
【デジタルポスター】
3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 1　多臓器不全・敗血症①

座長：大下 慎一郎（広島大学大学院救急集中治療医学）
DP1-1 Rapid Response System 起動症例から見た SIRSと Sepsis-3診断

新井 正康 1，小池 朋孝 2，森安 恵実 2，大谷 尚也 2，榑松 久美子 2，大塚 智久 3，吉野 和久 3，鈴木 優太郎 3，西澤 義之 3，
黒岩 政之 3（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.北里大学病院集中治療センター，
RST・RRT室，3.北里大学医学部麻酔科学） 

DP1-2 呼吸・循環・意識・腎機能は敗血症の生命予後を反映する指標である（qSOFAは有用だと推測される）
今長谷 尚史，太田 美穂，阪本 雄一郎，櫻井 良太，八幡 真由子，三池 徹，小網 博之，永嶋 太，岩村 高志，井上 聡（佐
賀大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

DP1-3 DICと血小板減少を合併した敗血症性ショックにおける遺伝子組み換え型ヒト可溶性トロンボモジュリンの効果
薬師寺 泰匡，砂田 明日香，山田 元大，白坂 渉，鈴木 慧太郎，鍛治 有登，篠崎 正博（岸和田徳洲会病院救命救急セ
ンター） 

DP1-4 2016年の敗血症性ショック管理の後方視的解析
光山 裕美，真喜志 剛，青山 康，海野 仁，東 倫子，山本 尚範，沼口 敦，徳山 秀樹，角 三和子，松田 直之（名古屋大
学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP1-5 エンドトキシン投与高齢ラット敗血症モデルに対するResveratrolの影響
立岩 浩規，山中 大樹，河野 崇，横山 正尚（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座） 

DP1-6 重症患者における病態別の血漿カルニチン濃度の相違
巽 博臣 1，梅森 祥央 2，升田 好樹 1，高橋 科那子 1，相坂 和貴子 1，高桑 一登 1，望月 真希 2，高橋 聡 3（1.札幌医科大学
医学部集中治療医学，2.札幌医科大学附属病院検査部，3.札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 2　多臓器不全・敗血症②

座長：佐藤 智行（済生会横浜市東部病院）
DP2-1 敗血症患者におけるC1-inhibitor活性の推移と臨床経過：単施設前向き観察研究

廣瀬 智也 1,2，小倉 裕司 1，高橋 弘毅 1，小島 将裕 1，姜 晋求 1，中村 洋平 1，兒嶋 嵩 1，嶋津 岳士 1（1.大阪大学医学部
附属病院高度救命救急センター，2.大阪警察病院救命救急科） 

DP2-2 敗血症性ショックに対する SepXirisの効果 ～呼吸器感染症と腹部感染症との比較～
木多 秀彰 1，富田 静香 1，田崎 洋太郎 1，林 堅二 1，根本 真人 2（1.那須赤十字病院救急集中治療部，2.獨協医科大学
救急医学） 

DP2-3 多臓器不全を伴う重度熱中症において肝不全の遷延をきたした一症例の検討
勅使川原 学，林 真也，安本 寛章，下新原 直子，國嶋 憲（京都市立病院） 

DP2-4 院内発症敗血症と院外発症敗血症の院内死亡に対する影響
藤内 まゆ子 1，山本 良平 1，白石 淳 2，小林 宏雄 1，佐藤 仁信 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.亀田総合病院救急科） 

DP2-5 高用量リバビリンと血漿交換により救命した多臓器機能不全症候群合併の重症熱性血小板減少症候群の 1例
大野 博司（洛和会音羽病院 ICU/CCU） 

DP2-6 多剤耐性アシネトバクター人工呼吸器関連肺炎で急性血液浄化療法を行った際のコリスチン投与量の考察
大野 博司，岩内 大祐（洛和会音羽病院 ICU/CCU） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 3　多臓器不全・敗血症③

座長：山村 仁（弘前大学大学院医学研究科救急災害医学）
DP3-1 脾臓低形成患者に発症した侵襲性肺炎球菌感染症による電撃性紫斑病の一例

渡辺 悠，阿部 智一，戒能 多佳子（筑波メディカルセンター病院） 
DP3-2 メトホルミン内服中の患者が心不全増悪を契機に乳酸アシドーシス，多臓器不全を呈した一症例

大橋 雅彦，西本 久子，鈴木 祐二，佐藤 恒久，小林 賢輔，加藤 弘美，小幡 由佳子，土井 松幸（浜松医科大学医学部
附属病院集中治療部） 

DP3-3 経尿道的尿管結石破砕術中に発症した敗血症性ショックの 1例
吉富 修 1，矢野 倫太郎 2，岡田 恭子 1，松本 聡治朗 2，一ノ宮 大雅 1，東島 潮 2，松本 周平 2，関野 元裕 2，前川 拓治 1，
原 哲也 1（1.長崎大学病院麻酔科，2.長崎大学病院集中治療部） 

DP3-4 神経性食思不振症患者に発症した市中緑膿菌肺炎の一例
小谷 祐樹，辻本 登志英，亀井 純，山田 裕樹（日本赤十字社和歌山医療センター集中治療部） 

DP3-5 Clostridium sordellii 感染症による重症敗血症の 1症例
寺山 毅郎，吉村 有矢，秋冨 慎司（防衛医科大学校病院救急部） 
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DP3-6 敗血症を契機に発症した褐色細胞腫クリーゼ症例
佐久田 豊，山内 昌喜，伊良波 禎，城間 政尚，沖山 光則，佐久川 慶，石垣 元気，大田 義勝（沖縄協同病院集中治療
室循環器内科） 

3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 4　心臓・循環・体液管理①

座長：久野 将宗（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター）
DP4-1 温度変化における等容性左室圧前半下降曲線における拡張能指標時定数

水野 樹 1，有田 英子 2，花岡 一雄 2（1.順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座，2.JR東京総合病院麻酔
科・痛みセンター） 

DP4-2 当院における腹部大動脈瘤緊急開腹手術症例に関する検討
古市 結富子 1,4，清水 淳 1，大槻 達郎 1，高橋 祐生 1，森 啓介 1，古市 昌之 2,5，山中 将太 3，高梨 秀一郎 3，坂本 篤裕 4

（1.榊原記念病院麻酔科，2.千葉西総合病院麻酔科，3.榊原記念病院心臓血管外科，4.日本医科大学麻酔科学教室，
5.埼玉医科大学国際医療センター麻酔科） 

DP4-3 経食道心エコー施行不可能なため，肺動脈カテーテルとPreSepを用いて管理した心室中隔穿孔の一例
福島 紘子，能見 俊浩（イムス葛飾ハートセンター麻酔科） 

DP4-4 保存的治療を行った急性大動脈解離症例における早期リハビリの安全性についての検討
横松 孝史，北條 瞬，櫛山 晃央，金田 和久，加藤 雅史，溝口 哲，三木 真司（三菱京都病院心臓内科） 

DP4-5 急性期重症患者における fluid balanceと血清ナトリウム値の関連 ─臓器不全としての電解質異常
田中 愛子 1,2，Sarah Jones3，Johan Martensson2,4，Glenn Eastwood2，Rinaldo Bellomo2（1.大阪大学大学院医学系研
究科麻酔集中治療医学教室，2. Department of Intensive Care, Austin Hospital, Australia，3. Department of Health, 
The Royal Darwin Hospital, Australia，4. Section of Intensive Care, Karolinska Institutet, Sweden） 

DP4-6 Kommerell憩室を伴う右鎖骨下動脈起始異常に対して二期分割手術を施行した 1例
原口 剛 1，三高 千惠子 2（1.土浦協同病院集中治療科，2.順天堂大学麻酔科ペインクリニック） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 5　心臓・循環・体液管理②

座長：芹田 良平（国立がん研究センター東病院集中治療科）
DP5-1 大動脈弁置換術後にステント内血栓塞栓症による急性心筋梗塞を発症した 1例

桐谷 ゆり子 1，岡田 修一 1，金子 達夫 1，江連 雅彦 1，長谷川 豊 1，山田 靖之 1，小此木 修一 1，森下 寛之 1，河口 廉 2，
岩松 浩一 2（1.群馬県立心臓血管センター心臓血管外科，2.群馬県立心臓血管センター循環器内科） 

DP5-2 心不全症状のため当院救急外来に救急搬送となった心臓腫瘍の 2症例
甘利 香織，平原 健司，佐藤 友子，小山 敬，松本 康，吉富 有哉，中村 覚粛，牟田 隆則（佐賀県医療センター好生館） 

DP5-3 繰り返す冠攣縮よる心筋梗塞を繰り返した若年女性の 1剖検例
浅海 泰栄 1，大塚 文之 1，川上 将司 1，中島 啓裕 1，永井 利幸 1，金谷 智明 1，片岡 有 1，植田 初江 2，野口 暉夫 1，安田 
聡 1（1.国立循環器病研究センター，2.国立循環器病研究センター病理部） 

DP5-4 大動脈弁逆流症に対する大動脈弁置換術後に生じる交互脈の急性期循環管理の指標としての有用性の検討
中森 裕毅，是永 章，川上 大裕，植田 浩司，下薗 崇宏，美馬 裕之，山崎 和夫（神戸市立医療センター中央市民病院
麻酔科） 

DP5-5 腹部大動脈人工血管置換術後に二次性腹部大動脈腸管瘻を合併した一例
桑野 彰人 1，古賀 美佳 2，中島 孝輔 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） 

DP5-6 治療法選択に苦慮した重篤な腸管虚血合併の Stanford B 偽腔開存型大動脈解離の一例
立山 誠 1，西上 和宏 1，中村 通考 1，鵜木 崇 1，永野 雅英 1，田口 英詞 2，澤村 匡史 1，上杉 英之 3，中尾 浩一 2，坂本 知
浩 2（1.済生会熊本病院集中治療室，2.済生会熊本病院循環器内科，3.済生会熊本病院心臓血管外科） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 6　中枢神経・脊髄・末梢神経①

座長：佐藤 善一（大阪回生病院）
DP6-1 広範脳梗塞を契機に発症した神経原性肺水腫の一例

大方 直樹，田中 進一郎，高桑 良平，五十嵐 謙人，高橋 聡，金沢 幸雄，岩島 未奈（北海道勤医協中央病院 ICU） 
DP6-2 劇症肝炎患者の肝移植術後に発症した筋力低下の 2症例

南立 秀幸 1，池宗 啓蔵 1，出崎 陽子 1，土手 健太郎 1，小西 周 2，西原 佑 2，藤井 園子 2，中西 和雄 2，高崎 康史 2，萬家 
俊博 2（1.愛媛大学医学部附属病院集中治療部，2.愛媛大学医学部附属病院麻酔科） 

DP6-3 蘇生後脳症における脳低温療法施行後の発熱が予後に与える影響
森川 健太郎 1，清水 敬樹 1，光銭 大祐 1，金子 仁 1，萩原 祥弘 1，鈴木 茂利雄 1，荒川 裕貴 1，濱口 純 1，三宅 康史 2 
（1.東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2.帝京大学医学部医学科救急医学講座） 

DP6-4 ニボルマブにより誘発された辺縁系脳炎の 1例
堀川 慎二郎，北野 鉄平，遠山 直志，西川 昌志，余川 順一郎，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金
沢大学附属病院集中治療部） 
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DP6-5 3度熱傷合併脳梗塞に対し r t-PA（アルテプラーゼ）を投与し良好な転帰を得た一例
田中 宏幸，嶽間澤 昌泰，羽柴 克孝，問田 千晶，岩下 眞之，森村 尚登（横浜市立大学附属市民総合医療センター高
度救命救急センター） 

DP6-6 舌扁桃摘出術後の鎮静管理中に腓骨神経及び脛骨神経麻痺を発症した 1症例
岡部 悠吾，浅賀 健彦，別宮 小由理，石橋 直子，納田 早規子，斎田 昌史，中野 安耶子，澤登 慶治，中條 浩介，白神 
豪太郎（香川大学医学部麻酔学講座） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 7　中枢神経・脊髄・末梢神経②

座長：小林 孝史（大崎市民病院麻酔科）
DP7-1 早期腫瘍摘出術により社会復帰した抗NMDA受容体脳炎の一例

山下 智也，重光 胤明，林下 浩士（大阪市立総合医療センター救命救急センター） 
DP7-2 ALS with respirator y onsetの 1例

米澤 直樹，武居 哲洋，藤澤 美智子，永田 功，藤 雅文，山田 広之，畠山 淳司，鈴木 健人，松田 直也，宮本 大輔（横
浜市立みなと赤十字病院救命救急センター） 

DP7-3 けいれん発作により血圧低下を起こしたと考えられた 1症例
竹本 正明，河野 裕嗣，今村 友典，伊藤 敏孝（新百合ヶ丘総合病院救急科） 

DP7-4 入院患者管理ガイドラインが欲しい！ ─全身麻酔後に無動・高度の筋強剛を来したパーキンソン病患者の 1例─
増田 直樹 1，白土 奈央 2，大西 翠 3（1.戸畑共立病院麻酔科，2.戸畑共立病院高度治療室，3.戸畑共立病院救急部） 

DP7-5 診断に難渋した 82歳の重症筋無力症クリーゼの一例
中本 あい，堀田 有沙，林 穏江，吉川 範子，大平 直子，立川 茂樹（一般財団法人住友病院麻酔科） 

DP7-6 集学的治療により早期寛解をえた抗NMDAR抗体関連脳炎の一例 ─血中NMDAR抗体測定と持続脳波測定の意義─
佐々木 徹，折田 智彦，風巻 拓，倉田 早織，中道 嘉，吉田 浩輔，明石 卓，蜂須賀 誠人，佐藤 智洋，北野 光秀（済生
会横浜市東部病院救急部） 

3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 8　多臓器不全・敗血症④

座長：星野 正己（会田病院外科）
DP8-1 剖検にて菌血症による急性呼吸窮迫症候群（ARDS）の診断が否定された一例

稲田 梓 1，花岡 勅行 2，江藤 敏 2，稲葉 晋 1（1.千葉県救急医療センター麻酔科，2.千葉県救急医療センター集中治療
科） 

DP8-2 当院において最近 1年間に発症した敗血症の概要と新敗血症基準
佐藤 麻理子 1，安藤 幸吉 1，東海林 秀幸 1，筆田 廣登 1，茂木 章一郎 1,2，高瀬 啓至 2，村田 祐二 2（1.仙台市立病院麻酔
科，2.仙台市立病院救命救急部） 

DP8-3 敗血症性ショックにおける初期輸液の検討
森下 淳，山木 良一，熊野 穂高（東大阪市立総合病院麻酔科・集中治療部） 

DP8-4 大腸菌による細菌性肺炎で死亡した透析患者の 1剖検例
伊福 達成 1，亀之原 佑介 2，佐藤 雅紀 1，稲田 敏 1，野口 航 1，下野 謙慎 1，中間 哲郎 1，濱崎 哲郎 3，吉原 秀明 1（1.鹿
児島市立病院救急科，2.鹿児島大学呼吸器内科，3.鹿児島市立病院呼吸器内科） 

DP8-5 感染病巣を考慮したPCT値と患者予後の関係についての検討
右馬 猛生 1，梅垣 岳志 1，穴田 夏樹 2，正司 智洋 3，楠 宗矩 4，岡本 明久 4，西 憲一郎 1，廣田 喜一 5，上林 卓彦 4（1.関
西医科大学附属病院総合集中治療部，2.関西医科大学総合医療センター麻酔科，3.倉敷中央病院麻酔科，4.関西医
科大学附属病院麻酔科，5.関西医科大学附属生命医学研究所侵襲反応制御部門） 

DP8-6 クモ膜下出血を契機に 2度の横紋筋融解症を起こした 1症例
辛島 謙 1，中村 禎志 1，成尾 浩明 2，浜川 俊朗 2（1.潤和会記念病院麻酔科，2.潤和会記念病院集中治療部） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 9　多臓器不全・敗血症⑤

座長：竹内 昭憲（JA愛知厚生連江南厚生病院救命救急センター）
DP9-1 急性感染性電撃性紫斑病（AIPF）で四肢切断を要したが，機能維持を見据えた切断・再建を行い，奏功した 1例

金城 昌志 1，前谷 和秀 1，柚木 良介 1，牧園 剛大 1，中村 周道 1，柳瀬 豪 1，則尾 弘文 1，原 直紀 2，原 茂 2，右田 尚 2 
（1.済生会福岡総合病院救命救急センター，2.済生会福岡総合病院形成外科） 

DP9-2 ANCA関連血管炎治療中に侵襲性アスペルギルス肺炎を合併した一例
佐藤 貴志（伊勢赤十字病院） 

DP9-3 ステロイド性糖尿病から化膿性心膜炎・肺膿瘍を発症し，外科的処置により感染コントロールできた ITP症例
川越 いづみ 1，三高 千惠子 1，佐藤 大三 1，三浦 邦久 2，稲田 英一 1（1.順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニッ
ク講座，2.江東病院） 

DP9-4 敗血症に門脈血栓症を合併し，早期の血液浄化ならびに抗血栓療法により救命し得た一例
齋藤 倫子，康 美理，齊藤 眞樹子，角田 美保子，秋月 登，並木 みずほ，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学） 
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DP9-5 急速な転機をとった Immunocompetent hostのアスペルギルス気管気管支炎の 1剖検例
竹内 洋平 1，大邉 寛幸 1，浅沼 敬一郎 1，赤田 昌紀 1，古川 宗 1，川上 一岳 1，山縣 俊介 2，綿貫 善太 2，岡田 信司 2 
（1.みやぎ県南中核病院救急科，2.みやぎ県南中核病院呼吸器内科） 

DP9-6 下降性壊死性縦隔炎に対して二期的にドレナージ術を施行し救命した一例
奥山 志織 1，吉村 幸浩 3，速水 元 2，立川 夏夫 3（1.横浜市立大学附属病院麻酔科，2.横浜市立市民病院麻酔科，3.横
浜市立市民病院感染症内科） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 10　多臓器不全・敗血症⑥

座長：稲垣 伸洋（大分市医師会立アルメイダ病院救命救急センター）
DP10-1 敗血症患者におけるインスリン持続静注プロトコルの検討

山本 有紀，野村 美千子，瀬脇 純子，山本 朋納（大阪市立大学医学部附属病院 ICU） 
DP10-2 ICU看護師による SOFA スコア連日評価は新規発症敗血症の早期発見に寄与しうる

藤原 満里子 1，木下 淑恵 2，藤平 彩加 2，今枝 太郎 3，松村 洋輔 3，竹内 純子 2，渡邉 栄三 3，織田 成人 3（1.千葉大学医
学部附属病院感染制御部，2.千葉大学医学部附属病院看護部 ICU/CCU，3.千葉大学大学院医学研究院救急集中治
療医学） 

DP10-3 敗血症患者における血液浄化療法施行後のEA値の動向
神戸 幸司（小牧市民病院臨床工学科） 

DP10-4 PMX-DHP＋CHDF療法の長時間施行が循環動態へ及ぼす影響に関する検討
椋本 匡俊 1,3，西村 哲郎 3，山田 知輝 2，橘 慎也 1，根岸 美和 1，浜津 宏太 1，濱田 直弥 1，加藤 大三 1，岸 正司 2，溝端 
康光 3（1.大阪警察病院医療技術部臨床工学科，2.大阪警察病院救命救急科，3.大阪市立大学大学院医学研究科救急
医学） 

DP10-5 植込型心臓ペースメーカの設定変更を要した敗血症性ショックの 1症例
浅見 幸恵，近藤 那奈，川嶋 久美子，木内 耕己，青木 宏介，相嶋 一登（横浜市立市民病院臨床工学部） 

DP10-6 当院の敗血症患者におけるEndotoxin Activity Assay（EAA）の検討
佐潟 芳久 1，早崎 裕登 1，溝口 将平 1，濱洲 穂積 1，岩倉 雅佳 1，江村 寛之 1，藏元 直也 1，谷口 賢二郎 1，安田 智嗣 2，
垣花 泰之 2（1.鹿児島大学病院臨床技術部臨床工学部門，2.鹿児島大学病院救急集中治療部） 

3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 11　心臓・循環・体液管理③

座長：高橋 伸二（筑波大学医学医療系）
DP11-1 川崎病の既往が疑われた成人急性心筋梗塞の 1症例

今林 徹 1，萩原 信太郎 1，松永 明 2，上村 裕一 1（1.鹿児島大学医学部・歯学部附属病院麻酔科，2.鹿児島大学医学部・
歯学部附属病院手術部） 

DP11-2 成人心臓手術後の一酸化窒素使用による血行動態改善効果
小渡 亮介，鈴木 保之，皆川 正仁，福田 幾夫（弘前大学胸部心臓血管外科） 

DP11-3 外科治療を要した肺塞栓症 2例
有永 康一 1，新山 修平 1，佐藤 晃 1，飛永 覚 2，庄島 賢弘 2，高木 数実 2，田中 啓之 2（1.久留米大学集中治療部，2.久留
米大学外科） 

DP11-4 劇症型巨細胞性心筋炎の一例
藤田 崇志 1，吉田 昌弘 2，菊川 哲英 2，伊藤 宏保 2，藤井 真広 2（1.厚生連高岡病院循環器内科，2.厚生連高岡病院救
命救急センター） 

DP11-5 感染性心内膜炎を契機に発症した僧帽弁瘤の 1治療例
辻 麻衣子 1，卯田 昌代 1，米花 知伸 1，関 宏 1，松山 孝義 1，畝 大 1，田畑 美弥子 1，倉田 篤 1，寶泉 春夫 2，桑原 大輔 2 
（1.大和成和病院心臓血管外科，2.大和成和病院麻酔科） 

DP11-6 急性下後壁心筋梗塞の発症直後にBlow out型左室自由壁破裂をきたした一例
伊藤 亮介 1，山下 淳 1，伊藤 有紀 1，高橋 梨紗 1，小松 俊介 1，山口 済 1，神谷 健太郎 2，小泉 信達 2，荻野 均 2，山科 章 1 
（1.東京医科大学病院循環器内科，2.東京医科大学病院心臓血管外科） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 12　心臓・循環・体液管理④

座長：高木 俊介（横浜市立大学附属病院集中治療部）
DP12-1 複数の抗精神病薬過量内服を契機にVF，VT出現しテンポラリーペーシング（tPM）を挿入した 1例

上原 立己 1，太田 隆嗣 1，小室 哲也 1，野村 岳志 2，小出 康弘 1（1.湘南鎌倉総合病院麻酔科集中治療部，2.横浜市立
大学大学院医学研究科麻酔科学） 

DP12-2 内科的経過観察中に手術加療が必要になった偽腔閉鎖型大動脈型の 3症例
大西 三千代 1，岡 隆紀 1,2，常深 孝太郎 2，三宅 隆一郎 1，内藤 嘉之 1，松尾 辰朗 2，木村 ルミ子 1（1.高槻病院集中治療
部，2.高槻病院心臓血管外科） 

DP12-3 急性心筋梗塞における発症早期機械的合併症の 1例
深町 大介 1，大久保 公恵 1，小嶋 啓介 1，平山 篤志 1，木下 浩作 2（1.日本大学医学部附属板橋病院，2.日本大学医学
部救急学系救急集中治療学医学分野） 
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DP12-4 急性心筋梗塞から院外CPAをきたしバイスタンダーCPR・PCIにて救命したが慢性期に外腸骨動脈閉塞を来した 1例
野里 寿史，宮本 貴庸（武蔵野赤十字病院循環器科） 

DP12-5 ハイブリッド手術室におけるハイブリッド治療が有効であった重症下肢虚血の 1例
加藤 雅史，北條 瞬，櫛山 晃央，金田 和久，横松 孝史，溝口 哲，三木 真司，吉田 章（三菱京都病院心臓内科） 

DP12-6 CS1型の急性心不全増悪を繰り返し治療に難渋した Schmidt症候群の 1例
岩間 一，中井 健仁，阪井 諭司，矢野 裕己，岩井 篤史，平井 香衣子，橋本 行弘，藤本 源，鈴木 恵，土肥 直文（奈良
県西和医療センター循環器内科） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 13　中枢神経・脊髄・末梢神経③

座長：小坂 誠（昭和大学横浜市北部病院麻酔科）
DP13-1 非骨傷性脊髄損傷は集中治療室での管理が必要か？

川本 匡規 1，能勢 道也 1，大野 一幸 2，青井 良太 3，常俊 雄介 1，臼井 章浩 1，森田 正則 1，中田 康城 1，河野 譲二 2，横
田 順一朗 1（1.堺市立総合医療センター救命救急センター，2.堺市立総合医療センター整形外科，3.堺市立総合医
療センター麻酔科） 

DP13-2 急性脊髄損傷に伴う過高熱に対する体温管理戦略
臼井 章浩 1，天野 浩司 1，薬師寺 英明 1，常俊 雄介 1，蛯原 健 1，青井 良太 2（1.堺市立総合医療センター救命救急セン
ター救急外科，2.堺市立総合医療センター麻酔科） 

DP13-3 CO2ナルコーシスを契機に診断した抗ミトコンドリア抗体陽性筋炎の一例
丸橋 孝昭 1，清水 崇宏 2，笠原 峻 1，神應 知道 1，竹内 一郎 1，片岡 祐一 1，浅利 靖 1（1.北里大学医学部救命救急医学，
2.北里大学医学部神経内科） 

DP13-4 HITの関与が考えられた繰り返す意識障害の 1例
福嶋 一剛 1，園生 智弘 1，奈良場 啓 1，大道寺 洋顕 1，橋本 英樹 1，徳永 蔵人 1，山本 祐介 2，中村 謙介 1（1.日立総合病
院救急集中治療科，2.日立総合病院呼吸器内科） 

DP13-5 下肢脱力を主訴に受診したB型解離による脊髄虚血に対し，早期の spinal drainageが有用であった症例
三宅 隆一郎 1，中島 正順 1，内藤 嘉之 1，岡 隆紀 2（1.高槻病院麻酔科，2.高槻病院心臓血管外科） 

DP13-6 重症脳室炎に対する神経内視鏡手術の有効性
越後 整，野澤 正寛，岡田 美知子，加藤 文崇，平泉 志保，塩見 直人（済生会滋賀県病院救急集中治療科） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 14　中枢神経・脊髄・末梢神経④

座長：西山 友貴（鎌倉病院）
DP14-1 深部脳静脈血栓症により深昏睡に至った一例

余湖 直紀 1,2，古谷 良輔 1,2，高橋 竜哉 3，川端 雄一 3，宮崎 弘志 1，望月 聡之 1，祐森 章幸 1,2，鈴木 誠也 1,2，森村 尚登 2 
（1.国立病院機構横浜医療センター救急科，2.横浜市立大学医学部救急医学教室，3.国立病院機構横浜医療セン
ター神経内科） 

DP14-2 大動脈弁置換術後に非痙攣性てんかんによる意識障害をきたした一例
佐藤 ゆかり，吉田 拓生，金子 貴久，亀田 慎也，齋藤 慎二郎，遠藤 新大，齋藤 敬太，内野 滋彦，瀧浪 將典（東京慈
恵会医科大学麻酔科学講座集中治療部） 

DP14-3 違法薬物中毒の診断で入院したが，痙攣を契機に抗NMDA受容体抗体脳炎と診断された一例
小川 敦裕，宮本 恭兵，島 望，喜多 真未，國立 晃成，柴田 尚明，木田 真紀，加藤 正哉（和歌山県立医科大学救急集
中治療医学講座） 

DP14-4 インフルエンザ肺炎に，インフルエンザ脳症の合併が疑われた 1例
宮本 佳尚，平山 一郎，吉本 広平，山本 幸，比留間 孝広，上田 吉宏，土井 研人（東京大学医学部附属病院救急部・
集中治療部） 

DP14-5 急性上腸間膜動脈血栓症に対する血栓溶解療法に続発した脊髄くも膜下血腫の一例
仲原 隆弘 1，赤木 洋介 1，本橋 靖子 1，本郷 貴識 2，魚住 翠子 2，稲葉 基高 2，水川 俊一 1，小林 洋二 1（1.岡山済生会総
合病院麻酔科，2.岡山済生会総合病院救急科） 

3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 15　心臓・循環・体液管理⑤

座長：清水 一好（岡山大学病院麻酔科蘇生科）
DP15-1 Auto pulseによる多発性気腫を合併して治療に難渋した不整脈源性右室心筋症の一例

中島 悟史，朴澤 麻衣子，坂本 翼，芳沢 礼佑，佐久間 雅文，小室 堅太郎，下田 祐大，石田 大，伊藤 智範，森野 禎浩
（岩手医科大学内科学講座循環器内科分野） 

DP15-2 当院のHCU開設前後 1年の急性大動脈解離患者の管理と転帰
伊藤 淳 1，大西 龍貴 2，松永 裕樹 1，三島 秀樹 1，田邉 孝大 3，黒木 識敬 3，弓場 隆生 3，鈴木 健雄 2，石川 進 1（1.都立
墨東病院胸部心臓血管外科，2.都立墨東病院麻酔科，3.都立墨東病院循環器科） 

DP15-3 大動脈気管支瘻に対して気管支充填術を用いて救命できた 1例
一林 亮，酒井 浩多，鈴木 銀河，渡辺 雅之，豊田 幸樹年，横室 浩樹，吉原 克則，本多 満（東邦大学医療センター大
森病院総合診療救急医学講座） 
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DP15-4 開心術術後の患者において，Bioreactance法を用いた非侵襲的心拍出量モニタリングの有用性を検討した研究
中張 裕史 1，飯塚 悠祐 2，讃井 將満 2（1.横須賀市立うわまち病院麻酔科，2.自治医科大学附属さいたま医療セン
ター） 

DP15-5 IgG4関連心膜炎が疑われステロイド治療が奏効した一例
荒尾 憲司郎 1，長谷川 宏子 1，吉田 奈々絵 1，吉田 裕志 1，岩波 慶一 2（1.練馬光が丘病院循環器内科，2.練馬光が丘
病院リウマチ内科） 

DP15-6 来院時左室壁運動異常を伴っていなかった左室内可動性血栓の一症例
井澤 眞代，綱野 祐美子，板垣 大雅，中瀧 恵実子，小野寺 睦雄，大藤 純，西村 匡司（徳島大学病院救急集中治療部） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 16　心臓・循環・体液管理⑥

座長：森脇 龍太郎（千葉労災病院）
DP16-1 剖検で明らかとなった急性心筋梗塞後心室中隔穿孔の 1例

新美 太祐 1，秋山 正慶 1，村山 誠弥 1，河田 耕太郎 2，西田 修 2（1.公立西知多総合病院集中治療部・麻酔科，2.藤田
保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DP16-2 食道手術における術後上室性不整脈とNT-proBNPの関連
福原 久美，加藤 貴大，原木 俊明，近藤 隆志，讃岐 美智義，濱田 宏，河本 昌志（広島大学病院麻酔科） 

DP16-3 PCI（ロータブレータ）施行後に，下腹壁動脈からの出血により出血性ショックとなった症例
佐藤 恒久 1，西本 久子 1，大橋 雅彦 1，鈴木 祐二 1，小林 賢輔 1，加藤 弘美 1，御室 総一郎 1，小幡 由佳子 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.浜松医科大学麻酔・蘇生学講座） 

DP16-4 冠動脈疾患を有する患者に対して，大動脈内バルーンパンピング下に開腹胆嚢摘出術を施行した一例
佐賀 俊介，黒住 祐磨，宮田 昭彦，柴 昌行，西本 裕二，佐藤 幸人（兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科） 

DP16-5 ショックを合併した肺動脈塞栓症に対して経皮的心肺補助装置を留置し良好な経過を得た 2例
坂東 美佳，中村 通孝，鵜木 崇，永野 雅英，内田 智子，加藤 誉史，澤村 匡史，西上 和宏（済生会熊本病院集中治療室） 

DP16-6 早期からのエポプロステノール併用Upfront Combination Therapyが有効であった重症肺高血圧症の一例
森下 健太郎 1，勝木 竜介 2，三鴨 肇 3，森 茂 3，道野 朋洋 4，赤松 繁 4，香田 雅彦 1，鷹津 久登 1（1.JA岐阜厚生連中濃厚
生病院循環器内科，2.JA岐阜厚生連中濃厚生病院外科，3.JA岐阜厚生連中濃厚生病院救命救急センター，4.JA岐阜
厚生連中濃厚生病院麻酔科） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 17　心臓・循環・体液管理⑦

座長：星 拓男（筑波大学附属病院茨城県地域臨床教育センター/茨城県立中央病院麻酔・集中治療科）
DP17-1 大血管手術の周術期に神経学的合併症を発症した症例についての検討

渋谷 伸子 1，山下 昭雄 2，武内 克憲 2，青木 正哉 2，奥寺 敬 1，山崎 光章 3（1.富山大学附属病院集中治療部，2.富山大
学附属病院心臓血管外科，3.富山大学附属病院麻酔科） 

DP17-2 成人敗血症性ショックの初期蘇生にアドレナリンの持続静注併用が有効であった 1例
鷺島 克之，江嶋 正志，徳永 健太郎，早田 学，山下 淳二，蒲原 英伸（熊本大学医学部集中治療部） 

DP17-3 チアミン 100mg静注では救命し得なかった湿性脚気の一例
北野 鉄平，岡島 正樹，余川 順一郎，西川 昌志，遠山 直志，中山 祐子，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，谷口 巧（金
沢大学附属病院集中治療部） 

DP17-4 β遮断薬が有用と思われた S状心室中隔による左室流出路狭窄および僧帽弁閉鎖不全症による心不全の 1例
都築 通孝 1，太田 祐介 2，窪田 龍二 3，鈴木 淳也 3，荒木 善盛 4，沖島 正幸 5，南良 義和 5，中前 健二 5（1.豊田厚生病院
救急科，2.豊田厚生病院麻酔科，3.豊田厚生病院内科，4.豊田厚生病院心臓外科，5.豊田厚生病院臨床工学技術科） 

DP17-5 周術期にVA-ECMO管理を要した症例
宗友 あゆみ，梅井 菜央，市場 晋吾，間瀬 大司，坂本 篤裕（日本医科大学付属病院麻酔科） 

DP17-6 大動脈弁置換＋バイパス術の人工心肺離脱時にElectrical Stormを生じ 16回の電気ショックを施行した一症例
森 哲，小高 光晴，二瓶 春菜，安藤 一義，岡村 圭子，西山 圭子，小森 万希子（東京女子医科大学東医療センター麻
酔科） 

3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 18　心臓・循環・体液管理⑧

座長：西田 博（東京女子医科大学心臓血管外科）
DP18-1 硬膜外血腫の手術翌日に心停止となり，浮遊性右心腔内血栓による三尖弁閉塞が原因と疑われた肺塞栓症の 1例

黄 俊憲 1，小野寺 健太 1，鈴木 啓士 1，高橋 健太 1，三軒 豪仁 1，太良 修平 1，圷 宏一 1，山本 剛 1，石井 庸介 2，清水 渉 1,3

（1.日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科，2.日本医科大学付属病院心臓血管外科，3.日本医科大学付属病院
循環器内科） 

DP18-2 経皮的心肺補助装置に左房ベント併用が効果的であった 2症例の検討
南 圭祐 1，木田 圭亮 1，出雲 昌樹 1，大野 真 2，北中 陽介 2，宮入 剛 2，明石 嘉浩 1（1.聖マリアンナ医科大学循環器内科，
2.聖マリアンナ医科大学心臓血管外科） 
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DP18-3 Crush＆Burn 症例に対するPCPSから体外式 LVADに移行後より著明な循環不全を認めた 1症例
南 圭祐 1，木田 圭亮 1，出雲 昌樹 1，大野 真 2，北中 陽介 2，宮入 剛 2，明石 嘉浩 1（1.聖マリアンナ医科大学循環器内科，
2.聖マリアンナ医科大学心臓血管外科） 

DP18-4 ECMO施行中の重篤な出血合併症をコントロールし救命し得た一例
平田 晶子，小林 克也，大山 慶介，徳山 榮男，平澤 康孝，青景 聡之，中里 桂子，本郷 卓，池崎 弘之，竹田 晋浩（か
わぐち心臓呼吸器病院） 

DP18-5 長期PCPS管理を要した放射線治療後収縮性心膜炎の一例
高橋 京助，堀北 奨，簗瀬 史貴，中嶋 いくえ，藤井 達也，川岸 利臣，飯塚 悠祐，長友 香苗，牧野 淳，讃井 將満（自
治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部） 

DP18-6 一時的ペーシングが必要な重症心疾患患者への冠静脈洞ペーシングの有用性
小野寺 健太 1，三軒 豪仁 1，高橋 健太 1，黄 俊憲 1，林 洋史 1，坪井 一平 2，太良 修平 1，圷 宏一 1，山本 剛 1，清水 渉 1,2 
（1.日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科，2.日本医科大学付属病院循環器内科） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 19　心臓・循環・体液管理⑨

座長：高松 道生（鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿数湯病院）
DP19-1 開心術後の難治性の肺出血による気道閉塞に対し抗凝固療法なしにECMO管理を行った 1例

川岸 利臣，讃井 將満，青松 昭徳，飯塚 悠佑，毛利 英之，中嶋 いくえ，藤井 達也，高橋 京助（自治医科大学附属さ
いたま医療センター麻酔科集中治療部） 

DP19-2 重症心筋梗塞治療における循環器内科医の役割
三軒 豪仁 1，小野寺 健太 1，高橋 健太 1，黄 俊憲 1，太良 修平 1，細川 雄亮 1，圷 宏一 1，山本 剛 1，高野 仁司 2，清水 渉 1,2

（1.日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科，2.日本医科大学付属病院循環器内科） 
DP19-3 血行動態の破綻した急性肺動脈塞栓症に対して，PCPSを装着し，外科的血栓摘除を施行した救命し得た 2例

増田 貴彦 1，伊藤 淳 2，井上 洋 2（1.仙台厚生病院心臓血管外科，2.仙台厚生病院麻酔科） 
DP19-4 大動脈内バルーンパンピングを必要とした急性冠症候群における原因別検討

栗山 根廣，足利 敬一（宮崎市郡医師会病院心臓病センター） 
DP19-5 頭痛を契機にACSと診断された 2 症例

村田 伸弘，深町 大介，小嶋 啓介，大久保 公恵，平山 篤志（日本大学医学部附属板橋病院循環器内科） 
DP19-6 全身性炎症反応症候群を併発したB型急性大動脈解離 2例の検討

岩崎 司，新田 順一，稲村 幸洋，加藤 信孝，根木 謙，佐藤 明，大和 恒博，松村 穣，新田 順一（さいたま赤十字病院） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 20　気道・呼吸・呼吸管理①

座長：坂口 嘉郎（佐賀大学医学部麻酔・蘇生学）
DP20-1 新生児におけるリーク補正機能を併用した圧補正従量式換気の検討

板垣 大雅 1，大藤 純 2，西村 匡司 1，Robert M. Kacmarek3（1.徳島大学大学院救急集中治療医学，2.徳島大学病院
ER・災害医療診療部，3.マサチューセッツ総合病院呼吸療法部門） 

DP20-2 経鼻高流量酸素療法から経鼻低流量酸素療法への移行に際する，必要酸素流速の検討
神保 一平，森山 潔，岡野 弘，小谷 真理子，金井 理一郎，神山 智幾，鵜澤 康二，中澤 春政，山田 達也，萬 知子（杏
林大学医学部付属病院麻酔科） 

DP20-3 オープン ICUにおけるチーム医療の有用性 ～RCTによる人工呼吸症例の再挿管率および死亡率について～
鈴木 慧太郎 1，篠崎 Masahiro1,2，鍛冶 有登 1，薬師寺 泰匡 1，白坂 渉 1，砂田 明日香 1，新福留 理恵 2，井口 秀 2，永井 
佑典 2（1.岸和田徳洲会病院救命救急センター，2.岸和田徳洲会病院RCT） 

DP20-4 開胸手術後に縦隔炎を合併し，長期の経口挿管管理を要した二例
宇井 あかね 1，亀山 良亘 2，吾妻 俊弘 1，金谷 明浩 1，武井 祐介 1，江島 豊 3，齋藤 浩二 2（1.東北大学医学部麻酔科学・
周術期医学分野，2.東北大学病院集中治療部，3.東北大学病院手術部） 

DP20-5 ICUにおける extubation failureのリスク因子の検討
栗田 健郎，中西 加寿也，奥 怜子，山地 芳弘，竹田 雅彦，上野 昌輝（成田赤十字病院救急・集中治療科） 

DP20-6 患者－人工呼吸器非同調（Reverse Triggering）による高一回換気量に対し筋弛緩薬を投与した一例
松尾 輝政 1，庄野 敦子 1，串崎 浩行 2，榊原 学 2，三原 亨 2，二階 哲朗 2，齊藤 洋司 1（1.島根大学医学部麻酔科学講座，
2.島根大学医学部附属病院集中治療部） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 21　気道・呼吸・呼吸管理②

座長：笹野 寛（名古屋市立大学病院救急科）
DP21-1 6日間の人工呼吸器管理を要した陰圧性肺水腫の一例

鈴木 皓佳，清水 真人，磯川 修太郎，田中 裕之，大谷 典生，石松 伸一（聖路加国際病院救急部） 
DP21-2 肥満低換気症候群の管理にVV ECMOが有効であった一例

河本 晃宏 1，鶴岡 歩 1，藤野 高久 2，井上 賀元 3（1.京都民医連中央病院救急・集中治療科，2.京都民医連中央病院腎
循環器センター，3.京都民医連中央病院総合内科） 
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DP21-3 大動脈の術後に気管狭窄をきたしたマルファン症候群の一例
林 美蓉，出井 真史，伊藤 慎也，佐野 友里香，村田 志乃，小倉 玲美，内本 一宏，刈谷 隆之，後藤 正美，大塚 将秀（横
浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部） 

DP21-4 当院 ICUにおける高流量経鼻酸素療法（HFT）の使用状況について
岡本 竜哉，植村 樹，米廣 由紀，小美濃 明子，小川 竜徳，深谷 隆史，松田 航，佐々木 亮，吉田 メイ子，木村 昭夫（国
立国際医療研究センター救命救急センター集中治療科） 

DP21-5 輪状甲状膜穿刺キットの使用による，再挿管の回避の検討
渡辺 雅之 1，豊田 幸樹年 1，鈴木 銀河 1，一林 亮 1，横室 浩樹 1，本田 満 1，吉原 克則 1，落合 亮一 2（1.東邦大学医療セ
ンター大森病院救命センター，2.東邦大学医療センター大森病院麻酔科） 

DP21-6 低肺機能患者の喀血を伴う肺アスペルギルス症に対し集学的治療を行い救命した一例
伊敷 聖子 1，塩塚 潤二 2，毛利 英之 2，中山 泉 2，安元 浩 3，天願 俊穂 3，仲嶺 洋介 1，村上 隆啓 4，依光 たみ枝 5（1.沖
縄県立中部病院麻酔科，2.沖縄県立中部病院集中治療部，3.沖縄県立中部病院心臓血管外科，4.沖縄県立中部病院
外科，5.沖縄県立八重山病院麻酔科） 

3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 22　気道・呼吸・呼吸管理③

座長：三住 拓誉（神戸大学附属病院集中治療部）
DP22-1 喉頭に陥入した義歯を抜去した後に縦隔気腫，気胸を発症した一例

鑓水 健也 1，鈴木 博人 1，早坂 達哉 1，栗原 一貴 1，黒田 美聡 1，宇賀神 のりえ 1，成澤 あゆ香 1，大瀧 恵 1，中根 正樹 2，
川前 金幸 1（1.山形大学医学部附属病院麻酔科，2.山形大学医学部附属病院高度集中治療センター） 

DP22-2 肺炎に心不全を合併し，治療に難渋した超高齢者の一例
齊藤 眞樹子，康 美理，角田 美保子，斉藤 倫子，秋月 登，並木 みずほ，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学） 

DP22-3 胸部外傷に合併したARDSと無気肺に対してAPRVと腹臥位療法で治療し，長期予後を観察した一例
辻本 雄太 1，長谷川 佑介 2，横川 京子 1，中塚 峻 1，山田 尚弘 1，三田 法子 1，佐藤 精司 1，武田 健一郎 1，瀬尾 伸夫 1，
森野 一真 1（1.山形県立救命救急センター救急科，2.山形県立中央病院麻酔科） 

DP22-4 当院集中治療室に入室した喀血症例 11例の臨床的検討
古田 敬亮 1，杉本 憲治 1，為近 舞子 1，藤井 智章 1，川浪 匡史 2，高須 宏江 1（1.名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療
部，2.名古屋第二赤十字病院呼吸器内科） 

DP22-5 低侵襲心臓手術術後の呼吸機能障害
妙中 浩紀，入嵩西 毅，堀口 佑，内山 昭則，藤野 裕士（大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学教室） 

DP22-6 気管チューブカフの素材と気管形状がマイクロアスピレーションに与える影響についての実験的検討
原山 信也 1，長田 圭司 1，清水 智子 1，内田 貴之 2，倉津 諭 1，樋渡 智香子 1，荒井 秀明 1，二瓶 俊一 1，相原 啓二 1，蒲
地 正幸 1（1.産業医科大学病院集中治療部，2.産業医科大学麻酔科） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 23　気道・呼吸・呼吸管理④

座長：山口 修（横浜市立大学附属病院集中治療部）
DP23-1 呼吸性アシドーシスに対するアルカリ投与の呼吸抑制作用の検討

山下 智範 1，内山 昭則 1，小山 有紀子 1，吉田 健史 2，藤野 裕士 1（1.大阪大学大学院生体統御医学講座麻酔集中治療
医学教室，2.トロント小児病院） 

DP23-2 体外式膜型人工肺（ECMO）使用下気管ステント留置術で自発呼吸の温存が有効であった高度気管狭窄の 1例
安藤 嘉門，柿沼 勇太，菅 規久子，逢坂 佳宗（川崎市立川崎病院麻酔科） 

DP23-3 胸膜肺全摘出術の周術期集中治療管理と早期回復・単純肺全摘出術との比較
酒井 規広 1,2，高内 裕司 2（1.総合大雄会病院麻酔科，2.大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター麻酔科） 

DP23-4 逆比換気を施行した重症ARDSの 1例
藤内 研，方山 真朱，布宮 伸，和田 政彦，小山 寛介，鯉沼 俊貴，後藤 祐也（自治医科大学麻酔科学・集中治療医学
講座集中治療医学部門） 

DP23-5 劇症型 1型糖尿病 /糖尿病性ケトアシドーシスにARDSを合併し，VV-ECMOを使用し救命し得た一例
井上 顕治 1，遠山 昌平 1，小林 正和 2，小張 祐介 1，小林 道生 1，石橋 悟 1（1.石巻赤十字病院救急科，2.東北大学病院） 

DP23-6 Stanford A型急性大動脈解離の術後管理におけるNasal high flow療法の有用性の検討
佐藤 浩毅，近藤 隆志，原木 俊明，加藤 貴大，讃岐 美智義，濱田 宏，河本 昌志（広島大学病院麻酔科） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 24　気道・呼吸・呼吸管理⑤

座長：小北 直宏（旭川医科大学病院集中治療部）
DP24-1 救急外来での気管挿管後に異物を認め異物除去術を要した 2例

塩島 裕樹，金尾 邦夫，土井 賢治，斎藤 豊，田熊 清継（市立川崎病院） 
DP24-2 急性喉頭蓋炎の緊急気道確保に対してエアウェイスコープを用いた経口挿管の使用経験

岡 秀樹，中山 泉，毛利 英之，塩塚 潤二（沖縄県立中部病院集中治療科） 
DP24-3 防水スプレーによる肺障害によりARDSに至った 1例

澤本 徹，守田 誠司，渡辺 泰江，鈴木 良，小俣 麻美（小田原市立病院） 
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DP24-4 多発性骨髄腫による前縦隔腫瘍で気道閉塞となり挿管管理となったが放射線治療が著効し救命し得た 1例
中山 雄二朗，尾崎 徹，菊池 忠，高木 誠，具嶋 泰弘，前原 潤一（済生会熊本病院救急総合診療センター） 

DP24-5 当院における経鼻高流量酸素療法の呼吸不全終末期における使用実態調査
岡野 弘，森山 潔，金井 理一郎，神山 智幾，小谷 真理子，萬 知子（杏林大学医学部麻酔科学教室） 

3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 25　気道・呼吸・呼吸管理⑥

座長：光家 努（高松赤十字病院臨床工学課）
DP25-1 PAVTM＋を用いたRespirator y ECMO管理の経験

板坂 竜，前中 則武，猫宮 伸佳，那須 敏裕，進藤 尚樹，中村 厚志（市立札幌病院臨床工学科） 
DP25-2 HAMILTON MEDICAL社製加温加湿器HAMILTON-H900の性能評価

秋山 泰利 1，山本 信章 1，渡部 雄介 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） 

DP25-3 当院集中治療室における高流量経鼻酸素療法の現状
汐見 顕人 1，森下 淳 2，山木 良一 2，熊野 穂高 2（1.東大阪市立総合病院臨床工学科，2.東大阪市立総合病院麻酔科・
集中治療部） 

DP25-4 NPPV装着により脳血管疾患患者の睡眠呼吸障害が改善した 1症例
前田 智美 1，湯野 智香子 2，太田 裕子 2（1.小松市民病院臨床工学科，2.小松市民病院看護部） 

DP25-5 開心術後患者の抜管後呼吸不全に対するアプローチの検討
吉永 修平 1，管田 塁 1，外口 敬作 1，荒木 康幸 1，西上 和宏 2，上杉 英之 2（1.済生会熊本病院臨床工学部門，2.済生会
熊本病院集中治療室） 

DP25-6 1回換気量および流速変化が人工鼻加湿性能に及ぼす影響
吉野 智哉 1，堀尾 福雄 1，山本 康裕 2（1.愛知厚生連江南厚生病院臨床工学技術科，2.愛知厚生連江南厚生病院集中
治療部） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 26　気道・呼吸・呼吸管理⑦

座長：丸山 雅和（帯広厚生病院医療技術部臨床工学技術科）
DP26-1 PCO2/SpO 2モニタリングシステムを用いた high flow nasal cannulaによるCO 2変化の検証

鈴木 惟司 1，江川 裕子 2，生田 結 3，井上 敬太 3，松山 広樹 3（1.京都第一赤十字病院救急科部医療技術課，2.さいた
ま赤十字病院救命救急センター，3.京都第一赤十字病院麻酔科） 

DP26-2 人工呼吸器装着患者に対する離床訓練へのCEの関わり
古山 大志，秋元 聡子，九島 裕樹，藤井 洵希，三浦 啓道，広瀬 徳勝，久保田 沙也香，増井 浩史，神谷 典男，北本 憲
永（聖隷浜松病院臨床工学室） 

DP26-3 人工呼吸器離脱プロトコル導入による効果
岡林 克也 1，能登 俊輔 1，阪本 美香 1，安田 勉 1，浦崎 伸吾 1，笠井 浩貴 1，角 暢征 1，鶴間 哲弘 2，木村 慶信 3，清水 斎 3 
（1. JR札幌病院臨床工学室，2. JR札幌病院外科，3. JR札幌病院麻酔科） 

DP26-4 当院における人工呼吸器を用いた患者搬送の方法と特徴についての調査
田中 雄己 1，瀬尾 龍太郎 2，杉澤 朋弥 1，山城 悠葵 1，中農 陽介 1，中村 悟士 1，相原 雅士 1，佐藤 純 1，坂地 一朗 1 
（1.神戸市立医療センター中央市民病院臨床工学技術部，2.神戸市立医療センター中央市民病院救急部） 

DP26-5 Respirator y ECMO長期管理の経験と回路交換の検討
天雲 史浩 1，西山 礼花 1，関本 貴紀 1，柏原 裕章 1，大黒 由加里 2，河野 洋二 3，岸本 伸人 3（1.高松市民病院臨床工学科，
2.高松市民病院内科，3.高松市民病院呼吸器内科） 

DP26-6 新築移転を経験し臨床工学技士の立場から
上岡 将之 1，小橋 和彦 1，井能 秀雄 1，関谷 芳明 2，山田 均 2，荒木 祐一 2（1.土浦協同病院臨床工学部，2.土浦協同病
院救急科） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 27　気道・呼吸・呼吸管理⑧

座長：中川 聡（国立成育医療研究センター集中治療科）
DP27-1 小児重症心身障害児に対する排痰補助装置を用いた呼吸リハビリテーションの取り組み

丸山 剛 1，亀田 裕美 1，塩見 耕平 1，赤星 博和 2，鶴卷 俊江 1，清水 朋枝 1，石川 公久 1，上野 友之 1，羽田 康司 1（1.筑
波大学附属病院リハビリテーション部，2.筑波大学附属病院医療機器管理センター） 

DP27-2 ICU専従理学療法士と看護師による連携が効果を示した 1症例
米川 知宏（嶋田病院リハビリテーション科） 

DP27-3 モデル肺を用いた成人HFOV呼吸器の換気評価：IT％および機種による換気効率の比較
西松 篤則 1，金澤 俊介 1，長野 修 2，山内 英雄 3，山下 幸一 4（1.高知大学医学部医学科先端医療学コース，2.高知大
学医学部災害・救急医療学講座，3.高知大学医学部附属病院救急部，4.高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学
講座） 
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DP27-4 成人用HFOV呼吸器の換気に及ぼす回路内定常流の影響：モデル肺を用いた検討
金澤 俊介 1，西松 篤則 1，長野 修 2，山内 英雄 3，山下 幸一 4（1.高知大学医学部医学科先端医療学コース，2.高知大
学医学部災害・救急医療学講座，3.高知大学医学部附属病院救急部，4.高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学
講座） 

DP27-5 気管狭窄を来した頚部・縦隔腫瘍の生検術に対し，敢えて気管挿管を回避して周術期管理を行った一症例
與儀 野花南，高橋 和成，小橋川 晃代，上川 務恵（中頭病院麻酔科） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 28　気道・呼吸・呼吸管理⑨

座長：佐藤 圭路（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学）
DP28-1 海水溺水後の心肺停止患者に対して静脈 -静脈膜型人工肺（VV ECMO）を用いた集学的治療が奏功した一例

石井 雄一郎，福嶋 一剛，大道寺 洋顕，奈良場 啓，園生 智弘，橋本 英樹，徳永 蔵人，中村 謙介（日立総合病院救急
救命センター） 

DP28-2 アセタゾラミドによる致死性肺水腫の 1例
盛房 槙子，池田 覚，國重 千佳，小野 雄一郎，当麻 美樹（兵庫県立加古川医療センター救急科） 

DP28-3 重症壊死性肺炎に対してECMO導入し救命しえた 1例
乙丸 友里，松田 律史，瀧 健治（札幌東徳洲会病院） 

DP28-4 両側胸腔ドレナージ後に再膨張性肺水腫となり集中治療管理を要した一例
道下 貴弘 1，谷口 隼人 1，廣見 太郎 1，中嶋 賢人 1，藤井 裕人 1，古見 健一 1，土井 智喜 1，森村 尚登 2（1.横須賀共済病
院救急科，2.横浜市立大学医学部救急医学教室） 

DP28-5 前縦隔腫瘍による気道狭窄でECMOを導入し，集学的治療により奏功した一例
望月 達城 1，橋本 学 2，茂木 勝義 2，篠田 麻衣子 2，林 督人 2，岡田 修 2，扇田 信 3，岡本 洋史 4，青木 和裕 1,2，長坂 安子 2 
（1.聖路加国際病院集中治療科，2.聖路加国際病院麻酔科，3.聖路加国際病院腫瘍内科，4.聖路加国際病院臨床疫
学センター） 

3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 29　気道・呼吸・呼吸管理⑩

座長：市場 晋吾（日本医科大学付属病院外科系集中治療科）
DP29-1 当院 ICUにおける気管切開時期とその検討

村上 紗羅，熊澤 淳史，小畠 久和，小原 章敏（堺市立総合医療センター集中治療科） 
DP29-2 循環不全を伴うARDS患者に対するVV ECMOの使用経験

岩下 義明 1,3，行光 昌宏 2，鈴木 圭 1，武田 多一 1，丸山 一男 3，今井 寛 1（1.三重大学医学部附属病院救命救急センター，
2.三重大学医学部附属病院臨床工学部，3.三重大学大学院医学系研究科麻酔集中治療学） 

DP29-3 侵襲性A群溶連菌による重症肺炎及びToxic shock syndromeを呈した一症例
大竹 弘隆 1，瀬川 悠史 2，藤井 健一郎 2，笹木 晋 2，小川 広晃 2，都築 誠一郎 2，日比野 将也 2，神宮司 成弘 2，植西 憲
達 2（1.名古屋徳洲会総合病院循環器内科，2.藤田保健衛生大学救急総合内科） 

DP29-4 パニック障害と誤診された声門下気道狭窄の一例
藤井 健一郎 1，植西 憲達 1，神宮司 成弘 1，日比野 将也 1，小川 広晃 1，都築 誠一郎 1，笹木 晋 1，瀬川 悠史 1，大竹 弘
隆 2（1.藤田保健衛生大学医学部救急総合内科，2.名古屋徳洲会総合病院） 

DP29-5 胞巣状軟部肉腫の肺転移に伴う喀血による呼吸不全で救命し得なかった一例
田中 博之，笹橋 望，竹下 惇，西山 慶（国立病院機構京都医療センター救命救急科） 

DP29-6 ANCA関連血管炎に伴う肺胞出血にVV-ECMOを導入した 2例
橋本 香織，石田 径子，高木 雅生，羽切 慎太郎，澤井 啓介，赤坂 理，水堂 祐広，西川 正憲，阿南 英明（藤沢市民病
院救命救急センター） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 30　気道・呼吸・呼吸管理⑪

座長：斉藤 洋司（島根大学医学部麻酔科学）
DP30-1 体外膜型酸素化装置を要した急性骨髄性白血病の寛解導入療法後肺炎に合併した輸血関連急性肺障害の一例

斉藤 仁志 1，舘澤 亮大 2，早坂 怜 1，水野谷 和之 1，石川 岳彦 3，森本 裕二 1，丸藤 哲 3（1.北海道大学病院麻酔科，2.北
海道大学病院脳神経外科，3.北海道大学病院先進急性期医療センター） 

DP30-2 一側肺換気中の気胸を肺エコーで診断治療した 1例
久後 舟平 1，植田 裕史 1，高橋 伸二 2（1.筑波大学附属病院麻酔科，2.筑波大学医学医療系麻酔蘇生学） 

DP30-3 食道癌術後の難治性肺瘻に対し早期ECMO導入を含めた集学的治療にて良好な転帰を得た一例
小山 泰明，古川 彩香，渡部 浩明，松本 佑啓，榎本 有希，下條 信威，丸島 愛樹，河野 了，井上 貴昭（筑波大学附属
病院救急・集中治療科） 

DP30-4 胸部外傷症例に対する分離肺換気において，double lumen tubeの長期挿管は安全か？
岩崎 夢大，千田 康之，石田 時也，篠原 一彰，熊田 芳文（太田綜合病院附属太田西ノ内病院麻酔科） 

DP30-5 呼吸器離脱困難患者におけるBlom®スピーチカニューレの使用経験
島原 由美子，曽我部 拓，高端 恭輔，中倉 晴香，家城 洋平，石田 健一郎，木下 順弘，定光 大海（国立病院機構大阪
医療センター救命救急センター） 
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DP30-6 診断に難渋した肺胞出血を伴う顕微鏡的多発血管炎に対し免疫抑制及び血漿交換を施行し救命できた一例
垣内 大樹 1,2,3，酒井 徹也 1，安田 聖一 4，小松 素明 4，笹田 真滋 1，佐々木 淳一 3，中村 守男 1（1.東京都済生会中央病
院呼吸器内科，2.東京都済生会中央病院救急診療科，3.慶應義塾大学医学部救急医学，4.東京都済生会中央病院腎
臓内科） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 31　気道・呼吸・呼吸管理⑫

座長：浅賀 健彦（香川大学医学部附属病院集中治療部）
DP31-1 肺機能の低下した皮膚筋炎患者の難治性気胸に対する手術をVV-ECMOの補助下に行った一例

舩木 一美，倉敷 達之，湊 弘之，北川 良憲，持田 晋輔，南 ゆかり，稲垣 喜三（鳥取大学医学部麻酔・集中治療医学
分野） 

DP31-2 長期分離換気を必要とした右肺全摘術後気管支瘻の一症例
趙 晃済 1，榎 泰二郎 2（1.京都大学医学部付属病院初期診療救急科，2.神戸市立医療センター西市民病院） 

DP31-3 小脳再出血後に両側反回神経麻痺を来した 1例
古野 雅恵 1，杉本 保之 1，高淵 聡史 1，藤井 雅士 2，藤井 恵美 3（1.彦根市立病院麻酔科，2.長浜赤十字病院麻酔科，3.滋
賀医科大学救急・集中治療部） 

DP31-4 気管支鏡ガイド下経皮的気管切開術例は安全に施行可能か？
渕上 貴正，前山 博輝，吉岡 崇，番匠谷 友紀，松井 大作，上田 泰弘，岡 和幸，星野 あつみ，蕪木 友則，小林 誠人（公
立豊岡病院但馬救命救急センター） 

DP31-5 長期人工呼吸器管理における深呼吸モードを利用した呼吸管理と呼吸ケアサポートチーム（RST）の効果
山田 成美 1，窪田 佳史 1，白水 春香 1，日宇 宏之 1，増田 幸子 1，中道 親昭 1，谷脇 裕介 2（1.国立病院機構長崎医療セ
ンター救命救急センター，2.国立病院機構長崎医療センター臨床工学部） 

DP31-6 致死的な上気道閉塞を来したクインケ浮腫患者の緊急気道確保の経験
山中 秀則，山崎 倫子，木山 亮介，山長 修，前川 俊，進藤 一男（兵庫県立尼崎総合医療センター） 

3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 32　消化器①

座長：蕪木 友則（公立豊岡病院但馬救命救急センター）
DP32-1 急性血液浄化を含む集学的治療で救命した劇症肝炎の 1例

村山 誠弥 1，秋山 正慶 1，新美 太祐 1，内山 壮太 2，河田 耕太郎 2，西田 修 2（1.公立西知多総合病院集中治療部・麻酔
科，2.藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DP32-2 急性胆嚢炎の手術待機中に非閉塞性腸管虚血を発症した 1症例
武智 健一（愛媛県立今治病院麻酔科） 

DP32-3 胆管癌術後に急激な経過を辿った肝ガス壊疽の一例
宮田 惟 1，小室 哲也 1，太田 隆嗣 1，小出 康弘 1，柏木 宏之 2（1.湘南鎌倉総合病院麻酔科・集中治療部，2.湘南鎌倉
総合病院外科） 

DP32-4 下膵十二指腸動脈瘤破裂に後腹膜血腫による十二指腸狭窄をきたした 1例
竹内 庸浩 1，江森 一雅 1，曽根田 純一 1，高田 昌紀 2，中尾 篤典 3（1.神戸徳洲会病院内科，2.川崎病院救急部，3.岡山
大学病院救急部） 

DP32-5 十二指腸憩室穿孔に対して外科的治療を選択した 2症例の検討
田嶋 実，柳谷 忠雄（市立三次中央病院麻酔科・集中治療室） 

DP32-6 一酸化炭素中毒の経過中に難治性出血性直腸潰瘍を発症し止血に難渋した 1例
大鶴 繁，趙 晃済，角田 洋平，播摩 裕，堤 貴彦，森 智治，篠塚 健，柚木 知之，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） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 33　消化器②

座長：澤野 宏隆（大阪府済生会千里病院千里救命救急センター）
DP33-1 敗血症性ショックを伴う大腸穿孔 25症例の検討

安藤 雅規 1，田中 克仁 1，伊藤 武 1，佐藤 健 1，山下 克也 1，市原 透 1，服部 友紀 4，平川 昭彦 3，津田 雅庸 2，武山 直志 2 
（1.豊橋医療センター外科，2.愛知医科大学病院高度救命救急センター，3.藤田保健衛生大学病院災害外傷外科，

4.名古屋市立大学病院） 
DP33-2 集学的治療を要した術後無石胆嚢炎の 1例

磐井 佑輔，橘 昌嗣，河野 悟（白鬚橋病院消化器・一般外科） 
DP33-3 Clostridium per fringens による消化器感染症の 2例

鹿野 敏雄 1，相見 有理 2（1.市立四日市病院外科，2.市立四日市病院脳神経外科） 
DP33-4 術前APACHE II score に基づいた下部消化管穿孔，壊死症例におけるPMX-DHPの適応基準

吉川 健治，田端 志郎（耳原総合病院外科） 
DP33-5 中部食道癌への内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）により緊張性気胸を呈し心肺停止となった一症例

田根 なつ紀 1，綱野 裕美子 2，井澤 眞代 2，中瀧 恵実子 2，小野寺 睦雄 2，大藤 純 1,2，西村 匡司 2（1.徳島大学病院ER・
災害医療診療部，2.徳島大学病院救急集中治療部） 
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DP33-6 急性膵炎を合併した急性型B型劇症肝炎の 1例
古賀 美佳 1，中島 孝輔 2，桑野 彰人 2，牟田 隆則 3，中村 覚粛 3，吉富 有哉 3，佐藤 友子 3，藤田 尚宏 2，三溝 慎次 1 
（1.佐賀県医療センター好生館集中治療部，2.佐賀県医療センター好生館総合教育研修センター，3.佐賀県医療セ
ンター好生館救命救急センター） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 34　消化器③

座長：山村 仁（弘前大学大学院医学研究科救急災害医学）
DP34-1 集学的治療にて社会復帰を果たした重症型アルコール性肝炎の 1例

小張 祐介 1，大邉 寛幸 2，井上 顕治 1，遠山 昌平 1，小林 正和 3，小林 道生 1，石橋 悟 1（1.石巻赤十字病院救命救急セ
ンター，2.みやぎ県南中核病院，3.東北大学病院高度救命救急センター） 

DP34-2 絞扼性イレウスによる院外心肺停止後，社会復帰を果たした一例
戒能 多佳子，渡辺 悠，阿部 智一（筑波メディカルセンター病院救急診療科） 

DP34-3 当科でNOMIに対して開腹術を施行した 17例の検討
勅使河原 勝伸，川浦 洋征，人見 秀，鈴木 源，江川 裕子，坂本 早紀，早川 桂，五木田 昌士，田口 茂正，清田 和也（さ
いたま赤十字病院救命救急センター救急医学科） 

DP34-4 急性肝不全患者における持続的血漿ろ過透析（CPDF）と血漿交換（PE）の比較検討
西川 昌志，遠山 直志，中山 祐子，北野 鉄平，堀川 慎二郎，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金
沢大学附属病院集中治療部） 

DP34-5 重症急性膵炎急性期に併発した肺炎球菌菌血症の 1例
横川 裕大，原 幸司，宮川 乃理子，小林 正和，藤田 基生，佐藤 武揚，野村 亮介，久志本 成樹（東北大学病院救急科
高度救命救急センター） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 35　産婦人科・泌尿器①

座長：佐藤 智行（済生会横浜市東部病院）
DP35-1 危機的分娩後出血による出血性ショックに対して大量輸血とTAEにより救命しえた一例

大石 奏，服部 理夫，関口 幸男（JA長野厚生連篠ノ井総合病院） 
DP35-2 子宮内膜細胞診を契機に発症したA群β溶血性連鎖球菌（GAS）による骨盤内炎症性疾患の 1例

岡 義人，北村 伸哉，砂原 聡，川口 留以，岩瀬 信哉（君津中央病院救急・集中治療科） 
DP35-3 産婦人科患者における集中治療管理の重要性

三澤 菜穂 1，余湖 直紀 1，古谷 良輔 1，宮崎 弘志 1，望月 聡之 1，祐森 章幸 1，鈴木 誠也 1，山縣 英尋 1，武田 知晃 1，奥
田 美加 2（1.国立病院機構横浜医療センター救急科，2.国立病院機構横浜医療センター産婦人科） 

DP35-4 当院における ICU管理を要した産科症例の検討
相澤 茉莉子，西迫 良，横山 健，片山 勝之（手稲渓仁会病院麻酔科・集中治療室） 

DP35-5 臨床的羊水塞栓症の集中治療管理中，子宮感染から危機的出血を来した 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麻酔・蘇生医学講座） 

DP35-6 末期腎不全の維持透析患者に対する全身麻酔下の帝王切開後にDDGアナライザを用いて体液評価を行った一例
片山 明，宍井 美穂，田窪 一誠，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔・集中治療科） 

3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 36　気道・呼吸・呼吸管理⑬

座長：倉迫 敏明（姫路赤十字病院麻酔科）
DP36-1 Nasal High Flow（NHF）使用中に皮下気腫・縦隔気腫をきたした 1症例

園部 奨太 1，井上 聡己 1，紺田 眞規子 2，位田 みつる 2，寺田 雄紀 2，西和田 忠 2，惠川 淳二 1，瓦口 至孝 2，川口 昌彦 2 
（1.奈良県立医科大学集中治療部，2.奈良県立医科大学麻酔科） 

DP36-2 救急・集中治療領域における気道管理アルゴリズム
植嶋 利文 1，北澤 康秀 1，西内 辰也 2，松島 知秀 1，太田 育夫 1，濱口 満英 1，村尾 佳則 1（1.近畿大学医学部附属病院
救命救急センター，2.近畿大学医学部附属病院ER部） 

DP36-3 高頻度振動換気にて改善が得られた僧帽弁置換術後肺胞出血の 1例
西川 和希 1，横山 俊樹 1,2，市原 利彦 1,3，佐々木 通雄 3，中島 義仁 1，川瀬 正樹 1（1.公立陶生病院救急部集中治療室，
2.公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科，3.公立陶生病院心臓血管外科） 

DP36-4 Do Not Intubate orderの重症肺炎患者に対するNoninvasive Positive Pressure Ventilation
堀 雅俊，則本 和伸，山本 幸治，長田 俊彦，原 悠也，藤本 善大，三木 豊和（淀川キリスト教病院救急科・集中治療科） 

DP36-5 中枢性気道狭窄における気道管理方法の検討
鈴木 あさ美，後藤 真也，三浦 政直，渡邉 文雄，山内 浩揮，中村 不二雄（刈谷豊田総合病院） 

DP36-6 抜管後の喉頭浮腫に対するアドレナリン・ベタメタゾン外用投与法の検討
吉田 浩輔，倉田 早織，中道 嘉，風巻 拓，明石 卓，佐々木 徹，廣江 成欧，佐藤 智洋，折田 智彦，北野 光秀（横浜市
東部病院救急科） 
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3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 37　気道・呼吸・呼吸管理⑭

座長：増野 智彦（日本医科大学高度救命救急センター）
DP37-1 胸腔鏡補助下食道癌術後における呼吸器合併症の危険因子の解析～当施設 49例の後方視的検討～

岩崎 直也 1，東島 潮 2，矢野 倫太郎 2，井上 陽香 2，松本 聡治朗 2，松本 周平 2，関野 元裕 2，原 哲也 1,2（1.長崎大学医
学部麻酔科，2.長崎大学病院集中治療部/麻酔科） 

DP37-2 胸腔ドレナージ後に再膨張性肺水腫となり心肺停止を来した一例
藤村 高史，辺 奈理，森田 薫，平田 陽祐，管野 彬，斗野 敦士，三宅 健太郎，竹内 直子，水落 雄一郎，有馬 一（海南病院） 

DP37-3 メトトレキサートによる薬剤性間質性肺炎に対して awake V-V ECMOを選択した一例
倉田 早織，吉田 浩輔，折田 智彦，佐藤 智洋，明石 卓，北野 光秀（済生会横浜市東部病院救命救急センター） 

DP37-4 急性呼吸促迫症候群を呈したヒト・メタニューモウイルス感染症の一例
中村 隼人，谷口 淳一郎，山口 桂司，政所 祐太郎，宮本 昇太郎，寺田 晋作，二木 貴弘，柳元 孝介，安田 智嗣，垣花 
泰之（鹿児島大学医学部救急集中治療部） 

DP37-5 非侵襲的陽圧呼吸管理（NPPV）を行ったARDS症例における予後因子とNPPV成功予測因子の検討
勝田 知也（愛媛県立中央病院呼吸器内科） 

DP37-6 腕頭動脈の著明な蛇行を認め，気管切開術後に気管腕頭動脈瘻を生じる危険性が高いと考えられた一例
関谷 芳明，山田 均，荒木 祐一，松宮 直樹（土浦協同病院救急集中治療科） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 38　気道・呼吸・呼吸管理⑮

座長：大槻 穣治（東京慈恵会医科大学附属第三病院救急部）
DP38-1 レジオネラ肺炎に伴うARDSに対して高頻度振動換気（HFO）を施行した一例

濱名 智世 1，西田 幸司 2，高島 純平 2，村上 紗羅 3，熊澤 淳史 3，小畠 久和 3，小原 章敏 3，郷間 厳 2（1.堺市立総合医療
センター診療局，2.堺市立総合医療センター呼吸器内科，3.堺市立総合医療センター集中治療科） 

DP38-2 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術における肺内ガス分布変化
木村 真也 1，尾頭 希代子 1，小谷 透 1，庄野 敦子 2，奥 和典 1，三浦 倫一 1，大嶽 浩司 1（1.昭和大学医学部麻酔科学講座，
2.島根大学付属病院麻酔科） 

DP38-3 気管支異物による重症呼吸不全に対しECMO管理下に救命し得た一例
孫 麗香，岩田 博文，木村 詩織，管 敏晃，芳賀 大樹，山本 泰史，大塚 康義，宇城 敦司，嶋岡 英輝（大阪市立総合医
療センター集中治療センター集中治療部） 

DP38-4 外傷患者に対する挿管回避・肺炎予防を目的としたNPPV（Noninvasive Positive Pressure Ventilation）
久城 正紀 1，齋藤 伸行 1，岡田 一宏 1，太田黒 崇伸 1，本村 友一 1，益子 一樹 1，八木 貴典 1，原 義明 1，松本 尚 1，横田 
裕行 2（1.日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2.日本医科大学救急医学講座） 

DP38-5 喀血を繰り返した気管支拡張症に対してVV-ECMOの導入とNBCAによる気管支動脈塞栓術が有効であった 1例
澤野 宏隆，大場 次郎，夏川 知輝，尾北 賢治，吉永 雄一，伊藤 裕介，五十嵐 佑子，大谷 尚之，林 靖之，甲斐 達朗（大
阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 

DP38-6 高度救命救急センターの集中治療室（ICU）における人工呼吸管理の変遷（16年前との比較）
國分 宙 1，稲葉 晋 1，稲田 梓 1，花岡 勅行 2，江藤 敏 2，石橋 克彦 1（1.千葉県救急医療センター麻酔科，2.千葉県救急
医療センター集中治療科） 

3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 39　感染・感染対策①

座長：中村 利秋（長崎労災病院救急集中治療科）
DP39-1 プロカルシトニンなどバイオマーカーの値により血液培養で陽性となる菌種を予測する

新井 隆男 1，弦切 純也 1，星合 朗 1，佐野 秀史 1，赤嶺 逸朗 1，櫻井 将継 1，佐藤 高央 1，太田 祥一 3，行岡 哲男 2（1.東
京医科大学八王子医療センター，2.東京医科大学病院，3.恵泉クリニック） 

DP39-2 当院 ICUで経験した肺炎を有しない成人侵襲性肺炎球菌感染症 3例のまとめ
田端 志郎，吉川 健治（耳原総合病院集中治療科） 

DP39-3 非定型肺炎を合併し，診断に難渋した感染心内膜炎の一例
平澤 暢史 1，人見 秀 1，鈴木 源 1，坂本 早紀 1，早川 桂 1，五木田 昌士 1，勅使河原 勝伸 1，田口 茂正 1，大和 恒博 2，清
田 和也 1（1.さいたま赤十字病院救急医学科，2.さいたま赤十字病院循環器科） 

DP39-4 血小板減少患者に対する Linezolid投与に関する検討
巽 博臣 1，升田 好樹 1，高橋 科那子 1，相坂 和貴子 1，高桑 一登 1，本間 舞子 1，数馬 聡 1，門馬 京子 1，吉田 真一郎 2，
今泉 均 2（1.札幌医科大学医学部集中治療医学，2.東京医科大学麻酔科学分野集中治療部） 

DP39-5 インフルエンザBウイルス感染に伴う多臓器不全に対し集学的治療を行った一例
高村 卓志，山本 奈緒，伊良部 真一郎，森脇 龍太郎（千葉労災病院救急・集中治療部） 

DP39-6 集学的治療を要した Lemirre症候群の一例
平田 陽祐，三宅 健太郎，藤村 高史，森田 薫，菅野 彬，辺 奈理，斗野 敦士，竹内 直子，水落 雄一朗，有馬 一（海南
病院麻酔科・集中治療センター） 
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3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 40　感染・感染対策②

座長：白石 義人（市立島田市民病院）
DP40-1 感染性心内膜炎を契機に診断された直腸癌の一例

林 穏江，堀田 有沙，中本 あい，吉川 範子，大平 直子，立川 茂樹（住友病院麻酔科） 
DP40-2 Streptococcus milleri group による全脊椎硬膜外膿瘍の 1例

前田 啓佑 1，菊田 正太 1，石原 諭 1，中山 伸一 1，金高 圭甫 2，尾崎 修平 2（1.兵庫県災害医療センター救急部，2.神戸
赤十字病院整形外科） 

DP40-3 市中感染型MRSA髄膜炎・菌血症の一例
磯川 修太郎，鈴木 皓佳，遠矢 希，清水 真人，田中 裕之，大谷 典生，石松 伸一（聖路加国際病院救急部） 

DP40-4 Acinetobacter baumannii による市中肺炎の一例
菊谷 知也，中川 五男，岩崎 祐亮，西田 翼（中国労災病院） 

DP40-5 敗血症性ショックと心原性ショックの鑑別に苦慮した急性心筋梗塞の一例
吉富 有哉 1，牟田 隆則 1，中村 覚粛 1，甘利 香織 1，佐藤 友子 1，古賀 美佳 2，三溝 慎次 2（1.佐賀県医療センター好生
館救命救急センター，2.佐賀県医療センター好生館集中治療部） 

DP40-6 市中型MRSAによる壊死性軟部組織感染症の 1例
三瓶 想，大泉 智哉，橋本 寛史，森野 杏子，榎本 純也，井上 顕治，遠山 昌平，大村 拓，小林 道生，石橋 悟（石巻赤
十字病院救急科） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 41　産婦人科・泌尿器②

座長：安宅 一晃（奈良県総合医療センター集中治療部）
DP41-1 過去 10年間の当院産科 ICUの検討

亀山 良亘 1，齋藤 浩二 1，志賀 卓弥 2，杉野 繁一 2，吾妻 俊弘 2，山内 正憲 2（1.東北大学病院集中治療部，2.東北大学
病院麻酔科） 

DP41-2 集学的治療で救命できたMRSAによる産褥期Toxic shock syndrome（TSS）の一例
野崎 裕介，ヤップ ユーウェン，為近 舞子，田口 学，杉本 憲治，高須 宏江（日本赤十字社名古屋第二赤十字病院麻酔・
集中治療部） 

DP41-3 心肺停止に至ったが良好な転帰をとった周産期心筋症の一例
天野 杏李，豊田 幸樹年，芹澤 響，渡辺 雅之，鈴木 銀河，一林 亮，横室 浩樹，本多 満（東邦大学医療センター大森
病院救命救急センター） 

DP41-4 当院集中治療室に入室した産科症例の検討
尾崎 由佳（東京医療センター麻酔科集中治療室） 

DP41-5 1絨毛膜 2羊膜性双胎（MDtwin）の帝王切開術後に肺水腫を生じた 1症例
十河 大悟 1，秋山 容平 1，赤尾 健 1，宮城 夏子 1，秋山 苑生 1，星野 哲也 2，大村 和也 2，木村 慎一 2，高橋 宏行 2，佐藤 
智行 1（1.済生会横浜市東部病院麻酔科，2.済生会横浜市東部病院集中治療科） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 42　産婦人科・泌尿器③

座長：足立 健彦（北野病院）
DP42-1 術後出血により難渋したフォンタン術後患者の周産期管理

斎藤 淳一 1，野口 智子 1，橋場 英二 2，廣田 和美 1（1.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座，2.弘前大学医学部附
属病院集中治療部） 

DP42-2 高次母体救命搬送システムにおける産褥期出血症例の検討
林 宗博，早野 大輔，戸田 祐太（日本赤十字社医療センター救命救急センター） 

DP42-3 院外妊婦CPA症例をふまえ，当院で施行した死戦期帝王切開のシミュレーションと今後の対応策について
吉田 美伽 1，横山 良太 1，植田 裕史 1，佐藤 恭嘉 1，小山 泰明 2，高橋 伸二 3，井上 貴昭 2（1.筑波大学附属病院麻酔科，
2.筑波大学附属病院救急・集中治療部，3.筑波大学医学医療系） 

DP42-4 新しい母体救命教育コースと集中治療医の役割
三宅 康史 1,6,7，山下 智幸 2,6,7，新垣 達也 3,6，仲村 将光 3,6，清水 敬樹 4,6,7，櫻井 淳 5,6,7，坂本 哲也 1,7（1.帝京大学医学部
救急医学講座，2.日本赤十字社医療センター救命救急センター，3.昭和大学医学部産婦人科，4.東京都立多摩総合
医療センター救命救急センター，5.日本大学医学部救急医学講座，6.日本母体救命システム普及協議会，7.日本臨
床救急医学会） 

DP42-5 入院時に逆たこつぼ心筋症を呈し分娩後に褐色細胞腫が判明した妊婦の周産期管理経験
福田 彩 1，本庄 鷹浩 1，酒井 宏明 1，白石 義人 1，鈴木 一周 2，西山 元啓 3（1.藤枝市立総合病院麻酔科，2.藤枝市立総
合病院心臓血管外科，3.藤枝市立総合病院外科） 
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3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 43　内分泌・代謝・免疫①

座長：杉田 学（ 順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科）
DP43-1 当院 ICUにおける重症低Na血症に対する治療経過についての検討

古曽部 和彦，入江 洋正，日野 真彰，大竹 孝尚，山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科） 
DP43-2 高血圧クリーゼを発症して初めて確定診断に至った褐色細胞腫の一例

山口 和将，一瀬 麻紀，松吉 健夫，佐々木 庸郎，小島 直樹，稲川 博司，岡田 保誠（公立昭和病院救命救急センター） 
DP43-3 褐色細胞腫自然破裂に対しハイブリッド手術室で経カテーテル的血管塞栓術を行い適正な術中管理をしえた 1例

山本 敬洋 1,2，菅原 利昌 1，横山 太郎 1，棚橋 裕吉 1，近藤 浩史 1，佐々木 勝教 2，坂本 哲也 2，三浦 邦久 3（1.帝京大学
医学部放射線科学教室，2.帝京大学医学部救急医学教室，3.江東病院） 

DP43-4 糖尿病性ケトアシドーシスの血糖管理に人工膵臓が有効であった 1例
丸山 隼一，田村 智子，泉谷 義人，村西 謙太郎，松本 徳彦，水沼 真理子，石倉 宏恭（福岡大学病院救命救急センター） 

DP43-5 甲状腺クリーゼを合併した感染性心内膜炎の一例
余川 順一郎，西川 昌志，遠山 直志，中山 祐子，北野 鉄平，堀川 愼二郎，佐藤 康次，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金
沢大学附属病院集中治療部） 

DP43-6 甲状腺クリーゼにより心室性不整脈を発症し心停止に至った一例
賣豆紀 智美 1，徳田 賢太郎 2，桑原 正成 1，籾井 健太 1，生野 雄二 1，賀来 典之 1，深田 光敬 1，牧 盾 2，赤星 朋比古 1，
前原 喜彦 1,2（1.九州大学病院救命救急センター，2.九州大学病院集中治療部） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 44　内分泌・代謝・免疫②

座長：赤松 繁（中濃厚生病院集中治療部）
DP44-1 急性期血糖管理の至適目標値に関するネットワークメタアナリシス

矢田部 智昭 1，井上 茂亮 2，阪口 昌彦 3，江木 盛時 4（1.高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座，2.東海大学医
学部付属八王子病院救命救急医学，3.神奈川県立がんセンター臨床研究所がん予防・情報学部，4.神戸大学医学
部付属病院麻酔科） 

DP44-2 褐色細胞腫自然破裂に対しTAEが奏功した 1例
池田 覚，小野 雄一郎，当麻 美樹（兵庫県立加古川医療センター救急科） 

DP44-3 妊娠を契機に発症したオルニチントランスカルバミラーゼ欠損症の 1例
小林 正和 1，市野井 那津子 2，坂本 修 2，黒田 宙 3，横川 裕大 1，原 幸司 1，宮川 乃理子 1，佐藤 武揚 1，野村 亮介 1，久
志本 成樹 1（1.東北大学病院救急科高度救命救急センター，2.東北大学病院小児科，3.東北大学病院神経内科） 

DP44-4 手術を契機に発症したと考えられる急性副腎不全の 1症例
池島 まりこ，山岸 昭夫，酒井 渉，池島 雄太，松本 恵，舘岡 一芳，南波 仁，一宮 尚裕（市立旭川病院） 

DP44-5 下垂体腫瘍術後に消化管運動能低下による麻痺性イレウスを合併した 1症例
太田 浄，金本 匡史，神山 彩，松岡 宏晃，坂上 浩一，戸部 賢，日野原 宏，齋藤 繁（群馬大学医学部附属病院麻酔科
蘇生科集中治療部） 

DP44-6 手術中に甲状腺クリーゼが疑われた，術前未診断の甲状腺中毒症例の 1例
仲本 博史，長谷 洋和，中田 暁子，松井 研人，高田 真二，澤村 成史（帝京大学医学部麻酔科学講座） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 45　内分泌・代謝・免疫③

座長：鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔・集中治療科）
DP45-1 長期 ICU滞在患者の尿中尿素窒素排泄量に影響する因子の解析

西本 久子 1，大橋 雅彦 1，佐藤 太一 1，鈴木 祐二 1，小林 賢輔 1，佐藤 恒久 1，加藤 弘美 1，小幡 由佳子 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.浜松医科大学麻酔蘇生学講座） 

DP45-2 水中毒患者におけるNa補正速度と横紋筋融解症の関連
柏浦 正広，田邉 孝大，杉山 和宏，明石 暁子，濱邊 祐一（東京都立墨東病院高度救命救急センター） 

DP45-3 持続的栄養投与により改善する肝障害を生じた神経性食思不振症 2例の検討
松田 航，木村 昭夫，鈴木 貴明，植村 樹，佐藤 琢紀，小林 憲太郎，佐々木 亮（国立国際医療研究センター病院救急科） 

DP45-4 透析後に発熱を繰り返したACTH単独欠損症の一例
関井 肇，水野 慶子，浅子 英，井上 照大，近藤 彰彦，三島 健太郎，小松 孝行，高見 裕樹，野村 智久，杉田 学（順天
堂大学医学部附属練馬病院） 

DP45-5 血漿交換療法を施行するも救命しえなかった甲状腺クリーゼの一例
石原 徹，柳 秀高，桑野 公輔，真鍋 早季，小松 昌道，小澤 秀樹，高木 敦司（東海大学医学部総合内科） 

DP45-6 診断・治療に難渋したTAFRO症候群の 2例
秋本 貴子 1，大橋 祐介 2，永井 友基 3，坂井 俊朗 1，上村 亮介 1，西迫 良 1，芹澤 良幹 2，酒井 基 3，横山 健 1（1.手稲渓
仁会病院麻酔科集中治療部，2.手稲渓仁会病院総合内科，3.手稲渓仁会病院血液内科） 
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3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 46　内分泌・代謝・免疫④

座長：柴田 純平（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
DP46-1 重症頭部外傷後に中枢性尿崩症と cerebral salt wasting syndromeを呈した一例

小林 絵梨，岡田 邦彦，渡部 修，田中 啓司，工藤 俊介（佐久総合病院救命救急センター） 
DP46-2 ダパグリフロジン（SGLT2阻害薬）による高血糖を伴わない糖尿病性ケトアシドーシスの一例

中野 智継，竹下 諒，藤原 翔，宮国 泰彦，城川 雅光，中島 幹男，横須賀 哲哉，後藤 英昭（東京都立広尾病院救命救
急センター） 

DP46-3 SGLT2阻害薬により糖尿病性ケトアシドーシスを発症した 2型糖尿病の 1例
永井 梓，吉澤 佐也，大矢 真，井上 雅史，衣笠 梨絵，加藤 利奈，太田 晴子，平手 博之，草間 宣好，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野） 

DP46-4 シプロフロキサシンが要因と考えられた低血糖性脳症をきたした透析患者の一例
的井 愛紗，井手 岳，大橋 直紹，堀 直人，小濱 華子，竹田 健太，西 信一（兵庫医科大学集中治療医学科） 

DP46-5 虚血性腸炎による高マグネシウム血症の一例
大黒 由加里 1，河野 洋二 2，岸本 伸人 2，天雲 史浩 3（1.高松市民病院内科，2.高松市民病院呼吸器内科，3.高松市民
病院臨床工学科） 

DP46-6 ショックの鑑別と治療に難渋した下垂体卒中の一例
祐森 章幸 1,2，古谷 良輔 1,2，宮崎 弘志 1，望月 聡之 1，余湖 直紀 1,2，鈴木 誠也 1,2，三澤 菜穂 1,2，山縣 英尋 1,2，武田 知晃 1 
（1.国立病院機構横浜医療センター救命救急センター，2.横浜市立大学医学部救急医学教室） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 47　内分泌・代謝・免疫⑤

座長：林下 浩士（大阪市立総合医療センター救命救急センター）
DP47-1 自殺目的に大量の持効型溶解インスリンアナログと超即効型インスリンアナログを自己注射した 1例

田中 進一郎，大方 直樹，高桑 良平，五十嵐 謙人，岩島 未奈，金沢 幸雄，高橋 聡（勤医協中央病院麻酔科） 
DP47-2 重度の低カリウム血症から Sjogren症候群による遠位尿細管アシドーシスの診断に至った 1例

小川 広晃 1，植西 憲達 1，田島 康介 2，神宮司 成弘 1，笹木 晋 1，日比野 将也 1，藤井 健一郎 1，湯川 貴史 1，瀬川 悠史 1，
岩田 充永 1（1.藤田保健衛生大学病院救急総合内科，2.藤田保健衛生大学病院救急科） 

DP47-3 頭部外傷後に汎下垂体機能低下症をきたした一例
藤野 光洋，貞松 毅大，手島 啓機，岡田 信長，田中 博之，竹下 淳，別府 賢，笹橋 望，西山 慶（京都医療エンター救
命救急科） 

DP47-4 糖尿病ケトアシドーシスに脳梗塞を合併した 1歳男児例
久保 達哉，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大学付属病院集中治療部） 

DP47-5 SGLT2阻害薬内服中の重症尿路感染患者における正常血糖糖尿病ケトアシドーシスの一例
栗林 真悠，井上 彰，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・救
急部） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 48　高齢者①

座長：平井 勝治（平成記念病院）
DP48-1 救命救急センターでの 80歳以上の ICU管理と futility

鍜冶 有登，砂田 明日香，山田 元大，白坂 渉，鈴木 慧太郎，薬師寺 泰匡，篠崎 正博（岸和田徳洲会病院救命救急セ
ンター） 

DP48-2 高齢化が進んだ地域の ICUにおける高齢集治療患者の疫学
松井 宏樹，滝本 浩平，山本 良平，駒井 翔太，近藤 夏樹，下稲葉 みどり，野口 恵未，佐藤 仁信，軽米 寿之，林 淑朗
（亀田総合病院集中治療科） 

DP48-3 重症外傷に対する当センターのリハビリへの取り組み
岩瀬 史明，井上 潤一，小林 辰輔，松本 学，河野 陽介，柳沢 政彦，池田 督司，木下 大輔，跡部 かおり，川島 佑太（山
梨県立中央病院救命救急センター） 

DP48-4 インダパミドと抑肝散の併用により致死性不整脈を来した 1症例
恒光 健史，鈴木 崇生，吉村 慧一，中屋 雄一郎，中村 順子，文原 大貴，山縣 朋浩，松本 優，吉永 孝之，佐藤 慎一（兵
庫県立尼崎総合医療センター救急集中治療科） 

DP48-5 心破裂を合併した急性心筋梗塞で来院し保存的治療のみで回復した超高齢女性の 1例
中川 孝 1，安藤 幸吉 2（1.仙台市立病院循環器内科，2.仙台市立病院麻酔科） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 49　高齢者②

座長：西田 博（東京女子医科大学心臓血管外科）
DP49-1 当院救急 ICUに入室した超高齢者症例（85歳以上）の外科系症例の検討

土井 智章 1,2，竹村 春起 1，山口 均 1（1.一宮市立市民病院救急科，2.岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター） 
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DP49-2 脱水補正を契機に細菌感染症が顕在化した一例
藤浪 好寿，樫原 咲，隈本 宣行，戸邉 泰将，切田 学（加古川中央市民病院） 

DP49-3 熱傷加療中に集学的加療を要した高齢者の一剖検例
牟田 隆則 1，中村 覚粛 1，吉富 有哉 1，佐藤 友子 1，古賀 美佳 2，三溝 慎次 2（1.佐賀県医療センター好生館救急科，2.佐
賀県医療センター好生館集中治療部） 

DP49-4 後期高齢者敗血症患者の予後に入院前歩行能力が及ぼす影響
石飛 奈津子 1，石田 亮介 1，田邊 翔太 1，金井 克樹 1，佐藤 弘樹 1，森 浩一 1，北野 忠志 2，松原 康博 1，新納 教男 1，山
森 祐治 1（1.島根県立中央病院救命救急科，2.島根県立中央病院集中治療科） 

DP49-5 家族支援が得られずに心臓手術を受けた高齢者に対する周手術期意思支援の一例
小林 綾香 1，吉川 千香子 1，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，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） 

3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 50　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床①

座長：日野原 宏（群馬大学医学部附属病院集中治療部）
DP50-1 集中治療後 ICU-AW他により長期人工呼吸管理が必要となった症例

松山 尚弘（白岡中央総合病院麻酔科） 
DP50-2 当院集中治療室におけるPAD管理の検討

金城 和美 1，小茂池 潤太 2，都 弓恵 3，小松 義輝 4，武士 昌裕 5（1.北播磨総合医療センター呼吸器内科，2.北播磨総
合医療センター薬剤部，3.北播磨総合医療センター看護部，4.北播磨総合医療センター臨床工学室，5.北播磨総合
医療センター麻酔科） 

DP50-3 腹部大動脈瘤破裂術後プロポフォール注入症候群が疑われた成人の一例
伊藤 辰哉 1，中村 明代 2，松本 幸久 2（1.高松赤十字病院救急科，2.高松赤十字病院麻酔科） 

DP50-4 J-PADガイドライン発表前後での大学病院 ICUにおける痛み・不穏・せん妄管理とアウトカムの変化
仙頭 佳起 1，太田 晴子 1，長谷川 達也 1，衣笠 梨絵 1，浅井 明倫 1，佐野 文昭 1，田村 哲也 1，平手 博之 1，大佐賀 智 2，
祖父江 和哉 1（1.名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野，2.名古屋市立大学病院臨床研究
開発支援センター） 

DP50-5 人工呼吸下深鎮静が術後高次機能に与える影響
紺田 眞規子，井上 聡己，寺田 雄紀，園部 奨太，恵川 淳二，川口 昌彦（奈良県立医科大学麻酔科学教室集中治療部） 

DP50-6 若齢マウスを用いたPOD/POCDモデルの構築
森 厚詞 1，青山 正 2，市川 崇 2，西脇 公俊 2（1.名古屋大学大学院医学系研究科周術期管理システム構築学講座，2.名
古屋大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生医学講座） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 51　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床②

座長：南 ゆかり（鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部）
DP51-1 日本の ICUにおける耳栓使用とせん妄発生の関連：後視的コホート研究

野田 健仁，竹内 大貴，吉野 悦子，疋田 圭吾，松尾 千裕，片岡 裕貴，鈴木 崇生，吉永 孝之，佐藤 愼一（兵庫県立尼
崎総合医療センター） 

DP51-2 当院の救急 ICU入室早期のせん妄合併と長期予後の関連について
横山 俊樹 1,2，谷口 博之 1，近藤 康博 1，木村 智樹 1，片岡 健介 1，山野 泰彦 1，市原 利彦 2，中島 義仁 2（1.公立陶生病
院呼吸器・アレルギー疾患内科，2.公立陶生病院救急部集中治療室） 

DP51-3 心臓外科術後患者における鏡を使用したせん妄予防
浅香 葉子 1，瀬尾 龍太郎 2，植田 浩司 1，美馬 裕之 1，山崎 和夫 1（1.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科，2.神
戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター） 

DP51-4 人工呼吸管理患者における鎮静プロトコル導入の効果
原 悠也 1，矢田 憲孝 2，山本 幸治 1，長田 俊彦 1，石田 丈貴 1，堀 雅俊 1，藤本 善大 1，則本 和伸 1，三木 豊和 3（1.淀川
キリスト教病院救急科，2.奈良県立医科大学付属病院総合診療科，3.淀川キリスト教病院総合内科） 

DP51-5 デクスメデトミジンによる徐脈のリスクファクター
則本 和伸，山本 幸治，長田 俊彦，原 悠也，堀 雅俊，藤本 善大，三木 豊和（淀川キリスト教病院救急科） 

DP51-6 新生児期に二心室修復を行った先天性心疾患における術後鎮痛・鎮静管理
小野 頼母 1，大崎 真樹 1，細谷 通靖 1,2，土井 悠司 1，田邊 雄大 1，粒良 昌弘 1，石垣 瑞彦 1，元野 憲作 1，濱本 奈央 1 
（1.静岡県立こども病院循環器集中治療科，2.埼玉県立小児医療センター循環器科） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 52　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床③

座長：河原 良美（徳島大学病院看護部）
DP52-1 せん妄のある患者に対して看護師の感情の分析と今後の課題

岡田 真賢，諏訪 智咲（長野中央病院） 
DP52-2 心大血管術後の呼吸器離脱難渋症例に対して院内リソースを活用するにあたってのプライマリーナースの役割

末松 宏美，富岡 靖友，上原 あゆみ，杉山 理恵，細萱 順一，伊与 恭子，佐藤 憲明，背戸 陽子（日本医科大学付属病院） 

－ 124 －

（
デ
ジ
タ
ル
ポ
ス
タ
ー
）

一
般
演
題



DP52-3 当院 ICU/CCUにおけるせん妄リスクと ICDSCの現状と取り組み
後藤 梨衣，櫻井 加奈子，藤井 静香，奥田 裕子，篠崎 滋（石巻赤十字病院 ICU/CCU） 

DP52-4 ICU管理開胸心・大動脈術後患者における早期離床プログラム導入は有効か？
木下 直彦，下田 将司，大西 伸悟，川崎 健作，清水 宏紀，藤浪 好寿，切田 学（加古川中央市民病院 ICU） 

DP52-5 ABCDEバンドル導入における食道癌術後に対する効果
井口 雅徳，今川 真理子，篠原 麻記（日本赤十字社姫路赤十字病院） 

3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 53　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床④

座長：吉田 亜子（北海道大学病院看護部）
DP53-1 唾液アミラーゼ測定による術後 ICU入室患者のストレス評価

新見 拓也，勝目 涼，川野 マキ（潤和会記念病院看護部） 
DP53-2 非侵襲的陽圧換気患者における鎮静の現状調査と有効性の検討

下村 剛史，石橋 絵実，砂川 健志，北川 和子，伊藤 大起（JA相模原協同病院） 
DP53-3 人工呼吸器装着患者のCPOT評価と疼痛緩和への取組み

北山 未央，千原 由衣，辻 展行，田口 利恵，吉田 真寿美，西田 祥啓，栗原 義宣（金沢医科大学病院） 
DP53-4 ICUにおける人工呼吸管理患者へのセルフケア支援 ─当施設看護師のアンケート調査より─

阿部 誠人，多田 真也，長友 節子（順天堂大学医学部附属静岡病院） 
DP53-5 SAT導入によるRASSの変化

鈴木 昭子 1，齋藤 美希 1，早坂 佳晃 1，近藤 裕美 1，小林 孝史 2（1.大崎市民病院救急病棟，2.大崎市民病院麻酔科） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 54　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑤

座長：永野 由紀（高知大学医学部附属病院救急部・ICU）
DP54-1 集中治療室入室患者への術後早期のFamily-HELPの試行と評価 ～開心術後の患者と家族を対象として～

酒井 周平 1，宇都宮 明美 2，本田 美和子 3（1.旭川医科大学病院 ICU，2.聖路加国際大学大学院看護学研究科，3.国立
病院機構東京医療センター総合内科） 

DP54-2 客観的疼痛スケールと主観的疼痛スケールの比較検討
阿部 千晶 1，東川 恭子 1，蔭山 紫都子 1，山田 親代 1，加藤 之紀 2（1.大津市民病院集中治療部，2.大津市民病院救急
診療科集中治療部） 

DP54-3 当院 ICUにおけるABCDEバンドル導入の取り組み ～看護師の意識調査と実践から導入後の課題について～
佐々木 加代子，近藤 美枝子（JA北海道厚生連旭川厚生病院 ICU・CCU病棟） 

DP54-4 オープン ICUにおけるバンドルケアの効果
久保 裕一（八戸市立市民病院看護局集中治療室） 

DP54-5 SICUにおける iv-NCAを使用した術後疼痛管理についての検討・第 2報 ─NRS評価と iv-NCA使用の実態─
吉田 友紀，松田 友美，葛西 志津子，九島 千瑛，赤牛 留美子（弘前大学医学部附属病院看護部集中治療部） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 55　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑥

座長：原田 美樹（山形県立中央病院救命救急センターICU）
DP55-1 ほぼ意識清明下の気管挿管患者におけるせん妄スクリーニングツールの使用と身体拘束の関連

森口 真吾（国立病院機構京都医療センター救命センターICU） 
DP55-2 A病院 ICUにおけるせん妄リスク因子の分析

栗原 美穂，山口 有里（済生会横浜市東部病院看護部） 
DP55-3 ICUにおける人工呼吸患者への鎮痛プロトコル導入後の現状調査

運天 匠 1，立松 美和 1，中村 有作 1，水谷 由香里 1，丹羽 和哉 2（1.名古屋掖済会病院集中治療室，2.名古屋掖済会病
院麻酔科） 

DP55-4 救急領域患者を対象としたCPOT導入による鎮静・鎮痛管理の現状と課題
新山 紗千，吉野 真実，石井 優子，寺尾 由香，北川 美穂子，五百蔵 三奈（札幌医科大学付属病院高度救命救急セン
ター） 

DP55-5 ICU見学を取り入れた術前オリエンテーションのせん妄予防の効果
村上 綾乃，高山 洋平，坂本 美賀子，西上 和宏（済生会熊本病院集中治療室） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 56　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑦

座長：櫻井 裕教（東京都済生会中央病院）
DP56-1 当 ICUにおけるリハビリテーション開始の取り組み

平松 俊紀 1，安達 普至 1，竪 良太 1，鶴 昌太 1，田中 雅也 2（1.飯塚病院集中治療部，2.飯塚病院リハビリテーション部） 
DP56-2 60才以上の症例に対する開心術における手術翌日からの電気刺激療法の経験

阪越 信雄（紀南病院心臓血管外科） 
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DP56-3 PICUにおける早期リハビリテーションの実践
壷井 伯彦 1，野嵜 仁美 2，石田 幸宏 2，金澤 郁恵 2，稲元 未来 3，西村 奈穂 1，中川 聡 1，上久保 毅 2（1.国立成育医療研
究センター集中治療科，2.国立成育医療研究センターリハビリテーション科，3.国立成育医療研究センター看護
部） 

DP56-4 人工呼吸器は早期離床のRisk Factorであるが，医師主導の離床を行うことで安全性は保たれる
劉 啓文 1，小倉 崇以 1，中村 光伸 1，大竹 弘哲 2，藤塚 健次 1，阿部 絵美 3，大崎 仁 2（1.前橋赤十字病院高度救命救
急センター集中治療科・救急科，2.前橋赤十字病院リハビリテーション科，3.前橋赤十字病院高度救命救急セン
ター集中治療室看護部門） 

DP56-5 著明な好酸球数上昇を伴い，デクスメデトミジンに対する末梢血DLSTが陽性となった重症熱傷の一例
山下 淳二，徳永 健太郎，早田 学，江嶋 正志，鷺島 克之，蒲原 英伸（熊本大学医学部附属病院集中治療部） 

DP56-6 ICUでの漢方薬使用とせん妄予防
富樫 朋 1，丹保 亜希仁 2，八巻 多 2（1.名寄市立総合病院薬剤部，2.名寄市立総合病院救命救急センター） 

3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 57　感染・感染対策③

座長：浅賀 健彦（香川大学医学部附属病院集中治療部）
DP57-1 両上肢壊死性筋膜炎で発症した劇症型A群レンサ球菌感染症の 1症例

中村 仁，高橋 裕明，大岩 雅彦，大西 淳司，池田 智子，井上 一由，谷津 祐市，平崎 盟人（香川県立中央病院麻酔科
集中治療部） 

DP57-2 2015年救急・内科系集中治療室における検出菌の解析
高谷 悠大 1，八木 哲也 2，稲葉 正人 1，井口 光孝 2，松田 直之 1（1.名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医
学分野，2.名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部） 

DP57-3 冠動脈バイパス術後の縦隔炎に対して陰圧閉鎖療法が有効であった一例
大西 淳司，高橋 裕明，鈴木 雅美，大岩 雅彦，中村 仁，井上 一由，谷津 祐市，平崎 盟人（香川県立中央病院麻酔科） 

DP57-4 地方三次医療施設における，ICU入室を要したHIV患者の臨床的検討
柳 秀高，石原 徹，小松 昌道，真鍋 早季，上田 晃弘，沖 将行，小澤 秀樹，高木 敦司（東海大学医学部内科学系総合
内科） 

DP57-5 多発性骨髄腫合併を早期に疑い，救命に成功した重症インフルエンザ肺炎の一例
萩原 裕也 1，松田 律史 2，松田 知倫 2，瀧 健治 2（1.札幌東徳洲会病院，2.札幌東徳洲会病院救急科） 

DP57-6 高度下痢症治療中に，アスペルギルス感染症から喀血・窒息を来たした症例
篠崎 啓介，湯澤 紘子，木村 友則，木村 翔，小口 萌，森戸 知宏，廣瀬 陽介，廣島 賢三，貞広 智仁（東京女子医科大
学八千代医療センター） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 58　感染・感染対策④

座長：端野 琢哉（関西電力病院救急集中治療センター救急集中治療科）
DP58-1 集中治療室患者におけるMRSA菌血症の予後因子の検討

大木 伸吾，大下 慎一郎，京 道人，島谷 竜俊，鈴木 慶，山賀 聡之，木田 佳子，津村 龍，廣橋 伸之，志馬 伸朗（広島
大学大学院救急集中治療医学） 

DP58-2 播種性帯状疱疹ウイルス感染症の 1例
三宅 央哲，丸地 佑樹，加藤 祐将，寺島 嗣明，波柴 尉充，富野 敦稔，梶田 裕加，青木 瑠里，加納 秀記，武山 直志（愛
知医科大学病院高度救命救急センター） 

DP58-3 大動脈内バルーンパンピングとカテーテル関連血流感染症の関連性について
入山 大希 1，五十野 博基 1，長谷川 隆一 2（1.総合病院水戸協同病院総合診療科，2.総合病院水戸協同病院救急部・
集中治療部） 

DP58-4 市中感染型メチシリン耐性ブドウ球菌による椎間板炎，腸腰筋膿瘍および縦隔膿瘍を呈した 1例
久保倉 優香，中野 貴明，稲村 宏紀，宮崎 真奈美，広海 亮，浅賀 知也（横浜栄共済病院診療部） 

DP58-5 両眼の細菌性眼内炎を発症したStreptococcus agalactiae による感染性心内膜炎の 1例
福島 祐樹 1，神山 治郎 2，日野原 宏 2，齋藤 繁 2（1.前橋赤十字病院麻酔科，2.群馬大学医学部付属病院集中治療部） 

DP58-6 挿管操作が原因であると思われた深頸部感染症及び縦隔膿瘍の 1例
前川 俊，藤本 幸一，松崎 千明，村上 隆司，木山 亮介，山長 修，西田 朋代，進藤 一男（兵庫県立尼崎総合医療センター
麻酔科） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 59　感染・感染対策⑤

座長：後藤 安宣（市立奈良病院集中治療部）
DP59-1 感染性大動脈瘤を含む多発膿瘍を来したKlebsiella pneumonia 感染症の治療経験

山根 悠 1，村橋 一 1，菊田 正太 1，古賀 聡人 1，甲斐 聡一郎 1，井上 明彦 1，時吉 貴宏 2，築部 卓郎 3，石原 諭 1，中山 伸
一 1（1.兵庫県災害医療センター救急部，2.神戸赤十字病院形成外科，3.神戸赤十字病院心臓血管外科） 
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DP59-2 重症肺クリプトコッカス症の 1救命例
今枝 太郎，立石 順久，渡邉 栄三，安部 隆三，中田 孝明，幸部 吉郎，服部 憲幸，富田 啓介，島居 傑，織田 成人（千
葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学） 

DP59-3 2015年の名古屋大学病院救急外来における検出細菌の解析
稲葉 正人，高谷 悠大，東 倫子，山本 尚範，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP59-4 致死的壊死性軟部組織感染症を早期に認識するための指標の開発
望月 勝徳，亀山 明子，森 幸太郎，上條 泰，竹重 加奈子，小林 尊志，新田 憲市，今村 浩（信州大学医学部救急集中
治療医学教室） 

DP59-5 救命救急センターを受診した菌血症患者の臨床・微生物学的検討
柳井 真知 1，高木 妙子 2，細山 明子 1，高松 由佳 1，津久田 純平 1，森澤 健一郎 1，下澤 信彦 1，和田 崇文 1，藤谷 茂樹 1，
平 泰彦 1（1.聖マリアンナ医科大学救急医学，2.聖マリアンナ医科大学感染制御部） 

DP59-6 重症呼吸不全を呈したCor ynebacterium ulceransによるジフテリア症例の経験と細菌学的検討 その 1
清水 智子，遠藤 武尊，原山 信也，樋渡 智香子，尾辻 健，内田 貴之，荒井 秀明，長田 圭司，相原 啓二，蒲地 正幸（産
業医科大学病院集中治療部） 

3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 60　心肺蘇生・蘇生後 ICU管理①

座長：宮内 善豊（地域医療機能推進機構徳山中央病院集中治療科）
DP60-1 当院救急センターに搬送された院外心停止症例の生存例の特徴

麻喜 幹博，増田 崇光，三木 靖雄，閨谷 洋（藤枝市立総合病院救急科） 
DP60-2 出血性ショック蘇生時に投与したDexmedetomidineがラット蘇生後肺傷害に与える影響

中村 龍 1，井上 一由 2，熊田 雄太 1，清水 裕子 1，高橋 徹 3，森松 博史 1（1.岡山大学大学院医歯薬総合研究科麻酔蘇生
学，2.香川県立中央病院麻酔科，3.岡山県立大学保健福祉学部） 

DP60-3 脳腫瘍に対する腹臥位での内視鏡下切除中に大量出血を来した症例
濱田 美帆，田中 具治，川本 修司，瀬川 一（京都大学医学部附属病院麻酔科） 

DP60-4 心肺蘇生術が原因と思われるMarolly-Weiss様の胃粘膜裂創により大量出血をきたした症例
竹中 信義，三宅 央哲，丸地 佑樹，加藤 祐将，寺島 嗣明，森 久剛，津田 雅庸，梶田 裕加，加納 秀記，武山 直志（愛
知医科大学病院救命救急科） 

DP60-5 高齢院外心停止患者における予後予測因子の検討
落合 香苗 1，北村 文絵 2，山川 祐馬 2，工藤 侃 2，世良 俊樹 1，大友 康裕 1（1.東京医科歯科大学医学部附属病院救命救
急センター，2.東京医科歯科大学医学部医学科） 

DP60-6 救命救急センターにおいて循環器医が主体となり重症心血管疾患における集中治療管理を行う有用性について
嘉嶋 勇一郎，今村 浩，三山 浩，望月 勝徳，小林 尊志，高山 浩史，新田 憲市（信州大学高度救命救急センター） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 61　心肺蘇生・蘇生後 ICU管理②

座長：矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学）
DP61-1 当院における体温管理療法

田畑 輝海，松園 幸雅，下村 雅美，山下 孝将，安村 理沙（荒尾市民病院） 
DP61-2 意識下にて導入，管理を行ったVA-ECMOの 2症例

田中 光一，佐藤 裕一，三宅 悠香，芝 陽介，上松 敬吾，橘 直人，濱見 原（愛媛県立中央病院高度救命救急センター） 
DP61-3 目撃のない心停止患者に対する体外循環を用いた心肺蘇生

香川 英介 1，土手 慶五 1，加藤 雅也 1，佐々木 正太 1，小田 登 1，中野 良規 1，永井 道明 1，世良 昭彦 2，田原 直樹 2 
（1.広島市立安佐市民病院循環器内科，2.広島市立安佐市民病院集中治療部） 

DP61-4 神経学的転帰が良好であった縊頸による院外心停止の 1例
酒井 和也 1,2，澤野 宏隆 1，伊藤 裕介 1，森田 幸子 1，五十嵐 佑子 1，尾北 賢治 1，林 靖之 1（1.大阪府済生会千里病院千
里救命救急センター，2.横浜市立大学医学部救急医学教室） 

DP61-5 成人心肺停止症例への経皮的心肺補助導入が遠隔期神経学的及び生命予後へ与える影響の検討
西原 正章 1,4，深田 光敬 1,3，牧 盾 5，徳田 賢太郎 5，赤星 朋比古 1,2（1.九州大学病院救命救急センター，2.九州大学医
学研究院先端医療医学講座災害・救急医学分野，3.九州大学医学部第一内科，4.九州大学大学院医学研究院循環
器内科学，5.九州大学病院集中治療部） 

DP61-6 緊急腹腔穿刺後に心肺停止となった緊張性気腹
林 実，狩野 謙一，渡邉 宏樹，東 裕之，瀬良 誠，永井 秀哉，石田 浩（福井県立病院救命救急センター） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 62　心肺蘇生・蘇生後 ICU管理③

座長：平 泰彦（聖マリアンナ医科大学救急医学）
DP62-1 BISによる心肺停止後症候群患者の神経予後評価

松本 学，岩瀬 史明，井上 潤一，小林 辰輔，宮崎 善史，河野 陽介，柳沢 政彦，木下 大輔，跡部 かおり，川島 佑太（山
梨県立中央病院救命救急センター） 
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DP62-2 当院で低体温療法を行った心肺停止患者の予後に対する検討
細谷 奈津子，児玉 圭太，表 真由子，影山 茂貴，渡邉 祐三，杉山 博文，竹内 亮輔，村田 耕一郎，縄田 隆三，小野寺 
知哉（静岡市立静岡病院循環器内科） 

DP62-3 低カリウム血症に続発したVF stormの一例
小野 大樹，山田 雄大，鈴木 圭太，山浦 誠，井戸 貴久，高橋 茂清，青山 琢磨（木沢記念病院循環器内科） 

DP62-4 CRT-DおよびAEDの自動解析の問題点
白源 清貴 1，山田 健介 1，若松 弘也 1，清平 美和 2，勝田 哲史 1，平賀 健一 3，原田 郁 4，松本 聡 1，松本 美志也 1,5（1.山
口大学医学部附属病院集中治療部，2.山口大学医学部大学院医学系研究科脳神経外科学，3.山口大学医学部附属
病院ME機器管理センター，4.山口大学医学部附属病院麻酔科蘇生科，5.山口大学医学部大学院医学系研究科麻
酔・蘇生学講座） 

DP62-5 一地方病院におけるPCPS症例の検討
鈴木 一周 1，酒井 宏明 2，河野 光男 3，西松 諭 3（1.藤枝市立総合病院心臓血管外科，2.藤枝市立総合病院麻酔科，3.藤
枝市立総合病院臨床工学科） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 63　心肺蘇生・蘇生後 ICU管理④

座長：清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター救命救急センター）
DP63-1 偶発性低体温による超高齢者CPAの一例

播摩 裕，堤 貴彦，森 智治，篠塚 健，下戸 学，柚木 知之，趙 晃済，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） 

DP63-2 肺腫瘍塞栓による心肺停止となりPCPSにて救命し得た 1例
田中 真沙美，伊藤 雄太，溝渕 正寛，舩津 篤史，小林 智子，中村 茂（京都桂病院心臓血管センター） 

DP63-3 意識障害が遷延した心肺蘇生後の 1例
竹内 亮輔 1，松倉 学 2，細谷 奈津子 1，影山 茂貴 1，渡邉 祐三 1，杉山 博文 1，村田 耕一郎 1，縄田 隆三 1，小野寺 知哉 1 
（1.静岡市立静岡病院循環器内科，2.浜松赤十字病院） 

DP63-4 体温管理療法における筋弛緩モニターの必要性についての検討
佐藤 智洋，佐々木 徹，倉田 早織，中道 嘉，吉田 浩輔，風巻 拓，明石 卓，折田 智彦，北野 光秀（済生会横浜市東部
病院救急科） 

DP63-5 胸骨圧迫に伴う胸部外傷の検討
高山 渉 1,2，古口 葉月 2，漆畑 直 2，千田 篤 2，村田 希吉 2（1.東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター，2.松
戸市立病院） 

3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 64　小児・新生児①

座長：植田 育也（埼玉県立小児医療センター小児救命救急センター）
DP64-1 新生児期発症の肺疾患に伴う肺高血圧症に対し，肺血管拡張薬が有効であった 2例

池田 健太，岡田 広，伊藤 健一郎，平本 龍吾（松戸市立病院小児医療センター小児集中治療科） 
DP64-2 重症ヒトパレコウィルス感染症 4例の臨床像

峰尾 恵梨，長井 勇樹，居石 崇志，渡邉 伊知郎，本村 誠，新津 健裕，齊藤 修，清水 直樹（東京都立小児総合医療セ
ンター救命集中治療部集中治療科） 

DP64-3 急性脳炎が疑われ，多臓器不全，DICに至ったDoravet症候群の症例
早坂 怜 1，斉藤 仁志 1，石川 岳彦 1，加藤 裕貴 2，丸藤 哲 3（1.北海道大学病院麻酔科，2.北海道大学病院循環器外科，
3.北海道大学病院救急科） 

DP64-4 小児重症頭部外傷の管理 ─重症外傷センター運用前後の検証─
嶽間澤 昌泰 1,2，六車 崇 2，問田 千晶 1,2，篠原 真史 2，白澤 彩 1,2，森村 尚登 1,2（1.横浜市立大学附属市民総合医療セン
ター高度救命救急センター，2.横浜市立大学医学部救急医学教室） 

DP64-5 小児先天性心疾患に対する開心術後早期ナトリウム異常の予後への影響
荻原 重俊，遠山 悟史，鈴木 康之（国立成育医療研究センター） 

DP64-6 乳児期に発症した特発性胃破裂の一症例
永野 達也 1，多賀 直行 1，大塚 洋司 1，中村 文人 1，岩井 英隆 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） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 65　小児・新生児②

座長：清水 直樹（東京都立小児総合医療センター救命・集中治療部）
DP65-1 小児劇症型心筋炎に対するCentral CPS，BiVADでの治療経験

古川 夕里香，太安 孝允，加藤 裕貴，松居 喜郎（北海道大学医学部循環器・呼吸器外科） 
DP65-2 体外式限外濾過による水分管理を余儀なくされた小児ネフローゼ症候群の 1例

中林 洋介，神山 彩，神山 治郎，松岡 宏晃，柳澤 晃広，金本 匡史，戸部 賢，高澤 知規，日野原 宏，齋藤 繁（群馬大
学医学部附属病院集中治療部） 
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DP65-3 小児気管・気管支軟化症の重症度に関連するリスク因子の検討
長谷川 智巳 1，大片 祐一 2，制野 勇介 1，青木 一憲 1，椎間 優子 1，黒澤 寛史 1（1.兵庫県立こども病院小児集中治療科，
2.兵庫県立こども病院小児外科） 

DP65-4 当院PICUにおける乳び胸 5症例の検討
大竹 正悟，岡田 広，吉田 浩太，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
児集中治療科） 

DP65-5 小児集中治療室における退室時医療介入と予定外再入室の検討
徳平 夏子 1，黄瀬 ひろみ 2，田畑 雄一 2，橋本 悟 2，佐和 貞治 3（1.京都第一赤十字病院麻酔科，2.京都府立医科大学
附属病院集中治療部，3.京都府立医科大学麻酔科学教室） 

DP65-6 先天性心疾患に対する心臓再同期療法（CRT）
土井 悠司，大崎 真崎，濱本 奈央，元野 憲作，石垣 瑞彦，小野 頼母，粒良 昌弘，田邊 雄大（静岡県立こども病院循
環器センター） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 66　小児・新生児③

座長：竹内 護（自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座）
DP66-1 負け組PICUの質について考える（計画外抜管）

杉村 洋子（千葉県こども病院集中治療科） 
DP66-2 血液透析と生体肝移植にて救命しえた先天性高チロシン 1型の 1例

坂本 理恵子 1，松本 志郎 1，吉田 敬伸 2，蒲原 英伸 3，中村 公俊 1（1.熊本大学生命科学研究部小児科，2.熊本大学病
院小児科，3.熊本大学病院集中治療部） 

DP66-3 埼玉県初の小児救命救急センター稼働状況と現在の問題点
櫻井 淑男，宮本 和，阪井 裕一，田村 正徳（埼玉医科大学総合医療センター小児救命救急センター） 

DP66-4 溶血性尿毒症症候群に合併した痙攣重積型急性脳症の 1例
立木 規与秀，石川 順一，林下 浩士，森本 健，重光 胤明，師岡 誉也，福家 顕宏，有元 秀樹，宮市 功典（大阪市立総
合医療センター救命救急センター） 

DP66-5 当院における小児気管切開症例の検討
山田 香里 1，林 拓也 1，永渕 弘之 2（1.神奈川県立こども医療センター救急診療科，2.神奈川県立こども医療センター
集中治療科） 

3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 67　重症度・予後評価・全身管理①

座長：岡田 保誠（公立昭和病院救命救急センター）
DP67-1 ICU退室患者の院内死亡は防げるのか：後ろ向きコホート研究

佐藤 瑞樹，栗山 明，福岡 敏雄（倉敷中央病院救急科） 
DP67-2 ICUを生存退室し院内死亡した患者の疫学：単施設後方視記述的研究

松本 敬 1，山本 良平 1，佐藤 仁信 1，小林 宏維 1，藤内 まゆ子 1，軽米 寿之 1，安田 英人 1，滝本 浩平 1，白石 淳 2，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） 

DP67-3 超低カロリー食と呼吸管理を工夫し集学的治療を行った高度肥満症例の検討
増田 太郎，白水 春香，日宇 宏之，増田 幸子，山田 成美，中道 親昭（国立病院機構長崎医療センター救命救急セン
ター） 

DP67-4 ICUで緊急化学療法を行った血液悪性疾患では急性腎傷害が予後を決める
方山 真朱，布宮 伸，和田 政彦，小山 寛介，鯉沼 俊貴，後藤 祐也，藤内 研，島 惇（自治医科大学麻酔科学・集中治
療医学講座集中治療医学部門） 

DP67-5 麻酔科医の介入による術後 ICU患者のアウトカムの変化
道井 亮輔 1，水枝谷 一仁 1，岩切 正樹 1，牛尾 倫子 1，假屋 太郎 1，河村 岳 1，松吉 健夫 2，長友 香苗 3，内田 寛治 1，山
田 芳嗣 1（1.東京大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンター，2.公立昭和病院麻酔科，3.自治医科大学附属さいた
ま医療センター麻酔科・集中治療部） 

DP67-6 強酸性温泉水の溺水によるARDSに対するECMO治療の有効性
藤塚 健次，中村 光伸，鈴木 裕之，小倉 崇以（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科救急科） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 68　重症度・予後評価・全身管理②

座長：卯津羅 雅彦（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
DP68-1 血液検査データから透析患者の開心術における術後 ICU入室期間を予測できるか

井上 敬太，平山 敬浩，生田 結，桐村 美穂，竹村 瞳，徳平 夏子，松山 広樹，阪口 雅洋（京都第一赤十字病院麻酔科） 
DP68-2 トロンボモジュリン 32症例の検討

遠藤 広史，松田 潔，菊池 広子，石丸 直樹，山村 英治，渡邊 顕弘，長谷川 智宏，望月 徹（日本医科大学武蔵小杉病
院救命救急センター） 
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DP68-3 SOFA scoreの推移は Sepsisの 28日死亡を予測するか？
近藤 夏樹 1，白石 淳 2，山本 良平 1，野口 恵未 1，増渕 高照 1，駒井 翔太 1，下稲葉 みどり 1，軽米 寿之 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） 

DP68-4 ICU管理の人工知能化の実践
財津 昭憲 1，爲廣 一仁 1，和田 麻美 2，佐野 香織 3，濱本 亜希 2，大西 哲朗 4，萩尾 校子 5（1.聖マリア病院集中治療科，
2.聖マリア病院臨床工学室，3.聖マリア病院E-ICU・CCU，4.聖マリア病院小児科，5.聖マリア病院タワー11階病
棟） 

DP68-5 心停止患者における自己心拍再開 24時間以内の心拍変動解析による転帰予測
遠藤 裕 1,2，本多 忠幸 2，新田 正和 2，本田 博之 1，星野 芳史 2，上村 夏生 2，林 悠介 2，鈴木 友康 1（1.新潟大学医歯学
総合病院集中治療部，2.新潟大学医歯学総合病院高度救命救急センター） 

DP68-6 心肺停止後症候群における初回CTでのASPECTSによる神経学的予後予測
本島 卓幸 1，立石 順久 2，織田 成人 2，岩立 康男 1（1.千葉大学大学院医学研究院脳神経外科，2.千葉大学大学院救急
集中治療医学） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 69　倫理・終末期・家族ケア①

座長：山口 均（一宮市立市民病院）
DP69-1 集中治療室（ICU）入室患者におけるDNAR（Do Not Attempt Resuscitation）の現状

皆川 陽子，入江 洋正，河合 恵子，大竹 孝尚，木村 素子，横田 喜美夫，山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科） 
DP69-2 維持透析患者の集中治療における終末期に腎代行療法は継続すべきか

藤倉 恵美 1，秋保 真穂 2，吉田 舞 1，渡邉 公彦 1，山本 多恵 2，宮崎 真理子 2（1.東北大学病院血液浄化療法部，2.東北
大学大学院医学系研究科腎高血圧内分泌学分野） 

DP69-3 高齢社会におけるエイジズム ～高齢患者に対する事前要望書～
松園 幸雅，田畑 輝海，下村 雅美，山下 孝将，安村 理沙（荒尾市民病院救急科） 

DP69-4 重度意識障害で発症した脳幹出血患者に気管挿管すべきか？
師岡 誉也 1，立木 規与秀 2，山下 智也 2，森本 健 2，重光 胤明 2，石川 順一 2，福家 顕宏 2，有元 秀樹 2，宮市 功典 2，林
下 浩士 2（1.大阪市立総合医療センター救命救急センター/脳神経外科，2.大阪市立総合医療センター救命救急セ
ンター） 

DP69-5 当院 ICUにおける終末期医療 ─患者にできることは何か─
木田 真紀，島 望，喜多 真未，小川 敦裕，國立 晃成，柴田 尚明，宮本 恭兵，島 幸宏，岩崎 安博，加藤 正哉（和歌山
県立医科大学救急集中治療医学講座） 

DP69-6 ICUに入室した間質性肺炎患者の終末期に関する検討
松田 直也，藤澤 美智子，武居 哲洋，眞田 千穂，畠山 淳司，宮本 大輔，藤 雅文，山田 広之，永田 功（横浜市立みな
と赤十字病院救命救急センター） 

3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 70　倫理・終末期・家族ケア②

座長：坂本 美賀子（済生会熊本病院集中治療室）
DP70-1 三次救急を有する急性期病院に勤務する医師・看護師のDNARに対する認識

伊藤 美和（名古屋掖済会病院） 
DP70-2 積極的な医療介入を望まない患者の思いを尊重し終末期ケアへ移行した 1事例

長尾 大地（名古屋第二赤十字病院院内 ICU） 
DP70-3 家族インタビューから見えた救急外来看護師と集中治療室看護師に求められる連携

平井 美香（耳原総合病院看護部） 
DP70-4 集中治療室に緊急入室した患者の患者家族への家族看護について ─CNS-FASEを活用した患者家族への看護介入─

福世 太一，小山 亜紀子，羽原 満穂，石井 竜也，木村 由佳（福山市民病院集中治療室） 
DP70-5 集中治療室における面会時の家族対応の実態調査

田中 裕生子，片山 静，宮下 智樹，高山 裕喜枝（福井大学医学部附属病院集中治療部） 
DP70-6 子どもがECMO装着を経験した両親の思い

藤本 昌吾，川村 良子，迫 真由美，田守 真美，松浦 一美，尾添 祐子（大阪府立母子保健総合医療センター） 

3月 9日（木）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 71　RST・NST・RRTなど①

座長：櫻井 裕教（東京都済生会中央病院）
DP71-1 当院のMedical Emergency Team要請症例における quick SOFAの検討

早川 聖子，幸村 英文，樋上 拓哉，小川 慧，若子 尚子，柳 明男，小松 聖史，内山 壮太，原 嘉孝，西田 修（藤田保健
衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DP71-2 MEWS-RRS（修正早期警戒スコアによる迅速対応システム）は，予期せぬ死亡を減少する
西島 功 1，高橋 啓 1，小畑 慎也 1，土田 真史 1，久米 千尋 2，森山 めぐみ 2，城間 由加 2，島袋 徹二 3，仲地 勝弘 4，伊波 
潔 1（1.中部徳洲会病院集中治療部，2.中部徳洲会病院集中治療室，3.中部徳洲会病院理学療法士，4.中部徳洲会病
院臨床工学部） 
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DP71-3 過去 4年間の予期せぬ心肺停止事例からみえてきた院内急変対応の課題
小林 道生 1，丹野 正子 2，藤井 静香 2，遠山 昌平 1，大村 拓 1，澁谷 多佳子 2，石橋 悟 1（1.石巻赤十字病院救命救急セ
ンター，2.石巻赤十字病院看護部） 

DP71-4 院内急変による ICUへの緊急入室の検討
藤本 善大，則本 和伸，山本 幸治，長田 俊彦，原 悠也，堀 雅俊，三木 豊和（淀川キリスト教病院救急科） 

DP71-5 アジア，中東と比較した本邦 ICUでの栄養療法への障害 ～多施設アンケートの結果～
東別府 直紀（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科） 

DP71-6 当院重症系病棟における急性期栄養サポートチームの活動について
岡本 竜哉，植村 樹，大橋 恵里，柴田 有希子，米廣 由紀，河野 公子，山田 和彦，橋本 政典，木村 昭夫（国立国際医
療研究センター栄養サポートチーム） 

3月 9日（木）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 72　RST・NST・RRTなど②

座長：渡海 裕文（兵庫県立淡路医療センター麻酔科）
DP72-1 当院におけるRapid Response System導入への問題点 ─ code blue要請症例からの検討─

内田 貴之 1，清水 智子 2，二瓶 俊一 2，尾辻 健 2，荒井 秀明 2，長田 圭司 2，原山 信也 2，相原 啓二 2，川崎 貴士 1，蒲地 
正幸 2（1.産業医科大学医学部麻酔科学，2.産業医科大学病院集中治療部） 

DP72-2 Rapid response systemが構築されている施設におけるCode blueの存在意義
服部 潤 1，小池 朋孝 2，森安 恵実 2，稲垣 泰斗 1，黒岩 政之 3，新井 正康 4，浅利 靖 1（1.北里大学医学部救命救急医学，
2.北里大学病院RST/RRT室，3.北里大学医学部麻酔科学，4.北里大学医学部付属新世紀医療開発センター） 

DP72-3 Rapid Response System（RRS）における集中治療室担当薬剤師の取り組み
藤村 一軌 1，小室 哲也 2，大森 俊和 1，太田 隆嗣 2，石川 雄一 3，千々岩 由香 3，小出 康弘 2（1.医療法人沖縄徳洲会湘
南鎌倉総合病院薬剤部，2.医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院麻酔科・集中治療部，3.医療法人沖縄徳洲会湘
南鎌倉総合病院看護部） 

DP72-4 起動基準からみた本邦におけるRapid Response Systemの早期介入の問題点の検討
内藤 貴基 1，RRS Online Registry Collaborators2，安宅 一晃 3,4，藤谷 茂樹 4（1.東京ベイ・浦安市川医療センター救
急・集中治療科，2.日本臨床救急医学会・日本集中治療医学会合同委員会，3.奈良県総合医療センター集中治療
部，4.聖マリアンナ医科大学救急医学集中治療部） 

DP72-5 Rapid Response System導入による対応チームへの時間的負担の検討
内藤 貴基 1，RRS Online Registry Collaborators2，安宅 一晃 3，藤谷 茂樹 4（1.東京ベイ・浦安市川医療センター救急・
集中治療科，2.日本臨床救急医学会・日本集中治療医学会合同委員会，3.奈良県総合医療センター集中治療部，
4.聖マリアンナ医科大学救急医学集中治療部） 

DP72-6 Rapid Response System導入 5年の問題点と今後 ～限定体制と常時体制の比較～
新井 正康 1，森安 恵実 2，小池 朋孝 2，大谷 尚也 2，榑松 久美子 2，大塚 智久 3，関田 昭彦 3，西澤 義之 3，戸田 雅也 3，
黒岩 政之 3（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.北里大学病院RST・RRT室，3.北
里大学医学部麻酔科学） 

3月 9日（木）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 73　RST・NST・RRTなど③

座長：湯川 多美子（NTT東日本関東病院）
DP73-1 Open ICUにおけるチェックリストを用いた多種職でのカンファレンスの効果の検討

金田 和久 1，北条 瞬 1，櫛山 晃央 1，加藤 雅史 1，横松 孝史 1，溝口 哲 1，堀 哲雄 2，山下 直己 2，三木 真司 1（1.三菱京
都病院心臓内科，2.三菱京都病院呼吸器外科） 

DP73-2 ICUにおける人工呼吸患者の早期経腸栄養開始へのNSTリンクナースの取り組み
上村 聡 1，新山 和也 1，山崎 恵 1，望月 佳乃 1，秦 明日香 1，宮本 和美 1，中村 真巳 1，高平 修二 2，古田島 太 3，根本 学 2 
（1.埼玉医科大学国際医療センター救命救急センターICU，2.埼玉医科大学国際医療センター救命救急科，3.埼玉
医科大学国際医療センター集中治療科） 

DP73-3 ICUおよび一般病棟における気管挿管患者の頭部拳上角度に関する調査
須郷 惠美，大西 まゆみ，前田 美由貴，小竹 良文（東邦大学医療センター大橋病院） 

DP73-4 RST（呼吸サポートチーム）の活動による病棟看護師のインシデント件数の低下
中川 秀美，岡 啓太，前田 倫厚，松田 知之，橋本 壮志，山根 毅郎（京都岡本記念病院） 

DP73-5 ハイフローセラピーシステム普及に関する看護師の意識調査
山田 剛史 1，立野 淳子 1，有田 孝 2，上田 千晶 1（1.小倉記念病院看護部，2.日本看護協会看護研修学校） 

DP73-6 MEWS導入により死亡退院患者のCPR実施率は減少する ～早期介入による意思決定の援助～
城間 由加 1，久米 千尋 1，森山 めぐみ 1，島袋 徹二 2，小畑 慎也 3，土田 真史 3，仲地 勝弘 4，西島 功 3，伊波 潔 3（1.中
部徳洲会病院集中治療部，2.中部徳洲会病院理学療法士，3.中部徳洲会病院集中治療医師，4.中部徳洲会病院臨床
工学技士） 

－ 131 －

一
般
演
題

（
デ
ジ
タ
ル
ポ
ス
タ
ー
）



3月 9日（木）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 74　保守・管理・医療安全・事故①

座長：福岡 敏雄（倉敷中央病院救命救急センター・集中治療科）
DP74-1 院内 ICUと救命救急センターICUの現状 ─課題とその重症度から展望を考える─

市原 利彦，中島 義仁，川瀬 正樹，横山 俊樹（公立陶生病院救命救急センター） 
DP74-2 院内 ICUと救命 ICUの併設型と分離型の利点欠点

庄古 知久 1，出口 善純 1，吉川 和秀 1，高橋 宏之 1，伊藤 百恵 2，村上 真理 2（1.東京女子医科大学東医療センター救命
救急センター，2.松戸市立病院集中治療室） 

DP74-3 金属スタイレットの破損による食道異物の一例
平家 史博 1，田中 具治 2，瀬川 一 2（1.兵庫県立尼崎総合医療センター麻酔科，2.京都大学医学部附属病院麻酔科） 

DP74-4 中心静脈カテーテルが鎖骨下動脈を貫通し縦隔に迷入した 1例
曽我部 拓 1，佐尾山 裕生 2，島原 由美子 1，石田 健一郎 1，家城 洋平 1，定光 大海 1（1.国立病院機構大阪医療センター
救命救急センター，2.徳島県立中央病院救急科） 

DP74-5 集中治療領域におけるTele ICUシステムの試作・検討
清水 一好，林 真雄，鈴木 聡，森松 博史（岡山大学病院麻酔科蘇生科） 

DP74-6 挿入後 4日目に上大静脈穿破が判明した末梢挿入式中心静脈カテーテルの一症例
仙田 正博 1，倉迫 敏明 2，山岡 正和 2，上川 竜生 2，増田 恵里香 2（1.竹田綜合病院麻酔科，2.姫路赤十字病院麻酔科） 

3月 9日（木）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 75　保守・管理・医療安全・事故②

座長：美馬 裕之（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科）
DP75-1 高度救命救急センターにおける気管チューブの計画外抜管の検討

熊田 恵介 1，村上 啓雄 2，吉田 省造 1，中野 通代 1，杉原 博子 1，豊田 泉 1，小倉 真治 1，福田 充宏 3（1.岐阜大学附属病
院高度救命救急センター，2.岐阜大学附属病院医療安全管理室，3.湘南鎌倉病院） 

DP75-2 院内死亡例における 1年以内の手術実施と ICU利用の現状について
山本 拓巳 1，飯田 美紀 1，林 慶州 1，笠松 雅之 1，熊田 恵介 3，飯田 宏樹 2（1.岐阜県総合医療センター，2.岐阜大学大
学院医学系研究科病態制御学講座麻酔・疼痛制御学分野，3.岐阜大学医学部附属病院医療安全管理室） 

DP75-3 精神科常勤医師がいない病院の ICUにおける精神科治療の現状
中野 浩 1，糟谷 琢映 2，辻 麗 2，蓑輪 尭久 2，高 ひとみ 2，天野 靖大 2，前田 香里 2（1.岡崎市民病院集中治療センター，
2.岡崎市民病院麻酔科） 

DP75-4 短針を使用したリアルタイム超音波ガイドによる腋窩静脈・鎖骨下穿刺の安全性の検討
渡部 修 1，工藤 俊介 1，小林 絵梨 1，豊田 泰幸 2，津田 泰利 2（1.佐久医療センター救命救急センターGICU，2.佐久総
合病院佐久医療センター心臓血管外科） 

DP75-5 術後呼吸監視システム運用上の改善点の検討
惠川 淳二 1,2，友田 恒一 2，井上 聡己 1，川口 昌彦 3（1.奈良県立医科大学集中治療部，2.奈良県立医科大学医療安全
推進室，3.奈良県立医科大学麻酔科学教室） 

DP75-6 ICU若手スタッフの教育・研究促進ツールとしての電子システムの在り方と開発導入の事例
園生 智弘 1,2，岩井 聡 3，井口 竜太 4，福嶋 一剛 1，奈良場 啓 1，大道寺 洋顕 1，橋本 英樹 1，徳永 蔵人 1,2，中村 謙介 1 
（1.（株）日立製作所日立総合病院救急集中治療科，2.東京大学大学院医学系研究科救急医学，3.東京大学大学院医
学系研究科医療情報学分野，4.JR東京総合病院救急科） 

3月 9日（木）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 76　脳死・移植・虐待

座長：渥美 生弘（聖隷浜松病院救命救急センター）
DP76-1 血友病A患者に対する脳死肝移植の経験

水野谷 和之 1，藤好 直 2，石川 岳彦 3，森本 裕二 1，丸藤 哲 3（1.北海道大学病院麻酔科，2.北海道大学病院消化器外
科1，3.北海道大学病院先進急性期医療センター） 

DP76-2 ECPRによる臓器提供への影響
佐野 秀史 1，弦切 純也 1，新井 隆男 1，星合 朗 1，大村 泰史 2，田中 洋輔 2，太田 祥一 3，櫻井 悦男 4，櫻井 将継 1（1.東
京医科大学八王子医療センター救命救急センター，2.日野市立病院救急科，3.恵泉クリニック，4.東京医科大学八
王子医療センター） 

DP76-3 脳死膵臓移植手術での持続間質グルコース濃度測定器（ミニメド 620Gシステム）の使用経験
白木 敦子，甲斐 慎一，高橋 英里，瀬川 一（京都大学医学部附属病院） 

DP76-4 第 1回から第 2回法的脳死判定までに 1週間を要した家族の体験と心理的軌跡
安保 育枝，林 優子，安原 早紀（大阪市立総合医療センター救命救急センター） 

DP76-5 長期ECMO管理の看護実践の検討 ─肺移植までECMOを装着した症例─
中村 幸子 1，佐藤 拓也 1，中山 智香子 1，山本 喜子 1，青木 圭介 2，鈴木 健一 3，亀ヶ谷 泰匡 1，細萱 順一 1，背戸 陽子 1，
市場 晋吾 1（1.日本医科大学付属病院外科系集中治療室，2.日本医科大学付属病院リハビリテーション部，3.日本
医科大学付属病院臨床工学部） 
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3月 9日（木）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 77　教育・専門医・医療経済①

座長：増野 智彦（日本医科大学高度救命救急センター）
DP77-1 当院 ICUにおけるスタッフのレベル向上に関する検討

谷口 巧，越野 みつ子，岡島 正樹（金沢大学附属病院集中治療部） 
DP77-2 感染症専門医資格を有する集中治療医の育成　集中治療医として新たなモデルの提案

牧野 淳，青松 明徳，藤井 達也，堀北 奨，簗瀬 史貴，川岸 利臣，高橋 京助，中嶋 いくえ，飯塚 悠佑，讃井 將満（自
治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部） 

DP77-3 ICU早期リハビリテーション体制は一日にして成らず
江田 陽一 1，札本 篤 2（1.福岡徳洲会病院集中治療センター，2.福岡徳洲会病院リハビリテーション部） 

DP77-4 集中治療現場における救急救命士教育の現状と課題
松田 潔，菊池 広子，石丸 直樹，遠藤 広史，山村 英治，渡邊 顕弘，長谷川 智宏，門馬 治，上野 訓子，齋藤 桂輔（日
本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター） 

DP77-5 複数の ICUの統合運用要領
足立 裕史，鈴木 章悟，貝沼 関志，西脇 公俊（名古屋大学医学部麻酔・蘇生医学） 

DP77-6 重傷外傷症例に対する多職種連携との取り組み
石井 亘，岡田 遥平，飯塚 亮二，宮国 道太郎，神鳥 研二，大岩 祐介，平木 咲子，榊原 謙，成宮 博理（京都第二赤十
字病院救命救急センター救急科） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 78　多臓器不全・敗血症⑦

座長：兼坂 茂（ふれあい平塚ホスピタル）
DP78-1 敗血症によるDICに対するトロンボモジュリンアルファを長期使用の有用性

八木 司 1，立花 栄三 1，林田 啓 1，渥美 渉 1，川守田 剛 1，松崎 真和 2，千葉 宣孝 2，冨永 善照 2，國本 聡 1，平山 篤志 3 
（1.川口市立医療センター循環器科・集中治療科，2.日本大学病院救急科，3.日本大学医学部内科学系循環器内科
学分野） 

DP78-2 Sepsis-3の敗血症性ショックにおける臓器別 SOFAスコアと院内死亡率の関係
辻田 靖之 1，北村 直美 1，山根 哲信 1，藤野 和典 1，萬代 良一 1，松下 美季子 2，田畑 貴久 1，高橋 完 3，松村 一弘 2，江
口 豊 1（1.滋賀医科大学救急・集中治療部，2.滋賀医科大学総合診療部，3.滋賀医科大学麻酔学講座） 

DP78-3 当院におけるG群溶血性連鎖球菌による菌血症症例の検討
福家 洋之，紅林 真理絵，田原 雄一，橋本 章，清水 敦哉（済生会松阪総合病院内科） 

DP78-4 経尿道的尿管結石破砕術中のシバリングにより術後の敗血症を予見できた一例
牛尾 倫子，河村 岳，水枝谷 一仁，浅原 美保，山田 芳嗣（東京大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンター） 

DP78-5 集中治療部（ICU）でのプレセプシン測定の意義
奥山 学，五十嵐 季子，菊谷 祥博，中永 士師明（秋田大学大学院救急集中治療医学講座） 

DP78-6 脾臓低形成に合併した劇症型敗血症の 2例
入間田 大介，田嶋 淳哉，武居 哲洋，眞田 千穂，畠山 淳司，宮本 大輔，藤 雅文，山田 広之，藤澤 美智子，永田 功（横
浜市立みなと赤十字病院救命救急センター） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 79　多臓器不全・敗血症⑧

座長：小山 薫（埼玉医科大学総合医療センター）
DP79-1 開心術後，敗血症から髄膜炎を併発し，呼吸循環管理に難渋した新生児症例

岡村 達 1，瀧聞 浄宏 2，松井 彦郎 3，北村 真友 3，黒坂 了正 3，佐藤 公則 3（1.長野県立こども病院心臓血管外科，2.長
野県立こども病院小児循環器科，3.長野県立こども病院小児集中治療科） 

DP79-2 糖尿病性ケトアシドーシス，敗血症性ショックを合併した頸部壊死性筋膜炎の 1症例
田邊 輝真，楠 真二，板井 純治，竹崎 亨，山野上 敬夫（県立広島病院救命救急センター） 

DP79-3 敗血症性ショック，心停止，脳塞栓症を合併した降下性壊死性縦隔炎に対して集学的治療により救命しえた一例
上野 満徳，山下 淳二，徳永 健太郎，早田 学，江嶋 正志，鷺島 克之，蒲原 英伸（熊本大学医学部附属病院集中治療部） 

DP79-4 特発性細菌性腹膜炎により腹腔内圧上昇をきたしマネジメントに苦慮した一例
小山 智士，中山 泉，西岡 典宏，毛利 英之，座喜味 盛哉（沖縄県立中部病院集中治療部） 

DP79-5 全身多発膿瘍に感染性心内膜炎による severe AR （aor tic valve regurgitation）を合併し集中治療を行った一例
康 美理，齊藤 眞樹子，角田 美保子，齋藤 倫子，秋月 登，並木 みずほ，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学） 

DP79-6 集中治療で救命し得た膿胸，敗血症性ショックの一例
角田 美保子，康 美理，齊藤 眞樹子，齋藤 倫子，秋月 登，並木 みずほ，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学） 
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3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 80　多臓器不全・敗血症⑨

座長：藤田 義人（愛知医科大学麻酔科）
DP80-1 挫滅症候群による横紋筋融解症から急性腎障害をきたし，経過中腸管穿孔を発症し救命しえなかった症例

黒田 美聡 1，早坂 達哉 1，高橋 菜々子 1，八島 望 1，狩野 峻子 1，鈴木 麻奈美 1，鈴木 博人 1，中根 正樹 1,2，川前 金幸 1 
（1.山形大学医学部附属病院麻酔科，2.山形大学医学部附属病院高度集中治療センター） 

DP80-2 抜歯後に脾摘後の侵襲性肺炎球菌感染症を罹患後，両下腿と両手指切断を回避できなかった一例
蒲原 英伸，山下 淳二，徳永 健太郎，早田 学，江嶋 正志，鷺島 克之（熊本大学医学部附属病院集中治療部） 

DP80-3 成人男性に発症したEBV関連T/NKリンパ増殖性疾患に対して集学的治療をおこなった一例
三浦 航，林下 浩士，宮市 功典，石川 順一，重光 胤明（大阪市立総合医療センター集中治療部） 

DP80-4 敗血症の転機予測には拡張期圧が最も有用である：多施設後方視的検討
小林 直也 1，中川 敦寛 2，齋藤 浩二 4，江島 豊 5，吾妻 俊弘 1，外山 裕章 1，遠藤 康弘 1，工藤 大介 3，山内 正憲 1（1.東
北大学大学院麻酔科学・周術期医学分野，2.東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野，3.東北大学大学院医
学系研究科救急医学分野，4.東北大学病院集中治療部，5.東北大学病院手術部） 

DP80-5 新定義での敗血症診断におけるプレセプシンの有用性
山本 朋納，西村 哲郎，山本 啓雅，晋山 直樹，加賀 慎一郎，寺田 貴史，内田 健一郎，野田 智宏，森岡 貴勢，江崎 麻
衣子（大阪市立大学医学部附属病院救命救急センター） 

DP80-6 ドブタミンは敗血症性ARDSの予後を改善する可能性がある
本田 博之 1，Tohoku Sepsis Registry Investigation Group2（1.新潟大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター，
2.Tohoku Sepsis Registry Investigation Group） 

3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 81　心臓・循環・体液管理⑩

座長：赤松 繁（中濃厚生病院集中治療部）
DP81-1 大口径カテーテルによる血栓吸引術にて神経障害なく退院した広範型肺血栓塞栓症の 1例

加藤 駿一 1，坂本 早紀 1，川浦 洋征 1，早川 桂 1，岸本 卓磨 1，五木田 昌士 1，勅使河原 勝伸 1，田口 茂正 1，清田 和也 1，
松村 穣 2（1.さいたま赤十字病院救急医学科，2.さいたま赤十字病院循環器科） 

DP81-2 PCPS蘇生を要した肺塞栓症に追加治療は必要か？
小林 辰輔，岩瀬 史明，井上 潤一，宮崎 善史，松本 学，河野 陽介，柳沢 政彦，池田 督司，木下 大輔，川島 佑太（山
梨県立中央病院救急科） 

DP81-3 1回拍出量変化のモニタリングと大動脈内バルーンパンピングが有効であった低心機能患者の周術期管理
小澤 章子 1，野見山 延 1，今津 康宏 1，梅本 琢也 2（1.国立病院機構静岡医療センター麻酔科・集中治療部，2.国立病
院機構静岡医療センター心臓血管外科） 

DP81-4 心室細動による院外心肺停止から蘇生され，診断に苦慮したBrugada症候群の 1例
大野 嘉寿人 1，宮島 佳祐 1，岡崎 絢子 1，生駒 剛典 1，谷 信彦 1，佐藤 亮太 1，渡辺 知幸 1，川口 由高 1，若林 康 1，漆田 
毅 2（1.聖隷三方原病院循環器科，2.浜松医科大学附属病院第三内科） 

DP81-5 左主幹部を責任病変とした急性冠症候群に伴う院外心肺停止蘇生後患者における蘇生直後の心電図変化について
立石 和也 1，安倍 大輔 2，鈴木 紅 2，杉山 和宏 3，濱邉 祐一 3，小林 欣夫 1（1.千葉大学医学部付属病院循環器内科，2.東
京都立墨東病院循環器科，3.東京都立墨東病院救命救急センター） 

DP81-6 非侵襲的体表冷却器により低左心機能敗血症患者の心不全管理を成功しえた症例
中嶋 哲史 1，飯塚 徳昭 2，吉本 昭 3，長谷川 絢子 1，三好 達也 1，清水 洋志 1，岡 隆紀 4，内藤 嘉之 5，三宅 隆一郎 5，高
岡 秀幸 1（1.高槻病院循環器内科，2.高槻病院産婦人科，3.高槻病院総合診療科，4.高槻病院心臓血管外科，5.高槻
病院麻酔科） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 82　心臓・循環・体液管理⑪

座長：大嶋 清宏（群馬大学大学院医学系研究科救急医学）
DP82-1 Estimated continuous cardiac output による循環動態の評価

鈴木 武志，倉住 拓弥，上田 朝美，櫻井 裕教，山田 高成，福山 由理佳，若宮 里恵，香取 信之，森﨑 浩（慶應義塾大
学医学部麻酔学教室） 

DP82-2 遷延するショックの原因として後縦隔血腫による心外閉塞性因子が考えられた多発外傷例
柳川 洋一，石川 浩平，竹内 郁人，日域 佳，吉澤 俊彦，大森 一彦，大坂 裕通（順天堂大学医学部附属静岡病院救急
診療科） 

DP82-3 心肺蘇生後のmassive PEに対する外科的肺動脈血栓摘除術
武井 眞 1，平田 直己 1，柏木 政憲 2，高橋 寿由樹 1，中川 晋 1（1.東京都済生会中央病院循環器科，2.東京都済生会中
央病院麻酔科） 

DP82-4 集中治療室における新規発症心房細動に対する電気的除細動の効果
京 道人，大下 慎一郎，島谷 竜俊，稲川 嵩紘，鳥越 勇佑，鈴木 慶，山賀 聡之，木田 佳子，廣橋 伸之，志馬 伸朗（広
島大学大学院救急集中治療医学） 
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DP82-5 発症 43年後に多臓器転移を認め心原性ショックを呈した右肘関節原発粘液様血管芽細胞腫症の一例
酒井 浩多 1，一林 亮 1，鈴木 銀河 1，渡辺 雅之 1，豊田 幸樹年 1，横室 浩樹 1，本多 満 1，二本柳 康博 2，澁谷 和俊 2，池
田 隆徳 3（1.東邦大学医学部総合診療救急医学講座救命救急センター，2.東邦大学医学部病理診断科病院病理部，
3.東邦大学医学部内科学講座循環器内科学分野） 

DP82-6 小児ECMO管理におけるTransonic HT360での流量測定の臨床的有用性についての検討
谷口 昌志 1，居石 崇志 1，長井 勇樹 1，渡邉 伊知郎 1，本村 誠 1，新津 健裕 1，齊藤 修 1，清水 直樹 1，八木 健輔 2，吉田 
拓司 2（1.東京都立小児総合医療センター救命集中治療部集中治療科，2.東京都立小児総合医療センター麻酔科臨
床工学技士）  

3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 83　心臓・循環・体液管理⑫

座長：鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔・集中治療科）
DP83-1 先天性心疾患患者に発生する中心静脈閉塞・狭窄についての要因検討：3000例のデータベースからの分析

前畠 慶人，奥谷 龍，中田 一夫（大阪市立総合医療センター麻酔科） 
DP83-2 異型大動脈縮窄症による心不全から腹部臓器虚血及び敗血症性ショックとなった一症例

村上 行人，安達 普至，平松 俊紀，鶴 昌太，竪 良太，内田 孝之，西島 卓矢（飯塚病院集中治療部） 
DP83-3 心臓血管外科術後患者における体成分分析の可能性

小出 明里 1，寺島 良幸 1，大矢 真 1，関谷 憲晃 1，小笠原 治 1，藤掛 数馬 1，田村 哲也 1，徐 民恵 1，笹野 寛 2，祖父江 和
哉 1（1.名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野，2.名古屋市立大学病院救急科） 

DP83-4 救命しえた臓器虚血・多臓器不全を合併した急性B型大動脈解離症例
福田 卓也 1，諸 久永 1，田山 雅雄 1，武者 信行 2，山本 麗子 3（1.済生会新潟第二病院心臓血管外科，2.済生会新潟第
二病院外科，3.済生会新潟第二病院看護部） 

DP83-5 ダイエットが契機となりTorsades de Pointes を発症したと考えられるQT延長症候群の 1症例
大久保 公恵，木下 浩作，小嶋 啓介，深町 大介，平山 篤志（日本大学医学部） 

3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 84　心臓・循環・体液管理⑬

座長：中村 教人（さいたま市立病院集中治療科）
DP84-1 特発性冠動脈解離を認めた院外心肺停止の 1例

宮田 昭彦，黒住 祐磨，柴 昌行，西本 裕二，佐賀 俊介，佐藤 幸人（兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科） 
DP84-2 特発性冠動脈解離から心肺停止となった若年女性の一例

土方 伸浩 1，中山 雅文 1，渡邉 暁史 1，大塩 節幸 2，後藤 園香 3，中村 到 3，中田 晃孝 4，畑山 聖 3，内山 隆史 1（1.戸田
中央総合病院心臓血管センター内科，2.戸田中央総合病院救命科，3.戸田中央総合病院集中治療部，4.三愛病院循
環器内科） 

DP84-3 Of f-pump coronar y ar ter y bypass術後のノルアドレナリンの使用はグラフト閉塞を増加させるか？
川上 大裕，植田 浩司，下薗 崇宏，美馬 裕之，是永 章，中森 裕毅，山崎 和夫（神戸市立医療センター中央市民病院
麻酔科） 

DP84-4 間質性肺炎と腎機能障害を合併した遠位弓部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術の周術期管理の一例
宮田 和人 1，重松 明香 1，大竹 裕志 2，木内 竜太 2，眞田 順一郎 3（1.ニューハートワタナベ国際病院麻酔科，2.ニュー
ハートワタナベ国際病院心臓血管外科，3.ニューハートワタナベ国際病院放射線科） 

DP84-5 エポプロステノール持続静注が導入された重症肺動脈性肺高血圧症 4例の検討
金本 匡史，日尾 早香，神山 治郎，松岡 宏晃，柳澤 晃広，中林 洋介，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） 

DP84-6 心臓手術後発症の脳梗塞についての検討
相見 有理 1，中林 規容 1，吉田 光宏 1，水谷 高輔 1，白石 大門 1，市原 薫 1，西 俊彦 2，岡本 浩 2，鹿野 敏雄 3（1.市立四
日市病院脳神経外科，2.市立四日市病院胸部外科，3.市立四日市病院外科） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 85　多臓器不全・敗血症⑩

座長：槇田 徹次（佐世保市総合医療センター救急集中治療科）
DP85-1 敗血症の死亡率改善のために ～死亡症例から学ぶ。当院での 3年間の敗血症死亡 32例の検討～

那須 道高 1，佐藤 良太 1,2，岩永 航 1，北原 佑介 1，福井 英人 1，米盛 輝武 1，八木 正晴 1（1.浦添総合病院救急集中治療
部，2.米国海軍病院） 

DP85-2 当院における敗血症性ショック患者に対する初期輸液療法の検討
赤澤 杏奈，岩崎 衣津，溝渕 有助，河野 圭史，佐藤 幸子，渡邉 麻衣，小林 浩之，奥 格，福島 臣啓，時岡 宏明（岡山
赤十字病院） 

DP85-3 DPCデータを用いた肺炎による重症敗血症に対する vasopressin併用療法の有効性の検討
遠藤 彰 1，伏見 清秀 2，白石 淳 1,3，松居 宏樹 4，村田 希吉 1,5，大友 康裕 1（1.東京医科歯科大学医学部附属病院救命救
急センター，2.東京医科歯科大学医歯学総合研究科医療政策学講座，3.亀田総合病院救命救急センター，4.東京大
学医学系研究科公共健康医学専攻，5.国保松戸市立病院救命救急センター） 
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DP85-4 持続性高乳酸血症を呈した血液悪性腫瘍の 2例
笠井 美奈，川治 崇泰，原 嘉孝，鷲見 弘文，小川 慧，大槻 藍，早川 聖子，河田 耕太郎，幸村 英文，西田 修（藤田保
健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DP85-5 敗血症時のレートコントロールに対する貼付剤β遮断薬の有用性と安全性
岡田 基，川口 哲，中嶋 駿介，林 健太郎，高氏 修平，稲垣 泰好，長島 道生，小林 厚志，小北 直宏，藤田 智（旭川医
科大学救急医学講座） 

DP85-6 敗血症腎障害に対する副腎ステロイド薬を組み合わせたβ2アドレナリン受容体活性化療法
中村 明夫 1，宮川 誠 2（1.帝京大学医学部小児科，2.帝京大学中央実験動物施設） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 86　多臓器不全・敗血症⑪

座長：林下 浩士（大阪市立総合医療センター救命救急センター）
DP86-1 敗血症マーカー：血中プレセプシン・プロカルシトニン同時測定による比較検討から得られた臨床的意義

平林 茉莉奈，松岡 俊，伊原 慎吾，堀 智志，山口 順子，田上 瑠美，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中
治療医学分野） 

DP86-2 洞不全症候群の敗血症患者で経静脈的ペーシングにより透析離脱を可能にした 1例
宍井 美穂，宮本 将，亀山 実希，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔・集中治療科） 

DP86-3 capnocytophaga canimorsusによる敗血症性ショックの一例
中田 一弥 1，石田 琢人 1，湯川 高寛 1，宮崎 紀樹 1，山岸 利暢 1，柏浦 正広 1，田邉 孝大 1，杉山 和宏 1，濱邉 祐一 1，吉
田 謙一 2（1.東京都立墨東病院高度救命救急センター，2.東京医科大学法医学分野） 

DP86-4 壊疽性胆嚢炎開腹ドレナージ後肝右葉切除に，Plasma Filtration with Dialysys（PDF）が有用であった 1症例
水野 隆芳 1，藤井 恵美 1，宮武 秀光 1，橋本 賢吾 1，田中 智基 1，清水 淳次 1，山根 哲信 1，辻田 靖之 1，高橋 完 3，江口 
豊 2（1.滋賀医科大学救急集中治療部，2.滋賀医科大学救急集中治療医学講座，3.滋賀医科大学麻酔学講座） 

DP86-5 カテコラミン心筋症を伴う褐色細胞腫クリーゼ，敗血症による多臓器不全から社会復帰できた一例
柴 昌行，黒住 祐磨，宮田 昭彦，西本 裕二，佐賀 俊介，佐藤 幸人（兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科） 

DP86-6 敗血症性心筋障害に対して IABPは有効な循環補助になりうるか
豊田 幸樹年，天野 杏李，芹澤 響，鈴木 銀河，渡辺 雅之，一林 亮，横室 浩樹，本多 満（東邦大学医療センター大森
病院救命救急センター） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 87　その他①

座長：大塚 博明（北海道医療センター）
DP87-1 看護実践能力向上に向けたシミュレーション学習の導入 ～シチュエーションベースドトレーニングを試みて～

小野川 愛，高橋 知左，三木 初美（高知赤十字病院救命救急センター病棟） 
DP87-2 ICU術前訪問の有効性 ～患者の心理的な影響に焦点をあてて～

大野 直子，吉川 由利香，川崎 紋子，五十嵐 美奈，富岡 真紀子（（株）日立製作所日立総合病院） 
DP87-3 ICUにおける褥瘡発生の実態調査

吉田 愛子，小島 朗，高岡 亜紀子，小楠 香織（名古屋大学医学部附属病院） 
DP87-4 心臓血管系集中治療室における睡眠の質に関する実態調査

尾崎 未佳 1，鈴木 加奈恵 1，小林 明日香 1，原田 愛子 1，角森 亮介 1，水間 かおり 1，永井 利幸 2（1.国立循環器病研究
センター看護部，2.国立循環器病研究センター心臓血管内科部門） 

DP87-5 看護師が抑制体験することで得たストレス緩和と皮膚観察の必要性
豊村 香織，安藤 真希，大内 市枝（勤医協中央病院看護部 ICU） 

DP87-6 ICUで働く看護師の感情体験
松田 麗子 1，園田 裕子 2（1.中部大学生命健康科学部保健看護学科，2.日本赤十字北海道看護大学） 

3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 88　心臓・循環・体液管理⑭

座長：中尾 浩一（済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科）
DP88-1 輸血拒否患者に対して外科的に緊急肺動脈血栓摘出術を行った 1症例

首藤 聡子，原田 佳実，飛田 文，入澤 友美，矢野 雅起，藤谷 太郎（愛媛県立中央病院麻酔科） 
DP88-2 肺胞出血に感染性心内膜炎を合併した全身性エリテマトーデス患者に長期の集学的治療を行い救命しえた 1例

平田 孝夫 1，渡邉 誠之 2，保村 宏樹 3，石田 清子 3（1.下関市立市民病院麻酔科，2.九州歯科大学附属病院麻酔科，3.下
関市立市民病院看護部） 

DP88-3 慢性心不全患者における血液ガス分析の比較検討
宮田 周作，佐竹 敦史（岐阜市民病院循環器内科） 

DP88-4 急性大動脈解離における血圧の左右差の検討
笹本 希 1,2，圷 宏一 2，三軒 豪仁 2，細川 雄亮 2，太良 修平 2，山本 剛 2，浅井 邦也 1，師田 哲郎 3，新田 隆 3，清水 渉 1,2 
（1.日本医科大学付属病院循環器内科，2.日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科，3.日本医科大学付属病院心
臓血管外科） 
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DP88-5 高度真腔狭小化による両下肢虚血を合併した Stanford B型急性大動脈解離の 1治験例
長谷川 豊，江連 雅彦，山田 靖之，岡田 修一，小此木 修一，森下 寛之，金子 達夫（群馬県立心臓血管センター心臓
血管外科） 

DP88-6 高度腎機能障害を合併した急性腹部大動脈閉塞の 1救命例
森下 寛之，金子 達夫，江連 雅彦，長谷川 豊，山田 靖之，岡田 修一，小此木 修一，桐谷 ゆり子（群馬県立心臓血管
センター心臓血管外科） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 89　心臓・循環・体液管理⑮

座長：渡海 裕文（兵庫県立淡路医療センター麻酔科）
DP89-1 80歳以上の超高齢者に対する Stanford A型急性大動脈解離手術における予後因子の検討

川口 保彦 1，中井 真尚 1，渡邊 出 2（1.静岡市立静岡病院心臓血管外科，2.静岡市立静岡病院救急科） 
DP89-2 大災害時の安全な車中泊とは ～ 2016熊本地震　エコノミークラス症候群早期多発発生を受けて～

永野 雅英，西上 和宏，中尾 浩一，坂本 知浩（済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科） 
DP89-3 大腿動脈アプローチに対する，心尖部アプローチ経皮的大動脈弁置換術の術後心拍出量改善の遅延

重城 聡，今井 恵理哉，佐藤 仁信，佐藤 明，小林 収（亀田総合病院麻酔科） 
DP89-4 甲状腺クリーゼを合併した巨細胞性劇症型心筋炎の一例

野口 暉夫，灘濱 徹哉，川上 将司，中島 啓裕，浅海 泰栄，永井 利幸，金谷 智明，田原 良雄，安田 聡（国立循環器病
研究センター心臓血管内科） 

DP89-5 術前未診断であった特発性肺高血圧症の影響で術中心停止に至ったと考えられた帝王切開の一症例
山岡 正和，上川 竜生，増田 恵里香，南 絵里子，川瀬 宏和，石川 慎一，八井田 豊，松本 睦子，倉迫 敏明（姫路赤十
字病院） 

DP89-6 クロピドグレル・プラスグレル不応性により亜急性ステント血栓症を繰り返した一例
小嶋 啓介，高山 忠輝，阿久津 尚孝，飯田 維人，村田 伸弘，大島 暢，春田 裕典，深町 大介，廣 高史，平山 篤志（日
本大学医学部付属板橋病院内科学系循環器内科学分野） 

3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 90　心臓・循環・体液管理⑯

座長：梅垣 修（大阪医科大学集中治療部）
DP90-1 Stanford A型急性大動脈解離術後の挿管期間に影響する因子

木村 嵩之，梅井 菜央，市場 晋吾，間瀬 大司，坂本 篤裕（日本医科大学附属病院麻酔科） 
DP90-2 左室内血栓を合併し脳塞栓を発症した周産期心筋症の一例

牛越 博昭，岡田 英志，中野 志保，名知 祥，土井 智章，中野 通代，吉田 省造，熊田 恵介，豊田 泉，小倉 真治（岐阜
大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

DP90-3 呼吸管理を要した Stanford B型急性大動脈解離に関わる因子の検討
坪井 千佳 1，萩岡 信吾 1，妹尾 悠祐 1，小崎 吉訓 2，大谷 晋吉 2，溝上 良一 2，川西 進 2，森本 直樹 2，杉山 雅俊 1（1.津
山中央病院麻酔科，2.津山中央病院救命救急センター） 

DP90-4 ECMO導入時の安全かつ迅速なカニュレーションはいかにあるべきか
寺田 貴史，西村 哲郎，日村 帆志，江崎 麻衣子，森岡 貴勢，山本 朋納，内田 健一郎，溝端 康光（大阪市立大学大学
院医学研究科救急医学） 

DP90-5 遊離グラフト再建を伴う頭頚部悪性腫瘍手術後の昇圧治療介入因子についての後ろ向き研究
松三 絢弥，佐藤 哲文，新井 美奈子，柴田 麻理，川口 洋佑，劉 丹（国立がん研究センター中央病院） 

DP90-6 年齢は人工弁置換術のリスクか
宮部 浩道 1，大崎 友宏 2，上松 友希 2，垂石 智重子 2，酒井 規広 2，酢谷 朋子 2，高田 基志 2，鈴木 照 2（1.総合大雄会病
院集中治療科，2.総合大雄会病院麻酔科） 

3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 91　心臓・循環・体液管理⑰

座長：平 泰彦（聖マリアンナ医科大学救急医学）
DP91-1 開心術術後のトルバプタン投与の有効性について ─とくに低腎機能症例において─

上仲 永純 1，樋口 卓也 1，門田 治 1，堤 泰史 1，守内 郁夫 2，村上 達明 3，谷口 和孝 4（1.福井循環器病院心臓血管外科，
2.福井循環器病院内科，3.福井循環器病院循環器科，4.福井循環器病院麻酔科） 

DP91-2 Vecto Flow Mappingによる収縮性心膜炎における収縮機能不全評価
秋山 浩一，山下 理比路，甲斐沼 篤，木下 真央，加藤 秀哉，濱岡 早枝子，内藤 慶史，佐和 貞治（京都府立医科大学
麻酔科学教室） 

DP91-3 維持透析合併ASに対するAVR周術期塩酸ランジオロール使用経験
豊田 泰幸 1，津田 泰利 1，小林 絵梨 2，渡部 修 2（1.佐久医療センター心臓血管外科，2.佐久医療センター集中治療科） 

DP91-4 回盲部切除術後 3日目に 5年を経過して発症した超遅発性薬剤溶出性ステント血栓症の 1例
宮脇 宏 1，瀬尾 勝弘 1，角本 眞一 1，中島 研 2（1.小倉記念病院麻酔科・集中治療部，2.小倉記念病院救急部） 

DP91-5 短期間に生じた多臓器重症病変に対して低侵襲手技により治療し得た 1例
藤本 竜平，佐藤 督忠，間瀬 浩，田代 一真，鈴木 洋（昭和大学藤が丘病院循環器内科） 
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DP91-6 小児頻脈性不整脈に対する Landiolol治療の可能性の検討
百木 恒太 1，松井 彦郎 1，北村 真友 1，黒坂 了正 1，佐藤 公則 1，安河内 聰 2，瀧聞 浄宏 2，武井 黄太 2，田澤 星一 2，岡
村 達 3（1.長野県立こども病院小児集中治療科，2.長野県立こども病院循環器小児科，3.長野県立こども病院心臓
血管外科） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 92　中枢神経・脊髄・末梢神経⑤

座長：横山 正尚（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座）
DP92-1 健常若年成人に発症したリステリア髄膜脳炎の 1例

喜多 真未，木田 真紀，米満 尚史，宮本 恭兵，柴田 尚明，國立 晃成，小川 敦裕，島 望，岩崎 安博，加藤 正哉（和歌
山県立医科大学救急・集中治療医学講座） 

DP92-2 透析導入初期に非アルコール性ウェルニッケ脳症を発症した一例
高橋 公子，那須 道高，後藤 崇夫，池永 翔一，岩永 航，北原 佑介，屋宜 亮兵，福井 英人，米盛 輝武，八木 正晴（浦
添総合病院救急集中治療部） 

DP92-3 Bickerstaf f型脳幹脳炎の 2症例
森田 恭成 1，自見 孝一朗 1，近藤 貴士郎 1，安藤 諭 2，村田 哲哉 1，鈴木 秀一 1（1.名古屋医療センター集中治療科，2.名
古屋医療センター総合内科） 

DP92-4 高齢者の難治性てんかん重責発作時に対する全身麻酔時のBISモニターの有用性
上田 朝美，鈴木 武志，長田 大雅，鈴木 悠太，壽原 朋宏，勅使河原 綾野，森﨑 浩（慶應義塾大学病院麻酔学教室） 

DP92-5 脳神経手術時のワーファリン拮抗薬としてのクリオプレシピテートの有用性（第 2報）
富田 守（焼津市立総合病院） 

DP92-6 脳出血患者の急性期収縮期血圧 140mmHg未満と予後の検討
山田 哲久 1，名取 良弘 2，今本 尚之 2（1.飯塚病院救急部，2.飯塚病院脳神経外科） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 93　中枢神経・脊髄・末梢神経⑥

座長：村川 雅洋（福島県立医科大学医学部麻酔科学講座）
DP93-1 集中治療患者でのてんかん発作に対するRootR with SedLineR（SedLine）の有用性

関根 秀介 1，沖田 綾乃 1，濱田 隆太 1，吉田 真一郎 1，福井 秀公 1，西山 隆久 2，今泉 均 1，内野 博之 1（1.東京医科大学
麻酔科学分野，2.東京医科大学八王子医療センター） 

DP93-2 Pasturella multocida脳膿瘍の 1例
田金 裕一郎 1，石川 雅己 2（1.呉共済病院総合診療科，2.呉共済病院救急診療科） 

DP93-3 心静止蘇生後に両側中大脳動脈領域の虚血所見を認めた類もやもや病
徳田 理奈 1，成宮 博理 2，中島 聡志 3，牧野 陽介 3，太田 凡 3，山田 丈弘 4（1.京都府立医科大学附属病院卒後臨床研修
センター，2.京都府立医科大学附属病院集中治療部，3.京都府立医科大学附属病院救急医療学教室，4.京都府立医
科大学附属病院神経内科学教室） 

DP93-4 Thomsen病を合併した重症大動脈弁逆流症に対する大動脈弁置換術の周術期管理経験
平埜 貴久 1，太田 隆嗣 1，小室 哲也 1，宮田 惟 1，上原 立己 1，谷井 梨美 2，小出 康弘 2（1.湘南鎌倉総合病院集中治療部，
2.湘南鎌倉総合病院麻酔科） 

DP93-5 出血傾向を背景に発症した硬膜内，硬膜外血腫の 2例
松山 周平，三木 靖雄，増田 崇光，麻喜 幹博，酒井 宏明（藤枝市立総合病院） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 94　中枢神経・脊髄・末梢神経⑦

座長：倉田 二郎（東京医科歯科大学医学部附属病院麻酔・蘇生・ペインクリニック科）
DP94-1 浮腫の治療にトルバプタンを使用したため，浸透圧性脱髄症候群（ODS）を来した低ナトリウム血症の小児患者

森山 直樹 1，仲宗根 正人 2，持田 晋輔 2，矢部 成基 2，藤井 高宏 1，南 ゆかり 2，稲垣 喜三 1（1.鳥取大学医学部附属病
院高次集中治療部，2.鳥取大学医学部医学科麻酔・集中治療医学分野） 

DP94-2 当院で集中治療を行ったHuman herpes virus-6（HHV-6）関連痙攣の 5乳児例
須長 祐人 1,2，小泉 敬一 1，大山 哲男 1，河野 洋介 1，金村 英秋 1，森口 武史 2，松田 兼一 2，杉田 完爾 1（1.山梨大学医
学部小児科，2.山梨県医学部救急集中治療医学講座） 

DP94-3 救急搬送された後期高齢者の症候性てんかん患者の背景
疋田 愛，進藤 礼奈，山本 直美（潤和会記念病院看護部） 

DP94-4 瞳孔の観察は統一した評価となっているか？
田渕 弘晃，福本 真也（公立豊岡病院但馬救命救急センター） 

DP94-5 看護師が対光反射を鈍いと評価する基準は何か？
福本 真也，田渕 弘晃（公立豊岡病院但馬救命救急センター） 
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3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 95　消化器④

座長：井上 義博（岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学講座救急医学分野）
DP95-1 ピロリ菌 3次除菌を契機に劇症型クロストリジウム・ディフィシル感染症を発症した一例

萩原 純 1，中村 真寿美 1，瀧口 徹 1，山口 昌紘 1，桑原 広輔 1，横堀 將司 1，金 史英 1，増野 智彦 1，根井 貴仁 2，横田 裕
行 1（1.日本医科大学付属病院高度救命救急センター，2.日本医科大学付属病院医療安全部感染制御室） 

DP95-2 経口腸管洗浄剤（PEG）使用にてショック，死亡となった症例を振り返って
林 真也 1，安本 寛章 2，下新原 直子 2，國嶋 憲 1（1.京都市立病院救急科，2.京都市立病院集中治療科） 

DP95-3 穿孔性虫垂炎に伴う汎発性腹膜炎に対して術後管理に難渋した症例
川崎 有亮，倉橋 康典，坂本 享史，白潟 義晴，田村 淳，牧 敦彦（兵庫県立尼崎総合医療センター消化器外科） 

DP95-4 孤立性上腸間膜動脈解離 14例の検討
金子 真由子 1,2，加藤 宏 2，高田 浩明 2，井上 和茂 2，米山 久詞 2，金村 剛宗 2，岡田 一郎 2，霧生 信明 2，長谷川 栄寿 2，
小井土 雄一 2（1.獨協医科大学越谷病院消化器内科，2.国立病院機構災害医療センター救命救急センター） 

DP95-5 クエン酸マグネシウムによる高Mg血症をきたした宿便性腸閉塞の一症例
宮下 龍，小林 巌，大友 元，飛世 史則，四十物 摩呼，住田 臣造（旭川赤十字病院） 

DP95-6 術後ウロキナーゼ持続動注療法で救命し得た門脈血栓症による腸管広汎壊死の一例
赤羽 祥太（湘南藤沢徳洲会病院外科） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 96　消化器⑤

座長：佐藤 善一（大阪回生病院）
DP96-1 上部消化管出血患者の ICU滞在日数に影響を与える因子についての検討

鈴木 銀河，渡辺 雅之，豊田 幸樹年，一林 亮，本多 満（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター） 
DP96-2 ICU患者における急性肝障害は細胞外ヒストンの挙動に影響を与えるか？

早瀬 直樹，土井 研人，吉本 広平，山本 幸，伊藤 麗，比留間 孝広，上田 吉宏，中島 勧，橘田 要一，森村 尚登（東京
大学医学部附属病院救急部・集中治療部） 

DP96-3 当院 ICUにおける術後血糖管理に対する人工膵臓導入に向けた取り組みと今後の課題
米廣 由紀，黒崎 美亜，吉田 メイ子，岡本 竜哉，山田 和彦，山下 智，中條 大輔，高橋 信行，高野 太輔，部田 建人（国
立国際医療研究センター） 

DP96-4 肝不全に対する選択的血漿分離器を用いた持続緩徐式ビリルビン吸着療法の有用性
平山 千佳 1，神里 興太 2，照屋 孝二 2，渕上 竜也 2，垣花 学 2（1.琉球大学医学部附属病院ME機器センター，2.琉球大
学医学部附属病院麻酔科集中治療部） 

DP96-5 外傷によってMallor y-Weiss症候群を発症した二例
本木 麻衣子，福嶋 一剛，大道寺 洋顕，奈良場 啓，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） 

3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 97　腎臓・腎機能・血液浄化①

座長：永渕 弘之（神奈川県立こども医療センター集中治療科）
DP97-1 当院におけるAKIに対するCRRT早期導入による予後の検討

水本 領，淺井 英樹，正田 光希，多田 祐介，高野 啓佑，渡邉 知朗，川井 廉之，福島 英賢，中村 達也，奥地 一夫（奈
良県立医科大学附属病院救命センター） 

DP97-2 CRRT離脱基準としての血清シスタチンCの有用性の検討
牧野 剛典，安部 隆国，田中 千尋，栗林 由英，大地 嘉史，古賀 寛教，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） 

DP97-3 敗血症性急性腎障害に対するAN69ST-CHDF，PMMA-CHDFとPMX-DHPの併用効果
成宮 博理，宮国 道太郎，神鳥 研二，平木 咲子，大岩 祐介，岡田 遥平，榊原 謙，石井 亘，飯塚 亮二（京都第二赤十
字病院救急科） 

DP97-4 腫瘍崩壊症候群に対して間歇的高効率血液浄化を用いることで安全に抗腫瘍療法を施行できた 2例
樋上 拓哉，川治 崇泰，早川 聖子，勝田 賢，高木 沙央里，柳 明男，小松 聖史，原 嘉孝，山下 千鶴，西田 修（藤田保
健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DP97-5 エゼチミブとフィブラート製剤併用中の重度腎不全患者における横紋筋融解症の一例
常盤 大樹，仙波 和記，西田 賀津子，堀内 大志郎，西川 裕喜，大塚 悠子，渡部 洋輔（市立宇和島病院麻酔科） 

DP97-6 急性骨髄性白血病にエンドトキシン血症を合併し，CHDF併用PMX-DHPが奏効した 14歳女児の一例
佐藤 憲明 1，森 慶太 1，横井 秀基 1，松原 雄 1，谷本 圭司 2，瀬川 一 2，才田 聡 3，柳田 素子 1（1.京都大学医学部附属病
院腎臓内科学，2.京都大学医学部附属病院麻酔科，3.京都大学医学部附属病院小児科） 
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3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 98　腎臓・腎機能・血液浄化②

座長：岡田 保誠（公立昭和病院救命救急センター）
DP98-1 急性腎障害を合併したHELLP症候群に対しAN69ST膜による持続的血液濾過透析を施行した一例

是枝 大輔（紀南病院血液浄化センター） 
DP98-2 腎代替療法施行時における循環動態の変化の検討

北村 倫子 1，齊藤 律子 1，藤林 哲男 1，西尾 太郎 2，佐上 祐介 1，佐藤 倫祥 1，松木 悠佳 1，田畑 麻里 2，伊佐田 哲朗 2，
重見 研司 1,2（1.福井大学附属病院集中治療部，2.福井大学器官制御医学講座麻酔・蘇生学分野） 

DP98-3 集学的治療により救命した透析患者の自然腎破裂
三島 健太郎，佐々部 綾佳，磯部 貴布，加藤 理沙，浅子 英，水野 慶子，小松 孝行，関井 肇，野村 智久，杉田 学（順
天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科） 

DP98-4 緊急開頭手術が必要な患者での術後急性腎障害発症に関連する因子の検討
秋山 類，橋本 学，岡田 修，青木 和裕，長坂 安子（聖路加国際病院麻酔科・集中治療室） 

DP98-5 腎機能障害は認めないが，経口マグネシウム（Mg）製剤により急激な高Mg血症を来たし救命できなかった 1症例
川口 勝久，佐牟田 健，大橋 一郎，杉山 淳一，大石 悠理，亀田 奈 （々神戸赤十字病院麻酔科） 

DP98-6 PMX-DHP2時間法と 12時間法の違いが循環動態，血清 IL-6濃度に与える影響：前向き観察研究
宮本 恭兵 1，川副 友 2，島 望 1，小川 敦裕 1，國立 晃成 1，柴田 尚明 1，金子 政弘 1，島 幸宏 1，木田 真紀 1，加藤 正哉 1 
（1.和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座，2.東北大学救命救急科） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 99　気道・呼吸・呼吸管理⑯

座長：瀧浪 將典（東京慈恵会医科大学附属病院集中治療部）
DP99-1 長距離航空搬送を行ったECMO管理下の重症呼吸不全の 1例

立石 順久 1，安部 隆三 1，服部 憲幸 1，今枝 太郎 1，菅 なつみ 1，千葉 綾美 2，日高 鉄人 2，高橋 由佳 2，古川 豊 3，織田 
成人 1（1.千葉大学大学院救急集中治療医学，2.千葉大学医学部附属病院看護部 ICU・CCU，3.千葉大学医学部附属
病院ME機器管理センター） 

DP99-2 人工心肺離脱後に生じた肺水腫に対して一酸化窒素（NO）吸入療法を術中から導入した成人開心術 4症例の検討
鶴野 広大，神移 佳，井戸 和己，伊原 正幸，丸山 直子，石山 諭，小林 俊司（りんくう総合医療センター麻酔科） 

DP99-3 気管挿管された患者における用手換気は側方から行うことで換気量が安定する
神鳥 研二，成宮 博理，飯塚 亮二（京都第二赤十字病院救命救急センター救急科） 

DP99-4 経皮的気管切開と外科的気管切開の安全性の比較
鈴木 悠太，鈴木 武志，勅使河原 綾野，奥田 淳，壽原 朋宏，上田 朝美，長田 大雅，森崎 浩（慶應義塾大学医学部麻
酔学教室） 

DP99-5 人工呼吸器離脱に難渋した重症筋無力症クリーゼの一例
山村 薫平 1，稲垣 雅昭 1，田村 美穂子 1，小野 由季加 1，竹下 樹 1，香川 沙織 1，加藤 妙 1，安藤 雅樹 2，森島 徹朗 1，伊
藤 彰師 1（1.名古屋市立東部医療センター麻酔・集中治療科，2.名古屋市立東部医療センター救急科） 

DP99-6 国内初の Origen Veno-venous dual lumen cannulaを用いた小児呼吸不全に対する VV-ECMOの一例報告
居石 崇志 1，長井 勇樹 1，渡邉 伊知郎 1，本村 誠 1，齊藤 修 1，新津 健裕 1，新井 朋子 2，吉田 拓司 3，清水 直樹 1（1.東
京都立小児総合医療センター救命・集中治療部集中治療科，2.東京都立小児総合医療センター看護部，3.東京都
立小児総合医療センター麻酔科臨床工学技士） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 100　気道・呼吸・呼吸管理⑰

座長：中川 隆（愛知医科大学災害医療研究センター）
DP100-1 日本における呼吸ECMOの成績：ECMOプロジェクトレジストリーからの中間報告

青景 聡之 1，原 嘉孝 3，大下 慎一郎 6，鈴木 裕之 7，安部 隆三 2，清水 直樹 4，藤野 裕士 5，竹田 晋浩 1，松田 兼一 8 
（1.かわぐち心臓呼吸器病院集中治療科，2.千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学，3.藤田保健衛生大学医
学部麻酔・侵襲制御医学講座，4.東京都立小児総合医療センター救命・集中治療部，5.大阪大学医学部附属病院
集中治療部，6.広島大学大学院救急集中治療医学，7.前橋赤十字病院救急科，8.山梨大学医学部救急集中治療医
学） 

DP100-2 急激な経過をたどった縦隔原発T細胞性リンパ腫による気道狭窄のため心肺停止に至った 1剖検例
池田 督司，川島 佑太，木下 大輔，柳沢 政彦，河野 陽介，松本 学，宮崎 善史，小林 辰輔，井上 潤一，岩瀬 史明（山
梨県立中央病院） 

DP100-3 過去 9年間の当施設における心臓血管術後の経皮的気管切開（PDT）施行症例の患者転帰に関する検討
金ヶ江 政賢，牧野 剛典，大地 嘉史，安部 隆国，山本 俊介，古賀 寛教，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） 

DP100-4 横隔膜活動電位を用いた ICU入室患者の呼吸様式解析
後藤 祐也，藤内 研，方山 真朱，鯉沼 俊貴，小山 寛介，和田 政彦，布宮 伸（自治医科大学麻酔科学・集中治療医学
講座集中治療部門） 

DP100-5 右小開胸心臓手術における手術室抜管の是非
伊集院 真一，戸部 智，当麻 遼，三里 卓也，林 太郎，山口 眞弘（明石医療センター心臓血管外科） 
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DP100-6 心臓手術後長期人工呼吸患者における経皮気管吸引カテーテルの有用性に関する検討 ～単施設後向き観察研究～
片倉 友美 1，高木 俊介 1，山本 匠子 2，濱田 貴子 1，吉田 輔 1，横瀬 真志 1，山口 嘉一 1，野村 岳志 1，山口 修 1，後藤 隆
久 1（1.横浜市立大学医学部生体制御・麻酔科学，2.南共済病院） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 101　気道・呼吸・呼吸管理⑱

座長：中村 利秋（長崎労災病院救急集中治療科）
DP101-1 人工呼吸器離脱困難症例に対する人工呼吸器の機種選定とモード設定の重要性

山田 真史 1，桑原 史明 1，平手 裕市 1，高橋 幸子 2（1.名古屋掖済会病院心臓血管外科，2.名古屋掖済会病院臨床工学
部） 

DP101-2 RTXレスピレータを用いて超高齢者の呼吸不全を改善し得た一例
鴫原 祥太 1，曽根 教子 1，高木 宏冶 1，菊池 有史 1，石原 嗣郎 1，石川 昌弘 1，佐藤 直樹 1，清水 渉 2（1.日本医科大学武
蔵小杉病院循環器内科，2.日本医科大学附属病院循環器内科） 

DP101-3 気管軟化症に対する治療方針の決定に造影CT・気管支鏡検査を用いたシミュレーションが有用であった乳児例
河野 洋介 1,2，小泉 敬一 1,2，蓮田 憲夫 3，矢ヶ崎 英晃 1,2，喜瀬 広亮 1,2，戸田 孝子 1,2，松田 兼一 4，杉田 完爾 1（1.山梨
大学医学部小児科，2.山梨大学医学部附属病院新生児集中治療部，3.山梨大学医学部第二外科，4.山梨大学医学部
救急集中治療医学講座） 

DP101-4 小児集中治療室における予期せぬ挿管困難に対してエアウェイスコープを用いた症例の検討
佐藤 光則，川崎 達也，辻 達也，林 賢，和田 宗一郎，冨田 健太朗，松本 麻里花，小林 匡，金沢 貴保（静岡県立こど
も病院小児集中治療科） 

DP101-5 小児気管異物の摘出時に緊急気管切開を要した 2症例
辻 達也，林 賢，和田 宗一郎，冨田 健太朗，松本 麻里花，佐藤 光則，小林 匡，金沢 貴保，川崎 達也（静岡県立こど
も病院小児集中治療科） 

DP101-6 小児の気道緊急症例における外科的気道確保の考察
岡田 遥平，神鳥 研二，平木 咲子，大岩 祐介，石井 亘，成宮 博理，飯塚 亮二（京都第二赤十字病院救命救急センター
救急科） 

3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 102　腎臓・腎機能・血液浄化③

座長：山下 千鶴（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
DP102-1 CRRTを要する敗血症患者における quick SOFA scoreの有効性

吉本 広平，土井 研人，森村 尚登（東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部） 
DP102-2 Augmented Renal Clearance（ARC）の発症予測に eGFRは有用か

川野 恭雅，入江 悠平，星野 耕大，村西 謙太郎，喜多村 泰輔，石倉 宏恭（福岡大学病院救命救急センター） 
DP102-3 救命救急センターICUにおけるAugmented Renal Clearanceへの対応

津田 雅庸，竹中 信義，寺島 嗣明，森 久剛，波柴 尉充，青木 瑠里，富野 敦稔，梶田 裕加，加納 秀記，武山 直志（愛
知医科大学医学部救命救急科） 

DP102-4 最重症型ANCA関連血管炎の 2例
丹野 翔五（伊那中央病院救急科） 

DP102-5 高サイトカイン血症に対するAN69STの短期的効果の検討
金子 仁 1，清水 敬樹 1，鈴木 茂利雄 1，濱口 純 1，小野 将平 1，荒川 裕貴 1，笠原 道 1，萩原 祥弘 1，森川 健太郎 1，三宅 
康史 2（1.東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2.帝京大学医学部救急医学講座） 

DP102-6 カルペリチドは人工心肺後急性腎傷害を予防し得るか？：傾向スコアを用いた解析
松本 森作，上原 建司，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔集中治療科） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 103　腎臓・腎機能・血液浄化④

座長：中西 加寿也（成田赤十字病院救急・集中治療科）
DP103-1 水痘帯状疱疹ウイルスによる髄膜炎に対しアシクロビルで治療中に意識障害が増悪した透析患者の一例

橋本 英樹，福嶋 一剛，奈良場 啓，大道寺 洋顕，園生 智弘，徳永 蔵人，中村 謙介（日立総合病院救急集中治療科） 
DP103-2 心臓手術患者の術前透析が周術期管理に与える影響について

天日 聖，須田 佳美，小池 康志，山本 剛史，栗田 昭英，谷口 巧（金沢大学附属病院麻酔科蘇生科） 
DP103-3 パクリタキセルによる急性腎近位尿細管障害から低K血症となり，筋力低下によって低酸素血症をきたした 1症例

北浦 淳寛 1，法里 慧 1，濱崎 真一 1，岩元 辰篤 1，塩川 泰啓 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） 

DP103-4 成人の STEC-HUSに対してのEculizumabの使用経験
中田 駿，速水 元（横浜市立市民病院集中治療室） 

DP103-5 当 ICUにおけるCRRT導入症例のVCM投与設計の検討
鶴 昌太，安達 普至，平松 俊紀，竪 良太（飯塚病院集中治療部） 

DP103-6 血中由来の新規AKIバイオマーカーNGALの有用性に関する検討
数馬 聡，升田 好樹，巽 博臣，高桑 一登，相坂 和貴子，高橋 科那子（札幌医科大学医学部集中治療医学） 

－ 141 －

一
般
演
題

（
デ
ジ
タ
ル
ポ
ス
タ
ー
）



3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 104　腎臓・腎機能・血液浄化⑤

座長：大宮 裕樹（KKR札幌医療センター臨床工学科）
DP104-1 低血液充填量フィルタの使用経験

安井 宏治 1，松本 隆文 1，三宅 翔也 1，柳楽 りな 1，室 孝徳 1，松浦 佐知子 1，松井 泰樹 1，豊嶋 浩之 2（1.松江市立病院
MEセンター，2.松江市立病院麻酔科） 

DP104-2 抗NMDA受容体抗体脳炎に対して 2重濾過血漿交換療法を実施した 1例
小島 将稔 1，高田 基志 2，宮部 浩道 3，千田 麻友美 4（1.総合大雄会病院臨床工学科，2.総合大雄会病院麻酔科，3.総
合大雄会病院集中治療科，4.総合大雄会病院神経内科） 

DP104-3 小児メトトレキサート血中濃度遷延に対しDHPおよびCHDF併用療法が有用であった一例
深町 直之 1，高橋 佑樹 1，下田 隼人 1，関 明彦 1，大久保 淳 2，朴 明子 2（1.群馬県立小児医療センター技術部臨床工学
室，2.群馬県立小児医療センター血液腫瘍科） 

DP104-4 持続的腎機能代替療法の吸着特性膜 hemofilterにおける設定血流量に関する検討
干川 祐樹 1，塚本 功 1，土屋 陽平 1，坂下 浩太 1，濱田 雅美 1，小野塚 豊 1，山田 真史 1，山本 仁志 1，中嶋 藍 1，渡辺 裕
輔 2（1.埼玉医科大学国際医療センターMEサービス部，2.埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部） 

DP104-5 AN69ST使用時の抗凝固剤の比較検討
小山 昌利，春田 良雄（公立陶生病院臨床工学部） 

DP104-6 当院における sepXiris使用による現状
鈴木 祐介，種市 和郎，岡田 敬，原田 由美子（市立釧路総合病院臨床工学室） 

3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 105　倫理・終末期・家族ケア③

座長：瀧浪 將典（東京慈恵会医科大学附属病院集中治療部）
DP105-1 小児の終末期に緩和ケアチームが関わった 2症例

穂積 淳，井上 玲央，水枝谷 一仁，山田 芳嗣（東京大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンター） 
DP105-2 Evidence Based Medicine（EBM）と Shared Decision Making（SDM）を推進するための多職種チームアプローチ

今長谷 尚史 1，太田 美穂 1，櫻井 良太 1，宮崎 恵美子 2，別府 美紀 2，坂本 典子 2，今泉 香織 2，山田 クリス孝介 1，小
網 博之 1，阪本 雄一郎 1（1.佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センター，2.佐賀大学医学部附属病院看護部） 

DP105-3 集中治療における医療倫理を多職種カンファレンスで考える
喜屋武 玲子 1，上村 修二 1，井上 弘行 1，村中 沙織 2，春名 純平 3，五百蔵 三奈 2，成松 英智 1（1.札幌医科大学救急医
学講座，2.札幌医科大学附属病院高度救命救急センター看護室，3.札幌医科大学附属病院集中治療部門看護室） 

DP105-4 終末期患者の治療方針決定について ─臨床倫理委，医療安全委の合同会議による意思決定─
渡辺 一良 1，平井 公栄 1，酒井 和美 2，佐井 良昌 1，加藤 潤也 1（1.公立甲賀病院HCU，倫理委員会，2.公立甲賀病院，
医療安全管理委員会） 

DP105-5 家族の治療中止希望により治療中断せざるを得なかったPCASの 1例
乙宗 佳奈子 1，音成 芳正 1，藤本 正司 2，木村 廷和 2，穴吹 大介 2，関 啓輔 1（1.回生病院救急科，2.回生病院麻酔科） 

DP105-6 臨床倫理コンサルティングチームの活用
岡島 正樹，野田 透，西川 昌志，遠山 直志，余川 順一郎，北野 鉄平，堀川 慎二郎，佐藤 康次，越田 嘉尚，谷口 巧（金
沢大学附属病院集中治療部） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 106　気道・呼吸・呼吸管理⑲

座長：内山 昭則（大阪大学医学部附属病院集中治療部）
DP106-1 小児の食道挿管の分類と特徴に関する検討

沼田 隆佑，安田 立，笠木 実央子，庄司 康寛，阿部 世紀（長野県立こども病院麻酔科） 
DP106-2 リーク補正機能搭載人工呼吸器における一回換気量測定精度に影響する因子の検討

文 一恵 1，橘 一也 2，清水 義之 1，籏智 武志 1，松永 英幸 1，井坂 華奈子 1，京極 都 1，奥田 菜緒 1，赤松 貴彬 1，竹内 宗
之 1（1.大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科，2.大阪府立母子保健総合医療センター麻酔科） 

DP106-3 Post Anesthesia Care UnitにおけるレスピラトリーモニタPM1000Nの精度調査
上村 友二 1，平手 博之 1，梶山 加奈枝 1，永井 梓 1，井上 雅史 1，星加 麻衣子 1，佐野 文昭 1，太田 晴子 1，大佐賀 智 2，
祖父江 和哉 1（1.名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野，2.名古屋市立大学病院臨床試験
管理センター） 

DP106-4 評価用チェックリストAGREE2による第 1-3版ARDS診療ガイドラインの質の量的評価
野木村 茜 1，青木 善孝 1，川崎 洋平 2，井出 和希 2，柳田 京子 1，森本 恵理子 1，上中 龍 1，高良 麻紀子 1，渥美 和之 1，
横山 順一郎 1（1.静岡県立総合病院麻酔科，2.静岡県立大学薬学部） 

DP106-5 小児脳腫瘍術後に再気道確保と人工呼吸管理を要した舌腫脹の一例
松田 智也 1，竹下 尚志 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，中山 秀樹 1，山本 達郎 3，蒲
原 英伸 2（1.熊本大学医学部附属病院歯科口腔外科，2.熊本大学医学部附属病院集中治療部，3.熊本大学医学部附
属病院麻酔科） 
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DP106-6 周術期の呼吸管理に難渋した小児喘息患者の 1例
竹下 尚志，大吉 貴文，井上 由季子，山下 淳二，早田 学，徳永 健太郎，江嶋 正志，鷺島 克之，蒲原 英伸（熊本大学
医学部附属病院集中治療部） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 107　気道・呼吸・呼吸管理⑳

座長：渡邊 郁子（日本大学病院）
DP107-1 HFNC装着はせん妄リスクを軽減するか？ ～非侵襲的陽圧換気療法患者と比較して～

白井 陽子，井野口 智昭，菊本 さやか，市橋 拓磨，呉本 絢子（神戸大学医学部附属病院） 
DP107-2 救命救急センターICUにおける脳神経外科患者の人工呼吸器離脱過程の特徴

橋内 伸介 1,2，木村 直樹 1，式 真紀子 1，中道 友梨 1，脇川 祐香 1，渡邊 頌子 1，田村 富美子 1（1.聖路加国際大学聖路加
国際病院救命救急センター，2.千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程） 

DP107-3 人工呼吸器管理における人工鼻から加温加湿器への移行要因についての実態調査
笠原 優奈，永井 千賀子，山口 真理恵，小倉 加奈子，越野 みつ子，佐藤 康次（金沢大学附属病院） 

DP107-4 心臓血管外科術後における高流量ネーザルカニューラ不適応例の予測因子
藤井 裕一郎，立花 奈緒美，雨宮 由季，須田 裕子，磨田 裕，古田島 太，佐伯 有香，伊藤 純平，間野 政行（埼玉医科
大学国際医療センターICU病棟） 

DP107-5 非挿管下でのECMO治療を気管切開下と比較した看護的考察
栗原 知己 1，関口 拓矢 1，栗原 亜依美 1，新井 智香子 1，木村 竜天 1，田村 菜摘 1，高野 由美子 1，関口 美千代 1，鈴木 
裕之 2，神尾 芳恵 3（1.前橋赤十字病院看護部高度救命救急センターICU，2.前橋赤十字病院救急科，3.前橋赤十字
病院臨床工学技術課） 

DP107-6 当院でのRSTの一員としての診療看護師の役割と課題
竹田 明希子（国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 108　気道・呼吸・呼吸管理㉑

座長：塩川 泰啓（近畿大学医学部附属病院集中治療部）
DP108-1 メインストリーム方式のフロースルーカプノメータの有効性の評価

住永 有梨 1，上嶋 浩順 2，小谷 透 2，大嶽 浩司 2（1.昭和大学病院 ICU，2.昭和大学病院麻酔科） 
DP108-2 呼吸療法認定士による酸素療法に関する標準化への活動テンプレート記載の調査

太田 三紀 1，山内 ゆり 1，森 真紀代 1，瀬古 鈴子 2，高橋 幸子 3，森 雅大 4，肥後 真介 4（1.名古屋掖済会病院看護部救
命救急室，2.名古屋掖済会病院看護部看護管理室，3.名古屋掖済会病院臨床工学部，4.名古屋掖済会病院リハビリ
テーション部） 

DP108-3 人工呼吸器を 2台使用し分離肺換気を行った胸腹部大動脈瘤の 1症例
宮原 史和 1，副田 亮 1，都留 奈々瀬 1，福島 昭博 1，小田 裕一 1，與那覇 哲 2，矢野 武志 2，谷口 正彦 2（1.宮崎大学医学
部附属病院ME機器センター，2.宮崎大学医学部附属病院集中治療部） 

DP108-4 抜管後上気道狭窄の評価方法（カフ上部リークテスト）の検討
甲 敬之 1，文字 香織 2（1.三菱京都病院診療技術部臨床工学科，2.三菱京都病院看護部 ICU） 

DP108-5 一酸化窒素ガス管理システムの使用経験
山田 泰弘（地域医療機能推進機構中京病院SMIセンター） 

DP108-6 ECMO回路内血栓の予測にD-dimer/TAT/SFは有用である
鳩本 広樹 1，星野 耕大 2，高尾 結佳 1，田村 智子 2，丸山 隼一 2，水沼 真理子 2，石倉 宏恭 2（1.福岡大学病院臨床工学
センター，2.福岡大学病院救命救急センター） 

3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 109　血液・凝固線溶①

座長：端野 琢哉（関西電力病院救急集中治療センター救急集中治療科）
DP109-1 出血性ショックモデルウサギの総合的血栓形成能の解析

谷口 淳一郎，伊藤 隆史，上國料 千夏，佃屋 剛，安田 智嗣，垣花 泰之（鹿児島大学病院救急集中治療部） 
DP109-2 敗血症性DIC患者のプロテインC活性を予測出来ないか ～入院時血液検査項目からの検討

郭 光徳，小林 巌，住田 臣造，四十物 摩呼，大友 元，宮下 龍（旭川赤十字病院麻酔救急科） 
DP109-3 補助人工心臓埋め込み術の周術期出血イベントに関する検討

坂口 了太，阿部 隆一郎，堀口 佑，松本 充弘，内山 昭則，藤野 裕士（大阪大学医学部附属病院集中治療部） 
DP109-4 人工心肺 3時間以上の心臓手術は術後 ICUでの出血が多く，ROTEM上の血小板機能が低下している

小高 光晴，安藤 一義，森 哲，鮫島 由梨子，西山 圭子，小森 万希子（東京女子医科大学東医療センター麻酔科） 
DP109-5 当施設における血液浄化療法中にリコンビナントトロンボモデュリンを使用した症例の検討

藤林 哲男 1，佐上 祐介 2，斉藤 律子 2，北村 倫子 2，佐藤 倫祥 2，神澤 聖一 1，松木 悠佳 1，関 久美子 1，重見 研司 1，安
田 善一 3（1.福井大学医学部器官制御医学講座，2.福井医科大学医学部附属病院集中治療部，3.敦賀医療センター
麻酔科） 
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DP109-6 集学的治療により救命しえたEpstein-Barr virus関連血球貪食症候群
伊藤 櫻子 1，高見 浩樹 1，水野 慶子 1，関井 肇 1，野村 智久 1，杉田 学 1，有高 奈々絵 2，佐藤 恵理子 2（1.順天堂大学医
学部附属練馬病院救急・集中治療科，2.順天堂大学医学部附属練馬病院血液内科） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 110　血液・凝固線溶②

座長：矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学）
DP110-1 当院呼吸器内科におけるリコモジュリン使用状況の臨床的検討

鈴木 学，石井 聡，森野 英里子，高崎 仁，仲 剛，飯倉 元保，泉 信有，竹田 雄一郎，杉山 温人（国立国際医療研究セ
ンター病院呼吸器内科） 

DP110-2 抗菌薬とアピキサバンの併用によって治療しえた化膿性血栓性門脈炎の 1例
杉本 龍，高木 誠，中山 雄二朗，菊池 忠，具嶋 泰弘，前原 潤一（済生会熊本病院救急総合診療センター） 

DP110-3 カルバマゼピンの使用が発症と治療方針に影響した致死的静脈血栓塞栓症
土手 尚，植田 秀樹，高山 晋，峯田 健司，大杉 浩一，諏訪 大八郎，渥美 生弘，田中 茂（聖隷浜松病院救急科） 

DP110-4 左肺上葉切除後に右下肢の急性動脈閉塞症を発症した 1例
長谷川 真貴子，井石 雄三，今泉 剛，大橋 智，箱崎 貴大，小原 伸樹，池上 之浩，五十洲 剛，黒澤 伸，村川 雅洋（福
島県立医科大学麻酔科学講座） 

DP110-5 肺塞栓からショックを引き起こした遅発型ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の一例
中 弁護，伊藤 隆史，新門 翠，久保 祐輝，馬場 敬太，政所 祐太郎，宮本 昇太郎，江口 智洋，寺田 晋作，垣花 泰之（鹿
児島大学医学部歯学部附属病院救急集中治療部） 

DP110-6 術後ヘパリン起因性血小板減少症により脳出血を発症した 1症例
堀 直人，的井 愛紗，井手 岳，大橋 直紹，小濱 華子，竹田 健太，西 信一（兵庫医科大学病院集中治療医学科） 

3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 111　血液・凝固線溶③

座長：柳田 国夫（東京医科大学茨城医療センター集中治療部）
DP111-1 Epstein Barr Virusによる血球貪食症候群に対し，集学的治療にて救命した一例

小野 将平 1，清水 敬樹 1，鈴木 茂利雄 1，濱口 純 1，荒川 裕貴 1，萩原 祥弘 1，金子 仁 1，光銭 大裕 1，森川 健太郎 1，三
宅 康史 2（1.東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2.帝京大学医学部救急医学講座） 

DP111-2 過去 2年間における産科DIC症例の治療の検討
奥村 将年，藤田 義人，赤堀 貴彦，橋本 篤，佐藤 祐子，畠山 登，藤原 祥裕（愛知医科大学病院麻酔科） 

DP111-3 熱中症性DICに対してトロンボモジュリンアルファを投与した 2救命
高橋 科那子 1，井上 弘行 2，上村 修二 2，相坂 和貴子 1，高桑 一登 1，巽 博臣 1，升田 好樹 1，成松 英智 2（1.札幌医科大
学医学部集中治療医学，2.札幌医科大学医学部救急医学講座） 

DP111-4 一般外科術後肺血栓塞栓症の 2例
村上 隆啓 1，天願 俊穂 2，安元 浩 2，伊敷 聖子 3，仲嶺 洋介 3，中山 泉 4，毛利 英之 4（1.沖縄県立中部病院外科，2.沖縄
県立中部病院心臓血管外科，3.沖縄県立中部病院麻酔科，4.沖縄県立中部病院集中治療科） 

DP111-5 凝固異常を伴う止血困難な広範囲血腫に対するヘムコンカイトガーゼの有用性
小林 雄大，弦切 純也，櫻井 将継，守屋 まりこ，阿部 圭祐，星合 朗（東京医科大学八王子医療センター救命救急セ
ンター） 

DP111-6 小規模循環器専門病院における同種血輸血量，廃棄血削減の試み
大竹 一信（岡村記念病院麻酔科） 

3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 112　血液・凝固線溶④

座長：小林 誠人（公立豊岡病院但馬救命救急センター）
DP112-1 血液悪性腫瘍患者の予後に影響する因子

山下 碧，梅井 菜央，市場 晋吾，間瀬 大司，坂本 篤裕（日本医科大学付属病院麻酔科） 
DP112-2 Heparin-induced thrombocytopenia（HIT）既往を有する患者の心臓手術周術期管理における検討

谷井 梨美，太田 隆嗣，小室 哲也，小出 康弘（湘南鎌倉総合病院麻酔科・集中治療部） 
DP112-3 治療抵抗性のTTPに対してリツキシマブが有効であった 2症例

濱田 奈保，濱田 暁，清水 達彦，鬼頭 英介，難波 健利（高知医療センター麻酔・集中治療科） 
DP112-4 リコンビナントトロンボモジュリン投与期間中の出血性合併症に関する検討

星野 哲也，大村 和也，木村 慎一，高橋 宏行（済生会横浜市東部病院集中治療科） 
DP112-5 当院における大量出血時のフィブリノゲン濃縮製剤投与の現状調査

佐野 文昭，平手 博之，永井 梓，星加 麻衣子，伊藤 秀和，太田 晴子，吉澤 佐也，加古 英介，草間 宣好，祖父江 和哉
（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野） 

DP112-6 ダビガトラン内服中に粘膜下出血による広範囲腸管壊死を来した 1例
森山 直紀，川嶋 太郎，國重 千佳，小野 真義，小野 雄一郎，高橋 晃，佐野 秀，当麻 美樹（兵庫県立加古川医療センター
救命救急センター） 
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3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 113　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑧

座長：三瓶 智美（福島県立医科大学附属病院）
DP113-1 ICUにおける人工呼吸器患者の鎮静覚醒トライアル実施状況

菊池 愛 1，四宮 愛弓 1，杉本 直樹 1，原 麻衣子 1，中山 恵理 1，中村 真巳 1，新山 和也 1，高平 修二 2，根本 学 2，古田島 
太 3（1.埼玉医科大学国際医療センター救命救急センターICU，2.埼玉医科大学国際医療センター救命救急科，3.埼
玉医科大学国際医療センター集中治療科） 

DP113-2 ICU-AWリスクが高い患者に対する早期離床に向けた能動運動の有用性
中村 愛，長野 忍，山本 裕之，前田 省吾，上原 みずき（日本医科大学多摩永山病院） 

DP113-3 不穏に対する看護師のアセスメント力向上を目指して ～計画外抜管事例を題材としたリフレクションの効果～
文字 香織，林 良壮（三菱京都病院） 

DP113-4 せん妄が関連した転倒・転落，チューブ類抜去インシデント減少への看護介入
本多 健右，角田 恵理子，池田 身佳（関越病院） 

DP113-5 A病院での JPAD普及に向けて ～疼痛・興奮・せん妄アセスメントツールの適切な使用に関する取り組み～
伊藤 大介，寺西 美穂，浅野 彩子，辻本 千絵，槙野 薫，山岡 国春，呉本 絢子（神戸大学医学部附属病院） 

DP113-6 ICDSC・BPS導入における動画を用いた学習会の効果と今後の課題
金浜 英介，館 道太，葛西 陽子，奈良 理（手稲渓仁会病院） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 114　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑨

座長：石田 恵充佳（武蔵野赤十字病院）
DP114-1 挿管患者への痛みの評価スケール導入への取り組み ─CPOT使用前後での看護師の認識調査─

山口 恵梨，前野 佳与子，榎島 陽子，米田 美代子（堺市立総合医療センター） 
DP114-2 看護師クリニカル･ラダーの長期経口挿管患者に対する再深鎮静率への影響

津矢田 浩代，水津 奈美，辻本 雄大，小川 哲平，井上 聡己（奈良県立医科大学附属病院） 
DP114-3 若手看護師が感じる気管挿管患者とのコミュニケーションの困難さ

内田 美冴，八木 彩子，中岡 清華，岸本 吉登（大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター） 
DP114-4 状態悪化により ICUで人工呼吸器を装着した患者のリハビリ開始時期に関する実態調査

森 暁子，高田 佳澄，桑原 淳子（大阪府病院機構大阪府立成人病センター） 
DP114-5 気管挿管患者の早期離床と今後の課題

永井 紘子 1，田利 優來 1，丹保 亜希仁 2（1.名寄市立総合病院看護部集中治療室，2.名寄市立総合病院救急科） 
DP114-6 ICUにおける人工呼吸器装着患者の初回離床開始日数は予後に影響するか？

杉本 直樹 1，原 麻衣子 1，菊池 愛 1，四宮 愛弓 1，中山 恵理 1，中村 真巳 1，新山 和也 1，高平 修二 2，根本 学 2，古田島 
太 3（1.埼玉医科大学国際医療センター救命救急センターICU，2.埼玉医科大学国際医療センター救命救急科，3.埼
玉医科大学国際医療センター集中治療科） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 115　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑩

座長：古厩 智美（さいたま赤十字病院）
DP115-1 開心術（OPCAB）翌日から施行する電気刺激療法の経験

川本 いつき 1，久村 美代子 1，竹中 誠 2，阪越 信雄 3（1.紀南病院看護部，2.紀南病院リハビリテーション科，3.紀南
病院心臓血管外科） 

DP115-2 ICU看護師が行う early mobilizationが与える効果
蒲 寛，工藤 淳，両川 恵，鬼木 孝規，須東 光江（東北大学病院集中治療部） 

DP115-3 ARDS患者の早期リハビリテーションにおける急性・重症患者看護専門看護師の多職種調整
大野 美香 1，渡辺 伸一 2，森田 恭成 3，鈴木 秀一 3（1.国立病院機構名古屋医療センター看護部，2.国立病院機構名古
屋医療センターリハビリテーション室，3.国立病院機構名古屋医療センター集中治療科） 

DP115-4 ICDSC導入後の実態調査　今後の課題と展望
井口 亜紀 1，因 直也 1，亀井 良介 1，鈴木 梢 1，清水 美穂 1，平山 さとみ 1，関根 秀介 2，今泉 均 2（1.東京医科大学病院
集中治療部，2.東京医科大学病院麻酔科） 

DP115-5 鎮静覚醒トライアル・自発呼吸トライアルの有用性の要因検討
七戸 保奈美，岡本 直也，天石 好美（小田原循環器病院） 

DP115-6 愛知県内施設における早期リハビリテーションの現状調査：多施設質問紙調査
河合 佑亮 1，飯田 有輝 2，小島 朗 3，河野 裕治 4，宮下 照美 1，濱本 実也 5，水谷 公司 6，伊藤 武久 2，渡辺 伸一 7，西田 
修 8（1.藤田保健衛生大学病院看護部，2.厚生連海南病院リハビリテーション科，3.名古屋大学医学部付属病院看
護部，4.藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院リハビリテーション部，5.公立陶生病院集中治療室，6.藤田保健衛生
大学病院リハビリテーション部，7.名古屋医療センターリハビリテーション科，8.藤田保健衛生大学医学部麻酔・
侵襲制御医学講座） 
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3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 116　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑪

座長：飯田 有輝（厚生連海南病院リハビリテーション科）
DP116-1 ICU在室患者における 24時間の座位時間の検討

井出 篤嗣 1，前野 里恵 1，江井 佐知恵 1，高橋 素彦 2（1.横浜市立市民病院リハビリテーション部，2.横浜市立市民病
院リハビリテーション科） 

DP116-2 ICU理学療法士半専従化の効果の検証 心臓血管外科術後の離床を通して
広田 晋 1，幡鉾 梨絵 2，稲垣 雅昭 3，桑原 史明 4（1.岐阜県立多治見病院リハビリテーション科，2.岐阜県立多治見病
院看護部，3.名古屋市立東部医療センター麻酔科，4.名古屋掖済会病院心臓血管外科） 

DP116-3 当 ICUでの理学療法実施内容における変化の検証 ～ 3年間における専従配置や取り組みの違いによる影響～
田中 雅也 1，江里口 杏平 1，大坪 翔 1，井本 俊之 1，安達 普至 2，平松 俊紀 2，鶴 昌太 2，竪 良太 2，古賀 秀信 3（1.飯塚
病院リハビリテーション部，2.飯塚病院集中治療部，3.飯塚病院臨床研究支援室・診療情報管理室） 

DP116-4 他職種連携によりVV-ECMOと人工呼吸器から離脱した 1症例
一瀬 拓弥 1，木ノ下 哲嗣 1，三家 早織 1，秋元 健太郎 1，千葉 二三夫 2，秋本 貴子 3，横山 健 3（1.手稲渓仁会病院リハ
ビリテーション部，2.手稲渓仁会病院臨床工学部，3.手稲渓仁会病院麻酔科） 

DP116-5 破裂脳動脈瘤患者における集中治療管理中の術後理学療法の展開
守屋 正道（日本大学医学部附属板橋病院リハビリテーション科） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 117　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑫

座長：高橋 正浩（市立札幌病院）
DP117-1 長期人工呼吸器管理が必要であった嘔吐後誤嚥患者に対する理学療法の一例

野中 沙恵 1，仲本 昂平 1，高崎 裕介 1，佐藤 英博 2，白土 奈央 3，大西 翠 3（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） 

DP117-2 Closed ICUでのリハスタッフの専任配置における早期介入の効果と退院時の帰結について
水谷 元樹 1，志津野 泰幸 1，後藤 剛 1，前田 泰宏 1，川畑 翔平 1，田中 和彦 1，野手 英明 2，川出 健嗣 2，坪内 宏樹 2 
（1.一宮西病院リハビリテーション科，2.一宮西病院麻酔科・集中治療部） 

DP117-3 人工呼吸器管理となったてんかん重積発作患者に対する理学療法士の関わり
仲本 昂平 1，野中 沙恵 1，高崎 裕介 1，佐藤 英博 2，白土 奈央 3，大西 翠 3（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） 

DP117-4 ハイパフォーマンスベッドを利用した早期リハビリテーションがADLに与える影響 第 2報
工藤 弦 1，小谷 透 2，堀部 達也 1，筧 慎吾 1，菊地 剛 1，齋藤 岳志 1，増山 素道 1，猪飼 哲夫 3（1.東京女子医科大学リハ
ビリテーション部，2.昭和大学医学部麻酔科学講座，3.東京女子医科大学リハビリテーション科） 

DP117-5 ICU-AWを呈するも，独歩自立で自宅退院した症例
羽鳥 弘輝 1，沼尻 一哉 1，上野 友之 2（1.茨城西南医療センター病院リハビリテーション部，2.筑波大学附属病院） 

3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 118　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑬

座長：横山 仁志（聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部）
DP118-1 早期リハビリテーションにおける多職種間連携促進の試みと障壁（バリアー）分析

曷川 元 1，飯田 祥 1，土屋 研人 1，對東 俊介 2，黒田 智也 3，原田 真二 4，小谷 透 5（1.日本離床研究会，2.広島大学病院
診療支援部リハビリテーション部門，3.指定訪問看護アットリハ，4.大和成和病院リハビリテーション科，5.昭和
大学医学部麻酔科学講座） 

DP118-2 当院救命救急センターに入院した患者への作業療法介入の現状と今後の課題
藤本 侑大 1,2，澤野 宏隆 3，大場 次郎 3，林 靖之 3，高橋 哲也 4，甲斐 達朗 3（1.大阪府済生会千里病院リハビリテーショ
ン部，2.大阪教育大学大学院教育学研究科健康科学専攻，3.大阪府済生会千里病院千里救命救急センター，4.東京
工科大学保健医療学部） 

DP118-3 CAM-ICUでは検出できない『隠れせん妄』を分析する
山家 貴仁 1，江田 陽一 2，札本 篤 1，山口 春奈 1（1.福岡徳洲会病院リハビリテーション科，2.福岡徳洲会病院集中治
療センター） 

DP118-4 VV-ECMO管理中からの作業療法介入
三家 早織 1，一瀬 拓弥 1，木ノ下 哲嗣 1，秋元 健太郎 1，千葉 二三夫 2，秋本 貴子 3，横山 健 3（1.手稲渓仁会病院リハ
ビリテーション部，2.手稲渓仁会病院臨床工学部，3.手稲渓仁会病院麻酔科） 

3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 119　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑭

座長：上北 真理（旭川医科大学病院看護部）
DP119-1 外科術後患者のシバリングに対するデクスメデトミジン急速投与の効果の検討

中島 幸次，黒木 優美，川野 マキ（潤和会記念病院看護部） 
DP119-2 日本語版CPOTは日本語版BPS/BPS-NIよりも正確に痛みの検出を可能にする

宮崎 俊一郎，藤村 祥子，古賀 雄二（亀田医療大学） 
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DP119-3 心臓外科術後高体温群ではCAM-ICU陽性率が上昇する
宮崎 俊一郎，古賀 雄二（亀田医療大学） 

DP119-4 深鎮静と浅鎮静管理による計画外抜去率の比較
河野 知美，角田 沙智，酒井 彩夏，高島 幸，深牧 静穂，渡辺 美香（北九州総合病院救命救急センターICU） 

DP119-5 術後 6時間毎に投与したアセトアミノフェンは肝機能に影響を与えない
藤谷 智之 1，中山 敬太 1，橋本 篤 2，萬谷 和代 1，藤田 義人 2，畠山 登 3，藤原 祥裕 2（1.愛知医科大学病院看護部，2.愛
知医科大学医学部麻酔科学講座，3.愛知医科大学病院周術期集中治療部） 

DP119-6 心臓手術患者における退院後の睡眠導入薬に対する依存
岡本 直通 1，櫻谷 正明 2，吉田 研一 2，河村 夏生 2，筒井 徹 2，吉廣 尚大 3（1.JA広島総合病院臨床研修医，2.JA広島総
合病院救急・集中治療科，3.JA広島総合病院薬剤部） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 120　栄養管理・口腔ケア①

座長：西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部）
DP120-1 ICUにおける栄養療法国際調査の参加経験は優れた栄養療法と関連する

東別府 直紀 1，讃井 將満 2，祖父江 和哉 3（1.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科，2.自治医科大学附属さい
たま医療センター麻酔科・集中治療部，3.名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野） 

DP120-2 DICにおけるCRP値と窒素インアウトバランス
加藤 弘美，西本 久子，大橋 雅彦，鈴木 祐二，佐藤 恒久，小林 賢輔，小幡 由佳子，土井 松幸，中島 芳樹（浜松医科
大学医学部附属病院集中治療部） 

DP120-3 神経性食欲不振症の背景と予後不良因子についての検討
日比野 将也 1，神宮司 成弘 1，都築 誠一郎 1，新垣 大智 1，笹木 晋 1，藤井 健一郎 1，小川 広晃 1，大竹 弘隆 2，植西 憲
達 1（1.藤田保健衛生大学医学部救急総合内科学，2.名古屋徳洲会病院総合病院） 

DP120-4 当院 ICUで導入したインスリン持続投与プロトコルによる血糖管理の現状
吉村 真一朗，後藤 俊作，富永 将敬，玉崎 庸介，下里 アキヒカリ（健和会大手町病院麻酔科） 

DP120-5 ICU管理を要した摂食障害の 2例
安藤 諭，森田 恭成，近藤 貴士郎，村田 哲哉，鈴木 秀一（名古屋医療センター救命救急センター） 

DP120-6 Resirator y ECMO患者における栄養療法
濱口 純 1，清水 敬樹 1，笠原 道 1，小野 将平 1，鈴木 茂利雄 1，荒川 裕貴 1，萩原 祥弘 1，金子 仁 1，森川 健太郎 1，三宅 
康史 2（1.東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2.帝京大学医学部救急医学講座） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 121　栄養管理・口腔ケア②

座長：切田 学（加古川中央市民病院救急科）
DP121-1 V-A ECMO試行中の循環不全重症病態患者への栄養療法の状況

郷間 厳 1，蛯原 健 2，小原 章敏 3，西田 幸司 1，高島 純平 1（1.堺市立総合医療センター呼吸器内科，2.堺市立総合医
療センター栄養サポートチーム，3.堺市立総合医療センター集中治療科） 

DP121-2 当院における，早期経腸栄養開始プロトコールの運用について
小橋 大輔 1，宮崎 大 1，中村 光伸 1，小倉 崇以 1，新井 智香子 3，石関 俊太朗 3，栗原 智己 3，秋山 拓哉 3，阿部 克幸 2 
（1.前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科，2.前橋赤十字病院医療技術部栄養課，3.前橋赤十
字病院看護部） 

DP121-3 重度低栄養病態における低血糖とリフィーディング症候群の関連性
清水 健太郎 1，小島 将裕 1，小倉 裕司 1，嶋津 岳士 1，夏川 知輝 2（1.大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター，
2.大阪府済生会千里病院） 

DP121-4 重症患者に対する早期栄養療法の影響 ─早期経腸栄養の死亡率改善効果
井上 和茂 1，加藤 宏 1，高田 浩明 1，佐藤 昌太 1，伊東 尚 1，金村 剛宗 1，霧生 信明 1，長谷川 栄寿 1，嘉澤 美穂子 2，土
屋 勇人 2（1.国立病院機構災害医療センター救命救急センター，2.国立病院機構災害医療センター栄養管理室） 

DP121-5 ICUに必要な栄養プロトコールを作成するために
泉野 浩生 1，福間 博 1,2，切詰 和孝 1,2，水島 靖明 1,2（1.りんくう総合医療センター救命診療科，2.大阪府泉州救命救
急センター） 

DP121-6 超音波による ICU患者の上肢・下肢筋萎縮評価
中西 信人 1，堤 理恵 2，大藤 純 1，井内 茉莉奈 2，上野 義豊 1，西川 真理恵 1，綱野 祐美子 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.徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 122　栄養管理・口腔ケア③

座長：速水 元（横浜市立市民病院麻酔科）
DP122-1 重症心疾患患者に対する栄養サポートチーム（NST）介入の効果と限界について

古田島 太 1,3，佐伯 有香 1，磨田 裕 1，北村 晶 1,2，森 ひろみ 3（1.埼玉医科大学国際医療センター集中治療科，2.埼玉
医科大学国際医療センター麻酔科，3.埼玉医科大学国際医療センター栄養サポートチーム） 
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DP122-2 救急 ICU入室患者における血中亜鉛濃度と感染性合併症の関連性
冨澤 淳 1，神應 知道 2，片岡 祐一 2，浅利 靖 2（1.北里大学病院薬剤部，2.北里大学医学部救命救急医学） 

DP122-3 亀田総合病院 ICU入室患者における末梢静脈栄養の実態調査
谷本 唯 1，安田 英人 2，上田 祐菜 3，山本 良平 2，上野 諒 4，飯塚 裕美 5，軽米 寿之 2，笹野 幹雄 6，滝本 浩平 2，林 淑朗 2（1.
亀田総合病院薬剤部，2.亀田総合病院集中治療科，3.亀田総合病院医療技術部栄養管理室，4.亀田総合病院卒後研
修センター，5.亀田総合病院看護部，6.中頭病院集中治療科） 

DP122-4 重症患者における経腸栄養の年次別開始時間の検討
伊崎 美智子 1，日高 寿江 1，舩津 千保 1，越智 優希 1，海塚 安郎 2，林 真理 1（1.製鉄記念八幡病院看護部，2.製鉄記念
八幡病院集中治療部） 

DP122-5 遊離皮弁による口腔再建後の口腔ケア基準作成・実施への取り組み
岡野 美穂子，高濱 彩子，村上 千佳（兵庫県立がんセンター） 

DP122-6 気管挿管患者の口腔ケアの検討 ～Q-Care導入後，効果の検証～
樋山 好，澤出 梓，杉山 美紀（むつ総合病院集中治療室） 

3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 123　栄養管理・口腔ケア④

座長：末信 正嗣（兵庫医科大学病院）
DP123-1 重症肺炎・ARDS患者の栄養評価を行い，リハビリテーションを行った一症例

上野 友香理，岡本 奈緒美，船岡 佳代，石本 やえみ（広島市立病院機構広島市立広島市民病院） 
DP123-2 気管内挿管患者における早期経腸栄養の取り組み ～簡易プロトコールの作成・導入～

アーノルド 寿々奈，冨里 康太，久場 良也，菅谷 明子，安村 公均，勝連 しのぶ（ハートライフ病院） 
DP123-3 ICUにおける早期経腸栄養開始・継続への取り組み ～経腸栄養開始・投与に関するアルゴリズム作成・導入～

浜口 千波，豊島 幼菜，大久保 伴子，池下 愛子，高橋 朋美，水田 稔，安藤 美穂，長野 ゆり（三豊総合病院） 
DP123-4 経時的に評価したCONUT Scoreからみえてきたもの

江口 結花，原 文香，栗木 公孝（嶋田病院集中治療室） 
DP123-5 ICU・HCUにおける経腸栄養プロトコール導入による効果と検証

山田 直貴，平井 美香，山口 輝（耳原総合病院看護部） 
DP123-6 当院 ICUにおける待機的消化管術後患者の栄養開始時期調査

上門 大介，清水 孝宏，普天間 誠，諸見里 勝，平敷 好史，里井 陽介，宮田 裕史（那覇市立病院） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 124　栄養管理・口腔ケア⑤

座長：若林 世恵（富山大学附属病院）
DP124-1 嚥下機能評価表の効果

明石 かえで，川名 政実，柏崎 アン，清水 奈巳，濱崎 真帆，神戸 智子，松本 千香江，福田 幸人（三井記念病院
HCU） 

DP124-2 救急患者における早期嚥下評価とその統一に向けた取り組み ～「ECU嚥下フローチャート」導入後の検討～
大山 隼人 1，加藤 美帆 1，笹村 淳一 1，武山 佳洋 2，坂脇 園子 2，小笠原 聡之 3（1.市立函館病院看護局看護科ECU，2.市
立函館病院救命救急センター，3.市立函館病院リハビリテーション技術科） 

DP124-3 食物繊維大量投与による排便への影響 ─パイロットスタディ─
片平 志穂 1，佐藤 萌 1，須賀 恭子 1，金子 千佳子 1，中根 正樹 1,2，川前 金幸 1（1.山形大学医学部附属病院高度集中治
療センターICU，2.山形大学医学部麻酔科学講座） 

DP124-4 長崎労災病院における口腔ケアの現状と介入効果
久保 智美 1，福井 良枝 2（1.長崎労災病院 ICU，2.長崎労災病院感染管理室） 

DP124-5 多職種共同型経腸栄養持続投与プロトコール導入の効果 ～間歇投与との比較～
藤本 晃治，高橋 健二，伊藤 誠（山口県立総合医療センターICU） 

3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 125　外傷・熱傷①

座長：宮崎 大（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科）
DP125-1 日本外傷データバンクを利用した頭部外傷における飲酒の影響についての検討

本間 洋輔，沼田 賢治，溝辺 倫子，中島 義之，高橋 仁，舩越 拓，井上 哲，志賀 隆（東京ベイ・浦安市川医療センター
救急集中治療科） 

DP125-2 腰動脈塞栓が有用であった，屋内での転落症例
石丸 剛（草加市立病院循環器内科） 

DP125-3 術中にPCPSを導入し救命しえた電撃型脂肪塞栓症の一例
高橋 啓 1，小畑 慎也 1，土田 真史 1，西島 功 1，久米 千尋 1，森山 めぐみ 2，城間 由加 2，上原 美佳 3，仲地 勝弘 3，伊波 
潔 1（1.中部徳洲会病院集中治療部，2.中部徳洲会病院集中治療室，3.中部徳洲会病院臨床工学部） 

DP125-4 骨盤内ガーゼパッキング・IVR・創外固定・鋼線牽引で救命し得た不安定型骨盤骨折の 1例
星合 朗，山中 浩史，守屋 まりこ，奥村 栄太郎，佐藤 高央，櫻井 将継，赤嶺 逸朗，佐野 秀史，弦切 純也，新井 隆男
（東京医科大学八王子医療センター救命救急センター） 
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DP125-5 内腸骨動脈損傷と引き続く内腸骨静脈血栓に対し大動脈遮断バルーンと下大静脈フィルターが有用であった一例
中野 秀比古 1，福嶋 一剛 2，大道寺 洋顕 2，奈良場 啓 2，橋本 英樹 2，園生 智弘 2，徳永 蔵人 2，中村 謙介 2（1.湘南鎌倉
総合病院救命救急センター，2.日立総合病院救急集中治療科） 

3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 126　外傷・熱傷②

座長：守谷 俊（自治医科大学附属さいたま医療センター救命救急センター）
DP126-1 重症胸部外傷による呼吸不全患者にVV-ECMOを使用した経験

蕪木 友則，藤崎 修，前山 博輝，吉岡 崇，松井 大作，番匠谷 友紀，上田 泰弘，岡 和幸，星野 あつみ，小林 誠人（公
立豊岡病院但馬救命救急センター） 

DP126-2 女性の慢性硬膜下血腫の検討
堀田 和子，反町 隆俊，松前 光紀（東海大学医学部脳神経外科学） 

DP126-3 受傷直後に著明な血小板減少を来した小児マムシ咬傷の 1例
井上 綾華 1，藤浪 好寿 3，隈元 宣行 1，岡山 公宣 2，切田 学 3（1.加古川中央市民病院初期研修医，2.加古川中央市民
病院神経内科，3.加古川中央市民病院救急科） 

DP126-4 鈍的外傷後に遅発性左胃動脈仮性動脈瘤を発症した 1例
杉中 宏司，笹生 樹里，岡本 健，田中 裕（順天堂大学浦安病院救急診療科） 

DP126-5 パラグライダー墜落による外傷性大動脈損傷を含めた多発外傷の 1例
大森 一彦，竹内 郁人，日域 佳，吉澤 俊彦，石川 浩平，大坂 裕通，柳川 洋一（順天堂大学医学部附属静岡病院救急
診療科） 

DP126-6 馬に前胸部を蹴られ急性三尖弁閉鎖不全を呈した 2症例
三部 徳恵，最上 翠，大石 理江子，大橋 智，中野 裕子，小原 伸樹，池上 之浩，五十洲 剛，黒澤 伸，村川 雅洋（福島
県立医科大学麻酔・疼痛緩和科） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 127　外傷・熱傷③

座長：清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター救命救急センター）
DP127-1 ヒドロキソコバラミンによる急性腎不全の合併が疑われた気道熱傷の 2症例

日村 帆志，寺田 貴史，加賀 慎一郎，野田 智宏，西村 哲郎，山本 啓雅，溝端 康光（大阪市立大学大学院医学研究科
救急医学） 

DP127-2 術後肝不全に陥った肝外傷の 1例
中間 楽平 1，鯨井 大 2，藤井 遼 2，小林 敏倫 2，松本 健司 3，八神 俊明 1，阿野 正樹 4，加瀬 建一 2（1.済生会宇都宮病院
放射線科，2.済生会宇都宮病院救急科，3.済生会宇都宮病院外科，4.済生会宇都宮病院集中治療科） 

DP127-3 頭部外傷を契機に発症した上行頚動脈仮性動脈瘤に対して緊急気管内挿管および塞栓術を行った一例
清水 真人，大谷 典生，田中 裕之，石松 伸一（聖路加国際病院救急部・救命救急センター） 

DP127-4 Prognostic burn index 100以上の重症熱傷の 3救命例
佐藤 弘樹 1，石田 亮介 1，金井 克樹 1，田邊 翔太 1，石飛 奈津子 1，森 浩一 1，新納 教男 1，北野 忠志 2，松原 康博 1，山
森 祐治 1（1.島根県立中央病院救命救急科，2.島根県立中央病院集中治療科） 

DP127-5 脂肪塞栓症の診断に苦慮した両側大腿骨骨幹部骨折の症例
柿沼 勇太 1，鎌田 高彰 1，小松崎 崇 1，永渕 万理 1，佐々木 徹 2，明石 卓 2，折田 智彦 2，清水 正幸 2，山崎 元靖 2，佐藤 
智行 1（1.済生会横浜市東部病院麻酔科，2.済生会横浜市東部病院救急部） 

DP127-6 CTを用いたTraumatic Bleeding Severity Scoreの検討
山岸 利暢，杉山 和宏，西村 健，柏浦 正広，田邉 孝大，加藤 雅也，藤田 英伸，大倉 淑寛，三上 学，濱邉 祐一（東京
都立墨東病院高度救命救急センター） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 128　外傷・熱傷④

座長：本多 満（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）
DP128-1 外傷後のトラネキサム酸投与は静脈血栓塞栓症を増加させる ─CRASH-2トライアルの功罪─

木下 喬弘，山川 一馬，西田 岳史，藤見 聡（大阪府立急性期・総合医療センター救急診療科） 
DP128-2 ケナコルトAR投与によるKounis症候群が原因で交通外傷を起こし搬送された一例

平良 隆行，山際 武志，迫田 直樹，網野 真理，井上 茂亮，中川 儀英，猪口 貞樹（東海大学医学部外科学系救命救急
医学） 

DP128-3 長期意識障害から意識清明へ改善した脂肪塞栓症候群の治療経験
速水 宏樹，松島 久雄，鈴木 光洋，佐伯 辰彦，杉木 大輔，上笹貫 俊郎，五明 佐也香，杉本 一郎（獨協医科大学越谷
病院救命救急センター） 

DP128-4 前橋赤十字病院での重症熱傷管理の 4年間の成績
白戸 康介，中村 光伸，宮崎 大，町田 浩志，鈴木 裕之，藤塚 健次，雨宮 優，小倉 崇以，堀口 真仁（前橋赤十字病院
集中治療科救急科） 
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DP128-5 外傷性頭蓋内損傷による多発脳血管攣縮に対する頭蓋内血管形成術
弦切 純也，奥村 栄太郎，山中 浩史（東京医科大学八王子医療センター救命救急センター） 

DP128-6 手術実施時期の判断に難渋した外傷性胆管損傷，胆汁漏の 1例
蜂谷 聡明，水野 哲志，南 啓介，高松 優香，太田 圭亮，明星 康裕（石川県立中央病院救急科） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 129　外傷・熱傷⑤

座長：大嶋 清宏（群馬大学大学院医学系研究科救急医学）
DP129-1 熱傷患者の受けもちをする看護師が習熟すべき課題

本田 美奈子，渡邊 好江（杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター） 
DP129-2 顔面・頸部熱傷患者における「食べる」ことに向けた急性期からの介入

末永 司，三山 麻弓，撫中 由香，植本 文子，橋本 裕美子，右田 尚，柳瀬 豪，前谷 和秀（済生会福岡総合病院救命救
急センター） 

DP129-3 広範囲重症熱傷患者に対する栄養管理 ─チームによる介入─
粂橋 美帆 1，古市 未来 1，國方 美佐 1，北岡 陸男 2（1.香川大学医学部附属病院救命救急センター，2.香川大学医学部
附属病院臨床栄養部） 

DP129-4 救急 ICUでリハビリテーションを施行した外傷患者の歩行自立が 6ヵ月後のQOLを改善させるか？
川田 稔 1，田村 暢一朗 2，沖 圭祐 1，福岡 敏雄 2（1.倉敷中央病院リハビリテーション部，2.大原記念倉敷中央医療機
構倉敷中央病院救急科） 

DP129-5 水分管理に難渋した慢性心不全既往のある高齢者の広範囲熱傷の一例
長谷川 さとこ，島田 秀一，山下 淳二，徳永 健太郎，早田 学，江嶋 正志，鷺島 克之，蒲原 英伸（熊本大学医学部附
属病院集中治療部） 

3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 130　中毒・体温異常・悪性症候群①

座長：成松 英智（札幌医科大学救急医学講座高度救命救急センター）
DP130-1 一酸化炭素中毒におけるセボフルラン吸入のマイクログリア抑制作用および遅発性神経障害への影響

関谷 慶介 1，西原 佑 1，小西 周 1，藤井 園子 1，中西 和雄 3，南立 秀幸 2，池宗 啓蔵 2，土手 健太郎 2，高崎 康史 1，萬家 
俊博 1（1.愛媛大学麻酔周術期学講座，2.愛媛大学付属病院集中治療部，3.愛媛大学付属病院手術部） 

DP130-2 経皮的心肺補助（PCPS）使用により救命し得たカフェイン中毒の 1例
稲葉 晋 1，稲田 梓 1，花岡 勅行 2，江藤 敏 2，多羅尾 健太郎 1（1.千葉県救急医療センター麻酔科，2.千葉県救急医療
センター集中治療科） 

DP130-3 局所麻酔薬中毒にてARDSを起こした一例
武藤 昌伸，佐々木 勝教，金子 一郎，後藤 法広，坂本 哲也（帝京大学医学部医学科救急医学講座） 

DP130-4 アカエイ刺傷の激痛にリドカイン静脈内投与が有効であった 1症例
濱川 俊朗 1，成尾 浩明 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） 

DP130-5 当院で経験したシガテラ中毒 7例の検討
玉城 正弘，新里 泰一，仲間 康敏，大城 和也，仲間 敏春（友愛会豊見城中央病院 ICU・循環器） 

DP130-6 経過に伴い変化するDIC病態に応じた治療が奏功した熱中症の 1例
松本 紘典，中林 ゆき，安念 優，大下 宗亮，馬越 健介，竹葉 淳，相引 眞幸（愛媛大学医学部救急科） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 131　中毒・体温異常・悪性症候群②

座長：宮内 雅人（日本医科大学高度救命救急センター）
DP131-1 致死量を内服したものの活性炭投与および抗不整脈治療により良好な経過をたどったカフェイン中毒の治療経験

中村 藍子，藤井 智章，末永 大介，古田 裕子，寺澤 篤，杉本 憲治（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 
DP131-2 劇症肝不全を合併した 3度熱中症の一救命例

笹生 樹里，中村 有紀，杉中 宏司，岡本 健，田中 裕（順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科） 
DP131-3 III度熱中症による多臓器不全の一剖検例

櫻井 聖大，山下 幾太郎，田中 拓道，江良 正，狩野 亘平，山田 周，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） 

DP131-4 アセチルサリチル酸大量内服の治療に血液浄化療法が有効であった一症例
神山 彩，金本 匡史，日尾 早香，神山 治郎，松岡 宏晃，中林 洋介，戸部 賢，高澤 知規，日野原 宏，齋藤 繁（群馬大
学医学部附属病院集中治療部） 

DP131-5 アルコール性ケトアシドーシスに持続濾過透析を施行したが，アシドーシスの改善を認めなかった 1救命症例
太田 宗幸，和智 万由子（国立病院機構高知病院麻酔科） 

DP131-6 スミチオン（有機リン）服用 4日後に病態が急激に増悪し，アトロピンの持続微量投与が有効であった 1例
隈元 宣行 1，藤浪 好寿 3，岡山 公宣 2，切田 学 3（1.加古川中央市民病院初期研修医，2.加古川中央市民病院神経内科，
3.加古川中央市民病院救急科） 
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3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 132　中毒・体温異常・悪性症候群③

座長：清田 和也（さいたま赤十字病院高度救命救急センター）
DP132-1 ジフェンヒドラミン中毒によりCPAをきたした症例

西野 智哉，上畠 篤，青木 弘道，辻 友篤，若井 愼二郎，猪口 貞樹（東海大学医学部外科学系救命救急医学） 
DP132-2 原因不明の意識障害で搬送され尿検査からクエチアピン中毒の診断に至った一例

泉谷 義人，村西 謙太郎，松本 德彦，田村 智子，丸山 隼一，入江 悠平，石倉 宏恭（福岡大学病院救命救急センター） 
DP132-3 高インスリン・正常血糖療法を行ったアムロジピン中毒，プロポフォール注入症候群，ベラパミル中毒の 3例

大野 博司（洛和会音羽病院 ICU/CCU） 
DP132-4 腐食性洗浄剤の大量服薬により長期間に渡り気道管理を要した 1例

金尾 邦夫，土井 賢治，塩島 裕樹，齋藤 豊，郷内 志朗，田熊 清継（川崎市立川崎病院救命救急センター） 
DP132-5 当院 ICUに入室した急性薬物中毒患者に対する精神科介入と転帰についての検討

高見 浩樹，浅子 英，井上 照大，近藤 彰彦，三島 健太郎，水野 慶子，小松 孝行，関井 肇，野村 智久，杉田 学（順天
堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科） 

DP132-6 マニキュア除光液大量摂取によるアセトン中毒に対し血液透析が有効だったと考えられた 1例
川向 洋介，黒田 浩光，佐藤 順一，山本 修司（帯広厚生病院麻酔科） 

3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 133　中毒・体温異常・悪性症候群④

座長：大谷 典生（聖路加国際病院救急部・救命救急センター）
DP133-1 敗血症に伴うパーキンソニズムの増悪と悪性症候群の鑑別に苦慮し，経過中に心肺停止に至るも救命し得た一例

真鍋 早季，柳 秀高，桑野 公輔，石原 徹，小松 昌道，伊藤 正仁，小澤 秀樹，高木 敦司（東海大学医学部内科学系総
合内科） 

DP133-2 演題取り下げ
DP133-3 メタノール中毒に対しホメピゾールに血液浄化を併用した一治療例

福田 靖 1，高田 忠明 1，藤本 智子 2，加藤 道久 2（1.徳島赤十字病院救急部，2.徳島赤十字病院麻酔科） 
DP133-4 遅発性肺障害を来たした，パック型洗剤の大量経口摂取の 1例

平木 咲子，岡田 遥平，成宮 博理，石井 亘，飯塚 亮二（京都第二赤十字病院救急科） 
DP133-5 悪性症候群治療中に投与したプロポフォールの効果から，カタトニア症候群の関与が疑われた一例

野村 和史 1，山岡 歩 2，相坂 和貴子 1，坂脇 英志 2，坂脇 園子 2，岡本 博之 3，武山 佳洋 2，上村 修二 1，成松 英智 1 
（1.札幌医科大学救急医学講座，2.市立函館病院救急科，3.手稲渓仁会病院救急科） 

DP133-6 アセトアミノフェン過量摂取 13症例における服用量とアセトアミノフェン血中濃度の検討
山本 隆裕，戸谷 昌樹，中原 貴志，宮内 崇，藤田 基，河村 宜克，金田 浩太郎，小田 泰崇，鶴田 良介（山口大学医学
部附属病院先進救急医療センター） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 134　感染・感染対策⑥

座長：藤田 義人（愛知医科大学病院）
DP134-1 重症呼吸不全を呈したCor ynebacterium ulceransによるジフテリア症例の経験と細菌学的検討　その 2

遠藤 武尊，尾辻 健，原山 信也，清水 智子，倉津 諭，内田 貴之，長田 圭司，二瓶 俊一，相原 啓二，蒲地 正幸（産業
医科大学病院集中治療部） 

DP134-2 当院 ICUにおけるヒトメタニューモウイルス感染症とRSウイルス感染症の臨床的比較
森本 健司，長井 勇樹，居石 崇志，本村 誠，渡邉 伊知郎，新津 健裕，齊藤 修，清水 直樹（東京都立小児総合医療セ
ンター救命・集中治療部集中治療科） 

DP134-3 遺伝子検査によって確定診断された重症レジオネラ肺炎の一例
松原 礼佳，藤井 智章，櫻井 ともえ，井上 芳門，ヤップ ユーウェン，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中
治療部） 

DP134-4 ショックを呈した壊疽性膿皮症の一例
安念 優 1，中林 ゆき 1，大下 宗亮 1，松本 紘典 1，馬越 健介 1，竹葉 淳 1，相引 真幸 1，松本 圭子 2，難波 千佳 2（1.愛媛
大学医学部附属病院救急科，2.愛媛大学医学部附属病院皮膚科） 

DP134-5 歯肉癌術後に敗血症性ショックとなったFanconi貧血患者の一例
山内 千奈 1，水津 悠 1，廣津 聡子 2，佐田 蓉子 3，七野 力 1（1.国立病院機構京都医療センター，2.京都大学医学部附
属病院麻酔科，3.滋賀医科大学医学部附属病院麻酔科） 

DP134-6 Aeromonas hydrophila による市中重症肺炎の一例
石田 亮介 1，山崎 潮 1，山崎 啓一 1，北野 忠志 2，石飛 奈津子 1，新納 教男 1，森 浩一 1，山森 祐治 1（1.島根県立中央病
院救命救急科，2.島根県立中央病院集中治療科） 
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3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 135　感染・感染対策⑦

座長：山口 修（横浜市立大学附属病院集中治療部）
DP135-1 Vibrio vulnificus 感染により壊死性軟部組織感染症，敗血症ショックを来した 1例 ─福島県からの報告─

鈴木 剛，矢野 徹宏，佐藤 ルブナ，反町 光太朗，大野 雄康，根本 千秋，塚田 泰彦，伊関 憲，島田 二郎（福島県立医
科大学医学部救急医療学講座） 

DP135-2 2015年名古屋大学病院における胆道系感染症の分離菌の解析
高谷 悠大 1，八木 哲也 2，稲葉 正人 1，井口 光孝 2，松田 直之 1（1.名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医
学分野，2.名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部） 

DP135-3 VAP診療における ICU医によるグラム染色の有用性の検討
須賀 将文，川上 大裕，朱 祐珍，瀬尾 龍太郎，山崎 和夫（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科） 

DP135-4 マイコプラズマ肺炎によるARDSに対してVV-ECMOを用いて救命に成功した 1症例
稲垣 泰好，林 健太郎，山本 兼二，中嶋 駿介，高氏 修平，長島 道生，小林 厚志，岡田 基，小北 直宏，藤田 智（旭川
医科大学救急医学講座） 

DP135-5 入室後にインフルエンザ罹患が明らかとなり管理方針が異なったOpen ICUの 2例
柏木 政憲 1，中塚 逸央 1，竹内 洋平 1，安村 里絵 1，福田 友秀 2，大倉 圭恵 2，武井 眞 3，高橋 寿由樹 3，平田 直己 3，中
川 晋 3（1.東京都済生会中央病院麻酔科，2.東京都済生会中央病院看護部，3.東京都済生会中央病院循環器科） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 136　感染・感染対策⑧

座長：添田 博（東京医科大学病院薬剤部）
DP136-1 集中治療部（ICU）における antimicrobial stewardship：3種類の新たな抗菌薬使用状況調査法を用いた評価

高橋 佳子 1，西 信一 2，竹末 芳生 3，木村 健 1（1.兵庫医科大学病院薬剤部，2.兵庫医科大学集中治療医学，3.兵庫医
科大学感染制御学） 

DP136-2 血漿交換によるテイコプラニン除去量の計算により良好な血中濃度コントロールが得られた 1症例
寺本 真弓 1，伊藤 雄紀 1，山田 哲也 1，河村 隆登 1，勝野 晋哉 1，鷹見 繁宏 1，小山 昌利 2，古川 大記 3，横山 俊樹 3，川
瀬 正樹 4（1.公立陶生病院医療技術局薬剤部，2.公立陶生病院医療技術局臨床工学部，3.公立陶生病院医局呼吸器・
アレルギー疾患内科，4.公立陶生病院医局救急部） 

DP136-3 集中治療部でのドリペネム投与開始後におけるPKパラメーターの変動
野々下 航 1，大地 嘉史 2，安田 則久 2，日高 正剛 2，後藤 孝治 2（1.大分大学医学部附属病院薬剤部，2.大分大学医学
部附属病院集中治療部） 

DP136-4 敗血症における狭域化実施率と抗菌薬適正使用の調査
鈴木 俊一郎 1，枦 秀樹 1，太田 哲徳 1，内藤 貴基 1，則末 泰博 1，藤谷 茂樹 2（1.東京ベイ・浦安市川医療センター，2.聖
マリアンナ医科大学病院） 

DP136-5 薬剤耐性菌に汚染されたマンシェットの次亜塩素酸ナトリウムを用いた効果的な消毒検討
杉山 理恵 1，飯島 晶子 2，高橋 美保子 1，菊地 和恵 1，竹原 典子 1（1.日本医科大学付属病院高度救命救急センター，
2.元日本医科大学付属病院高度救命救急センター） 

DP136-6 VAEサーベイランスの診断に影響する，患者要因と治療要因の検討
嶋 雅範，文字 香織，橋本 めぐみ，出見世  真人，篠原 智誉，山下 直己（三菱京都病院） 

3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 137　災害・病院前管理①

座長：守谷 俊（自治医科大学附属さいたま医療センター救命救急センター）
DP137-1 REBOAを留置し病院間搬送した内臓動脈瘤破裂の 1例

昆 祐理，長谷川 将嗣，貫和 亮太，藤田 健亮，栗原 祐太朗，今 明秀（八戸市立市民病院救命救急センター） 
DP137-2 メーリングリストを利用した集団災害時における緊急医療情報管理システムの考察

種市 尋宙 1，澁谷 伸子 2，奥寺 敬 2（1.富山大学医学部小児科，2.富山大学附属病院集中治療部） 
DP137-3 茨城県北三市合同のラピッドカー導入による心肺停止患者の蘇生率向上の検討

大道寺 洋顕，福嶋 一剛，奈良場 啓，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部） 
DP137-4 スクーバ・ダイビング中に緊張性気胸を発症し，心肺停止となり自己心拍再開に至った一例

藤崎 一基，川崎 貞男，元林 寛文，長尾 知昭，益満 茜，足川 財啓（南和歌山医療センター救急科） 
DP137-5 病院前心肺停止症例におけるドクターカー出動について

加藤 文崇，平泉 志保，岡田 美知子，野澤 正寛，越後 整，塩見 直人（済生会滋賀県病院救急集中治療科） 
DP137-6 平成 28年熊本地震における基幹災害医療センターの集中治療患者症例の報告

大高 俊一，寺住 恵子，堀 耕太，北村 遼一，高橋 大介，岡野 雄一，加藤 陽一，山家 純一，奥本 克己，桑原 謙（熊本
赤十字病院救急科） 
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3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 138　災害・病院前管理②

座長：卯津羅 雅彦（東京慈恵会医科大学附属柏病院救命救急センター）
DP138-1 広域搬送にて，救命し得た乳児特発性僧帽弁腱索断裂の一例

久保 祐輝 1，安田 智嗣 1，柳元 孝介 1，谷口 淳一郎 1，二木 貴弘 1，中村 隼人 1，寺田 晋作 1，山口 桂司 1，平井 克樹 2，
垣花 泰之 1（1.鹿児島大学病院救急集中治療部，2.熊本赤十字病院） 

DP138-2 熊本地震の心血管疾患の発症に対する影響
加藤 誉史，鵜木 崇，西上 和宏，中尾 浩一，坂本 知浩（済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科） 

DP138-3 バイスタンダーの自発的一次救命処置が目撃院外心停止の生存の日内変動に関連する
稲葉 英夫 1，山下 朗 1，前田 哲生 1，太田 圭亮 2，明星 康裕 2（1.金沢大学医薬保健研究域医学系循環救急蘇生科学，
2.石川県立中央病院救命救急センター） 

DP138-4 地域の中核病院における二次救急応需困難例の実態と対応策 ─全例応需に向けて─
千代 孝夫（野崎徳洲会病院救急センター） 

DP138-5 熊本地震における重症患者の避難，転院搬送の経験
赤坂 威史 1，橋口 清明 2，水山 有紀 2，城 嘉孝 3，増田 和之 4（1.熊本市立熊本市民病院救急診療部，2.熊本市立熊本
市民病院麻酔科，3.地域医療機能推進機構人吉医療センター麻酔科，4.天草地域医療センター麻酔科） 

3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 139　重症度・予後評価・全身管理③

座長：久野 将宗（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター）
DP139-1 ECMO管理中の尿量とECMO離脱後の腎障害の検討

志村 紀彰，松本 正太朗，井手 健太郎，西村 奈穂，中川 聡（国立成育医療研究センター集中治療科） 
DP139-2 心電図R-R間隔ゆらぎのPUCK解析を使ったくも膜下出血の予後識別能の検討

前原 潤一 1，伊賀崎 伴彦 2（1.済生会熊本病院救急総合診療センター，2.熊本大学工学部電子工学科） 
DP139-3 Regional Saturation of Oxygen（rSO2）は血中乳酸値の代用になりうるのか

谷口 隼人 1，土井 智喜 1,3，内山 宗人 2,3，中村 京太 2,3，森村 尚登 2,3（1.横須賀共済病院救命救急センター，2.横浜市立
大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター，3.横浜市立大学医学部救急医学） 

DP139-4 食道癌術後の呼吸器合併症の予測因子に関する検討
上田 吉宏，吉本 広平，山本 幸，比留間 孝広，松原 全宏，土井 研人，中島 勧，橘田 要一（東京大学医学部附属病院
救急部・集中治療部） 

DP139-5 間接熱量計を用いた重症患者における酸素代謝の評価と生命予後の検討
小島 将裕，清水 健太郎，大西 光雄，小倉 裕司，嶋津 岳士（大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 140　重症度・予後評価・全身管理④
座長： 森村 尚登（東京大学大学院医学系研究科救急医学）
DP140-1 来日後に全身状態が悪化した外国人観光客の帰国に関わった経験

川名 政実，福田 幸人（三井記念病院看護部高度治療センター） 
DP140-2 ICU退室後のQOL

高石 壮（関西医科大学付属病院） 
DP140-3 院内トリアージにおける qSOFAの有用性について

田村 泰一，藤原 裕，篠崎 正博，鍜冶 有登，薬師寺 泰匡（岸和田徳洲会病院） 
DP140-4 入院時の状況がARDS患者の転帰先に与える影響

高橋 勇貴 1，木村 泰 1，新井 康弘 1，松原 三香子 1，橋元 崇 1，小坂 鎮太郎 2,3（1.練馬光が丘病院リハビリテーション室，
2.練馬光が丘病院救急・集中治療科，3.練馬光が丘病院総合診療科） 

DP140-5 Refeeding syndromeを合併した重症神経性食思不振症において遷延性意識障害の転帰をたどった一例
吉治 智志，森 智治，堤 貴彦，下戸 学，篠塚 健，柚木 知之，趙 晃済，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） 

DP140-6 人工呼吸管理を必要としたギラン・バレー症候群周辺疾患の経験
岩越 響，國嶋 憲，林 真也，下新原 直子，安本 寛章（京都市立病院） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 141　中毒・体温異常・悪性症候群⑤

座長：伊関 憲（福島県立医科大学地域救急医療支援講座）
DP141-1 本邦の急性メタノール中毒患者 2症例に対するFomepizolの使用経験

城戸 崇裕，下条 信威，古川 彩香，森川 裕史，渡部 浩明，小山 泰明，榎本 有希，河野 了，井上 貴昭（筑波大学附属
病院救急集中治療科） 

DP141-2 意識障害を呈したインク中毒の一例
佐藤 公亮 1，大井 康文 2,3，野垣 文子 2,3，松本 順 2,3，酒井 拓磨 1,3，問田 千晶 1,3，森村 尚登 1,2,3（1.横浜市立大学附属市
民総合医療センター高度救命救急センター，2.横浜市立大学附属病院救急科，3.横浜市立大学医学部救急医学教
室） 
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DP141-3 術後体温セットポイントの違い ─血行再建を伴う頭頚部手術と食道全摘術との比較
吉田 真一郎，岡田 寿郎，松本 夕季，関根 秀介，今泉 均，内野 博之（東京医科大学麻酔科学分野集中治療部） 

DP141-4 体温管理システムArctic Sunの偶発性低体温症の体温コントロールへの有効性
福原 彩，姜 晋具，岡島 淳志，土田 智江，伏見 聖子，山下 愛，高松 純平（関西労災病院重症治療部） 

DP141-5 エチレングリコール中毒に対しウイスキー経腸投与と血液浄化療法を用いて治療を行った一例
伊藤 鮎美 1，菊谷 祥博 2，錦見 満暁 1，中村 光伸 1，宮崎 大 1，町田 浩志 1，鈴木 裕之 1，藤塚 健次 1，雨宮 優 1，小倉 崇
以 1（1.前橋赤十字病院高度救命救急センター，2.秋田大学病態制御医学系救急・集中治療医学講座） 

DP141-6 Candida glabrata感染が横紋筋融解症を引き起こしたと考えられた痙性四肢麻痺の一例
馬場 敬太，山口 桂司，柳元 孝介，谷口 淳一郎，新門 翠，中 弁護，柳 和寿，中村 隼人，安田 智嗣，垣花 泰之（鹿児
島大学病院救急集中治療部） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 142　中毒・体温異常・悪性症候群⑥

座長：小北 直宏（旭川医科大学病院集中治療部）
DP142-1 熱中症に伴うDICの 1例

大塩 節幸 1，土方 伸浩 2，中山 雅文 2，川口 祐美 1，村岡 麻樹 1，中村 到 3，畑山 聖 3（1.戸田中央総合病院救急科，2.戸
田中央総合病院循環器血管センター，3.戸田中央総合病院集中治療部） 

DP142-2 温暖な南房総地域における通年の偶発性低体温症 25症例の検討
大村 拓，北村 伸哉，大谷 俊介，岩瀬 信哉，岡 義人（君津中央病院救急集中治療科） 

DP142-3 偶発性低体温の予後規定因子についての検討
神田 潤 1，三宅 康史 1，清水 敬樹 2，坂本 哲也 1，有賀 徹 3（1.帝京大学医学部救急医学講座，2.東京都立多摩総合医
療センター，3.労働者健康安全機構） 

DP142-4 常用量のアセトアミノフェンにより発症した広範囲肝細胞壊死の一剖検例
高三野 淳一，松田 兼一，森口 武史，針井 則一，後藤 順子，原田 大希，菅原 久徳，吉野 匠，伊瀬 洋史，渡邉 愛乃（山
梨大学医学部救急集中治療医学講座） 

DP142-5 ジフェンヒドラミン大量内服時のプロポフォールによる頻脈コントロールの経験
中野 貴明，浅賀 知也，稲村 宏紀，広海 亮，宮崎 真奈美，金 崇豪（横浜栄共済病院救急科） 

DP142-6 急性肝不全にいたった重症熱中症の 1例
清水 弘毅，池知 大輔，宮本 拓，山下 進（地域医療機能推進機構徳山中央病院救命救急センター） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 143　中毒・体温異常・悪性症候群⑦

座長：森脇 龍太郎（千葉労災病院）
DP143-1 インスリン大量投与と血清カリウム変動：症例報告

宮国 泰彦，竹下 諒，藤原 翔，中野 智継，城川 雅光，中島 幹男，後藤 英昭（東京都立広尾病院救命救急センター） 
DP143-2 救命救急センターで加療した悪性症候群 10例の検討

荻野 聡之，樽井 武彦，加藤 聡一郎，庄司 高裕，井上 孝隆，海田 賢彦，宮内 洋，山口 芳裕（杏林大学医学部付属病
院高度救命救急センター） 

DP143-3 たこつぼ型心筋症と心室頻拍を発症した III度熱中症の一例
土屋 旬平，中村 雅彦，上川 雄士，多河 慶泰，谷口 智哉，田口 裕司，藤原 智弘（製鉄記念広畑病院姫路救命救急セ
ンター救急科） 

DP143-4 意識障害が遷延し長期血液透析が必要であった慢性リチウム中毒の一例
春田 浩一，成田 知大，吉岡 良造，宮川 赳平，三宅 章公，登坂 直規，野々木 宏（静岡県立総合病院高度救命救急セ
ンター） 

DP143-5 V-A ECMOにて救命した偶発性低体温症の 1例
添田 徹，奥山 英策，西原 大貴，渡邊 圭祐，菊田 浩一，矢埜 正実，中村 夏樹（新別府病院救命救急センター） 

DP143-6 メタノール中毒にFomepizoleを使用した 3症例
富田 静香，内田 雅俊，大西 俊彦，菊池 仁，小野 一之（獨協医科大学病院救命救急センター） 

3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 144　RST・NST・RRTなど④

座長：高橋 栄樹（日本赤十字社浜松赤十字病院）
DP144-1 RST活動の影響と課題 ～人工呼吸器装着患者ケア介入の変化～

加藤 和美（新座志木中央総合病院） 
DP144-2 High Care UnitにおけるRapid Response System 変更による ICU緊急入室症例の検証

佐橋 佳子，植村 桜（大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター） 
DP144-3 高度救命救急センターICUにおける急変時デブリーフィングシートの導入について

高橋 龍矢，大串 健太，大西 毅，秋武 友和，嘉土 淑子，足立 久美子（兵庫県災害医療センター） 
DP144-4 RST活動に対する現状の認識と今後の期待についてのアンケート調査

難波 さおり，橋本 重樹（市立池田病院RST） 
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DP144-5 中規模病院におけるRapid Response System（RRS）の確立に向けた取り組み
田中 佑太（医誠会病院） 

DP144-6 被殻出血をきたし，気管切開術を受けた超肥満患者へのRST介入の一例
河端 美代子，當麻 麻美，下地 清史（国立病院機構東広島医療センター） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 145　RST・NST・RRTなど⑤

座長：岩本 満美（北海道大学病院）
DP145-1 院内急変患者の ICU入室所要時間に対してRRS導入がもたらした効果の検討

椹木 愛美 1，池田 智之 2，中村 紀子 1，中野 顯 2（1.彦根市立病院 ICU・CCU，2.彦根市立病院循環器科） 
DP145-2 地方市中病院におけるRespirator y Suppor t Team（RST）の現状と今後の課題

藤田 智和，鈴木 一周，酒井 宏明，西松 諭，志賀 厚仁，矢部 かおり，長坂 信次郎，越淵 玲子（藤枝市立総合病院） 
DP145-3 看護師からのRRS要請の現状調査と今後の課題

森安 恵実 1，大谷 尚也 1，小池 朋孝 1，榑松 久美子 1，大塚 智久 2，吉野 和久 2，鈴木 優太郎 2，西澤 義之 2，黒岩 政之 2，
新井 正康 3（1.北里大学病院集中治療センターRST・RRT室，2.北里大学医学部麻酔科学，3.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） 

DP145-4 看護師の意識調査に基づいた，より早期のMET要請を目指す取り組み
畠山 航也 1，平間 陽子 1，上野 博章 1，加藤 千尋 1，石井 由美 1，竹内 純子 1，安部 隆三 2，中田 孝明 2，齋藤 大輝 2，織
田 成人 2（1.千葉大学医学部附属病院 ICU/CCU，2.千葉大学医学部附属病院救急集中治療医学） 

DP145-5 人工呼吸器装着患者の転院前多職種カンファレンスの有効性の検証
古味 秀美 1，海野 知洋 1，友塚 直人 2，中 公三 3（1.労働者健康安全機構香川労災病院看護部，2.労働者健康安全機構
香川労災病院麻酔科，3.労働者健康安全機構香川労災病院MEセンター） 

DP145-6 RST立ち上げから 2年間の活動報告と今後の課題
當麻 麻美，河端 美代子，下地 清史（国立病院機構東広島医療センター） 

3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 146　RST・NST・RRTなど⑥

座長：葛西 陽子（手稲渓仁会病院）
DP146-1 当院における気管挿管を必要とした院内急変患者の発生状況と予後

新山 和也 1，中村 真巳 1，杉本 直樹 1，上村 聡 1，森 太郎 1，古田島 太 2，磨田 裕 2，佐伯 有香 2，高平 修二 3，根本 学 3 
（1.埼玉医科大学国際医療センター救命救急センターICU，2.埼玉医科大学国際医療センター集中治療科，3.埼玉
医科大学国際医療センター救命救急科） 

DP146-2 急変対応事例の分析からみえる，急変事例減少に繋げるための課題
桐本 千恵美 1，森安 恵実 2，服部 潤 1（1.北里大学病院救命救急・災害医療センター，2.北里大学病院RST/RRT室） 

DP146-3 当院におけるAdaptive Ser vo Ventilationの使用報告 急性期における院内使用
吉野 暁子 1，磨田 裕 1，古田島 太 1，芦澤 久美子 1，齋藤 佑也 2（1.埼玉医科大学国際医療センターRST，2.埼玉医科大
学国際医療センター救命救急センター外来） 

DP146-4 RST導入により臨床工学技士に求められること
占部 泰寛 1，神園 武 1，成田 知大 2，青木 善孝 2，森本 恵理子 2，中村 祥英 3，石橋 幾久 3，小杉 一江 3（1.静岡県立病院
機構静岡県立総合病院検査技術・臨床工学，2.静岡県立総合病院集中治療センター，3.静岡県立総合病院看護部） 

DP146-5 RRTに理学療法士は有用だ
谷内 耕平 1，池田 武史 2，野崎 惇貴 3（1.相澤病院運動器疾患リハ部門，2.相澤病院集中治療センター，3.相澤病院救
急リハセンター） 

3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 147　保守・管理・医療安全・事故③

座長：小林 孝史（大崎市民病院麻酔科）
DP147-1 集中治療室での緊急手術の現状と課題

谷河 篤 1，清水 敬樹 2，笠原 道 2，濱口 純 2，荒川 裕貴 2，鈴木 茂利雄 2，萩原 祥弘 2，金子 仁 2，森川 健太郎 2，三宅 康
史 3（1.東京都立多摩総合医療センター外科，2.東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，3.帝京大学医学
部救急医学講座） 

DP147-2 周術期における多職種多診療科連携カンファレンスの検討
寺田 享志，出光 亘，佐藤 暢一，落合 亮一，一林 亮，中澤 惠子，渡邊 正志（東邦大学医療センター大森病院） 

DP147-3 急性期病棟で発生する転倒・転落，チューブ類抜去インシデントの要因 ～せん妄との関連性に着目して～
角田 恵理子，池田 身佳，本多 健右（関越病院） 

DP147-4 救急・集中治療領域に携わる看護師の疲労の実態および看護師経験年数による比較
牧野 夏子（札幌医科大学保健医療学部看護学科） 

DP147-5 HCUにおける身体拘束の解除基準について ～せん妄だけにとらわれない安全・安心のケアを追及する～
渡邉 朋美，森 秋桜，菅原 隆広（東京西徳洲会病院） 
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DP147-6 独立型高度救命救急センターICUにおける自己抜管の検討
堀井 美穂 1，井上 明彦 2，菊田 正太 2，前田 敏明 1，勝木 亮介 2，深井 麻美 1，大西 毅 1（1.兵庫県災害医療センター看
護部，2.兵庫県災害医療センター救急部） 

3月 10日（金）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 148　小児・新生児④

座長：佐和 貞治（京都府立医科大学）
DP148-1 抗NMDA受容体脳炎の治療に苦慮した一例

豊田 将平，河内 晋平，山上 雄司，加藤 隆宏，高原 賢守，菅 健敬（兵庫県立尼崎総合医療センター小児救急集中治
療科） 

DP148-2 Respirator y Syncytial Virusによる急性呼吸不全で人工呼吸管理となった症例の抜管時期にかかる検討
森田 康子，長井 勇樹，居石 崇志，渡邉 伊知郎，本村 誠，齊藤 修，新津 健裕，清水 直樹（東京都立小児総合医療セ
ンター） 

DP148-3 PICUに入室した呼吸器疾患患者における赤血球輸血についての後方視的検討
差波 新，水野 智子，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） 

DP148-4 早期診断と治療介入により救命し得たEBV-HLHの一小児例
津田 雅世（福井大学医学部小児科） 

DP148-5 抜管基準とされるPressure Suppor tで換気されている新生児の抜管前後の呼吸仕事量の変化
佐々木 誠 1，山口 嘉一 1，松田 優子 1，宮下 徹也 1，大塚 将秀 2，山口 修 1，後藤 隆久 1（1.横浜市立大学附属病院，2.横
浜市立大学附属市民総合医療センター・集中治療部） 

DP148-6 PICUのない地方都市における小児救急集中治療体制のあり方に関する提言
後藤 保，前山 博輝，吉岡 崇，松井 大作，番匠谷 友紀，上田 泰弘，岡 和幸，星野 あつみ，蕪木 友則，小林 誠人（公
立豊岡病院但馬救命救急センター） 

3月 10日（金）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 149　小児・新生児⑤

座長：永渕 弘之（神奈川県立こども医療センター集中治療科）
DP149-1 当院 ICUで人工呼吸管理を行った小児の抜管についての検討

山形 淑，入江 洋正，河合 恵子，大竹 孝尚，木村 素子，横田 喜美夫，山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科） 
DP149-2 先天性心疾患術後の小児に対するTolvaptanの効果と安全性の検討

大場 彦明，井手 健太郎，中野 諭，青木 智史，松本 正太朗，西村 奈穂，中川 聡（国立成育医療研究センター集中治
療科） 

DP149-3 新設小児 ICUにおける臨床的アウトカムと問題点
丹羽 雄大，池山 貴也，今井 一徳，和田 翔（あいち小児保健医療総合センター集中治療科） 

DP149-4 小児外傷患者においてトラネキサム酸の使用は安全か
前田 琢磨 1，笹渕 裕介 2，宮田 茂樹 3，大西 佳彦 1，康永 秀生 4（1.国立循環器病研究センター，2.東京大学大学院医
学系研究科ヘルスサービスリサーチ講座，3.国立循環器病研究センター輸血管理室，4.東京大学大学院医学系研
究科臨床疫学・経済学） 

DP149-5 頭蓋内出血を伴う乳幼児頭部単独外傷症例の検討
堀川 慎二郎 1，坂田 行巨 1，大鋸 立邦 1，小倉 憲一 1，五十嵐 登 2（1.富山県立中央病院救命救急センター，2.富山県
立中央病院小児科） 

DP149-6 高度の気道狭窄症状を呈した小児後縦隔腫瘍の一例
松田 愛，堀江 里奈，田畑 雄一，山崎 正記，天谷 文昌，橋本 悟，佐和 貞治（京都府立医科大学麻酔科学教室・集中
治療部） 

3月 10日（金）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 150　小児・新生児⑥

座長：嶋岡 英輝（大阪市立総合医療センター集中治療センター）
DP150-1 過去 3年間で当院PICUに入室したウイルス感染症患者のまとめ

田村 佑平 1，安藤 寿 1，峰尾 恵梨 2，昆 伸也 1，金子 忠弘 1，石井 正治 1（1.北里大学医学部小児科，2.東京都立小児総
合医療センター） 

DP150-2 小児ECMO症例におけるビリルビン値についての検討
田邊 雄大 1，粒良 昌弘 2，小野 頼母 2，石垣 瑞彦 2，元野 憲作 2，濱本 奈央 2，大崎 真樹 2（1.静岡県立こども病院循環
器センター循環器科，2.静岡県立こども病院循環器集中治療科） 

DP150-3 ドクターヘリによる滋賀県・兵庫県間の緊急搬送訓練が効を奏した僧帽弁腱索断裂の乳児症例
青木 一憲 1，制野 勇介 1，椎間 優子 1，長谷川 智巳 1，黒澤 寛史 1，野澤 正寛 2（1.兵庫県立こども病院小児集中治療科，
2.済生会滋賀県病院救命救急センター救急集中治療科） 

DP150-4 小児院外心停止における病院前高度気道管理についての検討
福田 奈尾子 1,2，福田 龍将 3，松原 全宏 1，土井 研人 1，中島 勧 1，橘田 要一 1（1.東京大学大学院医学系研究科救急医学，
2.東京都立墨東病院産婦人科，3.ハーバード大学ベスイスラエルディーコネスメディカルセンター） 
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DP150-5 小児心臓外科術後の抜管後気道狭窄の頻度と予後
奥田 菜緒，籏智 武志，赤松 貴彬，松本 昇，京極 都，松永 英幸，文 一恵，稲田 雄，清水 義之，竹内 宗之（大阪府立
母子保健総合医療センター集中治療科） 

DP150-6 転院後早期に死亡した小児重症患者の臨床的検討
福政 宏司 1，松本 正太朗 2，辻 聡 1（1.国立成育医療研究センター総合診療部救急診療科，2.国立成育医療研究セン
ター手術・集中治療部集中治療科） 

3月 10日（金）　13：50～ 14：50　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 151　保守・管理・医療安全・事故④

座長：秋江 百合子（名古屋第一赤十字病院）
DP151-1 ICUが合併することにより起こるインシデントの特徴

中山 あゆみ，小林 俊介，福田 久子（筑波メディカルセンター病院） 
DP151-2 当院HCUにおけるインシデント減少に向けた取り組みと成果

中村 真央，諏訪 早苗，福田 幸人，松本 千香江（三井記念病院HCU） 
DP151-3 フローチャートを用いた安全対策における妥当性の検証

山澤 健蔵，上北 真理（旭川医科大学病院） 
DP151-4 当院集中治療病棟における計画外抜管の要因分析 ～計画外抜管の減少を目指して～

近石 ちはる 1，南 真理子 1，那須 道高 2（1.浦添総合病院看護部救命病棟，2.浦添総合病院診療部救急集中治療部） 
DP151-5 一般病棟で人工呼吸器離脱システムを導入したチーム医療の実際

奥村 紀美恵，稲村 早月，佐藤 なぎさ，浦崎 伸吾，岡林 克也，清水 斎，鶴間 哲弘（JR札幌病院看護部） 
DP151-6 ICUにおける自己抜去の発生状況の実態把握 ─看護師の危機意識に着目して─

磯田 貴央，猶原 智美（労働者健康安全機構岡山労災病院 ICU） 

3月 10日（金）　14：55～ 15：55　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 152　保守・管理・医療安全・事故⑤

座長：好井 透（北見赤十字病院医療技術部臨床工学課）
DP152-1 当院における一酸化窒素ガス管理装置（アイノフローDS）の運用状況とその問題点

松田 真太郎，塚本 功，土屋 陽平，坂下 浩太，坂本 祐希，干川 祐樹，濱田 雅美，田中 慧，小野塚 豊，関口 敦（埼玉
医科大学国際医療センターMEサービス部） 

DP152-2 人工呼吸療法施行中に一般病床へ転出した患者の人工呼吸器関連トラブルについて
笹目 知宏 1，原 賢史 1，丸岡 正則 1，谷田部 哲夫 1，長谷川 隆一 2（1.総合病院水戸協同病院臨床工学部，2.総合病院
水戸協同病院救急・集中治療科） 

DP152-3 補助循環における指示票導入の試み
藤本 貴之，松本 隼人，清水 重光，小田 和也，小峠 博揮（飯塚病院臨床工学部） 

DP152-4 当院 ICU・CCU・SCUの冬の大敵　窓の結露対策と評価について
富田 敏司，平尾 収，秋山 太助，福並 靖崇，桐山 圭司，山下 健次，萩平 哲，西村 信哉（大阪府立急性期・総合医療
センター麻酔科） 

DP152-5 臨床工学技士の当直体制導入による業務の見直し
仲地 勝弘 1，高橋 啓 2，小畑 慎也 2，土田 真史 2，久米 千尋 3，森山 めぐみ 3，城間 由加 3，伊波 潔 2（1.中部徳洲会病院
臨床工学部，2.中部徳洲会病院集中治療部，3.中部徳洲会病院集中治療室） 

DP152-6 シリンジ交換時の回路内圧・流量・濃度の推移
小松 義輝，藤川 義之（北播磨総合医療センター臨床工学室） 

3月 10日（金）　16：00～ 17：00　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 153　教育・専門医・医療経済②

座長：加藤 啓一（日本赤十字社医療センター）
DP153-1 「U理論」「Action Inquir y 」を用いたチーム医療におけるふり返り手法改善の試み

清水 広久（埼玉成恵会病院外科） 
DP153-2 日本で初となる離島救命救急センターICUにおける現状と課題

服部 淳一 1，中村 健太郎 1，長嶺 嘉通 2，大木 浩 2（1.鹿児島県立大島病院救命救急センター救急科，2.鹿児島県立大
島病院麻酔科） 

DP153-3 ICUローテート研修医の教育に「日本集中治療教育プログラム」を用いることの有用性に関する検討
端野 琢哉，小山 英彦，藤原 周一，矢部 光一郎（関西電力病院救急集中治療センター救急集中治療科） 

DP153-4 当院大動脈瘤症例患者の居住地の地理情報解析
山根 真央，渡部 亮，伊藤 伸大（KKR札幌医療センター麻酔・集中治療科） 

DP153-5 ICU病床増加に伴う病院収益性の変化についての検討
丹羽 崇，辻 菜々子，田中 亜季，橋本 慎介（松波総合病院救急集中治療部） 

DP153-6 研修医向けシミュレーション教育の現状と対策 ～救急・集中治療にリアリティを持たせる工夫～
藤田 尚宏 1，平原 健司 2，古賀 美佳 3，三溝 慎次 3（1.佐賀県医療センター好生館教育センター内総合教育研修セン
ター，2.佐賀県医療センター好生館救命救急センター，3.佐賀県医療センター好生館 ICU） 
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3月 10日（金）　17：05～ 18：05　デジタルポスター会場 11　札幌市教育文化会館 研修室 302
デジタルポスター 154　教育・専門医・医療経済③

座長：難波 由美子（岡山大学病院高度救命救急センター）
DP154-1 術後酸素療法の教育による効果

水流 洋平 1，大嶽 浩司 2，小谷 透 2，上嶋 浩順 2，眞一 弘士 2，住永 有梨 1，宮本 斐堂 1，柿崎 江梨子 1（1.昭和大学病院
看護部，2.昭和大学病院麻酔科学講座） 

DP154-2 院内メディカルラリーを用いた看護師によるDOPEの観察実施率の調査
大澤 翔 1，川端 千壽 1，野村 悠 2，桝井 良裕 3（1.聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院看護部，2.川崎市立多摩病院
救急災害医療センター，3.聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター） 

DP154-3 パートナーシップ・ ナーシング・システムにおけるコミュニケーション不足を解消する取組み
福田 由紀（松江赤十字病院 ICU・CCU） 

DP154-4 臨床に近づけたACLSシミュレーションの効果と課題
小橋 奈美，久米 京子，佐藤 春果，鳥越 綾美，松村 由美（光晴会病院） 

DP154-5 行動理論を用いた ICUにおけるリーダー育成
神尾 悠美（星総合病院看護部 ICU・CCU） 

DP154-6 救急 ICUにおける外傷外科手術看護シミュレーション教育の効果
米原 悠子，下川 愛恵，吉田 志存，永石 聖奈，宮崎 恵美子（佐賀大学医学部附属病院） 

3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 155　多臓器不全・敗血症⑫

座長：伊藤 辰哉（高松赤十字病院救急科）
DP155-1 プレセプシン値は腎機能低下時に非感染症例であっても高い傾向にある

小野原 貴之 1，阪本 雄一郎 2，小網 博之 2（1.国立病院機構嬉野医療センター救急科，2.佐賀大学医学部附属病院高
度救命救急センター） 

DP155-2 経尿道的結石破砕術後に敗血症性ショックを発症した症例の遡及的検討
島袋 大地，渕上 竜也，新垣 かおる，神里 興太，照屋 孝二，垣花 学（琉球大学医学部附属病院麻酔科集中治療部） 

DP155-3 qSOFAスコアによる臓器障害の予測？当院救命センター診療患者の後方視的検討
松田 航，木村 昭夫，鈴木 貴明，植村 樹，佐藤 琢紀，小林 憲太郎，佐々木 亮（国立国際医療研究センター病院救急科） 

DP155-4 トロンボモジュリン（rhTM）及びアンチトロンビン（AT）による持続的血液ろ過透析フィルターライフタイムの影響
日根野谷 一 1，池本 直人 1，那須 敬 1，福田 直樹 1，片山 浩 1，西海 創 2（1.川崎医科大学附属川崎病院麻酔・集中治療
科，2.川崎医科大学附属川崎病院MEセンター） 

DP155-5 敗血症における重症度指標としての血糖値と血清アルブミン値の関係
古川 誠，木下 浩作，堀 智志，山口 順子，櫻井 淳（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野） 

DP155-6 腹腔内感染性DICに対する遺伝子組み換えアンチトロンビン製剤の有効性の検討
谷川 義則 1，中川内 章 1，山田 友子 1，中村 公秀 1，坂口 嘉郎 2（1.佐賀大学医学部附属病院集中治療部，2.佐賀大学
医学部麻酔蘇生学講座） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 156　多臓器不全・敗血症⑬

座長：貞広 智仁（東京女子医科大学八千代医療センター救急科・集中治療部）
DP156-1 Septic shockを伴う術後汎発性腹膜炎に対し venoar terial ECMO下に開腹ドレナージ術を行い救命した一例

秋山 太助，平尾 収，福並 靖崇，桐山 圭司，東名 里恵，山下 健次，稲森 紀子，西村 信哉（大阪府立急性期・総合医
療センター麻酔科） 

DP156-2 慢性関節リウマチ患者に発症した播種性クリプトコッカス症の一例
島田 秀一 1，石橋 卓行 1，早田 学 2，山下 淳二 2，徳永 健太郎 2，鷺島 克之 2，蒲原 英伸 2，城野 剛充 1，梶原 一亨 1，尹 
浩信 1（1.熊本大学医学部付属病院皮膚科・形成再建科，2.熊本大学医学部付属病院集中治療部） 

DP156-3 喀血により心停止を繰り返した Lemierre症候群
村田 真理絵，井上 照大，近藤 彰彦，三島 健太郎，水野 慶子，高見 浩樹，小松 孝行，関井 肇，野村 智久，杉田 学（順
天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科） 

DP156-4 椎弓切除術後に生じた toxic shock syndromeの 1例
矢野 倫太郎，東島 潮，井上 陽香，松本 聡治朗，松本 周平，関野 元裕，原 哲也（長崎大学病院集中治療部） 

DP156-5 血管内溶血を呈したClostridium per fringensによる肝膿瘍の一例
森野 杏子 1，岩田 朋晃 2，横沢 友樹 1，井上 顕治 1，遠山 昌平 1，大村 拓 1，小林 道生 1，石橋 悟 1（1.石巻赤十字病院救
急科，2.石巻赤十字病院消化器内科） 

DP156-6 アトピー性皮膚炎に合併したMSSAによる感染性心内膜炎の 1例
林 洋輔 1，仲村 将高 1，島田 忠長 1，橋田 知明 1，児玉 善之 1，平澤 博之 1，石田 敬一 2，深澤 万歓 2（1.東千葉メディカ
ルセンター救急科，2.東千葉メディカルセンター心臓血管外科） 
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3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 1　ロイトン札幌 クリスタルルーム A
デジタルポスター 157　四肢・骨盤・体表

座長：西山 友貴（鎌倉病院）
DP157-1 消化管瘻を合併した壊死性筋膜炎術後腹壁欠損症例に対する陰圧閉鎖療法を用いた創部管理の工夫

原田 大希，松田 兼一，森口 武史，針井 則一，後藤 順子，菅原 久徳，高三野 淳一，吉野 匠，伊瀬 洋史，渡邉 愛乃（山
梨大学医学部救急集中治療医学講座） 

DP157-2 強直間代性痙攣による非外傷性椎体破裂骨折の一例
濱中 訓生 1，藤野 光洋 2，岡田 信長 2，田中 博之 2，竹下 淳 2，別府 賢 2，中嶋 康文 3，笹橋 望 2，西山 慶 2（1.京都医療
センター放射線科，2.京都医療センター救命救急センター，3.関西医科大学麻酔科学教室） 

DP157-3 免疫グロブリン大量療法に不応の中毒性表皮壊死症（toxic epidermal necrolysis：TEN）を救命しえた 2症例
坪井 ちづ，三住 拓誉，巻野 将平，長江 正晴，江木 盛時，溝渕 知司（神戸大学附属病院麻酔科/集中治療部） 

DP157-4 ショックに対する集中治療管理後の続発性真性包茎
増山 智之 1，千々和 剛 1，鈴木 涼平 1，天笠 俊介 1，海老原 貴之 1，小山 洋史 1，神尾 直 2，飯塚 悠祐 2，讃井 將満 2，守
谷 俊 1（1.自治医科大学附属さいたま医療センター救急科，2.自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集
中治療部） 

DP157-5 横紋筋融解症と診断された救急搬送患者背景の検討
坂本 加代子，川野 マキ（潤和会記念病院看護部） 

3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 158　心臓・循環・体液管理⑱

座長：柳田 国夫（東京医科大学茨城医療センター集中治療部）
DP158-1 開心術後に肺動脈カテーテルによる肺動脈穿孔が疑われた 1症例

小西 麻意，木山 亮介，前川 俊，西田 朋代，進藤 一男（兵庫県立尼崎総合医療センター麻酔科） 
DP158-2 大動脈弁逆流ジェットの向きによる左室内血流とエネルギー損失の違い

甲斐沼 篤 1，秋山 浩一 1，内藤 慶史 1，木下 真央 1，加藤 秀哉 1，板谷 慶一 2，佐和 貞治 1（1.京都府立医科大学麻酔科
学教室，2.京都府立医科大学心臓血管外科） 

DP158-3 Aesculon miniによる先天性心疾患患者の術後血行動態評価
有馬 大輔（群馬県立小児医療センター心臓血管外科） 

DP158-4 急性心筋梗塞における血液ガス分析の比較検討
佐竹 敦史，村瀬 浩孝，竹山 俊昭，白木 仁，石原 義之，安田 真智，宮田 周作，小塩 信介，越路 正敏（岐阜市民病院
循環器内科） 

DP158-5 Tissue dielectric constant法による維持透析患者における循環血液量変化の評価
丹羽 英智 1，豊岡 憲太郎 1，橋場 英二 2，廣田 和美 3（1.弘前大学医学部附属病院麻酔科，2.弘前大学附属病院集中治
療部，3.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 159　心臓・循環・体液管理⑲

座長：澤野 宏隆（大阪府済生会千里病院千里救命救急センター）
DP159-1 Of f-pump CABG後における心拍変動の deceleration capacityと acceleration capacityについて

高橋 利通，森田 麻己，近藤 俊樹（春日井市民病院麻酔科・集中治療部） 
DP159-2 急性B型解離保存治療における早期リハビリテーションのリスク＆ベネフィット

内田 徹郎，中村 健，浜崎 安純，山下 淳，林 潤，渡邉 大介，中井 信吾，小林 龍宏，五味 聖吾，貞弘 光章（山形大学
医学部外科学第二講座） 

DP159-3 重症インフルエンザ肺炎に対し急性期理学療法によりECMOを早期離脱し得た一例
三石 達也，高木 宏治，鴫原 祥太，曽根 教子，菊池 有史，石原 嗣郎，石川 昌弘，佐藤 直樹，清水 渉（日本医科大学
附属病院循環器内科） 

DP159-4 乳児期開心術後急性期うっ血性心不全に対するトルバブタンの有用性と安全性
廣瀬 圭一，三和 千里，阪口 仁寿，水野 明宏，吉田 幸代，矢田 匡，恩賀 陽平，多良 良一，山中 一朗（天理よろづ相
談所病院心臓血管外科） 

DP159-5 術前にBAVを行うことで重症大動脈弁狭窄症を解除し，遂行できた脊椎外科の一例
田中 成和，奥谷 龍，中田 一夫，小田 裕（大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター麻酔科） 

DP159-6 糖尿病患者における開心術後の血糖管理の改善を目指して ─新しいプロトコールの導入
増田 千恵 1，吉野 邦彦 2，鈴木 千晴 1，山田 智美 1，島野 奨大 1，榎本 有紗 1，新沼 廣幸 3（1.聖路加国際病院心血管セ
ンターICCU，2.聖路加国際病院心臓血管外科，3.聖路加国際病院循環器内科） 

3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 2　ロイトン札幌 クリスタルルーム B
デジタルポスター 160　心臓・循環・体液管理⑳

座長：瀬尾 勝弘（小倉記念病院麻酔科・集中治療部）
DP160-1 経カテーテル大動脈弁留置術を受けた患者の現状調査

西川 正太，麻生 かおり，田中 華子，山口 大輔（平成紫川会小倉記念病院） 
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DP160-2 心臓外科人工心肺症例における観血的 /非観血的血圧測定値の解析
寶泉 春夫 1，桑原 大輔 1，木本 真之 1,3，池崎 弘之 1,4，松山 孝義 2，辻 麻衣子 2，卯田 晶代 2，米花 智伸 2，米谷 聡 1 
（1.大和成和病院麻酔科，2.大和成和病院心臓血管外科，3.湘南東部総合病院麻酔科，4.かわぐち心臓呼吸器病院
集中治療部） 

DP160-3 急性心筋梗塞後の心室中隔穿孔にヘパリン起因性血小板減少症（HIT）を合併した開心術の周術期管理
鈴木 真依，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） 

DP160-4 早期に経皮的心肺補助装置を導入し，独歩退院し得た劇症型心筋炎の 1例
和田 涼子 1，北條 林太郎 1，青山 裕也 1，小宮山 浩大 1，深水 誠二 1，森山 優一 2，櫻田 春水 2（1.東京都立広尾病院循
環器科，2.大久保病院循環器科） 

3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 161　気道・呼吸・呼吸管理㉑

座長：小野寺 睦雄（徳島大学病院救急集中治療部）
DP161-1 気道緊急を来した感染性気管憩室の一例

赤羽 祥太（湘南鎌倉総合病院外科） 
DP161-2 後頭骨頸椎固定術後の嚥下障害・呼吸苦が再手術により改善した 1例

大石 悠理，川口 勝久，菊地 佳枝，杉山 淳一，大橋 一郎，佐牟田 健（神戸赤十字病院麻酔科） 
DP161-3 間質性肺炎に合併した難治性気胸に対し，人工呼吸器管理下にEWSによる気管支充填術を施行した 1例

近藤 丈博 1，濱田 亜里沙 1，吉田 研一 2（1.JA広島総合病院呼吸器内科，2.JA広島総合病院救急・集中治療科） 
DP161-4 気管損傷に対してECMOを用い，保存的加療にて転帰良好となった一例

濱谷 英幸，眞鍋 亜里沙，岡崎 智哉，篠原 奈都代，阿部 祐子，高野 耕志郎，一二三 亨，河北 賢哉，萩池 昌信，黒田 
泰弘（香川大学医学部附属病院救命救急センター） 

DP161-5 大動脈走行異常による気管狭窄のため人工呼吸器離脱に集学的治療を要した胸部外傷後 flail chestの一例
牧野 佑斗，平原 仁美，ヤップ ユーウェン，田口 学，杉本 憲治（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 

DP161-6 術後腹部膨満による人工呼吸器離脱困難例に対して横隔膜活動電位（最低値）を指標に離脱に成功した 1例
徳永 健太郎 1，山下 大輔 2，山下 淳二 1，早田 学 1，江嶋 正志 1，鷺島 克之 1，蒲原 英伸 1（1.熊本大学医学部附属病院
集中治療部，2.熊本大学医学部附属病院ME機器センター） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 162　気道・呼吸・呼吸管理㉒

座長：森口 武史（山梨大学医学部救急集中治療医学講座）
DP162-1 肺超音波検査で Lung point陽性であった縦隔気腫合併間質性肺炎の一例

岡野 将典 1，加古 英介 1，小笠原 治 1，寺島 良幸 1，吉澤 佐也 1，仙頭 佳起 1，徐 民恵 1，杉浦 健之 1，薊 隆文 2，祖父江 
和哉 1（1.名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野，2.名古屋市立大学看護学部病態学（麻酔
学）） 

DP162-2 高度肥満を伴う呼吸不全患者における経肺圧モニタリングの重要性
釈舎 和子，亀山 実希，宇仁田 亮，宮本 将，鷹取 誠（広島市立広島市民病院） 

DP162-3 VV-ECMOを利用し，安全に気管ステントを留置できた 3症例
三戸 正人（ハートライフ病院救急総合診療部） 

DP162-4 ASV ver1.1における時定数と呼吸努力の一回換気量への影響
山下 智範，内山 昭則，藤野 裕士（大阪大学大学院生体統御医学講座麻酔集中治療医学教室） 

DP162-5 脳神経外科術後にARDSを発症しECMOにて救命できた一症例
亀田 慎也，金子 貴久，吉田 拓生，斎藤 慎二郎，遠藤 新大，斎藤 敬太，内野 滋彦，瀧浪 將典（東京慈恵会医科大学
附属病院集中治療部） 

DP162-6 胸腔鏡下右肺上葉，右下葉部分切除後に右中葉捻転を発症した一例
小林 康磨，青松 昭徳，讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科） 

3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 3　ロイトン札幌 クリスタルルーム C
デジタルポスター 163　気道・呼吸・呼吸管理㉓

座長：森山 潔（杏林大学医学部麻酔科学教室）
DP163-1 化学療法施行中に薬剤性肺障害を発症し縦隔気腫を合併した 1例

山長 修，秋泉 春樹，木山 亮介，前川 俊，山中 秀則，西田 朋代，進藤 一男（兵庫県立尼崎総合医療センター麻酔科） 
DP163-2 当院 ICUにおける心原性肺水腫患者へのHigh flow nasal cannulaの使用状況

綱野 祐美子，上野 義豊，中西 信人，西川 真理恵，井澤 眞代，中瀧 恵実子，板垣 大雅，大藤 純，小野寺 陸雄，西村 
匡司（徳島大学病院救急集中治療部） 

DP163-3 腹壁瘢痕ヘルニアの修復術後，予期せぬARDSとなったがECMOを導入し，独歩退院した一例
森田 薫，三宅 健太郎，藤村 高史，平田 陽祐，菅野 彬，辺 奈理，斗野 敦士，竹内 直子，水落 雄一郎，有馬 一（海南病院） 

DP163-4 骨盤骨折を契機に発症した急性呼吸促迫症候群において特発性間質性肺炎の急性増悪が疑われた一例
下戸 学，篠塚 健，角田 洋平，播摩 裕，堤 貴彦，柚木 知之，趙 晃済，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） 

－ 160 －

（
デ
ジ
タ
ル
ポ
ス
タ
ー
）

一
般
演
題



DP163-5 聴神経腫瘍摘出術後に重篤な頸胸部浮腫を呈し気管切開が必要となった一例
金子 貴久，山口 知紀，亀田 慎也，吉田 拓生，齋藤 慎二郎，遠藤 新大，齋藤 敬太，内野 滋彦，瀧浪 將典（東京慈恵
会医科大学附属病院麻酔部） 

DP163-6 当院の食道癌術後に使用したハイフローセラピーの検討
門倉 ゆみ子 1，佐藤 大三 1，河邉 千佳 1，中村 萌 1，川越 いづみ 1，三浦 邦久 2，三高 千惠子 1（1.順天堂大学医学部麻
酔科学ペインクリニック講座，2.江東病院麻酔科） 

3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 164　気道・呼吸・呼吸管理㉔

座長：杉田 学（順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科）
DP164-1 複数のDoctor’s Delayが関与した，頸椎骨折に伴う後咽頭血腫によって上気道狭窄を来たしたDISHの一例

足川 財啓，川崎 貞男，藤崎 一基，元林 寛文，長尾 知昭，益満 茜（国立病院機構南和歌山医療センター救命救急科） 
DP164-2 開胸術後における横隔神経麻痺の発症と長期予後の検討

小倉 玲美，大塚 将秀，村田 志乃，出井 真史，内本 宏和，刈谷 隆之，後藤 正美（横浜市大附属市民総合医療センター
集中治療部） 

DP164-3 長期の人工呼吸器管理後にも関わらず，ECMOの導入により救命できたレジオネラ肺炎
比留間 孝広，平山 一郎，吉本 広平，山本 幸，上田 吉宏，松原 全宏，土井 研人，中島 勧，橘田 要一，森村 尚登（東
京大学医学部附属病院救急部集中治療部） 

DP164-4 上気道狭窄による呼吸困難に対して経鼻高流量酸素療法を用いて呼吸仕事量軽減を行った症例
小野寺 悠 1,2，高橋 一則 2，鑓水 健也 1，秋元 亮 1，杉浦 明日美 1，小林 忠宏 2，岩渕 雅洋 1，岡田 真行 1，中根 正樹 1,2，
川前 金幸 1（1.山形大学医学部麻酔科学講座，2.山形大学医学部救急医学講座） 

DP164-5 間質性肺炎に伴う急性呼吸不全に変則的なNasal High Flowシステムで良好な忍容性が得られた 1例
中井 健仁 1，中西 理恵子 2，寺田 賢二 2，岩井 篤史 1，平井 香衣子 1，橋本 行弘 1，藤本 源 1，鈴木 恵 1，岩間 一 1，土肥 
直文 1（1.奈良県西和医療センター循環器内科，2.奈良県西和医療センター臨床工学室） 

DP164-6 脳性麻痺患児の急性呼吸不全に対して集学的治療が著効した 1例
田原 里美 1，板井 規夫 2，市ヶ谷 憲 1，長峰 政智 1，伊藤 大真 1，岩坂 日出男 1（1.大分市医師会立アルメイダ病院麻酔
科，2.大分市医師会立アルメイダ病院臨床工学部） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 165　災害・病院前管理③

座長：石松 伸一（聖路加国際病院）
DP165-1 ウイニング不能の集中治療患者を安全に在宅医療に導くための地域呼吸ケアネットワーク構築への取り組み

鮎川 勝彦 1，藤岡 智恵 2，安達 普至 3（1.飯塚病院，2.飯塚病院集中治療室，3.飯塚病院集中治療部） 
DP165-2 東京オリンピック・パラリンピック開催を控えて集中治療医が準備しておくべきもの

奥村 徹（日本中毒学会） 
DP165-3 ICU看護師の災害に対する意識調査を行っての一考察

迫田 祐子，高端 洋恵，延堂 麻紀，呉本 絢子（神戸大学医学部附属病院） 
DP165-4 熊本地震の超急性期におけるPICUの活動報告

荒木 富久美，田中 麻理亜（熊本赤十字病院こども医療センターPICU） 
DP165-5 熊本地震における重症小児患者の避難，搬送経験

板垣 智昭 1，野口 弘稔 1，里 史 1，赤坂 威史 2，城 嘉孝 3（1.熊本市立熊本市民病院集中治療部，2.熊本市立熊本市民
病院救急診療部，3.地域医療機能推進機構人吉医療センター麻酔科） 

3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 4　ロイトン札幌 エメラルドルーム A
デジタルポスター 166　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑮

座長：五百蔵 三奈（札幌医科大学附属病院高度救命救急センター看護室）
DP166-1 開心術後 ICU入室患者のせん妄発症予防に繋がるケアの考察 ～せん妄を発症しなかった患者の体験談より～

岸本 真和，野口 祐奈，角田 紫（鳥取大学医学部附属病院集中治療室） 
DP166-2 クリティカルケア看護師のせん妄サブタイプ分類の認知と低活動型せん妄症状の認識およびせん妄症状への対処

佐藤 麻美（心臓血管研究所付属病院 ICU） 
DP166-3 ICU入室患児に対するPediatric Sedation Scaleの導入：評価者間一致度の検討

小玉 晴菜 1，海法 悠 2，高橋 幸代 1，庄司 葵 1，牧野 友美 1，土肥 千秋 1，吾妻 俊弘 2，齋藤 浩二 3，山内 正憲 2（1.東北
大学病院西3階病棟 ICU2，2.東北大学医学部麻酔科学・周術期医学分野，3.東北大学病院集中治療部） 

DP166-4 Richard campbell sleep questionnaireを用いた集中治療室における非挿管患者の睡眠の実態調査
岡部 直美 1，岡本 洋史 2，沖 良一 1，福岡 敏雄 3（1.倉敷中央病院救命救急センター，2.聖路加国際大学臨床疫学セン
ター/救急部，3.倉敷中央病院総合診療科/救急科） 

DP166-5 ABCDEバンドルの有用性 ～ SBTが患者に与える影響～
曽根崎 栄津，井上 佳世，島本 千秋，山本 朋納（大阪市立大学医学部附属病院） 

DP166-6 鎮痛鎮静プロトコル導入による呼吸器装着患者への適正な鎮静への試み
和田 佳奈子，油木 珠江，武西 幸子，手柴 啓子（東住吉森本病院） 
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3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 167　中毒・体温異常・悪性症候群⑧

座長：成松 英智（札幌医科大学救急医学講座高度救命救急センター）
DP167-1 血液浄化療法が奏功し救命しえたカフェイン中毒の一例

富田 明子 1，塩谷 信喜 1，硲 光司 1，藤本 一弘 2，七戸 康夫 1（1.国立病院機構北海道医療センター救急科，2.国立病
院機構北海道医療センター麻酔科） 

DP167-2 農薬中毒症例での高アンモニア血症が臨床経過に与える影響の検討
新田 正和，本多 忠幸，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） 

DP167-3 フェニトイン中毒に薬剤師が介入した 1例
大森 俊和 1，小室 哲也 2，藤村 一軌 1，太田 隆嗣 2，石川 雄一 3，千々岩 由香 3，小出 康弘 3（1.湘南鎌倉総合病院薬剤部，
2.湘南鎌倉総合病院麻酔科・集中治療部，3.湘南鎌倉総合病院看護部） 

DP167-4 リチウム中毒に対して急性血液浄化療法を施行した一例
杉浦 由実子，藤田 智一，杉浦 芳雄，吉里 俊介，清水 信之，細江 諒太，島田 俊樹，廣浦 徹郎，杉浦 悠太，石川 裕亮
（刈谷豊田総合病院診療技術部臨床工学科） 

DP167-5 覚醒剤中毒に対して血管内体温管理システムを用い体温コントロールを行った一例
渡邉 真太郎，桑名 司，中村 和裕，伊原 慎吾，澤田 奈実，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学
分野） 

DP167-6 急性循環不全を契機に診断されたアルコール性心筋症の治療経験
川上 定俊，國嶋 憲，林 真也，安本 寛章，下新原 直子，島 正己，荒井 俊之（京都市立病院診療部） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 168　心肺蘇生・蘇生後 ICU管理⑤

座長：鈴木 武志（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）
DP168-1 抗凝固療法を行わないECMO管理の忍容性に関する検討

菊田 正太，勝木 亮介，石原 諭，西村 健，村橋 一，山根 悠，甲斐 聡一朗，古賀 聡人，井上 明彦，中山 伸一（兵庫県
災害医療センター救急部） 

DP168-2 ECPR導入基準として，rSO2 40以上は有用か？
宮 卓也，本田 崇晃，石田 径子，杉山 未樹，長嶋 一樹，澤井 啓介，羽切 慎太郎，福島 亮介，赤坂 理，阿南 英明（藤
沢市民病院救命救急センター） 

DP168-3 早期再分極症候群による心停止の 1例
日尾 早香，柳澤 晃広，神山 治郎，松岡 宏晃，金本 匡史，中林 洋介，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集中治療部） 

DP168-4 良好な心肺蘇生術の指標として StO2（saturation of brain tissue）の変化の重要性
津久田 純平，川口 剛史，田北 無門，高松 由佳，藤井 修一，柳井 真知，尾崎 将之，井上 哲也，藤谷 茂樹，平 泰彦（聖
マリアンナ医科大学病院救急医学教室） 

DP168-5 血液データから見た小児院外心停止の自己心拍再開に関する因子 ～当院で 10年間に経験した 95例の検討～
賀来 典之 1,2，桑城 貴弘 3，水口 壮一 1,2，一宮 優子 1,2，平田 悠一郎 2，李 守永 4，馬場 晴久 5，赤星 朋比古 1，大賀 正一 2，
前原 喜彦 1（1.九州大学病院救命救急センター，2.九州大学病院小児科，3.九州医療センター脳血管・神経内科，
4.福岡市立こども病院集中治療科，5.福岡東医療センター小児科） 

3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 5　ロイトン札幌 エメラルドルーム B
デジタルポスター 169　心肺蘇生・蘇生後 ICU管理⑥

座長：中尾 慎一（近畿大学医学部麻酔科学講座）
DP169-1 維持透析患者の心肺停止について

濱場 啓史，植田 浩司，下薗 崇宏，美馬 裕之（神戸市立医療センター中央市民病院） 
DP169-2 心肺停止（Cardio Pulmonar y Resuscitation; CPA）の予後因子としての脳の組織酸素飽和度 StO2の有用性

川口 剛史，津久田 純平，藤谷 茂樹，和田 崇文，森澤 健一郎，尾崎 将之，柳井 真知，高松 由佳，藤井 修一，平 泰彦
（聖マリアンナ医科大学救急医学） 

DP169-3 当院 ICUでのACLSアルゴリズム普及についての活動報告
柿林 優紀，原島 祐貴，千々岩 由香，小室 哲也，太田 隆嗣，小出 康弘，石川 雄一（湘南鎌倉総合病院） 

DP169-4 溺水による肺水腫を合併した緊急冠動脈バイパス術の周術期管理の一例
西村 俊輝，丸山 直子，伊原 正幸，神移 佳，井戸 和己，小林 俊司（りんくう総合医療センター） 

DP169-5 当院における体温管理療法の現状と予後因子に関する検討
鈴木 謙太郎，味岡 正純，浅野 博，長内 宏之，井上 陽介，神原 貴博，桑山 輔，増富 智弘，大橋 寛史，戸部 彰洋（公
立陶生病院循環器内科） 

3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 170　小児・新生児⑦

座長：清水 一好（岡山大学病院麻酔科蘇生科）
DP170-1 小児に対する超音波ガイド下鎖骨下静脈穿刺による中心静脈カテーテル留置の有用性と問題点

山上 雄司，菅 健敬，高原 賢守，加藤 隆宏，河内 晋平（兵庫県立尼崎総合医療センター小児救急集中治療科） 
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DP170-2 小児開心術患者における一時的心外膜ペーシングワイヤーの常用的使用は再考すべき
芳賀 大樹，木村 詩織，菅 敏晃，岩田 博文，山本 泰史，大塚 康義，宇城 敦司，嶋岡 英輝（大阪市立総合医療センター
集中治療部） 

DP170-3 小児心臓手術後人工呼吸中における術後横隔神経麻痺エコー診断：後方視的検討
田畑 雄一，橋本 悟，山崎 正記，井上 美帆（京都府立医科大学麻酔科集中治療部） 

DP170-4 小児心臓外科手術後の開胸管理の検討
細谷 通靖 1,2,3，大崎 真樹 1，濱本 奈央 1，元野 憲作 1，粒良 昌弘 1，土井 悠司 1（1.静岡県立こども病院循環器集中治療
科，2.埼玉県立小児医療センター集中治療科，3.埼玉県立小児医療センター循環器科） 

DP170-5 13，18トリソミー児の周術期管理におけるリスク因子の検討
笠木 実央子，沼田 隆佑，安田 立，庄司 康寛，阿部 世紀（長野県立こども病院麻酔科） 

DP170-6 本邦小児集中治療室における予測死亡率Paediatric Index of Mortality 3の妥当性
黒澤 寛史，椎間 優子，制野 勇介，青木 一憲（兵庫県立こども病院小児集中治療科） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 171　小児・新生児⑧

座長：植田 育也（埼玉県立小児医療センター小児救命救急センター）
DP171-1 CTを用いた日本人小児の気管形態に関する検討

馬場 理絵子 1,3，水口 壮一 1,3，一宮 優子 1,3，本村 良知 1,3，賀来 典之 1,3，牧 盾 2，徳田 賢太郎 2，赤星 朋比古 3，大賀 正
一 1，前原 喜彦 3（1.九州大学医学部小児科成長発達医学分野，2.九州大学病院集中治療部，3.九州大学病院救命救
急センター） 

DP171-2 小児における前頭葉局所混合血酸素飽和度（脳 rSO2）の有用性
寺田 一也（国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター小児循環器内科） 

DP171-3 PICUと在宅医療機関の連携
山下 由理子，岡田 広（松戸市立病院小児医療センター小児集中治療科） 

DP171-4 地方における小児重症例集約化の実際と課題
松井 彦郎，北村 真友，黒坂 了正，佐藤 公則，前沢 身江子，大矢 和伸，百木 恒太，稲村 憲一，高瀬 亮（長野県立こ
ども病院小児集中治療科） 

DP171-5 無気肺を呈した先天性心疾患児に対する陽陰圧体外式人工呼吸器の使用経験
熊丸 めぐみ 1，下山 伸哉 2，浅見 雄司 2，木島 久仁子 3，田村 芳子 3，深町 直之 4，宮本 隆司 5，小林 富男 2（1.群馬県立
小児医療センターリハビリテーション課，2.群馬県立小児医療センター循環器科，3.群馬県立小児医療センター
看護部，4.群馬県立小児医療センター臨床工学室，5.群馬県立小児医療センター心臓血管外科） 

3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 6　ロイトン札幌 エメラルドルーム C
デジタルポスター 172　小児・新生児⑨

座長：橋本 博明（岩手医科大学附属病院看護部）
DP172-1 先天性心疾患児の母親の面会時におけるニードの分析 ─ ICU退室後のインタビューから─

堀 木実子，黒田 友子，山田 亨（東邦大学医療センター大森病院） 
DP172-2 Richmond Agitation Sedation Scale （RASS）の医師－看護師における評価者間信頼性の検証

原口 昌宏 1，井手 健太郎 2，三浦 規雅 1，林 祐輝 1，大穂 祐介 3，後藤 保 2，青木 一憲 2（1.国立成育医療研究センター
看護部，2.国立成育医療研究センター集中治療科，3.国立成育医療研究センター薬剤部） 

DP172-3 小児集中治療室（PICU）における経鼻挿管による褥瘡の現状とリスク因子の検討
佐藤 摂 1，西村 奈穂 2，青木 智史 2，奥田 裕美 1，伊藤 好美 1，井手 健太郎 2（1.国立成育医療研究センター看護部，2.国
立成育医療研究センター集中治療科） 

DP172-4 アメリカ心臓協会公認 小児救急　評価・認識・病態安定化（PEARS®）コース導入の看護師への効果
森 智史 1，佐藤 貴之 1，松井 洋子 1，青木 太郎 2（1.埼玉県立小児医療センター看護部，2.日本BLS協会） 

DP172-5 持続的腎代替療法中に高カリウム血症をきたし短時間で回路凝固を繰り返したエルシニア感染症疑いの 1症例
布村 仁亮（茨城県立こども病院臨床工学科） 

DP172-6 メシル酸ナファモスタットによる高カリウム血症を疑い抗凝固薬を変更した小児体外式心肺補助の 1例
野村 卓哉，布村 仁亮，横川 忠一（茨城県立こども病院臨床工学科） 

3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 173　倫理・終末期・家族ケア④

座長：白石 義人（市立島田市民病院）
DP173-1 当施設における低酸素脳症および脳死症例に関する疫学調査

若竹 春明 1，北野 夕佳 1，吉田 徹 1，桝井 良裕 1，藤谷 茂樹 2，平 泰彦 2（1.聖マリアンナ医科大学病院横浜市西部病院
救急医学，2.聖マリアンナ医科大学病院） 

DP173-2 妊娠 24週で劇症肝炎を発症し治療方針の判断に苦慮した 1例
久保 達哉，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大学付属病院） 

DP173-3 食事量が安定しない高齢糖尿病患者にデュラグルチド週一回注射は有効である
古川 智之（滋賀医科大学医学部社会医学講座法医学部門） 
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DP173-4 急変時対応に関するインフォームド・コンセントの経験
高松 道生（鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院） 

DP173-5 植込型 LVADにおける終末期管理の経験
加藤 裕貴 1,2，太安 孝允 1，早川 峰司 1，澤村 淳 1，石川 岳彦 1，丸藤 哲 1，松居 喜郎 2（1.北海道大学病院先進急性期医
療センター，2.北海道大学循環器・呼吸器外科） 

DP173-6 当院の内科 ICUでの看取りの医療についての解析
光山 裕美，眞喜志 剛，青山 康，東 倫子，海野 仁，山本 尚範，角 三和子，沼口 敦，徳山 秀樹，松田 直之（名古屋大
学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 174　その他②

座長：讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔科・集中治療部）
DP174-1 異なる経過をたどった上腸間膜動脈塞栓症の 2例

水野 克彦 1，中村 嘉 2，大野 博司 2（1.洛和会音羽病院外科，2.洛和会音羽病院集中治療科） 
DP174-2 外科集中治療室における術後ルーチン胸部単純X線撮影の現状

杉村 朋子 1，重松 研二 1，山浦 健 1,2（1.福岡大学病院手術部，2.福岡大学医学部麻酔科学） 
DP174-3 当院 ICUにおけるCT搬送による合併症発生率の検討

島 望，宮本 恭兵，木田 真紀，米満 尚史，柴田 尚明，島 幸宏，國立 晃成，加藤 正哉（和歌山県立医科大学救急・集
中治療医学講座） 

DP174-4 当科における胃酸分泌抑制薬非投与下での上部消化管出血発症率
芝 陽介，濱見 原，橘 直人，田中 光一，上松 敬吾，佐藤 裕一，三宅 悠香（愛媛県立中央病院救急科） 

DP174-5 後腹膜血腫で診断された，腹腔内多発動脈瘤を来す segmental ar terial mediolysis（SAM）の症例
黒田 真理子，佐藤 正典，二宮 万理恵，香河 清和，高田 幸治（市立豊中病院麻酔科） 

DP174-6 スガマデクス投与直後にアナフィラキシーショックを発症した 1 症例
山口 聡（東葛病院麻酔科） 

3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 7　ロイトン札幌 エメラルドルーム D
デジタルポスター 175　その他③

座長：武居 哲洋（横浜市立みなと赤十字病院集中治療部）
DP175-1 救急症例における経皮的ヘモグロビン濃度測定値の検討

金子 唯，笠岡 俊志（熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部） 
DP175-2 陽・陰圧体外式人工呼吸器（RTXレスピレータ）を使った側臥位療法の有用性

関 啓輔 1，乙宗 佳奈子 1，音成 芳正 1，神野 敬祐 1，西信 俊宏 1，白神 真乃 1，梅田 真洋 1，前川 聡一 1，木村 廷和 2，藤
本 正司 2（1.回生病院救急センター，2.回生病院麻酔科） 

DP175-3 地方二次病院における ICUでのリハビリ実施の現状
伊藤 辰哉 1，中村 明代 2，松本 幸久 2（1.高松赤十字病院救急科，2.高松赤十字病院麻酔科） 

DP175-4 Rapid Response System （RRS）対応例における敗血症診断に関する qSOFAの有用性
宮本 昇太郎 1，川村 英樹 2，垣花 泰之 1，安田 智嗣 1，柳元 孝介 1，二木 貴弘 1，寺田 晋作 1，政所 祐太郎 1，中 弁護 1，
馬場 敬太 1（1.鹿児島大学医学部救急集中治療部，2.鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門） 

DP175-5 バスキュラーアクセスカテーテルを右内頸静脈から左腕頭静脈へ挿入した一例
青山 文 1，鷹取 誠 2（1.高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座，2.広島市立広島市民病院麻酔・集中治療科） 

DP175-6 岡山大学病院高度救命救急センターにおける高気圧酸素療法（HBO）の現状と課題
佐藤 圭路，湯本 哲也，飯田 淳義，塚原 紘平，野坂 宜之，クナウプ 絵美里，内藤 宏道，寺戸 通久，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） 

3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 176　教育・専門医・医療経済④

座長：牧野 夏子（札幌医科大学保健医療学部）
DP176-1 救命救急病棟における褥瘡予防を目指した効果的な教育方法の検討

新井 千亜希（国立病院機構災害医療センター） 
DP176-2 クリニカル・キャリアラダーシステムの構築 ～ 3年間経過後の考察と課題～

松本 誉伸，松崎 晴彦（宇治徳洲会病院） 
DP176-3 当院 ICU看護師の学習ニードの実態調査

鈴木 史乃 1，長津 貴子 1，長谷川 隆一 2，栗原 加代 3，宇留野 由紀子 3（1.水戸協同病院集中治療室，2.水戸協同病院
救急・集中治療科，3.茨城キリスト教大学看護学部） 

DP176-4 救急外来における看護師のモチベーション維持に関する考察と取組み
喜納 宏美，比嘉 綾乃，松本 笑佳（浦添総合病院） 

DP176-5 救命救急センターに向けて新開設した救急病棟における看護師の教育と看護体制の構築
高平 香 1，越淵 玲子 1，伊藤 聖野 1，實石 光歩 1，麻喜 幹博 2，増田 崇光 2，三木 靖雄 2（1.藤枝市立総合病院救急セン
ター，2.藤枝市立総合病院救急科） 
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DP176-6 中途採用で集中治療室勤務となった看護師の思いに関する調査と今後の支援への一考察
野口 美花，影山 紀子，岩崎 美和，佐野 裕美，香西 慰枝（札幌医科大学附属病院集中治療室） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 177　教育・専門医・医療経済⑤

座長：中野 実（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科）
DP177-1 HCU独自のクリニカルラダーの活用上の問題点及びラダー段階レベル Iにおける教育内容の見直し

吉澤 綾子，市川 有実，長岡 絵美子（群馬県済生会前橋病院HCU） 
DP177-2 当院の ICU領域における学生教育の現状と課題

布野 潤一 1，高山 綾 1,2,3，佐々木 慎理 1,2，吉川 史華 1，佐々木 恵 1，水津 英仁 1，中西 拓也 1，平松 脩 1，迫田 孝之 1，松
田 祐佳 1（1.川崎医科大学附属病院MEセンター，2.川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科，3.川崎医科大学
附属川崎病院） 

DP177-3 臨床経験が 3年目と 8年目理学療法士に ICU患者リハビリテーション介入のOn the Job Trainingを経験して
大西 伸悟 1，川崎 健作 1，木下 直彦 2，下田 将司 2，切田 学 3，藤波 好寿 3，清水 宏紀 4（1.加古川中央市民病院リハビ
リテーション室，2.加古川中央市民病院看護部（ICU），3.加古川中央市民病院救急科，4.加古川中央市民病院循環
器内科） 

DP177-4 リアルタイム超音波ガイド下中心静脈穿刺トレーニングにおける穿刺針の違い
石橋 一樹 1，森川 百合亜 1，櫻谷 正明 2，吉田 研一 2，河村 夏生 2，筒井 徹 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） 

3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 8　札幌市教育文化会館 研修室 402
デジタルポスター 178　その他④

座長： 今浦 将治（済生会横浜市東部病院）
DP178-1 当院集中治療室における病棟薬剤業務について

木村 麻奈加 1，奥村 佳史 1，山田 浩一 1，中島 康佑 2，門田 啓 3，都志 明日美 3，林田 晃寛 4，鍵山 暢之 4，平岡 有努 5，
森田 孝子 1（1.心臓病センター榊原病院薬局，2.心臓病センター榊原病院臨床工学科，3.心臓病センター榊原病院
看護部，4.心臓病センター榊原病院循環器内科，5.心臓病センター榊原病院心臓血管外科） 

DP178-2 当院集中治療室における病棟薬剤業務の現状調査とその解析
清治 翔伍 1，稲村 広敏 1，國本 雄介 1，益子 寛之 1，山崎 紀恵子 1，中田 浩雅 1，野田 師正 1，巽 博臣 2，升田 好樹 2，宮
本 篤 1（1.札幌医科大学附属病院薬剤部，2.札幌医科大学医学部集中治療医学） 

DP178-3 中規模病院における ICU専任薬剤師業務の現状と今後の展開
林 良壮 1，橋元 誠 1，金田 和久 2（1.三菱京都病院薬剤部，2.三菱京都病院心臓内科） 

DP178-4 北九州総合病院 ICU病棟における病棟薬剤業務の現状把握
大治 万喜子，中島 一，今村 陽子，棚田 訓彰，小橋 亮，柏田 匡広，大石 貴裕，池田 浩和，高橋 浩二郎（北九州総合
病院薬剤科） 

3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 179　その他⑤

座長：御室 総一郎（浜松医科大学附属病院麻酔科蘇生科）
DP179-1 当院における救命救急センターICUと院内 ICUの入室患者の変化について

平山 敬浩 1，江川 裕子 3，松山 広樹 1，竹村 瞳 1，徳平 夏子 1，香村 安健 2，安 炳文 2，竹上 徹郎 2，阪口 雅洋 1（1.京都
第一赤十字病院麻酔科，2.京都第一赤十字病院救急科，3.さいたま赤十字病院救急科） 

DP179-2 紫斑病性血管炎に合併した特発性後腹膜血腫・出血性ショックに対してTAEが有効であった 1例
鶴岡 歩，河本 晃宏，井上 賀元（京都民医連中央病院腎循環器センター救急・集中治療科） 

DP179-3 慢性心不全ではなく悪性リンパ腫が心拡大の原因であった 1例
市川 通太郎，山川 耕司，柳谷 信之，岩下 具美，岨手 善久（長野赤十字病院救命救急センター） 

DP179-4 当院 ICUの長期入室者についての考察
關野 長昭 1，高橋 耕平 2，大塚 剛 2，森 浩介 2（1.横浜南共済病院 ICU室救急科，2.横浜南共済病院救急科） 

DP179-5 ICU内で安全に「手術」を行うために
常俊 雄介，臼井 章浩，山田 元彦，清水 克修，川田 真大，蛯原 健，天野 浩司，中田 康城，横田 順一朗（堺市立総合
医療センター救命救急センター救急外科） 

DP179-6 ステロイド低用量内服患者に発症した，肺切除術後の副腎不全の一症例
三原 亨 1，串崎 浩行 1，榊原 学 1，河原 卓美 2，角田 尚紀 2，和田 穣 2，松田 高志 2，庄野 敦子 2，二階 哲朗 1，齊藤 洋司 2 
（1.島根大学医学部附属病院集中治療部，2.島根大学医学部附属病院麻酔科） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 180　その他⑥

座長：武澤 真（福井大学医学部附属病院集中治療部）
DP180-1 ブリーフィング・デブリーフィング実践による看護チームへの効果

小正 江里奈 1，穂積 菜穂 1，石下 育生 2，水上 いづみ 1（1.北里大学病院周産母子医療センターPICU，2.北里大学看
護学部） 
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DP180-2 集中治療に携わる医療者のジレンマを軽減する為の取り組み ～多職種カンファレンスの見直し～
西岡 寿子，唐津 亜衣，金光 史恵，三島 有美子，山中 真知子（京都第一赤十字病院看護部救命救急センター） 

DP180-3 「医学という共通言語」を持った看護師 ～急性期領域における診療看護師の役割構築への展望～
戸田 泉，小室 哲也，太田 隆嗣，小出 康弘（医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院） 

DP180-4 ICUにおける診療看護師が行う特定行為実践の現状
黒澤 昌洋 1，森 一直 1，畠山 登 2，藤原 祥裕 2，小松 徹 2（1.愛知医科大学病院看護部・麻酔科，2.愛知医科大学病院
麻酔科） 

DP180-5 重症患者に対するアンカーファストの有効性
松本 ひとみ，土井 朱，福田 由紀，濱田 孝光（松江赤十字病院） 

DP180-6 緊急入院を受け入れる病棟に勤務する看護師のバーンアウトの実態
木村 智美，阿部 未来（東北医科薬科大学病院集中治療室） 

3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 9　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 181　その他⑦

座長：小山 昌利（公立陶生病院）
DP181-1 A病院 ICUにおける血糖管理の取り組み ～ SOFAスコアによる評価と血糖ラウンドを開始して～

高橋 知左（高知赤十字病院救命救急センター病棟） 
DP181-2 集中治療室における臨床工学技士の 5Sを基にした取り組み

山田 和典，光家 努（高松赤十字病院医療技術部臨床工学課） 
DP181-3 V-V ECMOの施行にマッケ社製HLSカニューレRを用いた一例

野口 恭平，半田 麻有佳，相馬 良一，鈴木 秀典，佐藤 亜耶，森實 雅司（済生会横浜市東部病院臨床工学部） 
DP181-4 小児急性リンパ性白血病の白血球増多症に白血球除去療法を行った 1例

梅津 昭宏 1，吉田 拓司 1，山田 政樹 1，熊谷 しづか 1，青木 亮太 1，八木 健輔 1，坂尾 和哉 1，斎藤 雄弥 2，清水 直樹 3 
（1.東京都立小児総合医療センター麻酔科臨床工学技士，2.東京都立小児総合医療センター血液・腫瘍科，3.東京
都立小児総合医療センター集中治療科） 

DP181-5 セントラル及びカメラモニタでの患者監視 追跡調査
山中 智弘，長尾 進一郎（近森病院） 

DP181-6 ACSYSスマートポンプ連携システムの導入効果とその課題
林 夏美 1，松本 栄美 1，山福 恵 1，山崎 大輔 1，林 裕子 1，讃岐 美智義 2，河本 昌志 2（1.広島大学病院外科系集中治療室，
2.広島大学病院麻酔科） 

3月 11日（土）　9：00～ 10：00　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 182　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑯

座長：稲波 亨子（京都第一赤十字病院）
DP182-1 心臓血管外科術後患者の口渇とせん妄発症との関連性

喜多 和義，山崎 賢太郎，加藤 宏樹，亀本 望，安藤 礼子（近畿大学医学部奈良病院集中治療部） 
DP182-2 ICDSC導入により明らかになったせん妄の発生状況と介入の現状

當山 りな 1，濱田 麻紗子 1，大城 和也 1，山口 巧 1，仲本 エリ子 1，玉城 正弘 2（1.豊見城中央病院集中治療室看護局，
2.豊見城中央病院集中治療室） 

DP182-3 心臓外科手術後患者への術直後における全身清拭の安全性の検討
吉川 茜，村松 美帆子（三菱京都病院看護科） 

DP182-4 A施設救命 ICUにおけるせん妄評価において不一致が生じる項目に関する一考察
川添 紀子，山崎 千草，松村 綾佳，高橋 昌大（東京女子医科大学救命 ICU） 

DP182-5 熟練看護師の気管挿管患者とのコミュニケーションの実践内容
八木 彩子，中岡 清華，内田 美冴，岸本 吉登（大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター） 

DP182-6 セデーションバケーションを導入した早期離床への取り組み
山下 孝将，森川 理沙，新美 智里（荒尾市民病院HCU） 

3月 11日（土）　10：05～ 11：05　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 183　鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑰

座長：堀川 長子（東北大学病院）
DP183-1 人工呼吸器装着患者における改定版鎮痛・鎮静プロトコルの有用性

笹井 香織 1，岡田 和之 1，平 幸輝 2，茂呂 悦子 1，布宮 伸 2（1.自治医科大学附属病院集中治療部，2.自治医科大学医
学部麻酔科学・集中治療医学講座） 

DP183-2 ICUにおける家族への看護介入によるせん妄ケアの検討
熊川 徳長，鈴木 絵美，小林 由佳，山崎 朋恵，嶋崎 望，須東 光江，吾妻 俊弘，齋藤 浩二（東北大学病院集中治療部） 

DP183-3 ICUで実施される身体抑制の開始，解除に関する要因の調査
森田 千秋，堤 晴奈（成田赤十字病院） 
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DP183-4 心大血管術後の呼吸器離脱難渋症例に対してチーム医療を展開したことにより自宅退院が得られた一例
細萱 順一 1，末松 宏美 1，富岡 靖友 1，上原 あゆみ 3，杉山 理恵 2，桐原 佳裕 4，河野 麻美 4，佐藤 憲明 3，伊与 恭子 1，
背戸 陽子 1（1.日本医科大学付属病院SICU・SHCU，2.日本医科大学付属病院高度救命救急センター，3.日本医科
大学付属病院本館8階，4.日本医科大学付属病院リハビリテーション科） 

DP183-5 人工呼吸管理中の早期リハビリテーションの効果
安倍 朋子 1，早川 博子 2，進藤 優子 2，小畑 裕紅 2，上田 祐希子 2，竹下 恵美 2，中村 悦子 2（1.福岡大学病院看護部5
階南病棟，2.福岡大学病院看護部救命救急センター） 

3月 11日（土）　11：10～ 12：10　デジタルポスター会場 10　札幌市教育文化会館 研修室 301
デジタルポスター 184　その他⑧

座長：堀 享一（道東脳神経外科病院）
DP184-1 沖縄県における ICUリハビリテーションの現状と今後の課題 ～多施設間アンケート調査結果からの考察～

新崎 義人 1，宮平 宗勝 2，石垣 元気 3，大田 義勝 3，高橋 陽 4，久貝 尚仁 5，平田 密 6，安村 大拙 7（1.大浜第一病院リハ
ビリテーション科，2.まつだクリニックリハビリテーション科，3.沖縄協同病院リハビリテーション科，4.豊見城
中央病院リハビリテーション科，5.浦添総合病院リハビリテーション科，6.沖縄県立中部病院リハビリテーショ
ン科，7.那覇市立病院リハビリテーション科） 

DP184-2 集中治療領域における作業療法士による退院支援の試み
喜納 俊介 1，宮平 宗勝 2，下地 紀靖 3（1.中頭病院リハビリテーション部作業療法部門，2.まつだクリニック，3.名桜
大学） 

DP184-3 上肢の拳上が困難となった ICU入室患者の身体・認知機能の特性
佐々木 祥太郎 1，堅田 紘頌 2，松嶋 真哉 1，桝井 良裕 1（1.聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院リハビリテーショ
ン部，2.聖マリアンナ医科大学病院） 

DP184-4 早期リハビリテーションプロトコール導入と今後の課題
江崎 由衣，藤井 俊紀，山根 堂代，田中 景子（公立豊岡病院但馬救命救急センター） 

DP184-5 ICU入室患者の退院半年後QOL（Quality of Life）に関わる要因
藤田 知幸 1，高橋 徹 2（1.岡山赤十字病院 ICU，2.岡山県立大学保健福祉学部） 

DP184-6 当院救急 ICU看護師の作業療法士認知度調査
藤本 侑大 1，澤野 宏隆 2，大場 次郎 2，林 靖之 2，甲斐 達朗 2（1.大阪府済生会千里病院リハビリテーション部，2.大
阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 
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