
 

第 5回 西日本補助人工心臓研修セミナー  

プログラム 

-本セミナーは人工心臓管理技術認定士認定委員会が認定する研修プログラムです- 

日 時 平成 26年 2月 1日（土曜日）セミナー：10:00-17:45 懇親会：18:00-19:00 

場 所 大阪大学 銀杏会館 3F 

参加費 医師：1万円 看護師、臨床工学技士：5千円 

 

【開会の辞】10:00-10:05：澤 芳樹 先生（大阪大学） 

【講演 1】座長：富永 隆治 先生（九州大学）、荒井 裕国 先生（東京医科歯科大学） 

1）10:05-10:35 「補助人工心臓：装着、離脱の適応」 坂田 泰史 先生（大阪大学） 

2）10:35-11:05 「手術手技：各デバイスのピットフォール」 吉川 泰司 先生（大阪大学） 

コーヒーブレイク 

【講演 2】座長：正井 崇史 先生（桜橋渡辺病院）、松宮 護郎 先生（千葉大学） 

3）11:15-11:45 「術後急性期、慢性期の管理」 西村 元延 先生（鳥取大学） 

4）11:45-12:15 「人工心臓管理技術認定士認定制度及び J-MACSについて」 

中谷 武嗣 先生（国立循環器病研究センター） 

 

【ランチョンセミナー】座長：澤 芳樹 先生（大阪大学） 

12:30-13:00「心不全に対する心臓リハビリテーション」 後藤 葉一 先生（国立循環器病研究センター） 

 

【講演 3】座長：許 俊鋭 先生（東京大学） 

5）13:20-13:50  「小児補助循環の up to date(ECMO を含む)」 上野 高義 先生（大阪大学） 

【全体モックサーキュレーション 13:50-14:50】 

 各デバイス（DuraHeart, EVAHEART, HeartMate II, Jarvik2000, NIPRO, BVS5000）プレゼンテーション 

【コメディカルセッション 15:00-17:30】 

座長： 柳川 千里 看護師長（大阪大学 心臓血管外科病棟） 

野口 悟司 技士長（大阪大学 臨床工学技士） 

1. 臨床工学技士の役割  近藤 智勇 先生（大阪大学 臨床工学技士） 

2. 病棟看護師の役割  平井 希代子 先生（大阪大学 心臓血管外科病棟） 

3. VAD コーディネーターの役割 久保田 香 先生（大阪大学 移植医療部） 

4. 機器・機材展示及び質疑応答、病棟見学 

【ハンズオンセミナー、機器見学：15:00-17:30】 

ブタ心臓を用いた植込み手技実技指導 

1. DuraHeart：吉川 泰司 先生（大阪大学） 

2. EVAHEART：齊藤 聡 先生（東京女子医科大学） 

3. Jarvik 2000：藤田 知之 先生（国立循環器病研究センター） 

4. Heart Mate Ⅱ：坂口 太一 先生（心臓病センター榊原病院） 

5. ニプロ（TOYOBO）：吉岡 大輔 先生（大阪大学） 

6. BVS5000AB5000：大岡 智学 先生（北海道大学） 

【閉会の辞】17：40-17:45 戸田 宏一 先生（大阪大学） 

【懇親会】18:00-19:00大阪大学 銀杏会館 2F レストランミネルバ 



 

第 5回 西日本補助人工心臓研修セミナー  

コメディカルセッションプログラム 

15:00-17:30 

会場：大ホール、ホール前、大会議室、大阪大学附属病院 西、東 9階病棟 

 

【シンポジウム：VAD チームにおけるコメディカルの役割 15:00-16:00】 

座長： 柳川 千里 看護師長（大阪大学 心臓血管外科病棟） 

野口 悟司 技士長  （大阪大学 臨床工学技士） 

5. 臨床工学技士の役割  近藤 智勇   先生（大阪大学 臨床工学技士） 

6. 病棟看護師の役割  平井 希代子 先生（大阪大学 心臓血管外科病棟） 

7. VAD コーディネーターの役割 久保田 香  先生（大阪大学 移植医療部） 

 

コーヒーブレイク 

 

【病棟見学 16:00-17:30】 

16:00-16:20 集合、病棟へ移動 

16:20-16:50 第 1クール 

16:50-17:20 第 2クール 

17:20-17:30 銀杏会館へ移動 

 

チーム分けは別紙参照。 

看護師は Ns1-3 

臨床工学技士は ME1, 2 

 

看護師：DuraHeart, EVAHEART, HeartMate IIの 3機種のうち 2機種について機器管理、ドライブライン管理、日

常生活支援の実際を学んでいただきます。またデバイスごとの管理の違い、患者固有の問題とその対応について

も当院の看護師が説明します。 

臨床工学技士：DuraHeart, EVAHEART, HeartMate II の 3機種についての機器管理と病棟内での日常業務の実際を

学んでいただきます。 

 

 

【VAD管理におけるコメディカル業務の実際 16:10-17:30】 

1. 臨床工学技士の業務の実際  近藤 智勇   先生（大阪大学 臨床工学技士） 

2. 病棟看護師による貫通部ケアの手順 平井 希代子  先生（大阪大学 心臓血管外科病棟） 

3. 質疑応答、展示訪問 

病棟見学では見ることのできない管理方法や患者教育、スタッフ教育の実際を学んでいただきます。発表後には、

当院臨床工学技士、病棟看護師による質疑応答、資料展示を行います。また、各種ドライブライン固定デバイス

や、スキンケア用品、感染管理の展示を行っておりますので、ぜひご覧ください。 

  

    第 1 クール   第 2 クール 

Ns1 

移

動 

患者 A：EVAHEART 

移

動 

患者 D：DuraHeart 

Ns2 患者 B：DuraHeart 患者 E：Heart Mate II 

Ns3 患者C：Heart Mate II 患者 F：EVAHEART 

ME1 患者 D 患者 E 器材室 患者 A 

ME2 患者 F 器材室 患者 B 患者 C 



 

第５回研修セミナー参加施設 

 
 

愛媛大学医学部附属病院          金沢医科大学医学部附属病院 

九州大学医学部附属病院          京都大学医学部附属病院 

近畿大学医学部附属病院          神戸大学医学部附属病院 

国立循環器病研究センター         桜橋渡辺病院 

心臓病センター榊原            千葉大学医学部附属病院 

東京医科歯科大学医学部附属病院      東京女子医科大学医学部附属病院  

東京大学医学部附属病院          鳥取大学医学部附属病院 

名古屋大学医学部附属病院         名古屋徳洲会総合病院 

浜松医科大学医学部附属病院        兵庫県立姫路循環器病センター 

福井循環器病院              北海道大学医学部附属病院 

三井記念病院               宮崎大学医学部附属病院 

山口大学医学部附属病院          鹿児島大学医学部附属病院  

 

計 24施設 144名 


