
 

第 29 回 Chiba Society Of Perfusion Technique 

 

 

 

 

 

 

日時：2023/2/18（土）12:00～17:00 

場所：ペリエホール 7F roomA ＋ ZOOM 

 

 

 

テーマ 

「ハイブリッド（臨床と工学）」 
 

 

 

 

 

 

参加費：3,000 円 

参加申し込みホームページより 

URL：https://coptinfo.wixsite.com/copt 

 

申し込み QR コード 

 

 

 

  



 

開催挨拶 

（12:00～12:05） 

 

世話人 五十嵐 利博 

 

 

 

第一部 工学 

（12:05～13:45） 

 

座長：五十嵐 利博 

（東京女子医科大学附属八千代医療センター） 

 

特別講演① （12:05～13:05） 

演者：岩崎 清隆  

（早稲田大学理工学術院先進理工学研究科 教授） 

 

   演題 

「未来医療創造への医工学研究による挑戦」 

 

特別講演② （13:05～13:35） 

   演者：田中 隆 

     （有限会社 安久工機 代表取締役社長） 

     （工学博士 ＠早稲田大学） 

 

   演題 

「医工連携から生まれた“町工場製”血液循環シミュレータ」 

         

 

 

 

 

休憩＆企業 CM （13:35～13:45） 

 

 

 

 



 

第二部 臨床 

（13:45～14:50） 

 

「大血管の体外循環あれこれ」 

発表時間は各演者 10 分 

総合討論 25 分 

 

座長：山城 翼  

（国際医療福祉大学） 

 

演題①：「当院における症例に応じた脳分離体外循環法について」 

松澤 圭吾（東京女子医科大学附属八千代医療センター） 

 

演題②：「当施設の大血管症例の紹介」 

香取 丈寛（成田赤十字病院） 

 

演題③：「当院の脳分離体外循環について」 

山崎 翔大（日本医科大学千葉北総病院） 

 

演題④：「大血管手術法に合わせた当院の体外循環の紹介」 

宍戸 瑛美（東京歯科大学市川総合病院） 

 

 

 

 

総合討論 

（14:25～14:50） 

 

 

 

 

休憩＆企業 CM （14:50～15:00） 

 

 

 

 
 



第三部 臨床工学 

（15:00～16:50） 
 

「体外循環を行う技士に言いたいこと」 
 

座長：鈴木 智和  

（新東京病院） 
 

前半演題「体外循環を行う技士に言いたいこと」 

発表時間 各演者 15 分 （15:00～15:30） 

 

演者①：五十嵐 利博（東京女子医科大学附属八千代医療センター） 

    演題 「EBM を活かした臨床」 
 

演者②：熊井 良一（亀田総合病院） 

    演題 「目指すべき技士の理想像は？」 
 

 

後半演題「体外循環を行う技士が言いたいこと」 

発表時間 各演者 12 分 （15:40～16:20） 

 

演者③：福田 なつ美（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

    演題 ｢若手技士としての臨床経験と実験への向き合い方｣ 
 

演者④：鈴木 将司（千葉大学医学部附属病院） 

    演題 「千葉大 Perfusionist としての今後」 
 

演者⑤：小高 裕太（おおたかの森病院） 

    演題 「2 施設の経験を得て思うこと」 
 

演者⑥：中津川 寛大（新東京病院） 

    演題 「今後体外循環を行って行く上で考えていること」 
 

総合討論 （16:20～16:50） 

 

閉会挨拶 

（16:50～17:00） 
 

山崎 隆文（亀田総合病院） 

COPT 副会長 



Impella®

The World’s Smallest Heart Pump

Impella 制御装置

日本アビオメッド株式会社
〒103-0022

東京都中央区日本橋室町2-2-1 室町東ビルディング12階
Tel：03-4540-5600（代表）  Fax：03-6740-1479

https://www.abiomed.jp/

IMP-2146v3

Impella Connect

ABIOMED ロゴ、ABIOMED、Impella、Impella CP、Impella CP SmartAssist、
Impella 5.5 SmartAssist は Abiomed, Inc. の登録商標です。

販 売 名： ＩＭＰＥＬＬＡ　補助循環用ポンプカテーテル
承認番号： 22800BZI00032000
販 売 名： ＩＭＰＥＬＬＡ　５．５　補助循環用ポンプカテーテル
承認番号： 30300BZI00040000
一般的名称： 循環補助用心内留置型ポンプカテーテル
医療機器クラス分類： IV　高度管理医療機器
特定保険医療材料機能区分： 193 補助循環用ポンプカテーテル

販 売 名： ＩＭＰＥＬＬＡ　制御装置
承認番号： 22800BZI00031000
一般的名称： 循環補助用心内留置型ポンプカテーテル用制御装置
医療機器クラス分類： III　高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

選任製造販売業者： 日本アビオメッド株式会社
外国特例承認取得者： ABIOMED, Inc.

Impella 5.5
SmartAssist

Impella CP
SmartAssist



・最大貯血容量　4500 ml
・3種類のフィルター:
 - 静脈血フィルター (80µm)
 - 心内血   (40µm)
 - 心外血   (40µm)
・ホスホリルコリンコーティング
・陰圧吸引補助脱血法（VAVD）に対応

静脈リザーバー

湾曲した静脈ポート

静脈血入口ポート

らせん構造
GMEの発生を軽減します

血液が層流になるよう、様々な工
夫が施された内部構造によりGME
の発生を軽減します

静脈血出口ポートに角度が付
いていることでチューブの取
り付けを容易にします

静脈血出口ポート





【取扱製品】

心臓ペースメーカー　ICD　CRT　人工心臓弁　人工血管　人工心肺回路　ステントグラフト　TAVI　コロナリーステント　
各種カテーテル　循環器関連機器　他

東京都渋谷区代々木 2-27-11  AS-4 ビル
Tel 03-3374-9873 /  Fax 03-3370-2725

本　社

本　社　分　室　Tel 03-5304-9007 / Fax 03-5304-9008
東 京 第 一 支 店　Tel 03-5333-2480 / Fax 03-5333-2472
東　営　業　所　Tel 03-5643-7505 / Fax 03-5643-7506
東 京 第 二 支 店　Tel 03-3374-9873 / Fax 03-3370-2725
東 京 第 三 支 店　Tel 03-3374-9873 / Fax 03-3370-2725
千  葉  営  業  所　Tel 043-212-7800 / Fax 043-212-5002
横　浜　支　店　Tel 045-476-3470 / Fax 045-473-7373
栃　木　支　店　Tel 0285-47-1621 / Fax 0285-47-1622
前　橋　支　店　Tel 027-220-5088 / Fax 027-224-8687
埼　玉　支　店　Tel 048-839-8760 / Fax 048-839-8762
狭  山  営  業  所　Tel 04-2969-3400 / Fax 04-2952-5666
甲　信　支　店　Tel 0263-24-8050 / Fax 0263-28-1055
山  梨  営  業  所　Tel 055-278-6520 / Fax 055-273-6540





eActalyke™
MINI Ⅱ

Actalyke™
MINI Ⅱ

          Activated Clotting Time          Test System
yyyyy

           Activated Clotting Time          Test System

販売名︓アクタライク
届出番号︓13B1X00006000006

株式会社トライテック
東京都品川区南⼤井 1-20-17 マニフィック南⼤井ビル 3F
TEL.03-5767-9831

●デュアル・センサーシステム
●⼤型ディスプレイ


