
 

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- 

 

10:00-10:05 【開会の辞】 澤 芳樹（大阪大学）                    会場：ホール、サテライト：大会議室 

10:05-11:05  一般口演（１） 

座長 布田伸一 （東京女子医科大学）  

戸田宏一 （大阪大学） 

10:05-10:35 （１） 「移植適応・重症心不全概論、LVAD 装着タイミング」   肥後太基 （九州大学） 

10:35-11:05 （２） 「Destination Therapy における LVAD 適応患者とは？」 大谷朋仁 （大阪大学） 

 

― コーヒーブレイク ― 

11:15-12:15  一般口演（２） 

座長 山崎健二 （東京女子医科大学）  

荒井裕国 （東京医科歯科大学）   

11:15-11:45 (3) 「術後急性期、慢性期の管理・合併症」             木下 修 （東京大学） 

11:45-12:15 (4) 「高齢者における管理の特徴」                  齋藤俊輔 （大阪大学） 

 

【ランチョンセミナー】座長：澤 芳樹 （大阪大学）              会場：ホール、サテライト：大会議室 

12:15-13:00 「Destination Therapy における LVAD 終末期医療    中川 俊一 （コロンビア大学） 

13:00-13:15 特別発言   許 俊鋭 （東京長寿健康医療センター）」 

 

― コーヒーブレイク ― 

 

13:45-15:15 【メディカルセッション】 ~苦労した症例から学ぶ~                    会場：大会議室 

座長 絹川 弘一郎 （富山大学）  

戸田宏一   （大阪大学）  

（１）移植登録困難な劇症型心筋炎の 1 例                     木下 修 （東京大学） 

（２）LVAD 血栓を繰り返した高齢者の 1 例                     斉藤哲也 （大阪大学） 

（３）実質的 DT としての LVAD 装着後、止血困難な消化管出血の管理に難渋した症例  

藤野剛雄（九州大学） 

（４）BTR が可能であった HeartMateII の 1 例                   大岡智学 （北海道大学） 

（５）Clush and Burn に対して BTB を行った高齢者の１例                矢嶋真心 （大阪大学） 

（６）LVAD 装着患者に胃癌を合併した 1 例                           堂前 圭太郎 （大阪大学） 

 

13:45-15:15 【コメディカルセッション】                                                  会場：ホール 

座長 遠藤 美代子 看護師長（東京大学）                             

加藤 貴充            （大阪大学） 

（１）植込型 VAD 装着患者に対する退院支援～臨床工学技士の役割～  近藤智勇（大阪大学） 

（２）植込型 VAD 装着患者に対する退院支援～病棟看護師の役割～   加門千寿（大阪大学） 

（３）補助人工心臓管理におけるスタッフ教育                   加賀美 幸江（東京大学） 

（４）植込型 VAD 装着患者の外来管理・在宅支援                 西岡 宏 

（国立循環器病研究センター） 

 

 

 

 

 



 

 

15:15-16:15 【全体モックサーキュレーション】                               会場：ホール 

各デバイス 

（DuraHeart, EVAHEART, HeartMate II, Jarvik2000, NIPRO, AB5000, Berlin Heart） 

プレゼンテーション 

 

16:15-17:50  

【全体 session：LVAD 患者の在宅支援・リハビリ～高齢者に対する支援をどうするか？：】 会場：ホール 

座長 西村元延       （鳥取大学）   

佃 順子 看護師長 （大阪大学） 

（１） 柏 公一   （東京大学 臨床工学技士室） 

（２） 久保田 香 （大阪大学 移植医療部） 

（３） 鎌田理之  （大阪大学 ハートセンターリハビリテーション室） 

（４） 伊東紀輝 （ゆみのハートクリニック 看護部） 

（５） 八木田 美穂 （九州大学 看護部） 

（６） 横山淳也  （大阪大学 心臓血管外科） 

『高齢者に対する退院支援・リハビリをどのように支援していくかを検討していただく予定です。』 

 

16:15-17:50 【ハンズオンセミナー、機器見学、機器・機材展示】                 会場：3F 会議室 B・会議室 C 

植込み手技実技指導 

1. DuraHeart               吉川泰司 （大阪大学） 

2. EVAHEART              梅原伸大 （東京女子医科大学） 

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

4. HeartMate Ⅱ             木下 修 （東京大学） 

5. Nipro                  田ノ上禎久 （九州大学）  

6. HeartWare               斉藤俊輔 （大阪大学） 

7. AB5000                 大岡智学 （北海道大学） 

8. Berlin Heart Excor          平 将生 （大阪大学） 

 

17：50-17:55 【閉会の辞】 澤 芳樹 （大阪大学） 

 

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

 

 

 

  



 

第７回研修セミナー参加施設 

 
 

伊勢赤十字病院              愛媛大学医学部付属病院 

大阪警察病院               岡山大学医学部附属病院 

川崎医科大学医学部附属病院        川崎病院 

関西医科大学医学部附属病院        関西労災病院 

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          (株)グリーンホスピタルサプライ 

高知医療センター             国立循環器病研究センター 

コロンビア大学              済生会千里病院 

榊原記念病院               佐久総合病院 

桜橋渡辺病院               順天堂大学医学部附属病院順天堂医院 

市立池田病院               市立奈良病院 

心臓病センター榊原病院          吹田徳洲会病院 

立川綜合病院               東京女子医科大学附属病院 

東京医科歯科大学付属病院         東京大学医学部附属病院 

東京都健康長寿医療センター        徳島大学医学部附属病院 

鳥取大学医学部付属病院          名古屋市立大学医学部附属病院 

名古屋大学医学部附属病院         名古屋第二赤十字病院 

名古屋徳洲会病院             奈良大学医科大学医学部附属病院 

野崎徳洲会病院              浜松医科大学医学部附属病院 

東宝塚さとう病院             姫路循環器病センター 

広島市民病院               広島大学医学部附属病院 

福井循環器病院              星ヶ丘医療センター 

北海道大学医学部附属病院         三重大学医学部附属病院 

三井記念病院               ゆみのハートクリニック 

 

参加施設: 計 49施設  参加人数：319名 


