
第 4３回 日本体外循環技術医学会東海地方会学術大会 
 

【受付・カタログ展示オープン】 会場：クリエート浜松２F ホール        9：30～          

 

【開会のあいさつ】                               9：55 ～ 10：00       

静岡県立総合病院 検査技術・臨床工学室  富田 淳哉 

 

【一般演題 1】                               10：00 ～ 11：00    

       座長                  岡村記念病院   ME 科  島袋 全洋 

岐阜県立総合医療センター 臨床工学部  森瀬 篤史 

 

O-1 抗凝固管理法変更による比較検討 

聖隷三方原病院 CE 室  中谷 亮太 

O-2  新生児開心術における血液凝固分析装置 HMS plus を用いたプロタミン投与に関する検討 

静岡県立こども病院 臨床工学室  花田 卓哉 

O-3  心室機能悪化に難渋したが離脱し得た単心室症での補助循環の 1 症例 

独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 臨床工学部  佐藤 圭輔 

O-4  IMPELLA 補助管理中に心室細動を起こし、循環が維持された１症例 

一宮市立市民病院 臨床工学室  大坪 克浩 

O-5  静脈麻酔薬と吸入麻酔薬が体外循環に与える影響 ―人工肺にセボフルランを投与して― 

医療法人三重ハートセンター 診療支援部  笹山 幸治 

O-6  Femoral artery feeding における rSo2 の低下と人工肺への NO 送気の効果 

豊橋ハートセンター 臨床工学部門  色川 桂輔 

 

【特別講演 1】                                11：00 ～ 12：00   

 座長               静岡県立こども病院 臨床工学室  岩城 秀平  

  『補助循環管理の“継ぎ”を考える 

～装置の使い手として重症心不全治療の流れを乗りこなすために』        

 埼玉医科大学国際医療センター ME サービス部  吉田 譲 先生 

 

【共催セミナー】 共催：泉工医科工業株式会社                  12：15 ～ 13：05   

座長               静岡市立静岡病院 臨床工学科  興津 健吾 

 『当院の体外循環についてと人工心肺装置選定の経験』         

済生会熊本病院 臨床工学部  笠野 靖代 先生 

  



【一般演題 2】                               13：20 ～ 14：30     

座長                             中京病院 臨床工学部  佐藤 圭輔  

三重ハートセンター 臨床工学科  柿本 将秀 

 

O-7  右鎖骨下動脈送血時の上行置換に対する脳分離体外循環法 

静岡県立総合病院 検査技術・臨床工学室  小竹 亮輔 

O-8  高度石灰化上行大動脈を伴う僧帽弁狭窄症に対して balloon occlusion 法を施行した 1 例 

藤田医科大学病院 臨床工学部  小島 小登音 

O-9 左室心筋重量と心停止を得られた心筋保護液量の検討 

静岡赤十字病院 医療技術部 臨床工学課  森 雄紀 

O-10 EUROSETS 社製 Horizon AF Plus の臨床使用評価 

聖隷浜松病院 臨床工学室  山城 政暁 

O-11  体外循環中の輸液についての比較検討 

名古屋徳洲会総合病院 臨床工学室  安田 英之 

O-12 酸素化不良により人工肺交換に至った 1 例 

伊勢赤十字病院 臨床工学課  最明 裕介 

O-13 血液ポンプから閉鎖回路内液体への温度移行に関する実験 -ローラーポンプおよび遠心ポンプを

用いて- 

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】                                14：30 ～ 15：30   

座長                        浜松労災病院 臨床工学部  興津 英和 

『心臓血管外科手術において perfusionist へ期待すること』    

    静岡県立総合病院 心臓血管外科部長  恒吉 裕史 先生 

  

【パネルディスカッション『補助循環 温故知新』】              15：40 ～ 17：10 

座長         浜松医科大学医学部附属病院 血液浄化療法部  江間 信吾 

岡崎市民病院 臨床工学室  木下 昌樹 

 

PD-1  『補助循環・温故知新 IABP』 

 岡崎市民病院 臨床工学室  木下 昌樹 

PD-2  『三重大学病院における IMPELLA 管理』 

 三重大学医学部附属病院 臨床工学部  後藤 健宏 

PD-3  『地方国立大学病院における ECMO 管理の現状と今後の展開』        

 浜松医科大学医学部附属病院 血液浄化療法部  江間 信吾 

PD-4  『当院における補助人工心臓治療』        

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 臨床工学・歯科部門  長谷川 静香 



【次期地方会大会長挨拶】                           17：10 ～ 17：15 

      一宮市立市民病院 臨床工学科  大坪 克浩      

 

【閉会の挨拶】                                17：15 ～ 17：20  

静岡県立総合病院 検査技術・臨床工学室  富田 淳哉 

 

【ナイトセッション】 会場：ハートランド浜松               18：00 ～ 20：00  

    総合司会             聖隷浜松病院 臨床工学室  富永 滋比古  

小牧市民病院 臨床工学科  土井 麻由美 

「 ～One Slide Presentation～ 」 

座長               静岡県立こども病院 臨床工学室  桒原 靖之 

藤田医科大学病院 臨床工学部  山城 知明 

 

P-1 ローラーポンプの流量表記ってあってるの!? 

名古屋第一赤十字病院 臨床工学技術課  蜂須賀 章友 

P-2  NIVEA®は超音波センサー用グリスの代用品になるか 

三重大学医学部附属病院 臨床工学部  谷 誠二 

P-3  浜松医科大学附属病院の人工心肺自動記録の紹介と新たな試み 

浜松医科大学医学部附属病院 血液浄化療法部  加茂 裕美 

P-4  人工心肺自動記録装置導入後のカスタマイズに関する検討 

医療法人三重ハートセンター 診療支援部  柿本 将秀 

P-5  TAVR 後 IE 発症により SAVR を施行した一例 

地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 医療支援部 臨床工学科  田内 淳介 

P-6  VAVD コントローラーの問題点および検討 

豊橋ハートセンター 臨床工学部門  石川 翔乃助 

P-7 術中 1 枚の写真から KYT してみよう 

名古屋第一赤十字病院 臨床工学技術課  開 正宏 

 


