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会期：2019 年 6 月 23 日（日） 

     会場：福井大学医学部附属病院 白翁会ホール 

大会長 吉川 真由美 

 

 

後援： 

(一社)石川県臨床工学技士会、 (一社)福井県臨床工学技士会、(一社)富山県臨床工学技士会

大会テーマ： 教育 

        ～ 次世代の体外循環技士を育てる ～ 



御 挨 拶 

 

第 58 回 日本体外循環技術医学会北陸地方会大会             

大会長 吉川 真由美 

 

第 58回日本体外循環技術医学会北陸地方会大会を開催するにあたりご挨拶申し上げます。

今回、大会のテーマを『教育』とし、サブタイトルに『次世代の体外循環技士を育てる』

といたしました。 

今年の 5 月 1 日に元号が「平成」から「令和」に変わりました。新たな時代を迎え、今

一度生涯教育の重要性に目を向け、未来を担う若い世代へのメッセージとして私たちが伝

えたいもの、そして、彼らから何を学びこれからの新しい時代を築き上げていくのか、を

日常の業務において教育の大切さとその難しさについて実感している今、この令和最初の

記念すべき大会で議論したく存じます。 

特別講演Ⅰでは「心臓外科医が求める体外循環技士とは」と題しまして、心臓血管外科

の先生方が抱く臨床工学技士への理想像についてご講演いただきます。また、特別講演Ⅱ

では「医療職を志す学生のコミュニケーションスキルを養うための取り組み」と題しまし

て、若い世代の教育に尽力されております養成校の先生の視点から、良質な医療サービス

の提供を行ううえで欠かせないノンテクニカルスキルを高めるための取り組みについてご

講演いただきます。 

 また、ランチョンセミナーでは次世代を見据えた新しい人工心肺装置のご紹介、ラウン

ドテーブルディスカッションでは『教育システムを考える』と題しまして若手技士とベテ

ラン技士で各施設の教育システムについてご紹介いただき、教育を受ける側、教育する側

でお互いに問題点やグッドポイントについて議論したいと思います。 

一般演題では、各施設の貴重な症例報告や取り組みについてご発表いただきます。この

度は多くの演題をご応募いただき、誠にありがとうございました。 

日ごろ疑問に思っていることや悩んでいることなどをぜひこの機会に話し合い、体外循

環を通して他施設の方々との交流や情報交換の場としてご活用いただければ幸いです。み

なさまのご参加をお待ちいたしております。 

最後になりますが、今大会を開催するにあたりご支援・ご協力頂きました関係各位の皆

様にお礼申し上げるとともに、今後ともご指導ご鞭撻いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 



－会場のご案内－ 

交通・アクセス 

所在地 ： 〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3 

TEL 0776-61-3111（代表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイカーご利用の場合 

福井北インターチェンジから  所要時間 約 10分 

丸岡インターチェンジから  所要時間 約 10分 

JR福井駅から  所要時間 約 20分 

※駐車場について 

本院は、2015年 7月より外来駐車場がゲート化に伴い有料となりました。お車でお越

しになる場合には減額券（1日につきご負担額 100円）を発行いたしますので、大会参加

事前申し込みの際に申請ください。駐車券を会場にお持ちいただいた方には減額券をお

渡しいたしますので、大会受付時にご提示ください。ご協力よろしくお願いいたします。 



外来駐車場のご案内 

ピンク色のスペースが外来者専用の駐車場です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※⑭臨床教育研修センターが大会会場です。 

 

 

主な公共交通機関 

京福バス 

JR福井駅西口（1番のりば）発  

38系統 大和田大学病院線 

｢福井大学病院｣行 所要時間 約 45分 

※詳しいバスの時刻表および経路図に 

つきましては、 

福井大学医学部附属病院ホームページ 

URL https://www.hosp.u-fukui.ac.jp/  

でご確認下さい。 

 

≪東京・大阪・名古屋から≫ 

飛行機 

東京から小松空港へ約 1時間 

小松空港から JR福井駅へ高速バスで約 1時間 

※JR福井駅からはバスまたはタクシーをご利用ください。 

http://www.chitetsu.co.jp/
https://www.hosp.u-fukui.ac.jp/


JR北陸本線 

東京から JR福井駅まで  約 3時間半 

名古屋から JR福井駅まで 約 2時間 

大阪から JR福井駅まで  約 2時間 

※JR福井駅からはバスまたはタクシーをご利用ください。 

 

※宿泊施設について 

本院周辺には宿泊施設はございません。JR福井駅周辺に宿泊しバスまたはタクシーにて

来院されるか、福井市大和田町周辺へ宿泊されバスまたはタクシーにて来院していただく

ことになります。 

 

福井大学医学部附属病院 1階フロアマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※土・日祝日は正面玄関が閉鎖されております。A棟出入口、B棟出入口もしくは第 2駐車

場出入口をご利用ください。大会会場最寄りの出入口は第 2駐車場出入口になります。 



大会日程 

 

 

◇8：30 ～    大会受付開始  

◇9：00 ～ 9：05  大会長挨拶 

◇9：05 ～ 10：30   一般演題 

◇10：35 ～ 11：25 特別講演Ⅰ 

『心臓外科医が求める体外循環技士とは』 

◇11：35 ～ 12：25 2019 年度日本体外循環技術医学会北陸地方会通常総会 

◇12：35 ～ 13：05 ランチョンセミナー 

『次世代の人工心肺装置を考える  

～HASⅢの開発コンセプトより～』 

◇13：25 ～ 13：40 体外循環症例データベース事業について 

◇13：40 ～ 14：30 特別講演Ⅱ 

『医療職を志す学生の 

コミュニケーションスキルを養うための取り組み』 

◇14：40 ～ 15：40 ラウンドテーブルディスカッション 

『教育システムを考える 

～各施設でのオン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)の取り組み～』 

◇15：40  閉会の挨拶 

 

◆10：00 ～ 14：40  企業機器展示 

 

※実技セミナーは行いませんのでご了承願います。 

 

≪事前登録≫  6 月 16 日（日）締切 

お弁当および駐車減額券の確保のため、 

事前登録にご協力願います。 

左の QR コードまたは 

大会参加登録 URL https://goo.gl/forms/qDPZIGS51hk6Lqan2 

よりご登録ください。 

 

※当日参加の場合には、お弁当の確保ならびに駐車減額券の発行ができない可能性が 

ございますのでご了承願います。 

 

大会参加登録QRコード 

https://goo.gl/forms/qDPZIGS51hk6Lqan2


プログラム 

 

 

◇8：30 ～  9：00  大会受付  

◇9：00 ～  9：05  開会の挨拶  大会長  吉川 真由美 

◇9：05 ～ 10：30  一般演題 

座 長   森田 幸浩（富山赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術課） 

       笠川 哲也（福井大学医学部附属病院 ME 機器管理部） 

 

１．簡易型レーザー血流計の使用経験 

金沢大学附属病院 ME 機器管理センター  櫻井 修 

 

２．冷温水槽における循環水の管理方法についての検討 

金沢大学附属病院 ME 機器管理センター  牧野 唯香 

 

３．弓部置換後の再手術で開胸時に人工血管を損傷した一例 

金沢大学附属病院 ME 機器管理センター  岡 俊人 

 

４．シミュレーターを用いた補助循環研修の取り組み 

福井県立病院 医療技術部 臨床工学技術室  荒木 伸一 

 

◆9：45 ～ 9：50  休憩 

 

５．甲状腺腫瘍摘出術における気道狭窄に対し体外式膜型人工肺(V-V ECMO)を導入した 

１症例 

富山大学附属病院 医療機器管理センター  河邉 澪奈 

 

６．拡張型心筋症手術に対して術中 NO 療法が有用であった２例 

高松赤十字病院 臨床工学課  井上 一也 

 

７．iLVAD(HMⅡ)植込みおよび管理の経験 

福井循環器病院 診療技術グループ ME 科  飯塚 直斗 

 

８．急性心筋梗塞(AMI)による心原性ショックに対し ECPELLA 及び IMPELLA5.0 への 

conversion を施行した１例 

富山県立中央病院 医療技術部 臨床工学科  安本 秦矢 



◇10：30 ～ 10：35  休憩 

 

◇10：35 ～ 11：25  特別講演Ⅰ 

司会  吉川 真由美（福井大学医学部附属病院 ME 機器管理部） 

『心臓外科医が求める体外循環技士とは』 

福井大学医学部附属病院 心臓血管外科教授、病院長  腰地 孝昭 先生 

◇11：25 ～ 11：35  休憩 

 

◇11：35 ～ 12：25  2019 年度日本体外循環技術医学会北陸地方会通常総会 

◇12：25 ～ 12：35  休憩・弁当配布 

 

◇12：35 ～ 13：05  ランチョンセミナー 

司会  要田 宏樹（金沢医科大学病院 医療技術部 医療機器管理部門） 

『次世代の人工心肺装置を考える ～HASⅢの開発コンセプトより～』 

泉工医科工業株式会社 商品企画本部循環器部  植松 和則 先生 

◇13：05 ～ 13：25  休憩・機器展示見学 

 

◇13：25 ～ 13：40   

『体外循環症例データベース事業について』 

司会  増野谷 一男（福井循環器病院 診療技術グループ ME 科） 

厚生連高岡病院 臨床工学部  家城 護 先生 

 

◇13：40 ～ 14：30  特別講演Ⅱ 

司会  櫻井 修（金沢大学附属病院 ME 機器管理センター） 

『医療職を志す学生のコミュニケーションスキルを養うための取り組み』 

藤田医科大学 医療科学部 臨床工学科  日比谷 信 先生 

◇14：30 ～ 14：40  休憩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◇14：40 ～ 15：40  ラウンドテーブルディスカッション 

座 長   増野谷 一男（福井循環器病院 診療技術グループ ME 科） 

嶋岡 健志（富山大学附属病院 医療機器管理センター）     

『教育システムを考える  

～各施設でのオン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)の取り組み～』 

 

１．当院における人工心肺業務の新人教育について 

福井大学医学部附属病院 ME 機器管理部  髙村 尚希 

 

２．教育を受ける立場から ～症例数の多い施設～ 

金沢大学附属病院 ME 機器管理センター  菊池 郁美 

 

３．症例数の少ない施設での人工心肺業務の教育体制における問題点 

厚生連高岡病院 臨床工学部  家城 護 

 

４．当院における人工心肺専任者育成の取り組み 

富山県立中央病院 医療技術部 臨床工学科  米田 一貴 

 

◇閉会の挨拶 

日本体外循環技術医学会北陸地方会 代表幹事  増野谷 一男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協賛企業一覧    エア・ウオーター・リンク株式会社 

株式会社エムテック 

テクノウッド株式会社 

有限会社メディカルフィール   （五十音順） 

 

 

機器展示企業一覧  ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 

株式会社ジェイ・エム・エス 

泉工医科工業株式会社 

テクノウッド株式会社 

テルモ株式会社 

日本メドトロニック株式会社 

平和物産株式会社 

ヘモネティクスジャパン合同会社 

リヴァノヴァ株式会社       （五十音順） 


