
平成 30年 5月吉日 

 

第 30 回 JaSECT 四国地方会大会のご案内(第 2報) 

 

第 30回 JaSECT四国地方会大会 

大会長 武島 智隆 

 

第 30回 JaSECT四国地方会大会 30周年の記念大会として相応しいプログラムとなりました。つきまし

ては、下記の要領にて開催いたしますので皆様の多数のご参加を心よりお待ちしております。 

 

記 

Ⅰ．会 期：2018年 6月 30日（土）・7月 1日（日） 

Ⅱ．会 場：リゾートホテル 海辺の果樹園 

      〒781-5622 高知県香南市夜須町手結山 506番地 1 

TEL：0887-55-4111 

    URL：http://www.umibenokajuen.co.jp 

Ⅲ．参加費：学 会  正会員 3,000円  非会員 4,000円  学生 1,000円 

懇親会  6,000 円 

宿 泊  朝夕 2 食付き。夕食は懇親会場 

《事前受付》 正会員  6,000円  非会員  9,000円  学生  6,000円 

       《当日受付》 正会員 12,000円  非会員 15,000円  学生 12,000円 

※当日の宿泊枠には限りがあり先着順とし、定員になり次第、宿泊参加は締め切らせていただきます。 

なお、4～6人部屋になります。部屋割りは、大会長にご一任ください。 

             ※正会員のお連れ様のご宿泊は、特別価格にてご案内いたします。事務局まで連絡をお願いします。 

Ⅳ．大会参加について： 

大会参加の事前登録は、「払込取扱票」にて行います。郵便局に備えられている払込取扱票に、必

要事項を記入し、下記口座に送金してください。（払込手数料は各自ご負担ください） 

 

送金先： ゆうちょ銀行 

口座名： 日本体外循環技術医学会四国地方会大会 

        記 号： 01610-5 

番 号： 133312 

他金融機関から→ 店名：一六九  店番：169  種目：当座  口座番号：0133312 

 

事前受付の払込期限： 平成 30年 5月 31日（木）まで 

 



－ 会場のご案内 － 

 

リゾートホテル 海辺の果樹園  

〒781-5622 

高知県香南市夜須町手結山 506番地 1 

電話：0887-55-4111 

 

 駐車場：無料 

 

 会場までのアクセス 

〇JRでお越しの方 

・高知駅南口より送迎バスを発車いたします。（11:30発予定，事前予約） 

 （送迎バスをご利用の方は、大会 1週間前までに大会事務局までご連絡ください） 

・後免駅－夜須駅（約 20分） 夜須駅よりタクシーで 3分 

・高知駅－夜須駅（約 35分） 夜須駅よりタクシーで 3分 

 

〇自動車でお越しの方 

  ・高知自動車道 南国 ICより約 40分 

  ・高知駅より約 50分 

  ・高知龍馬空港より約 20分 

 

 【高知自動車道からのアクセス】  

 

 

⇒南国 IC 料金所 

⇒次信号を右折（国道 32号） 

⇒室戸・安芸方面へ左折 

（国道 55号） 

⇒手結山トンネル抜けて 

⇒300mで右手にホテル入口 



【高知龍馬空港からのアクセス】 

 

 

－ 施設のご案内 － 

 

【海辺の果樹園フロア案内】 

 ■ 会  場：大会場 

 ■ 懇親会場：シーサイドテラス，バーベキューガーデン 

 

■ 付帯設備：男･女 大浴場，室内プール，屋外プール，子供用プール，屋内キッズスペース 

         卓球台，カラオケルーム，バーラウンジ，ゲームコーナー，スポーツジム他 

 ■ 宿泊施設：和室，洋室，ロフト付，デラックス室，（各部屋トイレ，バス付） 

 

⇒室戸・赤岡方面（県道 14号） 

⇒物部川大橋を渡る 

⇒室戸・安芸方面へ右折 

（国道 55号） 

⇒手結山トンネル抜けて 

⇒300mで右手にホテル入口 

会 場 
受付 



－ プログラム － 

【１日目】 

12:00～12:55   受 付  機器展示開始 

12:55～13:00  開会式  大会長挨拶 

13:00～14:00  一般演題Ⅰ                   座長 明坂 慎史（高知赤十字病院） 

小島 洋幸（徳島赤十字病院） 

        1. 経皮的大腿静脈脱血カニューレの流量対圧力損失の測定 

香川県立中央病院 臨床工学部  堀井 孝広 先生 

2. ECMO 用カテ台ホルダーの考案 

高知医療センター 臨床工学部 臨床工学科 小川 昂己 先生 

3. IABP・PCPS 装着患者の救急車による搬送における臨床工学技士の役割 

愛媛県立中央病院 医療機器管理室  天野 雄司 先生 

4. 補助循環装置装着患者搬送マニュアルの作成 

高知大学医学部附属病院 臨床工学部  今久保 一洋 先生 

5. ECPR 目的に VA-ECMOを導入した難治性心室細動の 1 例 

徳島県立中央病院 臨床工学科  鶴本 雅信 先生 

6. 経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）中に緊急 ECMOを施行した 2症例の経験 

                     岸和田徳州会病院 臨床工学室  岩本 和也 先生 

 

14:15～14:45   総 会 

 

15:00～16:00  特別講演                             司会 武島 智隆（高知大学医学部附属病院） 

       「体外循環にひそむワナに落ちないために」 

講師：高知大学医学部外科２教授  渡橋 和政 先生 

 

16:15～17:45   シンポジウム                 座長 鶴本 雅信（徳島県立中央病院） 

杉村 奈津（愛媛県立中央病院） 

「One for all, All for one」 

Ⅰ.インシデント・アクシデントの報告を考える 

徳島赤十字病院 臨床工学技術課  高松 誉明 先生 

高松赤十字病院 臨床工学課  光家  努 先生 

Ⅱ.体外循環症例登録について考える 

高知大学医学部附属病院 臨床工学部  武島 智隆 先生 

松山赤十字病院 臨床工学課  大林 輝也 先生 

 

 

 



18:00～19:00  メーカープレゼンテーション        座長 小林 敬（四国医療工学専門学校） 

 1．キャピオックスＥＢＳとスマートポンプのご紹介 

テルモ株式会社 心臓血管カンパニー    津田 真寿 先生 

ホスピタルカンパニー  副島 慎太郎 先生 

        2．JMS血液ポンプシステム ECmoVAのご紹介 

株式会社ジェイ･エム･エス 治療デバイス営業部 

西日本地区四国エリア担当  篗本 信二 先生 

        3．血圧センサー内蔵ＩＡＢＰの歴史と新装置コラートＢＰ３ 

泉工医科工業株式会社 循環推進部 循環器 

ヘッドセールスプロモータ  森本 誠司 先生 

        4．Fusion 人工肺について 

日本メドトロニック株式会社 SH&Endo 事業部営業  細井 進平 先生 

 

19:00～    近畿地方会大会 PR   38th大会長  岩本 和也 先生 

全国大会 PR         44th 大会長    瓦谷 義隆 先生 

 

部屋割り発表 

 

19:30～21:30   情報交換会（懇親会）         司会 野村 吉徳（高知大学医学部附属病院） 

小川 昂己（高知医療センター） 

 

21:40～    ナイトセッション               司会 井上 一也（高松赤十字病院） 

入谷 信行（香川県立中央病院） 

当院の人工心肺装置について特徴紹介  

演者：四国 4県の 20～30歳代 CE若手のホープ 

 

 

 

 

 

【２日目】 

8:00～09:00    一般演題Ⅱ（6 題）              座長 久枝 正実（愛媛県立中央病院） 

長尾 進一郎（近森病院） 

7. 陰圧吸引補助脱血を経験して 

                 高知大学医学部附属病院 臨床工学部  奥田 新之介 先生 

8. 心臓手術において TEG6s の使用が有効であった 1例 

                      高松赤十字病院 臨床工学課  井上 一也 先生 

 



9. 先天性胸腹部大動脈瘤を罹患した患児に対し、人工心肺を使用した１例 

               四国こどもとおとなの医療センター 医療機器管理センター 

中矢  亮 先生 

10. 腎機能に影響を与えうる人工心肺関連因子はなにか 

四国こどもとおとなの医療センター 医療機器管理センター 

久原 幸典 先生 

11. 四国における補助人工心臓患者の現状と当院の取り組み 

              愛媛大学医学部附属病院 診療支援部 ME機器管理センター 

品部 雅俊 先生 

12. 国際支援活動における Perfusionist 育成の可能性 

                徳島赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術部門 

                                     北岡 豊永 先生 

 

9:00～ 9:45  教育講演              司会 今久保 一洋（高知大学医学部附属病院） 

「エホバの証人－医学的･倫理的課題」 

講師：Hospital Information Services for Jehovah’s Witnesses Japan 

Managing Director  三浦  実 先生 

 

   10:00～10:30  休憩（お菓子工場見学：申込み先着 10 名） 

 

10:45～11:45   招請講演            座長 山田 文哉（愛媛大学医学部附属病院） 

横山 雄一（四国こどもとおとなの医療センター） 

       「四国地方会 30 年の思い」 

四国医療福祉専門学校 臨床工学学科  谷川 勝彦 先生 

（第 27回 JaSECT大会長，名誉会員） 

「全国学会を四国に誘致するには－臨床工学技士法と本来業務の起源を求めて－」 

姫路医療専門学校 臨床工学技士科  都川 美喜雄 先生 

（第 20回 JaSECT大会長） 

「学術大会の運営について」 

        亀田総合病院 ＭＥ室  山﨑 隆文 先生 

（大会ありかた委員長, 第 38回 JaSECT 大会長） 

11:45～    閉会式  次期大会 PR 小島 洋幸， 大会長挨拶 

 

 

 

 

 

以上 


