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日本体外循環技術医学会東海地方会 

代表幹事   開 正宏 

第 42 回学術大会大会長 

山本 康数 

(公印省略) 

 

第 42 回日本体外循環技術医学会東海地方会学術大会開催のご案内 

 

拝啓  

寒冷の候、会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

また、日頃より日本体外循環技術医学会東海地方会の活動に対し、ご理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、第 42 回日本体外循環技術医学会東海地方会学術大会の開催概要およびプログラムが決定致しま

したのでご案内申し上げます。下記内容をご参照のうえ、皆様の参加を心よりお待ちしております。 

敬具 

 

記 

 

1. 学術大会会期  

平成 31 年 1 月 26 日（土） 午前 9 時 25 分 ～ 午後 5 時 30 分 

2. 受付開始時刻  

午前 8 時 50 分 

3. 開催会場   

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 ２階講堂 

〒446-8602 愛知県安城市安城町東広畔 28 番地 

4. 参加費    

正会員 3,000 円、非会員 4,000 円、学生 1,000 円 

5. プログラム   

下記参照 

6. 共催セミナー 

お弁当を用意しております。整理券は配布いたしませんので、直接会場でお受け取り下さい。 

7. 特別講演 1 について  

当日、演者の先生には豚心臓を解剖しながら講演をして頂きます。そのため会場の中から解

剖をお手伝いして頂ける方を 14 名募集いたします。ご希望は下記フォームでお願いします。 

 

アドレス；https://goo.gl/forms/K6KAPPb5yaklp5Lj2 

 

 

 

 

 

 

ウエットラボ用フォーム 

QR コード 

https://goo.gl/forms/K6KAPPb5yaklp5Lj2


8. クローク   

特別設けておりませんが、スタッフ控室にてお預かりいたします。ご希望の方は受付にてご

相談ください。貴重品のお預かりはできません。 

9. 意見交換会 

学術大会終了後、意見交換会を予定しております。なお、今回は完全事前申込制とさせてい

ただきます。当日の受付は対応いたしかねます
．．．．．．．．．

のでご了承ください。 

開催日時：平成 31 年 1 月 26 日(土) 18：30～ 

開催場所：鯛常分店 

〒444-0031 愛知県安城市朝日町 3-18 

Tel：0566-76-2846 

参加費 ：5,000 円 ※完全事前申込制（送迎も含む） 

送迎  ：行き 安城更生病院から出発 

         帰り お店から名鉄新安城駅・JR 三河安城駅 

駐車場 ：あり 50 台（くれぐれも飲酒運転はなさらぬようお願いいたします。） 

申込期限：平成 31 年 1 月 8 日（火）厳守 

申込方法：下記フォームでのみ受付いたします。 

       アドレス；https://goo.gl/forms/MD4RFHxdM6CnW4Fs2 

 

 

 

 

 

 

《意見交換会のお問い合わせ先》 

     〒446-8602 愛知県安城市安城町東広畔 28 番地 

安城更生病院 臨床工学技術科  担当 川合 泰雅 

     TEL 0566-75-2111(代表) E-mail：me.anjo.kosei@gmail.com  

10. 交通案内 

・電車をご利用の方 

ご来場には、JR 安城駅、JR 三河安城駅、名鉄新安城駅が便利です。 

・バスをご利用の方 

JR 安城駅、JR 三河安城駅、名鉄新安城駅などの主要駅から、病院敷地内に｢あんくるバス｣、 

｢名鉄バス｣が乗り入れています。 

詳しい経路、料金、時刻表等は当院 HP 交通アクセスをご参照ください。 

・お車でお越しの方 

 病院正面 第 1、第 2 駐車場をご利用ください。 

 ※職員駐車場へは入場できませんのでご注意ください。 

 

≪大会のお問合せ≫ 

〒446-8602 愛知県安城市安城町東広畔 28 番地 

安城更生病院 臨床工学技術科 担当 山口 正輝 

TEL ：0566-75-2111（代表）  

E-mail：42th-anjojasect@kosei.anjo.aichi.jp 

返答用フォーム QR コード 

https://goo.gl/forms/MD4RFHxdM6CnW4Fs2
mailto:42th-anjojasect@kosei.anjo.aichi.jp


 

第 42 回 日本体外循環技術医学会東海地方会学術大会   プログラム 

【受付・機器展示オープン】                              8：50 ～  

 

【開会のあいさつ】                              9：25 ～ 9：30  

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 臨床工学技術科  山本 康数 

【特別講演 1】                               9：30 ～ 11：00  

司会      愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 臨床工学技術科  山本 康数 

  『体外循環技士が知っておきたい心臓の解剖』 

     ～豚心臓を用いたウエットラボ～ 

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 副院長兼心臓血管外科部長  水元 亨 先生 

【一般演題 1】                              11：00 ～ 12：00  

     座長       愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 臨床工学技術科  加藤 恵大 

O-1 『遠心ポンプを用いた両心体外式補助人工心臓の長期補助使用経験とその回路状況報告』                   

名古屋大学医学部附属病院 臨床工学技術部  奥田 朋也 

O-2  『ECPELLA を導入した 2 例の経験』                   

藤田医科大学病院 ME 管理室  清水 弘太 

O-3  『アフィニティ Fusion 人工心肺システムの臨床使用評価』                   

聖隷浜松病院 臨床工学室  太田 早紀 

O-4  『人工肺交換マニュアルの再検討～人工肺交換シミュレーションを行って～』                   

静岡県立総合病院 臨床工学室  小竹 亮輔 

O-5  『経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）用特殊回路の作成』                   

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 臨床工学技術科  山口 正輝 

【共催セミナー】 共催；ヘモネティクスジャパン合同会社               12：10 ～ 13：00  

司会           聖隷浜松病院 臨床工学室  北本 憲永 

 『TEG を使った心臓麻酔の管理』         

 東京慈恵医科大学附属病院 麻酔科  坪川 恒久 教授 

【機器展示ブース】                            13：00 ～ 13：40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉工医科工業・リヴァノヴァ・ゲティンゲグループ･ジャパン・コスモテック・ジェイ･エム･エス 

センチュリーメディカル・アムコ・テルモ・平和物産・ヘモネティクスジャパン・テクノウッド  （順不同） 

 会場：第一会議室・２階エントランス 



【一般演題 2】                               13：40 ～ 14：40  

 座長            愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 臨床工学技術科  酒出 篤弥 

O-6 『人工心肺症例におけるプロカルシトニン変動の基礎的研究』                   

豊橋ハートセンター 臨床工学部門  吉廣 澄雅 

O-7  『ATⅢ製剤の使用状況と妥当性の検討』                   

豊橋ハートセンター 臨床工学部門   泉 喬太 

O-8  『開心術 10 例を経て～現状と今後の課題～』                   

桑名市総合医療センター 臨床工学室  古城 拓弥 

O-9  『V-V ECMO 装着患児における転院搬送の経験』                   

藤田医科大学病院 ME 管理室   竹内 陵 

O-10  『宗教的信条により輸血拒否の患者に対して、体外循環に MUF を用いた MICS-AVR』                   

名古屋第一赤十字病院 臨床工学技術課   開 正宏 

【特別講演 2】                               14：40 ～ 15：40  

司会           東海記念病院   林 裕樹 

『体外循環システムと perfusionist が目指すところ』   

  ～未来の装置と理想の perfusionist 装置と人の両面から考える～ 

 

   自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床工学部 技師長           

日本体外循環技術医学会 理事長  百瀬 直樹 先生 

【パネルディスカッション】『体外循環マネージメント』～各施設の管理方法と自施設との比較～     

                                      15：50 ～17：20  

座長           名古屋大学医学部附属病院 医療技術部臨床工学部門  後藤 和大 

           三重大学医学部附属病院 臨床工学部   谷 誠二 

PD-1  『愛知医科大学病院における体外循環の管理方法』        

 愛知医科大学病院 臨床工学部  茶谷 高太朗 

PD-2  『当院における体外循環』  

  岐阜大学医学部附属病院 ME センター  柚原 利至 

PD-3  『体外循環のこだわり？』    

      藤田医科大学病院 ME 管理室   山城 知明 

PD-4  『浜松医科大学医学部附属病院の体外循環管理方法』 

  浜松医科大学医学部附属病院 医療機器管理部  川村 茂之 

PD-5  『当院の体外循環プロトコル』     

  名古屋市立大学病院 臨床工学室  鈴村 国大 

【次期地方会大会長挨拶】                              17：25 ～ 

      静岡県立総合病院 臨床工学室  富田 淳哉     

【閉会の挨拶】                                     17：30 ～      

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 臨床工学技術科  山本 康数 

【意見交換会】                                     18：30 ～  


