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拝啓 

 

立秋の候、会員の皆様におかれましては、ますます御健勝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四国地方会に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

このたび、第 32回日本体外循環技術医学会 四国地方会大会を、令和 3年 9月 18日（土

曜日）に香川県（高松赤十字病院）での現地開催に向けてスタッフ一同準備を進めてまいり

ましたが、新型コロナウイルスの収束の目途も立たず、このままでは現地開催は困難である

と思われ、大会の開催に関して四国地方会幹事会で協議した結果、会員の皆様の安全が第一

と考え、本大会は完全 Web にて開催することといたしました。 

 なお、本大会ではアーカイブ配信はございません。Live 配信のみとなりますので、皆さ

まリアルタイムにてご参加くださいますよう宜しくお願いいたします。 

はじめての Web開催となりますため、至らぬ点も多々あろうかと存じますが、多くの皆さ

まのご参加を心よりお待ちしております。 

 

敬具 

 

 

【参加される方へのご案内】 

 （１）開催方法：Web 開催（Live 配信） 

    日程：2021 年 9 月 18 日（土曜日） 10：55～16：45（10：30 受付開始） 

    ※本大会は Live 配信のみです。アーカイブ配信はございませんので、 

リアルタイムでご参加ください。 

 

（２）大会参加費：前納のみ（銀行振り込みのみ） 

  参加区分 費用 

大会参加費 

正会員 1,000 円 

非会員 2,000 円 

学生 無料 

 



（３）振込方法：銀行振り込み 

  金融機関名：ゆうちょ銀行 

  郵便局からお支払いの場合 記号：16330 番号：17863951 

口座名：日本体外循環技術医学会四国地方会大会 

  他金融機関から  店名：六三八  店番：638  種目：普通 口座番号：1786395 

           口座名：日本体外循環技術医学会四国地方会大会 

代表名義人：大会長 井上 一也              

           口座読み：ﾆﾎﾝﾀｲｶﾞｲｼﾞｭﾝｶﾝｷﾞｼﾞｭﾂｲｶﾞｸｶｲｼｺｸﾁﾎｳｶｲﾀｲｶｲ 

  

 ※１．振込期限：2021 年 9月 8 日（水曜日） 

 ※２．郵便局指定の振込用紙または ATM よりお振り込みください。 

依頼人の部分に、①氏名、②会員 ID（正会員の場合）（非会員の場合は

所属）をご記入またはご入力下さい。  

例 1：氏名＿会員 ID 例 2：氏名＿所属 

※３．お振込手数料はご自身でご負担いただきますよう宜しくお願いいたします。 

 ※４．入金後、大会事務局（E-mail：ce@chp-kagawa.jp）へ、①氏名、②会員 ID

（会員の場合）、③所属、④メールアドレスをお知らせください。 

確認が取れましたら、準備が整い次第お知らせいただいたメールアドレスに

Zoom の URL、リンク等の情報を送らせていただきます。 

 

（４）WEB 開催について 

 ・本大会は、Zoom Webinar を使用した WEB 開催となります。 

 ・入金確認後、ご連絡いただいたメールアドレスに Zoomの URL、リンク等の情報 

を送らせていただきます。 

 ・Zoom 入室時は、「氏名 所属施設名（企業名）」へ名前の変更をお願いいた

します。 

 

 １）注意事項 

 ①講演内容の録音、録画、画面を撮影（スクリーンショット）等は禁止いたします。 

 ②SNS などへの掲載や発表者の誹謗中傷などは固く禁止させていただきます。 

 ③当日参加される環境でログインが可能か、あらかじめご確認お願いいたします。 

 

◆お問い合わせ・メール連絡先◆ 

     第 32 回日本体外循環技術医学会四国地方会大会 事務局 

     〒760-8557  香川県高松市朝日町一丁目 2 番 1 号 

     香川県立中央病院 臨床工学部 入谷信行 

TEL：087-811-3333(代表)  

 E-mail ：ce@chp-kagawa.jp 

mailto:ce@chp-kagawa.jp


第 32 回日本体外循環技術医学会 四国地方会大会 

プログラム 

 

【10：30～】    大 会 受 付 開 始 

 

【10：55～11：00】 開 会 挨 拶    

第 32回日本体外循環技術医学会 四国地方会大会 大会長 

高松赤十字病院 井上 一也 

 

【11：00～12：00】 特 別 講 演 

司会：愛媛大学医学部附属病院 山田 文哉 

 

『最新の機械的循環補助  

－これからの臨床工学技士にとって必要不可欠の知識－』 

 

講師：愛媛大学医学部附属病院 心臓血管・呼吸器外科学 准教授  

西村 隆 先生 

 

【12：00～12：15】 休 憩 企業展示 製品 PR 動画 

 

【12：15～13：00】 一 般 演 題 Ⅰ（Cardiopulmonary bypass） 

座長：愛媛大学医学部附属病院 品部 雅俊 

高知医療センター    津野 美咲 

 

１．『TAVIにおける術中緊急体外循環移行の経験』 

高松赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

田邊 圭佑 

２．『圧力トランスデューサの比較検討』 

香川大学医学部附属病院 ME機器管理センター 

武田 健太郎 

３．『J-Quickを使用したセットアップ時間短縮の取り組み』 

香川県立中央病院 臨床工学部 

高木 智央 

４．『右冠動脈肺動脈起始症の体外循環』 

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 

横山 雄一  



【13：00～13：15】 休 憩 企業展示 製品 PR 動画 

 

【13：15～14：15】 基 調 講 演     

司会：高松赤十字病院 井上 一也 

 

『当院の心臓血管外科手術の基本方針と Perfusionist に期待すること』 

 

講師：高松赤十字病院 心臓血管外科部長 

 榊原 裕 先生 

 

【14：15～14：30】 休 憩 企業展示 製品 PR 動画 

 

【14：30～15：15】 一 般 演 題 Ⅱ 

（Mechanical circulatory support devices） 

座長：徳島赤十字病院          小島 洋幸 

四国こどもとおとなの医療センター 中矢  亮 

 

５．『COVID-19に対する ECMOの運用に関する高知県の取組み』 

高知県臨床工学技士会 学術委員会 体外循環部 

今久保 一洋  

６．『Dor＋MAP＋CABG 術後に補助循環ポンプ（IMPELLAⓇ)を使用し 

良好な経過をたどった１例』 

徳島赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術課 

北岡 豊永 

７．『劇症型心筋炎患者を四国内での連携にて救命し得た一例 

～補助循環導入から転院搬送まで～』 

高知県高知市病院企業団立高知医療センター 臨床工学技術科 

宮川 修平  

８．『劇症型心筋炎患者を四国内での連携にて救命し得た一例 

～患者受入れから iVAD装着まで～』 

愛媛大学医学部附属病院 診療支援部 ME 機器センター 

品部 雅俊 

 

【15：15～15：30】 休 憩 企業展示 製品 PR 動画 

 

 

 

 



【15：30～16：30】 共 催 セミナー （共催：テルモ株式会社） 

司会：高知大学医学部附属病院 武島 智隆 

 

『IMPELLAの治療戦略とその可能性 

～臨床工学技士が知るべき知識とそのピットフォールを把握する～』 

 

講師：大阪大学医学部附属病院 臨床工学部 

     吉田 幸太郎 先生 

 

【16：30～】 大 会 P R ・ 閉 会 挨 拶 

①第 40回日本体外循環技術医学会 近畿地方会大会 大会長 

大阪大学医学部附属病院 吉田 幸太郎 

②第 33回日本体外循環技術医学会 四国地方会大会 大会長 

愛媛大学医学部附属病院 品部 雅俊 

 ③第 32回日本体外循環技術医学会 四国地方会大会 大会長 

高松赤十字病院 井上 一也 

 

 


