JaSECT 北陸-2016-学-

2016 年 6 月吉日
会員各位
一般社団法人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
第 55 回日本体外循環技術医学会北陸地方会大会
大会長 奥田 祐希

第 55 回日本体外循環技術医学会北陸地方会大会および
2016 年度一般社団法人日本体外循環技術医学会 北陸地方会総会のご案内
拝啓 入梅の候、会員の皆さま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、日頃より一般社団法人日本体外循環技術医学会 北陸地方会に対し、深いご理解を賜
り厚く御礼申し上げます。さて、この度、第 55 回日本体外循環技術医学会北陸地方会大

会および 2016 年度一般社団法人日本体外循環技術医学会 北陸地方会総会を、下記の要
領にて開催いたします。ご多忙とは存じますが、多数のご参加をお待ちしております。
敬具
記
開 催 日：

2016 年 7 月 3 日（日）

時

大会

間：

9：00～14：30（地方会大会受付 8：30～）

総会 14：40〜15：40
会

場：

福井循環器病院 2F 榊原記念ホール
福井県福井市新保 2-228 TEL 0776-54-5660（代表）

大会参加費： 正会員・後援会員 2,000 円
賛助会員 3,000 円 非会員 5,000 円 学生 無料

お問い合わせ： 第55回日本体外循環技術医学会北陸地方会大会大会長
福井循環器病院 診療技術グループ ME 科 奥田 祐希
E-mail

pleasure2_14@yahoo.co.jp

TEL 0776-54-5660（代表）内線 2261

プログラム
１．開会の挨拶（9：00〜9：05）
第 55 回日本体外循環技術医学会北陸地方会大会 大会長 奥田 祐希
２．一般演題（9：05～9：55）
座長

米田 一貴（富山県立中央病院）
荒木 伸一（福井県立病院）

演題-1 TAVI における人工心肺回路の考察
福井循環器病院 診療技術グループ ME 科 奥田 祐希
演題-2 体外循環症例データベースへの参加から 1 年が経過して
厚生連高岡病院 臨床工学部 家城 護
演題-3 当院における冠動脈バイパス術の現状と課題
金沢大学附属病院 ME 機器管理センター 菊池 郁美
演題−4 当院における PCPS 管理と課題
福井県立病院 臨床工学技術室 中村 貴幸
演題-5

ローラポンプ+ローラポンプの分離送血で人工肺から空気を引き込まないた
めの新たな工夫
熊本大学医学部附属病院 ME 機器センター 芦村 浩一

３．教育講演（10：00～10：40）
司会 増野谷 一男（福井循環器病院）
『経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)における臨床工学技士の可能性と実際』
豊橋ハートセンター 臨床工学科技士長 色川 桂輔

先生

４．特別講演 1（10：45〜10：55）
司会 増野谷 一男（福井循環器病院）
『熊本地震時の対応を今後に活かす』
熊本大学医学部附属病院 ME 機器センター 副センター長 芦村 浩一 先生
５．特別講演 2（11：00～11：50）
司会 嶋岡 健志（富山大学附属病院）
『TAVI の現状と未来』
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科 講師 鳥飼 慶 先生
６．『第 42 回 日本体外循環技術医学会大会の紹介』
（12：00～12：10）
日本体外循環技術医学会関東甲信越地方会 代表幹事 染谷 忠男 先生

休

憩（弁当配布）
（12：10～12：30）

７．特別講演 3（12：30～13：30）
司会 要田 宏樹（金沢医科大学病院）
『人工心肺中の血液製剤の使用方法について（仮）
』
国立循環器病研究センター病院 中央部門 麻酔科 医師 稲富 佑弦 先生
休

憩（13：30～13：50）

８．ディスカッション（13：50～14：40）
テーマ『血液製剤の体外循環中投与に関して』
司会 家城 護（厚生連高岡病院）
９．閉会

2016 年度一般社団法人日本体外循環技術医学会 北陸地方会総会（14：40〜15：40）

《会場案内》

ＪＲ福井駅より
１．タクシーで約１０分
２．えちぜん鉄道・越前本線勝山行 「越前新保」下車徒歩５分
３．京福バス

福井駅前１１番乗場（ユアーズホテル前）より

「心臓センター町屋線」に乗車、終点「病院玄関前」にて下車
所要時間＝約２０分
お車の場合

1. 北陸自動車道からは…「福井北インターチェンジ」で下りて福井市内方面に向かってく
ださい。
料金所を出て左折、所要時間＝約 10 分

2. 国道８号線からは…「丸山」交差点を敦賀方面からは左折、金沢方面からは右折。
３００ｍ先の「長本」交差点を右折、勝山方向へ直進してください。

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

平成 28 年 6 月吉日
日本体外循環技術医学会北陸地方会会員各位
一般社団法人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

第 55 回日本体外循環医学会北陸地方会大会
大会長

奥田 祐希

第 55 回日本体外循環技術医学会北陸地方会大会 懇親会のお知らせ

拝啓 入梅の候、北陸地方会会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日
頃は地方会活動にご協力頂き誠にありがとうございます。
さて、このたび第 55 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、懇親会を下記の通り
行いたいと思います。日頃なかなか話す機会のない他県施設の方々との交流の場として活用していただけれ
ば幸いです。たくさんの参加応募をお待ちしております。
敬具
記

会

期：平成 28 年 7 月 2 日（土）午後 6 時 00 分～（予定）

会

場：旬香逎燈 煙や
福井県福井市中央 1-4-29 キモトビル 1F

参 加 費：

5000 円

参加希望者はお問い合わせ先にお申し込みください。件名に「懇親会申し込み」と記入をしてい
ただきますよう、よろしくお願い致します。
なお、宿泊を希望される方は 1 泊 7800 円（朝食付き）
、福井駅近くのホテルを抑えてありますの
で、参加申し込み時に「ホテル希望」とご明記ください。
誠に申し訳有りませんが部屋数に限りがございますので、先着 8 名様までとさせていただきます。
ホテルの駐車場は 40 台あり、1000 円/泊になっております。先着順のため、駐車場が満車の場
合は近隣のコインパーキングをご利用ください。

以上

お問合わせ：福井循環器病院
E-mail
℡

ＭＥ科

奥田 祐希

pleasure2_14@yahoo.co.jp

0776-54-5660（代表）内線

2261

