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第45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 第2報 

 

拝啓 初春の候、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の活動に対し、ご理解を賜り厚く御礼申し上げます。さて、東海地方会で

は、下記内容にて第 45回学術大会を開催致すこととなりました。会員の皆様におかれましては、多数の

演題を募りましてありがとうございました。お陰をもちまして、プログラムが別紙のごとく決定いたし

ました。会員の皆様の多数のご参加をお待ちしております。 

敬具 

記 

 

開催日時  ：令和5年1月28日（土曜日）9：30～17：55 

 

開催場所  ：じゅうろくプラザ 5階大会議室 

 

参 加 費  ：正会員  2,000円 

       非会員  3,000円 

       学 生  1,000円 

 

※尚今後の感染状況により、急遽開催方法をweb等に変更となる可能性がありますのでご了承ください 

 

 

 

 

 

 



 会場案内  

 

じゅうろくプラザ 

住所：岐阜市橋本町1丁目 10番地 11 

＜アクセス＞ 

◆JR岐阜駅より徒歩約2分 

◆名鉄岐阜駅より徒歩約7分 

電話番号 058-262-0150 

 

※会場周辺には、公共駐車場やコインパーキングなどございますが、混雑が予想されるため公共交通機関のご利

用をおすすめいたします。 

 

問い合わせ先  

               

大会事務局：〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南 4-14-4 

岐阜ハートセンター 臨床工学課 （担当）澤田文己駿 

TEL ： 058-277-2277（代表） 

E-mail： fsawada@heart-center.or.jp 

mailto:fsawada@heart-center.or.jp


 

 

 

第 45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：じゅうろくプラザ 5F大会議室                         9：30～  

 

【開会の挨拶】                                                   9：55 ～ 10：00  

        豊橋/名古屋/岐阜ハートセンター 臨床工学科  奥田 泰三 

 

 

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

     座長                               三重ハートセンター 診療支援部      柿本 将秀 

        岐阜県総合医療センター 臨床工学部  森瀬 篤史 

 

O-1 『人工心肺用ライン内血液ガスセンサ B-Capta センサーシステムの使用経験』 

        岐阜大学医学部附属病院 MEセンター  柿田 英登 

O-2  『体外循環中の人工肺酸素化不良に対する対策（実験検討）』 

        名古屋徳洲会総合病院 臨床工学室  安田 英之 

O-3  『陰圧吸引補助脱血(VAVD)コントローラーの特性理解にむけた実験的検討』 

        総合病院聖隷浜松病院 臨床工学室  富永 滋比古 

O-4  『各社補助循環回路のマイオキシクト測定結果比較』 

        トヨタ記念病院 臨床工学科  太田 光紀 

O-5  『心臓外科領域における臨床工学技士のタスク・シフト/シェア』 

        日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 臨床工学科  白鳥 頌紘 

 

【共催特別講演１】 共催：アボットメディカルジャパン合同会社                     11：10 ～ 12：10  

     司会                              名古屋ハートセンター 臨床工学科     西尾 皓人 

 

  『SHDの今と未来』〜Mitra Clip〜        

                      豊橋/名古屋/岐阜ハートセンター 循環器内科部 山本 真功 先生 

 

【共催セミナー】 共催：テルモ株式会社                                   12：25 ～ 13：25  

     司会                             総合病院聖隷浜松病院 臨床工学室      北本 憲永 

 

『体外循環中のモニタリングを考える』  

        仙台市医療センター 仙台オープン病院 臨床工学室  尾越 登 先生 

 



 

 

 

【一般演題 2】                                                   13：40 ～ 14：50  

     座長                          岐阜大学医学部附属病院 MEセンター    柚原 利至 

        静岡市立静岡病院 臨床工学科  内藤 豊貴 

 

O-6  『血漿遊離ヘモグロビン測定装置の導入前後における急性腎障害発生率の変化』 

        浜松医科大学医学部附属病院 医療機器管理部  長末 鉄平 

O-7  『MitraClipG4 XTW留置時、ロックラインがClip Delivery System内でスタックした一例』 

        岐阜ハートセンター 臨床工学科  澤田 文己駿 

O-8 『小児VV-ECMOにおけるダブルルーメンカテーテルの選択』 

        静岡県立こども病院 臨床工学室  桒原 靖之 

O-9  『脳死片肺移植に対してV-V ECMOを用いた 1例』 

        藤田医科大学病院 臨床工学部  川合 確 

O-10 『複数項目を評価することで早期に異常を発見し、安全に脳分離体外循環を施行できた 2例』 

        浜松労災病院 臨床工学部  松本 桃佳 

O-11 『Shaggy Aortaを伴う弓部大動脈瘤に対する brain isolation法を用いた人工心肺の経験』 

        静岡県立総合病院 検査技術・臨床工学室  山田 健太 

 

【共催特別講演 2】  共催：エドワーズライフサイエンス株式会社                    15：00 ～ 16：00  

     司会                               豊橋ハートセンター 臨床工学科     佐合 満 

 

『SHDの今と未来』〜TAVI〜    

                       岐阜ハートセンター 心臓血管外科部長 小山 裕 先生 

 

【パネルディスカッション 『補助循環管理のテクニックとこだわり』 】                   16：10 ～ 17：30  

     司会                          藤田医科大学病院 臨床工学部    山城 知明 

        日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 臨床工学科  蜂須賀 章友 

 

PD-1  『IABP、こう使ってます!! ―三重大学CEのこだわり？―』 

        三重大学医学部附属病院 臨床工学部  後藤 健宏 

PD-2  『腹臥位療法中の IMPELLA管理について』 

        一宮市立市民病院 臨床工学室  長瀨 弘行 

PD-3  『ECMO管理のこだわり』 

        総合病院聖隷浜松病院 臨床工学室  富永 滋比古 

PD-4  『当院の ECPELLA管理』 

        大垣市民病院 臨床工学技術科  山田 哲也 

 



 

 

 

【日本体外循環技術医学会 理事長挨拶】                                   17：30 ～ 17：40  

        群馬県立心臓血管センター 臨床工学課  安野 誠 

 

 

【第 10回学術セミナー開催委員長挨拶】                                   17：40 ～ 17：45  

        日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 臨床工学科  蜂須賀 章友 

 

 

【第 46回東海地方会大会長挨拶】                                       17：45 ～ 17：50  

        小牧市民病院 臨床工学科  黒川 大樹 

 

 

【閉会の挨拶】                                                    17：50 ～ 17：55  

        豊橋/名古屋/岐阜ハートセンター 臨床工学科  奥田 泰三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


