ⾎液 2017/7/9 ⼭形県 第19回⼭形透析技術フォーラム ⼀般社団法⼈⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0060 不整脈 2017/7/9 北海道 第6回⽇本EP・アブレーション技術研究会 ⽇本EP・アブレーション技術研究会 その他
CEA決 S-16-0207 ⾎液 2017/7/13 広島県 第12回広島県透析療法セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0023 ⾎液 2017/7/16 茨城県
第9回透析装置メンテナンスセミナー
（対象機種 ⽇機装DCS-100NX）

⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0030 不整脈 2017/7/16 ⿃取県 第6回循環器セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0042 ⾎液 2017/7/16 ⼤阪府 第10回関⻄⾎液浄化研究会 関⻄⾎液浄化研究会 その他
CEA決 S-17-0051 ⾎液 2017/7/22 ⿅児島県 第7回透析セミナー 公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0229 ⾎液 2017/7/23 広島県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in福⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0037 不整脈 2017/7/23 秋⽥県 第14回秋⽥県⼼電図セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0014 ⾎液 2017/7/30 東京都 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼋王⼦ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0025 ⾎液 2017/7/30 愛知県 ⾎液浄化セミナーⅠ ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0034 呼吸 2017/7/30 ⼭梨県 第9回⼭梨呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⼭梨県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0040 ⾎液 2017/7/30 熊本県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in熊本 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0045 ⾎液 2017/7/30 熊本県 第28回熊本県透析施設協議会 スタッフ講習会 熊本県透析施設協議会 都道府県
CEA決 S-17-0081 不整脈 2017/8/5 埼⽟県 第7回不整脈セミナー 中⼭道循環器関連コメディカル その他
CEA決 S-16-0224 ⾎液 2017/8/5〜6 東京都 第21回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0061 不整脈
2017/8/5
2017/9/9
2017/10/28

⾹川県 コメディカルデバイス研究会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0038 不整脈 2017/8/6 兵庫県 第5回循環セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0048 不整脈 2017/8/6 茨城県 第1回茨城ハートセミナー 〜⼼電図学習会〜 ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0062 不整脈 2017/8/13 埼⽟県 第8回循環器セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0005 不整脈 2017/8/20 ⼤阪府 ⽇本循環器学会 第13回コメディカルセミナー ⼀般社団法⼈⽇本循環器学会 指定
CEA決 S-17-0021 ⾎液 2017/8/20 兵庫県 第25回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0065 ⾎液 2017/8/20 滋賀県 第20回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈滋賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0006 不整脈 2017/8/26 神奈川県 ⽇本循環器学会 第14回コメディカルセミナー ⼀般社団法⼈⽇本循環器学会 指定
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CEA決 S-17-0043 不整脈 2017/8/26 宮城県 第1回東北不整脈メディカルプロフェッショナル研究会 ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0227 ⾎液 2017/8/26〜27 千葉県 第12回⽇本透析クリアランスギャップ研究会学術集会 ⽇本透析クリアランスギャップ研究会 その他

CEA決 S-17-0067 ⾎液 2017/8/27 東京都
第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー
in神⼾・姫路

⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0074 ⾎液 2017/8/27 北海道
第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー
in北海道（札幌）

⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0090 呼吸 2017/9/2 新潟県 第23回新潟呼吸ケアセミナー ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0029 ⾎液 2017/9/3 ⼤阪府
第12回 ⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
 「⾎液浄化セミナー」

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0052 呼吸 2017/9/3 東京都
第2回JSEPTIC CE部会セミナー
⼈⼯呼吸管理の基礎を知ろう！

JSEPTIC CE部会
（特定⾮営利活動法⼈⽇本集治療教育研究会）

その他

CEA決 S-17-0068 ⾎液 2017/9/3 東京都 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in久留⽶ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0070 呼吸 2017/9/3 神奈川県 第22回神奈川呼吸療法カンファレンス 神奈川呼吸療法研究会 その他

CEA決 S-17-0091 ⾎液 2017/9/3 福岡県
平成29年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会
⽇機装基礎編

⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-16-0230 ⾎液 2017/9/10 広島県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in広島 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0018 不整脈 2017/9/10 東京都 循環器コメディカル研究会 第4回学術集会 循環器コメディカル研究会 その他
CEA決 S-17-0031 呼吸 2017/9/10 ⿃取県 第6回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0039 ⾎液 2017/9/10 新潟県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in新潟 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0041 ⾎液 2017/9/10 静岡県 第10回⾎液浄化 StepUpセミナー ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0059 ⾎液 2017/9/10 東京都 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in渋⾕ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0063 ⾎液 2017/9/10 東京都 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in福井 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0064 ⾎液 2017/9/10 東京都 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in群⾺ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0097 ⾎液 2017/9/10 秋⽥県 第13回秋⽥透析セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0112 不⾎呼⾼⼿ 2017/9/10 ⼭梨県 第8回甲信越臨床⼯学会 in Yamanashi
⼀般社団法⼈⼭梨県臨床⼯学技⼠会
甲信越臨床⼯学技⼠会連絡協議会

都道府県

CEA決 S-17-0079 不整脈 2017/9/16 東京都
循環セミナー「不整脈セミナー どうやるの？
デバイスチェック・徐脈で基礎編！」

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0089 ⾎液 2017/9/16 ⼤分県 第36回⼤分⼈⼯透析研究会 ⼤分⼤学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学 その他
CEA決 S-16-0225 ⾎液 2017/9/16〜17 兵庫県 第21回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0035 ⾎液 2017/9/17 神奈川県 第6回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0047 ⾎液 2017/9/17 茨城県 第51回茨城⼈⼯透析談話会 第51回茨城⼈⼯透析談話会事務局 その他

CEA決 S-17-0075 ⾎液 2017/9/17 北海道
第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー
in北海道（釧路）

⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0080 ⼿術 2017/9/17 東京都 第2回内視鏡⼿術機器管理セミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0071 ⼿術 2017/9/23 岡⼭県
第5回WORSC
（Okayama Operating Room Safety Conference）

⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0100 ⾎液 2017/9/23〜24 埼⽟県 第28回⽇本急性⾎液浄化学会学術集会 ⽇本急性⾎液浄化学会 指定
CEA決 S-17-0069 ⾎液 2017/9/24 東京都 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in茨城 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0073 ⾎液 2017/9/24 宮城県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in宮崎 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0085 ⾎液 2017/9/24 岐⾩県 平成29年度GACET教育セミナー ⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0087 ⾎液 2017/9/24 佐賀県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in佐賀 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0092 ⾎液 2017/9/24 福岡県
平成29年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会
東レ基礎編

⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0101 呼吸 2017/9/24 北海道 第8回北海道呼吸療法セミナー 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0053 ⾎液 2017/9/29〜10/1 ⼤分県 第12回九州臨床⼯学会 第9回⼤分県臨床⼯学会 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-17-0054 不整脈 2017/9/29〜10/1 ⼤分県 第12回九州臨床⼯学会 第9回⼤分県臨床⼯学会 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-17-0055 呼吸 2017/9/29〜10/1 ⼤分県 第12回九州臨床⼯学会 第9回⼤分県臨床⼯学会 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-17-0056 ⾼気圧 2017/9/29〜10/1 ⼤分県 第12回九州臨床⼯学会 第9回⼤分県臨床⼯学会 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-17-0057 ⼿術 2017/9/29〜10/1 ⼤分県 第12回九州臨床⼯学会 第9回⼤分県臨床⼯学会 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学会 都道府県

CEA決 S-17-0082 不整脈 2017/9/30 愛知県
不整脈セミナー
〜今さら聞けないアブレーションの基礎知識〜

⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0017 ⾎液 2017/10/1 岡⼭県 第19回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0102 ⾎液 2017/10/1 埼⽟県 第16回⾎液浄化セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0119 呼吸 2017/10/1 ⾼知県 第4回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⾼知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0088 不整脈 2017/10/7 ⻑野県 信州CRM Device Meeting2017 in Matsumoto ⼀般社団法⼈⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0044 不整脈 2017/10/8 ⼭⼝県 第六回⼭⼝県臨床⼯学技⼠会ペースメーカ講習会 ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0093 ⾎液 2017/10/8 福岡県 平成29年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会 JMS基礎編 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0083 不整脈 2017/10/14 静岡県 第10回不整脈セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0094 不整脈 2017/10/14 福岡県 第11回ペースメーカセミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0103 不整脈 2017/10/14 新潟県 第41回新潟不整脈CIEDs研究会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-16-0226 ⾎液 2017/10/14〜15 福岡県 第21回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0116 不⾎呼⾼ 2017/10/14〜15 宮城県 第4回北海道東北臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0032 ⾎液 2017/10/15 ⿃取県 第6回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0086 呼吸 2017/10/15 ⼤阪府
第7回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
実践呼吸療法セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0104 呼吸 2017/10/15 ⻑崎県 第4回⻑崎県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0105 ⾎液 2017/10/15 兵庫県
第29回兵庫県透析合同研究会
・第41回兵庫県透析従事者研究会

兵庫県透析従事者研究会 その他
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CEA決 S-17-0106 ⾎液 2017/10/15 ⿅児島県 第24回⿅児島県臨床⼯学研究会 公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0148 呼吸 2017/10/15 栃⽊県 「第8回栃⽊県呼吸器基礎セミナー」 ⼀般社団法⼈栃⽊県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0058 不整脈 2017/10/21 滋賀県 第7回ペースメーカステップアップカンファレンス ペースメーカステップアップカンファレンス その他
CEA決 S-17-0072 不整脈 2017/10/22 三重県 第49回教育セミナー「初級 ⼼電図セミナー」 ⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0098 ⾎液 2017/10/22 島根県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in浜⽥ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0107 不整脈 2017/10/22 滋賀県 第13回循環器部⾨セミナー ⼀般社団法⼈滋賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0137 ⾎液 2017/10/22 ⾹川県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⾼松 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0049 ⾎液 2017/10/28 愛知県 第12回中部地区バスキュラーアクセス研究会 中部地区バスキュラーアクセス研究会 その他
CEA決 S-17-0108 呼吸 2017/10/28 愛知県 呼吸療法セミナーⅡ（呼吸療法を学ぼう、応⽤編〜） ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0066 ⾎液 2017/10/29 ⻑崎県 第2回⻑崎県臨床⼯学技⼠会主催 ⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0099 ⾎液 2017/10/29 北海道
第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー
in北海道（函館）

⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0134 ⾎液 2017/10/29 千葉県 第47回機器研修会 ⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0109 ⾎液 2017/11/5 熊本県 メンテナンス講習会 社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0123 ⾎液 2017/11/5 福島県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in郡⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0124 ⾎液 2017/11/5 三重県 第15回「患者様のQOLを考える会」 （⼀社）共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0127 不⾎呼⾼⼿ 2017/11/5 埼⽟県 第8回関東臨床⼯学会 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0161 ⾎液 2017/11/5 岩⼿県 第51回岩⼿腎不全研究会 岩⼿腎不全研究会 その他

CEA決 S-17-0046 ⾎液 2017/11/12 ⻑野県
⼀般社団法⼈透析医学会関連地⽅学術集会
第65回⻑野県透析研究会学術集会

⻑野県透析研究会 その他

CEA決 S-17-0128 ⾎液 2017/11/12 愛知県 第28回東海透析技術交流会学術集会 東海透析技術交流会 その他

CEA決 S-17-0162 不整脈 2017/11/18 ⻑野県 NAGANO Ablation Symposium 2017
⻑野医療⽣活協同組合⻑野中央病院
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

その他

CEA決 S-17-0115 不⾎呼⾼⼿ 2017/11/18〜19 和歌⼭県 第24回近畿臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈和歌⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0121 不整脈 2017/11/19 熊本県 第6回循環器セミナー・不整脈治療セミナー ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0139 ⾎液 2017/11/19 新潟県 第4回新潟旧姓⾎液浄化研究会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0147 ⾎液 2017/11/19 ⿃取県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⿃取 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0151 不⾎ 2017/11/19 北海道 第28回北海道臨床⼯学会 公益社団法⼈北海道臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-17-0078 ⼿術 2017/11/25 神奈川県 第1回⼿術業務関連セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0113 不⾎呼⾼⼿ 2017/11/25〜26 ⼭⼝県 第7回中四国臨床⼯学会
⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会
中四国臨床⼯学技⼠会連絡協議会

都道府県

CEA決 S-16-0186 ⾎液 2017/11/26 東京都 第13回⻑時間透析研究会 ⻑時間透析研究会 その他
CEA決 S-17-0019 ⾎液 2017/11/26 北海道 第18回北海道透析技術談話会 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠会 他 都道府県
CEA決 S-17-0077 ⾎液 2017/11/26 兵庫県 第54回定期学習会 ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0084 ⾎液 2017/11/26 千葉県 第45回千葉県透析研究会 千葉県透析研究会 その他
CEA決 S-17-0129 ⼿術 2017/11/26 東京都 第2回⼿術室関連機器ワークショップ ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0131 ⼿術 2017/11/26 群⾺県 第1回⼿術医療機器管理セミナー ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0140 ⾎液 2017/11/26 秋⽥県 第21回秋⽥腎不全研究会 秋⽥腎不全研究会 その他
CEA決 S-17-0152 ⾎液 2017/11/26 三重県 第7回三重県CAPD講座 三重県CADP講座 都道府県
CEA決 S-17-0174 不整脈 2017/12/1 福島県 第1回コメディカル不整脈研究会 コメディカル不整脈研究会 その他
CEA決 S-17-0096 不整脈 2017/12/2 東京都 第51回ペーシング治療研究会 第51回ペーシング治療研究会運営事務局 指定
CEA決 S-17-0156 ⾎液 2017/12/2 ⻑野県 第17回甲信急性⾎液浄化療法研究会 甲信急性⾎液浄化療法研究会 その他

CEA決 S-17-0076 ⾎液 2017/12/3 北海道
第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー
in北海道（室蘭）

⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0110 呼吸 2017/12/3 東京都 第11回東京呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0130 ⾎液 2017/12/3 滋賀県
第15回呼吸療法セミナー
「より⾮侵襲な呼吸治療を⽬指す」

⼀般社団法⼈滋賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0132 不整脈 2017/12/3 群⾺県 平成29年循環器セミナー ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0138 ⾎液 2017/12/3 福岡県 第50回九州⼈⼯透析研究会総会 九州⼈⼯透析研究会 その他

CEA決 S-17-0141 ⾎液 2017/12/3 東京都
東京都臨床⼯学技⼠会 代謝セミナー
「肺⾎症（Sepsis）に対する急性⾎液浄化療法とは

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0145 ⾎液 2017/12/3 ⼭⼝県 第11回⼭⼝県⾎液浄化基礎セミナー ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0163 不整脈 2017/12/3 岐⾩県 GACET教育セミナー2017 循環器関連セミナー ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0164 ⾎液 2017/12/3 宮城県 第46回宮城県腎不全研究会 公益財団法⼈宮城県腎臓協会 その他
CEA決 S-17-0120 不整脈 2017/12/10 愛媛県 循環器セミナー2017（ペースメーカ編） ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0135 不整脈 2017/12/10 千葉県 第48回機器研修会 循環器セミナー ⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0136 不整脈 2017/12/10 ⻑崎県 第5回循環器関連セミナー ⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0158 呼吸 2017/12/10 福岡県 第24回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0173 不整脈 2017/12/10 ⻑野県 第2回CV-NET信州研修会 CV-NET信州 その他

CEA決 S-17-0111 不整脈 2017/12/16 兵庫県
オープンカンファレンス
ペースメーカトレーニング「ベーシック編」

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0114 ⼿術 2017/12/16 東京都 ダビンチサージカルシステムCEトレーニングセンター インテュイティブサージカル合同会社 その他
CEA決 S-17-0186 不整脈 2017/12/16 埼⽟県 第51回埼⽟不正脈ペーシング研究会 埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
CEA決 S-17-0117 ⾎液 2017/12/17 千葉県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in鴨川 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0118 ⾎液 2017/12/17 岐⾩県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in岐⾩ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0169 ⾎液 2017/12/17 福岡県
平成29年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会
⽇機装応⽤編

⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0185 不整脈 2018/1/6 秋⽥県 第1回秋⽥不整脈スキルアップセミナー St.Jude Medical その他
CEA決 S-17-0175 不整脈 2018/1/7 岡⼭県 第6回瀬⼾内植込みデバイスカンファレンス 瀬⼾内ペースメーカ・アブレーション研究会 その他
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CEA決 S-17-0178 不整脈 2018/1/13 ⼭形県 第4回 Yamagata Cathelabo Conference Yamagata Cathelabo Conference 事務局 その他
CEA決 S-17-0189 不整脈 2018/1/13 ⼤阪府 第1回NA3D研究会 NA3D研究会 その他
CEA決 S-17-0146 ⾎液 2018/1/14 熊本県 平成29年度⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0170 ⾎液 2018/1/14 愛知県 ⾎液浄化セミナーⅡ ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0171 ⼿術 2018/1/17 愛知県 内視鏡ハンズオンセミナー ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0142 ⾎液 2018/1/21 茨城県 第5回茨城県⾎液浄化セミナー「⾼齢者透析のコツ」 ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0157 ⾎液 2018/1/21 ⻑野県 第3回信州HDFカンファレンス 信州HDFカンファレンス その他
CEA決 S-17-0167 ⾎液 2018/1/21 宮城県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in宮城 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0153 ⼿術 2018/1/27 兵庫県 ⼿術室業務と臨床⼯学技⼠の関わり（案） ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0194 不整脈 2018/1/27 ⻘森県 第3回循環器セミナー ⼀般社団法⼈⻘森県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0226 不整脈 2018/1/27 愛知県 循環器セミナー ペースメーカ講習会（応⽤編） ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0095 不整脈 2018/1/28 神奈川県 第5回循環器関連セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0125 ⾎液 2018/1/28 愛媛県 代謝部⾨学術セミナー ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0159 呼吸 2018/1/28 ⾹川県 第1回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0179 ⾎液 2018/1/28 兵庫県 第26回 ⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0180 ⾎液 2018/1/28 静岡県 第12回⾎液浄化安全対策セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0195 ⾎液 2018/1/28 滋賀県 第21回⾎液浄化セミナー（応⽤編） ⼀般社団法⼈滋賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0199 呼吸 2018/1/28 京都府 第15回⼈⼯呼吸器安全管理セミナー ⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0143 呼吸 2018/2/4 広島県 第11回広島県⼈⼯呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0154 ⾎液 2018/2/4 京都府 第2回京都⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0165 ⾎液 2018/2/4 兵庫県 平成29年度冬季透析セミナー 兵庫県透析従事者研究会 その他
CEA決 S-17-0181 呼吸 2018/2/4 埼⽟県 第17回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0215 ⾎液 2018/2/4 北海道
第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー
in北海道（旭川）

⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0144 ⾎液 2018/2/11 東京都 第8回⾎液透析技能セミナー ⼀般社団法⼈透析技能検定試験制度協議会 その他
CEA決 S-17-0182 呼吸 2018/2/11 静岡県 第16回呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0211 ⾎液 2018/2/11 福岡県 平成29年度 ⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0222 ⾎液 2018/2/11 栃⽊県 「第5回栃⽊県⾎液浄化セミナー」 ⼀般社団法⼈栃⽊県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0212 不整脈 2018/2/17 広島県 第13回循環器セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0120 ⾎液 2018/2/17 兵庫県 第28回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0133 ⾎液 2018/2/18 群⾺県 第1回透析清浄化セミナー ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0172 呼吸 2018/2/18 茨城県 第5回茨城呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0192 ⾎液 2018/2/18 ⼭形県 第20回⼭形透析技術フォーラム ⼀般社団法⼈⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0200 ⾎液 2018/2/18 岡⼭県 第10回透析機器メンテナンス講習会 ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0235 ⾎液 2018/2/18 東京都 第46回東京透析研究会 東京透析研究会 その他
CEA決 S-17-0206 呼吸 2018/2/24 新潟県 第24回新潟呼吸ケアセミナー ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0213 不整脈 2018/2/24 岩⼿県 第3回 AAI Academy
公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会
⼀般社団法⼈⻘森県臨床⼯学技⼠会
⼀般社団法⼈岩⼿県臨床⼯学技⼠会

都道府県

CEA決 S-17-0214 不整脈 2018/2/24 東京都 第8回多摩コメディカル研究会 多摩コメディカル研究会 その他
CEA決 S-17-0225 ⾎液 2018/2/24 ⼤阪府 第11回関⻄⾎液浄化研究会 関⻄⾎液浄化研究会 その他
CEA決 S-17-0122 ⾎液 2018/2/25 ⻘森県 第16回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⻘森県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0160 ⾎液 2018/2/25 ⾹川県 第1回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0176 呼吸 2018/2/25 神奈川県 第16回⼈⼯呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0190 不整脈 2018/2/25 ⼤阪府 第6回阪神コメディカル不整脈研究会 阪神コメディカル不整脈研究会 その他
CEA決 S-17-0198 ⾎液 2018/2/25 ⼤阪府 第13回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 ⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0203 ⾎液 2018/2/25 三重県 第23回透析座談会 （⼀社）共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0204 呼吸 2018/2/25 千葉県
⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会
第7回⼈⼯呼吸セミナー

⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会  都道府県

CEA決 S-17-0177 ⾎液 2018/3/3 宮城県 第28回東北アフェレシス研究会 東北アフェレシス研究会 その他
CEA決 S-17-0232 不整脈 2018/3/3 東京都 第8回不整脈セミナー 中⼭道循環器関連コメディカル研究会 その他
CEA決 S-16-0210 不整脈 2018/3/4 福井県 平成29年度⼼電図セミナー 基礎B ⼀般社団法⼈福井県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0126 呼吸 2018/3/4 愛媛県 呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0150 呼吸 2018/3/4 熊本県 第8回⼈⼯呼吸器の基礎講座 ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0155 ⼿術 2018/3/4 京都府 第9回⼿術室臨床⼯学技⼠（OR-CET）情報交換会 ⼿術室臨床⼯学技⼠（OR-CET）情報交換会 その他
CEA決 S-17-0168 ⾎液 2018/3/4 岡⼭県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in岡⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0187 ⾎液 2018/3/4 ⼭形県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼭形 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0207 呼吸 2018/3/4 秋⽥県 第12回秋⽥県⼈⼯呼吸器安全対策セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0208 ⾎液 2018/3/4 秋⽥県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in秋⽥ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0209 ⾎液 2018/3/4 ⾼知県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⾼知 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0216 呼吸 2018/3/4 三重県 第14回三重県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー （⼀社）共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0219 呼吸 2018/3/4 ⻑野県 第15回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー ⼀般社団法⼈⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0220 ⾎液 2018/3/4 愛知県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in名古屋 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0224 ⾎液 2018/3/11 東京都
東京都臨床⼯学技⼠会 代謝セミナー
〜よりよい透析治療を考えて〜

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0201 不整脈 2018/3/17 兵庫県
オープンカンファレンス 基礎から学ぼうシリーズ
 「PCIの基礎」

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0202 不整脈 2018/3/17 奈良県 第8回ペースメーカ ステップアップ カンファレンス ペースメーカ ステップアップ カンファレンス その他



 2017年度開催　単位付与一覧

承認番号 種別 開催⽇ 開催地 学会・研究会名 団体名 主催種別
CEA決 S-17-0223 呼吸 2018/3/17 佐賀県 第3回佐賀呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈佐賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0229 ⾎液 2018/3/17〜18 宮城県 第8回⽇本腎臓リハビリテーション学会学術集会 ⽇本腎臓リハビリテーション学会 その他
CEA決 S-17-0191 不整脈 2018/3/18 ⼤阪府 第8回近畿デバイスカンファレンス 近畿デバイスカンファレンス その他
CEA決 S-17-0205 ⾎液 2018/3/18 ⼤分県 平成29年度 代謝セミナー 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0210 ⾎液 2018/3/18 栃⽊県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in栃⽊ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0217 ⾎液 2018/3/18 ⼤阪府
第9回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
呼吸療法セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0221 ⾎液 2018/3/18 ⻑崎県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⻑崎 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0230 呼吸 2018/3/18 岐⾩県 GACET教育セミナー2017 呼吸器関連セミナー ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0234 ⾎液 2018/3/18 島根県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in出雲 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0231 呼吸 2018/3/21 ⼤阪府 WARCセミナー WARC呼吸ケア研究会 その他

CEA決 S-17-0166 ⾎液 2018/3/24 ⿅児島県 第8回呼吸療法セミナー
南九州ME研究会
公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会

都道府県

CEA決 S-17-0188 ⾎液 2018/3/25 神奈川県
第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー
in神奈川（県央）

⽇本⾎液浄化技術学会 指定



 2018年度開催　単位付与一覧

承認番号 種別 開催⽇ 開催地 学会・研究会名 団体名 主催種別
CEA決 S-17-0228 不整脈 2018/4/14 宮城県 第2回不整脈メディカルプロフェッショナル研究会 ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0196 ⾎液 2018/4/15 福岡県 第24回⽇本アフェレシス学会九州地⽅会 ⽇本アフェレシス学会九州地⽅会 指定
CEA決 S-17-0240 ⾎液 2018/4/15 新潟県 第7回新潟県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0242 ⾎液 2018/4/15 ⾹川県 第10回⾹川県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0248 不整脈 2018/4/15 ⾹川県 第10回⾹川県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0238 不整脈 2018/4/22 三重県 第1回循環器関連セミナー （⼀社）共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0241 不整脈 2018/5/12 東京都 第9回不整脈セミナー 中⼭道循環器関連コメディカル研究会 その他
CEA決 S-18-0002 ⾎液 2018/5/13 宮崎県 第8回宮崎県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈宮崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0022 ⾎液 2018/5/13 愛知県
第29回東海透析技術交流会定例総会
・スプリングセミナー

東海透析技術交流会 その他

CEA決 S-18-0027 ⾎液 2018/5/13 岩⼿県 岩⼿腎不全研究会 第3回春季セミナー 岩⼿腎不全研究会 その他
CEA決 S-18-0004 ⾎液 2018/5/19〜20 熊本県 第25回熊本県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0005 不整脈 2018/5/19〜20 熊本県 第25回熊本県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0197 ⾎液 H30. 5. 20 広島県
広島県臨床⼯学技⼠会学術⼤会・総会
（第10回記念⼤会）

⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0001 不整脈 2018/5/20 ⻑野県 第3回CV-NET信州研修会 CV-NET信州 その他
CEA決 S-17-0243 ⾎液 2018/5/27 兵庫県 第42回兵庫県透析従事者研究会総会 兵庫県透析従事者研究会 その他
CEA決 S-18-0030 不⾎ 2018/6/2〜3 静岡県 第14回静岡県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0236 不⾎呼 2018/6/3 東京都 第26回東京都臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0003 ⾎液 2018/6/3 埼⽟県 第28回埼⽟臨床⼯学会及び総会 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0036 不⾎ 2018/6/3 愛知県
平成30年度⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会
第14回学術⼤会

⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0023 不整脈 2018/6/9 東京都 第10回東京不整脈コメディカル研究会 東京不整脈コメディカル研究会 その他
CEA決 S-18-0037 不整脈 2018/6/9 埼⽟県 第52回埼⽟不整脈ペーシング研究会 埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
CEA決 S-17-0184 不整脈 2018/6/10 沖縄県 沖縄コメディカル不整脈シンポジウム 沖縄コメディカル不整脈シンポジウム その他
CEA決 S-17-0193 ⾎液 2018/6/10 ⾼知県 第9回⾼知県臨床⼯学技⼠会 ⼀般社団法⼈⾼知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0245 ⾎液 2018/6/10 三重県 第1回⾎液浄化関連セミナー （⼀社）共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0247 不整脈 2018/6/10 ⿅児島県 第20回⼼電図セミナー（初級編） 公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0017 ⾎液
2018/6/10
2018/6/17
2018/8/16

広島県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in広島 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-17-0227 不整脈 2018/6/16 兵庫県
オープンカンファレンス
ICDトレーニング「ベーシック編」

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0239 呼吸 2018/6/16 ⻑崎県 第5回⻑崎県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0016 ⾎液 2018/6/16 岡⼭県 第103回岡⼭透析懇話会 岡⼭透析懇話会 都道府県
CEA決 S-17-0244 ⾎液 2018/6/17 群⾺県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in群⾺ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-18-0049 不整脈 2018/6/23〜24 東京都
第18回⽇本⼼臓植込みデバイス
フォローアップ研究会

⽇本⼼臓植込みデバイスフォローアップ研究会 その他

CEA決 S-18-0029 不整脈 2018/6/30 秋⽥県 第9回秋⽥県ペースメーカー勉強会 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0043 ⾼気圧 2018/6/30 沖縄県 第19回九州⾼気圧環境医学会 九州⾼気圧環境医学会 その他

CEA決 S-18-0038 内視鏡 2018/7/7 新潟県
新潟県臨床⼯学技⼠会 ME」機器管理セミナー
内視鏡（初級）

⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-17-0246 ⼿術 2018/7/8 神奈川県 第2回⼿術室業務関連セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0006 不整脈 2018/7/8 福井県 ⼼電図講習会基礎A・基礎B ⼀般社団法⼈福井県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0014 ⾎液 2018/7/8 群⾺県 第2回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0028 呼吸 2018/7/8 岩⼿県 第7回いわて呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈岩⼿県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0034 ⾎液 2018/7/8 ⽯川県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⽯川 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0050 ⼿術 2018/7/8 東京都 全⾝⿇酔器ハンズオンセミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0051 ⾎液 2018/7/8 ⿅児島県 第8回透析セミナー 公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0052 呼吸 2018/7/8 愛知県
呼吸療法セミナーⅠ
〜呼吸療法を学ぼう、基礎編〜

⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0040 ⾎液 2018/7/13〜14 北海道 第10回⽇本下肢救済・⾜病学会学術集会 ⼀般社団法⼈⽇本下肢救済・⾜病学会 その他
CEA決 S-18-0018 ⾎液 2018/7/15 ⼭⼝県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in岩国 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-17-0183 ⾎液 2018/7/22 広島県 第13回広島透析療法セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-17-0237 ⾎液 2018/7/22 ⼤分県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼤分 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0008 不整脈 2018/7/22 兵庫県 第8回⼼電図セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0024 ⾎液 2018/7/22 茨城県 第10回透析装置メンテナンスセミナー ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0031 呼吸 2018/7/22 ⿃取県 第7回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0061 不整脈 2018/7/22 秋⽥県 第15回秋⽥県⼼電図セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0055 不整脈 2018/7/28 神奈川県 ⽇本循環器学会 第15回コメディカルセミナー ⼀般社団法⼈⽇本循環器学会 指定
CEA決 S-18-0013  ⾎不呼⼿ 2018/7/29 群⾺県 第17回群⾺県臨床⼯学技⼠会 学術⼤会 ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0035 ⾎液 2018/7/29 東京都 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼋王⼦ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0041 不整脈 2018/7/29 神奈川県 第12回循環器デバイス関連カンファレンス 循環器デバイス関連カンファレンス その他
CEA決 S-18-0045 不整脈 2018/7/29 茨城県 第2回茨城ハートセミナー 〜⼼電図学習会〜 ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0047 呼吸 2018/7/29 兵庫県 第36回呼吸セミナー 初級コース ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0053 ⾎液 2018/7/29 熊本県 第29回熊本県透析施設協議会スタッフ講習会 熊本県透析施設協議会 その他

CEA決 S-18-0054 ⾎液 2018/7/29 愛知県
⾎液浄化セミナーⅠ
〜基礎から学ぶ⾎液浄化療法〜

⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0064 ⾎液 2018/8/5 京都府 第12回関⻄⾎液浄化研究会 関⻄⾎液浄化研究会 都道府県
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CEA決 S-18-0078 ⾎液 2018/8/5 ⼭形県 第21回⼭形透析技術フォーラム ⼀般社団法⼈⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0019 ⾎液
2018/8/5
2018/8/12

⿅児島 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⿅児島 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-18-0009 ⾎液 2018/8/11〜12 東京都 第22回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0086 不整脈 2018/8/17 福島県 第2回コメディカル不整脈研究会 コメディカル不整脈研究会 その他
CEA決 S-18-0032 ⾎液 2018/8/19 兵庫県 第27回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0056 不整脈 2018/8/19 ⼤阪府 ⽇本循環器学会 第15回コメディカルセミナー ⼀般社団法⼈⽇本循環器学会 指定
CEA決 S-18-0042 不整脈 2018/8/25 神奈川県 第15回神奈川カテ室コメディカル研究会 神奈川カテ室コメディカル研究会 その他

CEA決 S-18-0026 ⾎液 2018/8/25〜26 熊本県
第13回⽇本透析クリアランスギャップ研究会
学術集会

⽇本透析クリアランスギャップ研究会 その他

CEA決 S-18-0033 不整脈 2018/8/26 ⼤分県 初級コース 誰にでもよくわかる⼼電図セミナー 公益財団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0067 ⾎液 2018/8/26 滋賀県
滋賀県臨床⼯学技⼠会 ⾎液浄化部主催
第22回⾎液浄化セミナー（基礎編）

⼀般社団法⼈滋賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0091 ⾎液 2018/8/26 福岡県
平成30年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会
東レ基礎編

⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0066 不整脈 2018/9/1 ⿅児島県 第4回循環機器セミナー  南九州ME研究会公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0083 呼吸 2018/9/1 沖縄県 第32回沖縄呼吸ケアセミナー 沖縄呼吸ケア研究会 その他
CEA決 S-18-0094 不整脈 2018/9/1 東京都 第52回ペーシング治療研究会 ペーシング治療研究会 指定
CEA決 S-18-0015 不整脈 2018/9/2 埼⽟県 第9回循環器セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0062 不整脈 2018/9/2 愛媛県 愛媛県臨床⼯学技⼠会 循環器セミナー2018 ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0071 呼吸 2018/9/2 神奈川県 第24回神奈川呼吸療法カンファレンス 神奈川呼吸療法研究会 その他
CEA決 S-18-0079 不整脈 2018/9/2 群⾺県 平成30年循環器セミナー ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0084 不整脈 2018/9/2 北海道 ⽇本EPアブレーション技術研究会 北海道地⽅会 ⽇本EPアブレーション技術研究会 北海道地⽅会 その他

CEA決 S-18-0068 ⼿術 2018/9/8 兵庫県
兵庫県臨床⼯学技⼠会
学術部 ME部⾨ ⼿術WG主催
電気メスを知る 〜基礎からSoft凝固まで〜

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0063 不⾎呼⾼⼿内⼼ 2018/9/8〜9 ⻑崎県
第13回九州臨床⼯学会
第11回⻑崎県臨床⼯学会

⼀般社団法⼈⻑崎県臨書⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0102 不⾎呼⾼⼿内⼼ 2018/9/8〜9 ⻑野県 第9回甲信越臨床⼯学会 In Nagano ⼀般社団法⼈⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0044 不整脈 2018/9/9 東京都 循環器コメディカル研究会 第5回学術集会 循環器コメディカル研究会 その他

CEA決 S-18-0046 ⾎液 2018/9/9 ⼤阪府
第14回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
⾎液浄化セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0048 不整脈 2018/9/9 ⿃取県 第7回循環器セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0057 不整脈 2018/9/9 三重県 第50回教育セミナー「初級 ⼼電図セミナー」 ⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0095 ⾎液 2018/9/9 秋⽥県 第14回秋⽥県透析セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0077 不⾎呼⾼⼿内⼼ 2018/9/12〜14 千葉県
第1回臨床⼯学フォーラム
in メディカルジャパン東京

公益社団法⼈⽇本臨床⼯学技⼠会 ⽇臨⼯

CEA決 S-18-0025 ⾎液 2018/9/16 神奈川県 第7回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0080 呼吸 2018/9/16 北海道 第9回北海道呼吸療法セミナー 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0085 ⼿術 2018/9/16 東京都 第3回内視鏡⼿術機器管理セミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0010 ⾎液 2018/9/22〜23 兵庫県 第22回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0103 ⾎液 2018/9/23 福岡県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in久留⽶ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-18-0087 呼吸 2018/9/24 東京都
第2回JSEPTIC CE部会セミナー
⼈⼯呼吸管理の理解を深める

JSEPTIC CE部会（特定⾮営利活動法⼈⽇本集中治療教育研究会） その他

CEA決 S-17-0233 不⾎呼⾼⼿ 2018/9/29〜30 徳島県 第8回中四国臨床⼯学会（徳島⼤会）  ⼀般社団法⼈徳島県臨床⼯学技⼠会中四国臨床⼯学技⼠会連絡協議会 都道府県
CEA決 S-18-0096 呼吸 2018/9/30 ⼤分県 呼吸療法セミナー 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0115 ⾎液 2018/10/6 ⼤分県 第37回⼤分透析研究会 ⼤分⼤学医学部腎泌尿器外科学講座 その他
CEA決 S-18-0011 ⾎液 2018/10/6〜7 福岡県 第22回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0058 不⾎呼⾼⼿内⼼ 2018/10/6〜7 福島県 第5回北海道・東北臨床⼯学会  ⼀般社団法⼈福島県臨床⼯学技⼠会北海道・東北臨床⼯学技⼠連絡協議会 都道府県
CEA決 S-18-0012 ⾎液 2018/10/7 岡⼭県 第20回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0075 呼吸 2018/10/7 ⼭梨県 第10回⼭梨呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⼭梨県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0104 ⾎液 2018/10/7 ⼤阪府 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼤阪 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0112 ⼿術 2018/10/7 東京都 第3回⼿術室関連機器ワークショップ ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0126 ⾎液 2018/10/7 岐⾩県
平成30年度 GACET教育セミナー
⾎液浄化セミナー

⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0125 不整脈 2018/10/13 新潟県 第42回新潟不整脈CIEDs研究会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0073 不整脈 2018/10/14 京都府 第⼀回京都循環器講習会 ⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0097 ⾎液 2018/10/14 島根県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in浜⽥ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0140 ⾎液 2018/10/14 北海道 第29回北海道臨床⼯学会 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0059 不整脈 2018/10/20 ⼤阪府 第9回ペースメーカステップアップカンファレンス ペースメーカステップアップカンファレンス その他
CEA決 S-18-0088 呼吸 2018/10/20 ⾼知県 第5回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⾼知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0090 ⼿術 2018/10/20 愛知県 ダビンチサージカルシステムCEトレーニングセミナー インテュイティブサージカル合同会社 その他
CEA決 S-18-0100 不整脈 2018/10/20 静岡県 第11回不整脈セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0116 ⾎液 2018/10/20 愛知県 第13回中部地区バスキュラーアクセス研究会 中部地区バスキュラーアクセス研究会 その他
CEA決 S-18-0138 不整脈 2018/10/20 ⻑野県 第5回信州CRM Device Meeting In NAGANO ⼀般社団法⼈⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0069 ⾎液 2018/10/21 北海道 第19回北海道透析技術懇話会 公益社団法⼈北海道臨書⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0072 ⾎液 2018/10/21 福井県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in福井 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0081 不整脈 2018/10/21 ⼭⼝県 第七回⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 ペースメーカ講習会 ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0093 ⾎液 2018/10/21 東京都 第3回透析機能評価研究会 ⽇本透析機能評価研究会 その他
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CEA決 S-18-0098 ⾎液 2018/10/21 福井県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in新潟 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0105 ⾎液 2018/10/21 静岡県 第9回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in静岡 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-18-0121 呼吸 2018/10/21 ⼤阪府
第8回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
実践呼吸療法セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0122 ⾎液 2018/10/21 兵庫県
第30回兵庫県透析合同研究会
・第42回兵庫県透析従事者研究会

兵庫県透析従事者研究会 その他

CEA決 S-18-0127 ⾎液 2018/10/21 埼⽟県 第17回 ⾎液浄化セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0107 ⾎液
2018/10/21
2018/11/4

北海道
第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in釧路
第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in札幌

⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-18-0124 不⾎呼⾼⼿内⼼ 2018/10/27〜28 千葉県 第9回関東臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0117 不整脈 2018/10/28 福岡県 平成30年度 教育セミナー（循環器） ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0123 ⾎液 2018/10/28 ⻑崎県
第3回⻑崎県臨床⼯学技⼠会主催
⾎液浄化セミナー

⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0141 不整脈 2018/10/28 ⼤阪府 第7回阪神コメディカル不整脈研究会 阪神コメディカル不整脈研究会 その他
CEA決 S-18-0153 ⾎液 2018/10/28 熊本県 平成３０年度メンテナンスセミナー ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0142 呼吸 2018/11/3 福岡県 平成30年度教育セミナー（集中治療） ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0076 ⾎液 2018/11/4 ⻑野県 第66回⻑野県透析研究会学術集会 ⻑野県透析研究会 その他
CEA決 S-18-0128 ⾎液 2018/11/4 茨城県 第52回茨城⼈⼯透析談話会 第52回茨城⼈⼯透析談話会事務局 その他
CEA決 S-18-0130 ⾎液 2018/11/4 福岡県 第1回災害対策セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0154 呼吸 2018/11/4 ⼭形県 第１１回やまがた呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0174 不整脈 2018/11/8 沖縄県 第7回⽇本・EPアブレーション技術研究会 ⽇本・EPアブレーション技術研究会 その他
CEA決 S-18-0183 ⾎液 2018/11/9 宮城県 第２９回東北アフェレシス研究会・技術講習会 東北アフェレシス研究会 その他
CEA決 S-18-0110 呼吸 2018/11/10 新潟県 第1回新潟呼吸管理安全対策セミナー ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0113 ⼿術 2018/11/10 東京都
第2回ダビンチサージカルシステム
CEトレーニングセミナー

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0039 ⾎液 2018/11/10〜11 ⻑野県 第21回⽇本腎不全看護学会学術集会・総会 ⽇本腎不全看護学会 その他
CEA決 S-18-0060 不⾎呼⾼⼿内⼼ 2018/11/10〜11 奈良県 第25回近畿臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈奈良県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0162 ⾎液 2018/11/10〜11 ⼤分県 第10回⼤分県臨床⼯学会 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0082 呼吸 2018/11/11 東京都 第12回東京呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0106 ⾎液 2018/11/11 茨城県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in茨城 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0114 ⾎液 2018/11/11 佐賀県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in佐賀 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0143 呼吸 2018/11/16 ⼭形県 第37回「⽇本蘇⽣学会」呼吸管理ハンズオンセミナー ⽇本蘇⽣学会 その他
CEA決 S-18-0118 ⼼カテ 2018/11/17 ⻘森県 第4回循環器セミナー ⼀般社団法⼈⻘森県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0065 不整脈 2018/11/18 岡⼭県 第5回循環セミナー ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0119 不カテ 2018/11/18 熊本県 第7回循環器・不整脈治療セミナー ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0131 呼吸 2018/11/18 栃⽊県 「第9回 栃⽊県呼吸器基礎セミナー」 ⼀般社団法⼈栃⽊県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0139 ⾎液 2018/11/18 三重県 第8回三重県CAPD講座 三重県CAPD講座 その他
CEA決 S-18-0144 ⾎液 2018/11/18 愛知県 第29回東海透析技術交流会 東海透析技術交流会 その他
CEA決 S-18-0155 ⾎液 2018/11/18 ⼭形県 第４９回⼭形腎不全研究会 ⼭形腎不全研究会 その他
CEA決 S-18-0158 ⾎液 2018/11/18 北海道 第94回北海道透析療法学会 北海道透析療法学会 その他

CEA決 S-18-0163 ⾎液 2018/11/18 福岡県
平成30年 ⾎液浄化メンテンナンス研修会
JMS基礎編

⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0179 ⾎液 2018/11/18 岩⼿県 第52回岩⼿腎不全研究会 ⼀般社団法⼈岩⼿県臨床⼯学技⼠会 その他
CEA決 S-18-0182 ⾎液 2018/11/18 新潟県 第５回新潟急性⾎液浄化研究会 新潟県臨床⼯学技⼠会共催 新潟急性⾎液浄化研究会 都道府県
CEA決 S-18-0184 不整脈 2018/11/24 埼⽟県 第５３回埼⽟不整脈ペーシング研究会 埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
CEA決 S-17-0218 ⾎液 2018/11/24〜25 福岡県 第14回⻑時間透析研究会 ⻑時間透析研究会 その他
CEA決 S-18-0129 不⾎呼⾼⼿内⼼ 2018/11/24〜25 岐⾩県 第19回中部臨床⼯学会in岐⾩  中部臨床⼯学技⼠会連絡協議会⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0132 ⾎液 2018/11/25 千葉県 第46回千葉県透析研究会 千葉県透析研究会 その他
CEA決 S-18-0135 ⾎液 2018/11/25 宮崎県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in宮崎 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0156 ⾎液 2018/11/25 新潟県 透析バスキュラーアクセスエコーハンズオンセミナー ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0108 ⾎液 2018/12/2 ⿅児島県 第51回九州⼈⼯透析研究会総会  ⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科消化疾患・⽣活習慣病学分野 その他

CEA決 S-18-0109 ⾎液 2018/12/2 京都府
第3回京都⾎液浄化セミナー
〜多職種による症例検討〜

⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0133 不整脈 2018/12/2 ⼤阪府
平成30年度 ⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
循環器部⾨セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0136 ⾎液 2018/12/2 秋⽥県 第22回秋⽥腎不全研究会 秋⽥腎不全研究会 その他
CEA決 S-18-0147 呼吸 2018/12/2 兵庫県 第37回呼吸セミナー 初級コース ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0148 ⾎液 2018/12/2 三重県 第16回「患者様のQOLを考える会」 （⼀社）共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0149 不整脈 2018/12/2 愛媛県
⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会
循環器セミナー2018（不整脈編）

⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0157 ⾎液 2018/12/2 岩⼿県 第１６回CEセミナー ⼀般社団法⼈岩⼿県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0159 ⾎液 2018/12/2 広島県 第１１回⾎液浄化STEPUPセミナー ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0164 不整脈 2018/12/2 千葉県 第50回機器研修会 循環器セミナー ⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0169 不整脈 2018/12/2 ⻑崎県 第６回循環器セミナー ⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0185 ⾎液 2018/12/2 宮城県 第４７回宮城県腎不全研究会 公益財団法⼈宮城県腎臓協会 その他
CEA決 S-18-0178 ⾎液 2018/12/8 ⼭梨県 第18回甲信急性⾎液浄化療法研究会学術セミナー 甲信急性⾎液浄化療法研究会 その他
CEA決 S-18-0089 不整脈 2018/12/9 兵庫県 第58回定期学習会 ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0145 不整脈 2018/12/9 ⻑野県 第4回CV-NET信州研究会 CV-NET信州研究会 その他
CEA決 S-18-0150 呼吸 2018/12/9 滋賀県 第16回滋賀県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈滋賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
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CEA決 S-18-0165 ⾎液 2018/12/9 福岡県
平成30年 ⾎液浄化メンテンナンス研修会
東レ応⽤編

⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0180 不⼼カテ 2018/12/9 岐⾩県 平成30年度GACET教育セミナー 循環器セミナー ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0186 不整脈 2018/12/15 愛知県 不整脈セミナー(中級） ⼀般社団法⼈ 愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0074 不整脈 2018/12/16 三重県 第51回教育セミナー 「中級 ⼼電図セミナー」 ⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0137 ⾎液 2018/12/16 ⼭梨県 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in⼭梨 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0152 ⾎液 2018/12/16 和歌⼭ 第10回⾎液浄化 StepUp ビデオセミナー in和歌⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-18-0160 内視鏡 2018/12/16 熊本県
第14回医療機器安全対策セミナー
内視鏡機器の安全・感染管理

⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0187 不整脈 2019/1/12 ⼤分県 ⼤分県臨床⼯学技⼠会平成３０年度循環器セミナー 公益社団法⼈ ⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0188 ⾎液 2019/1/13 愛知県 ⾎液浄化セミナーⅡ ⼀般社団法⼈ 愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0195 ⾎液 2019/1/13 東京都 東京都臨床⼯学技⼠会 代謝セミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0202 ⾎液 2019/1/13 熊本県 平成３０年度⾎液浄化セミナー「透析液を究める」 ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0181 ⾎液
2019/1/13
2019/1/20

兵庫県
第１０回⾎液浄化stepupビデオセミナー
in神⼾・姫路

⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 その他

CEA決 S-18-0101 不整脈 2019/1/19 広島県 第14回循環器セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0168 不整脈 2019/1/19 兵庫県
オープンカンファレンス
 ペースメーカトレーニング ベーシック

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0170 内⼿ 2019/1/19 ⻑崎県 第４回医療機器関連学術セミナー ⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0193 不整脈 2019/1/19 ⼭形県 第６回 Yamagata Cathelabo Conference Yamagata Cathelabo Conference事務局 その他
CEA決 S-18-0215 不整脈 2019/1/19 秋⽥県 第２回 秋⽥不整脈スキルアップセミナー St.Jude medical その他

CEA決 S-18-0070 不整脈 2019/1/20 神奈川県
第6回循環器関連セミナー
および植込みデバイスフォローアップセミナー

⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0151 不整脈 2019/1/20 ⼤阪府 第9回近畿デバイスカンファレンス 近畿デバイスカンファレンス その他

CEA決 S-18-0166 ⾎液 2019/1/20 福岡県
平成30年 ⾎液浄化メンテンナンス研修会
⽇機装応⽤編

⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0171 呼吸 2019/1/20 埼⽟県 第18回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー 公益社団法⼈埼⽟臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0192 不整脈 2019/1/20 岡⼭県 第７回瀬⼾内植え込みデイスカンファレンス 瀬⼾内ペースメーカーアブレーション研究会 その他
CEA決 S-18-0228 ⾎液 2019/1/20 静岡県 第１３回⾎液浄化セミナー 静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0172 ⾎液 2019/1/21 宮城県 第４８回宮城県腎不全研究会 公益財団法⼈宮城県腎臓協会 その他
CEA決 S-18-0265 ⾎液 2019/1/23〜24 福岡県 第23回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0092 呼吸 2019/1/27 広島県 第12回広島⼈⼯呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0146 ⾎液 2019/1/27 ⻑野県 第4回信州HDFカンファレンス 信州HDFカンファレンス その他
CEA決 S-18-0190 ⾎液 2019/1/27 茨城県 第６回茨城県⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0191 呼吸 2019/1/27 ⾹川県
平成３０年度⾹川県臨床⼯学技⼠会
第２回呼吸療法セミナー

⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0196 ⾎液 2019/1/27 ⼭⼝県 第１２回⼭⼝県⾎液浄化基礎セミナー ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0203 ⾎液 2019/1/27 愛媛県 第２回代謝部⾨学術セミナー ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0206 ⾎液 2019/1/27 ⻑崎県 第１０回⾎液浄化STEPIPビデオセミナーin⻑崎 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0207 ⾎液 2019/1/27 福島県 第１０回⾎液浄化STEPIPビデオセミナーin郡⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0212 呼吸 2019/1/27 群⾺県 平成３０年度呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0213 呼吸 2019/1/27 京都府 第１６回⼈⼯呼吸器安全管理セミナー ⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0214 呼吸 2019/1/27 愛知県 呼吸療法セミナーⅡ ⼀般社団法⼈ 愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0134 ⾎液 2019/2/3 東京都 第9回⾎液透析技能セミナー ⼀般社団法⼈透析技能検定試験制度協議会 その他

CEA決 S-18-0167 ⾎液 2019/2/3 福岡県
平成30年 ⾎液浄化メンテンナンス研修会
JMS応⽤編

⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0172 ⾎液 2019/2/3 富⼭県
第４１回富⼭県臨床⼯学セミナー
「向き合って、その先へ 急性⾎液浄化療法

⼀般社団富⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0189 ⾎液 2019/2/3 兵庫県 平成３０年度冬季セミナー 兵庫県透析従事者研究会 その他
CEA決 S-18-0217 呼吸 2019/2/9 静岡県 第１７回呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0175 呼吸 2019/2/10 茨城県 第6回茨城呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0200 ⾎液 2019/2/10 ⼤阪府
第１５回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
⾎液浄化セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0209 ⾎液 2019/2/10 東京都 第１０回⾎液浄化STEPIPビデオセミナーin渋⾕ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0218 ⾎液 2019/2/10 愛知県 第９回透析運動療法研究会 透析運動療法研究会 その他
CEA決 S-18-0219 ⾎液 2019/2/10 岐⾩県 際１０回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin岐⾩ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0220 ⾎液 2019/2/10 ⼭形県 第２２回⼭形透析技術フォーラム ⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0176 不⼼カテ 2019/2/16 兵庫県
オープンカンファレンス やってみようシリーズ！
「PCI ハンズオン」

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0243 ⼿術 2019/2/16 北海道 ロボット⼿術学術セミナー 北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0173 呼吸 2019/2/17 神奈川県 第１７回⼈⼯呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0201 呼吸 2019/2/17 岐⾩県 GACET教育セミナ2018呼吸器関連セミナー ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0210 ⾎液 2019/2/17 ⼤分県 平成30年度 代謝セミナー 公益社団法⼈ ⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0211 ⾎液 2019/2/17 三重県 第２４回透析座談会 (⼀社）公益型三重県臨床⼯学技⼠会  都道府県
CEA決 S-18-0230 呼吸 2019/2/17 千葉県 第８回⼈⼯呼吸セミナー ⼀般社団法⼈ 千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0231 ⾎液 2019/2/17 東京都 第47回東京透析研究会 東京透析研究会 その他
CEA決 S-18-0242 ⾎液 2019/2/17 ⼤阪府 第１３回関⻄⾎液浄化研究会 関⻄⾎液浄化研究会 その他
CEA決 S-18-0216 不整脈 2019/2/23 東京都 第９回多摩コメディカル研究会 多摩コメディカル研究会 その他
CEA決 S-18-0225 呼吸 2019/2/23 新潟県 第２５回新潟呼吸ケアセミナー 新潟呼吸ケアフォーラム その他
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CEA決 S-18-0232 不整脈 2019/2/23 岩⼿県 第４回AAI Academy
共催（⼀社）⻘森県臨床⼯学技⼠会、
(公社)秋⽥県臨床⼯学技⼠会、
(⼀社）岩⼿県臨床⼯学技⼠会

都道府県

CEA決 S-18-0240 ⼼カテ 2019/2/23 神奈川県 第１６回神奈川カテ室コメディカル研究会 神奈川カテ室コメディカル研究会 その他
CEA決 S-18-0246 呼吸 2019/2/23 ⻑野県 第１６回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー ⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0161 不整脈 2019/2/24 沖縄県 第8回 沖縄コメディカル不整脈シンポジウム 沖縄コメディカル不整脈シンポジウム事務局 その他
CEA決 S-18-0223 ⾎液 2019/2/24 ⾹川県 第2回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0224 ⾎液 2019/2/24 ⿃取県 第７回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0227 不整脈 2019/2/24 北海道 第１５回卒後教育セミナー 北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0199 ⾎液 2019/3/3 ⾼知県 第10回⾎液浄化StepUpビデオセミナーin⾼知 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0233 呼吸 2019/3/3 秋⽥県 第１３回秋⽥県⼈⼯呼吸器安全対策セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0234 ⾎液 2019/3/3 群⾺県 第３回群⾺県⾎液浄化セミナー＆安全対策セミナー ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0238 ⾎液 2019/3/3 ⻘森県 第９回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin⻘森 ⽇本⾎液浄化技術学会技術学会 その他
CEA決 S-18-0241 呼吸 2019/3/3 三重県 第１５回三重県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー 共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0222 ⾎液 2019/3/8〜10 ⼤分県 第９回⽇本腎臓リハビリテーション学会学術集会 第９回⽇本腎臓リハビリテーション学会学術集会 その他
CEA決 S-18-0221 不整脈 2019/3/9 ⼤阪府 第１０回Pacemaker stepup カンファレンス pacemeker atepupカンファレンス その他
CEA決 S-18-0111 呼吸 2019/3/10 愛媛県 第1回えひめ呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0194 ⾎液 2019/3/10 岡⼭県 第１１回透析機器メンテナンス講習会 ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0204 ⼿術 2019/3/10 愛知県 第１０回⼿術室臨床⼯学技⼠情報交換会 ⼿術室臨床⼯学技⼠情報交換会 その他
CEA決 S-18-0208 ⾎液 2019/3/10 富⼭県 第9回⾎液浄化STEPIPビデオセミナーin郡⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0229 呼吸 2019/3/10 神奈川県 第２５回神奈川呼吸カンファレンス 神奈川呼吸療法研究会 その他

CEA決 S-18-0099 不整脈 2019/3/11 ⼭梨県
⼭梨県コメディカル不整脈治療研究会
ハンズオンセミナー 〜ペースメーカクリニックの
プログラマー操作を全社覚えよう！〜

⼭梨県コメディカル不整脈治療研究会 その他

CEA決 S-18-0198 ⼿術 2019/3/16 兵庫県
兵庫県臨床⼯学技⼠会
 学術部 第17回ME部⾨・⼿術WGセミナー

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0244 呼吸 2019/3/16 佐賀県 第４回佐賀呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈佐賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0007 不整脈 2019/3/17 福井県 ⼼電図講習会基礎A・基礎B ⼀般社団法⼈福井県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0177 呼吸 2019/3/17 ⼭⼝県
⼀般社団法⼈ ⼭⼝県臨床⼯学技⼠会
第18回呼吸器セミナー

⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会  都道府県

CEA決 S-18-0205 ⾎液 2019/3/17 ⼭形県 際１０回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin⼭形 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-18-0239 ⾎液 2019/3/17 秋⽥県 第１０回STEPUPビデオセミナーin秋⽥ ⽇本⾎液浄化技術学会技術学会 その他
CEA決 S-18-0245 呼吸 2019/3/17 ⼤阪府 第１０回⼤阪府臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0250 ⾎液 2019/3/17 島根県 第１１回⾎液浄化STEPUPセミナーin出雲 ⽇本⾎液浄化技術学会技術学会 その他
CEA決 S-18-0197 呼吸 2019/3/23 ⿅児島県 第９回呼吸療法セミナー  南九州ME研究会公益社団法⼈⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0236 ⼿・機器 2019/3/23 ⾼知県 医療機器セミナー ⾼知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0237 呼吸 2019/3/23 宮城県 第１回福島・宮城呼吸療法セミナー
（⼀社）福島県臨床⼯学技⼠会、
（⼀社）宮城県臨床⼯学技⼠会

都道府県

CEA決 S-18-0226 呼吸 2019/3/24 兵庫県 第３８回呼吸セミナー中級コース 兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0251 ⾎液 2019/3/31 ⿃取県 第１０回stepupビデオセミナーin倉吉 ⽇本⾎液浄化技術学会技術学会 その他
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CEA決 S-18-0253 不整脈 2019/4/7 ⾹川県 第11回⾹川県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0247 ⾎液 2019/4/14 ⾼知県 エコーハンズオンセミナー コヴィディエンジャパン株式会社 その他
CEA決 S-18-0257 不整脈 2019/4/14 三重県 第2回循環器関連セミナー ⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0266 ⾎液 2019/4/14 北海道 第95回北海道透析療法学会 北海道透析療法学会 その他
CEA決 S-18-0248 不整脈 2019/4/20 宮城県 第3回東北不整脈メディカルプロフェッショナル研究会 ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0006 ⾎、機器 2019/4/21 ⻑野県 第９回⻑野県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈ ⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0256 ⾎液 2019/4/28 東京都 東京都臨床⼯学技⼠会 代謝セミナー ⼀般社団法⼈ 東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0007 ⾎、⼿、機器 2019/5/12 新潟県 第８回新潟県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈ 新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0012 ⾎液 2019/5/12 愛知県
第30回東海透析技術交流会
定例総会 スプリングセミナー

東海透析技術交流会 その他

CEA決 S-19-0030 医療機器 2019/5/13 ⼤阪府 第8回⼤阪府臨床⼯学技⼠会医療機器安全管理セミナー ⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0254 ⾎液 2019/5/26 ⻑崎県 第２５回⽇本アフェレシス学会九州地⽅会 ⽇本アフェレシス学会 九州地⽅会 その他
CEA決 S-18-0259 ⾎液 2019/5/26 兵庫県 第４３回兵庫県透析従事者研究会総会 兵庫県透析従事者研究会 その他
CEA決 S-19-0010 ⼿術 R1. 5. 26 ⼤阪府 ダビンチサージカルシステムCEトレーニングセミナー インテュイティブサージカル合同会社 その他
CEA決 S-19-0018 ⾎液 2019/5/26 千葉県 第１０回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーinちば ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0025 不整脈 2019/6/1 秋⽥県 第１０回ペースメーカ研究会 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0036 不整脈 2019/6/1 埼⽟県 第５４回埼⽟不整脈ペーシング研究会 埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
CEA決 S-19-0001 ⾎、呼、⼿、内 2019/6/1〜2 静岡県 第１５回静岡県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0013 全領域 2019/6/2 東京都
第27回東京都臨床⼯学会
および第１８回都⺠公開講座

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0019 ⾎不呼⼿ｶﾃ内機器 2019/6/2 埼⽟県 第29回埼⽟県臨床⼯学会 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0038 不整脈・⾎液 2019/6/2 愛知県
2019年度⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会
第１５回学術⼤会

⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0009 ⾎液 2019/6/8〜9 熊本県
第２６回熊本県臨床⼯学会、
第２９０回熊本県滅菌消毒法講座、
九州臨床⼯学技⼠フォーラム

⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会、
熊本県滅菌業務研究会、
第２６回熊本県臨床⼯学会組織委員会、
九州臨床⼯学技⼠連絡協議会

都道府県

CEA決 S-19-0011 呼吸 2019/6/8〜9 神奈川県 第２６回神奈川呼吸療法カンファレンス （⼀社）神奈川呼吸療法研究会 その他
CEA決 S-19-0014 不整脈 2019/6/8〜9 福岡県 第１９回⽇本⼼臓植え込みデバイスフォローアップ研究会 ⽇本⼼臓植え込みデバイスフォローアップ研究会 その他
CEA決 S-18-0252 ⾎液 2019/6/9 群⾺県 第１１回Stepupビデオセミナーin群⾺ ⽇本⾎液浄化技術学会技術学会 その他
CEA決 S-19-0021 ⾎液 2019/6/15 岡⼭県 第１０４回岡⼭透析懇談会 岡⼭透析懇談会 その他
CEA決 S-19-0024 不整脈 2019/6/15 東京都 第11回東京不整脈コメディカル研究会 東京不整脈コメディカル研究会 その他
CEA決 S-18-0260 ⾎/不/呼/ｶﾃ/内 2019/6/16 三重県 第１回⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会学術集会 (⼀社）共益型三重県臨床⼯学技⼠会  都道府県
CEA決 S-19-0015 不整脈 2019/6/16 ⿅児島県 第21回⼼電図セミナー（初級編） (公社）⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0004 不整脈 2019/6/23 ⻑野県 第5回CV-NET信州研修会 CV-NET信州 その他
CEA決 S-19-0020 ⾎液 2019/6/28〜29 兵庫県 第11回⽇本下股救済・⾜病学会学術総会 神⼾⼤学形成外科 その他
CEA決 S-19-0016 不整脈 2019/6/29 兵庫県 オープンカンファレンスICDトレーニング「ベーシック編」⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0037 呼吸 2019/7/6 愛知県 呼吸療法セミナーI 〜呼吸療法を学ぼう、基礎編〜 ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0041 全領域 2019/7/6 富⼭県 第２８回機器と感染カンファレンス ⼀般社団法⼈⽇本医療機器学会 指定
CEA決 S-19-0008 不整脈 2019/7/7 埼⽟県 第１０回循環器セミナー 埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0039 ⾎液 2019/7/13〜14 岩⼿県 第４６回東北腎不全研究会 第４６回東北腎不全研究会 運営事務局 その他
CEA決 S-18-0261 不整脈 2019/7/14 福井県 ⼼電図講習会基礎A ⼀般社団法⼈ 福井県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0042 呼吸 2019/7/14 ⿃取県 第８回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0052 ⾎液・不・⼿・⼼・内・機器 2019/7/14 佐賀県 第１２回佐賀県臨床⼯学技⼠会 ⼀般社団法⼈ 佐賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0017 不整脈 2019/7/20 富⼭県
第３２回ビギナーズセミナー、
第73回臨床⼯学研修会合同企画、
ペースメーカーの基礎を学ぶ＆リードハンズオンセミナー

⼀般社団法⼈富⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-18-0020 ⾎⼿ 2019/7/20〜21 北海道 第27回⽇本腎不全外科研究会 ⽇本腎不全外科研究会 その他
CEA決 S-18-0258 ⾎液/医療機器 2019/7/20〜21 福岡県 第5回JHAT隊員養成研修会 JHAT その他
CEA決 S-19-0002 ⾎液 2019/7/21 茨城県 第１１回透析装置メンテナンスセミナー ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0022 ⾎液 2019/7/21 宮城県 第1回宮城臨床透析パブリックセミナー ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0043 ⾎液 2019/7/21 兵庫県 第39回呼吸セミナー 兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0045 ⾎液 2019/7/21 ⼤分県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin⼤分 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0047 ⾎液 2019/7/21 京都府 第１４回関⻄⾎液浄化研究会 関⻄⾎液浄化研究会 その他
CEA決 S-19-0055 ⾎液 2019/7/21 ⼭形県 第23回⼭形透析技術フォーラム ⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0065 不整脈 2019/7/21 秋⽥県 第１６回秋⽥県⼼電図セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0066 ⾎液 2019/7/21 東京都 第４回⽇本透析機能評価研究会 ⽇本透析機能評価研究会 その他
CEA決 S-18-0021 ⾎液 2019/7/27〜28 北海道 第8回透析運動療法研究会 透析運動療法研究会 その他
CEA決 S-19-0034 ⾎液 2019/7/28 ⼭⼝県 第１０回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin岩国 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0035 ⾎液 2019/7/28 東京都 第１１回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin⼋王⼦ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0040 全領域 2019/7/28 群⾺県 第１８回群⾺県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 ⼀般社団法⼈ 群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0050 ⾎液 2019/7/28 愛知県 ⾎液浄化セミナーⅠ〜基礎から学ぶ⾎液浄化療法〜 ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0051 ⾎液 2019/7/28 熊本県 第３０回熊本県透析施設協議会 スタッフ講習会 熊本県透析施設協議会 その他
CEA決 S-19-0054 呼吸 2019/7/28 ⼭梨県 第11回⼭梨呼吸療法セミナー ⼭梨県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0059 ⾎液 2019/7/28 千葉県 第10回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin千葉 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0060 ⼼カテ 2019/8/3 ⿅児島県 第５回循環機器セミナー 南九州ME研究会、(公社)⿅児島県臨床⼯学技⼠会 その他
CEA決 S-18-0249 ⾎液 2019/8/4 広島県 第14回広島透析療法セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0049 呼吸 2019/8/10 福島県 第５回⼈⼯呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈福島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
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CEA決 S-19-0084 不整脈 2019/8/11 ⼤阪府 第8回阪神コメディカル不整脈研究会 阪神コメディカル不整脈研究会 その他
CEA決 S-18-0263 ⾎液 2019/8/11〜12 東京都 第23回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0023 ⾎液 2019/8/18 兵庫県 第２９回⾎液浄化セミナー 兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0086 ⾎液 2019/8/18 ⿅児島県 第9回透析セミナー (公社）⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0107 ⾎液 2019/8/24〜25 福岡県 第14回⽇本透析クリアランスギャップ研究会 ⽇本透析クリアランスギャップ研究会 その他
CEA決 S-19-0080 ⼿術・⼼カテ・医療機器 2019/8/25 宮城県 第2回東北CE集中治療研究会 ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0095 不整脈 2019/8/25 ⿅児島県
第22回⼼電図セミナー 誰にでも使える⼼電図
中級コース

(公社）⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0026 ⼼カテ 2019/8/31 神奈川県 第17回神奈川カテ室コメディカル研究会 神奈川カテ室コメディカル研究会 その他

CEA決 S-19-0003 不整脈 2019/9/1 ⼭梨県
第2回⼭梨県コメディカル不整脈治療会
不整脈基礎セミナー

⼭梨県コメディカル不整脈治療研究会 その他

CEA決 S-19-0046 ⾎液 2019/9/1 ⼤分県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin⼤分 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0056 ⾎液 2019/9/1 ⼤阪府 第１６回⼤阪府臨床⼯学技⼠会⾎液浄化セミナー ⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0057 呼吸 2019/9/1 神奈川県 第２７回神奈川県呼吸療法カンファレンス ⼀般社団法⼈神奈川県呼吸療法研究会 その他
CEA決 S-19-0070 不整脈 2019/9/1 茨城県 第3回茨城ハートセミナー〜⼼電図学習会〜 茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0106 全領域 2019/9/6〜7 徳島県 ⽣体医⼯学シンポジウム2019 (公社）⽇本⽣体医⼯学会 指定
CEA決 S-19-0087 呼吸 2019/9/7 沖縄県 第34回沖縄呼吸ケアセミナー 沖縄呼吸ケア研究会 その他
CEA決 S-18-0255 呼吸 2019/9/8 岡⼭県 第１９回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈ 岡⼭県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法委員会 都道府県
CEA決 S-19-0044 不整脈 2019/9/8 北海道 第2回EPアブレーション技術研究会 北海道地⽅会 EPアブレーション技術研究会 北海道地⽅会 その他
CEA決 S-19-0064 呼吸 2019/9/8 北海道 第１０回北海道呼吸療法セミナー 北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0090  ⾎液・不整脈・呼吸・⼿術⼼カテ・内視鏡・医療機器 2019/9/8 新潟県 第10回甲信越臨床⼯学会inNAGAOKA ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0097 呼吸 2019/9/8 ⼤分県 呼吸セミナー 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0126 ⾎液 2019/9/8 埼⽟県 第１８回⾎液浄化セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0071 不整脈 2019/9/14 愛知県 不整脈セミナーⅠ(アドバンス編） 愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0079 呼吸 2019/9/14 新潟県 第26回新潟呼吸ケアセミナー 新潟呼吸ケアフォーラム その他
CEA決 S-19-0074 呼吸 2019/9/15 岩⼿県 第８回いわて呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈ 岩⼿県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0077 ⾎液 2019/9/15 ⽯川県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin⽯川 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0082 ⾎液 2019/9/21 愛知県 第１４回中部地区バスキュラーアクセス研究会 中部地区バスキュラーアクセス研究会 その他
CEA決 S-19-0098 不整脈 2019/9/21 ⼤阪府 第５３回ペーシング治療研究会 ペーシング治療研究会 その他
CEA決 S-19-0061 内視鏡 2019/9/28 熊本県 第15回医療機器安全対策セミナー ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0108 不整脈 2019/9/28 ⼤阪府 KCCI 3rd Meeting KCCI その他
CEA決 S-19-0062 全領域 2019/9/28〜29 島根県 第９回中四国臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈島根県臨床⼯学技⼠会、中四国臨床⼯学技⼠会協議会 都道府県
CEA決 S-19-0063 ⾎液 2019/9/29 三重県 第2回⾎液浄化関連セミナー ⼀般社団法⼈ 共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0067 不整脈・⼼カテ 2019/9/29 兵庫県 第6回循環セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0109 不整脈・⼼カテ・医療機器 2019/9/29 群⾺県 第7回循環器セミナー ⼀般社団法⼈ 群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0110 ⾎液 2019/9/29 秋⽥県 第15回秋⽥県透析セミナー 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0085 呼吸 2019/10/5 ⾼知県 第6回呼吸療法セミナー ⾼知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0081 全領域 2019/10/5〜6 宮崎県 第１４回九州・沖縄臨床⼯学会 九州臨床⼯学技⼠連絡協議会・宮崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0028 不整脈 2019/10/6 神奈川県
第１３回循環器デバイス関連カンファレンス
「ベーシックハンズオン」

循環器デバイス関連カンファレンス世話⼈会 その他

CEA決 S-19-0029 不整脈 2019/10/6 神奈川県
第１３回循環器デバイス関連カンファレンス
「ベーシックハンズオン」

循環器デバイス関連カンファレンス世話⼈会 その他

CEA決 S-19-0053 ⾎液 2019/10/6 神奈川県 第８回⾎液浄化セミナー 神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0093 ⾎液 2019/10/6 福井県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin福井 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0075 ⾎液 2019/10/6 岡⼭県 第21回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈  岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0114 ⾎液 2019/10/9 岐⾩県 2019年度GACET教育セミナー ⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0091 ⼿術 2019/10/12 兵庫県
オープンカンファレンス
（ME部⾨・⼿術ワーキンググループ）

兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0115 ⾎液 2019/10/12 ⼤分県 第38回⼤分⼈⼯透析研究会 ⼤分⼤学医学部腎泌尿器外科学講座 その他
CEA決 S-19-0033 ⾎液 2019/10/12〜13 東京都 第25回⽇本HDF研究会学術集会・総会 第２５回⽇本HDF研究会学術集会・総会 指定
CEA決 S-18-0235 ⾎液 2019/10/12〜13 佐賀県 第１５回⻑時間透析研究会 ⻑時間透析研究会 その他
CEA決 S-19-0140 ⾎液 2019/10/13 福岡県 2019年度⾎液浄化メンテナンス研修会 東レ編 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0048 不整脈 2019/10/19 滋賀県 第11回ペースメーカーステップアップカンファレンス ペースメーカーステップアップカンファレンス その他
CEA決 S-19-0083 呼吸 2019/10/19 ⻑崎県 第６回⻑崎県臨床⼯学技⼠会呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0099 不整脈 2019/10/19 静岡県 第１２回不整脈セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0111 不整脈・⼼カテ 2019/10/19 福井県 ⼼臓カテーテル検査講習会 初級コース フクダ電⼦株式会社 その他
CEA決 S-18-0264 ⾎液 2019/10/19〜20 兵庫県 第23回⾎液透析技術基礎セミナー ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0068 全領域 2019/10/19〜20 ⼭形県 第6回北海道・東北臨床⼯学会 ⼭形県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-19-0027 呼吸 2019/10/20 ⼤阪府 第９回⼤阪府臨床⼯学技⼠会 実践呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0092 ⾎液 2019/10/20 新潟県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin新潟 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0100 ⼿術 2019/10/20 東京都 第4回内視鏡⼿術機器管理セミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0104 ⾎液 2019/10/23 北海道 第２０回北海道透析技術談話会 北海道透析技術談話会、北海道臨床⼯学技⼠会、扶桑薬品⼯業㈱ 都道府県

CEA決 S-19-0078 ⼿術・内視鏡・医療機器 2019/10/26 新潟県
第2回内視鏡セミナー
 外科内科内視鏡『ベーシックコース』初級

⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0088 ⼼カテ 2019/10/26 ⽯川県 2019年の⽯川県臨床⼯学技⼠会第１回循環器研修会 ⽯川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0032 全領域 2019/10/27 茨城県 第１０回関東臨床⼯学会 茨城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0058 ⾎液 2019/10/27 岡⼭県 第10回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin岡⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0069 不整脈・⼼カテ 2019/10/27 三重県 第52回三重県臨床⼯学技⼠会教育セミナー 共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
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CEA決 S-19-0076 ⾎液 2019/10/27 愛媛県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin愛媛 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0101 ⾎液 2019/10/27 熊本県 令和元年度メンテナンスセミナー ⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0105 ⾎液 2019/10/27 兵庫県
第３１回兵庫県透析合同研究会、
第４３回兵庫県透析従事研究会

兵庫県透析従事者研究会 その他

CEA決 S-19-0135 ⾎液 2019/10/27 静岡県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin静岡 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0149 不整脈 2019/11/2 新潟県 第43回新潟不整脈CIEDs研究会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0113 ⾎液 2019/11/3 茨城県 第53回茨城県⼈⼯透析談話会 茨城⼈⼯透析談話会 その他
CEA決 S-19-0124 ⼼カテ 2019/11/3 ⿃取県 第8回循環器セミナー ⼀般社団法⼈ ⿃取県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0137 ⾎液 2019/11/3 福岡県 令和元年度⾎液浄化VAエコーセミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0154 医療機器 2019/11/9 ⻘森県 第9回ME安全セミナー ⼀般社団法⼈⻘森県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0155 呼吸 2019/11/9 東京都
第13回東京呼吸療法セミナー
「チームで活躍する呼吸療法」

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0072 ⾎液 2019/11/9〜10 北海道 第22回⽇本腎不全看護学会 学術集会・総会 ⽇本腎不全看護学会 その他
CEA決 S-19-0096   ⾎液・不整脈・呼吸・⼿術⼼カテ・内視鏡・医療機器集中治療 2019/11/9〜10 京都府 第26回近畿臨床⼯学会 （⼀社）京都府臨床⼯学技⼠会、近畿地区臨床⼯学技⼠会連絡協議会 都道府県
CEA決 S-19-0138 全領域 2019/11/9〜10 ⽯川県 第２０回中部臨床⼯学会 中部臨床⼯学技⼠会連絡協議会、（⼀社）⽯川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0073 ⾎液、医療機器 2019/11/10 群⾺県 第4回群⾺県⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0119 呼吸 2019/11/10 ⼭形県 第１３回やまがた呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0145 ⾎液 2019/11/10 東京都 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin渋⾕ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0169 不整脈 2019/11/10 ⽯川県 第8回⽇本EP・アブレーション技術研究会 ⽇本EP・アブレーション技術研究会 その他
CEA決 S-19-0180 ⾎液・医療機器 2019/11/10 福岡県 2019年度⾎液浄化メンテナンス研修会 ⽇機装編 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0089 ⼿術・医療機器 2019/11/16 新潟県 新潟電気メスセミナー ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0120 不整脈 2019/11/16 兵庫県
オープンカンファレンス
「ペースメーカー〜ベーシック編〜」

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0147 呼吸 2019/11/16 愛知県 呼吸療法セミナーⅡ〜疾患について〜 ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0102 ⾎液 2019/11/17 兵庫県 代謝部⾨オープンカンファレンス 兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0127 ⾎液 2019/11/17 岐⾩県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin岐⾩ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0128 ⾎液 2019/11/17 ⾼知県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin⾼松 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0146  ⾎液・不整脈・呼吸・⼿術⼼カテ・内視鏡・医療機器 2019/11/17 宮城県 ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 勉強会 ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0153 ⾎液 2019/11/17 福岡県
第11回⾎液浄化ＳＴＥＰＵＰビデオセミナー
in久留⽶

⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-19-0158 ⾎液 2019/11/17 三重県 第９回三重県CAPD講座 三重県CAPD講座・第⼀三共㈱・バクスター㈱・テルモ㈱・協和キリン㈱ その他
CEA決 S-19-0166 ⾎液 2019/11/17 ⻑野県 第６７回⻑野県透析研究会学術集会 ⻑野県透析研究会 その他
CEA決 S-19-0185 ⾎液 2019/11/17 新潟県 Niigata blood purification conference2019 NBPC・⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0112 ⾎液 2019/11/24 静岡県 第１４回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0125 ⾎液 2019/11/24 佐賀県 第52回九州⼈⼯透析研究会総会 九州⼈⼯透析研究会 その他
CEA決 S-19-0141 ⾎液 2019/11/24 愛知県 第３０回東海透析技術交流会学術集会 東海透析技術交流会 その他
CEA決 S-19-0165 ⾎液 2019/11/24 北海道 第96回北海道透析療法学会 北海道透析療法学会 その他
CEA決 S-19-0005 全領域 2019/11/29〜30 京都府 第14回医療の質・安全学会学術集会 ⼀般社団法⼈ 医療の質・安全学会 指定

CEA決 S-19-0150 ⼿術 2019/11/30 東京都
第3回ダビンチサージカルシステム
ＣＥトレーニングセミナー

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0170 医療機器 2019/11/30 富⼭県
第44回富⼭県臨床⼯学セミナー
「医療機器安全管理セミナー」

⼀般社団法⼈富⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0156 全領域 2019/11/30〜12/1 北海道 第３０回北海道臨床⼯学会 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0171 ⾎液・⼿術 2019/11/30〜12/1 ⼤分県 第11回⼤分県臨床⼯学技⼠会 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0116 不整脈 2019/12/1 ⼭⼝県 第1回循環器セミナー ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0122 ⾎液 2019/12/1 ⼭⼝県 第13回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0131 不整脈・⼼カテ・⼿術 2019/12/1 岐⾩県
GACET教育セミナー2019循環器セミナー
(不整脈編）

⼀般社団法⼈ 岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0134 ⾎液 2019/12/1 徳島県 第１０回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin徳島 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0136 ⾎液 2019/12/1 秋⽥県 第23回秋⽥腎不全研究会 秋⽥腎不全研究会 その他
CEA決 S-19-0139 全領域 2019/12/1 福岡県 第2回災害対策セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0177 ⾎液 2019/12/1 三重県 第17回患者様のQOLを考える会 （⼀社）三重県臨床⼯学技⼠会、協和キリン株式会社 都道府県
CEA決 S-19-0191 ⾎液 2019/12/1 ⼭形県 第50回⼭形腎不全研究会 ⼭形腎不全研究会 その他
CEA決 S-19-0176 ⾎液 2019/12/7 ⻑野県 第19回甲信急性⾎液浄化療法研究会学術セミナー ⻑野県臨床⼯学技⼠会、⼭梨県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0192 医療機器 2019/12/7 兵庫県 オープンカンファレンス(ME部⾨）モニタ運⽤の実際 ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0031 ⾎液 2019/12/8 広島県 第２８回中国腎不全研究会 学術集会 ⼀般社団法⼈ 中国腎不全研究会 その他
CEA決 S-19-0132 不整脈・⼼カテ 2019/12/8 愛媛県 愛媛県臨床⼯学技⼠会 循環器セミナー2019 愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0133 ⾎液 2019/12/8 京都府 第4回京都⾎液浄化セミナー〜⾎液浄化の基礎編〜 ⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0142 ⾎液 2019/12/8 ⼤阪府 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin ⼤阪 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0143 ⾎液 2019/12/8 沖縄県 第10回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin沖縄 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-19-0159 ⾎液、医療機器 2019/12/8 福岡県
令和元年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会
ニプロ編

⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0175 不整脈 2019/12/8 ⻑野県 第6回CV-NET信州研修会 CV-NET信州 その他
CEA決 S-19-0181 医療機器 2019/12/8 岩⼿県 第18回CEセミナー ⼀般社団法⼈岩⼿県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0202 医療機器 2019/12/8 広島県 第2回広島医療機器セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0203 ⾎液 2019/12/8 東京都 第4回IHDF研究会 IHDF研究会 その他
CEA決 S-19-0188 不整脈 2019/12/14 愛知県 不整脈セミナーⅡアブレーション(中級編) ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0208 不整脈 2019/12/14 埼⽟県 第55回埼⽟不整脈ペーシング研究会 第55回埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
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CEA決 S-19-0129 ⾎液 2019/12/15 福島県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin郡⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0148 ⾎液 2019/12/15 千葉県 第４７回千葉県透析研究会 千葉県透析研究会 その他
CEA決 S-19-0152 ⾎液 2019/12/15 栃⽊県 第10回⾎液浄化ＳＴＥＰＵＰビデオセミナーin栃⽊ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0163 呼吸 2019/12/15 ⾹川県 第3回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0210 ⾎液 2019/12/15 福岡県 第12回⾎液浄化Stepupビデオセミナー ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0130 ⾎液 2019/12/22 ⼭梨県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin⼭梨 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0174 呼吸 2019/12/22 滋賀県 第17回呼吸療法セミナー「多⾓的に学ぶ呼吸療法」 ⼀般社団法⼈滋賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0195 呼吸 2019/12/22 福岡県 第28回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈ 福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0222 不整脈 2020/1/11 秋⽥県 第3回秋⽥不整脈スキルアップセミナー アボットメディカルジャパン株式会社 その他
CEA決 S-19-0233 不整脈・⼼カテ 2020/1/11 愛知県 ⼼臓カテーテル業務における医療安全セミナー ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0198 ⾎液 2020/1/12 愛知県 ⾎液浄化セミナーⅡ ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0201 ⾎液 2020/1/12 愛知県 ⾎液浄化セミナーⅡ ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0209 ⾎液 2020/1/12 茨城県 第11回⾎液浄化Stepupビデオセミナーin茨城 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-19-0184 呼吸 2020/1/13 東京都
第3回JSEPTIC CE部会呼吸器療法セミナー
「流れで考える呼吸管理とその効果

JSEPTIC CE部会
（特定⾮営利活動法⼈ ⽇本集中治療教育研究

その他

CEA決 S-19-0182 ⼿術 2020/1/18 兵庫県
第60回定期学習会（ME部⾨・⼿術ワーキンググループ）
「ここまでできる内視鏡外科」

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0213 不整脈・⼼カテ 2020/1/18 京都府 ⼼臓カテーテル検査講習会 フクダ電⼦株式会社 その他
CEA決 S-19-0221 不整脈 2020/1/18 ⼭形県 第8回Yamagata Cathelabo Conference Yamagata Cathelabo conference事務局 その他
CEA決 S-19-0103 不整脈 2020/1/19 神奈川県 第7回循環器関連セミナー 神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0160 ⾎液、医療機器 2020/1/19 福岡県 令和元年度 ⾎液浄化メンテナンス研修会 JMS編 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0161 ⾎液 2020/1/19 ⻑崎県 第4回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0164 呼吸 2020/1/19 埼⽟県 第１９回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0189 不整脈 2020/1/19 岡⼭県 第8回瀬⼾内植込みデバイスカンファレンス 瀬⼾内ペースメーカーアブレーション研究会 その他

CEA決 S-19-0204 ⾎液 2020/1/19 熊本県
2019年度⾎液浄化セミナー
栄養を究める 〜トウセキのレシピを考案しよう〜

⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0217 ⾎液 2020/1/19 島根県
第11回⾎液浄化Stepupビデオセミナー
in浜⽥(島根県）

⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-19-0227 医療機器 2020/1/19 ⻑野県 令和元年度 医療機器セミナー ⼀般社団法⼈⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0212 ⾎液 2020/1/19 東京都
東京都臨床⼯学技⼠会代謝セミナー
臨床で必要なアレtoこれ〜急性⾎液浄化編〜

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0157 不整脈 2020/1/25 広島県 第15回循環器セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0199 不整脈 2020/1/25 ⻘森県 第5回AAI academy

⼀般社団法⼈⻘森県臨床⼯学技⼠会
公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会
⼀般社団法⼈岩⼿県臨床⼯学技⼠会
⽇本メドトロニック株式会社

都道府県

CEA決 S-19-0094 不整脈 2020/1/26 岡⼭県 第６回循環セミナー ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学会 都道府県
CEA決 S-19-0121 ⾎液 2020/1/26 東京都 第10回⾎液透析技能セミナー ⼀般社団法⼈ 透析技能検定試験制度協議会 その他
CEA決 S-19-0173 ⾎液 2020/1/26 愛媛県 愛媛県臨床⼯学技⼠会 ⾎液浄化セミナー2020 ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0178 ⼿術・医療機器 2020/1/26 ⻑崎県
令和元年度⻑崎県臨床⼯学技⼠会主催
第5回医療機器関連学術セミナー

⼀般社団法⼈⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0183 ⾎液 2020/1/26 ⾹川県
⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会
第3回⾎液浄化セミナー

⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0197 ⾎液 2020/1/26 岡⼭県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin岡⼭ ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-19-0224 呼吸 2020/1/26 京都府
第17回⼈⼯呼吸安全管理セミナー
〜基礎から学ぶ呼吸管理１０〜

⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0229 ⾎液 2020/1/26 ⻑野県 第5回信州HDFカンファレンス 信州HDFカンファレンス その他
CEA決 S-19-0232 ⾎液 2020/1/26 佐賀県 第11回⾎液浄化StepUpビデオセミナーin佐賀 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-19-0196 不整脈・⼼カテ 2020/2/1 兵庫県
オープンカンファレンス
「⼼臓の解剖 不整脈の理解のために」

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0235 ⼼カテ 2020/2/1 神奈川県 第18回神奈川カテ室コメディカル研究会 神奈川カテ室コメディカル研究会 その他
CEA決 S-19-0117 呼吸 2020/2/2 岐⾩県 GACET教育セミナー2019呼吸器関連セミナー ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0123 呼吸 2020/2/2 広島県 第13回広島⼈⼯呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0194 ⾎液・医療機器 2020/2/2 岡⼭県 第12回透析機器メンテナンス講習会 ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0219 ⾎液 2020/2/2 埼⽟県 第10回⾎液浄化Stepupビデオセミナーin川越 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定

CEA決 S-19-0245 医療機器 2020/2/2 福岡県
令和元年度医療機器管理
・⼿術室関連委員会セミナー

⼀般社団法⼈ 福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0216 ⾎液・集中治療 2020/2/2 京都府 第1回京都急性⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0167 ⾎液 2020/2/8〜9 福島県 第１０回透析運動療法研究会 透析運動療法研究会 その他
CEA決 S-19-0205 呼吸 2020/2/9 群⾺県 第3回呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈群⾺県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0220 ⾎液 2020/2/9 福岡県 令和元年度 ⾎液浄化教育セミナー ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0234 ⾎液 2020/2/9 兵庫県 兵庫県透析従事者研究会冬季セミナー 兵庫県透析従事者研究会 その他
CEA決 S-19-0241 ⾎液 2020/2/9 ⼭形県 第24回⼭形透析技術フォーラム ⼭形県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0261 ⾎液 2020/2/15 和歌⼭県 第38回⽇本アフェレシス学会関⻄地⽅会 和歌⼭県⽴医科⼤学腎臓内科学講座 その他
CEA決 S-19-0151 ⼿術・医療機器 2020/2/16 三重県 第11回⼿術室臨床⼯学技⼠会（OR-CET)情報交換会 ⼿術室臨床⼯学技⼠（OR-CET)情報交換会 その他
CEA決 S-19-0200 呼吸 2020/2/16 愛媛県 第2回えひめ呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈愛媛県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0256 ⼿術 2020/2/16 北海道
第19回卒後教育セミナー
「術中モニタリングセミナー」

北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0211 呼吸 2020/2/16 静岡県 第18回呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈静岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県



 2019年度開催　単位付与一覧
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CEA決 S-19-0238 ⾎液 2020/2/16 東京都 第48回東京透析研究会 東京透析研究所 その他
CEA決 S-19-0190 呼吸 2020/2/22 茨城県 第7回茨城呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈茨城県臨床⼯学技⼠会呼吸器ワーキンググループ 都道府県

CEA決 S-19-0214 ⼿術 2020/2/22 兵庫県
オープンカンファレンス
(ME部⾨・⼿術ワーキンググループ）
術中神経モニタリングの基礎

⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0186 ⾎液 2020/2/22〜23 東京都 第10回⽇本腎臓リハビリテーション学会学術集会 第10回⽇本腎臓リハビリテーション学会 その他
CEA決 S-19-0162 呼吸 2020/2/23 神奈川県 第18回⼈⼯呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0228 呼吸 2020/2/23 ⻑野県 第17回⼈⼯呼吸安全管理セミナー ⼀般社団法⼈⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0236 ⼿術 2020/2/23 千葉県
第52.53回機器研修会合同開催
内視鏡関連セミナー⼿術関連セミナー

⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0237 呼吸 2020/2/29 新潟県 第27回新潟呼吸ケアセミナー ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0246 ⼿術 2020/2/29 東京都
第1回ステルスステーションナビゲーション
ハンズオンセミナー

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0193 呼吸 2020/3/1 ⼭⼝県 第１９回呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0218 ⾎液 2020/3/1 ⼭形県 第11回⾎液浄化Stepupビデオセミナーin⼭形 ⽇本⾎液浄化技術学会 ―
CEA決 S-19-0231 ⾎液 2020/3/1 ⻘森県 第11回⾎液浄化StepUpビデオセミナーin⻘森 ⽇本⾎液浄化技術学会 その他
CEA決 S-19-0239 呼吸 2020/3/1 千葉県 第9回⼈⼯呼吸セミナー ⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0240 呼吸・集中治療 2020/3/1 宮城県 みやぎ呼吸療法勉強会 ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0242 呼吸 2020/3/1 兵庫県 第40回呼吸セミナー中級コース 兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0252 呼吸 2020/3/1 秋⽥県 第14回秋⽥県⼈⼯呼吸器安全対策セミナー 公益社団法⼈  秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0179 全領域 2020/3/7 北海道 第19回医療機器安全対策研究会 ⼀般社団法⼈⽇本医療機器学会 指定

CEA決 S-19-0250 不整脈・呼吸医療機器 2020/3/7 兵庫県
「ME部⾨オープンカンファレンス」
遠隔モニタリングへの第⼀歩

⼀般社団法⼈  兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0253 不整脈 2020/3/7 ⻑崎県 第7回循環器関連セミナー ⻑崎県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-18-0262 不整脈 2020/3/8 福井県 ⼼電図講習会基礎B ⼀般社団法⼈ 福井県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0247 呼吸 2020/3/8 三重県 第16回三重県臨床⼯学技⼠会  呼吸療法セミナ ⼀般社団法⼈  共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0144 ⾎液 2020/3/8 ⻑野県 第11回⾎液浄化STEPUPビデオセミナーin⻑野 ⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-19-0215 呼吸 2020/3/15 ⼤阪府 第11回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0243 ⾎液 2020/3/15 ⾼知県 第11回⾎液浄化StepUpビデオセミナー in⾼知 ⽇本⾎液浄化技術学会 その他
CEA決 S-19-0244 ⾎液 2020/3/15 ⻑崎県 第11回⾎液浄化StepUpビデオセミナー in⻑崎 ⽇本⾎液浄化技術学会 その他
CEA決 S-19-0249 不整脈・⼼カテ医療機器 2020/3/22 兵庫県 第62回定期学習会「補助循環」 ⼀般社団法⼈  兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0254 ⾎液 2020/3/22 滋賀県 第11回⾎液浄化StepUpビデオセミナー in滋賀 ⽇本⾎液浄化技術学会 その他
CEA決 S-19-0255 ⾎液 2020/3/22 徳島県 第11回⾎液浄化StepUpビデオセミナー in徳島 ⽇本⾎液浄化技術学会 その他

CEA決 S-19-0168 ⾎液 2020/3/22 ⼤阪府
第17回⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
⾎液浄化セミナー

⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0225 不整脈 2020/3/22 ⼭梨県
第3回⼭梨県コメディカル不英脈治療研究会
ハンズオンセミナー
ペースメーカの付加機能を全社覚えよう

⼭梨県コメディカル不整脈治療研究会 その他

CEA決 S-19-0230 ⾎液 2020/3/22 秋⽥県 第11回⾎液浄化StepUpビデオセミナーin秋⽥ ⽇本⾎液浄化技術学会 その他
CEA決 S-19-0187 呼吸 2020/3/28 ⿅児島県 第10回呼吸療法セミナー 南九州ME研究会、(公社)⿅児島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0207 ⾎液 2020/3/29 兵庫県 第30回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈兵庫県臨床⼯学技⼠会 都道府県
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CEA決 S-20-0006 ⾎液 2020/8/23 WEB
東京都臨床⼯学技⼠会代謝セミナー
〜透析医療を多⾓的に考える〜

⼀般社団法⼈ 東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0007 全領域 2020/8/23 WEB covid-19今後の対応！〜経験から学ぶ事・実践すべき事〜 ⼀般社団法⼈岐⾩県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0248 不整脈・⼼カテ 2020/8/29 静岡県・WEB 第2回SING Live研究会 SING Live研究会 その他
CEA決 S-19-0259 呼吸 2020/9/6  宮城県→WEB 第２回福島・宮城呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈ 福島県臨床⼯学技⼠会・宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0008 全領域 2020/9/18〜19 ⻘森県 ⽣体医⼯学シンポジウム2020 (公社)⽇本⽣体医⼯学会 指定
CEA決 S-20-0011 ⾎液 2020/9/19 WEB 第39回⼤分⼈⼯透析研究会 ⼤分⼤学医学部腎泌尿器外科学講座 その他
CEA決 S-20-0016 呼吸 2020/9/19〜20 WEB 第28回神奈川呼吸療法カンファレンス ⼀般社団法⼈神奈川呼吸療法研究会 その他
CEA決 S-19-0251 ⼿術・医療機器 2020/9/26 福岡県 第61回(福岡)⼿術⽤メスの安全セミナー ⼀般社団法⼈ ⽇本医療機器⼯業会 その他
CEA決 S-20-0010 不整脈・専⾨ 2020/10/25 WEB 第3回循環器関連セミナー ⼀半社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0003 呼吸 2020/10/25 岡⼭県→WEBに変更 第20回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会呼吸療法委員会 都道府県
CEA決 S-20-0017 ⾎液 2020/11/9〜30 WEB 第97回北海道透析療法学会 北海道透析療法学会 その他
CEA決 S-20-0004 ⾎液・医療機器 2020/11/15 岡⼭県 第22回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会⾎液浄化委員会 都道府県
CEA決 S-20-0032 ⾎液 2020/11/21〜22  WEB(ライブとオンデマンド) 第23回⽇本腎不全看護学会学術集会・総会 ⽇本腎不全看護学会 その他
CEA決 S-20-0014 全領域 2020/11/22 神奈川県 第3回神奈川県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0020 ⾎液 2020/11/22 WEB 最24回秋⽥腎不全研究会 秋⽥腎不全研究会 その他
CEA決 S-20-0031 全領域 2020/11/22〜23 WEB 第15回医療の質・安全学会学術集会 ⼀般社団法⼈ 医療の質・安全学術集会 指定
CEA決 S-20-0021 ⾎液 2020/11/26 WEB 第18回患者様のQOLを考える会 ⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会・協和キリン株式会社 都道府県
CEA決 S-20-0018 ⾎液 2020/11/27〜28 ⼤阪府・WEB 第24回⽇本透析アクセス医学会学術集会・総会 特定⾮営利活動法⼈⽇本透析アクセス医学会 その他
CEA決 S-20-0030 不整脈 2020/11/28 WEB 第56回埼⽟不整脈ペーシング研究会 埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
CEA決 S-20-0015 ⾎液 2020/11/29 茨城県 第54回茨城透析談話会 茨城透析談話会 その他
CEA決 S-20-0026 呼吸 2020/11/29 WEB 第11回尾北海道呼吸療法セミナー 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0027 ⾎液 2020/12/12〜13 ⼤分県 第12回⼤分県臨床⼯学会 公益社団法⼈⼤分県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0009 ⾎液・集中治療 2020/12/13 WEB
第2回京都急性⾎液浄化セミナー
〜リモートでCBPを極める〜

⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0033 不整脈・⼼カテ 2020/12/18〜19 WEB 近畿⼼⾎管治療ジョイントライブ(KCJL)2020 ⼼⾎管治療ジョイントライブ（KCJL） その他

CEA決 S-20-0025 ⾎液 2020/12/20 WEB
東京都臨床⼯学技⼠会 代謝WEBセミナー
〜急性⾎液浄化スキルアップ〜

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-19-0257 不整脈・⼼カテ 2020/12/22〜23 ⼤阪府 近畿⼼⾎管治療ジョイントライブ（KCJL） 近畿⼼⾎管治療ジョイントライブ（KCJL) その他
CEA決 S-20-0048 医療機器 2020/12/28〜1/4 WEB MEセミナー ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0022 不整脈 2021/1/8 WEB 第6回不整脈セミナー ⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0050 不整脈 2021/1/11〜1/18 WEB 不整脈セミナー〜⼼臓植込みデバイス編〜 ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0044 ⾎液 2021/1/24 WEB
東京都臨床⼯学技⼠会代謝webセミナー
多職種連携の観察ポイント

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0051 ⾎液 2021/1/25〜2/1 WEB ⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0118 全領域 2021/1/30 ⼤阪府 第2９回機器と感染カンファレンス ⼀般社団法⼈⽇本医療機器学会 指定
CEA決 S-20-0045 呼吸 2021/1/30 WEB 第6回⼈⼯呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈福島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0001 ⾎液・呼吸 2021/1/30〜31 熊本県 第27回熊本県臨床⼯学会九州臨床⼯学技⼠フォーラム 熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0039 全領域 2021/1/30〜31 熊本県/WEB 第15回九州・沖縄臨床⼯学会/第27回熊本県臨床⼯学会 九州・沖縄臨床⼯学技⼠連絡協議会/⼀般社団法⼈熊本県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0037 呼吸 2021/1/31 WEB 第11回呼吸器基礎セミナー ⼀般社団法⼈栃⽊県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0046 呼吸 2021/1/31 WEB 第18回⼈⼯呼吸器安全管理セミナー ⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0029 呼吸 2021/2/1〜3/12 WEB
⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会
第20回呼吸器セミナー

⼀般社団法⼈⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0012 ⾎液 2021/2/7 WEB 第13回透析機器メンテナンス講習会 ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠ 都道府県
CEA決 S-20-0052 ⾎液 2021/2/7 WEB Niigata Blood Purifecation Conference2020(NBPC2020) NBPC・⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会・アステラス製薬(株) 都道府県
CEA決 S-20-0058 ⾎液 2021/2/13 WEB 第39回⽇本アフェレシス学会関⻄地⽅会 ⽇本アフェレシス学会 指定
CEA決 S-20-0059 ⾎液 2021/2/13〜14 WEB 第31回⽇本サイコネフロジー学会学術集会・総会 ⽇本サイコネフロジー学会 指定
CEA決 S-20-0060 呼吸 2021/2/15〜22 WEB 呼吸療法セミナー〜呼吸療法を学ぼう・基礎編〜 ⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0040 呼吸・医療機器・集中治療 2021/2/15〜28 WEB 第5回佐賀呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈佐賀県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0042 呼吸 2021/2/15〜28 WEB 第20回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0013 呼吸 2021/2/21 WEB 第14回広島⼈⼯呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈広島県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0019 ⾎液 2021/2/21 WEB 第11回透析運動療法研究会 透析運動療法研究会 その他
CEA決 S-20-0028 呼吸 2021/2/21 神奈川県 第19回⼈⼯呼吸器セミナー ⼀般社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0041 呼吸 2021/2/21 WEB
第14回東京都呼吸療法セミナー
「COVID-19に勝つための呼吸管理」

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0047 全領域 2021/2/21 WEB 第31回北海道臨床⼯学会 公益社団法⼈北海道臨床⼯学技⼠ 都道府県
CEA決 S-20-0053 不整脈 2021/2/21 WEB THE 6TH AAI Academy〜コロナ禍のデバイス管理〜 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-19-0226 不整脈 2021/2/27  東京都→WEB 第10回多摩コメディカル研究会 ⼀般社団法⼈ 東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0061 ⼿術 2021/2/27 WEB
ダヴィンチサージカルシステム
CEトレーニングWEBセミナー

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0023 呼吸 2021/2/28 WEB 第18回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー ⼀般社団法⼈⻑野県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0034 呼吸 2021/2/28 WEB 第4回呼吸療法セミナー ⼀般社団法⼈⾹川県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0036 ⾎液 2021/2/28 WEB 第1回京都慢性⾎液透析セミナー BASIC ⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0038 全領域 2021/2/28 WEB 第11回関東臨床⼯学会 関東臨床⼯学技⼠協議会 都道府県
CEA決 S-20-0062 不整脈 2021/2/28 福井県 ⼼電図セミナー基礎B ⼀般社団法⼈福井県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0063 呼吸 集中治療 2021/3/3〜5 WEB 第3回東北CE集中治療研究会 ⼀般社団法⼈宮城県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0064 ⾎液 2021/3/13 WEB 第30回東北アフェレシス研究会・技術講習会 東北アフェレシス研究会 指定
CEA決 S-20-0067 不整脈 2021/3/13 WEB 第11回ペースメーカー勉強会 公益社団法⼈秋⽥県臨床⼯学技⼠会 都道府県
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CEA決 S-20-0069 ⼿術 2021/3/28 WEB
Stealth Station™ナビゲーションシステム
CEトレーニングWebセミナー

⼀般社団法⼈東京都臨床⼯学技⼠会 都道府県
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承認番号 種別 開催⽇ 開催地 学会・研究会名 団体名 主催種別
CEA決 S-20-0072 不整脈・⼼カテ 2021/4/8〜10 WEB 近畿⼼⾎管治療ジョイントライブ(KCJL)2021 近畿⼼⾎管治療ジョイントライブ(KCJL) その他
CEA決 S-20-0065 ⾎液 2021/4/16〜18 WEB 第47回⽇本⾎液浄化技術学会学術⼤会 ⼀般社団法⼈⽇本⾎液浄化技術学会 指定
CEA決 S-20-0070 呼吸 2021/4/26 WEB 第10回⼈⼯呼吸セミナー ⼀般社団法⼈千葉県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-20-0068 ⾎液・呼吸・医療機器・集中治療 2021/5/9 北陸⼤学 第15回⽯川県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈⽯川県臨床⼯学技⼠ 都道府県
CEA決 S-21-0006 医療機器 2021/5/30 WEB 第11回⼀般社団法⼈富⼭県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 ⼀般社団法⼈富⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-21-0001 ⾎液 2021/6/4〜6 パシフィコ横浜 第66回⽇本透析医学会学術集会・総会 第66回⽇本透析医学会学術集会・総会 指定
CEA決 S-21-0004 不整脈 2021/6/5 WEB 第7回CV-NET信州研修会 CV-NET信州研修会 その他
CEA決 S-21-0008 ⼼カテ 2021/6/5 WEB 第7回CV-NET信州研修会 CV-NET信州研修会 その他
CEA決 S-21-0017 不整脈 2021/6/5 ラフレさいたま

＆WEB 第57回埼⽟不整脈ペーシング研究会 埼⽟不整脈ペーシング研究会 その他
CEA決 S-21-0003 ⾎液 2021/6/13 サンセール岩⼿ 岩⼿腎不全研究会b第4回春季セミナー 岩⼿腎不全研究会 その他

CEA決 S-21-0010 全領域 2021/6/13 JRタワー名古屋
＆WEB

2021年度⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会
第16回学術⼤会

⼀般社団法⼈愛知県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-20-0066 全領域 2021/6/15〜17 京都市勧業館
みやこめっせ

第60回⽇本⽣体医⼯学会⼤会
(第36回⽇本⽣体磁気学会同時開催)

公益社団法⼈ ⽇本⽣体医⼯学会 指定

CEA決 S-19-0271 全領域 2021/6/19〜20 福岡県 第28回福岡県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-21-0002 全領域 2021/6/20 WEB 第28回福岡県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈福岡県臨床⼯学会 都道府県

CEA決 S-21-0005 ⾎液・集中治療 2021/6/20 WEB
第3回京都急性⾎液浄化セミナー
〜Webで学ぼう！アフェレシスの基礎〜

⼀般社団法⼈京都府臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-21-0007 ⾎･呼・⾼・医・集 2021/6/20 WEB 第9回新潟県臨床⼯学会 ⼀般社団法⼈新潟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-21-0009 呼吸 2021/6/20 WEB 第30回神奈川呼吸療法カンファレンス ⼀般社団法⼈神奈川呼吸療法セミナー その他
CEA決 S-21-0011 全領域 2021/6/27 WEB 第31回埼⽟臨床⼯学会 公益社団法⼈埼⽟県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-21-0012 不整脈 2021/9/4 エルパーク仙台 第54回ペーシング治療研究会 ペーシング治療研究会 その他

CEA決 S-21-0013 ⾎液 2021/9/12
深志神社
＆WEB

第69回⻑野県透析研究会学術⼤会 ⻑野県透析研究会 その他

CEA決 S-20-0071 全領域 2021/9/25〜26 ⼤阪⼤学コンベンションセンター 第27回近畿臨床⼯学会「挑戦！」
⼀般社団法⼈⼤阪府臨床⼯学技⼠会
・近畿臨床⼯学技⼠会連絡協議会

都道府県

CEA決 S-21-0014 ⾎液・医療機器・集中治療 2021/11/7 WEB 第22回⾎液浄化セミナー ⼀般社団法⼈岡⼭県臨床⼯学技⼠会 都道府県
CEA決 S-21-0016 全領域 2021/11/14 パシフィコ横浜 第4回神奈川県臨床⼯学会 公益社団法⼈神奈川県臨床⼯学技⼠会 都道府県

CEA決 S-21-0015 全領域 2021/11/20〜21 WEB 第21回中部臨床⼯学会
中部臨床⼯学技⼠会連絡協議会
・⼀般社団法⼈共益型三重県臨床⼯学技⼠会

都道府県
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