
【一般演題（ポスター FP）】
3月 9 日（木）　奇数演題　コアタイム（講演時間）　15：00～ 16：00
3月 10日（金）　偶数演題　コアタイム（講演時間）　15：00～ 16：00
自由討論制ポスターは演題番号によって会場が異なりますので P.18に記載された会場一覧を必ずご確認ください。

FP-001 肝切除術中にAeromonas hydrophila による手術部位感染から壊死性筋膜炎を来した 1例
和田 努，淺田 一菜，大井 智香子，早坂 朋彦，至田 雄介，松本 怜子，堀 泰雄（関西労災病院麻酔科） 

FP-002 ヘリウムガス吸入により低酸素脳症を来すも神経学的後遺症なく救命し得た一例
小倉 皓一郎，高橋 和香，森田 泰正（千葉市立青葉病院救急集中治療科） 

FP-003 グロリオサの球根を自殺目的に摂取し死亡したコルヒチン中毒
桑原 佑典，朱 祐珍，瀬尾 龍太郎，有吉 孝一（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター） 

FP-004 敗血症治療における急性血液浄化療法にトロンボモデュリンアルファを併用した際の合併症出現頻度の検討
長間 将樹，本間 慶憲，荒井 祐介，坂東 敬介，櫻井 圭祐，遠藤 晃生，松井 俊尚，鹿野 恒，斉藤 智誉，牧瀬 博（市立
札幌病院救命救急センター） 

FP-005 敗血症患者における Sepsis3の検討
濱口 満英，植嶋 利文，松島 知秀，一ノ橋 紘平，村尾 佳則（近畿大学医学部附属病院救命救急センター） 

FP-006 ICU入室敗血症患者におけるタゾバクタム /ピペラシリンとメロペネムの治療効果に関する検討
佐田 蓉子 1，橋本 賢吾 2，藤井 恵美 2，水野 隆芳 2，宮武 秀光 2，今宿 康彦 1，山根 哲信 2，辻田 靖之 2，高橋 完 1，江口 
豊 2（1.滋賀医科大学医学部附属病院麻酔科，2.滋賀医科大学医学部附属病院救急・集中治療部） 

FP-007 救命し得た高度臓器障害を合併した敗血症の一例
長谷川 傑，重臣 宗伯，円山 啓司（市立秋田総合病院救急科） 

FP-008 エンドトキシン吸着療法が有用であった臍帯血移植後に敗血症性ショックを合併した急性骨髄性白血病の一例
久場 良也，島袋 泰，釜野 武志，喜屋武 秀文，嘉手苅 由梨（ハートライフ病院麻酔科） 

FP-009 トロンボモジュリンの敗血症DIC患者の腎機能への影響
成尾 浩明 1，濱川 俊朗 1，谷口 俊太郎 1，辛島 謙 2，立山 真吾 2，中村 禎志 2（1.潤和会記念病院集中治療部，2.潤和会
記念病院麻酔科） 

FP-010 敗血症における免疫グロブリン投与量，投与方法の違いが及ぼす影響に関する検討
梅垣 岳志 1，西 憲一郎 1，穴田 夏樹 1，右馬 猛生 1，正司 智洋 2，楠 宗矩 1，岡本 明久 1，濱野 宣行 3，廣田 喜一 4，上林 
卓彦 1（1.関西医科大学麻酔科学講座，2.倉敷中央病院麻酔科，3.交野病院麻酔科，4.関西医科大学附属生命医学研
究所侵襲反応制御部門） 

FP-011 尿路感染症による敗血症に特発性血小板減少症を合併した 1例
鈴木 誠也，古谷 良輔，宮崎 弘志，望月 聡之，祐森 章幸，余湖 直紀，山縣 英尋，三澤 菜穂，武田 知晃（国立病院機
構横浜医療センター救急科） 

FP-012 当院における食道破裂の 3症例
加藤 崇央，金子 友美，長根 亜佐子，安藤 直朗，久保田 麻由，岩崎 洋平，小山 薫（埼玉医科大学総合医療センター
麻酔科） 

FP-013 劇症型A群溶連菌感染が原因と考えられる全身筋膜浮腫及び，心筋炎の 1例
鎌田 悠志，浅賀 知也，宮崎 真奈美，稲村 宏紀，久保倉 優香，広海 亮，中野 貴明（横浜栄共済病院救急科） 

FP-014 電撃性紫斑病の 2症例の治療経験
太田 隆嗣 1，小室 哲也 1，小山 洋史 1，小丸 陽平 3，小出 康弘 2（1.湘南鎌倉総合病院麻酔科集中治療部，2.湘南鎌倉
総合病院麻酔科，3.湘南鎌倉総合病院腎臓内科） 

FP-015 日本の closed-ICUにおける 2001年国際定義と新定義（sepsis-3）に基づく sepsis の疫学：単施設後方視記述研究
山本 良平，野口 恵未，下稲葉 みどり，近藤 夏樹，増渕 高照，駒井 翔太，松井 宏樹，軽米 寿之，滝本 浩平，林 淑朗
（亀田総合病院集中治療科） 

FP-016 重症肺炎による敗血症の一例
田中 拓道，山下 幾太郎，江良 正，狩野 恒平，山田 周，櫻井 聖大，北田 真己，木村 文彦，原田 正公，高橋 毅（国立
病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部） 

FP-017 延髄腫瘍手術の周術期において心停止と呼吸抑制をきたした一例
大吉 貴文 1，山下 淳二 2，早田 学 2，徳永 健太郎 2，江嶋 正志 2，鷺島 克之 2，山本 達郎 1，蒲原 英伸 2（1.熊本大学医学
部附属病院麻酔科，2.熊本大学医学部附属病院集中治療部） 

FP-018 局所頭部低温療法が有効であったと思われる上行性水頭症を合併した脳幹小脳塞栓症の 2例
喜多 也寸志，寺澤 英夫，清水 洋孝，上原 敏志（兵庫県立姫路循環器病センター神経内科） 

FP-019 当院PICUにおける内因性脳血管障害症例の検討
吉田 浩太，岡田 広，大竹 正悟，高瀬 貴文，池田 健太，山下 由理子，三好 義隆，平本 龍吾（松戸市立病院小児医療
センター小児科） 

FP-020 PCPS，IABP補助下の低左心機能重度大動脈弁狭窄に呈して外科治療を行い救命した一例
天願 俊穂 1，伊志嶺 徹 1，安元 浩 1，中山 泉 2，毛利 英之 2，伊敷 聖子 3，仲嶺 洋介 3，村上 隆啓 4（1.沖縄県立中部病院
心臓血管外科，2.沖縄県立中部病院集中治療科，3.沖縄県立中部病院麻酔科，4.沖縄県立中部病院外科） 
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FP-021 左冠動脈狭窄を伴う急性大動脈解離術後において補助循環離脱後早期に再導入を余儀なくされた 1例
松田 靖弘，吉田 一史，西矢 健太，小泉 滋樹，福永 直人，石上 雅之助，長澤 淳，坂田 隆造（神戸市立医療センター
中央市民病院） 

FP-022 右房圧上昇により早期に発見しえた急性心筋梗塞による心破裂の一例
栗山 根廣，足利 敬一（宮崎市郡医師会病院心臓病センター） 

FP-023 好酸球性劇症型心筋炎に対して経皮的心肺補助装置を用いて救命しえた 1症例
中村 教人 1，高岡 早紀 2，生駒 祐介 2，石川 紗希 2，植松 明美 1，佐久間 貴裕 2，忍田 純哉 1（1.さいたま市立病院集中
治療科，2.さいたま市立病院麻酔科） 

FP-024 たこつぼ型心筋症が原因と考えられる心室細動を発症し低体温療法などによって良好な経過を辿った一例
森永 弘章，田中 博之，木村 晃久，岡部 雄太，三ツ橋 佑哉，永田 健一郎，磯貝 俊明，加藤 賢（都立多摩総合医療セ
ンター循環器内科） 

FP-025 VTストームに対して治療が難渋した 1症例
門野 紀子，日外 知行，大地 史広，出口 志保，服部 一生，中野 祥子，下山 雄一郎，日下 裕介，梅垣 修（大阪医科大
学集中治療部） 

FP-026 妊娠経過中に感染性心内膜炎を発症し，僧房弁形成術が施行された 1症例
田村 高廣 1,2，横田 修一 1（1.名古屋第一赤十字病院麻酔科，2.名古屋大学大学院医学系研究科・蘇生医学講座） 

FP-027 蘇生後脳症患者に発症した三尖弁位感染性心内膜炎
岡 隆紀，三宅 隆一郎，内藤 嘉之，吉本 昭，中嶋 哲史，松尾 佳代子，高岡 秀幸，木村 るみ子，起塚 庸（高槻病院集
中治療部） 

FP-028 特発性心膜炎から 13年間を経て慢性膿胸による感染性心膜炎に対して心膜切開術を再試行した 47歳男性の一例
原口 剛 1，松尾 耕一 2，三高 千惠子 3（1.土浦協同病院集中治療科，2.新東京病院集中治療部，3.順天堂大学麻酔科ペ
インクリニック） 

FP-029 高分解能ホルター心電計を用いた心室加算平均心電図における日内変動の特徴 ～健常者での検討～
橋本 賢一 1，高瀬 凡平 1，眞崎 暢之 1，平山 篤志 2，笠巻 祐二 3（1.防衛医科大学校集中治療部，2.日本大学医学部内
科学系循環器内科，3.金沢医科大学氷見市民病院総合科） 

FP-030 症状にて診断が難しかった急性冠動脈症候群 5症例
高瀬 凡平 1，橋本 賢一 1，眞崎 暢之 1，永田 雅良 2（1.防衛医科大学校集中治療部，2.入間ハート病院） 

FP-031 健常者における高分解能ホルター心電計を用いた frequency domain TWAの基準値に関する検討
橋本 賢一 1，高瀬 凡平 1，眞崎 暢之 1，平山 篤志 2，笠巻 祐二 3（1.防衛医科大学校集中治療部，2.日本大学医学部内
科学系循環器内科学，3.金沢医科大学氷見市民病院総合科） 

FP-032 エンドトキシン吸着療法にAN69ST膜を併用した持続腎代替療法が奏功した膵のう胞感染による敗血症ショックの 1症例
岩元 辰篤 1，塩川 泰啓 2，濱崎 真一 1，北浦 淳寛 1，冬田 昌樹 2，中尾 慎一 1,2（1.近畿大学医学部麻酔科学講座，2.近畿
大学医学部附属病院集中治療部）

FP-033 圧電素子センサーによって得られた心拍信号と既存の心機能評価の関連
安達 健 1，小山 崇 2，尾野 恭一 1（1.秋田大学大学院医学系研究科細胞生理学講座，2.秋田大学大学院医学系研究科
循環器内科学講座） 

FP-034 細菌性肺炎に続発した器質化肺炎の 1例
和田 亨，小尾口 邦彦，福井 道彦，加藤 之紀，宮崎 勇輔，横峯 辰生，小田 裕太，大手 裕之（大津市民病院救急診療科） 

FP-035 経カテーテル的大動脈弁植込み術後に急性増悪した間質性肺炎の一例
村田 哲哉（豊橋ハートセンター麻酔科） 

FP-036 ICUにおける ventilator-associated event（VAE）の疫学：単施設後方視記述的観察研究
佐藤 仁信 1，白石 淳 2，山本 良平 1，小林 宏維 1，藤内 まゆ子 1，松本 敬 1，軽米 寿之 1，安田 英人 1，滝本 浩平 1，林 淑
朗 1（1.亀田総合病院集中治療科，2.亀田総合病院救命救急科） 

FP-037 低酸素発作の重症度が人工呼吸器離脱の指標となったファロー四徴症姑息術後呼吸不全患者の一例
佐藤 暢夫 1，清野 雄介 1，野村 岳志 2，嶋田 正子 3，長屋 美香子 4，池上 志穂子 5，堀部 達也 6，尾崎 眞 1，野村 実 1 
（1.東京女子医科大学医学部麻酔科学教室，2.横浜市立大学医学部麻酔科学教室，3.東京女子医科大学病院看護部，
4.東京女子医科大学病院薬剤部，5.東京女子医科大学病院臨床工学部，6.東京女子医科大学病院リハビリテーショ
ン部） 

FP-038 術後人工呼吸器離脱困難であった特発性間質性肺炎合併絞扼性イレウスの一例
齋藤 豊 1，橋谷 舞 2，林 南穂子 2，細川 麻衣子 2，浅野 哲 1，加藤 啓一 2（1.日本赤十字社医療センター集中治療科，2.日
本赤十字社医療センター麻酔科） 

FP-039 全身性強皮症による呼吸不全に対してドキサプラムを投与した 1症例
内村 修二，須江 宣俊，長濱 真澄，越田 智広，與那覇 哲，矢野 武志，谷口 正彦，恒吉 勇男（宮崎大学医学部附属病
院集中治療部） 

FP-040 吐下血により救急搬送され非外傷性脾破裂が判明した一救命例
池本 直人，片山 浩，吉田 悠紀子，福田 直樹，那須 敬，日根野谷 一，落合 陽子，花崎 元彦（川崎医科大学附属川崎
病院麻酔・集中治療科） 

FP-041 腹部コンパートメント症候群を呈した非閉塞性腸間膜虚血症の一例
爲廣 一仁，島 弘志，財津 昭憲（聖マリア病院救命救急センター集中治療科） 
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FP-042 腹臥位手術後早期に非昏睡型急性肝不全を呈した 1例
横田 泰佑 1，速水 宏樹 2，鈴木 光洋 2，鈴木 達彦 2，五明 佐也香 2，佐伯 辰彦 2，上笹貫 俊郎 2，杉木 大輔 2，松島 久雄 2 
（1.獨協医科大学越谷病院麻酔科，2.獨協医科大学越谷病院救命救急センター） 

FP-043 敗血症性ショック，糖尿病性ケトアシドーシスを発症契機とした“黒色食道”の一例
高田 忠明 1，栗山 明 2，藤本 智子 3，加藤 道久 3，福田 靖 1（1.徳島赤十字病院救急部，2.倉敷中央病院救命救急セン
ター，3.徳島赤十字病院麻酔科） 

FP-044 術中無尿となった腎前性及び腎後性腎不全の 2症例
首藤 誠，正岡 光智子（国立病院機構四国がんセンター麻酔科） 

FP-045 敗血症性ショックに対するAN69ST膜による持続的血液濾過透析の有用性の検討
青木 真理子，小野 富士恵，木村 康宏，七尾 大観，藤本 潤一，西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部） 

FP-046 下肢虚血再灌流障害に対して術中血液浄化法を行った 2症例
大下 健輔 1，新山 修平 1,2，太田 聡 1，有永 康一 2，佐藤 晃 2，渡邉 誠之 3，牛島 一男 1（1.久留米大学医学部麻酔学講座，
2.久留米大学病院外科系集中治療部，3.九州歯科大学生体機能学歯科侵襲制御学分野） 

FP-047 尿中ナトリウム排泄分画（FENa）と腎機能についての検討
小幡 由佳子 1，加藤 弘美 1，大橋 雅彦 1，鈴木 祐二 1，佐藤 恒久 1，小林 賢輔 1，西本 久子 1，佐藤 太一 1，土井 松幸 1，
中島 芳樹 2（1.浜松医科大学附属病院集中治療部，2.浜松医科大学） 

FP-048 維持腹膜透析療法中に発症した下部胆道穿孔による難治性腹膜炎の一例
早田 学 1，鷺島 克之 1，江嶋 正志 1，徳永 健太郎 1，山下 淳二 1，向山 政志 2，蒲原 英伸 1（1.熊本大学附属病院集中治
療部，2.熊本大学附属病院腎臓内科） 

FP-049 血栓性微小血管障害症を呈した高血圧緊急症の一例
五十野 博基 1，小松 守 1，鈴木 秀鷹 2（1.水戸協同病院総合診療科，2.武蔵野赤十字病院救急科） 

FP-050 サリドマイド製剤による治療後に致死的血栓 ・塞栓症をきたした多発性骨髄腫の 2例
坂本 晋也，神山 治郎，神山 彩，松岡 宏晃，柳沢 晃広，金本 匡史，戸部 賢，高澤 知規，日野原 宏，齋藤 繁（群馬大
学医学部附属病院麻酔科集中治療部） 

FP-051 小児全身性EBV陽性T細胞増殖性疾患の 1例
中川内 章，中村 公秀，山田 友子，谷川 義則，坂口 嘉郎（佐賀大学医学部附属病院集中治療部） 

FP-052 弓部大動脈置換術およびFrozen Elephant Trunk 術後に発症した透析患者のヘパリン起因性血小板減少症の 1例
佐藤 晃 1，飛永 覚 2，高瀬谷 徹 2，新山 修平 1，有永 康一 1，田中 啓之 2（1.久留米大学病院集中治療部，2.久留米大学
外科） 

FP-053 二次性血栓性微小血管障害症（TMA: thrombotic microangiopathy）の 1例
森 久剛，三宅 央哲，丸地 佑樹，加藤 祐将，寺島 嗣明，波柴 尉充，津田 雅庸，梶田 裕加，武山 直志（愛知医科大学
病院救命救急科） 

FP-054 ICUにおける凝固能測定の問題点
足立 裕史（名古屋大学医学部麻酔・蘇生医学） 

FP-055 アナフィラキシーショックの疑いで手術延期となり，再手術後に問題なく終了した 1症例
富山 洋，小池 奈央，福島 聡一郎，福元 千尋，宮田 裕史，伊波 寛（那覇市立病院） 

FP-056 敗血症の治療開始後に甲状腺クリーゼが判明した 1症例
松田 知之，橋本 壮志，山根 毅郎，森 麻衣子，森下 洋子，原 美紗子，田中 義文（京都岡本記念病院集中治療部） 

FP-057 糖尿病性ケトアシドーシス加療中に生じた心電図変化から急性心外膜炎の合併を診断した 1症例
上野原 淳，宇仁田 亮，松本 森作，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔・集中治療科） 

FP-058 ステロイドパルス療法と免疫グロブリン大量静注療法が著効した重症薬疹の一例
日域 佳 1，柳川 洋一 1，吉澤 俊彦 1，石川 浩平 1，大森 一彦 1，大坂 裕通 1，作田 梨奈 2，吉池 高志 2（1.順天堂大学医学
部附属静岡病院救急診療科，2.順天堂大学医学部附属静岡病院皮膚科） 

FP-059 鎮静下胃内視鏡的粘膜下層剥離術中にCO2ナルコーシスを来たした 1例
光成 誉明 1，田上 惠 1，細谷 寿久 2（1.小山記念病院麻酔科，2.小山記念病院内科） 

FP-060 多発肋骨骨折に対する持続神経ブロック（SIFB）が早期抜管に有効だった一例
野々垣 幹雄，作畠 啓示，山根 光知（市立四日市病院麻酔科） 

FP-061 神経性食思不振症患者の重症筋無力症クリーゼ管理で鎮静薬選択に難渋した 1例
宮下 智行，河村 岳，水枝谷 一仁，假屋 太郎，牛尾 倫子，岩切 正樹，浅原 美保，山田 芳嗣（東京大学医学部麻酔学
教室） 

FP-062 NPPV中のハロペリドール 1 mg/hによる鎮静経験
福山 宏，吉田 理恵（茅ヶ崎市立病院） 

FP-063 Propofol Withdrawal Syndromeの 1症例
木村 康宏，近藤 有理子，小野 冨士惠，柏 健一郎，七尾 大観，青木 真理子，藤本 潤一，西澤 英雄（横浜労災病院中
央集中治療部） 

FP-064 パーキンソン病患者の緊急開腹手術にて持続腹横筋膜面ブロックを施行し周術期呼吸器合併症を回避し得た 1例
山口 直城 1，松本 森作 2，鷹取 誠 2（1.兵庫県立尼崎総合医療センター，2.広島市立広島市民病院） 

FP-065 人工膵臓による血糖管理を行った心臓血管術後のカリウム値についての検討
田村 貴彦，矢田部 智昭，山下 幸一，横山 正尚（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座） 

－ 170 －

（
ポ
ス
タ
ー
Ｆ
Ｐ
）

一
般
演
題



FP-066 敗血症患者における早期経腸栄養は長期予後を改善するかもしれない
増野 智章 1，宮崎 周也 1，板井 真梨子 1，藤崎 秀明 1，重永 武彦 1，門田 淳一 2（1.大分赤十字病院呼吸器内科，2.大分
大学医学部呼吸器感染症内科学） 

FP-067 演題取下げ
　 

FP-068 当院救急 ICUおよびHCUに入室となった熱傷症例の検討
土井 智章 1,2，竹村 春起 1，志水 清和 1，山口 均 1（1.一宮市立市民病院救命救急センター救急科，2.岐阜大学医学部
附属病院高度救命救急センター） 

FP-069 異時性に起こった複数部位からの出血による出血性ショックに対してTAEが有効であった 1例
猪熊 孝実，高橋 健介，山野 修平，田島 吾郎，平尾 朋仁，野崎 義宏，山下 和範，田崎 修（長崎大学病院救命救急セ
ンター） 

FP-070 ICUにおける手指衛生の教育
竹田 健太 1，堀 直人 1，村崎 聖弥 2，中村 千夏 2，濱田 唯 2，河合 里香 2，西 信一 1（1.兵庫医科大学集中治療医学科，2.兵
庫医科大学病院看護部） 

FP-071 経過中に脳動脈瘤を形成した感染性心内膜炎症例
中島 研 1，宮脇 宏 2，角本 眞一 2，瀬尾 勝弘 2（1.小倉記念病院救急部，2.小倉記念病院麻酔科・集中治療部） 

FP-072 急性呼吸促迫症候群を呈した粟粒結核にトリコスポロン菌血症を合併した 1例
佃屋 剛 1，川村 英樹 2，中村 隼人 3，谷口 淳一郎 3，柳元 孝介 3，二木 貴弘 3，山口 桂司 3，安田 智嗣 3，有嶋 拓郎 3，垣
花 泰之 3（1.鹿児島大学医学部歯学部附属病院呼吸器内科，2.鹿児島大学医学部歯学部附属病院医療環境安全部感
染制御部門，3.鹿児島大学医学部歯学部附属病院救急集中治療科） 

FP-073 特発性細菌性肝膿瘍の 3症例
鯉淵 郁也，神山 治郎，金本 匡史，戸部 賢，高澤 知規，日野原 宏，齋藤 繁（群馬大学医学部集中治療部） 

FP-074 亀田総合病院 ICUにおける抗菌薬使用量
小林 宏維，山本 良平，下稲葉 みどり，藤内 まゆ子，佐藤 仁信，松本 敬，安田 英人，軽米 寿之，滝本 浩平，林 淑朗
（亀田総合病院集中治療科） 

FP-075 セフェピム塩酸塩投与により意識障害を呈した緑膿菌菌血症の一例
新門 翠 1，川村 英樹 2，久保 祐輝 1，馬場 敬太 1，中 弁護 1，政所 祐太郎 1，宮本 昇太郎 1，江口 智洋 1，寺田 晋作 1，垣
花 泰之 1（1.鹿児島大学医学部歯学部附属病院救急集中治療部，2.鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門） 

FP-076 A群溶血性レンサ球菌による壊死性筋炎の一例
岡崎 裕介，太田 浩平，小山 和宏，大木 伸吾，稲川 嵩紘，廣橋 伸之，志馬 伸朗（広島大学病院救急集中治療医学） 

FP-077 市中肺炎から心肺停止を来した 1例
三浦 邦久 1，関井 肇 2，山本 敬洋 3，川越 いづみ 4，佐藤 大三 4，三高 千惠子 4（1.江東病院麻酔科，2.順天堂大学練馬
病院救急集中治療科，3.帝京大学医学部放射線科，4.順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座） 

FP-078 血液浄化法を施行した重症クレゾール中毒症例の検討
中村 周道 1，金城 昌志 1，牧園 剛大 2，柚木 良介 1，柳瀬 豪 1，前谷 和秀 1，則尾 弘文 1（1.福岡県済生会福岡総合病院
救命救急センター救急科，2.福岡県済生会福岡総合病院救命救急センター脳神経外科） 

FP-079 大動脈弁置換術後に発症した悪性症候群の 1例
伊達 勇佑，川瀬 裕志，加藤 陽介，原 祐郁，永峯 洋（横浜栄共済病院胸部心臓血管外科） 

FP-080 悪性高熱症の ICUでの管理の重要性を痛感した 1症例
稲森 雅幸 1，梶川 竜治 1，薮田 浩一 2，小多田 英貴 2（1.和泉市立病院麻酔科，2.八尾市立病院） 

FP-081 診断に難渋したエチレングリコール中毒患者の一例
地主 継 1，廣田 和美 1，橋場 英二 2，丹羽 英智 2，工藤 倫之 2（1.弘前大学医学部麻酔科学講座，2.弘前大学医学部附
属病院集中治療部） 

FP-082 集学的治療により神経学的後遺症を残さずに救命し得た乳児特発性僧帽弁腱索断裂の一症例
岩井 英隆 1，大塚 洋司 1，中村 文人 1，永野 達也 1，多賀 直行 1，竹内 護 2（1.自治医科大学とちぎ子ども医療センター
小児手術・集中治療部，2.自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座） 

FP-083 小児ギランバレー症候群における人工呼吸管理を要する呼吸不全のリスク因子の検討
菅 敏晃，嶋岡 英輝，宇城 敦司，大塚 康義，山本 泰史，芳賀 大樹，岩田 博文，木村 詩織（大阪市立総合医療センター
集中治療部） 

FP-084 当院において ICU管理を行った小児気道異物症例の検討
佐藤 倫祥 1，松木 悠佳 2，藤林 哲男 1，佐上 祐介 1，下 弘一 2，齊藤 律子 1，北村 倫子 1，次田 佳代 2，鈴木 裕紀子 2，重
見 研司 1,2（1.福井大学医学部附属病院集中治療部，2.福井大学医学部附属病院麻酔科蘇生科） 

FP-085 小児の急性呼吸不全に対する非侵襲的陽圧換気療法中の鎮静の経験
大西 聡 1,2，起塚 庸 1,2，吉本 昭 2，土居 ゆみ 2，内山 敬達 1，南 宏尚 1（1.高槻病院小児科，2.高槻病院小児集中治療科） 

FP-086 穿孔性虫垂炎による敗血症に伴い二相性脳症（AESD）をきたした幼児例
前澤 身江子，松井 彦郎，百木 恒太，佐藤 公則，黒坂 了正，北村 真友（長野県立こども病院小児集中治療科） 

FP-087 超音波により急性骨髄性白血病の胸壁浸潤を評価した一例
奥 真哉，山口 嘉一，野村 岳志，吉田 輔，濱田 貴子，長嶺 祐介，横瀬 真志，高木 俊介，山口 修，後藤 隆久（横浜市
立大学附属病院集中治療部） 

FP-088 松果体芽腫に対して全脳全脊髄放射線照射後にPneumocystis Pneumoniaを発症した一例
水野 智子，差波 新，藤原 直樹（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児集中治療科） 
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FP-089 ICPモニタリングが有用であった虐待小児の一例
竹上 徹郎 1，香村 安健 1，平山 敬浩 2，安 炳文 1，松山 広樹 2，高階 謙一郎 1，池田 栄人 1，依田 建吾 1（1.京都第一赤十
字病院救命救急センター救急科，2.京都第一赤十字病院麻酔科） 

FP-090 高齢者の大腸癌穿孔症例に対する治療成績
伊良部 真一郎 1，高村 卓志 1，山本 奈緒 1，森脇 龍太郎 1，安冨 淳 2，草塩 公彦 2，松本 正成 2，鈴木 大 2，宇田川 郁夫 2 
（1.千葉ろうさい病院救急集中治療部，2.千葉ろうさい病院外科） 

FP-091 ICUでの高齢患者に対するCRRTの有用性の検討
竪 良太，鶴 昌太，平松 俊紀，安達 普至（飯塚病院） 

FP-092 当院におけるMedical Emergency Team（MET）の現状と課題
山本 豊 1，望月 俊明 1，中山 章子 2，横田 美幸 3（1.がん研究会有明病院集中治療部，2.がん研究会有明病院看護部，
3.がん研究会有明病院麻酔科） 

FP-093 心肺停止蘇生後，遅発性に生じた胃気腫症の 1例
成田 知大 1,2,3，春田 浩一 1,3，三宅 章宏 1,3，秋本 剛秀 1,2，野々木 宏 1,2（1.静岡県立総合病院，2.静岡県立総合病院集中
治療科，3.静岡県立総合病院救命救急科） 

FP-094 水素ガス吸入による院外心停止後患者の酸化ストレスと炎症性サイトカインの変化
多村 知剛 1,4，林田 敬 1,4，鈴木 昌 1,4，佐野 元昭 2,4，渋沢 崇行 1，吉澤 城 1，小林 陽介 1，太田 成男 3，福田 恵一 2，堀 進
悟 1（1.慶應義塾大学医学部救急医学教室，2.慶應義塾大学医学部内科学教室循環器内科，3.日本医科大学大学院医
学研究科加齢科学系専攻細胞生物学分野，4.慶應義塾大学先導研究センター水素ガス治療開発センター） 

FP-095 全身麻酔中に胸骨圧迫を施行し，術後 ICUに入室した 6症例の神経学的予後の検討
廣津 聡子 1,2，水津 悠 2，七野 力 2（1.京都大学医学部附属病院麻酔科，2.国立病院機構京都医療センター麻酔科） 

FP-096 低身長用サイズのカテーテルキットにて血管内冷却による低体温治療を行い得た標準的体格成人の症例
深田 光敬，西原 正章，上薗 健一，長尾 吉泰，生野 雄二，牧 盾，永田 高志，徳田 賢太郎，赤星 朋比古，前原 喜彦（九
州大学病院救命救急センター・集中治療部） 

FP-097 心肺停止後蘇生患者に対する体温管理システムを用いた体温管理の検討
畑田 剛 1，中前 健二 2，南良 義和 2，沖島 正幸 2，都築 通孝 1，小林 修一 1（1.豊田厚生病院救命救急センター，2.豊田
厚生病院臨床工学技術科） 

FP-098 墜落分娩の心肺停止で救急搬送されてきた死産の 1例
明星 康裕，太田 圭亮，南 啓介，蜂谷 聡明（石川県立中央病院救急科） 

FP-099 当院 ICUにて治療した敗血症症例の検討
中村 利秋 1，古本 朗嗣 2，西山 明 2，福崎 誠 3（1.長崎労災病院救急集中治療科，2.長崎労災病院感染症内科，3.長崎
労災病院麻酔科） 

FP-100 qSOFAは Sepsisの早期診断に有用か？
上村 夏生，遠藤 裕（新潟大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター） 

FP-101 下肢切断術症例における周術期死亡に寄与する因子の検討
大塚 智久 1，黒岩 政之 1，鈴木 将嗣 1，吉野 和久 1，新井 正康 2，岡本 浩嗣 1（1.北里大学医学部附属新世紀医療開発セ
ンター・集中治療医学，2.北里大学医学部麻酔科学教室） 

FP-102 麻酔科術前コンサルトで ICU管理を要請した症例の検討
朝元 雅明 1，小松 孝美 2，折井 亮 1，内田 寛治 1，日下部 良臣 1，山田 芳嗣 1（1.東京大学医学部附属病院麻酔科，2.東
京大学医学部附属病院手術部） 

FP-103 当院救命センターにおける肺熱希釈法を用いた呼吸不全に対する治療経験
高野 啓佑，正田 光希，水本 領，多田 祐介，淺井 英樹，川井 廉之，福島 英賢，奥地 一夫（奈良県立医科大学付属病
院救急医学講座） 

FP-104 当院集中治療室における患者意志による治療選択についての考察
徳平 夏子，松山 広樹，平山 敬浩，竹村 瞳，井上 敬太，桐村 美穂，生田 結，阪口 雅洋（京都第一赤十字病院麻酔科・
集中治療室） 

FP-105 腹部末期がん患者で発症した，下部消化管穿孔 2症例の検討
岩渕 雅洋 1，早坂 達哉 2，豊島 歩美 2，小野寺 悠 2，森谷 真知佳 2，秋元 亮 2，小林 忠宏 3，岡田 真行 2，中根 正樹 1，川
前 金幸 2（1.山形大学医学部高次集中治療センター，2.山形大学医学部麻酔科，3.山形大学医学部救急医学講座） 

FP-106 ICU・HCUの面会再考
木村 廷和 1，藤本 正司 1，穴吹 大介 1，音成 芳正 2，乙宗 佳奈子 2，関 啓輔 2（1.総合病院回生病院，2.総合病院回生病
院救急科） 

FP-107 院外心肺停止蘇生後に入院治療した 53例の検討
橋本 重樹，難波 さおり（市立池田病院RST） 

FP-108 演題取下げ
　 

FP-109 新病院移転に伴う多数の重症患者搬送における集中治療医の役割
染谷 真紀，黒澤 寛史，椎間 優子（兵庫県立こども病院小児集中治療科） 

FP-110 上行弓部大動脈置換術後，肺動脈カテーテル抜去困難となった一例
寺西 智史 1，久保谷 靖子 2，久保 貞裕 1，森田 正人 2，田渕 昭彦 1，八田 誠 2（1.愛知県厚生連安城更生病院救急科・救
命救急センター，2.愛知県厚生連安城更生病院麻酔科） 
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FP-111 集中治療における諸問題
金井 尚之 1，須崎 萌 1，三浪 陽介 1，鳥山 亜紀 1，狩野 純子 2，加藤 由美子 2，清水 彩弥香 3，關根 蔵 3（1.東京警察病院
救急科，2.東京警察病院集中治療センター，3.東京警察病院臨床工学科） 

FP-112 違法薬物使用患者に対する当院の対応について
飯塚 亮二，石井 亘，成宮 博理，榊原 謙，岡田 遙平，大岩 祐介，平木 咲子，神鳥 研二，宮国 道太郎（京都第二赤十
字病院救命救急センター） 

FP-113 当院の初期臨床研修医に対する中心静脈カテーテル留置トレーニング
桜井 由佳，中尾 三和子（県立広島病院麻酔科） 

FP-114 M＆Mカンファレンスから得られた大量喀血に対する気管支ブロッカー使用時の超急性期管理の注意点
越後谷 良介 1，内野 隼材 1，中西 美鈴 1，田村 暢一朗 1，栗山 明 2，藤永 潤 1，岡本 洋史 3，福岡 敏雄 1（1.倉敷中央病院
救急科，2.倉敷中央病院総合診療科，3.聖路加国際大学臨床疫学センター） 

FP-115 維持透析患者の開心術における術後早期抜管に影響を与える因子についての検討
竹村 瞳，松山 広樹，生田 結，井上 敬太，桐村 美穂，平山 敬浩，徳平 夏子，阪口 雅洋（京都第一赤十字病院） 

FP-116 ICU-AWに対する回復期リハビリテーションの課題
井上 健，西岡 心大，栗原 正紀（長崎リハビリテーション病院） 

FP-117 地方病院における専従医不在の Intensive Care Unit （ICU）と救命病棟の現状
松本 尚也（三豊総合病院外科） 

FP-118 心臓血管外科疾患における嗄声の出現調査
山口 大輔（小倉記念病院） 

FP-119 急変の前兆に気づく看護師の臨床判断能力 ─呼吸の観察に関する看護経過記録からの調査─
原田 幸枝（福井赤十字病院呼吸器科） 

FP-120 看護ケアの観点から考察した人工呼吸器関連肺炎に対する介入策
高松 由佳（宗像水光会総合病院 ICU病棟） 

FP-121 気管チューブ固定による皮膚トラブルとその原因
松木 佳苗，佐塚 詩織，小林 由佳，持田 かほり，今井 美恵，津田 泰利，渡部 修（佐久総合病院佐久医療センター） 

FP-122 看護師における呼吸ケアおよび自信に関する実態調査
相園 晴子 1，加藤 彩 1，嶋田 正子 1，古川 智美 1，守谷 千明 1，小泉 雅子 2（1.東京女子医科大学病院，2.東京女子医科
大学看護学部） 

FP-123 気管チューブの固定テープの交換と皮膚ケアの効果
佐塚 詩織，松木 佳苗，小林 由佳，持田 かほり，今井 美恵，津田 泰利，渡部 修（佐久総合病院佐久医療センター） 

FP-124 A病院外科系集中治療室における心臓血管外科患者を対象としたHFNCの使用症例の検討
中山 誠一，亀ヶ谷 泰匡，中村 幸子，細萱 順一，背戸 陽子（日本医科大学付属病院SICU） 

FP-125 SBTプロトコル導入後 3年間の経過報告
長田 友里，中川 ひろみ，五十嵐 静香（三井記念病院） 

FP-126 当院循環器センターのせん妄スクリーニングツール定着への取り組み
幾田 友梨恵，砂川 健志，北川 和子，下村 剛史，鈴木 琴恵（JA神奈川県厚生連相模原協同病院） 

FP-127 挿管患者の痛みの緩和に向けた評価ツールの検討 ～BPSとCPOTを同時使用して～
本間 隆史，渡邉 光平，牧田 依子，芦澤 裕子，三浦 まき（昭和大学病院CCU） 

FP-128 植込み型左室補助人工心臓（LVAD）装着術患者の離床に関する実態調査
前田 稔宏，本村 和也，嶋田 成美（大阪大学医学部附属病院） 

FP-129 ICU入室予定患者に対する術前 ICUオリエンテーションのストレス軽減効果
齋藤 由佳 1，内野 滋彦 2，山口 庸子 1，小俣 美紀 2，河野 梨絵 1，蘆田 薫 1，山中 ちひろ 1，堀越 さお織 1，岳 可奈子 1，
瀧浪 將典 2（1.東京慈恵会医科大学附属病院看護部 ICU，2.東京慈恵会医科大学附属病院麻酔科集中治療部） 

FP-130 集中治療室入室患者の睡眠とせん妄発生の関連性 ～睡眠調査の結果の考察～
馬屋原 涼子，池口 修平，木村 由佳（福山市民病院） 

FP-131 J-PADガイドラインを用いた抑制フローシート作成・使用後の重要ライン自己・事故抜去数の変化
前澤 直人，能代 恵，馬渡 璃沙（函館中央病院） 

FP-132 Critical-Care Pain Obser vatin Tool による気管挿管中患者の疼痛評価
近江谷 裕子，田上 恵子，服部 恵美，里吉 祐子（市立旭川病院看護部集中治療室） 

FP-133 痛み・鎮静・せん妄に対する SICU看護師の捉え方の現状把握
岩橋 美加，添田 道子，大塚 吏織，吉川 朱実，林 ゆかり，加納 昭子（久留米大学病院サージカル ICU） 

FP-134 人工呼吸器装着患者の抑制率減少に向けた危険行動の実態調査
杉村 美穂，野村 慶子，酒井 理衣，河原 良美，中山 志津（徳島大学病院） 

FP-135 ICUへ入室した心臓血管外科術後患者の夜間睡眠の実態調査
神林 知子 1，飛岡 和樹 1，葛西 陽子 2，立石 浩二 3（1.手稲渓仁会病院，2.手稲渓仁会病院看護部，3.手稲渓仁会病院
麻酔科） 

FP-136 急性期における，全科対象離床プロトコールの臨床実践報告
藤本 峻介，畑野 剛，川崎 悠記，増尾 佳苗，岡村 泉（大津赤十字病院救命救急センター） 

FP-137 ECU看護師の浅鎮静管理への取り組み ～鎮痛鎮静プロトコル導入後の有効性と問題点～
大谷 征士 1，石川 雄一 1，小室 哲也 2，大森 俊和 3，宮田 祐一 3，小出 康弘 2（1.湘南鎌倉総合病院看護部，2.湘南鎌倉
総合病院麻酔科･集中治療部，3.湘南鎌倉総合病院薬剤部） 
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FP-138 鎮痛・鎮静管理における評価スケールの導入の流れと問題点 ～スタッフの意識に関する質的調査～
塩浦 愛穫，門林 由起（野崎徳洲会病院） 

FP-139 IUCにおけるリハビリテーションのためのスタッフ連携
今井 美恵，松本 武志，松井 健，左嵜 壮一郎，津田 泰利，渡部 修（佐久総合病院佐久医療センター） 

FP-140 判断基準と方法を統一した「離床プロトコル」の作成と導入に関する報告
中川 ひろみ，長田 友里，五十嵐 静香（三井記念病院集中治療センター） 

FP-141 A病院 ICU・CCUにおける早期離床の現状と課題 ～過去 1年間の人工呼吸器を装着した呼吸不全患者～
丸長 敬規，長津 由香子，高山 智佐都，佐々木 ひとみ，岡山 香，陶山 恵，鈴木 智子（旭川赤十字病院 ICU・CCU） 

FP-142 ECMO装着中から早期リハビリテーションに取り組んだ一事例 ～多職種連携を行って～
山本 美也子，小林 キヨ（高松赤十字病院） 

FP-143 標準口腔ケア基準の導入
松田 瞳 1，太田 陽子 1，新垣 智子 2，毛利 英之 3（1.沖縄県立中部病院 ICU・CCU，2.沖縄県立中部病院歯科口腔外科，
3.沖縄県立中部病院集中治療部） 

FP-144 多職種連携による栄養サポートで改善した著明な羸痩の 1例
中野 沙希子 1，宮本 和幸 2，大場 まなみ 1，高安 弘美 2，前田 敦雄 2，田中 伸 1，佐々木 純 2，林 宗貴 2（1.昭和大学藤が
丘病院救命救急センター，2.昭和大学藤が丘病院救急医学科） 

FP-145 ハブ咬傷により重症化した 1症例 ～他職種連携の重要性について～
比屋根 寛 1，中村 啓介 1，赤嶺 史郎 2，玻名城 尚 2，神谷 敏之 2，瀬名波 栄信 3（1.南部徳洲会病院看護部，2.南部徳洲
会病院臨床工学部，3.南部徳洲会病院医局） 

FP-146 アデノシン三リン酸拭き取り検査による気管挿管患者の痰の清浄度評価
富山 里美，永迫 望，川野 マキ（潤和会記念病院看護部） 

FP-147 当院 ICU病棟におけるVAP予防対策の問題点
大橋 美弥子，鈴木 美香（広島市立安佐市民病院） 

FP-148 当院におけるバンコマイシン耐性（VRE）感染対策の取り組みについて
岡崎 継，山中 京子，田村 裕子，山脇 寛子，入江 博之（近森病院） 

FP-149 単独型救命救急センターICUにおける人工呼吸器関連肺炎（VAP）合併の現状調査
米倉 修司，吉野 正治，八尾 みどり，三宅 千鶴子（大阪府三島救命救急センター） 

FP-150 高度救命救急センターにおけるVAP予防バンドル導入の取り組み
小林 譲二，北岡 宏太，小松 光，大文字 真知子，鎌倉 若菜，緒方 一貴，江津 篤，戸部 理絵（信州大学医学部附属病
院高度救命救急センター） 

FP-151 超高齢者のAS透析患者に対して看護師中心のチームビルディングが周手術期管理に有効であった一例
清原 由希 1，関 千雅 1，木脇 恵子 1，小池 雅人 2，鈴木 友彰 3，浅井 徹 3（1.近江草津徳洲会病院看護部，2.近江草津徳
洲会病院心臓血管外科，3.滋賀医科大学心臓血管外科） 

FP-152 人工呼吸器装着患者における早期経腸栄養への介入「排便アルゴリズム」を導入して
池田 身佳，関根 祐子（関越病院） 

FP-153 当院のRRS起動の現状と急変対応時の看護師の課題
丹野 正子，藤井 静香，澁谷 多佳子，小林 道生（石巻赤十字病院） 

FP-154 A病院における急変対応能力における質向上のための取り組みと課題
豊崎 曜子 1，神谷 有里子 1，高橋 善明 2（1.浜松医科大学医学部附属病院看護部，2.浜松医科大学医学部附属病院救
急部） 

FP-155 当院呼吸ケアチームの活動状況と今後の課題
鈴木 美香，廣澤 隆行，世良 昭彦（広島市立安佐市民病院） 

FP-156 RRS導入に至る当院の経験 ─RST先行導入を経たボトムアップ型でのRRS導入への試み─
中村 祥英 1，小杉 一江 1，石橋 幾久 1，秋本 剛秀 2，森本 恵理子 2，三宅 章公 3，青木 善孝 2，成田 知大 2，野々木 宏 2 
（1.静岡県立総合病院看護部，2.静岡県立総合病院集中治療センター，3.静岡県立総合病院高度救命救急センター） 

FP-157 呼吸療法チームとして活動する中で見えてきた今後の課題
森山 めぐみ 1，島袋 徹二 2，久米 千尋 1，城間 由加 1，仲地 勝弘 3，西島 功 4，小畑 慎也 4，土田 真史 4，伊波 潔 4（1.中
部徳洲会病院集中治療室，2.中部徳洲会理学療法，3.中部徳洲会臨床工学部，4.中部徳洲会集中治療部） 

FP-158 AHA ACLSアルゴリズムの定着にむけた取り組み
石橋 絵実，下村 剛史，砂川 健志，北川 和子，伊藤 大起（JA相模原協同病院） 

FP-159 DNARを決定する過程における ICU看護師の思いと行動
市川 誠 1，有村 友里 1，勝田 裕希 1，山中 真理子 1，藤井 秀子 1，鈴木 智子 2（1.大阪医療センターICU，2.兵庫医科大
学病院 ICU） 

FP-160 クリティカルケア領域における家族看護（第 1報） ─CNS-FACEによる家族介入の有効性─
田川 奈津代（北見赤十字病院 ICU） 

FP-161 クリティカル領域における家族看護 ～患者家族と看護師の認識を比較して～
上口 祥子，東田 宏美（山陰労災病院） 

FP-162 意識レベルの違いがくも膜下出血患者家族のニードに及ぼす影響について ～CNS-FACE家族アセスメントスコアツール
を用いて～

北島 翔太，奥山 和美，中田 優子，山本 明美（医療法人渓仁会看護部脳卒中ケアユニット） 
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FP-163 全身麻酔患者へ身体抑制を開始する判断因子と分析 ～患者の状態に応じた ICU看護師の判断に焦点をあてて～
水川 桂子，山中 希世美，雪丸 麻衣，平原 成美，岩下 綾佳，松田 智子，伊地知 睦美，川畑 美賀（鹿児島大学病院集
中治療部） 

FP-164 終末期において延命治療をしないと決めた家族への援助 ～意思決定から計画抜管までを振り返って～
深津 夕稀，中村 和明，三浦 浩美，池山 貴也（あいち小児保健医療総合センターPICU） 

FP-165 危機状態にある患者の家族への看護の振り返り
福永 優子，花岡 幸子（大阪赤十字病院集中治療部） 

FP-166 クリティカル領域における患者・家族の意思決定の看護支援方法に関する文献レビュー
谷地 寛樹（坂総合病院 ICU看護部） 

FP-167 終末期を迎えた重症患者の最期の迎え方についての倫理的検討 ─看取りに関する提案の適切性について─
平田 彩，白坂 雅子，井上 早紀，諸永 純子，寺田 昌弘，隈 澄子，堀江 利彰（福岡赤十字病院 ICU/CCU） 

FP-168 ICUにおける End of Life Careに関する文献レビュー ─診療録による実態調査─
高島 尚美，木下 里美，鈴木 祐実（関東学院大学看護学部） 

FP-169 ICUにおけるEnd-Of-Life Careに関する文献レビュー ─診療録による介入評価─
鈴木 佑実，高島 尚美，木下 里美（関東学院大学看護学部） 

FP-170 A病院救命救急センターにおける新卒新人看護師に対するエンド・オブ・ライフ・ケア教育の現状
松本 蘭，小池 千佳子，松本 厚子（市立札幌病院救命救急センター） 

FP-171 当院PICUにおける終末期のこどもと家族へのかかわり方の現状と課題
青山 英代，橋倉 尚美，起塚 庸（高槻病院） 

FP-172 Aセンターグリーフケアカンファレンス導入後の患者・家族への介入状況と今後の課題
山本 憲 1，谷 幸一 1，増田 正和 1，高橋 恵 1，君嶋 東 1，山内 唯光 1，片岡 祐一 2（1.北里大学病院看護部救命救急・災
害医療センター，2.北里大学病院医学部救命救急・災害医療センター） 

FP-173 老人介護施設から救急搬送された治療拒否を示す高齢患者の倫理調整
舘 昌美 1，長谷川 鉄美 2（1. JCHO中京病院救命救急センター，2. JCHO中京病院15病棟） 

FP-174 救命救急センターで患者から暴力を受けた時の対応方法の周知
永田 めぐみ，鈴木 勇希，大野 裕也（済生会横浜市東部病院救命救急センター） 

FP-175 ICU患者に対する人工膵臓を用いた血糖管理の現状と課題
壬生 季代 1，村上 武 2，矢田部 智昭 3（1.高知大学医学部附属病院看護部救急部集中治療部，2.高知大学医学部臨床
工学部，3.高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座） 

FP-176 A病院 ICU/CCUにおける ICDSCを用いた事故抜去要因の分析と傾向
堀内 あゆみ，谷内 茜（枚方公済病院 ICU/CCU） 

FP-177 ICUにおける配合変化回避への取り組み多数薬剤投与時の薬剤管理シートの作成による効果
武田 かおり，百石 仁美（昭和大学江東豊洲病院） 

FP-178 愛知県集中ケア認定看護師会の活動報告 第 7報
枡田 ゆかり 1，石井 房世 2，河合 佑亮 3，池松 裕子 4（1.名古屋医療センターICU，2.名古屋市立大学病院GICU NCU，
3.藤田保健衛生大学病院 ICU，4.名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻） 

FP-179 注射に関するインシデントにおける確認不足の背後要因の検討
長坂 雄太 1，長内 洋一 1，流石 桃子 1，今 志織 1，関矢 航平 1，土屋 志保 2，下井 麻紀子 1，増田 正和 1（1.北里大学病院
救命救急・災害医療センター救急 ICU，2.北里大学病院医療の質・安全推進室） 

FP-180 集中治療看護師臨床実践能力要素一覧を適応した新 ICUクリニカルラダー開発
小松 克弘（愛知医科大学病院看護部GICU） 

FP-181 心臓血管外科立ち上げから一年が経過した現状と課題患者受け入れに向けた ICUにおける教育的取り組みの検討
小西 綾乃，遊佐 朝香，木村 庄三，赤松 恵（仙台市立病院） 

FP-182 動脈ラインの手関節部と前腕部における挿入部位の比較検討
柳原 祐貴 1，野手 英明 2，山田 竜太 1，天野 裕香 1，東 啓子 1，川出 健嗣 2，坪内 宏樹 2（1.一宮西病院集中治療部，2.一
宮西病院麻酔科・集中治療部） 

FP-183 チーム制導入後の看護師間のコミュニケーションに関する調査
工藤 優子，恩田 遥香，由井 菜津美，宇佐美 知里，佐藤 綾子（群馬大学医学部附属病院） 

FP-184 体外循環装置の装着患者の褥瘡発生の一考
加藤 翼沙 1，南條 裕子 2，荒木 知美 1（1.東京大学医学部附属病院 ICU，2.東京大学医学部附属病院看護部） 

FP-185 開心術後患者に対し，多職種・病棟看護師との連携により人工呼吸器離脱に成功した 2症例
立松 美和 1，𥽜𥽜 薫 1，谷内 亜希子 1，金森 裕子 2，堀田 智子 2，平手 裕市 3，恒川 裕気 4（1.名古屋掖済会病院集中治療室，
2.名古屋掖済会病院4A病棟，3.名古屋掖済会病院心臓血管外科，4.名古屋掖済会病院リハビリテーション科） 

FP-186 ICUにおける他職種カンファレンスのありかた
山中 利加 1，西村 由香 2（1.大津市民病院8B病棟，2.大津市民病院 ICU） 

FP-187 肺静脈血栓塞栓予防のリスクのシステム構築
新家 さち子（マツダ株式会社マツダ病院） 

FP-188 冠動脈バイパス術後の敗血症性ショック症例に対してエンドトキシン吸着療法が有効であった 2例
光家 努 1，井上 一也 1，山田 和典 1，榊原 裕 2，西村 和修 2（1.高松赤十字病院臨床工学課，2.高松赤十字病院心臓血
管外科） 
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FP-189 冠動脈バイパス術後周術期の難治性心室頻拍に対し高周波カテーテルアブレーションが有効であった 1例
三浦 俊二（済生会福岡総合病院臨床工学部） 

FP-190 IABPコンソール ZUIRYUの応答性向上による効果
斉藤 航 1，山本 信章 1，渡部 雄介 1，秋山 泰利 1，神山 具也 2，渡部 晃士 2，神山 洋一郎 2（1.順天堂大学医学部附属浦
安病院臨床工学室，2.順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科） 

FP-191 ヘパリンを使用せずトロンボモジュリンとメシル酸ナファモスタットのみで管理したECMOの回路内血栓の検討
溝口 貴之 1，中嶋 辰徳 1，大地 嘉史 2，甲斐 真也 2，安部 隆国 2，安田 則久 2，後藤 孝治 2，北野 敬明 2（1.大分大学医学
部附属病院医療技術部臨床工学・歯科部門，2.大分大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部） 

FP-192 ハイフローセラピーシステム 3機種の使用経験
雨宮 秀幸 1，明穂 一広 1，中田 早人 1，井本 康太 1，梅田 宏幸 1，糸賀 修也 1，藤本 欣史 2，串崎 浩行 3，三原 亨 3，二階 
哲郎 3（1.島根大学医学部附属病院MEセンター，2.島根大学医学部附属病院心臓血管外科，3.島根大学医学部附属
病院集中治療部） 

FP-193 recruitment manuever と pressure-volume cur ve により設定した肥満患者のPEEP
坂口 祥章，佐藤 敏郎，鮫島 麻子，岡本 遼，芝田 正道，川名 由浩，小川 哲也（東京女子医科大学東医療センター臨
床工学部） 

FP-194 緊急帝王切開術後の周産期心筋症に対しNHFを実施した 1例
玻名城 尚 1，赤嶺 史郎 1，神谷 敏之 1，中村 啓介 2，比屋根 寛 2，瀬名波 栄信 3（1.南部徳洲会病院臨床工学部，2.南部
徳洲会病院看護部，3.南部徳洲会病院心臓血管外科） 

FP-195 ICUにおけるCEの果たすべき役割の提言 APRVが奏功した急性骨髄性白血病に伴う呼吸不全を経験して
三浦 啓道 1，北本 憲永 1，増井 浩史 1，神谷 典男 1，大杉 浩一 2，土手 尚 2，渥美 生弘 2，田中 茂 2，江間 智江実 3，中田 
匡信 3（1.聖隷浜松病院臨床工学室，2.聖隷浜松病院救急科，3.聖隷浜松病院血液内科） 

FP-196 PSVとPAV＋における自発呼吸の同調性の比較
勝木 亮介 1，水野 わこ 2，西山 雅人 2（1.兵庫県災害医療センター医療技術部，2.神戸赤十字病院医療技術部） 

FP-197 持続的腎代替療法施行時に各ヘモフィルタ，回路凝固症例における血液データからの検討
井村 昌弘（日本医科大学千葉北総病院ME部） 

FP-198 持続緩徐式血液濾過器の治療時間に関する検討
渡部 雄介 1，山本 信章 1，秋山 泰利 1，斉藤 航 1，神山 具也 2，渡部 晃士 2，神山 洋一郎 2（1.順天堂大学医学部附属浦
安病院臨床工学室，2.順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科） 

FP-199 循環動態不安定患者の IL-6変動と持続的血液濾過透析（CHDF）浄化量に関する 1例報告
行光 昌宏，池澤 優貴，後藤 健宏，白前 達大，加藤 隆史，岩田 英城（三重大学医学部附属病院臨床工学部） 

FP-200 劇症型A群溶血性レンサ球菌感染症に対して持続的血液浄化療法を施行し救命し得た一例
水瀬 一彦 1，芝田 まゆ子 1，眞 隆一 1，石澤 嶺 2，太田 慧 2（1.国立病院機構東京医療センター麻酔科臨床工学技士，
2.国立病院機構東京医療センター救急科） 

FP-201 持続的血液透析中に膜選択と抗凝固療法に工夫を要した一例
山増 圭司 1，松上 紘生 1，森山 直樹 2，南 ゆかり 2，稲垣 喜三 3（1.鳥取大学医学部附属病院MEセンター，2.鳥取大学
医学部附属病院高次集中治療部，3.鳥取大学医学部麻酔・集中治療医学分野） 

FP-202 肝不全に対して血液浄化を実施した 1症例
長見 英治 1，久我 ひろし 1，小倉 健 1，堀川 俊之介 1，岡崎 徹 1，山本 奈緒 2，高村 卓志 2，伊良部 真一郎 2，山内 雅人 3，
森脇 龍太郎 2（1.千葉労災病院臨床工学部，2.千葉労災病院救急・集中治療部，3.千葉労災病院循環器内科） 

FP-203 ICU・HCU領域における安全な透析用水確保の試み
足立 光生，丹羽 孝弥（松波総合病院診療技術部臨床工学科） 

FP-204 人工膵臓を用いた血糖管理の有用性について
板井 規夫 1，森 聡司 1，高畑 智浩 1，田原 里美 2，岩坂 日出男 2，小崎 智史 3，濱本 浩嗣 3（1.大分市医師会立アルメイ
ダ病院臨床工学部，2.大分市医師会立アルメイダ病院麻酔科，3.大分市医師会立アルメイダ病院心臓血管外科） 

FP-205 当院のRST，RRT活動の現状と課題（第一報）
石丸 茂秀 1，灘吉 進也 1，佐藤 英博 2，高崎 裕介 3（1.戸畑共立病院臨床工学科，2.戸畑共立病院救急総合診療部，3.戸
畑共立病院リハビリテーション科） 

FP-206 人工呼吸器装着患者の院内搬送のためのチェックリストの導入
井上 愛 1，池田 潤平 1，奥田 晃久 2，内野 滋彦 3，渡邊 拓也 1，岩谷 理恵子 1，平塚 明倫 1，瀧浪 將典 3（1.東京慈恵会医
科大学附属病院臨床工学部，2.東京慈恵会医科大学葛飾医療センター臨床工学部，3.東京慈恵会医科大学麻酔科
集中治療部） 

FP-207 持続的腎代替療法（CRRT）においてバスキュラアクセス（VA）と回路の接続取り外しが困難な事例を経験して
西海 創，元石 徹也，檀上 弘樹，有信 一慶，川村 華奈子，島谷 洋志，西江 和夫（川崎医科大学附属川崎病院MEセ
ンター） 

FP-208 輸液ポンプにおける駆動形式の違いによる流動特性
佐藤 健太，田荷 翔平，田代 顕一朗，須藤 徹，高橋 亮拓，桑田 大輔，石川 健，足立 亜紀，杉本 親紀，櫻田 克己（NTT
東日本札幌病院臨床工学室） 

FP-209 PCPS装置のバッテリー残量表示を過信したために陥ったピットフォール
渡邊 佳代子，舘 智子（京都桂病院臨床工学科） 
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FP-210 敗血症患者の転帰に影響を及ぼす因子の検討
遠山 真吾 1，武田 陽平 1，徳弘 健 1，山崎 優 1，松村 雅史 1，三木 初美 2，西山 謹吾 3（1.高知赤十字病院リハビリテーショ
ン科，2.高知赤十字病院救命救急センター病棟看護師長，3.高知赤十字病院救命救急センター長） 

FP-211 tilt tableと骨格筋電気刺激療法により早期離床を図った敗血症性ショックの一症例
久松 智子，塩見 耕平，丸山 剛，亀田 裕美，上野 友之，石川 公久，羽田 康司（筑波大学附属病院リハビリテーショ
ン部） 

FP-212 重症胸部外傷患者に対する急性期リハ介入 ─呼吸理学療法と排痰機器を利用して─
木ノ下 哲嗣 1，一瀬 拓弥 1，秋元 健太郎 1，横山 健 2（1.手稲渓仁会病院リハビリテーション部，2.手稲渓仁会病院麻
酔科） 

FP-213 当院における長時間Prone導入に関する報告
堅田 紘頌 1，横山 仁志 1，森澤 健一郎 2，柳井 真知 2，高松 由佳 2，津久田 純平 2，藤谷 茂樹 2，平 泰彦 2（1.聖マリアン
ナ医科大学病院リハビリテーション部，2.聖マリアンナ医科大学救急医学） 

FP-214 大腸穿孔緊急術後　敗血症を呈した症例 ～ ICU内における多職種での離床を経験して～
新崎 義人（大浜第一病院リハビリテーション科） 

FP-215 当院 ICUにおける脳神経外科患者のリハビリテーション開始日の離床状況でせん妄発症に差があるか
小野田 翔太 1，木村 雅巳 1，山口 賢一郎 1，神部 芙美子 2（1.上尾中央総合病院診療技術部リハビリテーション技術科，
2.上尾中央総合病院診療部麻酔科） 

FP-216 ICU入室中の内科系疾患患者の栄養状態と四肢骨格筋量変化 ─退院例と転院例の比較─
桂田 功一 1，鹿瀬 陽一 2，長谷川 意純 3，奥野 憲司 3（1.東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科，2.東
京慈恵会医科大学附属柏病院麻酔科，3.東京慈恵会医科大学附属柏病院救急科） 

FP-217 たこつぼ型心筋症による術後心不全を合併した大腸癌術後の一症例
高崎 裕介 1，野中 沙恵 1，仲本 昂平 1，佐藤 英博 2，白土 奈央 3，大西 翠 3，増田 直樹 4（1.戸畑共立病院リハビリテーショ
ン科，2.戸畑共立病院救急総合診療部，3.戸畑共立病院看護部，4.戸畑共立病院麻酔科） 

FP-218 亜急性期心筋梗塞後に心室中隔穿孔を合併し閉鎖術後もリーク残存が認められた症例のリハビリテーション
大田 義勝 1，石垣 元気 1，沖山 光則 2，山内 昌喜 3，伊良波 禎 3，佐久田 豊 3（1.沖縄協同病院リハビリテーション室，
2.沖縄協同病院心臓血管外科，3.沖縄協同病院循環器内科） 

FP-219 早期離床を行ったVV-ECMO症例
吉澤 剛幸 1，桐原 佳裕 1，梅井 菜央 2，市場 晋吾 2，原 行弘 3（1.日本医科大学付属病院リハビリテーション室，2.日
本医科大学付属病院外科系集中治療科，3.日本医科大学付属病院リハビリテーション科） 

FP-220 早期離床はいつ始めるべきなのか？
岡田 大輔 1，中村 通孝 2，澤村 匡史 2，上杉 英之 3，西上 和宏 2（1.済生会熊本病院リハビリテーション部，2.済生会
熊本病院集中治療室，3.済生会熊本病院心臓血管外科） 

FP-221 悪性胸膜中皮腫に対し胸膜切除・肺剥皮術後 , 度重なる合併症により離床に難渋した患者に対する理学療法経験
三島 淳一 1，井谷 祐介 1，眞渕 敏 1，児玉 典彦 2，道免 和久 3（1.兵庫医科大学病院リハビリテーション部，2.兵庫医
科大学病院リハビリテーション科，3.兵庫医科大学病院リハビリテーション医学教室） 

FP-222 カテコラミンが初回立位負荷後の長時間循環応答に及ぼす影響 ─大動脈弁狭窄症に伴う弁置換術での検討─
笹沼 直樹 1，井谷 祐介 1，本田 陽亮 1，長瀬 雅俊 1，眞渕 敏 1，児玉 典彦 2，高橋 敬子 3，西 信一 4，宮本 裕治 5，道免 和
久 2（1.兵庫医科大学病院リハビリテーション部，2.兵庫医科大学リハビリテーション科，3.兵庫医科大学内科学冠
疾患科，4.兵庫医科大学集中治療医学科，5.兵庫医科大学心臓血管外科） 

FP-223 ICUにおける早期離床プロトコルの短期的効果
永田 英貴 1，寺澤 篤 3，立石 仁美 1，長尾 大地 2，ヤップ ユーウェン 3，高須 宏江 3（1.名古屋第二赤十字病院リハビリ
テーション課，2.名古屋第二赤十字病院看護部，3.名古屋第二赤十字病院麻酔科・集中治療部） 

FP-224 湘南鎌倉総合病院 ICU・ECUでの経管栄養患者の栄養管理の実際と転帰について
須釜 典子 1，小室 哲也 2，石川 雄一 3，千々岩 由香 4，太田 隆嗣 2，小出 康弘 2（1.湘南鎌倉総合病院栄養管理センター，
2.湘南鎌倉総合病院麻酔科・集中治療部，3.湘南鎌倉総合病院ECU，4.湘南鎌倉総合病院 ICU） 

FP-225 IABPを用いて管理した敗血症性ショックの 1例
京田 尚子 1，筒井 徹 2，櫻谷 正明 2，河村 夏生 2，吉田 研一 2（1. JA広島総合病院臨床研修科，2. JA広島総合病院救急・
集中治療科） 

FP-226 経過中心筋梗塞を発症し長期意識障害から回復したA型大動脈解離手術の集中治療管理
佐原 和規，市原 利彦，中島 義仁，川瀬 正樹（公立陶生病院救命救急センター） 

FP-227 心不全の原因検索に経食道心エコーを施行し成人心房中隔欠損症を診断しえた 1例
伊藤 佑充 1，小島 明子 1,2，小島 好修 3（1.松波総合病院救急集中治療部，2.岐阜大学附属病院，3.松波総合病院） 

FP-228 当院 ICUにおける低一回換気量による肺保護換気の遵守率に関する検討
高橋 叡 1，大藤 純 2，綱野 裕美子 1，井澤 眞代 1，中瀧 恵実子 1，小野寺 睦雄 1，西村 匡司 1（1.徳島大学病院救急集中
治療部，2.徳島大学病院ER・災害医療診療部） 

FP-229 意識障害で発見されたレジオネラ肺炎の一例
張替 歩，前田 宜包，長田 紀晃（市立甲府病院総合診療科） 

FP-230 大量喀血に対してVV-ECMOを施行した 1症例
豊田 真帆，平松 俊紀，安達 普至，竪 良太，鶴 昌太（飯塚病院集中治療部） 
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FP-231 内視鏡検査の送気により胃穿孔から腹部コンパートメント症候群を来した一例
由井 奏子，高橋 健太，太良 修平，藤本 雄飛，柴崎 幹生，圷 宏一，山本 剛，清水 渉（日本医科大学付属病院心臓血
管集中治療科） 

FP-232 多彩で重篤な病態を経時的に発症した浮遊状の大動脈内血栓症の 1例
長澤 由依子 1，竹中 隆一 1，重光 修 1，黒澤 慶子 1，平下 禎二郎 2，北川 雅浩 2，坂本 照夫 1（1.大分大学医学部附属病
院高度救命救急センター，2.大分大学医学部附属病院消化器外科） 

FP-233 救急搬送され診断と管理に難渋し病理解剖で急性骨髄性白血病が判明した 1例
伊藤 隆喜，市原 利彦，中島 義仁，川瀬 正樹（公立陶生病院救命救急センター） 

FP-234 加療中に多発脳梗塞を発症した難治性血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）の 1例
中島 孝輔 1，古賀 美佳 2，桑野 彰人 1，牟田 隆則 3，中村 覚粛 3，吉富 有哉 3，佐藤 友子 3，藤田 尚宏 1，三溝 慎次 2 
（1.佐賀県医療センター好生館総合教育研修センター，2.佐賀県医療センター好生館集中治療部，3.佐賀県医療セ
ンター好生館救急救命センター） 

FP-235 牛肉アレルギー患者が起こしたセツキシマブによるアナフィラキシーの一例
松岡 未紗 1，高澤 知規 1，堀内 辰男 2，松岡 宏晃 1，柳澤 晃広 1，中林 洋介 1，金本 匡史 1，戸部 賢 1，日野原 宏 1，齋藤 繁 1,2

（1.群馬大学医学部付属病院集中治療部，2.群馬大学医学部附属病院麻酔科蘇生科） 
FP-236 尿管結石除去術後，早期に敗血症性ショックに陥った 2症例の検討

古賀 寛教，甲斐 真也，大地 嘉史，安部 隆国，安田 則久，日高 正剛，後藤 孝治，北野 敬明（大分大学医学部附属病
院麻酔科・集中治療部） 

FP-237 馬外傷により鈍的心損傷をきたした 2症例
加藤 麻美，矢野 徹宏，佐藤 ルブナ，反町 光太朗，鈴木 剛，大野 雄康，根本 千秋，塚田 泰彦，伊関 憲，島田 二郎（福
島県立医科大学附属病院高度救命救急センター救急医療学講座） 

FP-238 Shewanella algae による重症軟部組織感染症の 1例
武田 明莉，永田 紗弥子，野島 宏悦，東 龍哉，中村 公輔（呉共済病院） 

FP-239 入院時に蜂窩織炎と考えられたが，入院 6日目に壊死性筋膜炎と診断され緊急手術に至った 1例
山本 侑吾，堤 貴彦，角田 洋平，篠塚 健，下戸 学，柚木 知之，森 智治，大鶴 繁，佐藤 格夫，小池 薫（京都大学医学
部附属病院初期診療・救急科） 

FP-240 イレウスを合併した有機リン中毒の一例
松原 大五郎 1，高山 渉 1,2，漆畑 直 1，千田 篤 1，村田 希吉 1（1.松戸市立病院救命救急センター，2.東京医科歯科大学
医学部附属病院救命救急センター） 

FP-241 有機リン中毒による中間症候群に対し集学的管理を行い救命し得た一例
島田 敦，福嶋 一剛，奈良場 啓，大道寺 洋顕，園生 智弘，橋本 英樹，徳永 蔵人，中村 謙介（日立総合病院救急集中
治療科） 

FP-242 院内発症の心肺停止症例に対して体温維持療法を施行した一例
山田 大輔 1，松本 尚也 2（1.三豊総合病院卒後臨床研修センター，2.三豊総合病院外科） 

FP-243 ECPRにより神経学的後遺症なく救命した劇症型心筋炎の中枢神経モニタリング
芦田 日美野，塚原 紘平，湯本 哲也，野坂 宜之，クナウプ 絵美里，飯田 淳義，山川 泰明，佐藤 圭路，鵜川 豊世武，
中尾 篤典（岡山大学病院高度救命救急センター） 

FP-244 敗血症における離床可能予測因子の検討
五味 志津子 1，下條 信威 2，井上 貴明 2，柳 久子 3（1.筑波大学大学院人間総合科学研究科フロンティア医科学，2.筑
波大学附属病院医学医療系救急・集中治療学，3.筑波大学附属病院医学医療系保健医療学） 

FP-245 離島において医療資源・搬送距離困難を伴い失った，難治性肺アスペルギローマの一例
古園 美和 1，長嶺 嘉通 2，五代 幸平 3，村山 裕美 2，大木 浩 2，中村 健太郎 4，服部 淳一 4（1.鹿児島県立大島病院内科，
2.鹿児島県立大島病院麻酔科，3.鹿児島大学病院麻酔科，4.鹿児島大学病院救急科） 
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