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第 43 回日本集中治療医学会学術集会
開催にあたって
2016 年 2 月 11 日（木）〜 14 日（日）の期間、神戸国際展示場と神戸ポートピアホテ
ルで第 43 回日本集中治療医学会学術集会を開催します。
学術集会のメインテーマは “Be an Intensivist” です。ICU と言う言葉は、ある程度
の市民権を得てきた感があります。しかし、ICU で集中治療医学を専門とする医師が
24 時間、365 日、重症患者の治療に携わっていることは国民に認識されていません。
医療従事者の間でも十分認識されているとは言えません。集中治療には重要臓器全体の
解剖学、生理学、病態生理さらには治療に関する幅広い知識が必要です。医師だけでは
なく多職種がチームとして一丸となって疾患の治療に立ち向かうことも必須です。集中
治療医こそがマルチプロフェッショナルの知識、技術を集めたチームの中心にいて
リーダーシップを発揮できます。集中治療専門医が重症患者の治療に携わる範囲が広ければ広いほど、患者の
予後は良くなります。そればかりではありません。集中治療医が ICU の運営を適切に行うと、院内での重症
患者治療が効率化され病院全体の機能まで向上します。我々自身が集中治療に携わる医療人であることに誇り
を持ち、胸を張ってそう言えるようになりたいという思いからメインテーマを “Be an Intensivist” としま
した。Intensivist という言葉を使っていますが医師だけではなく集中治療に携わる全ての医療従事者を含めて
いるつもりです。
わが国の集中治療医学のレベルは決して欧米に引けを取りません。集中治療に携わる医師、看護師、臨床工学
技士、薬剤師、リハビリテーションを始めとする医療従事者は臨床、研究に日々真剣に取り組んでいます。我々
は存在意義を証明できる科学的根拠、データを十分に持っていると確信しています。学術集会が成功するには
多くの皆様が日々研鑽された成果を持ちよっていただくことが大前提です。今回は公開シンポジウムへの応募
を含め 1578 題もの応募をいただきました。査読に対しては 220 人の皆様の協力をいただきました。ここに深く
御礼申し上げます。
学術集会のもう一つの大きな目的は新しい知識の取得です。最新の知識に触れていただくために国内外から
多くの著名な演者に来ていただきました。海外からは 28 人、国内からは 38 人の演者を招いています。もちろん、
集中治療医学会の会員の皆様にも素晴らしい講演をしていただきます。基調講演 3、招聘講演 15、特別講演 15、
教育講演 35、教育セミナー 7、Pro-Con13、それ以外にもシンポジウムやワークショップを企画しています。
内容としては国際的な学術集会と比較しても引けをとるものではないと確信しています。
多くの皆様が成果を携えて神戸に集い、親交を深めるとともに新しい研究のヒントを得てください。また、
最新の知識を得て日々の重症患者の治療をより良いものにしてください。これらを通して集中治療に携わる
医療人の存在意義を高めることができる学術集会にしたいと思います。多くの皆様の参加をお待ちしています。

第 43 回日本集中治療医学会学術集会
会長 西村 匡司
（徳島大学大学院救急集中治療医学）
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第 43 回日本集中治療医学会学術集会
－役員会及び関連会議のご案内－
会
会
会

期：2016 年（平成 28 年）2 月 11 日（木・祝），2 月 12 日（金），2 月 13 日（土），2 月 14 日（日）
場：神戸国際展示場，神戸ポートピアホテル
長：西村 匡司（徳島大学大学院救急集中治療医学 教授）

参加受付：①神戸国際展示場 2 号館 1 階 コンベンションホール北
②神戸ポートピアホテル ポートピアホール 2 階 ロビー（2 月 11 日（木・祝）のみ）
※受付時間は p.22 を参照
運営本部：神戸ポートピアホテル 南館 1 階「CS ルーム」
学会会議：

1．理事会
2．社員総会
3．看護部会役員会
4．会員懇親会

2 月 11 日（木・祝）13 時 00 分開始〜14 時 45 分
神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「生田」
2 月 11 日（木・祝）15 時 00 分〜17 時 30 分
神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「偕楽 1・2」
2 月 12 日（金）18 時 00 分〜19 時 00 分
神戸国際展示場 2 号館 3 階「3B 会議室」
2 月 13 日（土）18 時 30 分〜20 時 30 分
神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「偕楽」

医療機器展示：神戸国際展示場 1 号館 1 階 展示室
神戸国際展示場 3 号館 1 階 展示ホール

－事務局－
1．第 43 回日本集中治療医学会学術集会 事務局
徳島大学大学院救急集中治療医学内
〒770-8503 徳島市蔵本町 3-18-15
TEL：088-633-9347 FAX：088-633-9339

E-mail：jsicm43@tokushima-u.ac.jp

2．第 43 回日本集中治療医学会学術集会 運営事務局

株式会社 JTB コミュニケーションズ コンベンション事業局内
〒530-0001 大阪市北区梅田 3-3-10 梅田ダイビル 4 階
TEL：06-6348-1391 FAX：06-6456-4105 E-mail：jsicm2016@jtbcom.co.jp

3．新入会・会員登録確認等に関する問い合わせ

一般社団法人 日本集中治療医学会事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-32-7 東京ビル 8 階
TEL：03-3815-0589 FAX：03-3815-0585
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－日本集中治療医学会総会・年次一覧－
会

期

会

場

会

長

第1回

1974 年 2 月 9 日～ 10 日（2 月 10 日設立）

東

京

三井日比谷ホール

岩月

賢一

第2回

1975 年 2 月 8 日～ 9 日

東

京

エーザイ株式会社

岩月

賢一

第3回

1976 年 2 月 8 日～ 9 日

東

京

日本都市センター

岩月

賢一

第4回

1977 年 2 月 11 日～ 12 日

東

京

日本都市センター

佐藤

光男
昭

第5回

1978 年 2 月 25 日～ 26 日

東

京

日本都市センター

石原

第6回

1979 年 2 月 25 日～ 26 日

東

京

日本都市センター

五十嵐正男

第7回

1980 年 2 月 9 日～ 10 日

名古屋

愛知県勤労会館

青地

修

第8回

1981 年 2 月 7 日～ 8 日

東

京

日本青年館

美濃部

嶢

第9回

1982 年 5 月 7 日～ 8 日

福

島

福島県文化センター

奥秋

晟

第 10 回

1983 年 3 月 19 日～ 20 日

岡

山

岡山プラザホテル

小坂二度見

第 11 回

1984 年 3 月 18 日～ 20 日

東

京

国立教育会館

古田

昭一

第 12 回

1985 年 5 月 17 日～ 18 日

仙

台

仙台市民会館

天羽

敬祐

第 13 回

1986 年 2 月 28 日～ 3 月 2 日

東

京

日本都市センター

早川

弘一

第 14 回

1987 年 3 月 18 日～ 20 日

山

口

山口市民会館

武下

浩

第 15 回

1988 年 2 月 25 日～ 27 日

東

京

日本都市センター

三川

宏

第 16 回

1989 年 6 月 8 日～ 10 日

北海道

旭川市民文化会館

柴田

淳一

第5回

世界集中治療会議 1989 年 9 月 3 日～ 8 日

京

都

京都プリンスホテル

青地

修

第 17 回

1990 年 6 月 7 日～ 9 日

大

阪

大阪国際交流センター

吉矢

生人

第 18 回

1991 年 2 月 28 日～ 3 月 2 日

東

京

日本都市センター

細田

瑳一

第 19 回

1992 年 2 月 20 日～ 22 日

名古屋

名古屋国際会議場

侘美

好昭

第 20 回

1993 年 6 月 9 日～ 11 日

北海道

北海道厚生年金会館

金子

正光

第 21 回

1994 年 2 月 24 日～ 26 日

名古屋

名古屋国際会議場

勝屋

弘忠

第 22 回

1995 年 2 月 1 日～ 3 日

大

阪

ホテルニューオータニ大阪

藤森

貢

第 23 回

1996 年 1 月 18 日～ 20 日

横

浜

パシフィコ横浜

藤田

達士

第 24 回

1997 年 5 月 15 日～ 17 日

盛

岡

盛岡グランドホテル

平盛

勝彦

第 25 回

1998 年 3 月 5 日～ 7 日

東

京

東京国際フォーラム

窪田

達也

第 26 回

1999 年 3 月 3 日～ 5 日

千

葉

幕張メッセ

平澤

博之

第 27 回

2000 年 3 月 2 日～ 4 日

名古屋

名古屋国際会議場

島田

康弘

第 28 回

2001 年 3 月 8 日～ 10 日

東

京

東京ドームホテル

高野

照夫

第 29 回

2002 年 2 月 28 日～ 3 月 2 日

岡

山

ホテルグランヴィア岡山

平川

方久

第 30 回

2003 年 2 月 4 日～ 6 日

北海道

ロイトン札幌

劔物

修

第 31 回

2004 年 3 月 4 日～ 6 日

福

岡

福岡国際会議場

前川

剛志

第 32 回

2005 年 2 月 24 日～ 26 日

東

京

京王プラザホテル

一色

淳

第 33 回

2006 年 3 月 2 日～ 4 日

大

阪

グランキューブ大阪

岩坂

壽二

第 34 回

2007 年 3 月 1 日～ 3 日

神

戸

神戸国際展示場

丸川征四郎

第 35 回

2008 年 2 月 14 日～ 16 日

東

京

京王プラザホテル

今井

孝祐
正博

第 36 回

2009 年 2 月 26 日～ 28 日

大

阪

グランキューブ大阪

篠崎

第 37 回

2010 年 3 月 4 日～ 6 日

広

島

リーガロイヤルホテル広島

多田

恵一

第 38 回

2011 年 2 月 24 日～ 26 日

横

浜

パシフィコ横浜

田中

啓治

第 39 回

2012 年 2 月 28 日～ 3 月 1 日

千

葉

幕張メッセ

福家

伸夫

第 40 回

2013 年 2 月 28 日～ 3 月 2 日

長

野

長野県松本文化会館

岡元

和文

第 41 回

2014 年 2 月 27 日～ 3 月 1 日

京

都

国立京都国際会館

氏家

良人

第 42 回

2015 年 2 月 9 日～ 11 日

東

京

ホテル日航東京

山科

章

第 43 回

2016 年 2 月 11 日～ 14 日

神

戸

神戸国際展示場

西村

匡司

第 44 回

2017 年 3 月 9 日～ 11 日

札

幌

ロイトン札幌

丸藤

哲
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アクセスマップ
2
43

JR
阪急
阪神
地下鉄
ポートライナー

メリケンパーク
ポートアイランド

神戸国際展示場
みなとじま
じま
ま

神戸ポートピアホテル

頭駅
中埠

ま駅
とじ
みな

医療センター前
京コンピューター前

神戸空港
神戸空港駅

神戸国際会議場

神戸商工会議所会館

神戸国際展示場

神戸ポートピアホテル
本館

3号館

南館

鉄道をご利用の場合
約2分／210円

乗換え

地下鉄

山陽新幹線

新神戸駅

JR・阪急・阪神・地下鉄

三宮駅

ポートライナー

三宮駅

ポートライナー
約10分／250円

神戸-関空ベイ・シャトル
約30分／1,850円

約8分／250円

リムジンバス
ポートライナー

約40分／1,050円
リムジンバス
約65分／1,950円

神戸海上アクセスターミナル
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ポートライナー

約10分／250円

ポートライナー

ポートライナー

三宮駅

神戸空港駅

約8分／250円

神戸ポートピアホテル
神戸国際展示場

関西国際空港

ポートライナー

市民広場駅

大阪
（伊丹）
国際空港

神戸空港駅

下車すぐ

ポートライナー

神戸空港

ポートライナー

飛行機をご利用の場合

会場配置図

三宮

N

ポートライナー
神戸国際
会議場

市民広場

連絡通路
神戸国際展示場

2階玄関

神戸ポートピアホテル

3号館

本館

市民広場駅

3号館玄関

1階玄関

2号館1階玄関
1号館1階玄関

南玄関入口

1号館2階玄関
神戸国際展示場

2号館

神戸ポートピアホテル

神戸国際展示場

南館

1号館

神戸空港
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会場案内図（神戸ポートピアホテル）
本館2階
2階玄関

市民広場駅から

★本館1階へ

本館1階

ロビーラウンジ

★本館地下1階へ

運営本部
フロント

クローク

CS
ルーム

国際展示場から

クローク

正面玄関

南館へ

本館地下1階

懇親会会場
偕楽

社員総会
理事会

偕楽3

生田

布引

偕楽2

北野

ハンズオン会場

偕楽1+2

和楽

偕楽1

菊水

★本館1階へ

クローク
梅

松

桜

竹

宴会場出入口
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★南館地下1階へ

南館1階
ポートピアホール北玄関

蘭

第2会場

第1会場

大輪田A

ポートピアホール

第3会場
大輪田B

控室 控室
1 2

第4会場
大輪田C

書籍展示

南館地下1階
★南館1階へ

第6会場

第5会場

トパーズ

サファイア

ローズ
アイリス
カトレア
ライラック

第7会場

第8会場

エメラルド

ダイヤモンド

瀬戸
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ルビー

会場案内図（神戸国際展示場）

1号館1階

2号館1階

第9会場
コンベンションホール南

デジタルポスター会場①（ブース1～4）
・
座長討論制ポスター会場（CP）
・
企業展示会場①
展示室

総合受付／クローク等
コンベンションホール北

エスカレーター
エスカレーター
エントランスホール

PCセンター／
デジタルポスター受付

入口

神戸ポートピアホテル

3号館1階
ロビー

市民広場駅

デジタルポスター会場②
（ブース5～10）
・
自由討論制ポスター会場（FP）
・
企業展示会場②
展示ホール
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1号館2階

2号館2階

第10会場

第11会場

2A展示室

2B展示室

2B
会議室

ポートライナー
市民広場駅へ

第12会場
2A会議室

2号館3階

3B会議室

第13会場
3A会議室
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2月11日
（木）
8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

第1会場
（南館1階 ポートピアホール）
理事会
（本館地下1階

生田）

評議員会
（本館地下1階

偕楽）

神戸ポートピアホテル

第2会場
（南館1階

大輪田A）

第3会場
（南館1階

大輪田B）

第4会場
（南館1階

大輪田C）

第5会場
（南館地下1階 サファイア）
第6会場
（南館地下1階 トパーズ）
ハンズオン
会場

Room A 布引
Room B 北野
Room C 菊水

ハンズオンセミナー1「ベッドサイド心エコー「FOCUSを使いこなす」」
ハンズオンセミナー2「ICU rounds」
ハンズオンセミナー3「脳神経集中治療の基礎を学ぼう」

第7会場
（南館地下1階 エメラルド）
第8会場
（南館地下1階 ダイヤモンド）
第9会場
（2号館1階 コンベンションホール南）

神戸国際展示場

第10会場
（1号館2階

2A展示室）

第11会場
（1号館2階

2B展示室）

第12会場
（2号館2階

2A会議室）

第13会場
（2号館3階

3A会議室）

第14回日本集中治療医学会主催

リフレッシャーセミナー

ポスター会場
8:00

9:00

－ 12 －

10:00

11:00

12:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

開会式

①優秀論文賞・奨励賞表彰
②名誉会員 推戴式

理事会

社員総会

ハンズオンセミナー4「ABCD sonography 肺エコー講習会」
ハンズオンセミナー5「非同期グラフィック＆経肺圧モニター」
ハンズオンセミナー6「Be An Intensivistコース」

第14回日本集中治療医学会主催

12:00

13:00

14:00

リフレッシャーセミナー

15:00

16:00

－ 13 －

17:00

18:00

19:00

20:00

2月12日
（金）
8:00

会長基調
講演

第1会場
（南館1階 ポートピアホール）
第2会場
（南館1階

神戸ポートピアホテル

第3会場
（南館1階
第4会場
（南館1階

9:00

VCV vs. PCV
座長：川前 金幸

教育講演4

Pro-Con2

電気刺激療法：
muscle wasting
を予防する
座長：讃井 將満

大輪田C）

電気刺激療法：
循環/代謝への
影響
座長：齋藤 伸行

Pro-Con4

成人ICU患者の鎮静に
ベンゾジアゼピンは
もはや不要か？
座長：今中 翔一

特別講演3

Leadership
演者：Dorman T
座長：氏家 良人

教育講演8

人工呼吸とHeart-lung
interaction
演者：今中 秀光
座長：土井 松幸

特別講演4

Bedside assessment
of hemodynamics
演者：Takala J
座長：森崎 浩

一般演題3
気道・呼吸・呼吸管理③
座長：磨田 裕

一般演題5
早期離床・
リハビリテーション①
座長：横山 正尚

一般演題6
心臓・循環・体液管理①
座長：野村 岳志

一般演題
優秀演題③

座長：丸藤 哲

一般演題9
小児・新生児①
座長：嶋岡 英輝

一般演題11
心臓・循環・体液管理②
座長：渡海 裕文

ハンズオンセミナー8「早期離床に必要な知識と技術を学ぶ」
基調講演3

集中治療分野における
Comfort Careの本質の探究
演者：江川 幸二
座長：木田 菊恵
敗血症に対する
血液浄化療法
sepXiris VS. PMX
座長：岡本 一彦

2A展示室）
2B展示室）

集中治療の現場にこそ必要な、優しさ
を伝えるケア技術：ユマニチュード
演者：本田 美和子
座長：高岡 勇子

委員会報告2

教育講演15

神戸国際展示場

Temperature management
in traumatic head injury
演者：Saxena M
座長：相引 眞幸

ミトコンドリアを標的とした細胞
保護ストラテジーの最前線
演者：市瀬 史
座長：落合 亮一

教育講演17

教育講演18

観察研究のデータ解析
：交絡と傾向スコア
演者：新谷 歩
座長：多治見 公高

2A会議室）

教育講演10

臨床工学技士：業務検討委員会
集中治療室の臨床工学技士２４時間常駐体制 その後の検証
～何が変わったのか？これから何をすべきか？～
座長：原田 俊和，相嶋 一登

教育講演14

ガイドライン1

3B会議室）

Physiologic basis for
functional hemodymamic monitoring
演者：Pinsky M
座長：山科 章

座長：浅賀 健彦

ハンズオンセミナー9「NP（診療看護師）向け救急超音波ハンズオンセミナー」

Pro-Con7

（2号館3階

招聘講演2

一般演題1
気道・呼吸・呼吸管理①

ハンズオンセミナー7「第3回外科的気道確保トレーニングWS」

第9会場
（2号館1階 コンベンションホール南）

3A会議室）

安全に早期離床/運動を行うための
集中治療室でのフィジカルアセスメント
演者：髙田 順子
座長：眞渕 敏

鎮静中断 VS 血液培養小児で Vetilatory Management in Pediatric
中断しない 2セット VS 1セット ARDS: What is diﬀerent from adults?
座長：志馬 伸朗 座長：志馬 伸朗 演者：Khemani R
座長：岩崎 達雄

Room A 布引
Room B 北野
Room C 菊水

第13会場
（2号館3階

教育講演6

Pro-Con5 Pro-Con6 教育講演9

第8会場
（南館地下1階 ダイヤモンド）

第12会場
（2号館2階

Pro-Con3

Fluid therapy
演者：De Backerr D
座長：小倉 裕司

第7会場
（南館地下1階 エメラルド）

第11会場
（1号館2階

VCVとPCVを理解
する
演者：大塚 将秀
座長：山下 幸一

シンポジウム2

招聘講演1

第6会場
（南館地下1階 トパーズ）

第10会場
（1号館2階

教育講演1

ARDS患者における
PEEPの決め方
人工呼吸中の呼吸生理 座長：時岡 宏明，
演者：竹内 宗之
竹内 宗之
座長：鈴川 正之

大輪田B）

12:00

演者：Koh Y
座長：西村 匡司

Pro-Con1

大輪田A）

11:00

岩月賢一
記念講演

演者：西村 匡司
座長：時岡 宏明

第5会場
（南館地下1階 サファイア）

ハンズオン
会場

10:00

How to Use the SMR to
Improve Quality of Care
演者：De Keizer N
座長：土手 健太郎

ガイドライン2

日本版重症患者の
J-PADガイドライン
栄養管理ガイドライン 座長：行岡 秀和
座長：小谷 穣治

デジタルポスター
（1号館1階／3号館1階）

一般演題13
看護技術・ケアの工夫
座長：栗原 早苗

一般演題15
多臓器不全・敗血症②
座長：住田 臣造

一般演題17
神経①

座長：小林 孝史

一般演題19
重症度・予後評価
座長：安宅 一晃

一般演題21
鎮静・鎮痛・せん妄
・早期離床②
座長：伊藤 明子

デジタルポスター
発表
DP1～DP10

ポスターCP
（座長付）
（3号館1階）

座長付ポスター発表
CP1～CP14

ポスターFP
（自由討論）
（1号館1階）
8:00

9:00

－ 14 －

10:00

11:00

12:00

12:00

13:00

14:00

共催：コヴィディエン
ジャパン株式会社

ランチョンセミナー2
共催：スリーエム
ジャパン株式会社

ランチョンセミナー3

共催：バクスター株式
会社

ランチョンセミナー4
共催：川澄化学工業
株式会社

ランチョンセミナー5
共催：ホスピーラ ・
ジャパン株式会社／
丸石製薬株式会社

ランチョンセミナー6
共催：日本光電工業
株式会社

ランチョンセミナー7

共催：ヘモネティクス
ジャパン合同会社

招聘講演

特別講演

パネルディスカッション

Pro-Con

ワークショップ ガイドライン 委員会報告

15:00

16:00

基調講演1 ワークショップ1

一般演題2
気道・呼吸・呼吸管理②

教育講演2

教育講演3

一般演題4
気道・呼吸・呼吸管理④

教育講演5

シンポジウム3

一般演題
優秀演題②

シンポジウム4

一般演題7
血液・凝固線溶①

シンポジウム5

特別講演1

一般演題8
鎮静・鎮痛・せん妄
・早期離床①

特別講演2

ワークショップ2

一般演題10
多臓器不全・敗血症①

基調講演2

パネルディスカッション1

一般演題12
外傷・熱傷①

特別講演5

特別講演7

座長：北浦 道夫

座長：梅垣 修

座長：黒田 泰弘

座長：相引 眞幸

座長：山口 弘子

座長：蒲地 正幸

座長：中川 隆

NICE in the Netherlands- 患者重症度評価に何が
History, Organization
必要か
and Achievements
座長：藤谷 茂樹
演者：De Keizer N
座長：藤谷 茂樹
吸気圧の設定方法
演者：吉田 健史
座長：中村 利秋

換気モードの基礎と臨床
：その問題点を探る
演者：時岡 宏明
座長：岡元 和文

教育講演

17:00

一般演題
優秀演題①

座長：西田 修

ランチョンセミナー1

基調講演

教育セミナー シンポジウム

18:00

その他

19:00

20:00

19:00

20:00

委員会報告1

JIPAD ICU機能評価委員会
座長：橋本 悟

Diﬃcult Weaning
演者：Lim CM
座長：大塚 将秀

シンポジウム1

肺保護戦略up-to-date
座長：竹田 晋浩

新しい換気モードの可能性を探る
座長：林 久美子，星 邦彦

イブニングセミナー1

共催：ファイザー株式会社

教育講演7

早期離床/運動を阻害する因子とどう向き合うか? ICUからはじめる
座長：横山 俊樹，清水 孝宏
早期離床
演者：田中 竜馬
座長：宇都宮 明美
敗血症治療にバイオ
マーカーは有効
座長：藤島 清太郎

Prevention of delirium
演者：Ely W
座長：行岡 秀和

小児急性脳症の
臨床と画像
演者：高梨 潤一
座長：植田 育也

Lactate revisited
演者：De Backer D
座長：松嶋 麻子

敗血症性DICにおける抗凝固
療法の位置付け
座長：山川 一馬，
山田 高成

Post-Intensive Care Syndrome
座長：布宮 伸

急性脳症
座長：植田 育也，平井 克樹

Recommendations for ICU disaster
preparedness: lessons learned from
natural, accidental and intentional events
演者：Wax R
座長：大友 康裕

MERS in Seoul
演者：Suh GY
座長：川前 金幸

シンポジウム6

招聘講演3

Medical Error
演者：Suyama J
座長：祖父江 和哉

特別講演6

Infection with the Middle East
Respiratory coronavirus (MERS-CoV)
演者：Arabi Y
座長：川前 金幸

ランチョンセミナー8

共催：日本メディカル
ネクスト株式会社

ランチョンセミナー9

共催：アイ・エム・アイ
株式会社

ランチョンセミナー10

共催：マッケ･ジャパン
株式会社

ランチョンセミナー11

共催：フィリップス・
レスピロニクス合同会社

ランチョンセミナー12
共催：一般社団法人
日本血液製剤機構

一般演題14
看護教育

教育講演11

シンポジウム7

一般演題16
腎臓・腎機能
・血液浄化①

教育講演12

教育講演13

一般演題18
多臓器不全・敗血症③

教育講演16

パネルディスカッション2

一般演題20
中毒・体温異常①

教育講演19

ワークショップ3

一般演題22
Rapid Response
Team・院内急変①

教育講演20

教育セミナー1

座長：仁科 典子

座長：有村 敏明

座長：伊藤 辰哉

座長：伊関 憲

座長：白石 義人

集中治療における看護師の
臨床能力とその育成
演者：宇都宮 明美
座長：明神 哲也
周術期における
血液浄化療法
演者：升田 好樹
座長：倉島 直樹
ICU領域におけるせん妄
と敗血症関連脳症
演者：鶴田 良介
座長：織田 成人
Multicentre research
in Asian intensive care
‒a new dawn
演者：Phua J
座長：江木 盛時
救急・集中治療に必要な
脳神経所見の診かた
演者：永山 正雄
座長：木下 順弘

集中治療における看護師の臨床判断能力の育成
座長：仁科 典子，栗原 早苗

血行動態モニタリング：心拍出量・
心拍出量変動率・心臓拡張末期容量・
肺血管外水分量・肺血管透過性係数
演者：田上 隆
座長：野口 裕幸

イブニングセミナー2

共催：ネスレ日本株式会社

敗血症関連脳症
座長：内野 博之，木下 浩作

イブニングセミナー3
共催：ドレーゲル・
メディカル ジャパン
株式会社

臨床研究を始めよう
座長：讃井 將満

専門医のための神経集中治療
座長：垣花 泰之，加藤 正哉

看護部会委員会

デジタルポスター
発表
DP11～DP20

座長付ポスター発表
CP15～CP29

自由討論ポスター
（FP：奇数）

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

－ 15 －

17:00

18:00

2月13日
（土）
8:00

第1会場
（南館1階 ポートピアホール）
第2会場
（南館1階

神戸ポートピアホテル

第3会場
（南館1階
第4会場
（南館1階

大輪田A）
大輪田B）

シンポジウム8

委員会報告3

モーニングセミナー1

シンポジウム10

教育講演22

集中治療専門医は
super-speciality
座長：福岡 敏雄

第6会場
（南館地下1階 トパーズ）

第8会場
（南館地下1階 ダイヤモンド）

神戸国際展示場

第12会場
（2号館2階
第13会場
（2号館3階

High-ﬂow Oxygen Therapy
: eﬀect on aeration and
ventilation of the lung
演者：Lim CM
座長：橋本 悟

High-ﬂow nasal cannula
酸素療法 VS. NPPV
座長：橘 一也

招聘講演4

教育講演25

Patient-Ventilator Asynchrony
and Impact on Outcome!
演者：Kacmarek RM
座長：大藤 純

筋弛緩薬を用いた人工
呼吸管理は重症ARDS
に必要である
座長：橋本 悟

自発呼吸を温存しながら
低一回換気量を維持するには
演者：内山 昭則
座長：中根 正樹

ケースカンファレンス シンポジウム（合同企画）1

この患者の循環管理と呼吸管理 急性心不全国際会議: Topics of acute heart failure:
をどう考える？- 循環器医と the patient with AHF on the ICU/CCU
集中治療医の管理はどう違う？ - 座長：佐藤 直樹，Mebazaa A
座長：小谷 透，佐藤 直樹

シンポジウム14

シンポジウム（合同企画）2

ショック時の初期輸液
座長：垣花 泰之

蘇生ガイドラインはこう変わった
座長：黒田 泰弘，笠岡 俊志

委員会報告5

教育セミナー2

小児集中
治療委員会
座長：竹内 宗之

教育セミナー3

肺エコー
座長：安宅 一晃

シンポジウム17

胸部X線の読み方
座長：福岡 敏雄

教育講演29

招聘講演9

敗血症と広域抗菌薬
座長：中田 孝明

院内感染症をいかに
予防するか
～21世紀の挑戦～
演者：朝野 和典
座長：安宅 一晃

Hospital-acquired
infection
演者：Iskit AT
座長：志馬 伸朗

Room A 布引
Room B 北野
Room C 菊水

第9会場
（2号館1階 コンベンションホール南）

第11会場
（1号館2階

教育講演24

Pro-Con9

酸素療法up-to-date
演者：石井 宜大
座長：山本 信章

パネルディスカッション3

ワークショップ4

ICUクリニカルラダーを用いた
人材育成
座長：伊藤 聡子，橋本 良子

集中治療から始める
地域連携・在宅支援
座長：道又 元裕

教育セミナー4 教育セミナー5 教育セミナー6
基礎
基礎
基礎
セミナー1 セミナー2 セミナー3
座長：酒井 基広 座長：酒井 基広 座長：酒井 基広

2A展示室）
委員会報告7

2B展示室）

シンポジウム20

早期リハビリテーション
検討委員会
座長：西田 修，
高橋 哲也

早期離床を推進する
座長：間瀬 教史

Pro-Con12

重症患者には
経静脈栄養 or
経腸栄養
座長：小畠 久和

2A会議室）
シンポジウム22

3A会議室）

Systematic reviewを行うときの問題点と
解決法
座長：江木 盛時，森崎 浩
コメンテーター：森 臨太郎

11:00

12:00

各国の専門医制度、教育プログラムと日本集中
治療医学会の教育プログラム
座長：西 信一，松田 兼一

敗血症の予後と血液浄化 腎代替療法 (CRRT)
座長：服部 友紀
-Japanese Way演者：片山 浩
座長：織田 成人

共催：帝人ファーマ
株式会社

第7会場
（南館地下1階 エメラルド）

第10会場
（1号館2階

専門医制度はどう
あるべきか
座長：松田 兼一

Pro-Con10

大輪田C）

10:00

Pro-Con8

教育講演23

第5会場
（南館地下1階 サファイア）

ハンズオン
会場

9:00

教育講演31

生命維持管理装置稼働下に
おける患者のリハビリテー
ションを安全に行うために
演者：林 久美子
座長：森沢 知之

教育講演32

重症患者に必要な
蛋白質の量は
演者：田村 貴彦
座長：真弓 俊彦

教育講演34

系統的レビューと
コクラン共同計画
演者：森 臨太郎
座長：西村 匡司

デジタルポスター
（1号館1階／3号館1階）

一般演題
優秀演題④

座長：池田 寿昭

一般演題24
気道・呼吸・呼吸管理⑤
座長：倉田 二郎

一般演題26
気道・呼吸・呼吸管理⑦
座長：後藤 孝治

一般演題27
心臓・循環・体液管理③
座長：塩川 泰啓

一般演題29
心肺蘇生・
蘇生後ICU管理①
座長：江口 豊

一般演題31
中毒・体温異常②
座長：田勢 長一郎

一般演題33
感染・感染対策①
座長：土手 健太郎

一般演題35
ナースのストレス
座長：高松 道生

一般演題37
血液・凝固線溶②
座長：矢口 有乃

一般演題39
早期離床・
リハビリテーション②
座長：水谷 太郎

一般演題41
栄養管理①

座長：北村 晶

一般演題43
消化器①

座長：北浦 道夫

デジタルポスター
発表
DP21～DP30

ポスターCP
（座長付）
（3号館1階）

座長付ポスター発表
CP30～CP43

ポスターFP
（自由討論）
（1号館1階）
8:00

9:00

－ 16 －

10:00

11:00

12:00

12:00

13:00

14:00

招聘講演

特別講演

Pro-Con

ワークショップ ガイドライン 委員会報告 ケースカンファレンス

15:00
教育講演21

The Surviving Sepsis Campaign
: an Update in 2016
演者：Rhodes A
座長：松嶋 麻子

ランチョンセミナー13

共催：フクダ電子株式
会社

ランチョンセミナー14
共催：株式会社日立
ハイテクノロジーズ

ランチョンセミナー15
共催：ミナト医科学
株式会社

ランチョンセミナー16

共催：旭化成ファーマ
株式会社／ファイザー
株式会社

ランチョンセミナー17

共催：アイ・エム・アイ
株式会社

ランチョンセミナー18

共催：株式会社ジェイ・
エム・エス

ランチョンセミナー19
共催：パラマウント
ベッド株式会社／
株式会社SISM

ランチョンセミナー20
共催：小野薬品工業
株式会社

ランチョンセミナー21

共催：株式会社メディ
コン

ランチョンセミナー22

共催：テルモ株式会社

共催：パシフィック
メディコ株式会社

ランチョンセミナー24

共催：エドワーズライフ
サイエンス株式会社

16:00
シンポジウム9

EGDTは有効か（敗血症の
Eearly Goal-Directed Therapy）
座長：垣花 泰之，
久志本 成樹

シンポジウム12

一般演題
優秀演題⑤

招聘講演5

教育講演26

教育講演27

一般演題28
心臓・循環・体液管理④

招聘講演6

招聘講演7

教育講演28

一般演題30
心肺蘇生・蘇生後
ICU管理②

Pro-Con11

シンポジウム15

一般演題32
小児・新生児②

招聘講演8

シンポジウム16

一般演題34
感染・感染対策②

シンポジウム18

一般演題36
産婦人科

シンポジウム19

一般演題38
神経②

教育セミナー7

一般演題40
鎮静・鎮痛・
せん妄・早期離床③

招聘講演11

一般演題42
栄養管理②

Pro-Con13

招聘講演12

一般演題44
消化器②

特別講演8

委員会報告8

座長：織田 成人

座長：櫻田 春水

座長：倉田 二郎

座長：広木 公一

座長：七戸 康夫

座長：足立 健彦

座長：瀬尾 勝弘

座長：国元 文生

座長：升田 好樹

共催：旭化成ファーマ株式会社／ファイザー
株式会社

HFNC：小児
座長：川崎 達也，三住 拓誉

Functional hemodynamic monitoring:
Use of derived variables to diagnose
and manage the critically ill
演者：Pinsky M
座長：讃井 將満
脳保護のための
低体温療法
座長：黒田 泰弘

Deﬁnition and risk stratiﬁcation of pediatric ARDS
: motivation and summary of the pediatric acute
lung injury consensus conference deﬁnitions
演者：Khemani R
座長：中川 聡

20:00

イブニングセミナー4

臓器連関を理解しよう
座長：山科 章，谷口 巧

What we should concern
in ARDS treatment
演者：Koh Y
座長：橋本 悟

19:00

敗血症ガイド 敗血症ガイドライン
ライン作成 座長：西田 修，
委員会報告
小倉 裕司
座長：松嶋 麻子

一般演題25
気道・呼吸・呼吸管理⑥
座長：市場 晋吾

18:00

その他

委員会報告4 ガイドライン3

シンポジウム11

座長：橋本 圭司

教育セミナー シンポジウム パネルディスカッション

17:00

一般演題23
多臓器不全・敗血症④

座長：高岡 勇子

ランチョンセミナー23

教育講演

シンポジウム13

HFNC：成人
座長：川崎 達也，三住 拓誉

最適PEEP
演者：中根 正樹
座長：星 邦彦

演者：Masip J，
Mebazaa A
座長：竹田 晋浩

酸素化の目標値は
いくらにすべきか
演者：鈴木 聡
座長：鈴川 正之

ガイドライン4

ARDS
座長：讃井 將満

循環不全患者の
せん妄予防
演者：布宮 伸
座長：中川 晋

心肺蘇生・体温管理
座長：守谷 俊，有元 秀樹

小児のARDSの特徴
座長：中川 聡，内山 昭則

招聘講演10

Management of patients
with a novel virus
(Emerging Diseases)
演者：Weinstein G
座長：児玉 貴光

ICUにおける院内感染対策
座長：藤谷 茂樹，志馬 伸朗

委員会報告6

人工呼吸器関連事象検討委員会
座長：多治見 公髙

教育講演30

特定行為に係る看護師の研修制度の実際と課題 急性期における
座長：鈴木 智恵子，伊藤 明子
緩和ケア
演者：高田 弥寿子
座長：茂呂 悦子
専門医のための神経集中治療 advanced requirement
（第一部）座長：奥寺 敬
（第二部）座長：武田 吉正，山下 進

Post-ICU disease: the French and
euRopean Outcome reGistry in
Intensive Care Unit (FROG-ICU) study
演者：Mebazaa A
座長：武居 哲洋
重症患者への
カロリー投与は
Full vs. Under
座長：松田 兼一
医学研究と倫理
演者：仲野 徹
座長：氏家 良人

シンポジウム21

Post Intensive Care Syndrome
座長：長谷川 隆一

Nutritional support in
critically ill patients
演者：Arabi Y
座長：東別府 直紀

イブニングセミナー5

共催：アルジョハントレー
（ゲッティンゲグループジャパン）
／株式会社ケアフォース

教育講演33

栄養管理の基本中
の基本
演者：井上 善文
座長：祖父江 和哉

日本からevidenceを発信しよう
座長：笠岡 俊志
コメンテーター：新谷 歩

デジタルポスター
発表
DP31～DP40

座長付ポスター発表
CP44～CP57

自由討論ポスター
（FP：偶数）

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

－ 17 －

17:00

18:00

19:00

20:00

2月14日
（日）
8:00

9:00

神戸ポートピアホテル

第3会場
（南館1階
第4会場
（南館1階

End-of-life care in
Asian ICUs
演者：Koh Y
座長：江木 盛時

大輪田A）

特別講演10

医療改革：必要な
ICUベッド数は？
演者：松田 晋哉
座長：多治見 公髙

大輪田B）

特別講演11

インフルエンザ感染の
重症化機序と、その予防
と治療の最新知見
演者：木戸 博
座長：藤谷 茂樹

大輪田C）
シンポジウム23

肺血栓塞栓症治療
座長：中尾 浩一

社会保険対策 学術集会
委員会
あり方
座長：森崎 浩 委員会
演者：西田 修

特別講演12

A Viral Threat to Us;
focused on respiratory failure
演者：Koh Y
座長：鈴川 正之

最前線

委員会報告11
ECMO
プロジェクト
委員会
座長：落合 亮一

特別講演14

A novel viral infection
演者：Weinstein G，Nagel N
座長：児玉 貴光

Room A 布引
Room B 北野
Room C 菊水

一般演題47
感染・感染対策③
座長：林 淑朗

一般演題48
内分泌・代謝・免疫
座長：杉田 学

一般演題49
心臓・循環・体液管理⑤
座長：鷹取 誠

Disaster Management
演者：Suyama J
座長：谷川 攻一

一般演題51
外傷・熱傷②

座長：久志本 成樹

ハンズオンセミナー12「J-PADガイドライン：ツールを使ってみよう」
特別講演15 委員会報告12
ワークショップ5 一般演題52
若手医師ための人工 集中治療看護人員配置
編集委員会企画 その他
呼吸器ワークショップ 検討ＷＧの調査報告
看護研究
－ICU看護の質を考えるー 演者：高島 尚美 座長：北浦 道夫
の取り組み
演者：田中 竜馬 座長：下村 陽子
鈴木 智恵子
座長：小松 由佳

倫理委員会報告
-DNARの歴史を展望し現在の問題点を探る座長：氏家 良人，丸藤 哲

はじめてのメタ解析，
システマティックレビュー
座長：武居 哲洋，讃井 將満

2B展示室）

神戸国際展示場

シンポジウム26
Frailの問題点と
取り組み
座長：西 信一

2A会議室）

委員会報告16

3B会議室）

座長：西 信一

ハンズオンセミナー11「シミュレーション教育―学習者が意欲的に学ぶデブリーフィングへ指導者のスキルを磨くワークショップ」

ワークショップ6

（2号館3階

一般演題46
教育・専門医・医療経済

ハンズオンセミナー10「高機能シミュレーターを用いたSepsis Management Simulation」

2A展示室）

3A会議室）

座長：明神 哲也

座長：鈴木 武志

招聘講演15

委員会報告13

第13会場
（2号館3階

一般演題45
倫理・終末期・看護ケア

一般演題50
心臓・循環・体液管理⑥

先天性心疾患の全身管理
座長：戸田 雄一郎，橘 一也

第9会場
（2号館1階 コンベンションホール南）

第12会場
（2号館2階

委員会報告9 委員会報告10

シンポジウム25

第8会場
（南館地下1階 ダイヤモンド）

第11会場
（1号館2階

End-of-life care
in ICU in US
演者：Shigemitsu H
座長：橋本 悟

Up-to-date of
Neurocritical Care
演者：Geocadin RG
座長：永山 正雄

シンポジウム24

第7会場
（南館地下1階 エメラルド）

第10会場
（1号館2階

招聘講演14

特別講演13

Post Cardiac Arrest Syndrome
座長：久保山 一敏，金子 唯

第6会場
（南館地下1階 トパーズ）

ハンズオン
会場

12:00

死をいかに迎えるか
演者：久坂部 羊
座長：西村 匡司

招聘講演13

第5会場
（南館地下1階 サファイア）

11:00

特別講演9

第1会場
（南館1階 ポートピアホール）
第2会場
（南館1階

10:00

Global sepsis alliance
委員会
座長：織田 成人

委員会
報告14

機関誌編集
委員会
座長：丸藤 哲

委員会報告15

Rapid Response
System検討委員会
座長：安宅 一晃，
織田 成人

教育講演35

ICUにおいて見逃して
はいけないサイン
演者：東條 圭一
座長：赤松 伸朗

委員会報告17

臨床工学部門活動報告
座長：木村 政義

デジタルポスター
（1号館1階／3号館1階）

一般演題53
気道・呼吸・呼吸管理⑧
座長：齊藤 洋司

一般演題54
Rapid Response Team
・院内急変②
座長：大谷 典生

一般演題55
鎮静・鎮痛・
せん妄・早期離床④
座長：茂呂 悦子

一般演題56
腎臓・腎機能・血液浄化②
座長：片山 浩

デジタルポスター
発表
DP41～DP50

ポスターCP
（座長付）
（3号館1階）

座長付ポスター発表
CP58～CP70

ポスターFP
（自由討論）
（1号館1階）
8:00

9:00

－ 18 －

10:00

11:00

12:00

招聘講演
12:00

13:00

14:00

特別講演
15:00

教育講演
16:00

シンポジウム ワークショップ 委員会報告

その他

17:00

18:00

19:00

20:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Closing
Ceremony
ランチョンセミナー25

共催：ニプロ株式会社

ランチョンセミナー26

共催：旭化成メディカル
株式会社

ランチョンセミナー27

共催：日本製薬株式会社

ランチョンセミナー28

共催：平和物産株式会社

ランチョンセミナー29

共催：GEヘルスケア・
ジャパン株式会社

ランチョンセミナー30

共催：アボット ジャパン
株式会社

ランチョンセミナー31

共催：サーモフィッシャー
ダイアグノスティックス
株式会社

第225回ICD講習会

ランチョンセミナー32

共催：東レ株式会社／
東レ・メディカル株式
会社

ランチョンセミナー33

共催：テルモ株式会社

第26回日本経皮的心肺補助（ＰＣＰＳ）研究会

小児集中治療委員会

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

－ 19 －

ポスター会場案内図（神戸国際展示場）
1号館1階

コンベンションホール南

第9会場

デジタルポスター

デジタルポスター
閲覧コーナー

ブース4

ブース1

ブース3

ブース2

座長討論制ポスター（CP）

エスカレーター

エスカレーター
書籍展示
エントランスホール

書籍展示

書籍展示
書籍展示

座長討論制ポスター受付

コンベンションホール北

総合受付／クローク等
書籍展示

エスカレーター
2階より

書籍展示

エスカレーター
2階へ

エントランスホール

入口

3号館

㈱日総研出版

ロビー

デジタルポスター

デジタルポスター

ブース6

ブース5

ブース9

ブース7

デジタルポスター
閲覧コーナー

ブース8

自由討論制ポスター受付

自由討論制ポスター（FP）

展示ホール

－ 20 －

ブース10

● デジタルポスター（DP）

発表日時と会場のご案内

当日発表用のデータ受付：神戸国際展示場 2 号館 1 階
演題番号

講演日

DP1～DP4
DP5～DP10
DP11～DP14

2月12日
（金）

DP21～DP24
DP31～DP34

2月13日
（土）

DP45～DP50

11時00分～12時00分
12時30分～14時30分

DP35～DP40
DP41～DP44

11時00分～12時00分
12時30分～14時30分

DP15～DP20
DP25～DP30

講演時間

2月14日
（日）

● 座長討論制ポスター（CP）

11時00分～12時00分

講演会場
神戸国際展示場 1号館1階
神戸国際展示場 3号館
神戸国際展示場 1号館1階
神戸国際展示場 3号館
神戸国際展示場 1号館1階
神戸国際展示場 3号館
神戸国際展示場 1号館1階
神戸国際展示場 3号館
神戸国際展示場 1号館1階
神戸国際展示場 3号館

発表日時と会場のご案内

座長受付：神戸国際展示場 1 号館 1 階
演題番号
CP1～CP14
CP15～CP29
CP30～CP43
CP44～CP57
CP58～CP70

講演日
2月12日
（金）
2月13日
（土）
2月14日
（日）

● 自由討論制ポスター（FP）

講演時間

講演会場

9時30分～10時30分
15時00分～16時00分
9時30分～10時30分

神戸国際展示場 1号館1階

15時00分～16時00分
9時30分～10時30分

発表日時と会場のご案内

演題番号

講演日

講演時間

FP001～FP367
（奇数）

2月12日
（金）

15時00分～16時00分

FP002～FP366（偶数）

2月13日
（土）

15時00分～16時00分
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講演会場
神戸国際展示場 3号館

－学術集会参加者へのご案内－
1．参加資格
本学術集会に参加される方は全員，参加登録を行ってください。
一般演題の応募者は，発表者，共同発表者にかかわらず，日本集中治療医学会の会員に限ります。
未入会の方は必ず入会手続きをお願いいたします。
2．参加登録
参加費は受付にてお支払いください。
参加登録は会員と非会員で異なります。本誌挟み込みの「会員受付票」を受付（会員受付）にご提出ください。
お忘れの場合，会員照会にお時間をいただくことがございます。
【参加受付日程】
受付場所
受付①

神戸国際展示場
2号館1階 コンベンションホール北

受付②
受付③

2月11日
（木・祝） 2月12日
（金）

2月13日
（土）

2月14日
（日）

－

7時30分～
17時30分

7時30分～
17時30分

7時30分～
12時00分

神戸ポートピアホテル
本館地下1階「偕楽」前

14時00分～
16時00分

－

－

－

神戸ポートピアホテル
ポートピアホール 2階 ロビー

17時00分～
19時00分

－

－

－

【参加費】
区分

※1

対象

1

医師

2

医師以外の医療従事者・医療研究者

3

初期研修医

4

学部学生・看護学生

会員

非会員

18,000円

20,000円

15,000円

18,000円

－

8,000円

※1

無料（受付で学生証を提示してください）

研修医の方は参加申請書（指導医のサイン必須）の提出が必要です。
参加申請書は，学術集会ホームページ上よりダウンロードの上，必要事項をご記入いただき，
学会当日に総合受付にご提出ください。

3．学術集会出席証明書の提出について
参加証に付いている学術集会出席証明書（提出用）に必要事項をご記入の上，
提出票部分を参加受付付近に設置されている回収箱にご提出ください。
4．年会費・新入会
日本集中治療医学会の年会費または新入会の手続きは，神戸国際展示場 2 号館 1 階 「展示室」内の
日本集中治療医学会事務局で受け付けます（参加受付時間内）。
【2016 年度会費】
正会員 12,000 円，准会員 9,000 円
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5．プログラム集，ポケットプログラム
本学術集会当日にプログラム一覧が掲載されたポケットプログラムをご用意しております。
部数に限りがありますので，予めご了承ください。
プログラム集（日本集中治療医学会雑誌）は事前に会員に送付いたします。
会場でのプログラム集販売は 3,000 円（税別）／冊にて行いますが，部数に限りがありますので，
予めご了承ください。
6．ウェブ抄録・抄録アプリ
ウェブ抄録と抄録アプリを公開しますので，是非ご利用ください。
ウェブ抄録：学術集会ホームページよりリンクいたします。
下記のユーザー名およびパスワードの入力後，閲覧可能となります。
ユーザー名：jsicm2016
パスワード：shoroku2016
抄録アプリ：iOS 版，Android 版ともにアプリマーケットにて「43jsicm」または
「jsicm43」を検索し，インストールしてください。
抄録アプリ内抄録を初めて閲覧する際はパスワード「shoroku2016」を入力してください。
詳細は学術集会ホームページ（http://jsicm2016.umin.jp/）をご覧ください。
7．ランチョンセミナー
ランチョンセミナー整理券配布所（総合受付近く）にて，セミナー参加者用の整理券を配布します。
参加整理券配布

2月12日
（金）

2月13日
（土）

2月14日
（日）

7時30分～11時00分

7時30分～11時00分

7時30分～11時00分

※ランチョンセミナーは整理券をお持ちの方より優先的にご入場いただけます。
なお，整理券は当日分のみ配布いたします。
また，各セミナーの整理券は該当教育セミナーが開催される施設においてのみ配布となります。
先着順で配布となりますので終了の際はご了承ください。
※モーニングセミナー・イブニングセミナーは整理券制ではございませんので直接会場へお越しください。
8．会員懇親会
会員懇親会を 2 月 13 日（土）18 時 30 分から神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「偕楽」にて行います。
参加費は 3,000 円となりますので，懇親会受付にてお支払いください。定員になり次第，締め切ります。
9．ハンズオンセミナーについて
参加登録方法等，詳しくは学術集会ホームページおよび p.32〜39 をご確認ください。
10．医療機器展示
学術集会期間中，神戸国際展示場 1 号館 1 階 展示室，神戸国際展示場 3 号館 1 階 展示ホールで
下記の時間帯に行います。
医療機器展示

2月12日
（金）

2月13日
（土）

2月14日
（日）

8時00分～18時00分

8時00分～18時00分

8時00分～12時00分
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11．医師会員へのお願い
e 医学会カード（UMIN カード）による単位登録手続き（集中治療専門医制度施行細則に定める出席単位）
本学術集会では正会員を対象に e 医学会カード（UMIN カード）による参加実績，単位登録を行いますので，
正会員は e 医学会カードをご持参ください。
カードによる参加登録手続きは，参加受付（参加登録とは別窓口）で行いますので，
正会員は学術集会参加受付を済まされた後，必ずカードによる参加登録をお願いします。
なお，参加証が正式な学術集会出席証明書となります。
（1）カードをお持ちの正会員
専用コーナーで e 医学会カードをご提示ください。係りの者がカード裏面のバーコードをリーダーで
読み取り，出席実績，単位登録を行います。
（2）カードをお持ちでない正会員（カード忘れも含む）
専用コーナー横の該当会員用受付で必ず登録の手続きを行ってください。
手続きにあたり御本人確認をさせていただきますのでご了承ください。
なお，
（1）または（2）で単位登録手続きを行った正会員は，学術集会終了 2〜3 週間後に学会会員専用ページ
（e 医学会マイページ）で出席実績及び取得単位の確認ができます。
当日，
「学術集会出席証明書」はこれまで通り発行し，新規の日本集中治療医学会専門医認定申請書類，及び
専門医資格更新時の出席証明書類としてご利用いただけますが，カードによる登録手続きをいただければ，
e 医学会マイページ画面上に表示される参加実績，及び出席単位表示画面の写しを，証明書類としてご利用
いただけます。積極的なご利用をお願いいたします。
［お願い］
カード読み取りをスムーズに行うため，ネームホルダーの裏面にバーコードが見える形で
e 医学会カードをお入れくださいますようご協力をお願いいたします。
－e 医学会カード及び個人情報の取扱いに関するお問合せは，下記窓口までお願いいたします。
e 医学会事務局 問合せ窓口（京葉コンピューターサービス内）
フリーダイヤル：0120-21-6262（平日 10 時 00 分〜18 時 00 分）/email: unyou@e-igakukai.jp
12．お願い
1）学術集会会場内はすべて禁煙です。
2）講演，ポスター会場内での携帯電話，PHS などのご使用は，他の参加者の迷惑となります。
会場内での使用は禁止させていただきます。
会場内では電源を OFF にするか，マナーモードをご使用いただきますようお願いします。
3）呼び出しは原則として行いません。
4）学術集会会場内での録音・撮影・録画は禁止です。
5）各施設内にクロークがございます。利用時間をご確認ください。
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－発表者・座長（コメンテーター）へのお知らせ－
発表での諸注意事項
発表演題に関する利益相反（conflict of interest：COI）の開示について
一般社団法人日本集中治療医学会では，
「集中治療領域の研究における利益相反（COI）マネージメントに
関する指針」ならびに「同施行細則」を策定し，2011 年 4 月 1 日より施行しています。
そのため，発表者は利益相反状態の自己申告を行ってください。
この利益相反状態は，学術集会発表時にスライドあるいはポスターの最初に開示することとなります。
利益相反（conflict of interest：COI）開示の PPT サンプルは学会ホームページからダウンロードできます。
http://square.umin.ac.jp/jsicm2016/publisher/index.html
詳細は集中治療領域の研究における利益相反（COI）マネージメントに関する指針
「http://www.jsicm.org/pdf/COI..pdf」をご確認ください。
発表演題に関する個人情報の取扱について
患者個人情報に抵触する可能性のある内容は，
患者あるいはその代理人からインフォームド・コンセントを
得た上で，患者個人情報が特定されないように十分留意して発表してください。
個人情報が特定される発表は禁止します。

1．座長の皆様へ
A）口演座長（デジタルポスター座長含む）は，担当セッション開始時刻の 15 分前までに
次座長席にご着席ください。
B ）座長討論制ポスター（CP）セッション座長の方は，座長リボンをお渡しいたしますので，
セッション開始 15 分前までに「ポスター受付（各ポスター会場前）」にお立ち寄りください。
座長用リボンをお受け取りの上，担当セッションの最初のポスターの前でお待ちください。
C ）各セッションの進行は座長に一任します。時間内に十分な討論ができるようご配慮ください。
場内アナウンスはございませんので，所定の時刻になりましたら適宜開始してください。
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2．口演での発表者の方へ
A）特別プログラム（一般演題以外）
● 発表・討論時間は，事前にお伝えしている通りになります。
B） 一般演題（優秀演題・口演・デジタルポスター）
● 一般演題（優秀演題）は，発表時間 10 分，質疑応答 5 分となっております。
発表用のスライド枚数に制限はありません。
● 一般演題（口演）は，発表時間 6 分，質疑応答 4 分となっております。
発表用のスライド枚数に制限はありません。
● 一般演題（デジタルポスター）
：発表 6 分 討論時間 4 分
発表用のスライド枚数は 5 枚までとなります。（表紙および COI は除きます）
● 時間を厳守でお願いいたします。
C） 発表時間の警告：発表時間終了 1 分前に黄ランプ，発表時間終了時に赤ランプで
お知らせいたします。時間厳守でお願いいたします。
D）PC による発表について
● 受付可能なデータ形式について
Windows で作成したデータファイルは，PC 本体あるいはメディア
（CD-R，USB メモリー）での持ち込みが可能です。
Macintosh で作成したデータファイルは，PC 本体をお持ち込みください。
メディア（CD-R，USB メモリー）での持ち込みはできませんので，ご注意ください。

メディア持ち込み
（CD-R，USB メモリー）

PC 本体の持ち込み

Windows

◯

◯

Macintosh

×

◯

発表データの受付と確認
発表の 1 時間前までに PC センター/デジタルポスター受付にて出力確認をしてください。
PC 本体持ち込みの方は，確認が終了したら発表会場の PC オペレーター席
（会場正面向かって左側）まで発表セッションの 15 分前までにご自身で
お持ちください。

●

＜口演発表データ受付場所＞
PC センター/デジタルポスター受付：神戸国際展示場 2 号館 1 階

受付時間

神戸国際展示場
2号館1階

2月12日
（金）

2月13日
（土）

2月14日
（日）

7時30分～17時30分

7時30分～17時30分

7時30分～12時00分

各日，朝 1 番目に発表の方は，発表の 30 分前までに受付をお済ませください。
また，13 日以降にご発表の方は前日に受付することも可能です。
スムーズな運営のため，発表前日のデータ受付にご協力ください。
◆ 学術集会当日に会場に設置される機材のスペックは【プロジェクター解像度】
1024×768 ドットです。
◆ 発表は，各会場の演台に設置した液晶モニターをご覧いただきながら，
マウスを演者の先生ご自身で操作して進めてください。PC 本体を持ち込みいただいた
場合でも，PC 本体は演台には乗りません。（発表者ツールのご使用はできません）
◆
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●

PC 本体を持ち込みの方へ
D-sub15 ピンと呼ばれるモニター出力が必要です。Macintosh など変換コネクタが必要な場合は
ご自身で持参してください。

◆

D-sub15 ピン（ミニ）

付属外部出力ケーブル例

スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除しておいてください。
液晶プロジェクターの解像度は，XGA（1024×768）です。
解像度の切り替えが必要なコンピューターは，本体の解像度を予め設定しておいてください。
◆ AC アダプターは，各自でご持参ください。
◆ 万が一に備え，バックアップ用として，各種メディア（USB メモリー）にデータを保存し，
ご持参ください。
◆ 講演終了後，PC オペレーター席にて PC 本体とバックアップデータをご返却しますので，
速やかにお引取りください。
● メディア持ち込みの方へ
◆ 受付可能なメディアは，USB メモリーもしくは CD-R のみです。
MO・フロッピーディスク・CD-RW などは，ご利用いただけません。
◆ 本総会では，以下の OS，アプリケーション，動画ファイルに対応しております。
OS：Windows 7 以降・アプリケーション：Powerpoint 2007 以降
動画ファイル Windows Media Player で再生可能なデータ
◆ Macintosh をお使いの方は，ご自身の PC 本体をご持参ください。
なお，Keynote は使用できません。
◆ メディアには，当日講演に使用されるデータ以外は，保存しないようにしてください。
◆ プレゼンテーションに他のデータ（静止画・動画・グラフ等）をリンクさせている場合は，
必ず元データも保存し，データを作成された PC とは別の PC で，事前に動作確認をお願いします。
◆ データ容量は 500MB までとさせていただきます。
◆ ファイル名には，演題番号・講演者名を以下の例の様に入力してください。
（例）◇◇-◇◇◇ 徳島 太郎.pptx
◆ システムへのウイルス感染防止のため，予めメディアのウイルスチェックを行ってください。
◆ PC センターでは，ウイルスセキュリティを最新に更新し，万全を期しておりますが，
ウイルスに定義されていない未知のウイルスに感染する場合がございます。
◆ データは PC センターにて受け取り，サーバーに保存しますが，
学術集会終了後，事務局にて責任を持って消去します。
◆
◆
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90 cm
3．座長討論制ポスター（CP）での発表者の方へ
20 cm
A）座長の進行による討論形式発表で発表時間 6 分，質疑応答 4 分です。
演題 演題名
20 cm
番号 演者名，
所属
発表時間を厳守してください。
B）午前午後の貼り替え制となっております。
発表者は，所定の場所にポスターを掲示してください。
各ポスターパネル前に画鋲を用意します。
C）ポスター掲示は各発表日のポスター掲示時間内に行ってください。
210cm
D）発表スペースの大きさは縦 180 cm，横 90 cm です。2 m 離れても
180 cm
判読できるよう見やすくし，文字や図表も十分読み取れる大きさに
してください （スライド印刷の場合，B4 以上の大きさを原則）。
E）演題番号（20 cm × 20 cm）は学術集会側で準備します。
こちらのスペースには貼らないでください。
F）演題名，所属，演者名はご自身でご用意ください。
G）発表者はセッション開始 10 分前までに発表会場にお集まりください。 10 cm
H）ポスターの撤去は各発表日のポスター撤去時間内に必ず行ってください。
引き取りのないポスターにつきましては事務局にて処分いたしますので，予めご了承ください。

＜貼付／発表時間＞
● 一般演題（ポスター CP）
5 セッションの時間帯に分かれ，一日毎に張替えを行います。
発表時間（1 演題）：発表時間 6 分 討論時間 4 分
発表者はセッション開始 10 分前までに各発表会場にお集まりください。
2 月 12 日（金）
セッション
一般演題（ポスターCP）
1
～
一般演題（ポスターCP）
14

演題番号

貼付時間

CP1-＊
2月12日
（金）
～
8時00分～9時00分
CP14-＊

発表時間（座長付）
2月12日
（金）
9時30分～10時30分

一般演題（ポスターCP）15 CP15-＊
2月12日
（金）
2月12日
（金）
～
～
8時00分～13時00分 15時00分～16時30分
一般演題（ポスターCP）29 CP29-＊

撤去

2月12日
（金）
16時00分～17時00分

2 月 13 日（土）
セッション

演題番号

貼付時間

発表時間（座長付）

一般演題（ポスターCP）
30
～
一般演題（ポスターCP）
43

CP30-＊
2月13日
（土）
～
8時00分～9時00分
CP43-＊

一般演題（ポスターCP）44
～
一般演題（ポスターCP）57

CP44-＊
2月13日
（土）
2月13日
（土）
～
8時00分～13時00分 15時00分～16時30分
CP57-＊

2月13日
（土）
9時30分～10時30分

撤去

2月13日
（土）
16時00分～17時00分

2 月 14 日（日）
セッション
一般演題（ポスターCP）
58
～
一般演題（ポスターCP）
70

演題番号

貼付時間

CP58-＊
2月14日
（日）
～
8時00分～9時00分
CP70-＊
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発表時間（座長付）

撤去

2月14日
（日）
2月14日
（日）
9時30分～10時30分 10時30分～12時00分

4．自由討論制によるポスター（FP）での発表者の方へ
A）座長による進行は設けない自由討論形式となります。
発表者は所定の時間，ご自身のパネルの前で待機してください。
B）発表者は所定の場所にポスターを掲示してください。
各ポスターパネル前に画鋲を用意します。
C）ポスター掲示はポスター掲示時間内に行ってください。
D）発表スペースの大きさは縦 180 cm，横 90 cm です。
2 m 離れても判読できるよう見やすくし，文字や図表も十分読み取れる大きさにしてください
（スライド印刷の場合，B4 以上の大きさを原則）。
E）演題番号（20 cm × 20 cm）は学術集会側で準備します。こちらのスペースには貼らないでください。
F）演題名，所属，演者名はご自身でご用意ください。
G）発表者はセッション開始 10 分前までに発表会場にお集まりください。
H）ポスターの撤去は各発表日のポスター撤去時間内に必ず行ってください。
引き取りのないポスターにつきましては事務局にて処分いたしますので，予めご了承ください。
●

一般演題（ポスター FP）
演題番号末尾の奇数，偶数番号に分かれ，1 時間のコアタイム（フリーディスカッション）を設けます。
ポスターは会期中の貼り出しとなります。
演題番号
FP-001～FP-367
（末尾奇数）
FP-002～FP-366
（末尾偶数）

貼付時間
2月12日
（金）
8時00分～13時00分
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発表時間
2月12日
（金）
15時00分～16時00分
2月13日
（土）
15時00分～16時00分

撤去
2月14日
（日）
8時00分～12時00分
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委
委

員

長

西村

匡司（徳島大学病院救急集中治療部）

員

江木

盛時（神戸大学医学部附属病院麻酔科）

小野寺睦雄（徳島大学病院救急集中治療部）
木下

浩作（日本大学医学部附属板橋病院救命救急センター）

坂本

哲也（帝京大学医学部救急医学講座）

佐藤

直樹（日本医科大学武蔵小杉病院内科・循環器内科・集中治療室）

高岡

勇子（北海道大学病院集中治療部）

高橋

哲也（東京工科大学医療保健学部理学療法学科長・教授）

竹内

宗之（大阪府立母子保健総合医療センター）

中野あけみ（徳島大学病院看護部）
西田

修（藤田保健衛生大学麻酔・侵襲制御医学）

布宮

伸（自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座集中治療医学部門）

藤谷

茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療部）

松嶋

麻子（公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学）

山本

信章（順天堂大学医学部附属浦安病院臨床工学室）
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－一般演題査読者－
相 引
浅 賀
安 宅
足 立
天 谷
有 村
池 田
石 倉
石 松
伊 関
市 場
伊 藤
伊 藤
稲 垣
稲 葉
井 上
井 上
伊 波
今 中
植 田
氏 家
磨 田
内 野
宇都宮
卯津羅
梅 垣
江 口
遠 藤
大 嶋
大 谷
大 塚
大 槻
大 西
岡 田
岡 元
小 倉
尾 崎
織 田
落 合
小野寺
貝 沼
垣 花
鍜 冶
片 山
加 藤

眞
健
一
健
文
敏
寿
宏
伸
晋
明
辰
喜
英
聡
義
秀
育
良
滋
明
雅

清
典
将
穣
芳
保
和
真
孝
成
亮
睦
関
泰
有
啓

幸
彦
晃
彦
昌
明
昭
恭
一
憲
吾
子
哉
三
夫
己
博
寛
光
也
人
裕
彦
美
彦
修
豊
裕
宏
生
秀
治
明
誠
文
治
平
人
一
雄
志
之
登
浩
一

金 井
加 納
株 丹
蒲 地
川 口
川 前
丸 藤
北 浦
北 村
北 村
木 下
木 下
木 村
清 田
切 田
久木田
久志本
国 元
久 野
公 文
倉 田
栗 原
黒 田
小 北
小 坂
小 竹
小 谷
小 谷
小 寺
後 藤
小 林
小 林
小 林
小 山
齋 藤
齋 藤
齊 藤
坂 口
坂 本
坂 本
坂 本
櫻 田
佐 多
貞 広
定 光

尚
浩
正
昌
金
道
伸
浩
順
政
和
一
成
文
将
啓
二
早
泰
直
良
穣
利
孝
敦
孝
誠

憲
洋
嘉
篤
哲
照
春
竹
智
大

之
隆
二
幸
彦
幸
哲
夫
晶
哉
作
弘
義
也
学
朗
樹
生
宗
二
郎
苗
弘
宏
誠
文
治
透
美
治
子
史
人
薫
繁
輝
司
郎
裕
也
夫
水
良
仁
海

佐 藤
佐 藤
佐 藤
讃 井
澤 野
澤 村
塩 川
志 賀
七 戸
柴 田
嶋 岡
清 水
清 水
志 馬
白 石
吹 田
杉 田
鈴 川
鈴 木
鈴 木
住 田
瀬 尾
瀬 川
芹 田
祖父江
高 岡
鷹 取
高 橋
高 松
高 山
武 居
竹 内
竹 内
竹 内
武 田
竹 田
武 山
多治見
田 勢
田 中
田 中
谷 口
玉 井
坪 井
鶴 田

智
直
善
將
宏

行
樹
一
満
隆
淳
泰 啓
英 敏
康 夫
純 平
英 輝
敬 樹
直 樹
伸 朗
義 人
奈津子
学
正 之
武 志
康 之
臣 造
勝 弘
一
良 平
和 哉
勇 子
誠
毅
道 生
守 正
哲 洋
昭 憲
護
宗 之
純 三
晋 浩
直 志
公 高
長一郎
博 之
行 夫
巧
直
英 之
良 介
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寺 尾
土 井
堂 籠
渡 海
時 岡
時 田
土 手
中 尾
中 尾
中 川
中 川
中 川
中 田
中 根
中 野
成 松
新 沼
西
西
西 澤
西 田
西 田
西 村
西 山
布 宮
野々木
野 村
橋 場
橋 本
橋 本
橋 本
林
平 井
広 木
福 井
福 岡
福 家
藤 田
藤 田
藤 谷
藤 野
古 谷
星
星
星 野

嘉
松

彰
幸
博
裕 文
宏 明
祐 吉
健太郎
浩 一
慎 一
聡
晋
隆
孝 明
正 樹
実
英 智
廣 幸
憲一郎
信 一
英 雄
修
博
祐 枝
友 貴
伸
宏
岳 志
英 二
圭 司
悟
良 子
淑 朗
勝 治
公 一
道 彦
敏 雄
伸 夫
智
義 人
茂 樹
裕 士
良 輔
邦 彦
拓 男
正 己

本
槇
升
増
松
松
松
真
丸
水
三
三
美
宮
宮
三
宮
明
村
盛
森
森
森
森
森
守
森
森
茂
矢
柳
山
山
山
山
山
山
山
行
横
林

多
田
田
野
田
田
本
弓
山
谷
住
高
馬
内
内
宅
崎
神
川
﨑
松
村
本
本
谷
山
脇
呂
口
田
口
口
口
崎
下
科
本
岡
山
下

満
徹 次
好 樹
智 彦
兼 一
直 之
睦 子
俊 彦
一 男
太 郎
拓 誉
千惠子
裕 之
雅 人
善 豊
康 史
大
哲 也
雅 洋
直 久
浩
博 史
尚 登
直 樹
裕 二
俊
潔
龍太郎
悦 子
有 乃
国 夫
修
典 子
弘 子
和 夫
千 鶴
章
剛
秀 和
正 尚
浩 士

－ハンズオンセミナーのご案内－
1．ベッドサイド心エコー「FOCUS を使いこなす」

心エコーと言えば循環器領域に特化した専門性イメージが強かったが，最近はクリティカルケア領域
における評価法が確立され，ベッドサイドで治療目的型あるいは目標指向型に行う心エコーが汎用され
てきている。基本レベルのクリティカルケア心エコー（basic critical care echocardiography: CCE）はす
べての救急医・集中治療医が習得すべきと勧告されている。Basic CCE では循環器領域における詳細な
評価法とは異なり，目標指向型で定性的に左室，右室，心嚢，下大静脈を観察し，治療に即決した判断を
くだす評価法である。この方法は FOCUS (focused echocardiography)とも呼ばれ，重症患者の病態把握，
治療方針の決定，治療効果モニタリングにおいて威力を発揮している。Basic-level CCE に求められる病
態として，高度な循環血液量減少，左室不全，右室不全，心タンポナーデ等があげられている。これらの
把握のために，基本構造，左室の大きさ・収縮能，左室壁運動異常，右室大きさ・収縮能，心タンポナー
デの有無，下大静脈径等を評価する。次のステップである advanced CCE は包括的な血行動態の評価やモ
ニタリングを行うものであり，輸液反応性，左室および右室パフォーマンス，左室充満圧等を評価する。
本ハンズオンは，ベッドサイド心エコーを習得，つまり目標指向で診断，治療に即決した basic-level CCE
を自ら記録し評価できること，さらには advanced CCE の評価法を学ぶことを到達目標として企画した。
【開催概要】
開催日：2 月 11 日（木）8 時 30 分〜12 時 00 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「布引」
コーディネーター（予定）：
山本 剛（日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科）
インストラクター（予定）：
田原 良雄（国立循環器病研究センター心臓血管内科），
西山 慶（国立病院機構京都医療センター救命救急センター），時田 祐吉（日本医科大学 循環器内科），
泉 佑樹（日本医科大学 循環器内科），鵜木 崇（国立病院機構 京都医療センター 循環器内科），
高木 大輔（国立病院機構 京都医療センター 循環器内科），平田 晶子（かわぐち心臓呼吸器病院救急科）
募集人数：30 名
対 象：これからベッドサイド心エコーの習得をめざす医師

2．ICU rounds

集中治療における標準治療をおこなうことは，患者の予後にも影響すると考えられる。標準治療を維持
するためには，集中治療における知識の確認と現場での対応（治療）を常にチェックしておくことが必須
である。このセッションでは集中治療室内で遭遇する代表的な３つのシナリオを高次機能シミュレータ
ーで提示し，参加者が，ガイドラインに沿った診断・治療を，実臨床でどのように実践しているかを客観
的評価することを目的とする。症例を時間の経過ごとに対応できるかを評価するため，各フェーズの評価
項目を事前に決めておき，各チームの評価を行う。1 チーム 2 名の医師，医師以外１名の 3 名からなるチ
ーム編成，1 シナリオ約 12 分で集中治療における標準治療をチェックして，最後にフィードバックを行
う。
【開催概要】
開催日：2 月 11 日（木）8 時 30 分〜12 時 00 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「北野」
インストラクター（予定）：
藤谷 茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センター），安宅 一晃（奈良県立医科大学）
アシスタント（予定）：
奥田 裕子（京都第一赤十字病院），中村 通孝（済生会熊本病院），
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後藤 安宣（市立奈良病院），瀬尾 龍太郎（神戸市立医療センター中央市民病院）
募集人数：27 名（原則として施設単位 医師 2 名とメディカルスタッフ 1 名 9 チーム）
3．
「脳神経集中治療の基礎を学ぼう」

集中治療が必要な患者の中で，神経系に異常がある患者の割合は，どこの集中治療室（ICU）でも高い
（脳神経疾患以外による ICU 入室例でも約 12%）。一方，敗血症等の全身性の疾患でさえ，常に脳に及ぼ
す影響を考慮した上で管理を行うことが必要である。それには，脳神経集中治療に必要な基本的な臨床神
経解剖から神経症候の診かた，各種中枢神経系モニターの判読や，代表的な中枢神経系疾患，例えば重症
頭部外傷やくも膜下出血患者の全身管理を理解しておく必要性がある。
本ハンズオンセミナーでは，集中治療後期研修医，若手集中治療医，集中治療に従事する看護師等が実
際の診療・看護に役立てる内容で，脳神経集中治療に必要なベッドサイドにおける神経所見の診かたや
「脳神経集中治療に必
神経モニタリングとその評価法を個別に実技指導する。セミナーは，2 部構成で，
要な神経所見の診かた－個別実技指導－」と「脳波と持続脳波（cEEG）モニタリングの基礎と実際」か
らなり，受講後には，①初療室や ICU における重症意識障害患者の評価を短時間にできる。②てんかん
重積状態患者の評価を短時間にできる③重症患者における病巣部位局在診断を短時間にできる。④脳神
経集中治療に必要な脳波判読の基礎，持続脳波モニタリングの実際について，モニタリング機器を装着か
ら重篤な波形の判読と対応のポイントを習得し，実践できるよう構成されている。
内 容：
<セミナー１> 脳神経集中治療に必要な神経所見の診かた－個別実技指導－
<セミナー２> 脳波と持続脳波（cEEG）モニタリングの基礎と実際
【開催概要】
開催日：2 月 11 日（木）8 時 30 分〜12 時 00 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「菊水」
<セミナー１>
コースコーディネーター：
奥寺 敬（富山大学附属病院副病院長，富山大学医学部救急・災害医学教授）
永山 正雄（国際医療福祉大学熱海病院副院長・神経内科教授）
講師／インストラクター：
足立 智英（東京都済生会中央病院神経内科担当部長）
畝本 恭子（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター長）
谷崎 義生（脳血管研究所附属美原記念病院副院長）
本多 ゆみえ（東海大学医学部救命救急医学）
梁 成勲（国際医療福祉大学熱海病院神経内科講師）
<セミナー２>
コースコーディネーター：
永山 正雄（国際医療福祉大学熱海病院副院長・神経内科教授）
講師／インストラクター：
久保田 有一（朝霞台中央総合病院てんかんセンター長・統括部長）
募集人数：30 名
対 象：集中治療後期研修医，若手集中治療医，集中治療に従事する看護師等

4．ABCD sonography 肺エコー講習会

肺エコーは近年急速に注目が集まっている診断手法である。気道・呼吸・循環などの全身管理を担う
集中治療医にとって，胸部 X 線，CT 検査，聴打診などに加え，非侵襲的かつ客観的な肺エコーを知るこ
とは実診療だけではなく教育目的にも非常に重要である。
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本セミナーは事前学習の e-learning で知識を整理し，当日のワークショップで実際の描出や解釈つい
て学び，肺エコーの原理と基本を理解し，正常像とその描出を学び，異常所見と解釈を理解することで呼
吸関連の point of care を実践できるようになることを目的とする。
内 容：
１．〔e-learning〕受講前に，e-learning で基礎知識を学習する（3 時間）
２．〔講義〕重要事項の振り返り 20 分
３．〔実技 1〕基本描出を学ぶ 30 分
４．〔講義〕異常所見の振り返り 20 分
５．〔実技 2〕肺エコー診断の流れと異常について学ぶ 30 分
６．〔実技 3〕シナリオトレーニング 40 分
【開催概要】
開催日：2 月 11 日（木）13 時 15 分〜16 時 30 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「布引」
コースディレクター（予定）：
鈴木 昭広（ABCD sonography 理事長），野村 岳志（横浜市立大学 麻酔科学）
チーフインストラクター（予定）：
田中 博志（北海道医療センター麻酔科）
インストラクター（予定）：
大宮 浩揮（岡山大学医学部麻酔科），高木 俊介（横浜市立大学医学部生体制御・麻酔科学），
瓦口 至孝（奈良県立医科大学 麻酔科学教室），
下薗 崇宏（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科・集中治療部）
吉田 拓生（東京慈恵会医科大学麻酔科学講座集中治療部），渡邉 至（南共済病院麻酔科 麻酔科），
糟谷 祐輔（東京女子医科大学 麻酔科学教室），望月 利昭（静岡市立静岡病院 麻酔科）
アシスタント（予定）：
松岡 由里子（国立病院機構刀根山病院 麻酔科），宮﨑 直樹（熊本医療センター 麻酔科），
光本 保英（大阪府済生会吹田病院 消化器内科），宮崎 勇輔（大津市民病院 救急集中治療部），
木下 真佐子（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 麻酔・蘇生学講座）
募集人数：24 名
5．非同期グラフィック＆経肺圧モニター

本セミナーでは，人工呼吸器管理において今後重要性がより認識されていく可能性が高いトピックで
ある，非同調と経肺圧を扱う。前半では患者の呼吸様式や通常の人工呼吸器グラフィックから，患者と人
工呼吸器の非同調をどの様に認識するかを学ぶ。さらに後半では経肺圧（気道内圧 － 胸腔内圧）の概念
を理解し，その測定法，解釈の仕方を学ぶことにより，通常の呼吸器グラフィックからは得られない情報
である経肺圧を，非同調の改善や適切な呼吸器設定にどの様に応用していくかを理解する。
到達目標：
１．患者の呼吸様式および呼吸器グラフィックから非同調を認識する
２．経肺圧の概念，測定法，解釈を学習する
３．実際の症例へ経肺圧をどの様に応用するかを理解する
内 容：
１．〔講義その１：非同調の認識法〕
講師：則末 泰博（東京ベイ・浦安市川医療センター）（30 分）
２．〔実技〕非同調の呼吸器グラフィック（50 分）
3 グループに分かれて異なる 3 つのブースを順次ローテーションする
休憩（10 分）
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３．〔講義その２：経肺圧〕
講師：竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター）または則末（30 分）
４．〔経肺圧デモンストレーション〕（50 分）
2 つのスクリーンを用いたデモンストレーション
５．〔まとめと質疑応答〕（10 分）
全体を通してのまとめと質疑応答
【開催概要】
開催日：2 月 11 日（木）13 時 00 分〜16 時 30 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「北野」
インストラクター（予定）：
則末 泰博（東京ベイ・浦安市川医療センター），藤谷 茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センター），
内藤 貴基（東京ベイ・浦安市川医療センター），片岡 惇（東京ベイ・浦安市川医療センター），
高田 順子（東京ベイ・浦安市川医療センター），宇佐見 直（東京ベイ・浦安市川医療センター），
竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター）
募集人数：30 名
6．Be An Intensivist コース

集中治療の必要性は，患者の高齢化，重症化が進んでいる今の世の中において，今後広がるといわれて
います。しかし，集中治療を独立した科としている施設は少なく，集中治療のみを専門とする Intensivist
も少ない現状があります。今回のコースは，呼吸管理，循環管理をシミュレーションベースで学ぶことを
通し，集中治療医を目指す医師を増やすことを目的としています。呼吸管理のセッションでは，シナリオ
ベースにマスク換気から人工呼吸器の設定方法，人工呼吸器管理中に起こりうるトラブルシューティン
グ，抜管の判断を学ぶことができます。循環管理のセッションでは，ショックのシナリオベースにショッ
クの鑑別診断，治療法，酸素バランスを学ぶことができます。
【開催概要】
開催日：2 月 11 日（木）13 時 00 分〜16 時 30 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「菊水」
インストラクター（予定）：
内藤 貴基（東京ベイ浦安市川医療センター 集中治療科)，岡本 洋史（倉敷中央病院 救急科），
小松 孝行（順天堂大学医学部付属練馬病院 救急集中治療科），
梅井 菜央（日本医科大学付属病院 集中治療科)，安宅 一晃（奈良県立医科大学)，
藤谷 茂樹（東京ベイ浦安市川医療センター 集中治療科)
アシスタント（予定）：
池田 武史（相澤病院 集中治療科）
，助永 親彦（隠岐病院 麻酔科）
募集人数：24 名
対 象：初期研修医 1 年目
（初期研修医 2 年目，学生の方も受講可能ですが，初期研修医 1 年目を優先させて頂きます。）

7．第 3 回外科的気道確保トレーニング WS

気道確保は医師にとって必須の知識と技能である。気道管理の基礎を知り，気道確保困難症例について
の予測と対応ができることは，救急医・集中治療医・麻酔科医にとってとても重要である。外科的気道確
保を経験することは実際には少ないが，その知識を持ち，習熟していることが，気道確保困難症例に遭遇
した時の選択肢を広げ，適切な対応へとつながる。本セミナーにて気道管理の基礎と気道確保困難症例へ
の対応を復習し，シミュレーターや豚喉頭を用いて実際に外科的気道確保を体験することで，気道確保困
難症例への対応法を学習し実臨床へつなげる。
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到達目標：
１．気道管理の基礎を確認，気道確保困難症例を予測・準備することができる
２．輪状甲状膜穿刺・切開の理解と実践
３．経皮的気管切開術の術式の理解と実践
内 容：
１．〔講義〕気道管理の基礎と気道確保困難について 講師：医師（30 分）
２．〔実技 1〕経皮的気管切開の実践（60 分）
＊各メーカーのキットを使用し実技練習を行う
３．〔実技 2〕輪状甲状膜穿刺・切開の実践（60 分）
＊豚喉頭を用いて実技練習を行う
４．〔まとめと質疑応答〕（10 分）
全体を通してのまとめと質疑応答
【開催概要】
開催日：2 月 12 日（金）8 時 30 分〜12 時 00 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「布引」
コーディネーター（予定）：
方波見 謙一（北海道大学病院先進急性期医療センター），
野村 岳志（横浜市立大学大学院医学研究科麻酔科学）
インストラクター（予定）：
佐藤 圭路（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学），
二階 哲朗（島根大学医学部付属病院集中治療部），太田 隆嗣（湘南鎌倉総合病院麻酔科），
鈴木 昭広（ABCD sonography 理事長），山口 嘉一（横浜市立大学医学部生体制御・麻酔科学），
島田 二郎（福島県立医科大学医学部医学科救急医学講座），坂東 敬介（市立札幌病院救命救急センター）
募集人数： 24 人
対 象：集中治療を学ぶ後期研修医相当
8．早期離床に必要な知識と技術を学ぶ

早期離床の実践に必要な知識・技術を習得するとともに，グループワークを通じて，患者に応じた実践
方法を理解する。
到達目標：
１．早期離床の効果，適応と禁忌，中止基準を理解する
２．早期離床に必要な評価および治療が実践できる
３．症例に応じた早期離床が検討できる
内 容：
１．〔講義〕早期離床に必要な基礎知識（早期離床の効果・適応・禁忌・中止基準など）
２．〔実習 1〕早期離床に必要な評価（関節可動域，筋力，意識レベルなど）
３．
〔実習 2〕早期離床に必要なトレーニング（関節可動域トレーニング，筋力トレーニング，端座位・
３．〔実習 2〕立位・歩行）
４．〔グループディスカッション〕
「離床中に予測される生体反応は？ どの時点で離床を終了するか」
「早期離床の開始時期は？ 考えられるリスクとベネフィットは？」
５．〔まとめと質疑応答〕
全体を通してのまとめと質疑応答
【開催概要】
開催日：2 月 12 日（金）8 時 30 分〜12 時 00 分
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会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「北野」
インストラクター（予定）：
野村 智久（順天堂大学練馬病院救急・集中治療科），
森沢 知之（兵庫医療大学リハビリテーション学部；理学療法士），
鵜澤 吉宏（亀田総合病院；理学療法士），
横山 仁志（聖マリアナ医科大学病院；理学療法士），
荒田 晋二（JA 広島総合病院臨床工学科；臨床工学技士），
小山 昌利（公立陶生病院臨床工学部；臨床工学技士），
石高 拓也（東大和病院臨床工学科；臨床工学技士），
小松 由佳（杏林大学医学部付属病院；看護師），
高石 壮（関西大学枚方病院；看護師），
山田 亮（東邦大学大森医療センター；看護師）
募集人数：30 名
対 象：
・第 43 回学術集会参加登録者
・看護師，臨床工学技士，リハビリテーション技師（理学療法士，作業療法士）
そのほか早期離床に携わる医療従事者 30 名
9．NP（診療看護師）向け救急超音波ハンズオンセミナー

生命を脅かすような危機的病態を呈する患者をいち早く発見して客観的なアセスメントを施すことで
確定診断や決定的治療までの時間を短縮することは，患者の予後を改善して満足度を向上することにな
る。これを実現するのが超音波診断装置を用いた Point-Of-Care である。救急・重症患者に対して診療看
護師（Nurse Practitioner，以下 NP）が超音波診断装置を使いこなしてスクリーニングすることは安全で
質の高い医療を迅速に提供するために重要であり，その知識と技術の修得は不可欠である。
本セミナーでは，講義とハンズオンを通じて NP が超音波診断装置を用いて救急・重症患者の病態を
評価するための基本的知識と技術を講授する。受講によって，
「ショックの鑑別のために腹腔内・胸腔内
フリースペースの評価ができるようになる」，「循環血液量を類推するために下大静脈と膀胱の評価がで
きるようになる」，「ショックの鑑別のために末梢静脈の評価とショックから離脱するための血管穿刺が
できるようになる」ことが学習目標である。
内 容：
１．開会の挨拶 講師全員（10 分）
２．〔講義〕FAST（Focused Assessment with Sonography for Trauma）
講師：太田 智行（20 分）
３．〔講義〕下大静脈と膀胱 講師：松本 純一（20 分）
４．〔講義〕下肢深部静脈血栓症 講師：児玉 貴光（20 分）
５．〔実技 1〕FAST（45 分）
〔実技 2〕下大静脈と膀胱（45 分）
〔実技 3〕下肢深部静脈と上肢皮静脈（45 分）＊１グループ７人で実技練習を行う
６．まとめ 講師全員（5 分）
【開催概要】
開催日：2 月 12 日（金）8 時 30 分〜12 時 00 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「菊水」
インストラクター（予定）：
児玉 貴光（愛知医科大学 災害医療研究センター），
松本 純一（聖マリアンナ医科大学 救急医学），

－ 37 －

太田 智行（東京慈恵会医科大学附属病院 放射線科），
川本 英嗣（三重大学医学部附属病院 救命救急センター）
募集人数：21 名
10．高機能シミュレーターを用いた Sepsis Management Simulation

本セミナーでは，敗血症診療ガイドライン（日本版敗血症ガイドライン，Surviving Sepsis Campaign
Guideline2012）に基づいた敗血症初期治療と，その後の ICU 治療について，高機能シミュレーターと実
例の画像データを用いた scenario-based simulation を行う。感染巣の異なる 3 例の敗血症性ショック症
例の診療を通して，①Early Goal Directed Therapy をガイドにした初期蘇生，②Source control を意識
した敗血症初期診療，③ARDS，敗血症性心筋障害合併例の呼吸循環管理，について学習する。
〔Scenario-1〕適切な source control（40 分），
Agenda：〔講義〕シミュレーションのルール説明（10 分），
〔Scenario-2〕profound shock，ARDS 合併（60 分），
〔Scenario-3〕sepsis-induced myocardial dysfunction
合併（60 分），
〔まとめと質疑応答〕
（10 分）を予定している。Scenario-2 と Scenario-3 では，ICU 入室期
間における fluid balance，経肺熱希釈法計測データ（GEDI，SVRI，EVLWI，PVPI 等），胸部 X 線，動
脈血液ガス分析，血算／凝固／生化学のデータを供覧し，双方向性ディスカッションを行う。
【開催概要】
開催日：2 月 14 日（日）8 時 30 分〜12 時 00 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「布引」
インストラクター（予定）：
遠藤 智之（東北大学大学院医学系研究科総合地域医療研修センター），
小林 正和（石巻赤十字病院救急科副部長）
募集人数：18 名

11．シミュレーション教育

―学習者が意欲的に学ぶデブリーフィングへ。指導者のスキルを磨くワークショップ
学習効果の高いシミュレーション教育を実施するためには，明確な学習目標に沿ったシナリオの作
成・開発・評価に加え，効果的な“デブリーフィング（振り返り）”が重要です。デブリーフィングとは，
指導者の導きにより，学習者自らがシミュレーションセッションでの「思考・感情・行動・態度」などを
振り返り，参加者とのディスカッションを交えて，
「知識と技術の統合」や「新たな学習課題」を確認し
あうものであり，指導者には高いスキルが求められます。しかし，そのスキルを習得することは非常に難
しく，シミュレーション教育に携わる多くの者が困難さを感じながら，日々試行錯誤しているのが現状で
はないでしょうか。
そこで，前回の学術集会に引き続き，講師に阿部幸恵先生を迎え，シミュレーションにおける教育技法
のひとつであるデブリーフィングに焦点を当て，本セミナーを企画しました。
ここでは，①講師によるデブリーフィングの講義の後，②デブリーフィングガイドの作成，③シミュレ
ーション（人工呼吸器のアラーム対応等）におけるデブリーフィングの実践，④評価表に基づくスキル評
価等を体験することで，効果的なデブリーフィングの基礎を学び，スキルのブラッシュアップを目指しま
す。
日頃シミュレーション教育において指導的役割を担っている方だけでなく，これからシミュレーショ
ン教育を学ぼうと考えている方々に是非参加していただきたいと考えております。
到達目標：
１．デブリーフィングの定義を理解できる。
２．デブリーフィングガイドの意味を理解してガイドを作成できる。
３．デブリーフィングを体験して評価できる。
【開催概要】
開催日：2 月 14 日（日）8 時 30 分〜12 時 00 分
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会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「北野」
インストラクター（予定）：
阿部 幸恵（東京医科大学病院 シミュレーションセンター長）
募集人数：30 名
12．J-PAD ガイドライン：ツールを使ってみよう

日本集中治療医学会では 2014 年に「日本版・集中治療室における成人重症患者に対する痛み・不穏・
せん妄管理のための臨床ガイドライン；Japanese guidelines for the management of Pain, Agitation,
and Delirium in intensive care unit（J-PAD ガイドライン）」を策定いたしました。この J-PAD ガイドラ
インでは「痛み・不穏・せん妄の管理」の重要性と対策について提言しており，今後，国内の多くの施設
で取り入れられ，重症患者の予後改善に寄与することを期待しております。
「痛み・不穏・せん妄の管
J-PAD ガイドラインの普及活動の一環として，昨年の学術集会に引き続き，
理」の鍵となる評価ツールの活用に関するハンズオンセミナーを企画いたしました。セミナー内容とし
て，
「正しいツールの使い方」についての 30 分程度の座学の後，10 名程度のグループごとにビデオ映像
教材やシナリオを用いた実際の判定演習，質疑応答などを予定しています。
【開催概要】
開催日：2 月 14 日（日）8 時 30 分〜12 時 00 分
会 場：神戸ポートピアホテル 本館地下 1 階「菊水」
コーディネーター（予定）：
布宮 伸（自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座集中治療医学部門）
インストラクター（予定）：
日本集中治療医学会 J-PAD ガイドライン検討委員会委員
植村 桜（地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター教育研修センター），
古賀 雄二（学校法人鉄蕉館亀田医療大学看護学部看護学科成人看護学），
吹田 奈津子（日本赤十字社和歌山医療センター集中治療室），
茂呂 悦子（自治医科大学附属病院集中治療_部），
鶴田 良介（山口大学大学院医学系研究科救急・総合診療医学分野），
西 信一（兵庫医科大学集中治療医学科），
長谷川 隆一（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院救急・集中治療科）
募集人数：30 名（職種を問わず，集中治療に従事する医療職を対象に，同一施設 2 名まで）
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－関連学術集会のご案内－
1．第 225 回 ICD 講習会

会 期：2016 年 2 月 14 日（日）14 時 00 分〜16 時 00 分
会 場：神戸国際展示場 1 号館 2 階 展示室 2B
主 催：ICD 制度協議会
テーマ：院内感染症の予防
※ 事前申込が必要です。詳しくは ICD 制度協議会ホームページをご覧ください。

2．第 26 回日本経皮的心肺補助（PCPS）研究会

会 期：2016 年 2 月 14 日（日）13 時 30 分〜17 時 30 分
会 場：神戸国際展示場 2 号館 3 階 3A 会議室
会 長：正井 崇史（桜橋渡辺病院 心臓血管外科）
参加費：2,000 円（第 43 回日本集中治療医学会学術集会にご参加の方は無料）
主 催：日本経皮的心肺補助（PCPS）研究会
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【合同プログラム】
会長基調講演
2 月 12 日（金） 8：30 ～ 9：00 第 1 会場
会長基調講演（PL1） Be an Intensivist
演者
座長

神戸ポートピアホテル 南館 1F

ポートピアホール

西村 匡司（徳島大学大学院救急集中治療医学）
時岡 宏明（総合病院岡山赤十字病院麻酔科）

記念講演
2 月 12 日（金） 9：10 ～ 9：50 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール
岩月賢一記念講演（ML1） Often, Less is More and The Earlier The Better in Critical Care
演者
座長

Koh Y（Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan
College of Medicine, Seoul, Korea）
西村 匡司（徳島大学大学院救急集中治療医学）

基調講演
2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：10 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール
基調講演 1（KL1） NICE in the Netherlands History, Organization, and Achievements
演者

座長

De Keizer N（National Intensive Care Evaluation (NICE) foundation and Academic Medical Center University of Amsterdam, the Netherlands）
藤谷 茂樹（公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科）

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 7 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
基調講演 2（KL2） 小児急性脳症の臨床と画像
演者
座長

高梨 潤一（東京女子医科大学八千代医療センター小児科）
植田 育也（埼玉県立小児医療センター集中治療室・救急準備担当）

2 月 12 日（金） 9：00 ～ 9：50 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F
基調講演 3（KL3） 集中治療分野における Comfort Care の本質の探究
演者
座長

エメラルド

江川 幸二（神戸市看護大学）
木田 菊恵（徳島大学病院看護部）
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コンベンションホール南

2 月 12 日（金） 9：00 ～ 9：50
招聘講演 1（IL1） Fluid therapy
演者

座長

第 5 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

サファイア

De Backer D（Department of Intensive Care, CHIREC Hospitals, Université Libre de Bruxelles, Brussels,
Belgium）
小倉 裕司（大阪大学医学部付属病院高度救命救急センター）

2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
招聘講演 2（IL2） Physiological basis for functional hemodynamic monitoring
演者

座長

Pinsky M（Critical Care Medicine, Bioengineering, Cardiovascular Disease, Clinical & Translational Disease
and Anesthesiology, Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh And Department of
Anesthesiology, University of California, San Diego, USA）
山科 章（東京医科大学循環器内科）

2 月 12 日（金） 16：40 ～ 17：30
招聘講演 3（IL3） Medical Error
演者
座長

第 8 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

大輪田 C

Kacmarek RM
（Department of Anaesthesia, Harvard Medical School/ Massachusetts General Hospital, USA）
大藤 純（徳島大学病院救急集中治療部）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 15：30 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
招聘講演 5（IL5） What we should concern in ARDS treatment
演者
座長

ダイヤモンド

Suyama （Department
J
of Emergency Medicine, University of Pittsburgh School of Medicine, USA）
祖父江 和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 9：50 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
招聘講演 4（IL4） Patient-Ventilator Asynchrony and Impact on Outcome!
演者
座長

サファイア

大輪田 C

Koh Y（Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan
College of Medicine, Seoul, Korea）
橋本 悟（京都府立医科大学附属病院集中治療部）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 15：30 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F サファイア
招聘講演 6（IL6） Using hemodynamic monitoring to diagnose and treat critical illness
演者

座長

Pinsky M（Critical Care Medicine, Bioengineering, Cardiovascular Disease, Clinical & Translational Disease
and Anesthesiology, Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh And Department of
Anesthesiology, University of California, San Diego, USA）
讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部）

2 月 13 日（土） 15：40 ～ 16：30
招聘講演 7（IL7）
IL7-1
IL7-2

第 5 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

サファイア

座長 竹田 晋浩（かわぐち心臓呼吸器病院）
Pathophysiology and management of cardiac pulmonar y edema
演者 Masip （Department
J
of Intensive Care Medicine, University of Barcelona, Spain）
Recent Concept for the Pharmacological Management of Acute Hear t Failure
演者 Mebazaa A（Department of Anesthesia and Critical care, University of Paris Diderot, France）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 15：30 第 7 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F エメラルド
招聘講演 8（IL8） Definition and Risk Stratification of Pediatric ARDS: Motivation and summary of the pediatric acute lung
injury consensus conference definitions
演者
座長

Khemani R（Department of Pediatrics, Children’s Hospital Los Angeles, USA）
中川 聡（国立研究開発法人国立成育医療研究センター病院集中治療科）

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 9：50 第 8 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
招聘講演 9（IL9） Ventilator-associated pneumonia
演者
座長

ダイヤモンド

Iskit AT（Department of Intensive Care, Hacettepe University, Turkey）
志馬 伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学）

2 月 13 日（土） 16：50 ～ 17：30 第 8 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F ダイヤモンド
招聘講演 10（IL10） Management of Patients with a Novel Virus (Emerging Diseases)
演者
座長

Weinstein G（Southwest Pulmonary Associates at Texas Health Presbyterian Dallas, USA）
児玉 貴光（愛知医科大学災害医療研究センター）
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2 月 13 日（土） 14：40 ～ 15：30 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2B 展示室
招聘講演 11（IL11） Post-ICU disease: the French and euRopean Outcome reGistry in Intensive Care Unit（FROG-ICU）
study
演者
座長

Mebazaa A（Department of Anesthesia and Critical care, , University of Paris Diderot, France）
武居 哲洋（横浜市立みなと赤十字病院集中治療部）

2 月 13 日（土） 15：40 ～ 16：30 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F
招聘講演 12（IL12） Nutritional support in critically ill patients
演者

座長

Arabi Y（Intensive Care Department Medical Director, Respiratory Services Professor, College of Medicine
King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences King Abdulaziz Medical City Riyadh, Kingdom of
Saudi Arabia）
東別府 直紀（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科 /NST）

2 月 14 日（日） 9：00 ～ 9：50 第 2 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
招聘講演 13（IL13） End-of-life care in Asian ICUs
演者
座長

2A 会議室

大輪田 A

Koh Y（Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan
College of Medicine, Seoul, Korea）
江木 盛時（神戸大学医学部附属病院麻酔科）

2 月 14 日（日） 10：00 ～ 10：50 第 2 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
招聘講演 14（IL14） End-of-life Care in ICU in US
演者
座長

Shigemitsu H（Division of Pulmonary & Critical Care Medicine, University of Nevada School of Medicine, Las
Vegas, Nevada, USA）
橋本 悟（京都府立医科大学附属病院集中治療部）

2 月 14 日（日） 10：00 ～ 10：50 第 8 会場
招聘講演 15（IL15） Disaster Management
演者
座長

大輪田 A

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

ダイヤモンド

Suyama （Department
J
of Emergency Medicine, University of Pittsburgh School of Medicine, USA）
谷川 攻一（福島県立医科大学）
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2 月 12 日（金） 15：40 ～ 16：30 第 5 会場
特別講演 1（SL1） Lactate Revisited
演者

座長

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

De Backer D（Department of Intensive Care, CHIREC Hospitals, Université Libre de Bruxelles, Brussels,
Belgium）
松嶋 麻子（名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学）

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 6 会場
特別講演 2（SL2） Prevention of Delirium
演者
座長

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

第 8 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

ダイヤモンド

Dorman T（Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Johns Hopkins Medicine, USA）
氏家 良人（川崎医科大学救急総合診療医学講座）

2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 8 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
特別講演 4（SL4） Bedside assessment of hemodynamics
演者

座長

座長

ダイヤモンド

Takala J（Department of Intensive Care Medicine, University Hospital Bern（Inselspital）and University of
Bern, Bern, Switzerland）
森崎 浩（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：05
特別講演 5（SL5） MERS in Seoul
演者

トパーズ

Ely W
（Department of Pulmonary and Critical Care and Health Services Research, Vanderbilt University, USA）
行岡 秀和（大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科救急医学講座）

2 月 12 日（金） 9：00 ～ 9：50
特別講演 3（SL3） Leadership
演者
座長

サファイア

第 8 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

ダイヤモンド

Suh GY（Department of Critical Care Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School
of Medicine, Seoul, Korea）
川前 金幸（国立大学法人山形大学医学部附属病院麻酔科）

2 月 12 日（金） 15：05 ～ 15：30 第 8 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F ダイヤモンド
特別講演 6（SL6） Infection with the Middle East Respiratory coronavirus（MERS-CoV）
演者

座長

Arabi Y（Intensive Care Department Medical Director, Respiratory Services Professor, College of Medicine
King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences King Abdulaziz Medical City Riyadh, Kingdom of
Saudi Arabia）
川前 金幸（国立大学法人山形大学医学部附属病院麻酔科）

2 月 12 日（金） 15：40 ～ 16：30 第 8 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F ダイヤモンド
特別講演 7（SL7） Recommendations for ICU disaster preparedness: lessons learned from natural, accidental and
intentional events
演者
座長

Wax R（Department of Medicine, Queen’s University and University of Toronto, Canada）
大友 康裕（東京医科歯科大学医歯学総合研究科救急災害医学分野）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 15：30 第 13 会場
特別講演 8（SL8） 医学研究と倫理
演者
座長

神戸ポートピアホテル 南館 1F

ポートピアホール

久坂部 羊（作家 / 大阪人間科学大学社会福祉学科）
西村 匡司（徳島大学大学院救急集中治療医学）

2 月 14 日（日） 9：00 ～ 9：50 第 3 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
特別講演 10（SL10） 医療改革：必要な ICU ベッド数は？
演者
座長

3A 会議室

仲野 徹（大阪大学大学院医学系研究科病理学）
氏家 良人（川崎医科大学救急総合診療医学講座）

2 月 14 日（日） 9：00 ～ 10：00 第 1 会場
特別講演 9（SL9） 死をいかに迎えるか
演者
座長

神戸国際展示場 2 号館 3F

松田 晋哉（産業医科大学医学部公衆衛生学教室）
多治見 公髙（秋田労災病院）
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2 月 14 日（日） 9：00 ～ 9：50 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C
特別講演 11（SL11） インフルエンザ感染の重症化機序と，その予防と治療の最新知見
演者
座長

木戸 博（徳島大学疾患酵素学研究センター）
藤谷 茂樹（公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科）

2 月 14 日（日） 10：00 ～ 10：50 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
特別講演 12（SL12） A Viral Threat to Us; focused on respiratory failure
演者
座長

大輪田 C

Koh Y（Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan
College of Medicine, Seoul, Korea）
鈴川 正之（学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院救急医療）

2 月 14 日（日） 9：50 ～ 10：50 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
特別講演 13（SL13） Up-to-date of Neurocritical Care

サファイア

2 月 14 日（日） 8：30 ～ 10：00 第 8 会場
特別講演 14 A novel viral infection

ダイヤモンド

演者
座長

SL1 4 -1
SL1 4 -2

Geocadin RG（Neurosciences Critical Care, Johns Hopkins University School of Medicine, USA）
永山 正雄（国際医療福祉大学熱海病院神経内科）

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

座長 児玉 貴光（愛知医科大学災害医療研究センター）
Management of the first cases of Ebola Vir us Disease in the United States
演者 Weinstein G（Southwest Pulmonary Associates at Texas Health Presbyterian Dallas, USA）
Ebola, Ethics and Staf f Challenges to Providing Care
演者 Nagel N（Texas Health Resources/Southwest Pulmonary Associates, USA）

2 月 14 日（日） 9：00 ～ 9：30 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール南
特別講演 15（SL15） 若手医師のための人工呼吸器ワークショップの取り組み
演者
座長

田中 竜馬（LDS Hospital 呼吸器内科・集中治療科）
小松 由佳（杏林大学医学部付属病院看護部）
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2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 2 会場
教育講演 1（EL1） VCV と PCV を理解する

神戸ポートピアホテル 南館 1F

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 2 会場
教育講演 2（EL2） 吸気圧の設定方法

神戸ポートピアホテル 南館 1F

2 月 12 日（金） 15：40 ～ 16：30 第 2 会場
教育講演 3（EL3） Difficult Weaning

神戸ポートピアホテル 南館 1F

演者
座長

演者
座長

演者

座長

大塚 将秀（横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）
山下 幸一（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学）

大輪田 A

Lim CM（Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Ulsan College of Medicine,
Asan Medical Center, Seoul, Korea）
大塚 将秀（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）

大輪田 B

竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
鈴川 正之（学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院救急医療）

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 3 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
教育講演 5（EL5） 換気モードの基礎と臨床，その問題点を探る
演者
座長

大輪田 A

吉田 健史（トロント大学こども病院）
中村 利秋（長崎労災病院救急集中治療科）

2 月 12 日（金） 9：00 ～ 9：50 第 3 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
教育講演 4（EL4） ARDS 患者における人工呼吸中の呼吸生理
演者
座長

大輪田 A

大輪田 B

時岡 宏明（岡山赤十字病院麻酔科）
岡元 和文（丸子中央病院救急科総合診療科）

2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C
教育講演 6（EL6） 安全に早期離床 / 運動を行うための集中治療室でのフィジカルアセスメント
演者
座長

髙田 順子（東京ベイ・浦安市川医療センターリハビリテーション室）
眞渕 敏（兵庫医科大学病院リハビリテーション部）

2 月 12 日（金） 16：40 ～ 17：30 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
教育講演 7（EL7） ICU からはじめる早期離床
演者
座長

田中 竜馬（LDS Hospital 呼吸器内科・集中治療科）
宇都宮 明美（聖路加国際大学看護学部成人看護学）

2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 6 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
教育講演 8（EL8） 人工呼吸と Heart-lung interaction
演者
座長

大輪田 C

トパーズ

今中 秀光（徳島大学病院 ER 災害医療診療部）
土井 松幸（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部）

2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 7 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F エメラルド
教育講演 9（EL9） Ventilatory Management in Pediatric ARDS: What is different from adults?
演者
座長

Khemani R（Department of Pediatrics, Children’s Hospital Los Angeles, USA）
岩崎 達雄（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学講座）

2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール南
教育講演 10（EL10） 集中治療の現場にこそ必要な，優しさを伝えるケア技術：ユマニチュード
演者
座長

本田 美和子（国立病院機構東京医療センター）
高岡 勇子（北海道大学病院集中治療部）

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール南
教育講演 11（EL11） 集中治療領域における看護師の臨床実践能力とその育成
演者
座長

宇都宮 明美（聖路加国際大学看護学部成人看護学）
明神 哲也（東京医科大学病院看護部）
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教育講演

プログラム
合
同

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F
教育講演 12（EL12） 周術期における血液浄化療法
演者

座長

2A 展示室

2
升田 好樹 1，巽 博臣 1，千原 伸也 （1.
札幌医科大学医学部集中治療医学，2. 札幌医科大学附属病院臨床工学
部）
倉島 直樹（東京医科歯科大学医学部附属病院 ME センター）

2 月 12 日（金） 15：40 ～ 16：30 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2A 展示室
教育講演 13（EL13） 血行動態モニタリング：心拍出量・心拍出量変動率・心臓拡張末期容量・肺血管外水分量・肺血管透
過性係数
演者
座長

田上 隆（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター）
野口 裕幸（CE 野口企画）

2 月 12 日（金） 9：00 ～ 9：50 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F
教育講演 14（EL14） Temperature management in traumatic head injury
演者
座長

2B 展示室

Saxena M（Department of Intensive Care Medicine, St. George Hospital, Australia）
相引 眞幸（愛媛大学医学部附属病院救急医学）

2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2B 展示室
教育講演 15（EL15） ミトコンドリアを標的とした細胞保護ストラテジーの最前線
演者
座長

市瀬 史（ハーバードメディカルスクール・マサチューセッツ総合病院麻酔・集中治療科）
落合 亮一（東邦大学医療センター大森病院麻酔科）

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F
教育講演 16（EL16） ICU 領域におけるせん妄と敗血症関連脳症
演者
座長

鶴田 良介，小田 泰崇（山口大学大学院医学系研究科救急・総合診療医学分野）
織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）

2 月 12 日（金） 9：00 ～ 9：50 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F
教育講演 17（EL17） 観察研究のデータ解析：交絡と傾向スコア
演者
座長

2A 会議室

新谷 歩（大阪大学大学院医学系研究科臨床統計疫学寄附講座）
多治見 公髙（秋田労災病院）

2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F
教育講演 18（EL18） How to Use the SMR to Improve Quality of Care
演者
座長

2B 展示室

2A 会議室

De Keizer N（National Intensive Care Evaluation（NICE）foundation and Academic Medical Center University of Amsterdam, the Netherlands）
土手 健太郎（愛媛大学医学部附属病院集中治療部）

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F 2A 会議室
教育講演 19（EL19） Multicentre research in Asian intensive care –a new dawn
演者
座長

Phua （Department
J
of Internal Medicine, National University Hospital, Singapore）
江木 盛時（神戸大学医学部附属病院麻酔科）

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 13 会場 神戸国際展示場 2 号館 3F
教育講演 20（EL20） 救急・集中治療に必要な脳神経所見の診かた
演者
座長

3A 会議室

永山 正雄（国際医療福祉大学熱海病院神経内科脳卒中・神経センター）
木下 順弘（国立病院機構大阪医療センター集中治療部）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 15：30 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
教育講演 21（EL21） The Surviving Sepsis Campaign: an Update in 2016
演者

座長

Rhodes A（Department of Intensive Care Medicine, Anaesthesia, St. George’s University Hospitals NHS
Foundation Trust, UK）
松嶋 麻子（名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学）

2 月 13 日（土） 10：00 ～ 10：50 第 2 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
教育講演 22（EL22） 持続腎代替療法（CRRT）─ Japanese Way ─
演者

座長

ポートピアホール

大輪田 A

片山 浩，吉田 悠紀子，福田 直樹，那須 敬，日根野谷 一，落合 陽子，花崎 元彦（川崎医科大学麻酔・集中治
療医学 3）
織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
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演者
座長

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 B

石井 宣大（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター臨床工学部）
山本 信章（順天堂大学浦安病院臨床工学室）

2 月 13 日（土） 10：00 ～ 10：50 第 3 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B
教育講演 24（EL24） High-flow Oxygen Therapy: effect on aeration and ventilation of the lung
演者
座長

Lim CM（University of Ulsan College of Medicine, Asan Medical Center, Seoul, Korea）
橋本 悟（京都府立医科大学附属病院集中治療部）

2 月 13 日（土） 10：00 ～ 10：50 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
教育講演 25（EL25） 自発呼吸を温存しながら低一回換気量を維持するには

大輪田 C

2 月 13 日（土） 15：40 ～ 16：30 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
教育講演 26（EL26） 最適 PEEP へのアプローチ

大輪田 C

2 月 13 日（土） 16：40 ～ 17：30 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
教育講演 27（EL27） 酸素化の目標値はいくらにすべきか

大輪田 C

演者
座長

演者
座長

演者
座長

内山 昭則（大阪大学医学部附属病院集中治療部）
中根 正樹（国立大学法人山形大学医学部附属病院高度集中治療センター）

中根 正樹（山形大学医学部附属病院高度集中治療センター）
星 邦彦（東北大学病院集中治療部）

鈴木 聡（岡山大学病院集中治療部）
鈴川 正之（学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院救急医療）

2 月 13 日（土） 16：40 ～ 17：30 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
教育講演 28（EL28） 循環不全患者のせん妄予防

サファイア

2 月 13 日（土） 10：00 ～ 10：50 第 8 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
教育講演 29（EL29） 院内感染をいかに予防するか ～ 21 世紀の挑戦～

ダイヤモンド

演者
座長

演者
座長

布宮 伸（自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座集中治療医学部門）
中川 晋（東京都済生会中央病院循環器科）

朝野 和典（大阪大学医学部感染制御部）
安宅 一晃（奈良県立医科大学附属病院医療安全推進室）

2 月 13 日（土） 16：40 ～ 17：30 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F
教育講演 30（EL30） 急性期における緩和ケア
演者
座長

コンベンションホール南

高田 弥寿子（国立循環器病研究センター看護部）
茂呂 悦子（学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院看護部）

2 月 13 日（土） 10：00 ～ 10：50 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2B 展示室
教育講演 31（EL31） 生命維持管理装置稼働下における患者のリハビリテーションを安全に行うために
演者
座長

林 久美子（岡山大学病院臨床工学部）
森沢 知之（兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科）

2 月 13 日（土） 10：00 ～ 10：50 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F
教育講演 32（EL32） 重症患者に必要な蛋白質の量は

2A 会議室

2 月 13 日（土） 16：40 ～ 17：30 第 12 会場
教育講演 33（EL33） 栄養管理の基本中の基本

2A 会議室

演者
座長

演者
座長

田村 貴彦（高知大学医学部麻酔科学集中治療医学講座）
真弓 俊彦（産業医科大学医学部救急医学）

神戸国際展示場 2 号館 2F

井上 善文（大阪大学栄養ディバイス未来医工学共同研究部門）
祖父江 和哉（名古屋市立大学大学院医学系研究科麻酔科学・集中治療医学分野）

2 月 13 日（土） 10：00 ～ 10：50 第 13 会場 神戸国際展示場 2 号館 3F
教育講演 34（EL34） 系統的レビューとコクラン共同計画
演者
座長

森 臨太郎（国立成育医療研究センター政策科学研究部）
西村 匡司（徳島大学大学院救急集中治療医学）
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2 月 13 日（土） 8：00 ～ 8：50 第 3 会場
教育講演 23（EL23） 酸素療法 up-to-date
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合
同

2 月 14 日（日） 10：00 ～ 10：50 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F
教育講演 35（EL35） ICU において見逃してはいけないサイン
演者
座長

2A 会議室

東條 圭一，藤井 正実，木下 春奈，田村 美沙紀，中村 恭子（北里大学病院）
赤松 伸朗（大阪市立総合医療センター臨床研究センター）
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2 月 12 日（金） 15：40 ～ 17：30 第 13 会場
教育セミナー 1 専門医のための神経集中治療

神戸国際展示場 2 号館 3F

3A 会議室

座長

EDS1 -1

EDS1 -2
EDS1 -3
EDS1 -4

垣花 泰之（鹿児島大学病院救急・集中治療部）
加藤 正哉（和歌山県立医科大学医学部救急・集中治療医学教室）
神経集中治療の基礎知識
演者 畝本 恭子，久野 将宗，田上 隆，諸江 雄太，福田 令雄，金子 純也，磐井 佑輔，田中 知恵（日本医科大学多摩
永山病院救命救急センター）
持続脳波モニタリング
演者 小畑 仁司（大阪府三島救命救急センター）
頭蓋内圧モニタリングの現況
演者 本多 満（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）
脳内酸素飽和度から脳循環代謝を学ぼう
1
演者 末廣 栄一 1, 2，鈴木 倫保（1.
山口大学医学部脳神経外科，2. 山口大学医学部附属病院先進救急医療センター）

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 9：50
教育セミナー 2 肺エコー
EDS2

第 7 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

ABCD sonography ～生理学的異常に対する超音波学的アプローチ（気道・呼吸編）～
演者 鈴木 昭広（東京慈恵会医科大学麻酔科学講座）
座長 安宅 一晃（奈良県立医科大学附属病院医療安全推進室）

2 月 13 日（土） 10：00 ～ 10：50 第 7 会場
教育セミナー 3 胸部 X 線の読み方
EDS3

第 10 会場

神戸国際展示場 1 号館 2F

2A 展示室

第 10 会場

神戸国際展示場 1 号館 2F

第 10 会場

神戸国際展示場 1 号館 2F

EDS7 -3

2A 展示室

（第一部）座長 奥寺 敬（富山大学医学部救急・災害医学講座）
基調講演：JRC 蘇生ガイドライン 2 0 1 5 ─脳神経蘇生 / 脳神経救急・集中治療のポイント
演者 永山 正雄（国際医療福祉大学熱海病院神経内科脳卒中・神経センター）
（第二部）座長

EDS7 -2

2A 展示室

臨床工学技士が知っておくべき敗血症性 ARDS の呼吸管理
演者 相嶋 一登（横浜市立市民病院臨床工学部）
座長 酒井 基広（東京女子医科大学病院臨床工学部）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 17：00 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F
教育セミナー 7 専門医のための神経集中治療 advanced requirement
EDS7 -1

2A 展示室

敗血症に対する急性血液浄化療法
演者 森實 雅司（済生会横浜市東部病院臨床工学部）
座長 酒井 基広（東京女子医科大学病院臨床工学部）

2 月 13 日（土） 10：20 ～ 10：50
教育セミナー 6 基礎セミナー 3
EDS6

エメラルド

敗血症の病態と治療 ─病態の概要と治療の全体像─
演者 垣花 泰之（鹿児島大学医歯学総合研究科救急・集中治療医学分野）
座長 酒井 基広（東京女子医科大学病院臨床工学部）

2 月 13 日（土） 9：50 ～ 10：20
教育セミナー 5 基礎セミナー 2
EDS5

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

胸部 X 線写真の読影：肺水腫を中心に
演者 富山 憲幸（大阪大学大学院医学系研究科放射線医学）
座長 福岡 敏雄（倉敷中央病院総合診療科・救命救急センター）

2 月 13 日（土） 9：20 ～ 9：50
教育セミナー 4 基礎セミナー 1
EDS4

エメラルド

武田 吉正（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学講座）
山下 進（独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院救急科）
重症頭部外傷患者の神経集中治療
演者 横堀 將司 1, 2，金谷 貴大 2，纐纈 健太 3，金子 純也 4，恩田 秀賢 2，桑本 健太郎 2，荒木 尚 2，畝本 恭子 1, 4，布施 明 1, 2，
2
横田 裕行 1, （1.
日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野，2. 日本医科大学付属病院救命救急科，3. 日本
医科大学付属病院脳神経外科，4. 日本医科大学多摩永山病院救命救急センター）
重症くも膜下出血後の集中治療 ─新たな循環管理の提唱
演者 磯谷 栄二（東京女子医科大学東医療センター救急医療科救命救急センター）
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EDS7 -4
EDS7 -5

EDS7 -6

脳卒中患者の集中治療
演者 澤村 淳（北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野）
小児急性脳症の集中治療
演者 澤田 奈実，櫻井 淳，伊原 慎吾，桑名 司，小松 智英，杉田 篤紀，山口 順子，小豆畑 丈夫，木下 浩作（日本大
学医学部救急医学系救急集中治療医学分野）
Target Temperature Management
演者 櫻井 淳，山口 順子，杉田 篤紀，田上 瑠美，小松 智英，澤田 奈美，堀 智志，伊原 慎吾，木下 浩作（日本大学
医学部救急医学系救急集中治療医学分野）
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2 月 12 日（金） 16：40 ～ 18：10 第 2 会場
シンポジウム 1 肺保護戦略 up-to-date
SY1 -1
SY1 -2
SY1 -3
SY1 -4

腹臥位換気

座長

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 A

竹田 晋浩（かわぐち心臓呼吸器病院）

倉橋 清泰（横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科）
肺保護戦略： 筋弛緩の有用性とそのメカニズム
吉田 健史（トロント大学こども病院）
NPPV
瀬尾 龍太郎（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター）
ECMO による肺保護戦略
市場 晋吾，梅井 菜央，杉田 慎二（日本医科大学付属病院外科系集中治療科）

2 月 12 日（金） 9：50 ～ 10：50
シンポジウム 2 PEEP の決め方

第 3 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 B

座長

SY2 -1
SY2 -2
SY2 -3
SY2 -4

時岡 宏明（総合病院岡山赤十字病院麻酔科）
竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター）
How to Decide the Best PEEP Level: Best Compliance Methods
Kacmarek RM（Department of Anaesthesia, Harvard Medical School/Massachusetts General Hospital, USA）
EIT を利用した PEEP 設定
中根 正樹（山形大学医学部附属病院高度集中治療センター）
「PEEP の決め方」経肺圧測定を基に
竹内 宗之，京極 都，橘 一也（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
PEEP の決め方： Continuous Negative Abdominal Pressure Method
吉田 健史（トロント大学こども病院）

2 月 12 日（金） 15：40 ～ 17：10 第 3 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
シンポジウム 3 新しい換気モードの可能性を探る

大輪田 B

座長

SY3 -1
SY3 -2
SY3 -3
SY3 -4

林 久美子（岡山大学病院救命救急センター）
星 邦彦（東北大学病院集中治療部）
新たな可能性を開いていく ～ NAVA ～
高橋 大二郎（福田病院小児科）
Adaptive Suppor t Ventilation ASV and Intellivent-ASV
内山 昭則（大阪大学医学部附属病院集中治療部）
PAV（propor tional assist ventilation）
今中 秀光（徳島大学病院 ER 災害医療診療部）
新しい換気モードの可能性を探る：「Smar tCare」
西條 幸志，三浦 啓道，増井 浩史，神谷 典男，北本 憲永（聖隷浜松病院臨床工学室）

2 月 12 日（金） 14：40 ～ 16：40 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
シンポジウム 4 早期離床 / 運動を阻害する因子とどう向き合うか ?
座長

SY4 -1
SY4 -2
SY4 -3
SY4 -4

SY4 -5

大輪田 C

横山 俊樹（公立陶生病院呼吸器・アレルギー内科）
清水 孝宏（那覇市立病院）
早期離床 / 運動を阻害する因子：総論
藤本 潤一（横浜労災病院中央集中治療部）
重症敗血症などで多臓器の機能低下を呈しているときの臨床判断
鵜澤 吉宏（亀田総合病院リハビリテーション室）
せん妄対策としての医原性リスク低減 ～ ICU 患者生活のパラダイムシフトと Patient centered care ～
古賀 雄二（学校法人鉄蕉館亀田医療大学成人看護学）
ICU 獲得性筋力低下
神津 玲 1, 2，森本 陽介 2，花田 匡利 2，及川 真人 1, 2，俵 祐一 2，矢野 雄大 2，名倉 弘樹 2，松本 周平 3，東島 潮 3，関野 元
3
裕（1.
長崎大学大学院内部障害リハビリテーション学，2. 長崎大学病院リハビリテーション部，3. 長崎大学病院集
中治療部）
ICU チーム・関連職種間における諸問題
横山 仁志（聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部）
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2 月 12 日（金） 14：40 ～ 15：30 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
シンポジウム 5 敗血症治療にバイオマーカーは有効
SY5 -1
SY5 -2
SY5 -3

サファイア

座長 藤島 清太郎（慶應義塾大学病院総合診療教育センター）
日本版敗血症診療ガイドライン 2 0 1 6 ～定義と診断のストラテジー～
松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
重症敗血症患者のサイトカイン産生能は転帰と関連する
桑名 司，伊原 慎吾，河野 大輔，杉田 篤紀，山口 順子，木下 浩作（日本大学救急医学系救急集中治療医学分野）
急性臓器障害を伴った感染疑い患者における血中 IL-6，プロカルシトニン，プレセプシン，CRP 測定の臨床的意義
高橋 和香，中田 孝明，矢崎 めぐみ，織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）

2 月 12 日（金） 16：40 ～ 17：50 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
シンポジウム 6 敗血症性 DIC における抗凝固療法の位置付け

サファイア

座長

SY6 -1
SY6 -2

SY6 -3
SY6 -4

山川 一馬（大阪府立急性期・総合医療センター）
山田 高成（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）
私が敗血症性 DIC を治療しない理由
岩井 健一（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター麻酔部）
J-SEPTIC DIC study 報告
早川 峰司，齋藤 慎二郎，内野 慈彦，山川 一馬，工藤 大介，飯塚 悠祐，讃井 將満，滝本 浩平，真弓 俊彦（J-SEPTIC
DIC study group）
AT ＆ TM DPC 解析
田上 隆（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター）
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2 0 1 6：（DIC 対策班）
射場 敏明（順天堂大学医学部救急・災害医学）

2 月 12 日（金） 15：40 ～ 17：40 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F
シンポジウム 7 集中治療における看護師の臨床判断能力の育成

コンベンションホール南

座長

SY7 -1
SY7 -2
SY7 -3
SY7 -4
SY7 -5

仁科 典子（大阪警察病院救命センターICU）
栗原 早苗（金沢大学附属病院看護部）
救急医療における ICU 看護師の臨床判断能力の育成 ─看護管理の立場から
田村 富美子（聖路加国際病院救命救急センター）
教室での学びを臨床で活かすために 認定看護師教育の立場から
塚原 大輔（日本看護協会看護研修学校認定看護師教育課程）
集中治療における看護師の臨床判断能力の育成現任教育を行う看護管理者の立場から
山口 弘子（名古屋大学医学部附属病院）
臨床現場における臨床判断能力を養うための実践指導
佐藤 みえ（東邦大学医療センター大森病院救命センター特定集中治療室）
MEWS（修正早期警戒システム）による ICU 看護師の一般病棟での臨床判断は，院内心肺停止を減少させる
宮城 翔太，古謝 竜太，森山 めぐみ，上 恵理子，翁長 朝浩，永井 優子，渡慶次 賀博，西島 功，伊波 潔（医療法人沖
縄徳洲会中部徳洲会病院集中治療部）

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 9：50 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
シンポジウム 8 専門医制度はどうあるべきか
SY8 -1

SY8 -2

SY8 -3

ポートピアホール

座長 松田 兼一（山梨大学医学部救急集中治療医学講座）
集中治療のシミュレーショントレーニングコースの必要性に関するアンケート調査
1
梅井 菜央 1，Berg Benjamin1, 2，市場 晋吾 1，竹田 晋浩 1，杉田 慎二 1，坂本 篤裕 （1.
日本医科大学付属病院外科系集
中治療科，2. University of Hawaii）
3 つの大学病院 ICU の主観的比較
足立 裕史 1，若林 健二 1，中沢 弘一 1，槇田 浩史 1，村瀬 吉郎 2, 4，松田 直之 2，西脇 公俊 2, 3，御室 総一郎 3，土井 松幸 3，
3
中島 芳樹 （1.
東京医科歯科大学医学部附属病院集中治療部，2. 名古屋大学医学部附属病院救急・内科系集中治療
部，3. 浜松医科大学医学部附属病院集中治療部，4. 藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院救急部）
集中治療専門医による open ICU から closed ICU の変更に伴う病院全体の薬剤使用量の変化
坪内 宏樹，川出 健嗣，野手 英明，仲野 実輝，鳥居 隼，橋本 慎介，高橋 伸二（一宮西病院集中治療部）

2 月 13 日（土） 15：40 ～ 16：30 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
シンポジウム 9 EGDT は有効か（敗血症の Eearly Goal-Directed Therapy）
座長

SY9 -1

垣花 泰之（鹿児島大学病院救急・集中治療部）
久志本 成樹（東北大学病院高度救命救急センター）
EGDT は有効か？（敗血症の Early Goal-Directed Therapy）
垣花 泰之（鹿児島大学医歯学総合研究科救急・集中治療医学分野）
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ポートピアホール

SY9 -3

SY9 -4

敗血症の急性期における適正な蘇生輸液とは？ ─巧遅は拙速に如かず
林下 浩士，重光 胤明，孫 麗香，山下 智也，森本 健，石川 順一，福家 顕宏，師岡 誉也，有元 秀樹，宮市 功典（大阪
市立総合医療センター救命救急センター）
敗血症治療における経肺熱希釈法の併用に関する多施設共同研究・中間報告 TPTD-study Group
森澤 健一郎 1，本間 洋輔 7，津久田 純平 1，安田 英人 2，林下 浩士 3，早川 桂 4，一二三 亨 5，真弓 俊彦 6，藤谷 茂樹 7，
1
平 泰彦 （1.
聖マリアンナ医科大学救急医学，2. 武蔵野赤十字病院救命救急センター，3. 大阪市立総合医療セン
ター救命センター，4. さいたま赤十字病院，5. 香川大学医学部附属病院，6. 産業医科大学病院，7. 東京ベイ・浦安
市川医療センター）
敗血症性ショックに対する初期輸液反応性は何で評価可能か？
小林 誠人，杉野 貴彦，藤崎 修，前山 博輝，吉岡 崇，松井 大作，番匠谷 友紀，岡 和幸，門馬 秀介，蕪木 友則（公立
豊岡病院但馬救命救急センター）

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 10：00 第 2 会場
シンポジウム 10 敗血症の予後と血液浄化
SY1 0 -1

SY1 0 -2

SY1 0 -3

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 A

座長 服部 友紀（名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学分野）
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2 0 1 6（ 急性腎障害・血液浄化療法）
4
土井 研人 1，貞広 智仁 2，山下 千鶴 3，中田 孝明 （1.
東京大学医学部救急部・集中治療部，2. 東京女子医科大学八千
代医療センター救急科・集中治療部，3. 藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座，4. 千葉大学大学院医
学研究院救急集中治療医学）
わが国における敗血症性 AKI と CRR T の現状：DPC データからの知見
1
土井 研人 1，岩上 将夫 2，康永 秀生 2，矢作 直樹 （1.
東京大学医学部救急部・集中治療部，2. 東京大学大学院公共健
康医学専攻臨床疫学・経済学分野）
Who may not benefit from continuous renal replacement therapy in acute kidney injur y？
河原崎 宏雄（稲城市立病院腎臓内科）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 16：40 第 2 会場
シンポジウム 11 臓器連関を理解しよう

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 A

座長

SY1 1 -1
SY1 1 -2
SY1 1 -3
SY1 1 -4
SY1 1 -5
SY1 1 -6

山科 章（東京医科大学循環器内科）
谷口 巧（金沢大学附属病院集中治療部）
「脳」こそが循環動的恒常性維持システムの中枢である ～脳は心臓と会話している～
岸 拓弥（九州大学循環器病未来医療研究センター）
急性および慢性の心肝連関
大谷 朋仁，坂田 泰史（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）
臓器関連を理解しよう：心肺連関
吉田 健史（トロント大学こども病院）
循環器集中治療における心腎連関
佐藤 直樹（日本医科大学武蔵小杉病院内科・循環器内科・集中治療室）
慢性肝疾患における肝と肺の臓器相関
丸山 紀史，横須賀 收（千葉大学大学院医学研究院消化器腎臓内科学）
肝腎
長澤 康行（兵庫医科大学内科学腎・透析科）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 16：10
シンポジウム 12 HFNC：小児

第 3 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

座長

SY1 2 -1
SY1 2 -2

SY1 2 -3

SY1 2 -4

大輪田 B

川崎 達也（静岡県立こども病院小児集中治療センター）
三住 拓誉（神戸大学医学部附属病院集中治療部）
小児集中治療における High-flow nasal cannula の臨床的意義
川口 敦（アルバータ大学小児集中治療科）
High-flow nasal cannula（ HFNC）導入による小児呼吸不全患者に対する治療戦略の変化
2
福政 宏司 1，松本 正太朗 2，小林 徹 3，中川 聡 （1.
国立成育医療研究センター総合診療部救急診療科，2. 国立成育医
療研究センター手術・集中治療部集中治療科，3. 国立成育医療研究センター臨床研究開発センター開発企画部）
小児における抜管後呼吸不全に対するハイフローネーザルカニューラと非侵襲的陽圧換気の検討
和田 翔，嶋岡 英輝，宇城 敦司，大塚 康義，山本 泰史，奥村 将年，岩田 博文，菅 敏晃，宮内 清司（大阪市立総合医
療センター集中治療部）
小児の急性呼吸不全における，非侵襲的人工呼吸管理（NPPV）と Nasal high flow 療法（NHFT）の治療成績
2
林 拓也 1，山田 香里 1，永渕 弘之（1.
神奈川県立こども医療センター救急診療科，2. 神奈川県立こども医療センター
集中治療科）
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2 月 13 日（土） 16：10 ～ 17：40
シンポジウム 13 HFNC：成人

第 3 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 B

座長

SY1 3 -1

SY1 3 -2

SY1 3 -3

SY1 3 -4

SY1 3 -5

川崎 達也（静岡県立こども病院小児集中治療センター）
三住 拓誉（神戸大学医学部附属病院集中治療部）
胸水量が High-flow nasal cannula 療法・非侵襲的陽圧換気の失敗に与える影響
古賀 靖卓 1，金田 浩太郎 1，水口 市子 2，井上 智顕 1，中原 貴志 1，宮内 崇 1，藤田 基 1，河村 宜克 1，小田 泰崇 1，鶴田
1
良介（1.
山口大学医学部附属病院先進救急医療センター，2. 小倉医療センター呼吸器内科）
Nasal High Flow は術後無気肺の有用な治療法になりうるか
木田 真紀，柴田 尚明，田中 真生，中島 強，山下 真史，宮本 恭兵，米満 尚史，島 幸宏，岩崎 安博，加藤 正哉（和歌
山県立医科大学救急集中治療医学講座）
抜管後呼吸不全予防における High Flow Nasal Cannula Oxygen の有効性の検討
高橋 宏之 1, 4，赤池 真奈美 2, 4，小林 利通 3, 4，川名 由浩 3，栗山 桂一 1，吉川 和秀 1，植木 穣 1，高橋 政照 1，磯谷 栄二 1
（1. 東京女子医科大学東医療センター救急医療科，2. 東京女子医科大学東医療センター看護部，3. 東京女子医科大
学東医療センター臨床工学室，4. 東京女子医科大学東医療センターRespiratory Support Team）
High-flow nasal cannula 療法の適応と限界
3
紺野 大輔 1，斎藤 浩二 2，民井 亨 3，星 邦彦 2，亀山 良亘 2，山内 正憲 （1.
大崎市民病院麻酔科，2. 東北大学病院集中
治療部，3. 東北大学病院麻酔科）
杏林大学病院における経鼻高流量酸素療法の急性期及び終末期における使用実態調査
岡野 弘，森山 潔，金井 理一郎，田口 敦子，小谷 真理子，山田 達也，萬 知子（杏林大学医学部麻酔科学教室）

2 月 13 日（土） 8：00 ～ 8：50 第 6 会場
シンポジウム 14 ショック時の初期輸液
SY1 4 -1

SY1 4 -2

SY1 4 -3

SY1 4 -4

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

座長 垣花 泰之（鹿児島大学病院救急・集中治療部）
心臓血管外科術後急性期のショックに対する輸液負荷の検討 HES or アルブミン？
1
大村 和也 1，星野 哲也 1，金尾 邦生 1，木村 慎一 1，佐藤 智行 2，高橋 宏行（1.
済生会横浜市東部病院集中治療科，2. 済
生会横浜市東部病院麻酔科）
高流量三方活栓が導く未来 ─初期輸液療法を再考する─
3
山口 敬史 1, 3，土井 智喜 1, 3，六車 崇 1, 3，中村 京太 1, 2, 3，森村 尚登 2, （1.
横浜市立大学附属市民総合医療センター高
度救命救急センター，2. 横浜市立大学大学院医学研究科救急医学，3. 横浜市立大学医学部救急医学教室）
急性期の輸液管理における Bioelectrical Impedance Vector Analysis の有用性
4
田中 愛子 1，Sarah Jones1, 2，Glenn Eastwood1，Rinaldo Bellomo1, 3，Johan Martensson1, （1.
Department of Intensive
Care, Austin Hospital, Australia，2. Department of Health, Royal Darwin Hospital，3. Australian and New Zealand
Intensive Care Research Centre，4. Intensive Care Medicine, Karolinska Institutet, Sweden）
人工呼吸管理を必要とする敗血症患者の初期輸液管理に BNP は指標となるのか ～ BNP の有用性の検討～
安田 英人 1，藤谷 茂樹 2, 3，平 泰彦 3，森澤 健一郎 3，本間 洋輔 2，三浪 陽介 1，東 秀律 1，平山 優 1，安達 朋宏 1，本澤
1
大志（1.
武蔵野赤十字病院救命救急センター，2. 東京ベイ・浦安市川医療センター，3. 聖マリアンナ医科大学）

2 月 13 日（土） 15：40 ～ 17：50 第 6 会場
シンポジウム 15 心肺蘇生・体温管理

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

座長

SY1 5 -1

SY1 5 -2

SY1 5 -3
SY1 5 -4

SY1 5 -5

SY1 5 -6

トパーズ

トパーズ

守谷 俊（自治医科大学附属さいたま医療センター救急科）
有元 秀樹（大阪市立総合医療センター救命救急センター）
TTM に基づく低体温療法終了後の温度管理の介入
2
守谷 俊 1，木下 浩作（1.
自治医科大学附属さいたま医療センター救急科，2. 日本大学医学部救急医学系救急集中治
療医学分野）
心蘇生での胸骨圧迫の質と近赤外線分光法（NIRS）モニターを用いた脳脈波酸素飽和度（SnO2）の相関について
津久田 純平 1，川口 剛史 1，高松 由佳 1，柳井 真知 1，井上 哲也 1，森澤 健一郎 1，下澤 信彦 1，和田 崇文 1，藤谷 茂樹 2，
1
平 泰彦（1.
聖マリアンナ医科大学救急医学教室，2. 東京ベイ浦安市川医療センター）
救急外来における蘇生後低酸素性脳症の神経学的予後予測法の確立に向けて
錦見 満暁，江嶋 正志，沼口 淳，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
Thromboelastometr y（ ROTEM）を用いた院外心停止症例の来院後自己心拍再開を規定する因子の検討
小網 博之，阪本 雄一郎，今長谷 尚史，八幡 真由子，梅香 満，三池 徹，永嶋 太，岩村 高志，山田 クリス孝介，井上
聡（佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センター）
低体温療法は，来院時 rSO 2値が 4 1％～ 6 0％の中程度低酸素脳症の患者に有効である
西山 慶 1，伊藤 賀敏 2，辻村 有香 9，有元 秀樹 3，林田 敬 4，折田 智彦 5，別府 賢 1，遠藤 智之 6，安田 英人 7，長尾 健 8
（1. 国立病院機構京都医療センター救命救急センター，2. 川崎幸病院，3. 大阪市立総合医療センター，4. 慶應大学，
5. 済生会横浜東部病院，6. 東北大学，7. 武蔵野赤十字病院，8. 日本大学，9. 京都大学）
蘇生に成功した心肺停止患者における脳血流酸素飽和度（SnO2）測定の有用性
川口 剛史 1，森澤 健一郎 1，津久田 純平 1，高松 由佳 1，柳井 真知 1，井上 哲也 1，下澤 信彦 1，和田 崇文 1，藤谷 茂樹 2，
1
平 泰彦（1.
聖マリアンナ医科大学救急医学，2. 東京ベイ・浦安 / 市川医療センター）

－ 56 －

rSO2 による心肺停止患者への胸骨圧迫の質評価の可能性と必要性
安田 英人，須崎 紳一郎，勝見 敦，原 俊輔，三浪 陽介，東 秀律，平山 優，安達 朋宏，本澤 大志，岸原 悠貴（武蔵野
赤十字病院救命救急センター）

2 月 13 日（土） 15：40 ～ 17：40 第 7 会場
シンポジウム 16 小児の ARDS の特徴

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

エメラルド

座長

SY1 6 -1
SY1 6 -2
SY1 6 -3

SY1 6 -4

中川 聡（国立研究開発法人国立成育医療研究センター病院集中治療科）
内山 昭則（大阪大学医学部附属病院集中治療部）
小児の ARDS の特徴；成人と何が異なるのか？
松本 正太朗（国立成育医療研究センター集中治療科）
一回換気量は 6 mL/kg に制限すべきか？
竹内 宗之，文 一恵，奥田 菜緒，橘 一也（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
気道内圧の制限はどうするべきか PEEP と Vt のはざまで
齊藤 修，居石 崇志，渡邉 伊知郎，本村 誠，中山 祐子，新津 健裕，清水 直樹
（東京都立小児総合医療センター救命・
集中治療部）
PEEP の設定
中川 聡（国立成育医療研究センター病院集中治療科）

2 月 13 日（土） 8：00 ～ 8：50 第 8 会場
シンポジウム 17 敗血症と広域抗菌薬
SY1 7 -1
SY1 7 -2

SY1 7 -3

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

座長 中田 孝明（千葉大学救急集中治療医学）
重症敗血症に対する広域抗菌薬使用の考え方
林 淑朗（医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科）
経験的抗菌薬投与プロトコル導入による菌血症治療への影響
狩野 謙一 1，志馬 伸朗 2，小田 裕太 1，藤野 光洋 1，浜崎 幹久 1，岡田 信長 1，藤井 雅士 1，田中 博之 1，竹下 淳 1，別府
1
賢 （1.
国立病院機構京都医療センター救命救急科，2. 広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急
医学）
グラム染色を導入した Ventilator-associated pneumonia（ VAP）治療
木下 喬弘 1，吉村 旬平 2，伊藤 弘 1，吉川 吉曉 1，中本 直樹 1，木口 雄之 1，中堀 泰賢 1，松田 宏樹 1，久保 範明 1，藤見
1
聡（1.
大阪府立急性期・総合医療センター救急診療科，2. 堺市立総合医療センター外科）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 16：40 第 8 会場
シンポジウム 18 ICU における院内感染対策

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

座長

SY1 8 -1
SY1 8 -2

SY1 8 -3

SY1 8 -4
SY1 8 -5
SY1 8 -6

SY1 8 -7
SY1 8 -8
SY1 8 -9
SY1 8 -1 0

ダイヤモンド

ダイヤモンド

藤谷 茂樹（公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科）
志馬 伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学）
院内感染に関する重要論文 5 選（1 年間）
柳井 真知（聖マリアンナ医科大学救急医学）
日本 ICU での理想的な antimicrobial stewardship の追及 ～目指せ clean ICU ～
2
桑名 司 1，伊原 慎吾 1，澤田 奈実 1，山口 順子 1，木下 浩作 1，栃倉 尚広（1.
日本大学医学部救急医学系救急集中治療
医学分野，2. 日本大学医学部附属板橋病院薬剤部）
ICT による抗菌薬 Stewardship
3
小林 敦子 1，春藤 和代 1，杉生 雅和 2，石津 智司 2，若松 雄太 2，吉岡 睦展 2，石村 さおり 3，折田 環 （1.
宝塚市立病院
感染対策室，2. 宝塚市立病院薬剤部，3. 宝塚市立病院中央検査室）
抗菌薬適正使用チームが耐性菌を減らす
伊藤 雄介，佐藤 光則，川崎 達也（静岡県立こども病院小児集中治療科）
感染制御の視点から見た Peripherally inser ted central catheters（ PICCs）の可能性
舩越 拓，藤谷 茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センター）
中心静脈カテーテル関連血流感染症予防のために ～クロルヘキシジン v. ポビドンヨード～
安田 英人 1, 2，讃井 將満 2，小室 哲哉 2，畠山 淳司 2，松窪 将平 2，河野 真二 2，山本 泰史 2，安藤 幸吉 2，瀬尾 龍太郎 2，
2
志馬 伸朗（1.
武蔵野赤十字病院救命救急センター，2. 日本集中治療教育研究会）
PICC 論文
森兼 啓太（山形大学医学部附属病院検査部・感染制御部）
VAE サーベイランス，VAC データ管理の感染症管理応用
高倉 俊二（京都大学医学部附属病院感染制御部）
VAP の予防
林 淑朗（医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科）
人工呼吸器関連肺炎の予防を目的とした経口挿管患者に対するディスポーザブル口腔ケアキットの有用性
4
門井 謙典 1, 4，岸本 裕充 1，木崎 久美子 2，藁田 希世和 3，岡崎 理絵 3，坂田 寛之 4，宮脇 淳志 4，小谷 穣治 （1.
兵庫医
科大学歯科口腔外科学講座，2. 兵庫医科大学病院歯科口腔外科，3. 兵庫医科大学病院救命救急センター，4. 兵庫医
科大学救急・災害医学講座）
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合
同
プログラム

SY1 5 -7

プログラム
合
同

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 16：40 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F
シンポジウム 19 特定行為に係る看護師の研修制度の実際と課題

コンベンションホール南

座長

SY1 9 -1
SY1 9 -2
SY1 9 -3
SY1 9 -4

鈴木 智恵子（日本医科大学付属病院看護部）
伊藤 明子（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター）
特定行為に係る看護師の研修制度について
山口 道子（厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室）
自治医科大学看護師特定行為研修センターの取り組み
村上 礼子（自治医科大学看護師特定行為研修センター）
特定行為研修制度を包含した大学院の診療看護師教育について ～循環器関連中心に～
松月 みどり（愛知医科大学看護学部クリティカルケア看護学）
特定行為に係る看護師研修制度の実際と課題 ─日本看護協会看護研修学校が実施する特定行為研修─
中田 諭（日本看護協会看護研修学校認定看護師教育課程集中ケア学科）

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 10：00 第 11 会場
シンポジウム 20 早期離床を推進する
SY2 0 -1

SY2 0 -2

SY2 0 -3

SY2 0 -4
SY2 0 -5

神戸国際展示場 1 号館 2F

2B 展示室

座長 間瀬 教史（甲南女子大学理学療法学科）
術後回復促進策による早期離床の試み ─周術期を通した工夫による食道がん術後 1 日目からの 1 0 0 m 歩行の実現─
2
谷口 英喜 1, 2，尾形 高士 3，高野 修身 （1.
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科，2. 神奈川県立がんセン
ター麻酔科，3. 神奈川県立がんセンター消化器外科）
当院における早期離床プログラム ─急性 B 型解離 1 0 0 例の早期合併症および遠隔期予後─
中村 健，内田 徹郎，浜崎 安純，中井 信吾，中橋 健太，舩田 敏子，林 潤，山下 淳，五味 聖吾，貞弘 光章（山形大学
医学部第二外科）
救命救急センターにおける早期離床に向けた取り組みと今後の課題
海田 賢彦，加藤 聡一郎，庄司 高裕，宮内 洋，樽井 武彦，山田 賢治，山口 芳裕（杏林大学医学部付属病院高度救命
救急センター）
当院 ER-ICU における人工呼吸器管理患者に対する早期リハビリテーションの効果
2
永井 佑典 1，篠崎 正博（1.
岸和田徳洲会病院リハビリテーション科，2. 岸和田徳洲会病院救命救急センター）
小児 ICU における早期リハビリテーションの効果と課題
1
稲元 未来 1，壷井 伯彦 2，林 健一郎 2，上久保 毅 3，並木 亮 3，金子 節志 1，江藤 瑞貴 1，福原 由香 （1.
国立成育医療研
究センター看護部，2. 国立成育医療研究センター集中治療科，3. 国立成育医療研究センターリハビリテーション
科）

2 月 13 日（土） 15：40 ～ 17：10 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F
シンポジウム 21 Post Intensive Care Syndrome
SY2 1 -1
SY2 1 -2

SY2 1 -3
SY2 1 -4

座長 長谷川 隆一（水戸協同病院救急集中治療科）
集中治療室入室患者の妄想的記憶や記憶の欠落の実態とその要因
山口 貴子，菊池 美穂，加藤 由，石川 秀一，月岡 悦子，福永 ヒトミ（日本医科大学武蔵小杉病院）
心臓血管外科患者のストレスと術後認知機能低下および ICU 滞在日数の関係
1
井上 正隆 1，入江 博之 2，池淵 正彦 2，手嶋 英樹 2，谷脇 和歌子 3，池田 光徳 （1.
高知県立大学看護学部，2. 近森会近
森病院心臓血管外科，3. 近森会近森病院看護部）
ICU 入室患者の妄想的記憶と退院後の生活についての調査
2
藤田 知幸 1，高橋 徹（1.
岡山赤十字病院，2. 岡山県立大学保健福祉学部）
人工呼吸患者におけるせん妄発症と妄想的記憶の関連
2
吉野 靖代 1，卯野木 健 1，櫻本 秀明 1，大内 玲 1, 2，星野 晴彦 1, 2，松石 雄二朗 1, 2，丸島 愛樹 3，水谷 太郎 1, （1.
筑波大
学附属病院 ICU，2. 筑波大学大学院人間総合科学研究科フロンティア医科学専攻，3. 筑波大学附属病院救急・集中
治療部）

2 月 13 日（土） 8：00 ～ 9：50 第 13 会場 神戸国際展示場 2 号館 3F
シンポジウム 22 Systematic review を行うときの問題点と解決法
座長

SY2 2 -1
SY2 2 -2

SY2 2 -3

2B 展示室

3A 会議室

江木 盛時（神戸大学医学部附属病院麻酔科）
森崎 浩（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）
コメンテーター 森 臨太郎（国立成育医療研究センター政策科学研究部）
メタ解析：閉鎖式気道吸引は人工呼吸器関連肺炎の発症予防に関連あるか？
2
栗山 明 1，藤永 潤 1，馬越 紀行 1，髙田 忠明（1.
倉敷中央病院総合診療科，2. 浦添総合病院救命救急センター）
重症急性膵炎における蛋白分解酵素阻害薬の動注療法に関するシステマティックレビュー
4
堀部 昌靖 1，江木 盛時 2，佐々木 満仁 3，讃井 將満 （1.
慶應義塾大学医学部内科学（消化器内科），2. 神戸大学医学部
附属病院麻酔科，3. 国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科，4. 自治医科大学附属さいたま医療センター集中
治療部）
Recombinant human soluble thrombomodulin in severe sepsis: a systematic review and meta-analysis
2
山川 一馬 1, （1.
大阪府立急性期・総合医療センター高度救命救急センター，2. 大阪大学医学部生体統御医学救急
医学講座）

－ 58 －

Timing of tracheostomy in ICU patients: a systematic review of randomized controlled trials
細川 康二（京都府立医科大学麻酔科学）

2 月 14 日（日） 8：00 ～ 9：50 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
シンポジウム 23 Post Cardiac Arrest Syndrome

サファイア

座長

SY2 3 -1
SY2 3 -2

SY2 3 -3

SY2 3 -4

SY2 3 -5

SY2 3 -6

SY2 3 -7

久保山 一敏（兵庫医科大学病院救急・災害医学）
金子 唯（熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部）
当院における小児心停止後症候群の現状と課題について
大平 智子，武藤 雄一郎，小原 隆史，三浦 義文，市坂 有基，平井 克樹（熊本赤十字病院こども医療センター）
小児心停止後症候群（PCAS）における予後予測因子の検討
1
其田 健司 1，井手 健太郎 1，壷井 伯彦 1，青木 智史 1，小林 徹 2，西村 奈穂 1，中川 聡 （1.
成育医療研究センター集中
治療科，2. 成育医療研究センター臨床研究開発センター開発企画部）
心停止後症候群における転帰予測： 対光反射測定による脳幹機能評価の有用性
横堀 將司 1, 2，山口 昌紘 1, 2，五十嵐 豊 1, 2，恩田 秀賢 1, 2，桑本 健太郎 1, 2，荒木 尚 1, 2，増野 智彦 1, 2，布施 明 1, 2，横田 裕行 1, 2
（1. 日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野，2. 日本医科大学付属病院救命救急科）
心停止蘇生後における aEEG を用いた神経学的予後予測モデルの検討
杉山 和宏，柏浦 正広，明石 暁子，田邉 孝大，重城 未央子，山岸 利暢，横山 太郎，湯川 高寛，濱邊 祐一（東京都立
墨東病院救命センター）
心肺停止蘇生後の人工呼吸管理における Conser vative oxygen therapy の効果
2
田中 愛子 1，Glenn Eastwood1, 2, 3，Rinaldo Bellomo1, （1.
Department of Intensive Care, Austin Hospital, Australia，
2. Australian and New Zealand Intensive Care Research Centre，3. School of Nursing and Midwifer y, Deakin
University）
院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法の実行可能性と安全性
多村 知剛 1，林田 敬 1，鈴木 昌 1，佐野 元昭 2，渋沢 崇行 1，吉澤 城 1，小林 陽介 1，太田 成男 3，福田 恵一 2，堀 進悟 1
（1. 慶應義塾大学医学部救急医学教室，2. 慶應義塾大学医学部循環器内科，3. 日本医科大学大学院医学研究科加齢
科学系専攻細胞生物学分野）
心肺機能停止蘇生術後の抜管困難症となる要因の検討
柳川 洋一，日域 佳，小日向 麻里子，吉澤 俊彦，小畑 宏介，石川 浩平，大坂 裕通，大出 靖将（順天堂大学静岡病院
救急診療科）

2 月 14 日（日） 9：00 ～ 10：10 第 6 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
シンポジウム 24 肺血栓塞栓症治療 最前線
SY2 4 -1
SY2 4 -2
SY2 4 -3

トパーズ

座長 中尾 浩一（済生会熊本病院循環器内科）
広範型肺血栓塞栓症への治療戦略
山本 剛（日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科）
慢性血栓塞栓性肺高血圧症治療の最前線
松原 広己（国立病院機構岡山医療センター循環器内科）
急性広範型肺塞栓症に対する外科的アプローチ
福田 幾夫（弘前大学大学院医学研究科胸部心臓血管外科）

2 月 14 日（日） 9：00 ～ 10：50 第 7 会場
シンポジウム 25 先天性心疾患の全身管理

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

エメラルド

座長

SY2 5 -1
SY2 5 -2
SY2 5 -3
SY2 5 -4

戸田 雄一郎（川崎医科大学麻酔・集中治療医学）
橘 一也（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
先天性心疾患の全身管理 呼吸・循環相互作用
徳平 夏子（京都府立医科大学付属病院集中治療部）
先天性心疾患術後の LOS の評価について ScvO2，Lac とともに CO2 gap は有効な指標となり得るか
赤松 貴彬，橘 一也，竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
先天性心疾患の全身管理 LOS の治療 ─その考え方と実際
大崎 真樹，齋藤 千徳，粒良 昌弘，三浦 慎也，中野 諭，濱本 奈央（静岡県立こども病院循環器集中治療科）
CHD 術後の AKI
杉本 健太郎 1，戸田 雄一郎 2，清水 一好 1，末盛 智彦 1，金澤 伴幸 1，野々村 智子 1，川瀬 宏和 1，塩路 直弘 1，黒江 泰利 1，
1
岩崎 達雄（1.
岡山大学病院麻酔科蘇生科，2. 川崎医科大学麻酔・集中治療医学）

2 月 14 日（日） 9：00 ～ 9：50 第 12 会場
シンポジウム 26 Frail の問題点と取り組み
SY2 6 -1
SY2 6 -2

神戸国際展示場 2 号館 2F

座長 西 信一（兵庫医科大学病院 ICU）
フレイルの課題と対策
荒井 秀典（国立長寿医療研究センター）
集中治療領域における早期フレイル対策
飯田 有輝（JA 愛知厚生連海南病院リハビリテーション科）
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2A 会議室

合
同
プログラム

SY2 2 -4

プログラム
合
同

SY2 6 -3

当院におけるフレイルの評価と対策
2
岡田 大輔 1，中村 通孝 2，西上 和宏（1.
済生会熊本病院リハビリテーション部，2. 済生会熊本病院集中治療室）

－ 60 －

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 10：50 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F サファイア
シンポジウム（合同企画）1 急性心不全国際会議：Topics of acute heart failure: the patient with AHF on the ICU/CCU
座長

JS1-1
JS1-2
JS1-3
JS1-4

佐藤 直樹（日本医科大学武蔵小杉病院内科・循環器内科・集中治療室）
Mebazaa A（Department of Anesthesia and Critical care, University of Paris Diderot, France）
Asian acute hear t failure guidance
Sato N（Cardiology and Intensive Care Unit, Nippon Medical School Musashi-Kosugi Hospital, Japan）
Organ damage in acute hear t failure
Mebazaa A（Department of Anesthesia and Critical care, University of Paris Diderot, France）
For Respirator y suppor t in AHF
Masip （Department
J
of Intensive Care Medicine, University of Barcelona, Spain）
Acute ef ficacy and safety of vasodilators (carperitide or nicorandil) in patients hospitalized for acute decompensated
hear t failure
Kajimoto K
（Division of Cardiology, Sekikawa Hospital, Tokyo, Japan）

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 10：50 第 6 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
シンポジウム（合同企画）2 蘇生ガイドラインはこう変わった
座長

JS2-1
JS2-2
JS2-3
JS2-4
JS2-5

JS2-6

トパーズ

黒田 泰弘（香川大学医学部附属病院救命救急センター）
笠岡 俊志（熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部）
蘇生ガイドライン 2 0 1 5 の概要 ─ GRADE システムの活用
野々木 宏（静岡県立総合病院）
蘇生ガイドライン 2 0 1 5 ─ ACS 概説
野々木 宏（静岡県立総合病院）
一次救命処置
坂本 哲也（帝京大学医学部救急医学講座）
JRC ガイドライン 2 0 1 5 ALS の update
相引 眞幸（愛媛大学大学院医学系研究科救急医学分野）
普及・教育のための方策（EIT）
3
加藤 啓一 1，漢那 朝雄 2，石見 拓 （1.
日本赤十字社医療センター麻酔科，2. 帝京大学福岡医療技術学部医療技術学
科，3. 京都大学環境安全保健機構健康管理部門 / 附属健康科学センター）
今後の課題
田原 良雄（国立循環器病研究センター心臓血管内科部門）
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合
同
プログラム

シンポジウム（合同企画）

プログラム
合
同

パネルディスカッション
2 月 12 日（金） 15：40 ～ 17：40 第 7 会場
パネルディスカッション 1 急性脳症

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

エメラルド

座長

PD1 -1
PD1 -2

PD1 -3

PD1 -4
PD1 -5
PD1 -6

植田 育也（埼玉県立小児医療センター集中治療室・救急準備担当）
平井 克樹（熊本赤十字病院こども医療センター）
小児急性脳症補助治療に対するスコーピングレビュー（プロトコル）
2
青山 和由 1，椎間 優子（1.トロント大学トロント小児病院麻酔科，
2.兵庫県立こども病院小児救急医療センター救急科）
Glasgow Coma Scale によるけいれん重積型脳症の早期診断
2
天笠 俊介 1，松井 彦郎 1，宮本 和 1，染谷 真紀 1，佐藤 公則 1，黒坂 了正 1，北村 真友 1，笠井 正志 1，福山 哲広 （1.
長
野県立こども病院小児集中治療科，2. 長野県立こども病院神経小児科）
小児けいれん重積型脳症に対する ICU 治療とサイトカイン・ケモカイン
1
野坂 宜之 1，畑山 一貴 1，クナウプ 絵美里 2，塚原 紘平 2，氏家 良人 2，森島 恒雄（1.
岡山大学大学院小児医科学，2. 岡
山大学病院高度救命救急センター）
小児急性脳症の治療と予後の検討 ─当院における方針の決定と治療の変遷─
三浦 義文，平井 克樹，小原 隆史，市坂 有基，大平 智子，武藤 雄一郎（熊本赤十字病院小児科）
当院 PICU で経験したけいれん重積型脳症の検討
金沢 貴保，川崎 達也，伊藤 雄介，菊地 斉（静岡県立こども病院小児集中治療科）
小児急性脳症の多施設後方視的検討
平井 克樹（熊本赤十字病院小児科）

2 月 12 日（金） 15：40 ～ 17：10 第 11 会場
パネルディスカッション 2 敗血症関連脳症

神戸国際展示場 1 号館 2F

2B 展示室

座長

PD2 -1
PD2 -2

PD2 -3
PD2 -4

PD2 -5

内野 博之（東京医科大学病院麻酔科学分野）
木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野）
敗血症関連脳症の病態生理
内野 博之，千々岩 みゆき，原 直美（東京医科大学医学部麻酔科学分野）
高齢者における敗血症性脳症の病態とその対策
2
井上 茂亮 1，日上 滋雄 1，杉田 真理子 1，猪口 貞樹 （1.
東海大学医学部付属八王子病院，2. 東海大学医学部外科学系
救命救急医学）
敗血症関連脳症は脳波でとらえられるか？ システマティック・レビュー
細川 康二（京都府立医科大学麻酔科学）
敗血症関連脳症に対する神経モニタリング
伊原 慎吾，櫻井 淳，平林 茉莉奈，小松 智英，杉田 篤紀，山口 順子，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集
中治療医学分野）
敗血症患者における睡眠脳波モニタリング
2
藤田 基 1，宮内 崇 2，小田 泰崇 1，鶴田 良介 1, （1.
山口大学大学院医学系研究科救急・総合診療医学分野，2. 山口大
学医学部附属病院先進救急医療センター）

2 月 13 日（土） 8：00 ～ 9：30 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F
パネルディスカッション 3 ICU クリニカルラダーを用いた人材育成
座長

PD3 -1

PD3-2
PD3 -3
PD3 -4
PD3 -5

コンベンションホール南

伊藤 聡子（神戸市立医療センター中央市民病院看護部）
橋本 良子（岩手医科大学附属病院看護部）
クリニカルラダー導入に向けた教育体制の構築
植村 桜，宮原 聡子，松村 京子，木村 千穂，川口 なぎさ（地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療セ
ンター）
ICU 看護師の実践能力の維持向上のための ICU クリニカルラダー作成導入と活用について
當麻 麻美（独立行政法人国立病院機構東広島医療センター）
病院看護部のクリニカルラダーシステムと連動させた“ICU チェックリスト”導入の効果
佃 順子，山本 貴子（大阪大学医学部附属病院集中治療部）
キャリアラダーと部署クリニカルラダーを基盤とした人材育成の取り組み
中山 志津（徳島大学病院看護部）
終末期医療の選択にかかわる患者・家族に対し倫理的行動がとれる ICU 看護師の育成
高岡 勇子（北海道大学病院 ICU 救急部ナースセンター）
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2 月 12 日（金） 15：10 ～ 16：10 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
ワークショップ 1 患者重症度評価に何が必要か
WS1 -1
WS1 -2
WS1 -3

座長 藤谷 茂樹（公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科）
患者重症度評価のためのデータ収集方法
林田 賢史（産業医科大学病院医療情報部）
“患者重症度評価に何が必要か”と“なぜ患者重症度評価が必要か”
土手 健太郎，池宗 啓蔵，出崎 陽子（愛媛大学医学部付属病院集中治療部）
患者重症度評価に何が必要か
内野 滋彦（東京慈恵会医科大学附属病院集中治療部）

2 月 12 日（金） 15：40 ～ 17：40 第 6 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
ワークショップ 2 Post-Intensive Care Syndrome
WS2 -1
WS2 -2
WS2 -3

WS2 -4

WS3 -2
WS3 -3
WS3 -4
WS3 -5

神戸国際展示場 2 号館 2F

WS4 -2
WS4-3

WS4 -4

WS4 -5

2A 会議室

座長 讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部）
臨床研究のネタを見つけるには？
江木 盛時（神戸大学医学部附属病院麻酔科）
I have a good clinical question and passion to test it: how can I star t?
Saxena M（Department of Intensive Care Medicine, St. George Hospital, Australia）
統計解析は研究計画の段階で立てよう
新谷 歩（大阪大学大学院医学系研究科臨床統計疫学）
臨床研究を行う際のデータベースの作成法
鈴木 聡（岡山大学病院集中治療部）
多施設ランダム化比較試験を計画実行して見えたこと
安田 英人 1, 2，讃井 將満 2，小室 哲哉 2，畠山 淳司 2，松窪 将平 2，河野 真二 2，山本 泰史 2，安藤 幸吉 2，瀬尾 龍太郎 2，
2
志馬 伸朗（1.
武蔵野赤十字病院救命救急センター，2. 日本集中治療教育研究会）

2 月 13 日（土） 9：40 ～ 10：50 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F
ワークショップ 4 集中治療から始める地域連携・在宅支援
WS4 -1

トパーズ

座長 布宮 伸（学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院集中治療部）
Post-Intensive Care Syndrome
山下 幸一（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座）
長期アウトカム評価におけるエビデンス構築の困難さ
福家 良太（北摂総合病院呼吸器内科）
ICU 退室患者の妄想的記憶
2
卯野木 健 1，吉野 靖代 1, （1.
筑波大学附属病院集中治療室，2. 筑波大学大学院人間総合科学研究科フロンティア医
科学専攻）
大切な家族員が集中治療を受けることによる家族への長期的影響
立野 淳子（一般社団法人平成紫川会小倉記念病院）

2 月 12 日（金） 15：40 ～ 17：40 第 12 会場
ワークショップ 3 臨床研究を始めよう
WS3 -1

ポートピアホール

コンベンションホール南

座長 道又 元裕（杏林大学医学部附属病院看護部）
ICU から在宅を考える
鎌田 あゆみ（千葉県済生会習志野病院集中管理室）
集中治療から始める地域連携・在宅支援 ～看護専門外来における役割～
山岡 綾子（兵庫医科大学病院）
ICU から始める社会復帰への移行と transition of care
Shigemitsu H（Division of Pulmonary & Critical Care Medicine, University of Nevada School of Medicine, Las Vegas,
Nevada, USA）
当院における早期リハビリテーションの現状と ICU 退室後の長期的予後改善への取り組み
3
渡辺 伸一 1, 2，櫻木 聡 1，金谷 貴洋 1，大野 美香 2，森田 恭成 2，鈴木 秀一 2，染矢 富士子（1.
国立病院機構名古屋医療
センターリハビリテーション科，2. 国立病院機構名古屋医療センター集中治療科，3. 金沢大学大学院医薬保健研
究域保健学系）
地域連携における薬剤師のかかわり
三浦 幹剛（帝京大学ちば総合医療センター薬剤部）
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ワークショップ

プログラム
合
同

2 月 14 日（日） 10：15 ～ 11：00 第 9 会場
ワークショップ 5 編集委員会企画 看護研究

神戸国際展示場 2 号館 1F

コンベンションホール南

コーディネーター

WS5

藤井 玲子（岡山大学病院看護部）
大江 理英（大阪警察病院看護部）
櫻井 文乃（聖路加国際大学看護学部）
論文が学会誌に掲載されるまでの道のり ─査読者はこうみる─
4
高島 尚美 1，藤井 玲子 2，大江 理英 3，櫻井 文乃 （1.
東京慈恵会医科大学医学部看護学科，2. 岡山大学病院，3. 大阪
警察病院，4. 聖路加国際大学）

2 月 14 日（日） 8：30 ～ 10：00 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F
ワークショップ 6 はじめてのメタ解析，システマティックレビュー
座長

WS6 -1
WS6 -2
WS6 -3
WS6 -4

2B 展示室

武居 哲洋（横浜市立みなと赤十字病院集中治療部）
讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部）
総論：システマティックレビューの概念，批判的吟味
南郷 栄秀（東京北医療センター総合診療科）
実例で学ぼう 1：腹臥位療法
福田 龍将（東京大学大学院医学系研究科救急医学）
実例で学ぼう 2：EGDT
中島 幹男（都立広尾病院救命救急センター）
新しい概念：ネットワークメタ解析，メタリグレッション
笹渕 裕介（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学）
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2 月 12 日（金） 9：00 ～ 9：50
Pro-Con 1 VCV vs. PCV
PC1 -1
PC1 -2

第 2 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

座長 川前 金幸（国立大学法人山形大学医学部附属病院麻酔科）
Pro-Con VCV vs. PCV “VCV”
瀬尾 龍太郎（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター）
PCV の方が VCV より安全・快適である
今中 秀光（徳島大学病院 ER 災害医療診療部）

2 月 12 日（金） 8：30 ～ 9：10 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
Pro-Con 2 電気刺激療法：muscle wasting を予防する
PC2 -1
PC2 -2

PC3 -2

大輪田 C

座長 讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部）
電気刺激療法：muscle wasting を予防する，Pro
神谷 健太郎（北里大学病院リハビリテーション部）
ICU における電気刺激療法の適用について
4
岩田 健太郎 1, 2，井澤 和大 2，西原 浩真 1，坂本 裕規 1, 2，朱 祐珍 3，瀬尾 龍太郎 3，北井 豪 （1.
神戸市立医療センター
中央市民病院リハビリテーション技術部，2. 神戸大学大学院保健学研究科，3. 救急部，4. 循環器内科）

2 月 12 日（金） 9：10 ～ 9：50 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
Pro-Con 3 電気刺激療法：循環 / 代謝への影響
PC3 -1

大輪田 A

大輪田 C

座長 齋藤 伸行（日本医科大学千葉北総病院救急センター）
ICU リハビリテーションにおける神経筋電気刺激療法の安全性と有効性
8
岩津 弘太郎 1，飯田 有輝 2，河野 裕治 3，小林 聖典 4，山崎 武則 5，貝沼 関志 6，碓氷 章彦 7，山田 純生 （1.
国家公務員
共済組合連合会枚方公済病院リハビリテーション科，2. 愛知厚生連海南病院リハビリテーション科，3. 藤田保健
衛生大学坂文種報徳會病院リハビリテーション部，4. 名古屋大学医学部附属病院医療技術部リハビリ部門，5. 愛
知厚生連海南病院心臓血管外科，6. 名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部，7. 名古屋大学大学院医学系研
究科心臓外科学，8. 名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻）
電気刺激療法：循環 / 代謝への影響
花田 匡利 1，森本 陽介 1，及川 真人 1，俵 祐一 1，矢野 雄大 1，名倉 弘樹 1，関野 元裕 2，松本 周平 2，東島 潮 2，神津 玲 1, 3
（1. 長崎大学病院リハビリテーション部，2. 長崎大学病院集中治療部，3. 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科内部
障害リハビリテーション学）

2 月 12 日（金） 9：00 ～ 9：50 第 6 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
Pro-Con 4 成人 ICU 患者の鎮静にベンゾジアゼピンはもはや不要か？
PC4 -1
PC4 -2

座長 今中 翔一（帝京大学医学部附属病院薬剤部）
成人 ICU 患者の鎮静にベンゾジアゼピンはもはや不必要である？
吾妻 俊弘（東北大学大学院医学系研究科麻酔科学・周術期医学分野）
ベンゾジアゼピンは使わざるを得ない場合と，使いたい場合がある
加藤 正哉，宮本 恭兵（和歌山県立医科大学医学部救急集中治療医学講座）

2 月 12 日（金） 9：00 ～ 9：30 第 7 会場
Pro-Con 5 鎮静中断 VS 中断しない
PC5 -1
PC5 -2

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

PC6 -2

エメラルド

座長 志馬 伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学）
小児領域での鎮静中断 ～小児だからこそ，あえて 鎮静中断～
伊東 幸恵，川崎 達也（静岡県立こども病院小児集中治療科）
小児人工呼吸患者の鎮静中断を行う前に解決すべき問題点
小山 英彦，橘 一也，竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：00 第 7 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
Pro-Con 6 血液培養小児で 2 セット VS 1 セット
PC6 -1

トパーズ

エメラルド

座長 志馬 伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学）
重症小児診療では血液培養を 2 セット
岡田 広（松戸市立病院小児医療センター小児集中治療科）
こどもではしっかりとれば 1 セットで良い。実際ほとんどが 1 セット
笠井 正志（兵庫県立こども病院小児感染症科）
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2 月 12 日（金） 8：30 ～ 9：20 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F
Pro-Con 7 敗血症に対する血液浄化療法 sepXiris VS. PMX
PC7 -1
PC7 -2

2A 展示室

座長 岡本 一彦（日本大学病院臨床工学室）
敗血症に対する血液浄化方法 sepXiris
小橋 秀一（八戸市立市民病院臨床工学科）
敗血症に対する血液浄化療法：PMX
神戸 幸司（小牧市民病院臨床工学科）

2 月 13 日（土） 8：00 ～ 8：50 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
Pro-Con 8 集中治療専門医は super-specialty
PC8 -1
PC8 -2

座長 福岡 敏雄（倉敷中央病院総合診療科・救命救急センター）
集中治療専門医は，Super-specialty？
藤谷 茂樹（東京ベイ浦安市川医療センター）
集中治療専門医は subspecialty である
坂本 哲也（帝京大学医学部救急医学講座）

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 9：50 第 3 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
Pro-Con 9 High-flow nasal cannula 酸素療法 VS. NPPV
PC9 -1
PC9 -2

PC1 0 -2

PC1 1 -2

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

PC1 2 -2

2A 会議室

座長 小畠 久和（堺市立総合医療センター集中治療科）
重症患者には経静脈栄養
井上 善文（大阪大学栄養ディバイス未来医工学共同研究部門）
重症患者には経腸栄養
矢田部 智昭（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 15：30 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F
Pro-Con 13 重症患者へのカロリー投与は Full vs. Under
PC1 3 -1

PC1 3 -2

トパーズ

座長 黒田 泰弘（香川大学医学部附属病院救命救急センター）
Hypothermia for brain protection, Pro
Saxena M（Department of Intensive Care Medicine, St. George Hospital, Australia）
脳保護のための低体温；CON
江木 盛時（神戸大学医学部附属病院麻酔科）

2 月 13 日（土） 9：00 ～ 9：50 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F
Pro-Con 12 重症患者には経静脈栄養 or 経腸栄養
PC1 2 -1

大輪田 C

座長 橋本 悟（京都府立医科大学附属病院集中治療部）
筋弛緩薬を用いた人工呼吸管理は重症 ARDS に必要である，Pro
吉田 健史（トロント大学こども病院）
筋弛緩薬を用いた人工呼吸管理は重症 ARDS に必要である，Con
讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部）

2 月 13 日（土） 14：40 ～ 15：30 第 6 会場
Pro-Con 11 脳保護のための低体温療法
PC1 1 -1

大輪田 B

座長 橘 一也（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
High-flow nasal cannula 酸素療法
岡原 修司（岡山大学病院麻酔科蘇生科）
NPPV
竹田 晋浩（かわぐち心臓呼吸器病院）

2 月 13 日（土） 8：00 ～ 8：50 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
Pro-Con 10 筋弛緩薬を用いた人工呼吸管理は重症 ARDS に必要である
PC1 0 -1

ポートピアホール

2A 会議室

座長 松田 兼一（山梨大学医学部救急集中治療医学講座）
重症患者へのカロリー投与は十分に：Pro
中村 智之，西田 修，原 嘉孝，山下 千鶴，柴田 純平，早川 聖子，河田 耕太郎，内山 壮太，幸村 英文，栗山 直英（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
重症患者のカロリー投与は少なめに ─ permissive under feeding の効果─
堤 理恵（徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野）

－ 66 －

2 月 13 日（土） 8：00 ～ 9：00 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F サファイア
ケースカンファレンス この患者の循環管理と呼吸管理をどう考える？ ─循環器医と集中治療医の管理はどう違う？─
座長

CC1

小谷 透（東京女子医科大学病院麻酔科・中央集中治療部）
佐藤 直樹（日本医科大学武蔵小杉病院内科・循環器内科・集中治療室）
循環器医＆集中治療医の最強タッグを目指して ─症例に学ぶ─
高木 宏治（日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科）
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委員会報告
2 月 12 日（金） 16：20 ～ 17：20 第 1 会場
委員会報告 1 JIPAD ICU 機能評価委員会
CR1

神戸ポートピアホテル 南館 1F

ポートピアホール

座長 橋本 悟（京都府立医科大学附属病院集中治療部）
JIPAD update 2 01 6
2
内野 滋彦 1，橋本 悟（1.
東京慈恵会医科大学附属病院集中治療部，2. 京都府立医科大学附属病院集中治療部）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：50 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2A 展示室
委員会報告 2 臨床工学技士：業務検討委員会 集中治療室の臨床工学技士 24 時間常駐体制
たのか？ これから何をすべきか？～

その後の検証 ～何が変わっ

座長

CR2-1

CR2-2
CR2-3

原田 俊和（熊本大学医学部附属病院 ME 機器センター）
相嶋 一登（横浜市立市民病院臨床工学部）
集中治療室における臨床工学技士業務の実態調査報告 ─第 2 報─
宗万 孝次，松山 法道，原田 俊和，吉岡 淳，中村 充輝，松田 真太郎，木村 政義，加納 隆（日本集中治療医学会臨床
工学部会集中治療業務検討小委員会）
多施設研究による臨床工学技士 2 4 時間勤務体制の有用性の検討
2
森實 雅司 1,（1.
済生会横浜市東部病院臨床工学部，2. 日本集中治療教育研究会 CE 部会）
特定集中治療室管理料は臨床工学技士の集中治療室業務を減退させる？
吉岡 淳，石山 智之，斎藤 大樹（山形大学医学部附属病院臨床工学部）

2 月 13 日（土） 10：00 ～ 12：00 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール
委員会報告 3 各国の専門医制度，教育プログラムと日本集中治療医学会の教育プログラム
座長

CR3 -1
CR3-2
CR3-3
CR3-4
CR3-5
CR3-6

西 信一（兵庫医科大学病院 ICU）
松田 兼一（山梨大学医学部救急集中治療医学講座）
Education Program in My Countr y（ ESICM）
De Backer D（Department of Intensive Care, CHIREC Hospitals, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium）
Education Program in My countr y（ ANZICS）
Saxena M
（Department of Intensive Care Medicine, St. George Hospital, Australia）
Education Program in My Countr y（ KSCCM）
Kim DC（Department of Anesthesiology & Pain Medicine, Chonbuk National University Medical School, Korea）
日本における集中治療専門医制度
松田 兼一（日本集中治療医学会専門医制度・審査委員会委員長 / 山梨大学医学部救急集中治療医学講座）
PICU 教育
植田 育也（埼玉県立小児医療センター集中治療室・救急準備担当）
集中治療専門医像のパラダイムシフトに相応した教育プログラムの更新について
貝沼 関志，橋本 悟，松田 兼一，六車 崇，斎藤 憲輝，七戸 康夫，坂本 照夫，水谷 太郎，安宅 一晃，佐藤 直樹（日本
集中治療医学会教育委員会）

2 月 13 日（土） 16：40 ～ 17：05 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
委員会報告 4 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会
CR4-1

CR4-2

CR4-3

ポートピアホール

座長 松嶋 麻子（名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学）
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2 0 1 6 作成の概要
西田 修，小倉 裕司，井上 茂亮，射場 敏明，今泉 均，江木 盛時，垣花 泰之，久志本 成樹，小谷 穣治，貞広 智仁，志
馬 伸朗，中川 聡，中田 孝明，布宮 伸，林 淑朗，藤島 清太郎，升田 好樹，松嶋 麻子，松田 直之，織田 成人，田中 裕
（日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会）
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2 0 1 6 作成の流れ
松嶋 麻子，西田 修，小倉 裕司，井上 茂亮，射場 敏明，今泉 均，江木 盛時，垣花 泰之，久志本 成樹，小谷 穣治，貞
広 智仁，志馬 伸朗，中川 聡，中田 孝明，布宮 伸，林 淑朗，藤島 清太郎，升田 好樹，松田 直之，織田 成人，田中 裕
（日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会）
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2 0 1 6 における推奨設定方法
山川一馬，西田 修，小倉 裕司，江木 盛時，松嶋 麻子，井上 茂亮，角 由佳，林田 敬，福田 龍将，安田 英人，原 嘉孝，
松田 明久，矢田部 智昭，山下 和人，坂本 壮，近藤 豊，櫻谷 正明，射場 敏明，今泉 均，垣花 泰之，久志本 成樹，小
谷 穣治，貞広 智仁，志馬 伸朗，中川 聡，中田 孝明，布宮 伸，林 淑朗，藤島 清太郎，升田 好樹，松田 直之，織田 成
人，田中 裕（日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会）
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CR5-1

CR5-2

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

座長 竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター）
全国調査報告
2
小泉 沢 1, 2，竹内 宗之 2，中川 聡 2，植田 育也 2，清水 直樹 2，多賀 直行 2，平井 克樹 2，戸田 雄一郎 2，志馬 伸明（1.
宮
城県立こども病院集中治療科，2. 小児集中治療委員会）
小児集中治療室での長期滞在患者の多施設実態調査
2
竹内 宗之 1, 2，志馬 伸朗 2，植田 育也 2，小泉 沢 2，清水 直樹 2，多賀 直行 2，戸田 雄一郎 2，中川 聡 2，平井 克樹（1.
大
阪府立母子保健総合医療センター集中治療科，2. 日本集中治療医学会小児集中治療委員会）
PICU の現状

2 月 13 日（土） 17：40 ～ 18：00 第 8 会場
委員会報告 6 人工呼吸器関連事象検討委員会
CR6

エメラルド

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

ダイヤモンド

座長 多治見 公髙（秋田労災病院）
人工呼吸関連事象
1
今井 寛 1, 2，中橋 奨（1.
三重大学医学部附属病院救命救急センター，2. 日本集中治療医学会人工呼吸関連事象委員
会）

2 月 13 日（土） 8：00 ～ 8：50 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2B 展示室
委員会報告 7 早期リハビリテーション検討委員会
「早期リハビリテーション ～根拠に基づいたエキスパートコンセンサス～」経過報告
座長

CR7-1

CR7-2

CR7-3

西田 修（藤田保健衛生大学病院麻酔・侵襲制御医学講座）
高橋 哲也（東京工科大学医療保健学部）
早期リハビリテーションに関する多施設アンケート調査報告
3
小幡 賢吾 1, 2，安藤 守秀 2，飯田 有輝 2，尾崎 孝平 2，神津 玲 2，小松 由佳 2，高橋 哲也 2，山下 康次 2，西田 修（1.
岡山
赤十字病院リハビリテーション科，2. 日本集中治療医学会早期リハビリテーション検討委員会，3. 日本集中治療
医学会早期リハビリテーション検討委員会担当理事）
早期リハビリテーションエキスパートコンセンサス，呼吸器系の CQ とコンセンサスについて
5
安藤 守秀 1，神津 玲 2，横山 仁志 3，有薗 信一 4，花田 匡利（1.
大垣市民病院呼吸器内科，2. 長崎大学大学院医歯薬
学総合研究科保健学専攻，3. 聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部，4. 聖隷クリストファー大学リハ
ビリテーション学部理学療法学科，5. 長崎大学病院リハビリテーション部）
「早期リハビリテーション：根拠に基づいたエキスパートコンセンサス」について ～理学療法士の立場から～
2
山下 康次 1, 2，安藤 守秀 2，飯田 有輝 2，尾崎 孝平 2，小幡 賢吾 2，神津 玲 2，小松 由佳 2，高橋 哲也 2，西田 修（1.
市立
函館病院中央医療技術部リハビリ技術科，2. 日本集中治療医学会早期リハビリテーション検討委員会）

2 月 13 日（土） 15：40 ～ 17：40 第 13 会場
委員会報告 8 日本から evidence を発信しよう

CR8 -1

CR8-2
CR8-3

CR8-4
CR8-5

CR8-6

CR8-7
CR8-8

神戸国際展示場 2 号館 3F

3A 会議室

座長 笠岡 俊志（熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部）
コメンテーター 新谷 歩（大阪大学大学院医学系研究科臨床統計疫学）
プロテアーゼインヒビターの持続的局所動注療法は重症急性膵炎に対して効果を認めなかった
堀部 昌靖 1，佐々木 満仁 2，讃井 將満 3，杉山 大典 4，岩崎 栄典 1，澤野 宏隆 5，後藤 隆司 6，池浦 司 7，金井 隆典 1，真
8
弓 俊彦（1.
慶應義塾大学医学部内科学（消化器内科），2. 国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科，3. 自治医科
大学附属さいたま医療センター集中治療部，4. 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学，5. 大阪府済生会千里病院
千里救命救急センター，6. 広島市立広島市民病院麻酔集中治療科，7. 関西医科大学内科学第三講座（消化器肝臓内
科），8. 産業医科大学救急医学講座）
NEuromuscular pathology in CRitically ill patients: an autOPSY study:“NECROPSY study”
武居 哲洋，畠山 淳司（横浜市立みなと赤十字病院集中治療部）
人工呼吸療法に関する疫学研究
2
齋藤 伸行 1，讃井 将満（1.
日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2. 自治医科大学さいたま医療センター集
中治療部）
人工呼吸患者における酸素投与に関する多施設観察研究（ABOVE study）の Preliminar y result の報告
ABOVE study investigators
（ABOVE study）
集中治療のシミュレーショントレーニングコースの必要性に関するアンケート調査
1
梅井 菜央 1，Berg Benjamin2，市場 晋吾 1，竹田 晋浩 1，杉田 慎二 1，坂本 篤裕（1.
日本医科大学外科系集中治療，2. ハ
ワイ大学）
集中治療室における蛋白質投与量に関する多施設観察研究
3
矢田部 智昭 1，江木 盛時 2，西村 匡司（1.
高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座，2. 神戸大学附属病院集中
治療部，3. 徳島大学病院救急集中治療部）
急性期患者における FFP 投与と急性期出血に関する前向き観察研究＝ PLATEAU ＝の紹介と参加施設の募集
江木 盛時，長江 正晴，溝渕 知司（神戸大学医学部附属病院麻酔科）
アジア諸国の ICU スタッフにおけるストレスと燃え尽き症候群の調査
中瀧 恵実子，西村 匡司（徳島大学大学院救急集中治療医学）
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合
同
プログラム

2 月 13 日（土） 8：20 ～ 8：50 第 7 会場
委員会報告 5 小児集中治療委員会

プログラム
合
同

2 月 14 日（日） 10：00 ～ 10：30
委員会報告 9 社会保険対策委員会
CR9-1

CR9-2

第 3 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 B

学術集会あり方検討委員会 委員会報告
2
西田 修 1, 2，学術集会あり方検討委員会委員（1.
藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座，2. 学術集会あ
り方検討委員会）

2 月 14 日（日） 10：20 ～ 10：50 第 6 会場
委員会報告 11 ECMO プロジェクト委員会
CR11

大輪田 B

座長 森崎 浩（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）
特定集中治療管理料 1 及び 2 に関する実態調査報告 2 0 1 6
志馬 伸朗，遠藤 重厚，山本 剛，土井 松幸，坂本 哲也，下村 陽子，武居 哲洋，森崎 浩（日本集中治療医学会社会保
険対策委員会）
我が国の地域医療構想：集中治療室の位置づけも含めて
細川 康二（厚生労働省医政局地域医療計画課）

2 月 14 日（日） 10：30 ～ 10：50 第 3 会場
委員会報告 10 学術集会あり方検討委員会
CR10

神戸ポートピアホテル 南館 1F

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

トパーズ

座長 落合 亮一（東邦大学医療センター大森病院麻酔科）
ECMO プロジェクト委員会報告
竹田 晋浩（かわぐち心臓呼吸器病院）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：15 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール南
委員会報告 12 集中治療看護人員配置検討 WG の調査報告 ─ ICU 看護の質を考える─
座長

CR12

下村 陽子（信州大学医学部附属病院看護部）
鈴木 智恵子（日本医科大学付属病院看護部）
集中治療室（ICU）等における診療・看護の実態調査
6
丸谷 幸子 1，稲垣 範子 2，八木橋 智子 3，下村 陽子 4，網島 ひづる 5，鈴木 智恵子（1.
名古屋市立大学病院看護部，2. 大
阪大学医学部付属病院看護部，3. 自治医科大学附属さいたまメディカルセンター看護部，4. 信州大学医学部附属
病院看護部，5. 兵庫医療大学看護学部，6. 日本医科大学付属病院看護部）

2 月 14 日（日） 8：30 ～ 10：30 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2A 展示室
委員会報告 13 倫理委員会報告 ─ DNAR の歴史を展望し現在の問題点を探る─
座長

CR13 -1
CR13 -2

CR13 -3

CR13 -4
CR13 -5

氏家 良人（川崎医科大学救急総合診療医学講座）
丸藤 哲（北海道大学病院先進急性期医療センター）

DNAR 指示の倫理
児玉 聡（京都大学文学研究科）
DNAR が心肺停止前の治療方針に与える影響：症例検討
8
石川 雅巳 1，則末 泰博 2，丸藤 哲 3，木下 順弘 4，田村 高志 5，橋本 圭司 6，木下 浩作 7，氏家 良人（1.
呉共済病院麻酔・
救急集中治療部，2. 東京ベイ・浦安市川医療センター，3. 北海道大学病院，4. 熊本大学医学部付属病院，5. 済生会
山口総合病院，6. 松江赤十字病院，7. 日本大学医学部附属板橋病院，8. 岡山大学病院）
Do Not（Attempt）Resuscitate, DN（A）R 指示の歴史と現状
8
澤村 匡史 1，吉里 孝子 2，木下 浩作 3，橋本 圭司 4，石川 雅巳 5，田村 高志 6，木下 順弘 7，丸藤 哲（1.
済生会熊本病院
検体検査管理室，2. 熊本大学医学部附属病院，3. 日本大学医学部附属板橋病院救命救急センター，4. 松江赤十字病
院集中治療科，5. 呉共済病院麻酔・救急集中治療部，6. 済生会山口総合病院麻酔科・集中治療科，7. 国立病院機構
大阪医療センター集中治療部，8. 北海道大学病院先進急性期医療センター）
看護師として DNAR の現状と課題を考える
2
立野 淳子 1，吉里 孝子（1.
小倉記念病院，2. 熊本大学医学部附属病院）
DNAR と POLST が集中治療に提起する諸問題 ─ 3 学会合同ガイドラインを踏まえて
貝沼 関志，丸藤 哲，石川 雅巳，則末 泰博，澤村 匡史，木下 浩作，田村 高志，木下 順弘，橋本 圭司，氏家 良人（日
本集中治療医学会倫理委員会）

2 月 14 日（日） 10：30 ～ 10：50
委員会報告 14 機関誌編集委員会
CR14 -1
CR14 -2

第 10 会場

神戸国際展示場 1 号館 2F

座長 丸藤 哲（北海道大学病院先進急性期医療センター）
日本集中治療医学会雑誌の近況
小竹 良文（東邦大学医療センター大橋病院麻酔科）
Journal of Intensive Care（ JIC）へ論文投稿のすすめ
丸藤 哲（日本集中治療医学会英文機関誌作成委員会）
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2A 展示室

2B 展示室

座長

CR15 -1

CR15 -2

CR15 -3

CR15 -4

CR15 -5

安宅 一晃（奈良県立医科大学附属病院医療安全推進室）
織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
千葉大学での Rapid Response System の実例
中田 孝明，安宅 一晃，新井 正康，川崎 達也，川原 千香子，児玉 貴光，仙頭 佳起，藤谷 茂樹，藤原 紳佑，三宅 章公，
織田 成人（Rapid Response System 検討委員会）
Rapid Response System に関わる用語の日本語訳と定義
川崎 達也，安宅 一晃，新井 正康，川原 千香子，児玉 貴光，仙頭 佳起，中田 孝明，藤谷 茂樹，藤原 紳佑，三宅 章公，
織田 成人（日本集中治療医学会 Rapid Response System 検討委員会）
RRS オンラインレジストリ ─ National Early Warning Score（NEWS）を用いたスコアリングによる評価─
藤谷 茂樹，安宅 一晃，新井 正康，川崎 達也，川原 千香子，児玉 貴光，仙頭 佳起，中田 孝明，藤原 紳佑，三宅 章公，
織田 成人（Rapid Response System 検討委員会）
院内心停止レジストリー
三宅 章公，安宅 一晃，新井 正康，川崎 達也，川原 千香子，児玉 貴光，仙頭 佳起，中田 孝明，藤谷 茂樹，藤原 紳佑，
織田 成人（Rapid Response System 検討委員会）
Rapid Response System における国際情勢と海外交流
児玉 貴光，安宅 一晃，新井 正康，川崎 達也，川原 千香子，仙頭 佳起，中田 孝明，藤谷 茂樹，藤原 紳佑，三宅 章公，
織田 成人（Rapid Response System 検討委員会）

2 月 14 日（日） 9：00 ～ 9：50 第 13 会場 神戸国際展示場 2 号館 3F
委員会報告 16 Global Sepsis Alliance 委員会報告
CR16 -1
CR16 -2

座長 織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
敗血症診療改善のために
中川 聡（国立成育医療研究センター病院集中治療科）
市民への情報発信としてのホームページ
2
井上 茂亮 1,（1.
東海大学医学部付属八王子病院，2. Global Sepsis Alliance 委員会）

2 月 14 日（日） 10：00 ～ 10：50 第 13 会場
委員会報告 17 臨床工学部門活動報告
CR17

3A 会議室

神戸国際展示場 2 号館 3F

座長 木村 政義（兵庫医科大学病院臨床工学室）
臨床工学部会活動報告
加納 隆（埼玉医科大学保健医療学部医用生体工学科）
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3A 会議室
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同
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2 月 14 日（日） 10：00 ～ 10：50 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F
委員会報告 15 Rapid Response System 検討委員会

プログラム
合
同

ガイドライン
2 月 12 日（金） 9：00 ～ 10：00 第 13 会場 神戸国際展示場 2 号館 3F
ガイドライン 1 日本版重症患者の栄養管理ガイドライン
GD1 -1

GD1 -2

GD1 -3

GD1 -4

GD1 -5

GD1 -6

GD1 -7

座長 小谷 穣治（兵庫医科大学病院救急・災害医学講座・救命救急センター）
「重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会」の委員会報告：全体像と作成法
2
小谷 穣治 1，重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会（小谷
穣治，江木 盛時，海塚 安郎，亀井 有子，神應 知道，
木下 浩作，佐藤 格夫，清水 孝宏，清水 義之，志馬 伸朗，白井 邦博，巽 博臣，西田 修，東別府 直紀，松田 兼一，真
弓 俊彦）（1. 兵庫医科大学救急・災害医学講座，2. 日本集中治療医学会）
重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会の委員会報告：栄養投与ルート
2
白井 邦博 1，重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会（小谷
穣治，江木 盛時，海塚 安郎，亀井 有子，神應 知道，
木下 浩作，佐藤 格夫，清水 孝宏，清水 義之，志馬 伸朗，白井 邦博，巽 博臣，西田 修，東別府 直紀，松田 兼一，真
弓 俊彦）（1. 兵庫医科大学病院救急災害医学，2. 日本集中治療医学会）
重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会の委員会報告：経腸栄養
2
東別府 直紀 1，重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会（小谷
穣治，江木 盛時，海塚 安郎，亀井 有子，神應
知道，木下 浩作，佐藤 格夫，清水 孝宏，清水 義之，志馬 伸朗，白井 邦博，巽 博臣，西田 修，東別府 直紀，松田 兼一，
真弓 俊彦）（1. 神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科，2. 日本集中治療医学会）
「重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会」の委員会報告：静脈栄養（PN の開始時期，PN の至適投与量）
2
海塚 安郎 1，重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会（小谷
穣治，江木 盛時，海塚 安郎，亀井 有子，神應 知道，
木下 浩作，佐藤 格夫，清水 孝宏，清水 義之，志馬 伸朗，白井 邦博，巽 博臣，西田 修，東別府 直紀，松田 兼一，真
弓 俊彦）（1. 製鉄記念八幡病院救急・集中治療部，2. 日本集中治療医学会）
「重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会」の委員会報告：血糖管理
2
江木 盛時 1，重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会（小谷
穣治，江木 盛時，海塚 安郎，亀井 有子，神應 知道，
木下 浩作，佐藤 格夫，清水 孝宏，清水 義之，志馬 伸朗，白井 邦博，巽 博臣，西田 修，東別府 直紀，松田 兼一，真
弓 俊彦）（1. 神戸大学医学部附属病院麻酔科，2. 日本集中治療医学会）
経腸・静脈栄養療法中の患者管理
2
清水 孝宏 1，重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会（小谷
穣治，江木 盛時，海塚 安郎，亀井 有子，神應 知道，
木下 浩作，佐藤 格夫，清水 孝宏，清水 義之，志馬 伸朗，白井 邦博，巽 博臣，西田 修，東別府 直紀，松田 兼一，真
弓 俊彦）（1. 那覇市立病院看護部，2. 日本集中治療医学会）
重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会」の委員会報告（小児の栄養管理）
2
清水 義之 1，重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会（小谷
穣治，江木 盛時，海塚 安郎，亀井 有子，神應 知道，
木下 浩作，佐藤 格夫，清水 孝宏，清水 義之，志馬 伸朗，白井 邦博，巽 博臣，西田 修，東別府 直紀，松田 兼一，真
弓 俊彦）（1. 大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科，2. 日本集中治療医学会）

2 月 12 日（金） 10：00 ～ 10：50 第 13 会場
ガイドライン 2 J-PAD ガイドライン
GD2 -1

GD2 -2

GD2 -3

GD2 -4

3A 会議室

神戸国際展示場 2 号館 3F

3A 会議室

座長 行岡 秀和（大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科救急医学講座）
集中治療領域における痛み・不穏・せん妄管理の現状調査
9
植村 桜 1，古賀 雄二 2，吹田 奈津子 3，茂呂 悦子 4，鶴田 良介 5，西 信一 6，長谷川 隆一 7，行岡 秀和 8，布宮 伸（1.
地
方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター，2. 学校法人鉄蕉館亀田医療大学看護学部看護学科
成人看護学，3. 日本赤十字社和歌山医療センター集中治療室，4. 自治医科大学附属病院集中治療部，5. 山口大学大
学院医学系研究科救急・総合診療医学分野，6. 兵庫医科大学集中治療医学科，7. 筑波大学附属病院水戸地域医療
教育センター・水戸協同病院，8. 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科救急医学講座，9. 自治医科大学麻酔科
学・集中治療医学講座集中治療医学部門）
早期離床促進における末梢神経ブロックの役割
1
藤原 祥裕 1，藤田 義人 1，畠山 登 2，木下 浩之 1，神立 延久 1，山田 満 1，佐藤 祐子 1，橋本 篤 1，赤堀 貴彦（1.
愛知医
科大学医学部麻酔科学講座，2. 愛知医科大学病院周術期集中治療部）
前橋日赤早期離床プロトコール導入により安全に早期離床を推進できる
劉 啓文，小倉 崇以，中村 光伸，宮崎 大，藤塚 健次，原澤 朋史（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科
救急科）
ICU 看護師に対する計画的行動理論に基づくせん妄評価の教育的介入
村上 綾乃，池田 詩織，高山 洋平，坂本 美賀子，西上 和宏（済生会熊本病院集中治療治療室）
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座長

GD3 -1

GD3 -2

GD3-3

GD3 -4

GD3 -5

GD3-6

西田 修（藤田保健衛生大学病院麻酔・侵襲制御医学講座）
小倉 裕司（大阪大学医学部付属病院高度救命救急センター）
日本版敗血症ガイドライン（感染源のコントロール）
中田 孝明，小豆畑 丈夫，大嶋 清宏，後藤 孝治，升田 好樹，西田 修，小倉 裕司，井上 茂亮，射場 敏明，今泉 均，江
木 盛時，垣花 泰之，久志本 成樹，小谷 穣治，貞広 智仁，志馬 伸朗，中川 聡，布宮 伸，林 淑朗，藤島 清太郎，松嶋
麻子，松田 直之，織田 成人，田中 裕（日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会）
ICU-acquired weakness と Post-Intensive Care Syndrome ─ CQ の策定からメタ解析まで─
井上 茂亮，畠山 淳司，斉藤 伸行，福家 良太，近藤 豊，一二三 亨，武居 哲洋，西田 修，小倉 裕司，射場 敏明，今泉 均，
江木 盛時，垣花 泰之，久志本 成樹，小谷 穣治，貞広 智仁，志馬 伸朗，中川 聡，中田 孝明，布宮 伸，林 淑朗，藤島
清太郎，升田 好樹，松嶋 麻子，松田 直之，織田 成人，田中 裕（日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別
委員会）
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2 0 1 6：初期蘇生領域の CQ とガイドラインの方向性
垣花 泰之，松嶋 麻子，久志本 成樹，松田 明久，神應 知道，井手 健太郎，安田 英人，櫻谷 正明，松田 直之，西田 修，
小倉 裕司，井上 茂亮，射場 敏明，今泉 均，江木 盛時，小谷 穣治，貞広 智仁，志馬 伸朗，中川 聡，中田 孝明，布宮 伸，
林 淑朗，藤島 清太郎，升田 好樹，織田 成人，田中 裕（日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会）
DIC 対策
射場 敏明，小倉 裕司，松田 直之，松嶋 麻子，澤村 淳，廣瀬 智也，坂本 壮，山川 一馬，西田 修，井上 茂亮，今泉 均，
江木 盛時，垣花 泰之，久志本 成樹，小谷 穣治，貞広 智仁，志馬 伸朗，中川 聡，中田 孝明，布宮 伸，林 淑朗，藤島
清太郎，升田 好樹，織田 成人，田中 裕（日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会）
ステロイド，免疫グロブリン（IVIG）のガイドラインの作成過程の経過
今泉 均，藤島 清太郎，升田 好樹，巽 博臣，藤村 直幸，後藤 孝治，早川 峰司，安田 英人，角 由佳，西田 修，小倉 裕
司，井上 茂亮，射場 敏明，江木 盛時，垣花 泰之，久志本成樹，小谷 穣治，貞広 智仁，志馬 伸朗，中川 聡，中田 孝明，
布宮 伸，林 淑朗，松嶋 麻子，松田 直之，織田 成人，田中 裕（日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委
員会）
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2 0 1 6：学会合同作成の意義と今後
小倉 裕司，西田 修，井上 茂亮，射場 敏明，今泉 均，江木 盛時，垣花 泰之，久志本 成樹，小谷 穣治，貞広 智仁，志
馬 伸朗，中川 聡，中田 孝明，布宮 伸，林 淑朗，藤島 清太郎，升田 好樹，松嶋 麻子，松田 直之，織田 成人，田中 裕
（日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会）

2 月 13 日（土） 17：40 ～ 18：20 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C
ガイドライン 4 日本集中治療医学会・日本呼吸療法医学会・日本呼吸器学会合同 ARDS 診療ガイドライン
GD4

座長 讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部）
ARDS 診療のためのガイドライン
橋本 悟，讃井 将満，江木 盛時，大下 慎一郎，塩塚 潤二，田中 竜馬，瀬尾 龍太郎，則末 泰博，林 淑朗，南郷 栄秀
（日
本集中治療医学会 ARDS 診療のためのガイドライン作成委員会）
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2 月 13 日（土） 17：05 ～ 18：10 第 1 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール
ガイドライン 3 日本集中治療医学会・日本救急医学会合同日本版重症敗血症診療ガイドライン：シンポジウム

モーニングセミナー
2 月 13 日（土） 7：45 ～ 8：45 第 2 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
モーニングセミナー 1（MS1） 重症敗血症における抗凝固療法の展望

セ ミ ナ ー
共
催

演者
座長

大輪田 A

射場 敏明（順天堂大学大学院医学研究科救急災害医学）
丸藤 哲（北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野）
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共催：帝人ファーマ株式会社

ランチョンセミナー
2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 2 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A
ランチョンセミナー 1（LS1） The latest advances in lung protective strategy
共催：コヴィディエン ジャパン株式会社

LS2 -1
LS2 -2

大輪田 B
共催：スリーエム ジャパン株式会社

座長 織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
SPEED2：カテーテル関連血流感染対策再考
志馬 伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 救急医学）
「3M TMテガダーム TMCHG ドレッシング」を使用している現場の声
清水 克彦（独立行政法人国立病院機構京都医療センター救命救急センター）

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
ランチョンセミナー 3（LS3） 敗血症・多臓器不全に対する血液浄化
演者
座長

共催：バクスター株式会社

土井 研人（東京大学救急部・集中治療部）
平澤 博之（千葉大学名誉教授 / 東千葉メディカルセンター理事長・センター長）

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
ランチョンセミナー 4（LS4） 劇症肝炎における血液浄化療法
演者
座長

大輪田 C

サファイア
共催：川澄化学工業株式会社

2
谷口 巧 1,（1.
金沢大学医薬保健研究域周術期管理学（麻酔・蘇生学），2. 金沢大学附属病院集中治療部）
持田 智（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 6 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F トパーズ
ランチョンセミナー 5（LS5） Optimizing patient’s brain function after critical illness: ICU management via the PAD
guidelines and beyond
共催：ホスピーラ・ジャパン株式会社 / 丸石製薬株式会社
演者
座長

Ely Wesley（Vanderbilt University Medical and Critical Care, USA）
布宮 伸（自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座集中治療医学部門）

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 7 会場
ランチョンセミナー 6（LS6） 未来の蘇生学
演者
座長

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

エメラルド
共催：日本光電工業株式会社

市瀬 史（ハーバードメディカルスクール・マサチューセッツ総合病院麻酔・集中治療科）
今中 秀光（徳島大学救急集中治療部）

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 8 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F ダイヤモンド
ランチョンセミナー 7（LS7） Improvement of patient outcome by the use of coagulation testing in the acute
coagulopathy of trauma（ACoT）
共催：ヘモネティクスジャパン合同会社
演者
座長

Bryan Cotton（Department of Surgery, Division of Acute Care Surgery, The University of Texas, USA）
丸藤 哲（北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野）

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール南
ランチョンセミナー 8（LS8） 集中治療領域におけるハイフローセラピー戦略
共催：日本メディカルネクスト株式会社
LS8 -1
LS8 -2

座長 橋本 悟（京都府立医科大学付属病院集中治療部）
救急・集中治療領域におけるハイフローセラピー
2
長谷川 隆一 1,（1.
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター，2. 総合病院水戸協同病院救急・集中治療科）
小児集中治療領域におけるハイフローセラピー戦略
黒坂 了正（長野県立こども病院小児集中治療科）

－ 75 －

催

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 3 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
ランチョンセミナー 2（LS2） 血管内カテーテル由来血流感染対策

セ ミ ナ ー

座長

Mercelo Britto Passos Amato（CardioPulmonary Department, Incor-Heart Institute, Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil）
藤野 裕士（大阪大学大学院医学系研究科生体制御医学講座麻酔・集中治療医学教室）

共

演者

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2A 展示室
ランチョンセミナー 9（LS9） 集中治療における神経モニタリング ─ Intensivist のための minimum essential
共催：アイ・エム・アイ株式会社
演者
座長

横堀 將司（日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野）
奥寺 敬（富山大学大学院医学薬学研究部危機管理医学講座）

セ ミ ナ ー
共
催

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2B 展示室
ランチョンセミナー 10（LS10） Extra-corporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Therapy Whose Time
Has Come
共催：マッケ・ジャパン株式会社
演者
座長

Michael S. Firstenberg（Northeast Ohio Medical University. Departments of Surgery, The Summa Health
Care System, Akron City Hospital. Akron, Ohio, USA）
市場 晋吾（日本医科大学付属病院外科系治療科）

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F 2A 会議室
ランチョンセミナー 11（LS11） Noninvasive Ventilation in Acute Cardiogenic Pulmonary Edema
共催：フィリップス・レスピロニクス合同会社
演者
座長

Josep Masip（Department of Intensive Care Medicine, University of Barcelona, Spain）
佐藤 直樹（日本医科大学武蔵小杉病院内科・循環器内科）

2 月 12 日（金） 12：20 ～ 13：20 第 13 会場 神戸国際展示場 2 号館 3F
ランチョンセミナー 12（LS12） DIC の研究における最近の動向
演者
座長

3A 会議室
共催：一般社団法人 日本血液製剤機構

射場 敏明（順天堂大学大学院医学研究科救急・災害医学）
久志本 成樹（東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学分野）

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 2 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A
ランチョンセミナー 13（LS13） Usefulness of transpulmonary thermodilution systems in ICU patients
共催：フクダ電子株式会社
LS1 3 -1
LS1 3 -2

座長 平 泰彦（聖マリアンナ医科大学救急医学）
循環動態モニターの基礎パラメータ
田上 隆（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター）
Usefulness of transpulmonar y thermodilution systems in ICU patients
Jean-Louis Teboul
（Medical ICU, Bicètre Hospital, University Paris-South, France）

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 3 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B
ランチョンセミナー 14（LS14） 先進医療：細菌・薬剤耐性遺伝子検査システムによる敗血症の迅速診断
共催：株式会社日立ハイテクノロジーズ
演者
座長

大曲 貴夫（国立国際医療研究センター病院国際感染症センター）
池田 寿昭（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部）

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 4 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F
ランチョンセミナー 15（LS15） ICU 領域における神経筋電気刺激療法
演者
座長

大輪田 C

山田 純生（名古屋大学大学院医学系研究科（保健学））
野原 隆司（国家公務員共済組合連合会枚方公済病院）

共催：ミナト医科学株式会社

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F サファイア
ランチョンセミナー 16（LS16） 新たな敗血症マネジメント ─臓器障害と DIC 対策─
共催：旭化成ファーマ株式会社 / ファイザー株式会社
LS16

2020年に向けた敗血症治療戦略 ─抗凝固療法の実臨床および基礎研究の知見をふまえて─
演者 阪本 雄一郎（佐賀大学医学部救急医学講座）
座長 真弓 俊彦（産業医科大学医学部救急医学講座）

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 6 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F トパーズ
ランチョンセミナー 17（LS17） Fluid Management in Sepsis ─ The role of Dynamic Measure
共催：アイ・エム・アイ株式会社
演者

座長

2
Tiffany M. Osborn1,（1.
Department of Surgery and Emergency Medicine. Section of Acute Care Surgical
Services, Surgical/Trauma Critical Care. Barnes Jewish Hospital, USA，2. Washington University, USA）
松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
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2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 7 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
ランチョンセミナー 18（LS18） ICU 感染制御：今改めて考える改善への道

エメラルド
共催：株式会社ジェイ・エム・エス

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 8 会場
ランチョンセミナー 19（LS19） ICU design

ダイヤモンド

演者
座長

共催：パラマウントベッド株式会社 / 株式会社 SISM

Jukka Takala（Bern University Hospital: Department of Intensive Care Medicine, Switzerland）
織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）

演者
座長

岡島 正樹（金沢大学附属病院集中治療部）
山科 章（東京医科大学循環器内科）

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2A 展示室
ランチョンセミナー 21（LS21） やさしく学ぶ，重症患者の栄養療法 ～便失禁ケアシステムの意義を交えて～
共催：株式会社メディコン
演者
座長

佐藤 格夫（京都大学医学部附属病院初期診療・救急科）
小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2B 展示室
ランチョンセミナー 22（LS22） 集中治療分野の鎮痛と解熱を考える ～アセトアミノフェン静注液の役割～
共催：テルモ株式会社
LS2 2 -1
LS2 2 -2

座長 布宮 伸（自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座集中治療医学部門）
重症患者の発熱に対するアセトアミノフェン静注液の可能性を探る
鈴木 聡（岡山大学病院集中治療部）
集中治療分野でのアセトアミノフェンによる鎮痛
藤原 祥裕（愛知医科大学麻酔科学講座）

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F
ランチョンセミナー 23（LS23） Pulmonary Mechanics
演者
座長

2A 会議室
共催：パシフィックメディコ株式会社

Kacmarek RM（Department of Anaesthesia, Harvard Medical School/ Massachusetts General Hospital, USA）
竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター）

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 13 会場 神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室
ランチョンセミナー 24（LS24） 早期目標指向型治療は必要か？ 有用か？ 共催：エドワーズライフサイエンス株式会社
演者
座長

小林 誠人（公立豊岡病院但馬救命救急センター）
垣花 泰之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科救急・集中治療医学分野）

2 月 14 日（日） 12：20 ～ 13：20 第 2 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A
ランチョンセミナー 25（LS25） VAP を予防するための口腔ケア・オーラルマネジメント ～ Q・Care を使いこなす～
共催：ニプロ株式会社
演者
座長

岸本 裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）
宇都宮 明美（聖路加国際大学看護学部成人看護学）

2 月 14 日（日） 12：20 ～ 13：20 第 5 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
ランチョンセミナー 26（LS26） AKI に対する CRRT に新たな展開はあるのか？
演者
座長

土井 研人（東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部）
石倉 宏恭（福岡大学医学部救命救急医学講座）

サファイア
共催：旭化成メディカル株式会社

2 月 14 日（日） 12：20 ～ 13：20 第 6 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F トパーズ
ランチョンセミナー 27（LS27） 重症敗血症における補助療法の現況 ─エビデンスの整理と本邦疫学調査の結果の解説
共催：日本製薬株式会社
演者
座長

小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）
大段 秀樹（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門消化器・移植外科学）
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催

2 月 13 日（土） 12：20 ～ 13：20 第 9 会場 神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール南
ランチョンセミナー 20（LS20） 救急集中治療における β 遮断薬の有用性
共催：小野薬品工業株式会社

セ ミ ナ ー

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

共

演者
座長

2
志馬 伸朗 1,（1.
広島大学大学院救急医学，2. 広島大学病院高度救命救急センター・集中治療部）
祖父江 和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）

2 月 14 日（日） 12：20 ～ 13：20 第 7 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F
ランチョンセミナー 28（LS28） 大量出血に伴う凝固異常の評価と治療
演者
座長

エメラルド

香取 信之（慶応義塾大学医学部麻酔学教室）
溝部 俊樹（京都府立医科大学麻酔科学教室）

共催：平和物産株式会社

セ ミ ナ ー
共
催

2 月 14 日（日） 12：20 ～ 13：20 第 8 会場 神戸ポートピアホテル 南館 B1F ダイヤモンド
ランチョンセミナー 29（LS29） ICU で間接熱量計をどのように活かすか
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
演者
座長

讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部）
藤野 裕士（大阪大学大学院医学系研究科生体統御医学講座麻酔集中治療医学教室）

2 月 14 日（日） 12：20 ～ 13：20 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2A 展示室
ランチョンセミナー 30（LS30） 尿中 NGAL からみた AKI バイオマーカーの発現機序 共催：アボット ジャパン株式会社
演者
座長

森 潔（京都大学大学院医学研究科メディカルイノベーションセンターTMK プロジェクト）
吉本 明弘（神戸市立医療センター中央市民病院腎臓内科）

2 月 14 日（日） 12：20 ～ 13：20 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2B 展示室
ランチョンセミナー 31（LS31） ICU における antimicrobial stewardship の実践
共催：サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社
演者

座長

2
志馬 伸朗 1,（1.
広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学，2. 広島大学病院高度救命
救急センター・集中治療部）
池田 寿昭（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部）

2 月 14 日（日） 12：20 ～ 13：20 第 12 会場 神戸国際展示場 2 号館 2F 2A 会議室
ランチョンセミナー 32（LS32） 全身性炎症管理バンドル 2016：病態生理学的診断と治療
共催：東レ株式会社 / 東レ・メディカル株式会社
演者
座長

松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）

2 月 14 日（日） 12：20 ～ 13：20 第 13 会場 神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室
ランチョンセミナー 33（LS33） 集中治療で必要な薬剤，投与法と機器の安全管理について
LS3 3 -1
LS3 3 -2

共催：テルモ株式会社

座長 中島 芳樹（浜松医科大学麻酔・蘇生学講座）
みんなでポンプを安全・スマートに ～集中治療におけるシリンジポンプ・輸液ポンプ使い方・管理のコツ～
露木 菜緒（杏林大学医学部付属病院（集中ケア認定看護師））
ハイブリッド機器管理って知ってます？ ～機種統一の新しい考え方～
高田 裕（近畿大学医学部附属病院臨床工学部）
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イブニングセミナー

ES1 -3

2 月 12 日（金） 16：40 ～ 18：10 第 10 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2A 展示室
イブニングセミナー 2（ES2）“栄養療法”初心者のための経腸栄養セミナー
ES2 -1
ES2 -2
ES2 -3

座長 西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
早期経腸栄養の重要性とたんぱく質投与の意義
矢田部 智昭（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座）
流動食の種類と選択 ～ペプチド流動食～
堤 理恵（徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野）
早期経腸栄養開始時の条件，合併症対策
巽 博臣（札幌医科大学医学部集中治療医学）

共催：ネスレ日本株式会社

2 月 12 日（金） 17：20 ～ 18：20 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2B 展示室
イブニングセミナー 3（ES3） ARDS に対する肺保護換気戦略 ～早期肺保護の重要性～
共催：ドレーゲル・メディカルジャパン株式会社
演者
座長

小谷 透（東京女子医科大学麻酔科学教室）
貝沼 関志（名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部）

2 月 13 日（土） 16：50 ～ 18：50 第 2 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A
イブニングセミナー 4（ES4） 新たな敗血症バンドルを考察する ～多臓器不全へ立ち向かう～
共催：旭化成ファーマ株式会社 / ファイザー株式会社
座長

ES4 -1
ES4 -2
ES4 -3
ES4 -4

2
遠藤 重厚 1,（1.
岩手医科大学医学部九州医学講座，2. 盛岡友愛病院）
阪本 雄一郎（佐賀大学医学部救急医学講座）
敗血症における感染症バンドル
志馬 伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学）
臓器障害と DIC を考える
小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）
重症敗血症に対するトロンボモジュリン製剤の治療バンドルにおける位置づけ
2
井上 貴昭 1,（1.
順天堂大学大学院救急災害医学教室，2. 順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科）
敗血症性 DIC のパラダイムシフト
石倉 宏恭（福岡大学医学部救命救急医学講座）

2 月 13 日（土） 17：20 ～ 18：20 第 11 会場 神戸国際展示場 1 号館 2F 2B 展示室
イブニングセミナー 5（ES5） ICU での Early Mobilization ～患者本来のあるべき姿へ導くケアとは～
共催：アルジョハントレー（ ゲ ッ テ ィ ン ゲ グ ル ー プ ジ ャ パ ン）/
株式会社ケアフォース
演者
座長

小松 由佳（杏林大学医学部付属病院集中ケア学科）
道又 元裕（杏林大学医学部付属病院看護部長）
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催

ES1 -2

セ ミ ナ ー

ES1 -1

総合座長 織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
第 1 部座長 小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）
第 2 部座長 髙倉 俊二（京都大学医学部附属病院感染制御部）
【第 1 部】人工呼吸器関連事象の新たな診断基準と私たちの治療戦略 2 0 1 6
「集中治療における人工呼吸器関連肺炎への展望」
松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
【第 1 部】人工呼吸器関連事象の新たな診断基準と私たちの治療戦略 2 0 1 6
「人工呼吸器関連肺炎のマネージメント」
志馬 伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学）
【第 2 部】経口気管挿管患者に対する口腔ケア・オーラルマネジメント
岸本 裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

共

2 月 12 日（金） 17：20 ～ 18：50 第 3 会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B
イブニングセミナー 1（ES1） 第 5 回 MIICS
～ ICU における人工呼吸器関連事象（VAE/VAC/IVAC/PVAP）のマネジメントの最前線～
共催：ファイザー株式会社

【一般演題（優秀演題）】
2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
優秀演題 1
AW1 -1

（優秀演題）
一 般 演 題

AW1 -2
AW1 -3

AW1 -4

AW2 -2

AW2 -3
AW2 -4

AW3 -2

AW3 -3
AW3 -4

AW4 -2

第 4 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 C

第 6 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

トパーズ

座長：丸藤 哲（北海道大学病院先進急性期医療センター）
日本語版 CAM-ICU フローシートが最も推奨される ICU せん妄評価ツールである
古賀 雄二，宮崎 俊一郎（学校法人鉄蕉館亀田医療大学成人看護学）
手術後せん妄発症と手術前後での関連因子の検討
3
山下 遊平 1，生須 義久 1，高柳 麻由美 1，満山 兼一郎 1，長谷川 豊 2，江連 雅彦 2，金子 達夫 2，大島 茂 （1.
群馬県立
心臓血管センターリハビリテーション課，2. 群馬県立心臓血管センター心臓血管外科，3. 群馬県立心臓血管セン
ター循環器内科）
全身炎症の早期における情動変化の解析 ～全身炎症モデルラットの扁桃体ドパミンの動態～
2
市川 崇 1，西脇 公敏（1.
名古屋大学医学部附属病院麻酔科，2. 名古屋大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生医学）
くも膜下出血後の Goal Directed Therapy
5
磯谷 栄二 1，米田 浩 2，堀江 信貴 3，横堀 將司 4，小幡 佳輝 （1.
東京女子医科大学東医療センター救急医療科，2. 山
口大学医学部脳神経外科，3. 長崎大学医学部脳神経外科，4. 日本医科大学医学部高度救命救急センター，5. 東京
医科歯科大学医学部脳神経外科）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
優秀演題 4
AW4 -1

ポートピアホール

座長：黒田 泰弘（香川大学医学部附属病院救命救急センター）
出血性ショック後蘇生の急性腎障害における IL-10 のアポトーシスとオートファジーの影響について
村尾 佳則，濱口 満英，松島 知秀，植嶋 利文（近畿大学医学部救急医学救命救急センター）
溶血性尿毒症性症候群の病態における補体系レクチン経路活性化の関与
尾 崎 将 之 1, 2，下 澤 信 彦 1，森 澤 健 一 郎 1，柳 井 真 知 1，和 田 崇 文 1，藤 谷 茂 樹 1，Gregory Stahl2，平 泰 彦 1
（1. 聖マリアンナ医科大学救急医学，2. ブリガム・アンド・ウィメンズ病院麻酔科）
下行大動脈血流 VTI 比測定による体肺動脈短絡術後の急性期肺血流量評価
長谷川 智巳，大嶋 義博，田中 敏克，圓尾 文子，佐藤 有美，祖父江 俊樹（兵庫県立こども病院心臓血管外科）
Sonoclot を用いた血液凝固管理が人工心肺下開心術の周術期輸血量に及ぼす影響
2
汲田 翔 1，川口 亮一 2，西原 教晃 3，枝長 充隆 2，山蔭 道明 （1.
北見赤十字病院麻酔科，2. 札幌医科大学医学部麻酔
科，3. 市立釧路総合病院麻酔科）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
優秀演題 3
AW3 -1

神戸ポートピアホテル 南館 1F

座長：西田 修（藤田保健衛生大学病院麻酔・侵襲制御医学講座）
低体温症の実態 ─ Hypothermia STUDY2 0 14 中間報告─
三宅 康史 1，横田 裕行 2，奥寺 敬 3，小田 泰崇 4，北原 孝雄 5，清水 敬樹 6，白石 振一郎 7，坪倉 正治 8，中村 俊介 1，
3
若杉 雅浩 （1.
昭和大学医学部救急医学，2. 日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野，3. 富山大学大学院医学
薬学研究部危機管理医学，4. 山口大学大学院医学系研究科救急・生体侵襲制御医学分野，5. 横浜旭中央総合病院
脳血管センター，6. 東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，7. 会津中央病院救命救急センター，8. 東
京大学医科学研究所）
閉鎖式導尿バッグの空気による流出を阻害する要因について
東川 恵利子，星 英輝，佐藤 英樹，勝 博史（東京都立多摩総合医療センター看護部）
心拍変動を用いた向精神薬中毒重症度評価
藤川 翼，河井 健太郎，佐々木 博一，鈴木 智哉，東 一成，河井 知子，内田 康太郎，太田 祥一，三島 史朗，行岡 哲男（東
京医科大学救急・災害医学分野）
熱中症の冷却法・冷却時間と予後の関連について
神田 潤，三宅 康史，中村 俊介，有賀 徹（昭和大学医学部救急医学講座）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
優秀演題 2
AW2 -1

第 1 会場

第 2 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 A

座長：池田 寿昭（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部）
本邦における重症急性膵炎の原因別における患者背景および予後の検討：多施設後方視的観察研究結果
1
岸原 悠貴 1，堀部 昌靖 2，讃井 將満 3，安田 英人 1，本澤 大志 1，三浪 陽介 1，東 秀律（1.
武蔵野赤十字病院救命救急
科，2. 慶應義塾大学消化器内科，3. 自治医大さいたま医療センター麻酔集中治療部）
Sepsis-induced cardiomyopthy における可逆性心筋虚血の関与
2
鈴木 秀明 1，工藤 大介 2，久志本 成樹（1.
東北大学病院循環器内科，2. 東北大学病院高度救命救急センター）

－ 80 －

AW4 -3

AW4 -4

プレセプシン（可溶性 CD1 4）は小児敗血症において細菌感染症に特異的とは言えない
平林 茉莉奈，澤田 奈美，伊原 慎吾，堀 智志，山口 順子，小豆畑 丈夫，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救
急集中治療医学分野）
重症敗血症に対するストレス潰瘍予防の効果
1
笹渕 裕介 1，松居 宏樹 1，Alan Lefor2，伏見 清秀 3，康永 秀生 （1.
東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻
臨床疫学・経済学，2. 自治医科大学，3. 東京医科歯科大学）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
優秀演題 5
AW5 -1

AW5 -3

AW5 -4

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 C

座長：織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
院外心停止患者の蘇生努力の医学的無益性の量的判断における初期波形の重要性
2
福田 龍将 1, 2，大橋 奈尾子 1，松原 全宏 2，土井 研人 2，橘田 要一 1, 2，中島 勧 2，矢作 直樹 1, （1.
東京大学大学院医学
系研究科救急医学，2. 東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部）
非高齢者や非心原性心停止では即時の心肺蘇生は迅速な通報より優先されるべきかもしれない
3
稲葉 英夫 1, 3，明星 康裕 2，太田 圭亮 2，後藤 由和 1，前田 哲生 1, 3，船田 晃 1,（1.
金沢大学，2. 石川県立中央病院，3. 金
沢大学附属病院救命センター）
小児患者を対象とする Rapid response system の長期的効果
川崎 達也 1，関根 裕司 2，唐木 克二 2，諏訪 まゆみ 2，塩崎 麻那子 2，稲員 恵美 2，金沢 貴保 1，菊地 斉 1，伊藤 雄介 1
（1. 静岡県立こども病院小児集中治療科，2. 静岡県立こども病院 MET 部会）
小児の中心静脈穿刺のアウトカム；超音波ガイドとランドマーク法の比較；システマティック・レビュー
3
細川 康二 1，志馬 伸朗 2，橋本 悟 （1.
京都府立医科大学麻酔科学，2. 京都医療センター救命救急センター/ 救命救
急科，3. 京都府立医科大学附属病院集中治療部）

－ 81 －

一 般 演 題
（優秀演題）

AW5 -2

第 4 会場

【一般演題（口演）】
2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
口演 1 気道・呼吸・呼吸管理①
O1-1

O1-2

O1-3

O1-4

（口
演）
一 般 演 題

O1-5

O1-6

O2-2

O2-3

O2-4
O2-5

O3-2

O3-3

O3-4
O3-5

大輪田 A

第 2 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 A

座長：北浦 道夫（独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院麻酔科）
人工呼吸療法に関する疫学研究
2
齋藤 伸行 1，讃井 將満 （1.
日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2. 自治医科大学さいたま医療センター
集中治療部）
従量式換気と従圧式換気はどのように選択されているか
本田 博之，上村 夏生，鈴木 友康，青木 信将，新田 正和，本多 忠幸，遠藤 裕（新潟大学医歯学総合病院高次救命
災害治療センター）
間質性肺炎急性増悪例の人工呼吸器設定についての検討
1
若林 健二 1，足立 裕史 1，立石 知也 2，稲瀬 直彦 2，中沢 弘一 （1.
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生体
集中管理学，2. 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科統合呼吸器病学）
小児 ARDS 患者に対する HFOV 使用例の検討
芳賀 大樹，井手 健太郎，西村 奈緒，中川 聡（国立成育医療研究センター病院集中治療科）
小児における NIV-NAVA（Non-Invasive Ventilation with Neurally Adjusted Ventilator y Assist）の有用性
小田 新，中村 友彦，山口 由美（長野県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児科）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
口演 3 気道・呼吸・呼吸管理③
O3-1

神戸ポートピアホテル 南館 1F

座長：浅賀 健彦（香川大学医学部附属病院集中治療部）
Identifying Patients at Risk for Respirator y Depression
4
Daniel Eversole2 , Voscopoulos C1 , Eamon Fleming2 , Diane Ladd3 , Ed George（1.
University of Hawaii, 2. Respiratory
Motion, Inc., 3. West Virginia University, 4. Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School）
Risk Stratification Using a Respirator y Volume Monitor
3
Daniel Eversole4 , Christopher Voscopoulos1 , Kimberly Theos1 , H.A. Tillmann Hein2 , Edward George（1.
University
of Hawaii, 2. University of Texas Southwestern Medical School, 3. Massachusetts General Hospital, Har vard
Medical School, 4. Respiratory Motion, Inc.）
当院 ICU における挿管チューブの自己抜管症例の検討
大岩 雅彦，角谷 隆史，石川 友規，三枝 秀幸，石井 瑞恵，佐藤 幸子，岩崎 衣津，奥 格，福島 臣啓，時岡 宏明（岡
山赤十字病院麻酔科）
小児集中治療室における事故抜管に関連する因子
渡辺 太郎，松本 正太朗，西村 奈穂，中川 聡（国立成育医療研究センター集中治療科）
咳嗽時の腹腔内圧上昇によって計測される咳嗽強度は再挿管を予測しうるか
1
片岡 惇 1，岡本 賢太郎 1, 2，川口 剛史 1, 2，内藤 貴基 1，藤谷 茂樹 1, 2，則末 泰博（1.
東京ベイ・浦安市川医療センター
集中治療科，2. 聖マリアンナ医科大学救急医学）
当院 ICU における抜管後再挿管症例の検討
2
藤井 恵美 1，宮武 秀光 1，清水 淳次 1，今宿 康彦 3，山根 晢信 1，辻田 靖之 1，田畑 貴久 2，高橋 完 1，江口 豊 （1.
滋賀
医科大学医学部付属病院救急集中治療部，2. 滋賀医科大学医学部付属病院救急集中治療医学講座，3. 滋賀医科大
学医学部付属病院麻酔科）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
口演 2 気道・呼吸・呼吸管理②
O2-1

第 2 会場

第 3 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 B

座長：磨田 裕（埼玉医科大学国際医療センター集中治療科）
顕微鏡的多発血管炎によるびまん性肺胞出血は急性心不全より CT 値が高い
小谷 祐樹，辻本 登志英，亀井 純，山田 裕樹，千代 孝夫（日本赤十字社和歌山医療センター集中治療部）
CT 画像と比較した Electrical Impedance Tomography による ARDS 肺の評価
2
小野寺 悠 1，松浦 優 2，百瀬 望 2，森谷 真知佳 2，鈴木 博人 2，岡田 真行 2，中根 正樹 1, 2，川前 金幸（1.
山形大学医学
部救急医学講座，2. 山形大学医学部麻酔科学講座）
ECMO 使用患者における予後因子としての赤血球分布幅
大下 慎一郎，木田 佳子，京 道人，島谷 竜俊，鳥越 勇佑，鈴木 慶，山賀 聡之，岩崎 泰昌，廣橋 伸之，志馬 伸朗（広
島大学大学院救急医学）
iPS 細胞から 2 型肺胞上皮細胞への分化誘導
1
林 真雄 1，神崎 浩孝 2，松岡 義和 1，森松 博史（1.
岡山大学病院麻酔科蘇生科，2. 岡山大学病院薬剤部）
n-3 不飽和多価脂肪酸は LPS 刺激による HMVEC-L 血管内皮モデル血管透過性を有意に減少させる
1
尾迫 貴章 1，坂田 寛之 1，山田 太平 1，山下 勇人 2，石川 倫子 2，宇佐美 眞 2，中尾 篤典 1，小谷 穣治 （1.
兵庫医科大
学救急・災害医学講座，2. 神戸大学大学院保健学研究科病態代謝学）

－ 82 －

O3-6

呼吸音自動解析能を有する新たな電子聴診器の開発
1
山賀 聡之 1，大下 慎一郎 1，貞森 拓磨 1，儀賀 普嗣 2，岩崎 泰昌 1，廣橋 伸之 1，志馬 伸朗（1.
広島大学大学院救急医
学，2. 県立広島病院救急科）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
口演 4 気道・呼吸・呼吸管理④
O4 -1

O4 -2
O4 -3
O4 -4

O4 -5

O5 -2

O5 -3

O5 -4

O5 -5

O5 -6

O6 -2

O6 -3
O6 -4

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 C

座長：横山 正尚（高知大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部）
集中治療領域における専従療法士体制が及ぼす影響
稲垣 京司，菊地 聡，藤本 幹雄，高橋 功（総合病院国保旭中央病院診療技術部リハビリテーション科）
急性期早期離床を目指したシミュレーション実施報告
菅野 寛子 1，石井 由紀 1，大島 貴彦 1，栗山 陽子 1，妹尾 聡美 2，太田 慧 2，平田 尚子 2，廣島 勉 1，古野 薫 1，菊野 隆明 2
（1. 国立病院機構東京医療センターリハビリテーション科，2. 国立病院機構東京医療センター救急科）
当院集中治療室における早期離床と予後の検討
2
大川 晶未 1，飯田 有輝 1，伊藤 武久 1，三宅 健太郎 2，水落 雄一朗 （1.
愛知厚生連海南病院リハビリテーション科，
2. 愛知厚生連海南病院集中治療センター・麻酔科）
当院における ICU リハビリテーションの経過と課題
2
大崎 仁 1，大竹 弘哲 1，田中 真理子 1，劉 啓文 （1.
前橋赤十字病院リハビリテーション科，2. 前橋赤十字病院救急
科）
救急 ICU でリハビリテーションを施行した外傷患者の退院時 QOL の特徴
2
川田 稔 1，下雅意 崇亨 1，沖 圭祐 2，田村 暢一郎 2，福岡 敏雄（1.
公益財団法人倉敷中央病院リハビリテーション部，
2. 公益財団法人倉敷中央病院救急科）
救急 ICU における内科系疾患患者の自宅退院に影響する要因の検討
1
下雅意 崇亨 1, 2，川田 稔 1，福岡 敏雄 2，沖 圭祐（1.
公益財団法人倉敷中央病院リハビリテーション部，2. 公益財団
法人倉敷中央病院救命救急センター）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
口演 6 心臓・循環・体液管理①
O6 -1

大輪田 B

座長：梅垣 修（大阪医科大学集中治療部）
国内初の乳児施設間 ECMO 搬送を行い救命した，百日咳感染に伴う呼吸不全の一例
2
渡邉 伊知郎 1，齊藤 修 1，居石 崇志 1，本村 誠 1，中山 祐子 1，新津 健裕 1，清水 直樹 1，池山 貴也 （1.
東京都立小児
総合医療センター救命・集中治療部，2. あいち小児保健医療総合センター集中治療科）
致死的気道閉塞の治療に Veno-Venous Extracorporeal Membrane Oxygenation（VV-ECMO）を使用し救命した一例
永本 盛嗣，梅井 菜央，市場 晋吾，杉田 慎二，竹田 晋浩，坂本 篤裕（日本医科大学付属病院外科系集中治療科）
気管切開孔用二腔気管支チューブを用いて人工呼吸器離脱に成功した術後有瘻性膿胸例
松本 森作，小林 寛基，青山 文，寺田 統子，武藤 渚，釋谷 和子，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔集中治療科）
骨髄移植後に認めた重症呼吸器合併症の 7 例
小池 康志，蜂谷 聡明，中村 美穂，相良 明宏，関 晃裕，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢
大学付属病院集中治療部）
当院における気道出血 3 6 症例の検討
井上 和茂 1，金村 剛宗 1，金子 真由子 1，高田 浩明 1，神保 一平 1，吉岡 早戸 1，岡田 一郎 1，霧生 信明 1，加藤 宏 1，
2
小井土 雄一 （1.
国立病院機構災害医療センター救命救急センター，2. 国立病院機構災害医療センター臨床研究
部）
Berlin 基準による non-ARDS 症例の 9 0 日予後の検討
寺町 涼，谷口 博之，近藤 康博，木村 智樹，片岡 健介，松田 俊明，横山 俊樹（公立陶生病院呼吸器・アレルギー
疾患内科）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 第 4 会場
口演 5 早期離床・リハビリテーション①
O5 -1

神戸ポートピアホテル 南館 1F

第 5 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

サファイア

座長：野村 岳志（横浜市立大学大学院医学研究科麻酔科学）
うっ血性心不全急性期に合併した急性腎障害の予後分析 ; KDIGO 基準を用いて
吉眞 孝，野田 俊之，荒井 正純，谷畠 進太郎，小野 浩司，廣瀬 武司，岩間 眞，小島 帯，割田 俊一郎，加藤 崇（岐
阜県総合医療センター循環器内科）
FinGraph を用いた指先採血による Na，K 濃度と静脈採血による Na，K 濃度の比較試験
2
曽根 教子 1，高木 宏治 1，徳山 榮男 1，菊池 有史 1，石川 昌弘 1，佐藤 直樹 1，清水 渉（1.
日本医科大学武蔵小杉病院，
2. 日本医科大学付属病院）
CONUT score は急性心不全入院患者における感染症発症の予測因子となりうる
瀬川 貴嗣（呉医療センター）
ST 上昇型急性心筋梗塞症における適切な Door-in to Door-out Time の検討
永野 雅英，西上 和宏，中尾 浩一，坂本 知浩（済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科）
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一 般 演 題
（口
演）

O4 -6

第 3 会場

O6-5
O6-6

当院に来院した心原性院外心停止における冠攣縮の頻度と特徴についての検討
1
羽田 佑 1，望月 俊明 1，大出 幸子 2，石松 伸一（1.
聖路加国際病院救急部，2. 聖路加国際病院臨床疫学センター）
急性冠症候群におけるドクターヘリ搬送症例の臨床的特徴
西郡 卓，小林 宣明，澁谷 淳介，塩村 玲子，岡崎 大武，鶴見 昌史，品田 卓郎，松本 尚，畑 典武，清水 渉（日本医
科大学千葉北総病院集中治療部）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
口演 7 血液・凝固線溶①
O7-1

O7-2

O7-3

O7-4

（口
演）
一 般 演 題

O7-5
O7-6

第 5 会場

O8-2

O8-3

O8-4
O8-5

O8-6

O9-2

O9-3

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

トパーズ

座長：山口 弘子（名古屋大学医学部附属病院看護部）
間欠的騒音はラットモデルにおいてストレス反応を生じる
星野 晴彦 1，下條 信威 1，櫻本 秀明 2，卯野木 健 2，大内 玲 1，吉野 靖代 1，松石 雄二郎 1，Jesmin Subrina1，河野 了 1，
1
水谷 太郎（1.
筑波大学人間総合科学研究科救急・集中治療医学，2. 筑波大学附属病院看護部）
ミダゾラムは末梢性ベンゾジアゼピン受容体を介してマクロファージの免疫応答を調節する
1
大田 典之 1，山本 俊介 1, 2，堀口 祐 2，藤野 裕士 2，内山 昭則 （1.
大阪大学医学部附属病院，2. 大阪大学医学部麻酔
集中治療医学）
重症患者におけるスボレキサントのせん妄発症に与える影響
増山 智之 1，吉田 直人 1，飯塚 悠祐 1，小室 哲也 1，神尾 直 1，小林 雅矢 1，八木橋 智子 1，笹渕 裕介 2，讃井 將満 1
（1. 自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部，2. 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専
攻）
離脱症候群を起こすリスクファクターの検討
瀬端 龍太郎（筑波大学附属病院看護部）
手術患者の悪夢発生に対する ICU 管理の影響 ─プロペンシティスコア解析を用いた検討
園部 奨太，井上 聡己，内藤 祐介，寺田 雄紀，野村 泰充，安宅 一晃，川口 昌彦（奈良県立医科大学麻酔科集中治
療部）
ICU-AW への取り組み ～ NS サイドでのリハビリ導入を試みて
佐藤 隆美，村松 明子，山田 親代，日隈 玲（大津市民病院）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
口演 9 小児・新生児①
O9-1

サファイア

座長：相引 眞幸（愛媛大学医学部附属病院救急医学）
繰り返す皮下出血から診断に至った後天性血友病 A の 1 症例
2
倉田 秀明 1，熊本 新一 1，堀家 一哉 1，遠藤 清 1，井口 竜太 3，中島 勧 2，矢作 直樹 （1.
阪奈中央病院外科，2. 東京大
学医学部付属病院，3.JR 東京総合病院）
特発性血小板減少性紫斑病を合併した感染性大動脈瘤・食道穿孔の血液凝固管理に ROTEM が有効であった 1 例
1
谷川 義則 1，中村 公秀 1，山田 友子 1，中川内 章 1，松本 浩一 2，坂口 嘉郎（1.
佐賀大学医学部附属病院麻酔科蘇生科，
2. 伊万里有田共立病院）
小児開心術後の体外式心肺補助装置管理に血液弾性粘ちょう度検査が有用であった一症例
佐野 文昭，松本 梓，長谷川 達也，岡野 将典，小出 明里，米倉 寛，寺島 良幸，河野 真人，浅井 明倫，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）
心臓手術後 ICU 入室時の FIBTEM はフィブリノゲン値より新鮮凍結血漿の必要性予測に優れる
2
鈴木 祐二 1，木倉 睦人 1，川島 信吾 2，佐藤 恒久 3，土井 松幸 2，中島 芳樹 （1.
独立行政法人労働者健康福祉機構浜
松労災病院麻酔科，2. 浜松医科大学医学部麻酔・蘇生学講座，3. すずかけセントラル病院麻酔科）
脳神経外科緊急手術時のワーファリン拮抗薬としてのクリオプレシピテートの有用性
富田 守（焼津市立総合病院救急科）
ICU における深部静脈血栓・肺塞栓症のリスク因子解析
佐藤 武揚，久志本 成樹（東北大学病院高度救命救急センター）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 第 6 会場
口演 8 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床①
O8-1

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

第 7 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

エメラルド

座長：嶋岡 英輝（大阪市立総合医療センター集中治療センター）
超音波検査を用いた早産児における慢性呼吸障害の評価について
櫻井 淑男，荒木 俊介，川崎 秀徳，金井 雅代，石黒 秋生，田村 正徳（埼玉医科大学総合医療センター）
機能的単心室患者術後横隔神経麻痺に対する非侵襲的陽圧換気の有用性と限界
田畑 雄一，橋本 悟，徳平 夏子，井上 美帆，木村 彰夫，黄瀬 ひろみ，三井 誠司，成宮 博理（京都府立医科大学麻
酔科集中治療部）
先天性心疾患術後の新生児症例における再挿管リスクファクターの検討
三浦 慎也，濱本 奈央，大崎 真樹，中野 諭，齋藤 千徳，粒良 昌弘，宮越 千智（静岡県立こども病院循環器集中治
療科）
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O9-4

O9 -5

O9 -6

小児集中治療室での気管切開までの期間と予後
2
和田 宗一郎 1，菊地 斉 1，伊藤 雄介 1，金沢 貴保 1，川崎 達也 1，福本 弘二 2，漆原 直人（1.
静岡県立こども病院小児
集中治療科，2. 静岡県立こども病院小児外科）
術後予定外 ICU 入室に関する検討 有害事象に備え小児麻酔・集中治療に熟達した医師と ICU が必要である
1
秋山 類 1, 2，糟谷 周吾 1，西村 奈穂 1，中川 聡 1，鈴木 康之 （1.
国立成育医療研究センター手術・集中治療部，2. 聖
路加国際病院麻酔科・集中治療室）
沖縄県における小児集中治療室（PICU）設置および専従医配置が，地域の小児死亡にもたらした影響
藤原 直樹，制野 勇介，八坂 有起（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児集中治療科）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
口演 10 多臓器不全・敗血症①
O1 0 -1
O1 0 -2

O1 0 -4

O1 0 -5

O1 0 -6

O1 1 -2
O1 1 -3

O1 1 -4

O1 1 -5

O1 1 -6

第 8 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

ダイヤモンド

座長：渡海 裕文（兵庫県立淡路医療センター麻酔科）
急性 A 型大動脈解離患者に対する初期大量輸血療法が術後の臨床転帰に及ぼす影響
1
佐光 英人 1，仲村 佳彦 1，峰松 紀明 2，和田 秀一 2，田代 忠 2，石倉 宏恭 （1.
福岡大学病院救命救急センター，2. 福
岡大学病院心臓血管外科）
急性 B 型大動脈解離後の急性腎障害と院内合併症の関連
高橋 寿由樹，平田 直己，中川 晋（東京都済生会中央病院循環器科）
腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術後の短期集中治療による type Ⅱエンドリーク減少効果
2
栗本 義彦 1，氏平 功祐 1，西岡 成知 1，伊庭 裕 1，丸山 隆史 1，八田 英一郎 1，山田 陽 1，中西 克彦 1，横山 健 （1.
手稲
渓仁会病院心臓血管外科，2. 手稲渓仁会病院麻酔科）
食道穿孔の治療に胸部大動脈ステントグラフト内挿術を併用した 3 例
1
上村 亮介 1，山口 春子 1，秋本 貴子 2，横山 健 1，片山 勝之 （1.
手稲渓仁会病院麻酔科集中治療室，2. 手稲渓仁会病
院感染症科）
急性肺血栓塞栓症の予後と，症状出現から治療までの時間についての検討
3
宗像 亮 1，栗原 理 1，岡崎 大武 2，鶴見 昌史 2，小林 宣明 2，品田 卓郎 1，高野 雅充 2，畑 典武 1，清野 精彦 1，清水 渉（1.
日本医科大学千葉北総病院循環器センター，2. 日本医科大学千葉北総病院集中治療室，3. 日本医科大学付属病院
循環器内科）
慢性血栓塞栓性肺高血圧症の 8 症例の検討
塩屋 悠斗，東 倫子，海野 仁，日下 琢雅，田村 有人，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古屋大学大学
院医学系研究科救急・集中治療医学分野）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
口演 12 外傷・熱傷①
O1 2 -1

エメラルド

座長：蒲地 正幸（産業医科大学病院集中治療部）
敗血症性 DIC 症例のプロテイン C 値の変動と転帰
1
千葉 宣孝 1, 2，齋藤 豪 1, 2，櫻井 淳 1, 2，木下 浩作（1.
日本大学医学部救急集中治療医学分野，2. 日本大学病院救急科）
トロンボモジュリン遺伝子多型が重症敗血症の病態および転帰に与える影響
1
渡邉 栄三 1，坂本 照夫 2，高須 修 2，池田 寿昭 3，小谷 穣治 4，北村 伸哉 5，寺竹 洋一 6，幡野 雅彦 6，織田 成人 （1.
千
葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学，2. 久留米大学医学部救急医学，3. 東京医科大学八王子医療センター
特定集中治療部，4. 兵庫医科大学救急・災害医学，5. 君津中央病院救急・集中治療科，6. 千葉大学バイオメディ
カル研究センター）
DIC を伴った尿路感染症患者に対する AT3 および rTM 投与の効果：DPC データを用いた検討
大坪 広樹 1，村松 圭司 2，岡田 祥明 1，米良 好正 1，弓指 恵一 1，高間 辰雄 1，久保 達彦 2，古屋 智規 1，松田 晋哉 2，
1
真弓 俊彦（1.
産業医科大学医学部救急医学講座，2. 産業医科大学医学部公衆衛生学）
敗血症の早期診断におけるプレセプシンの有用性
山本 朋納，西村 哲郎，晋山 直樹，加賀 慎一郎，寺田 貴史，内田 健一郎，森岡 貴勢，武貞 博治，溝端 康光（大阪
市立大学医学部附属病院救命救急センター）
重症敗血症における ADAMTS1 3 活性低下は重症化と予後不良を予測する
吉田 良太朗，工藤 大介，佐藤 哲哉，宮川 乃理子，藤田 基生，野村 亮介，遠藤 智之，佐藤 武揚，入野田 崇，久志
本 成樹（東北大学病院高度救命救急センター）
Organ system network disr uption in non-sur vivor of critically ill patients
1
浅田 敏文 1，青木 悠太 2，山本 幸 1，土井 研人 1，石井 健 1，橘田 要一 1，中島 勧 1，矢作 直樹 （1.
東京大学医学部附
属病院救急部集中治療部，2. New York University, Langone’s Child Study Center）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
口演 11 心臓・循環・体液管理②
O1 1 -1

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

第 8 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

ダイヤモンド

座長：中川 隆（愛知医科大学災害医療研究センター）
来院時凝固障害は重症鈍的外傷の独立した予後因子か？
石井 健太，水島 靖明，井戸口 孝二，渡部 広明，松岡 哲也（りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救急セン
ター）

－ 85 －

一 般 演 題
（口
演）

O1 0 -3

第 7 会場

O12 -2

O12 -3
O12 -4

O12 -5

O12 -6

頭部外傷における脳実質損傷の指標としての D-dimer の可能性
八ツ繁 寛，早川 隆宣，住吉 京子，重田 恵吾，百瀬 俊也，榎本 真也，佐藤 慎，平 直記（独立行政法人国立病院機
構災害医療センター脳神経外科）
高齢外傷患者における急性腎傷害に関する前向き観察研究
3
藤永 潤 1，栗山 明 2，島田 典明（1.
倉敷中央病院救急科，2. 倉敷中央病院総合診療科，3. 倉敷中央病院腎臓内科）
Persistent inflammation, immunosuppression and catabolism syndrome（ PICS）発症の関連因子についての検討
2
岡田 一宏 1，齋藤 伸行 1，柴田 あみ 1，久城 正紀 1，阪本 太吾 1，八木 貴典 1，原 義明 1，松本 尚 1，横田 裕行 （1.
日本
医科大学千葉北総病院救命救急センター，2. 日本医科大学付属病院高度救命救急センター）
尿中尿素窒素排泄量を指標に栄養を管理した 8 0％重症全身熱傷の一症例
1
川島 信吾 1，鈴木 祐二 2，加藤 弘美 2，成瀬 智 1，御室 総一郎 1，土井 松幸 2，中島 芳樹（1.
浜松医科大学麻酔蘇生学
講座，2. 浜松医科大学集中治療部）
高齢者急性硬膜下血腫に対する緊急血腫除去術の工夫による早期リハビリテーション
2
重森 裕 1, 2, 3，大蔵 裕子 2，長島 亮太郎 2，鈴木 祥子 2，西田 武司 2，岩朝 光利 1, 2, 3，石倉 宏恭 （1.
国立病院機構福岡
東医療センター脳血管センター，2. 福岡大学病院救命救急センター，3. 福岡大学病院脳神経外科）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
口演 13 看護技術・ケアの工夫
O13 -1

（口
演）
一 般 演 題

O13 -2

O13 -3
O13 -4

O13 -5

O14 -2
O14 -3

O14 -4
O14 -5

O14 -6

コンベンションホール南

第 9 会場

神戸国際展示場 2 号館 1F

コンベンションホール南

座長：仁科 典子（大阪警察病院救命センターICU）
救命救急センター看護スタッフにおける環境音への配慮に向けた減音対策プログラムの開発と評価
2
大泉 昌也 1，佐藤 薫 1，中丸 真 1，福田 敦子 1，斉藤 意子 1，荒井 佑佳理 3，太田 慧（1.
国立病院機構東京医療センター
看護部救命救急センター，2. 国立病院機構東京医療センター救急科，3. 自治医科大学附属さいたま医療センター
看護部）
急変前の前駆徴候の気づきに向けた教育の取り組み予定外 ICU 入室患者の振り返り・シミュレーション教育より
古味 秀美，島田 佐苗（独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院）
当院における ICU 退室患者の呼吸数測定の現状
2
馬場 多恵 1，中村 紀子 1，佐伯 公亮 1，池田 智之 2，中野 顯 1, （1.
彦根市立病院 ICU・CCU 病棟，2. 彦根市立病院循
環器科）
看護におけるフィジカルアセスメント能力を評価する OSCE 評価表の一致率の検証
2
石川 幸司 1，中村 惠子 2，菅原 美樹（1.
北海道科学大学保健医療学部看護学科，2. 札幌市立大学看護学部）
ICU 看護師による超音波検査の臨床活用 ─膀胱エコーの有用性─
柴崎 有美 1，寺西 広美 1，株本 杏奈 1，和田 陽子 1，小幡 敏枝 1，鈴木 久美子 1，谷口 隼人 1, 3，中村 京太 2, 3，森村 尚
3
登 2, （1.
横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター，2. 横浜市立大学大学院医学研究科救急
医学，3. 横浜市立大学医学部救急医学教室）
急性期リハビリテーション時のブリーフィング・デブリーフィングの効果
平賀 千江美，増田 正和，古市 則光，見井田 和正，田中 由梨亜（北里大学病院）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
口演 15 多臓器不全・敗血症②
O15 -1

神戸国際展示場 2 号館 1F

座長：栗原 早苗（金沢大学附属病院看護部）
術後ドレーンのミルキングによる陰圧の測定と看護師が行うミルキングの実態報告
田地 勝利，布施 健太，諸星 優子，阿部 拓実（東京都立多摩総合医療センター看護部看護科）
気管挿管チューブ内のバイオフィルム形成の現状調査
2
佐野 香織 1，片原 美香 1，田中 陽子 1，木下 葉介 1，藤田 敬生 1，爲廣 一仁 2，財津 昭憲（1.
社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院 E-ICU・CCU，2. 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院集中治療科）
スマートポンプ R を使用したカテコラミン製剤のシリンジ交換における循環動態の変化の検証
村岡 祐介，堀谷 あゆみ，山口 智子，赤牛 留美子，橋場 英二（弘前大学医学部附属病院 ICU）
膵頭十二指腸切除症例における体温変化に対する年齢の影響
太田 康子，伊藤 聖恵，青山 徹，村川 正明，山奥 公一郎，渥美 陽介，風間 慶介，岸 ひろみ，森永 総一郎（神奈川
県立がんセンター）
ICU における患者の音環境について ～環境調査と患者アンケートの結果から～
2
菊地 寿美枝 1，袋地 好美 1，霜山 真（1.
東北薬科大学病院，2. 宮城大学看護学部）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
口演 14 看護教育
O14 -1

第 9 会場

第 10 会場

神戸国際展示場 1 号館 2F

2A 展示室

座長：住田 臣造（日本赤十字社旭川赤十字病院集中治療部）
救急外来における重症敗血症の初期所見
2
松嶋 麻子 1，中本 直樹 2，吉川 吉暁 2，藤見 聡 （1.
名古屋市立大学医学研究科先進急性期医療学，2. 大阪府立急性
期・総合医療センター救急診療科）

－ 86 －

O15 -2

O1 5 -3

O1 5 -4

O1 5 -5

O1 5 -6

敗血症患者の頻脈性不整脈に対するランジオロールの使用経験
3
木井 菜摘 1，佐藤 昌太 2，東口 隆 1，巽 博臣 3，升田 好樹 （1.
札幌医科大学医学部麻酔科学講座，2. 国立病院機構災
害医療センター，3. 札幌医科大学医学部集中治療医学）
β 遮断薬服用患者の敗血症の生命予後は良好である
岡田 基 1，柏木 友太 1，鷹架 健一 1，中嶋 駿介 1，林 健太郎 1，長島 道生 2，小林 厚志 1，西浦 猛 1，小北 直宏 2，藤田 智 1
（1. 旭川医科大学救急医学講座，2. 旭川医科大学集中治療部）
敗血症性ショックにおける臨床的に妥当な PVPI の上限値の検討
重光 胤明，林下 浩士，山下 智也，大川 惇平，森本 健，師岡 誉也，石川 順一，福家 顕宏，有元 秀樹，宮市 功典（大
阪市立総合医療センター救命救急センター）
人工心肺補助管理中の continuous plasma diafiltration 併用によるサイトカイン除去と臓器障害への効果
中村 美穂，蜂谷 聡明，小池 康志，相良 明宏，関 晃裕，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢
大学附属病院集中治療部）
敗血症性ショック患者の腎障害に対する保存的な血液浄化法の使用と予後
溝渕 有助 1，大岩 雅彦 1，南 絵里子 1，進 吉彰 1，石井 瑞恵 1，岩崎 衣津 1，小林 浩之 1，實金 健 1，時岡 宏明 1，川上
2
直哉（1.
岡山赤十字病院麻酔科，2. 岡山大学病院集中治療部）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 第 10 会場
口演 16 腎臓・腎機能・血液浄化①

O1 6 -2

O1 6 -3
O1 6 -4

O1 6 -5
O1 6 -6

座長：有村 敏明（鹿児島市医師会病院麻酔科）
敗血症性急性腎障害におけるリポカリン型プロスタグランジン D 合成酵素（L-PGDS）血中濃度の検討
2
山根 哲信 1，藤野 和典 2，江口 豊（1.
滋賀医科大学附属病院救急・集中治療部，2. 滋賀医科大学救急集中治療医学
講座）
集中治療患者におけるクレアチニン・クリアランス測定値と糸球体濾過量推定値の比較：単施設後方視観察研究
軽米 寿之 1，白石 淳 2，山本 良平 1，藤内 まゆ子 1，佐藤 仁信 1，松本 敬 1，小林 宏維 1，麻生 将太郎 1，笹野 幹雄 1，
1
林 淑朗（1.
医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科，2. 東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター）
腎臓超音波検査を用いた定常流型補助人工心臓装着患者での腎機能評価の試み
井口 直也，酒井 佳奈紀，内山 昭則，藤野 裕士（大阪大学医学部附属病院集中治療部）
血液浄化を要した急性腎障害における ICU 死亡予測因子
1
土井 研人 1，山下 徹志 2，野入 英世 2，松原 全宏 1，石井 健 1，矢作 直樹（1.
東京大学医学部救急部・集中治療部，2. 東
京大学医学部血液浄化療法部）
KDIGO による診断基準を用いた心臓手術後急性腎障害の発症に及ぼす術前・術中因子についての検討
長屋 慶，伊藤 洋介，宇井 あかね，吉田 明子（東北薬科大学病院麻酔科）
小児持続的血液濾過透析に併発する，無尿の是非
2
宮原 瑤子 1，居石 崇志 1，渡邉 伊知郎 1，本村 誠 1，中山 祐子 1，齊藤 修 1，新津 健裕 1，清水 直樹 1，吉田 拓司 （1.
東
京都立小児総合医療センター救命・集中治療部，2. 東京都立小児総合医療センター臨床工学センター）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
口演 17 神経①
O1 7 -1

O1 7 -2
O1 7 -3
O1 7 -4

O1 7 -5
O1 7 -6

2A 展示室

第 11 会場

神戸国際展示場 1 号館 2F

2B 展示室

座長：小林 孝史（大崎市民病院麻酔科）
中枢神経モニタリングに関するアンケート
9
黒田 泰弘 1，内野 博之 2，永山 正雄 3，相引 眞幸 4，木下 浩作 5，小畑 仁司 6，三宅 康史 7，澤村 淳 8，坂本 哲也 （1.
香川大学医学部救急災害医学，2. 東京医科大学麻酔科，3. 国際医療福祉大学熱海病院神経内科，同脳卒中・神経
センター，4. 愛媛大学医学部救急医学，5. 日本大学医学部救急集中治療医学，6. 大阪府三島救命救急センター，
7. 昭和大学医学部救急医学，8. 北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野，9. 帝京大学医学部
救急医学）
Amplitude-integrated electroencephalography で昏睡患者の non-convulsive status epilepticus を捉えた 1 例
岩崎 夢大，千田 康之，伊藤 文人，石田 時也（太田西ノ内病院麻酔科）
非痙攣性てんかん重積状態の診断に bispectral index（ BIS）モニターが参考になった 2 症例
2
前島 英恵 1，速水 元（1.
済生会横浜市南部病院，2. 横浜市立市民病院）
ICU での意識障害患者における nonconvulsive status epilepticus（ NCSE）の発生頻度とその治療効果
江川 悟史 1，一二三 亨 2，松村 光 2，岡崎 智哉 2，宍戸 肇 2，篠原 奈都代 2，高野 耕志郎 2，阿部 祐子 2，河北 賢哉 2，
2
黒田 泰弘（1.
兵庫県災害医療センター救急部，2. 香川大学医学部附属病院救命救急センター）
両側を同時に測定可能なモバイル型自動瞳孔測定器を用いた，健常人の瞳孔径と直接・間接対光反射の測定結果
坂田 寛之，中尾 博之，小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）
プロポフォールが瞳孔径に及ぼす影響：赤外線瞳孔計を用いた検討
3
白水 和宏 1，瀬戸口 秀一 1，徳田 賢太郎 2，藤吉 哲宏 3，外 須美夫 （1.
九州大学病院手術部，2. 九州大学病院集中治
療部，3. 九州大学大学院麻酔・蘇生学）

－ 87 －

一 般 演 題
（口
演）

O1 6 -1

神戸国際展示場 1 号館 2F

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
口演 18 多臓器不全・敗血症③
O18 -1

O18 -2

O18 -3

O18 -4

O18 -5
O18 -6

（口
演）
一 般 演 題

O19 -2

O19 -3

O19 -4

O19 -5

O19 -6

O20 -2

O20 -3
O20 -4

2B 展示室

第 12 会場

神戸国際展示場 2 号館 2F

2A 会議室

座長：安宅 一晃（奈良県立医科大学附属病院医療安全推進室）
ICU に入室した血液悪性腫瘍患者の予後因子についての検討
入江 洋正，大竹 孝尚，楠 宗矩，河合 恵子，新庄 泰孝，古谷 明子，生津 綾乃，日野 真彰，山形 淑，山下 茂樹（倉
敷中央病院麻酔科）
ICU 入室を要した血液内科患者の予後規定因子に関する検討
上田 吉宏，前田 明倫，浅田 敏文，比留間 孝広，松原 全宏，土井 研人，中島 勧，矢作 直樹（東京大学医学部附属
病院救急部・集中治療部）
電子スピン共鳴装置を用いた周術期酸化ストレスのリアルタイム評価と術後重症度，合併症との関連
小山 淑正，松本 重清，荻原 洋二郎，牧野 剛典，甲斐 真也，安部 隆国，古賀 寛教，安田 則久，後藤 孝治，北野 敬明（大
分大学医学部麻酔科学講座）
手術前後の筋量変化の CT 画像による検討
大西 龍貴 1，高田 朋彦 1，桐野 若葉 1，佐藤 千穂子 1，松永 裕樹 2，三島 秀樹 2，片山 康 2，石川 進 2，鈴木 健雄 1，伊
2
藤 淳（1.
東京都都立墨東病院麻酔科，2. 東京都都立墨東病院心臓血管外科）
Neutrophil-to-L ymphocyte Ratio を用いた集中治療の予後解析
眞喜志 剛，塩屋 悠斗，海野 仁，日下 琢雅，東 倫子，田村 有人，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
日本における重篤小児の予測致死率算出式（PIM-j.β）の開発
3
松本 正太朗 1，賀来 典之 2，六車 崇（1.
国立成育医療研究センター成育社会医学研究部，2. 九州大学病院救命救急
センター，3. 横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
口演 20 中毒・体温異常①
O20 -1

神戸国際展示場 1 号館 2F

座長：伊藤 辰哉（高松赤十字病院救急部）
肝臓における低酸素応答を標的とした新たな乳酸アシドーシス治療法の開発 ～ Cori 回路制御機構の解明～
壽原 朋宏 1，菱木 貴子 2，笠原 正貴 3，早川 典代 2，小柳津 智子 1，中西 豪 4，久保 亜紀子 2，末松 誠 2，南嶋 洋司 2，
1
森崎 浩 （1.
慶應義塾大学医学部麻酔学教室，2. 慶應義塾大学医学部医化学教室，3. 東京歯科大学歯学部薬理学講
座，4. 島津製作所分析計測事業部）
DAMPs としてのヒストンの体内動態
1
杉本 亮 1，伊藤 隆史 2，丸山 征郎 2，垣花 泰之 （1.
鹿児島大学医歯学総合研究科救急・集中治療医学講座，2. 鹿児
島大学大学院医歯学総合研究科システム血栓制御学講座）
マウス敗血症モデルでのリコンビナントトロンボモジュリンによる NETosis の抑制効果
加藤 由布 1，下村 泰代 1，須賀 美華 1，酒井 俊和 1，加藤 大貴 1，原 嘉孝 1，中村 智之 1，柴田 純平 1，森山 和広 2，西
1
田 修（1.
藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座，2. 藤田保健衛生大学医学部臨床免疫制御医学講座）
敗血症性心機能障害に対する亜硝酸塩の保護作用
1
川口 亮一 1，平田 直之 1，井上 茂亮 2，渡邊 伸央 2，吉川 裕介 1，茶木 友浩 1，宮下 龍 1，山蔭 道明 （1.
札幌医科大学
医学部麻酔科学講座，2. 東海大学医学部外科学系救命救急医学）
敗血症ラットモデル坐骨神経毛細血管における glycocalyx 層の脱落
1
日野 博文 1，三浦 亜里彩 2，新見 佐知 1，舘田 武志（1.
聖マリアンナ医科大学麻酔学教室，2. 金沢文庫病院）
耳介迷走神経電気刺激による抗炎症治療法の可能性
1
森下 幸治 1，八木 雅幸 1，伊藤 裕一 2，植野 彰規 2，大友 康裕 （1.
東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急セン
ター，2. 東京電機大学工学部）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
口演 19 重症度・予後評価
O19 -1

第 11 会場

第 12 会場

神戸国際展示場 2 号館 2F

2A 会議室

座長：伊関 憲（福島県立医科大学地域救急医療支援講座）
アカクラゲ刺傷により高血圧性脳症を発症した 5 歳男児
久保 達哉，余川 順一郎，相良 明宏，関 晃裕，北野 鉄平，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金
沢大学付属病院集中治療部）
一過性左心機能低下を併発した若年のⅢ度熱中症の 1 例
翁 佳輝 1，塚田 恵 2，一本木 邦治 2，小林 尊志 2，高山 浩史 2，嘉嶋 勇一郎 2，三山 浩 2，望月 勝徳 2，新田 憲一 2，今
2
村 浩（1.
信州大学医学部付属病院卒後臨床研修センター，2. 信州大学医学部付属病院高度救命救急センター）
熱中症と診断された患者における血清 procalcitonin の有用性の検討
児玉 善之，仲村 将高，島田 忠長，橋田 知明，小倉 皓一郎，平澤 博之（東千葉メディカルセンター）
ヒト遺伝子組み換えトロンボモジュリン（rTM）の熱射病後神経障害に対する効果についての検討
3
宮本 和幸 1，大滝 博和 2，佐々木 純 1，林 宗貴 1，三宅 康史 3，有賀 徹 （1.
昭和大学藤が丘病院救急医学科，2. 昭和
大学医学部顕微解剖学講座，3. 昭和大学医学部救急医学講座）

－ 88 －

O20 -5

O2 0 -6

重症熱中症における DAMPs の動態
2
島崎 淳也 1，小川 新史 1，山田 知輝 1，岸 正司 1，丸山 征郎 （1.
大阪警察病院救命救急科，2. 鹿児島大学システム血
栓制御学講座）
高度偶発性低体温症に対する復温効果の検討
岡田 遥平，市川 哲也，荒井 祐介，榊原 謙，石井 亘，檜垣 聡（京都第二赤十字病院救命救急センター）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 第 13 会場
口演 21 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床②
O2 1 -1
O2 1 -2
O2 1 -3
O2 1 -4

O2 1 -5

O2 2 -3

O2 2 -4

O2 2 -5

O2 2 -6

O2 3 -2

O2 3 -3

3A 会議室

座長：白石 義人（藤枝市立総合病院）
適切な要請基準策定のための Medical Emergency Team（MET）要請症例の後方視的検討
矢崎 めぐみ 1，織田 成人 1，渡邉 栄三 1，安部 隆三 1，中田 孝明 1，立石 順久 1，服部 憲幸 1，高橋 和香 1，島居 傑 1，
2
栗田 健朗（1.
千葉大学附属病院救急科・集中治療部，2. 成田赤十字病院救急・集中治療科）
Rapid Response Team 要請時期と予後因子ならびに患者特性の関係
3
小池 朋孝 1，黒岩 政之 1, 2，森安 恵実 1，大谷 尚也 1，伊藤 荘平 2，新井 正康 1, 2, （1.
北里大学病院集中治療センター
RST・RRT 室，2. 北里大学医学部麻酔科学教室，3. 北里大学医学部附属新世紀医療開発センター集中治療医学）
Rapid Response System 起動基準における看護師の懸念の有用性について
1
内藤 貴基 1，工藤 由子 2，岡本 賢太郎 1，片岡 惇 1，則末 泰博 1，平 泰彦 3，藤谷 茂樹（1.
東京ベイ・浦安市川医療セ
ンター集中治療科，2. 東京ベイ浦安市川医療センター集中治療室，3. 聖マリアンナ医科大学救急医学）
がん専門病院における Early Warning Score の有用性についての検討
1
松三 絢弥 1，廣井 一正 2，川口 洋佑 1，柴田 麻理 1，新井 美奈子 1，佐藤 哲文 （1.
国立がん研究センター中央病院麻
酔集中治療科，2. 岡山大学病院麻酔蘇生科）
Rapid Response System に準じた拡大コードシステム導入の効果 ～続報～
鈴木 健人，和智 万由子，武居 哲洋，米澤 直樹，畠山 淳司，藤 雅文，山田 広之，藤澤 美智子，永田 功，伊藤 敏孝（横
浜市立みなと赤十字病院救命救急センター）
当院 Rapid Response System が終末期医療へ与える影響の調査
新井 正康 1，小池 朋孝 2，森安 恵実 2，大塚 智久 3，吉野 和久 3，伊藤 壮平 3，小坂 康晴 3，鈴木 優太郎 3，西澤 義
3
之 3，黒岩 政之 （1.
北里大学医学部附属新世紀医療開発センター集中治療医学，2. 北里大学病院集中治療セン
ターRST・RRT 室，3. 北里大学医学部麻酔科学）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
口演 23 多臓器不全・敗血症④
O2 3 -1

神戸国際展示場 2 号館 3F

第 2 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 A

座長：橋本 圭司（松江赤十字病院集中治療科）
JSEPTIC DIC study 報告：重症敗血症における乳酸値の推移と予後
1
早川 桂 1，本間 洋輔 2，早川 峰司 3，佐藤 啓太 1，五木田 昌士 1，勅使河原 勝伸 1，田口 茂正 1，清田 和也 （1.
さいた
ま赤十字病院救命救急センター救急医学科，2. 東京ベイ・浦安市川医療センター救急科，3. 北海道大学病院先進
急性期医療センター）
重症敗血症診療における ICU 専従医の意義
1
藤塚 健次 1，小倉 崇以 1, 2，小橋 大輔 1，劉 啓文 1，宮崎 大 1，中村 光伸 （1.
前橋赤十字病院高度救命救急センター
集中治療科・救急科，2. JSEPTIC DIS Study Group）
敗血症性ショックに対する PMX-DHP 療法の生命予後に関する多施設検討 : JSEPTIC DIC study group 解析結果
1
仲村 佳彦 1，清見 文明 2，星野 耕大 1，川野 恭雅 1，水沼 真理子 1，市来 玲子 1，石倉 宏恭（1.
福岡大学病院救命救急
センター，2. 福岡大学ライフイノベーション）

－ 89 －

一 般 演 題
（口
演）

O2 2 -2

3A 会議室

座長：伊藤 明子（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター）
統一したせん妄の看護介入を目指して ～看護師の意識変化と質の保証～
山田 かおり，光岡 理江，大濱 忍（川崎医科大学附属病院 ICU・CCU）
せん妄予防の取組みに家族ケアを導入したことによる患者家族への影響 ～せん妄パンフレットを導入して～
池田 身佳，角田 恵理子（新都市医療研究会［関越］会関越病院）
POV 方式で撮影した動画を使用した術前リアリティオリエンテーションのせん妄予防の効果
菅 広信（秋田大学医学部附属病院集中治療部）
心臓血管外科術後早期離床の有用性：せん妄における看護ケア
2
谷脇 和歌子 1，田井 遥 1，三好 奈央 1，山辺 亮平 1，手嶋 英樹 1，入江 博之 1，井上 正隆（1.
社会医療法人近森会近森
病院集中治療室，2. 高知県立大学）
CAM-ICU では評価できない『せん妄』 ～言語聴覚士の視点より～
2
山家 貴仁 1，江田 陽一 （1.
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院リハビリテーション科，2. 医療法人徳洲会福岡徳洲会
病院集中治療センター）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 第 13 会場
口演 22 Rapid Response Team・院内急変①
O2 2 -1

神戸国際展示場 2 号館 3F

O23 -4

O23 -5

O23 -6

JSEPTIC DIC study 報告：敗血症における V-V ECMO の効果
3
高氏 修平 1, 3，早川 峰司 2, （1.
市立札幌病院救命救急センター，2. 北海道大学病院先進急性期医療センター，
3. JSEPTIC DIC study group）
敗血症における急性期 DIC 診断基準・日本血栓止血学会 DIC 診断基準の比較 ～予後との関連～
矢田 憲孝 1，廣田 哲也 2，藤本 善大 3，原 悠也 3，堀 雅俊 3，長田 俊彦 3，的井 愛紗 3，則本 和伸 3，三木 豊和 3，西尾
1
健治（1.
奈良県立医科大学総合医療学，2. 多根総合病院救急科，3. 淀川キリスト教病院救急科）
全重症度敗血症の解析から示された，
「急性期 DIC 診断基準」の意義
小豆畑 丈夫，中村 和裕，酒井 康行，河野 大輔，桑名 司，小松 智英，古川 誠，木下 浩作（日本大学医学部救急医
学系救急集中治療医学分野）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
口演 24 気道・呼吸・呼吸管理⑤
O24 -1

O24 -2

（口
演）
一 般 演 題

O24 -3
O24 -4

O24 -5
O24 -6

O25 -2

O25 -3
O25 -4
O25 -5

O26 -2

O26 -3

大輪田 B

第 3 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 B

座長：市場 晋吾（日本医科大学付属病院外科系集中治療科）
心臓大血管手術後の長期挿管になる要因の検討
加藤 直輝，中村 美津（医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院）
SBT プロトコルを用いた看護師による Weaning assessment
仲間 敏春，大城 和也，臼井 雄一，兼久 絵里，山内 芳乃，仲間 康敏，玉城 正弘（社会医療法人友愛会豊見城中央
病院集中治療室）
人工呼吸器離脱プロトコル導入が VAE（人工呼吸器関連事象）サーベイランスに及ぼす効果
嶋 雅範，文字 香織，橋本 めぐみ，出見世 真人，篠原 智誉，山下 直己（三菱京都病院 RST）
人工呼吸器離脱プロトコル導入により得た効果と今後の課題
文字 香織，山下 直己，篠原 智誉，橋本 めぐみ，出見世 真人（三菱京都病院）
当院における RST の現状と課題
宮原 聡子 1，松村 京子 2，和田 翔 1，重光 胤明 2，亀井 靖子 1，福井 威夫 3，松下 千紘 4，佐野 由花 1，山本 貴子 1，林
2
下 浩士 （1.
大阪市立総合医療センターICU，2. 大阪市立総合医療センター救命救急センター，3. 大阪市立総合医
療センター臨床工学部，4. 大阪市立総合医療センター看護部）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
口演 26 気道・呼吸・呼吸管理⑦
O26 -1

神戸ポートピアホテル 南館 1F

座長：倉田 二郎（東京医科歯科大学医学部附属病院麻酔・蘇生・ペインクリニック科）
気管挿管が喉頭に及ぼす形態学的影響 ─単施設前向き観察研究─
2
石川 淳哉 1, 2，森村 尚登 2，内倉 淑男 2，古郡 慎太郎 2，川村 祐介 2，大塚 剛 （1.
横浜市立市民病院救急総合診療科，
2. 横浜市立大学医学部救急医学教室）
気管切開患者に対する高流量酸素療法の効果：酸素流量の違いによる評価
2
三住 拓誉 1，藤本 大地 2，北 博志 3，今中 秀光 4，溝渕 知司 （1.
神戸大学附属病院集中治療部，2. 神戸大学附属病院
麻酔科，3. 神戸大学附属病院臨床工学部門，4. 徳島大学病院 ER・災害医療診療部）
酸素マスクの形状による吸入酸素濃度および二酸化炭素濃度に関する研究
高磯 甫隆，安見 武哲，大西 沙紀，大藤 純，近田 優介，今中 秀光，西村 匡司（徳島大学病院救急集中治療部）
プレチスモグラム変動から得られる，非侵襲的呼吸回数測定装置（NellcorTM PM1000N）の確からしさの検討
新井 正康 1，吉岡 俊輔 2，阪井 茉有子 2，田中 一生 2，鈴木 優太郎 2，西澤 義之 2，小坂 康晴 2，伊藤 壮平 2，黒岩 政
2
之 2，岡本 浩嗣（1.
北里大学医学部附属新世紀医療開発センター集中治療医学，2. 北里大学医学部麻酔科学）
Respirator y Rate is a Poor Assessment of Respirator y Status During and After Upper Endoscopy
1
Daniel Eversole2 , Holley K1 , Brayanov JB1 , Mathews DM（1.
Clinical Trials Research, 2. Respiratory Motion, Inc.）
Respirator y Volume Monitoring Reduces False Alarms
2
Daniel Eversole3 , Peggy Duke1 , Ed George（1.
Emory University, 2. Massachusetts General Hospital, Harvard
Medical School, 3. Respiratory Motion , Inc）.

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
口演 25 気道・呼吸・呼吸管理⑥
O25 -1

第 3 会場

第 4 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 C

座長：後藤 孝治（大分大学医学部附属病院集中治療部）
喀痰吸引量の主観的な感覚の違いについて
宮川 亮太，法雲 浄恵，鈴木 亜耶香（大垣市民病院）
呼気胸郭圧迫法は痰の排出に有用なのか？
大内 玲 1, 2，櫻本 秀明 1，下條 信威 3，榎本 有希 3，小山 泰明 3，卯野木 健 1，宮 顕 3，吉野 靖代 1, 2，星野 晴彦 1, 2，水谷
3
太郎 （1.
筑波大学附属病院 ICU，2. 筑波大学大学院人間総合科学研究科フロンティア医科学専攻，3. 筑波大学附
属病院救急・集中治療部）
心臓血管外科術後においてハイフローセラピー（High flow therapy：以下 HFT）を導入した症例の実態
藤井 裕一郎，立花 奈緒美，雨宮 由季，朝倉 登美子（埼玉医科大学国際医療センターICU 病棟）

－ 90 －

O26 -4

O2 6 -5

O2 6 -6

心臓血管手術後患者におけるネーザルハイフローの使用効果
西本 亜紀子 1，八木 恵子 1，御手洗 武博 1，山崎 大輔 1，林 裕子 1，加藤 貴大 2，原木 俊明 2，讃岐 美智義 2，河本 昌
2
志（1.
広島大学病院外科系集中治療室，2. 広島大学病院麻酔科）
当院 ICU で抜管後の小児に対する HFT の使用経験
新屋 真弓，平敷 好史，諸見里 勝，里井 陽介，普天間 誠，清水 孝宏，伊波 寛，宮田 裕史（地方独立行政法人那覇
市立病院）
ネーザルハイフロー（Nasal High-Flow；以下 NHF と略す）装着患者の苦痛に関する調査
藤巻 弘史，小谷 真依，大西 純子（国立循環器病研究センターHCU）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
口演 27 心臓・循環・体液管理③
O2 7 -1
O2 7 -2

O2 7 -3

O2 7 -5

O2 7 -6

O2 8 -2

O2 8 -3

O2 8 -4

O2 8 -5

O2 8 -6

第 5 会場

O2 9 -2

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

サファイア

座長：櫻田 春水（財団法人東京都保健医療公社大久保病院循環器内科）
J 波症候群が原因と考えられた心室細動の 1 例
余川 順一郎 1, 2，蜂谷 聡明 1，相良 明宏 1，関 晃裕 1，北野 鉄平 1，佐藤 康次 1，越田 嘉尚 1，野田 透 1，岡島 正樹 1，谷
1
口 巧（1.
金沢大学集中治療部，2. 金沢大学大学院医学系研究科循環医科学専攻臓器機能制御学講座）
著明な高マグネシウム血症のため高度徐脈・意識障害を来した原発性副甲状腺機能亢進症患者の 1 例
加来 秀隆，原 雅俊，徳田 賢太郎，生野 雄二，中川 拓，久保田 健介，安田 光宏，前原 喜彦（九州大学病院救命救
急センター・集中治療部）
うっ血性心不全に合併した頻脈性心房細動・心房頻拍に対するアミオダロン静注の有効性と安全性
林 洋史 1，山本 剛 1，圷 宏一 1，細川 雄亮 1，三軒 豪仁 1，黄 俊憲 1，鈴木 啓士 1，古瀬 領人 1，清水 渉 1，時田 祐吉 2
（1. 日本医科大学心臓血管集中治療科，2. 日本医科大学循環器内科）
アミオダロン投与中に低血圧と徐脈となり，濃度測定で有効血中濃度上限を超えていたことが判明した症例
小倉 玲美，月永 晶人，早川 翔，宮本 裕里，鈴木 ちえ子，村田 志乃，刈谷 隆之，後藤 正美，倉橋 清泰，大塚 将秀（横
浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）
心臓手術後の心房細動予防に対するベータ遮断薬の有用性について ─各種メタ解析からの分析
1
下山 哲 1，讃井 將満 2，守谷 俊（1.
自治医科大学附属さいたま医療センター救急部，2. 自治医科大学附属さいたま
医療センター集中治療部）
出血性ショック心臓の催不整脈性に対する異なった人工酸素運搬体の効果
2
高瀬 凡平 1，橋本 賢一 1，田中 良弘 2，東村 悠子 1，池内 尚司 （1.
防衛医科大学校病院集中治療部，2. 防衛医科大学
校病院救急部）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 第 6 会場
口演 29 心肺蘇生・蘇生後 ICU 管理①
O2 9 -1

サファイア

座長：塩川 泰啓（近畿大学医学部附属病院集中治療部）
循環不全を呈した小児に対し NPPV を使用した 1 7 例の検討
山下 由理子，岡田 広，三好 義隆，平本 龍吾（松戸市立病医院小児集中治療科）
小児心臓手術後の，新たな呼吸器 weaning 法 ─ Nasal High Flow system- 一酸化窒素併用療法─
1
小渡 亮介 1，鈴木 保之 1，冨田 栄一 2，後藤 武 2，福田 幾夫 （1.
弘前大学医学部胸部心臓血管外科，2. 弘前大学医学
部付属病院医療技術部・臨床工学部門）
先天性心疾患術後の急性期におけるトルバプタン使用症例の検討
上村 友二，宮津 光範，小出 明里，冨田 麻衣子，佐野 文昭，太田 晴子，田村 哲也，森島 徹朗，薊 隆文，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）
フォンタン型手術時の乳酸値と短期予後との関係
山本 真崇，八木 泰憲，斉藤 仁志，森 敏洋，森本 裕二（北海道大学病院麻酔科）
スライド気管形成術における心血管同時手術は術後のリスク因子となり得るか
3
小林 匡 1，川崎 達也 1，粒良 昌弘 2，三浦 慎也 2，中野 諭 2，濱本 奈央 2，大崎 真樹 2，櫨木 大祐 （1.
静岡県立こども
病院小児集中治療科，2. 静岡県立こども病院循環器集中治療科，3. 鹿児島大学病院小児科）
二心室修復術後に plastic bronchitis を発症した両大血管右室起始の小児例
2
祖父江 俊樹 1，田中 敏克 1，長谷川 智巳 2，圓尾 文子 （1.
兵庫県立こども病院循環器内科，2. 兵庫県立こども病院
心臓血管外科）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
口演 28 心臓・循環・体液管理④
O2 8 -1

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

トパーズ

座長：江口 豊（滋賀医科大学医学部救急集中治療医学講座）
成人マウスの低酸素症に対する 1 0 0％酸素蘇生は炎症とアポトーシスを惹起する
西村 与志郎 1，植木 正明 2，安藤 維洋 1，岡田 直己 1，西村 侑翼 1，比森 千博 1，大坪 里織 1，山田 克己 1，前田 祐仁 1，
1
西山 隆（1.
神戸大学医学部附属病院救命救急科，2. 西脇市立西脇病院麻酔科）
出血性ショック時初期輸液の選択が蘇生後肺傷害に与える影響（ラット出血性ショック蘇生モデルを用いて）
1
中村 龍 1，井上 一由 2，清水 裕子 1，谷岡 野人 1，山岡 正和 1，高橋 徹 3，森松 博史（1.
岡山大学大学院医歯薬総合研
究科麻酔蘇生学，2. 香川県立中央病院麻酔科，3. 岡山県立大学保健福祉学部）

－ 91 －

一 般 演 題
（口
演）

O2 7 -4

第 5 会場

O29 -3
O29 -4

O29 -5

O29 -6

アムロジピンが出血性ショック後の生存率に及ぼす影響の検討
山本 剛史，栗田 昭英，谷口 巧（金沢大学附属病院麻酔科蘇生科）
蘇生後患者における動脈血二酸化炭素濃度の変化と脳内酸素飽和度の関連 ─ prospective physiological study
2
田中 愛子 1，Glenn Eastwood1, 2, 3，Rinaldo Bellomo1, （1.
Department of Intensive Care, Austin Hospital, Australia，
2. Australian and New Zealand Intensive Care Research Centre，3. School of Nursing and Midwifer y, Deakin
University）
心停止後症候群における凝固線溶異常 ─心停止の原因による凝血学的因子の変化の相違─
和田 剛志 1，丸藤 哲 1，家子 正裕 2，水柿 明日美 1，前川 邦彦 1，方波見 謙一 1，小野 雄一 1，早川 峰司 1，澤村 淳 1，
3
Subrina Jesmin（1.
北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野，2. 北海道医療大学歯学部内科
学講座，3. 筑波大学医学医療系救急集中治療医学分野）
院外心停止症例の自己心拍再開後における冠動脈造影についての検討
五十嵐 昂，山中 希有子，黒岩 信行，内山 貴史，市川 壮一郎，前川 潤平，池田 篤史，沖野 晋一，福澤 茂，稲垣 雅行（船
橋市立医療センター）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 第 6 会場
口演 30 心肺蘇生・蘇生後 ICU 管理②
O30 -1

（口
演）
一 般 演 題

O30 -2

O30 -3
O30 -4

O30 -5

O30 -6

O31 -2

O31 -3
O31 -4
O31 -5

O31 -6

第 7 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

エメラルド

座長：田勢 長一郎（公立大学法人福島県立医科大学救急医療学講座）
OTC 医薬品に含まれるジヒドロコデインの異常代謝に起因した小児オピオイド中毒
2
種市 尋宙 1，澁谷 伸子（1.
富山大学医学部小児科，2. 富山大学附属病院集中治療部）
モダフィニル中毒によりくも膜下出血および PRES を呈した 1 例
小野 将平 1，清水 敬樹 1，鈴木 茂利雄 1，荒川 裕貴 1，濱口 純 1，萩原 祥弘 1，金子 仁 1，光銭 大裕 1，森川 健太郎 1，
2
三宅 康史（1.
多摩総合医療センター救命救急センター，2. 昭和大学医学部救急医学講座）
急性一酸化炭素中毒に対する新しい治療法としての光照射 ─照射強度の違いについて─
鹿志村 剛，田中 拓，平 泰彦（聖マリアンナ医科大学救急医学）
抗精神病薬・睡眠薬過量内服による急性薬物中毒における合併症（誤嚥性肺炎）の検討
濱口 満英，植嶋 利文，松島 知秀，村尾 佳則（近畿大学医学部救急医学）
急性中毒診療における集中治療管理の必要性
吉永 雄一，澤野 宏隆，佐藤 秀峰，夏川 知輝，小濱 圭佑，大場 次郎，大谷 尚之，伊藤 裕介，林 靖之，甲斐 達朗（大
阪府済生会千里病院千里救命救急センター）
DPC データを用いた有機リン中毒における PAM の有効性の検討
荒井 秀明 1，城戸 貴志 2，高橋 直樹 2，染谷 一貴 2，長谷川 潤 2，大坪 広樹 2，高間 辰雄 2，蒲地 正幸 1，真弓 俊彦 2
（1. 産業医科大学病院集中治療部，2. 産業医科大学病院救急医学講座）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
口演 32 小児・新生児②
O32 -1

トパーズ

座長：倉田 二郎（東京医科歯科大学医学部附属病院麻酔・蘇生・ペインクリニック科）
帝王切開麻酔導入時の心停止に対し，死戦期帝王切開を施行した 1 例
2
高野 信二 1，多田 文彦 （1.
四国こどもとおとなの医療センター救命救急センター，2. 四国こどもとおとなの医療
センター麻酔科）
心肺停止蘇生後に SSEP N-2 0 陰性から意識が回復した 2 症例
久野 将宗 1，金子 純也 1，磐井 佑輔 1，田上 隆 1，諸江 雄太 1，谷 将星 1，富永 直樹 1，福田 令雄 1，畝本 恭子 1，横田
2
裕行（1.
日本医科大学多摩永山病院救命救急センター，2. 日本医科大学付属病院高度救命救急センター）
院外心停止の ECPR における X 線透視下カニュレーションによる合併症発生の低下
柏浦 正広，田邉 孝大，杉山 和宏，明石 暁子，濱邊 祐一（東京都立墨東病院救命救急センター）
院内心停止に対する ECPR 施行症例の転帰の検討
1
星野 哲也 1，大村 和也 1，金尾 邦生 1，木村 慎一 1，相馬 良一 2，森實 雅司 2，高橋 宏行（1.
済生会横浜市東部病院集
中治療科，2. 済生会横浜市東部病院臨床工学部）
院内 ICU に入室した院内心肺停止患者についての検討
井上 敬太 1，奥田 裕子 2，藤本 佳久 1，平山 敬浩 1，香村 安健 2，松山 広樹 1，長門 優 1，阪口 雅洋 1，竹上 徹郎 2，平
1
田 学（1.
京都第一赤十字病院麻酔科，2. 京都第一赤十字病院救急科）
ドクターヘリで対応した院外心肺停止症例の検討
三村 誠二 1，田根 なつ紀 1，森 勇人 1，川田 篤志 2，大村 健史 1，森下 敦司 2，川下 陽一郎 2，奥村 澄枝 3，住友 正幸 3
（1. 徳島県立中央病院救命救急センター，2. 徳島県立中央病院外科，3. 徳島県立三好病院救急科）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
口演 31 中毒・体温異常②
O31 -1

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

第 7 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

エメラルド

座長：広木 公一（神奈川県立こども医療センター）
小児の Veno-ar terial extracorporeal membrane oxygenation（V-A ECMO）における心房 / 心室ベントに関する検討
3
赤木 健太郎 1，三浦 慎也 1，中野 諭 1，濱本 奈央 1，大崎 真樹 1，小野 安生 2，坂本 喜三郎（1.
静岡県立こども病院循
環器集中治療科，2. 静岡県立こども病院循環器科，3. 静岡県立こども病院心臓血管外科）

－ 92 －

O32 -2
O32 -3

O3 2 -4
O3 2 -5

O3 2 -6

静肺コンプライアンスは ECMO 離脱の指標になりうる ～新生児呼吸不全の ECMO 中に Cst を測定した 4 例の経験～
小田 新，中村 友彦（長野県立こども病院総合周産期医療センター新生児科）
当院の ECMO 患者の長期フォローの現状と課題
2
宮下 徳久 1，新津 健裕 1，居石 崇志 1，渡邉 伊知郎 1，本村 誠 1，中山 祐子 1，齊藤 修 1，清水 直樹 1，吉田 拓司 （1.
東
京都立小児総合医療センター救命・集中治療部，2. 東京都立小児総合医療センター臨床工学技士室）
小児 cardiac ECMO 後の腎予後の検討
中野 諭，大崎 真樹，三浦 慎也，濱本 奈央（静岡県立こども病院循環器集中治療科）
大血管転位症患者における新生児期 Ar terial switch 術後急性腎障害発症 risk の検討
1
海老島 宏典 1，黒嵜 健一 1，三宅 啓 1，坂口 平馬 1，北野 正尚 1，帆足 孝也 2，鍵崎 康司 2，市川 肇 2，白石 公 （1.
国立
循環器病研究センター小児循環器科，2. 国立循環器病研究センター心臓外科）
小児循環器集中治療室における心疾患新生児期死亡例の検討
3
黒嵜 健一 1，海老島 宏典 1，三宅 啓 1，坂口 平馬 2，北野 正尚 2，帆足 孝也 3，鍵崎 康治 3，市川 肇 3，白石 公 （1.
国立
循環器病研究センター病院小児循環器集中治療室，2. 国立循環器病研究センター病院小児循環器科，3. 国立循環
器病研究センター病院小児心臓外科）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
口演 33 感染・感染対策①
O3 3 -1

O3 3 -3

O3 3 -4

O3 3 -5

O3 3 -6

O3 4 -2

O3 4 -3
O3 4 -4

O3 4 -5

O3 4 -6

ダイヤモンド

座長：土手 健太郎（愛媛大学医学部附属病院集中治療部）
集中治療室における黄色ブドウ球菌菌血症患者の予後因子の検討
京 道人，木田 佳子，大下 慎一郎，鈴木 慶，山賀 聡之，廣橋 伸之，志馬 伸朗（広島大学大学院救急医学）
2015 年度の敗血症性ショックの ICU 死亡の原因解析
海野 仁，山本 尚範，日下 琢雅，東 倫子，眞喜志 剛，田村 有人，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
名古屋大学救急・集中治療部における侵襲性アスペルギルス感染症の現状と未来
塩屋 悠斗，東 倫子，海野 仁，日下 琢雅，山本 尚範，田村 有人，江嶋 正志，角 三和子，沼口 敦，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
誤嚥性肺炎の治療方針決定におけるプロカルシトニンの有用性
1
柳井 真知 1，江原 淳 2，藤谷 茂樹 1, 2，津久田 純平 1，高松 由佳 1，森澤 健一郎 1，平 泰彦 （1.
聖マリアンナ医科大学
救急医学，2. 東京ベイ浦安市川医療センター）
ICU での入院加療が必要であった急性咽頭炎・喉頭炎の検討
1
生塩 典敬 1，安達 普至 1，鶴 昌太 1，原口 正大 2，上村 弘行 2，臼元 典子 1，鮎川 勝彦 （1.
飯塚病院集中治療部，2. 飯
塚病院耳鼻咽喉科）
意識障害の原因が非ウレアーゼ産生菌の閉塞性尿路感染症による高アンモニア血症であった 1 症例
山口 和将，渡辺 隆明，佐々木 庸郎，小島 直樹，稲川 博司，岡田 保誠（公立昭和病院救命救急センター）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
口演 34 感染・感染対策②
O3 4 -1

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

第 8 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

ダイヤモンド

座長：七戸 康夫（独立行政法人国立病院機構北海道医療センター救命救急センター救急科）
多白血球血症における β-D glucan 測定法の基礎検討
菅 重典 1，高橋 学 1，稲田 捷也 1，成田 和也 2，山田 友紀 2，秋丸 理世 1，佐藤 諒 1，佐藤 正幸 1，佐藤 寿穂 1，井上 義博 1
（1. 岩手医科大学救急医学講座，2. 岩手医科大学臨床検査部）
マウス緑膿菌性急性肺傷害モデルにおける血清抗体の有効性の検討
1
木下 真央 1，加藤 秀哉 2，清水 優 2，濱岡 早枝子 1，秋山 浩一 1，内藤 慶史 1，佐和 貞治（1.
京都府立医科大学麻酔科
学教室，2. 京都鞍馬口医療センター）
多剤耐性 Acinetobacter に対する norepinephrine の病原性増強作用と薬剤耐性誘導に関する基礎研究
稲葉 正人，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
小児集中治療室におけるカテーテル関連血流感染症診断の問題点
1
喜久山 和貴 1，井手 健太郎 1，松本 正太朗 1，小林 徹 2，船木 孝則 3，宮入 烈 3，西村 奈穂 1，中川 聡 （1.
国立成育医
療研究センター手術集中治療部集中治療科，2. 国立成育医療研究センター臨床研究企画室，3. 国立成育医療研究
センター生体防御系内科部感染症科）
当院で経験したダニ媒介感染症の 7 例 ～初診時に SFTS を鑑別できるか？～
喜多村 泰輔，山本 浩大郎，野島 剛，石原 潤子，大西 広一，田村 竜，村西 謙太郎（高知医療センター救命救急セ
ンター）
ICU における Gram 染色を取り入れた感染症診療の取り組み
日比野 将也，植西 憲達，多和田 哲郎，都築 誠一郎，神宮司 成弘，田口 瑞季，近藤 司（藤田保健衛生大学救急総
合内科）
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一 般 演 題
（口
演）

O33-2

第 8 会場

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
口演 35 ナースのストレス
O35 -1
O35 -2

O35 -3

O35 -4

O35 -5
O35 -6

（口
演）
一 般 演 題

O36 -2
O36 -3

O36 -4

O36 -5

O36 -6

O37 -2

O37 -3

O37 -4

コンベンションホール南

第 9 会場

神戸国際展示場 2 号館 1F

コンベンションホール南

座長：足立 健彦（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院麻酔科）
脳動静脈奇形破裂をきたした妊娠患者の周産期管理：血管内治療後に帝王切開を行い母児ともに救命した一症例
浅野 哲 1，林 南穂子 2，諏訪 潤子 2，細川 麻衣子 2，枝窪 俊輔 2，齋藤 豊 1，種田 益造 1，矢野 喜一 2，渡辺 えり 2，加
2
藤 啓一（1.
日本赤十字社医療センター集中治療科，2. 日本赤十字社医療センター麻酔科）
腫瘍内出血による DIC を伴う巨大子宮腫瘍摘出術の出血コントロールに大動脈遮断バルーンが著効した 1 例
浜川 綾子，中尾 謙太，石井 久成（天理よろづ相談所病院）
HELLP 症候群に対する帝王切開術後に右肝梗塞を呈した 1 例
西周 祐美，山口 嘉一，山本 夏啓，堺 結有，出井 真史，吉田 輔，高木 俊介，野村 岳志，山口 修，後藤 隆久（横浜
市立大学附属病院）
妊娠中に皮膚筋炎に伴う急性間質性肺炎が発症した一例
正司 智洋，梅垣 岳志，穴田 夏樹，安藤 亜希子，右馬 猛生，甲斐 慎一，岡本 明久，西 憲一郎，廣田 喜一，新宮 興（関
西医科大学附属枚方病院麻酔科総合集中治療部）
妊娠関連の非典型溶血性尿毒症症候群（atypical HUS）の 1 例
菅原 梨香 1，丹保 亜希仁 2，川田 大輔 3，中嶋 駿介 3，柏木 友太 3，小林 厚志 3，西浦 猛 3，岡田 基 3，小北 直宏 3，藤
3
田 智 （1.
旭川医科大学病院卒後臨床研修センター，2. 名寄市立総合病院救命救急センター，3. 旭川医科大学病院
救命救急センター）
過去 3 年間に集中治療管理を要した周産期患者の検討
柿沼 孝泰，山本 亜矢，西山 遼太，沖田 綾乃，清川 聖代，金子 恒樹，浜田 隆太，西山 隆久，今泉 均，内野 博之（東
京医科大学麻酔科学分野）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
口演 37 血液・凝固線溶②
O37 -1

神戸国際展示場 2 号館 1F

座長：高松 道生（長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院循環器内科）
A 病院 ICU・CCU 看護師のレジリエンスとレジリエンスに影響する要因の検討
西山 久美江，君島 愛里（東海大学医学部付属八王子病院）
集中治療部に配置された看護師のストレスを評価する
菅原 希，坂本 千尋，秋山 恵美，鈴木 友里恵，工藤 淳，神 久美子，須東 光江，亀山 良亘，齋藤 浩二，星 邦彦（東
北大学病院 ICU1）
自殺企図を繰り返す患者のケアにおいて看護師が抱く感情労働とストレスの関係
3
長津 貴子 1，栗原 加代 2，長谷川 隆一 （1.
水戸協同病院集中治療室，2. 茨城キリスト教大学看護学部看護学科，
3. 筑波大学水戸地域医療教育センター水戸協同病院救急集中治療科）
当院 PICU におけるグリーフカンファレンスの現状と今後の課題
2
塚原 怜子 1，小坂 奈穂 1，新津 健裕（1.
東京都立小児総合医療センター看護部看護科，2. 東京都立小児総合医療セ
ンター集中治療科）
救急・集中治療領域に携わる看護師の疲労の実態に関する全国調査
牧野 夏子（札幌医科大学保健医療学部看護学科）
救急・集中治療領域に携わる医療職者の語りから捉えた共通する疲労の実態
牧野 夏子（札幌医科大学保健医療学部看護学科）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
口演 36 産婦人科
O36 -1

第 9 会場

第 10 会場

神戸国際展示場 1 号館 2F

2A 展示室

座長：矢口 有乃（東京女子医科大学病院）
基礎疾患のない小児の感染性 DIC にトロンボモジュリンは有効である
2
林 拓也 1，山田 香里 1，永渕 弘之 （1.
神奈川県立こども医療センター救急診療科，2. 神奈川県立こども医療セン
ター集中治療科）
JSEPTIC DIC study 報告：敗血症性 DIC に対するトロンボモジュリン製剤の効果
早川 峰司 1，山川 一馬 2，齋藤 慎二郎 3，内野 慈彦 3，工藤 大介 4，飯塚 悠祐 5，讃井 將満 5，滝本 浩平 6，真弓 俊彦 7
（1. 北海道大学病院先進急性期医療センター，2. 大阪府立急性期・総合医療センター救急診療科，3. 東京慈恵医
科大学附属病院集中治療部，4. 東北大学大学院医学系研究科救急医学分野，5. 自治医科大学附属さいたま医療セ
ンター麻酔科・集中治療部，6. 大阪大学病院集中治療部，7. 産業医科大学救急医学講座）
敗血症性 DIC に対する AT 製剤の有効性 ─血栓止血学会 DIC 診断基準暫定案での追加検討─
村尾 淳司 1，宮武 秀光 1，藤井 恵美 1，清水 淳次 1，今宿 康彦 2，山根 哲信 1，辻田 靖之 1，田畑 貴久 3，高橋 完 1，江
3
口 豊（1.
滋賀医科大学救急・集中治療部，2. 滋賀医科大学麻酔科，3. 滋賀医科大学救急・集中治療学講座）
JSEPTIC DIC study 報告：敗血症性 DIC に対するアンチトロンビン製剤の効果
早川 峰司 1，工藤 大介 4，齋藤 慎二郎 3，内野 慈彦 3，山川 一馬 2，飯塚 悠祐 5，讃井 將満 5，滝本 浩平 6，真弓 俊彦 7
（1. 北海道大学病院先進急性期医療センター，2. 大阪府立急性期・総合医療センター救急診療科，3. 東京慈恵医
科大学附属病院集中治療部，4. 東北大学大学院医学系研究科救急医学分野，5. 自治医科大学附属さいたま医療セ
ンター麻酔科・集中治療部，6. 大阪大学病院集中治療部，7. 産業医科大学救急医学講座）
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O37 -5

O37 -6

重症敗血症に関連した DIC に対するアンチトロンビン製剤とトロンボモジュリン製剤の併用効果の検討
荻原 洋二郎，安田 則久，後藤 孝治，中村 尚子，横尾 あずさ，佐々木 美圭，大地 嘉史，安部 隆国，山本 俊介，北
野 敬明（大分大学医学部麻酔科・集中治療部）
JSEPTIC DIC study 報告：敗血症性 DIC 治療方針の転帰への影響
工藤 大介 1，早川 峰司 3，内野 慈彦 2，讃井 將満 4，山川 一馬 5，飯塚 悠祐 4，滝本 浩平 6，齋藤 慎二郎 2，真弓 俊彦 7，
8
Japan Septic DIC study group（1.
東北大学大学院医学系研究科救急医学分野，2. 東京慈恵医科大学附属病院集中
治療部，3. 北海道大学病院先進急性期医療センター，4. 自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治
療部，5. 大阪府立急性期・総合医療センター救急診療科，6. 大阪大学病院集中治療部，7. 産業医科大学救急医学
講座，8. Japan Septic DIC study group）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
口演 38 神経②
O3 8 -1

O3 8 -2
O3 8 -3

O3 8 -5
O3 8 -6

O3 9 -2

O3 9 -3

O3 9 -4
O3 9 -5

O3 9 -6

O4 0 -2

神戸国際展示場 1 号館 2F

2B 展示室

座長：水谷 太郎（筑波大学附属病院救急・集中治療科）
足部の位置と運動間隔が下腿パンピング運動中の総大腿静脈血流速度に及ぼす影響について
2
高橋 哲也 1，森沢 知之（1.
東京工科大学医療保健学部，2. 兵庫医療大学リハビリテーション学部）
大腸穿孔患者の大腰筋断面積と歩行能力との関連
3
渡辺 伸一 1，大野 美香 2，森田 恭成 2，鈴木 秀一 2，染矢 富士子（1.
国立病院機構名古屋医療センターリハビリテー
ション科，2. 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター集中治療科，3. 金沢大学大学院医薬保健研究域保健
学系）
生体肝移植術施行患者における周術期の身体運動機能に関する検討
4
花田 匡利 1，及川 真人 1, 4，名倉 弘樹 1，関野 元裕 2，東島 潮 2，日高 匡章 3，曽山 明彦 3，江口 晋 3，神津 玲 1,（1.
長崎
大学病院リハビリテーション部，2. 長崎大学病院集中治療部，3. 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科移植・消化
器外科，4. 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科内部障害リハビリテーション学）
外傷性心室中隔穿孔を伴う多発外傷後に EMS を実施した一例
佐藤 宏樹（川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター）
心臓血管外科術後患者の在院日数延長要因の検討
3
古田 弘二 1，立石 奈己 2，松平 宗典 3，槇田 徹次 （1.
佐世保市立総合病院リハビリテーション室，2. 佐世保市立総
合病院看護部 ICU，3. 佐世保市立総合病院救急集中治療科）
心臓血管外科手術による身体機能低下関連因子の検討
大浦 啓輔，相方 由香理，井手迫 光弘，越智 裕介（福山循環器病院リハビリテーション課）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 第 11 会場
口演 40 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床③
O4 0 -1

2A 展示室

座長：瀬尾 勝弘（小倉記念病院麻酔科・集中治療部）
外傷性脊髄硬膜外血腫に対し，透視下経皮的ドレナージを施行した 1 症例
藤井 雅士，小田 裕太，藤野 光洋，浜崎 幹久，岡田 信長，大木 伸吾，田中 博之，竹下 淳，別府 賢，志馬 伸朗（国
立病院機構京都医療センター救命救急科）
診断に難渋した自己抗体介在性辺縁系脳炎の一例
石原 徹，柳 秀高，小松 昌道，桑野 公輔，真鍋 早季，門倉 彩奈，小澤 秀樹（東海大学医学部総合内科）
抗 NMDAR 脳炎の 2 症例
堀 泰雄，佐野 博昭，中谷 桂治，栗田 聡（JCHO 大阪病院麻酔科）
腫瘍随伴性抗 NMDA 受容体脳炎に対して集中治療管理を要した 2 症例
白川 尚隆 1，三住 拓誉 2，藤本 大地 1，西村 太一 1，巻野 将平 1，長江 正晴 1，小幡 典彦 1，江木 盛時 2，出田 眞一郎 1，
1
溝渕 知司（1.
神戸大学附属病院麻酔科，2. 神戸大学附属病院集中治療部）
脳出血患者の急性期血圧管理と予後の検討
2
山田 哲久 1，名取 良弘 2，今本 尚之 2，村上 信哉（1.
飯塚病院救急部，2. 飯塚病院脳神経外科）
可逆性脳血管攣縮症候群におけるプロポフォールの有効性
1
長田 貴洋 1，下田 雅美 2，堀田 和子 1，重松 秀明 1，松前 光紀 （1.
東海大学医学部脳神経外科，2. 東海大学医学部付
属八王子病院脳神経外科）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 第 11 会場
口演 39 早期離床・リハビリテーション②
O3 9 -1

神戸国際展示場 1 号館 2F

神戸国際展示場 1 号館 2F

2B 展示室

座長：高岡 勇子（北海道大学病院集中治療部）
高度救命救急センター初療段階におけるせん妄発症状況の実態調査（DTS・bCAM を使用して）
2
嶋岡 征宏 1，相楽 章江 1，田中 美知代 1，白石 知之 1，宇多川 文子 1，古賀 雄二 （1.
山口大学医学部附属病院先進救
急医療センター，2. 亀田医療大学成人看護学）
集中治療室における急性腎傷害の発生とせん妄の関連についての検討
3
井手上 龍児 1, 2，小林 圭子 3，楠 さくら （1.
JCHO 東京城東病院，2. 東京医療保健大学大学院看護学研究科，3. 武
蔵野赤十字病院集中治療室）

－ 95 －

一 般 演 題
（口
演）

O3 8 -4

第 10 会場

O40 -3

O40 -4

O40 -5
O40 -6

PRE-DELIRI model におけるせん妄予測の検討
3
森 一直 1，黒澤 昌洋 1，中山 敬太 2，藤田 義人 3，畠山 登 3，藤原 祥裕 （1.
愛知医科大学病院看護部，2. 愛知医科大
学病院 ICU，3. 愛知医科大学麻酔科学講座）
頸動脈血行再建術における過灌流症候群とせん妄についての評価
1
鈴木 利枝 1，松井 智美 2，金子 勇輝 1，福田 久子 （1.
筑波メディカルセンター病院，2. 旧筑波メディカルセンター
病院）
ICU・HCU 看護師のせん妄に対するとりくみ ～ CAM － ICU 導入前後の意識と行動の変化～
佐藤 支保，本田 飛鳥，仮屋 千穂（都城市郡医師会病院）
A 病院集中治療室における ABCDE バンドル導入の活動報告
菅 侑也，佐々木 亜理沙，飯島 正美，澤田 大輔（国際親善総合病院）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
口演 41 栄養管理①
O41 -1

O41 -2

（口
演）
一 般 演 題

O41 -3
O41 -4

O41 -5

O41 -6

第 12 会場

神戸国際展示場 2 号館 2F

2A 会議室

座長：北村 晶（埼玉医科大学国際医療センター麻酔科）
ICU 入室中の筋肉量減少と予後の関連性
2
堤 理恵 1，大藤 純 2，井内 茉莉奈 1，小野寺 睦雄 2，堤 保夫 3，今中 秀光 2，原田 永勝 1，西村 匡司 （1.
徳島大学大学
院医歯薬学研究部代謝栄養学分野，2. 徳島大学病院救急集中治療部，3. 徳島大学大学院医歯薬学研究部麻酔疼痛
治療医学）
ICU acquired weakness 発症患者における筋力及び筋肉量の回復推移 ～栄養摂取量との関連に着目した一考察～
松嶋 真哉 1, 2，根本 慎司 1，吉沢 和也 1，横山 仁志 3，渡邉 陽介 3，武市 梨絵 3，吉田 英樹 4，吉田 徹 4，桝井 良裕 4
（1. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院リハビリテーション部，2. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
NST，3. 聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部，4. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急セ
ンター）
本邦 ICU における人工呼吸器装着症例の間接熱量測定：連続 8 0 症例の測定
海塚 安郎（製鉄記念八幡病院救急・集中治療部）
人工呼吸管理を含む集中治療を実施した急性心不全患者への栄養療法
1
郷間 厳 1, 2，小原 章敏 3，西田 幸司 （1.
堺市立総合医療センター呼吸器内科，2. 堺市立総合医療センター栄養サ
ポートチーム，3. 堺市立総合医療センター循環器内科）
心不全入院患者に対する栄養管理と指導 ─文献検索とメタ解析
2
宮島 功 1, 2，矢田部 智昭 2，田村 貴彦 2，横山 正尚（1.
社会医療法人近森会近森病院臨床栄養部，2. 高知大学医学部
麻酔科学・集中治療医学講座）
集中治療室における急性期心不全患者の血中 BNP と栄養状態の関連性の検討
宮島 功，宮澤 靖（社会医療法人近森会近森病院臨床栄養部）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
口演 42 栄養管理②

第 12 会場

神戸国際展示場 2 号館 2F

2A 会議室

座長：国元 文生（国立大学法人群馬大学医学部附属病院集中治療部）

O42 -1

取下げ

O42 -2

本邦 ICU での経腸栄養と予後への影響について 国際栄養調査 2 0 1 1 と 2 0 1 3 の結果から
5
東別府 直紀 1，讃井 將満 2，祖父江 和哉 3，佐藤 武揚 4，水野 篤 （1.
神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科 /
NST，2. 自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部，3. 名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管
理医学分野，4. 東北大学病院高度救命救急センター，5. 聖路加国際病院循環器内科）
当院における国際栄養調査の結果と今後の NST の役割
富田 仁美（大浜第一病院診療技術部栄養給食科）
国際栄養調査結果からみた ICU の栄養管理の現状と課題
2
原口 さやか 1，大村 和也 2，工藤 雄洋 1，藤谷 朝美 1，高橋 宏行 （1.
済生会横浜市東部病院栄養部，2. 済生会横浜市
東部病院集中治療科）
国際栄養調査 2 0 1 3：本邦におけるグルタミンの投与の実態
1
小山 洋史 1，東別府 直紀 2，中川 温美 3，神尾 直 1，讃井 將満 （1.
自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科
集中治療部，2. 神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科 /NST，3. 自治医科大学附属さいたま医療センター看
護部）
集中治療領域における胃蠕動薬の使用状況について ～国際栄養調査の結果から～
2
水野 篤 1，東別府 直紀（1.
聖路加国際病院循環器内科，2. 神戸市立医療センター中央市民病院）

O42 -3
O42 -4

O42 -5

O42 -6

－ 96 －

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
口演 43 消化器①
O4 3 -1

O4 3 -2
O4 3 -3

O4 3 -4

O4 3 -5

O4 3 -6

O4 4 -3
O4 4 -4

O4 4 -5
O4 4 -6

O4 5 -2

O4 5 -3

O4 5 -4
O4 5 -5

第 13 会場

神戸国際展示場 2 号館 3F

3A 会議室

座長：升田 好樹（札幌医科大学附属病院集中治療部）
重症急性膵炎の経過に影響を与える因子についての検討
鈴木 銀河，佐藤 諒，高萩 基仁，森田 幸子，澤野 宏隆，林 靖之，甲斐 達朗（済生会千里病院千里救命救急センター）
重症急性膵炎に対する renal replacement therapy の効果 ─多施設観察研究─
澤野 宏隆 1，堀部 昌靖 2，佐々木 満仁 3，後藤 隆司 4，池浦 司 5，濱田 毅 6，尾田 琢也 7，安田 英人 8，真弓 俊彦 9，讃
井 將満 10（1. 大阪府済生会千里病院千里救命救急センター，2. 慶應義塾大学医学部，3. 独立行政法人国立癌研究
センター，4. 広島市立広島市民病院，5. 関西医科大学，6. 東京大学医学部附属病院，7. 飯塚病院，8. 武蔵野赤十字
病院，9. 産業医科大学，10. 自治医科大学附属さいたま医療センター）
感染性膵壊死の診断におけるプレセプシン測定の有用性
関 晃裕，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大学附属病院集中治療部）
急性膵炎患者の感染性膵壊死合併の診断にプロカルシトニンは有用か
東 秀律，安田 英人，須崎 紳一郎，勝見 敦，原田 尚重，原 俊輔，平山 優，安達 朋宏，本澤 大志，岸原 悠貴（武蔵
野赤十字病院救命救急センター）
重症急性膵炎における感染性膵壊死に発展する予測因子の検討
木口 雄之，中本 直樹，藤見 聡（大阪府立急性期・総合医療センター高度救命救急センター）
肝移植術後の高カルシウム血症についての検討
1
酒井 佳奈紀 1，井口 直也 1，岩谷 博次 2，内山 昭則 1，藤野 裕士 （1.
大阪大学医学部附属病院集中治療部，2. 大阪医
療センター腎臓内科）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
口演 45 倫理・終末期・看護ケア
O4 5 -1

3A 会議室

第 2 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 A

座長：明神 哲也（東京医科大学病院看護部）
CNS-FACE の改訂ポイントと改訂版の内容
3
山勢 博彰 1，立野 淳子 2，田戸 朝美 1，山勢 善江（1.
山口大学大学院医学系研究科，2. 小倉記念病院，3. 日本赤十字
九州国際看護大学）
ICU における体外式 VAD 装着患者の終末期看護の一例 ～家族と共に終末期に向き合えた事例を通して～
2
荒木 知美 1，池田 真理 2，加藤 翼沙 1，山本 則子 （1.
東京大学医学部附属病院看護部，2. 東京大学大学院医学系研
究科健康科学看護学専攻）
救命救急センターにおけるグリーフケア
1
上高 円佳 1，土屋 志保 1，片岡 祐一 2，新井 久稔 2，高橋 恵 3，山野辺 みち子 （1.
北里大学病院救命救急・災害医療
センターEICU，2. 北里大学医学部救命救急医学，3. 北里大学病院医療支援部）
PICU における終末期ケアの実践 ～グリーフカンファレンスに焦点を当てて～
新垣 奈津子（沖縄県立南部医療センター・こども医療センターPICU）
集中治療において終末期患者家族が捉える「望ましい最期」に関する探索的研究
5
立野 淳子 1，山勢 博彰 2，山本 小奈美 2，久間 朝子 3，西村 祐枝 4，田戸 朝美 2，藤本 理恵 （1.
小倉記念病院，2. 山口
大学，3. 福岡大学病院，4. 西南女学院大学，5. 山口大学医学部附属病院）

－ 97 －

一 般 演 題
（口
演）

O4 4 -2

神戸国際展示場 2 号館 3F

座長：北浦 道夫（独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院麻酔科）
集中治療における D 体乳酸値上昇は腸管壊死（虚血）と関連する
2
吉田 真一郎 1，升田 好樹 1，巽 博臣 1，片山 洋一 1，数馬 聡 1，高橋 科那子 1，今泉 均（1.
札幌医科大学医学部集中治
療医学，2. 東京医科大学医学部麻酔科学講座集中治療部）
開心術後の非閉塞性腸間膜虚血症例の検討
川上 大裕，植田 浩司，下薗 崇宏，美馬 裕之，山崎 和夫（神戸市立医療センター中央市民病院）
当センターにおける開心術後の非閉塞性腸間膜虚血に対する取り組み
大城 国夫 1，青松 昭徳 1，佐藤 瑞樹 2，小室 哲也 1，飯塚 悠祐 1，神尾 直 1，簗瀬 史貴 1，中嶋 いくえ 1，毛利 英之 3，
1
讃井 將満 （1.
自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部，2. 倉敷中央病院救急科，3. 沖縄県立
中部病院集中治療部）
当院における Open abdominal management（OAM）症例の検討
松居 亮平，新井 正徳，石井 浩統，萩原 令彦，萩原 純，増野 智彦，金 史英，宮内 雅人，辻井 厚子，横田 裕行（日
本医科大学付属病院高度救命救急センター）
水素水の腹腔内注射によるマウス術後腸管麻痺の改善効果
中尾 篤典，岡本 彩那，山下 勇人，石川 倫子，小濱 圭祐，西村 健，藤崎 宣友，小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災
害医学講座）
内視鏡を用いたベッドサイドでの消化管チューブ（ED・イレウス管）の挿入
馬塲 雄造（桜橋渡辺病院外科）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
口演 44 消化器②
O4 4 -1

第 13 会場

O45 -6

集中治療室における終末期患者に対する治療方針の認識と DNAR 指示の捉え方の違い ─医師と看護師の比較─
2
板花 昇 1，齋藤 真実子 1，菅井 恵 1，山田 尚弘 （1.
山形県立救命救急センター看護部 HCU，2. 山形県立救命救急セ
ンター救急科）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
口演 46 教育・専門医・医療経済
O46 -1

O46 -2

O46 -3

O46 -4

（口
演）
一 般 演 題

O46 -5

O46 -6

O47 -2

O47 -3
O47 -4
O47 -5
O47 -6

O48 -2

O48 -3

大輪田 B

第 4 会場

神戸ポートピアホテル 南館 1F

大輪田 C

座長：林 淑朗（医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科）
敗血症の新しいバイオマーカーとしてのプレセプシンの有用性の検討
東口 隆 1，高橋 科那子 3，佐藤 昌太 2，数馬 聡 3，木井 菜摘 1，片山 洋一 3，吉田 真一郎 3，巽 博臣 3，升田 好樹 3，山
1
蔭 道明 （1.
札幌医科大学医学部麻酔科学講座，2. 札幌医科大学医学部救急医学講座高度救命救急センター，3. 札
幌医科大学医学部集中治療医学）
プレセプシンと腎機能との相関及び基準値の妥当性の検討
大地 嘉史，佐々木 美圭，荻原 洋二郎，牧野 剛典，古賀 寛教，安田 則久，後藤 孝治，北野 敬明（大分大学医学部
附属病院麻酔科・集中治療部）
侵襲性肺炎球菌感染症においてプレセプシンが陰性であった 1 症例
田窪 一誠，亀山 実季，青山 文，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔集中治療科）
ニューモシスチス肺炎におけるプレセプシン測定の意義
2
宮崎 裕也 1，佐藤 庸子 2，小谷 透（1.
埼玉県済生会川口総合病院麻酔科，2. 東京女子医科大学麻酔科学教室）
敗血症における血中プレセプシン，IL-6，PCT の臨床的意義
高橋 和香，中田 孝明，矢崎 めぐみ，織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
熱中症と発熱の鑑別におけるプレセプシン測定の有用性
3
狩野 謙一 1，岡田 信長 1，堤 貴彦 2，志馬 伸朗（1.
国立病院機構京都医療センター救命救急科，2. 大阪府立急性期・
総合医療センター救急診療科，3. 広島大学大学院医歯薬保健学研究院救急医学）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
口演 48 内分泌・代謝・免疫
O48 -1

神戸ポートピアホテル 南館 1F

座長：西 信一（兵庫医科大学病院 ICU）
特殊診療部門における院内急変シミュレーションの現状
佐藤 圭路，湯本 哲也，飯田 淳義，塚原 紘平，松尾 瑞恵，山川 泰明，芝 直基，寺戸 通久，山内 英雄，鵜川 豊世武（岡
山大学病院高度救命救急センター）
交差法と平行法を併用した新しい超音波ガイド下中心静脈穿刺についての検討：シミュレーターを用いて
竹下 淳，藤野 光洋，狩野 謙一，浜崎 幹久，岡田 信長，大木 伸吾，藤井 雅士，田中 博之，別府 賢，志馬 伸朗（国
立病院機構京都医療センター救命救急科）
ICU 専従医配置前後の心臓血管外科術後患者管理の変化
1
佐伯 有香 1，武居 哲洋 2，古田島 太 1，磨田 裕 1，北村 晶 （1.
埼玉医科大学国際医療センター集中治療科，2. 横浜市
立みなと赤十字病院集中治療科）
心臓外科 High Volume Center における ICU 専門医による術後管理開始前後の比較
3
原口 剛 1，松尾 耕一 1，望月 大輔 2，三高 千惠子（1.
新東京病院集中治療部，2. 関東中央病院，3. 順天堂大学医学部
大学院麻酔科学・ペインクリニック講座）
集中治療室の病床規模によって重症患者の年間施設別症例数とアウトカムの関係が変化するか
5
笹渕 裕介 1，康永 秀生 1，松居 宏樹 1，Alan Lefor2，堀口 裕正 3，伏見 清秀 4，讃井 將満（1.
東京大学大学院医学系研
究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学，2. 自治医科大学，3. 独立行政法人国立病院機構，4. 東京医科歯科大学，
5. 自治医科大学附属さいたま医療センター）
集中治療部における包括化（DPC）対策会議の活動：1 1 年間の総括
土手 健太郎 1，池宗 啓蔵 1，出崎 陽子 1，中西 和雄 2，菊池 幸太郎 2，藤井 園子 2，小西 周 2，西原 佑 2，阿部 尚紀 2，
2
萬家 俊博（1.
愛媛大学医学部附属病院集中治療部，2. 愛媛大学医学部付属病院麻酔・周術期科）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
口演 47 感染・感染対策③
O47 -1

第 3 会場

第 5 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

サファイア

座長：杉田 学（学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科）
甲状腺クリーゼ，心室細動に対して VA ECMO および血漿交換療法を用いて救命した 1 例
漆畑 直，千田 篤，遠藤 英樹，庄古 知久（松戸市立病院救命救急センター）
当院に搬送され特発性縦隔気腫と診断された 3 例の検討
平山 一郎，比留間 孝広，吉本 広平，山本 幸，上田 吉宏，松原 全宏，土井 研人，石井 健，中島 勧，矢作 直樹（東
京大学医学部附属病院救急部集中治療部）
マクロファージ活性化症候群を合併し，多臓器不全に至った成人発症 Still 病の一症例
中西 未来，田代 恵太，神戸 賢利，吉山 直政，下条 芳秀，高松 学文，長井 孝二郎，高須 修，山下 典雄，坂本 照夫（久
留米大学病院高度救命救急センター）

－ 98 －

O48 -4

O4 8 -5

O4 8 -6

高アンモニア血症を呈し持続血液浄化を行ったミトコンドリア呼吸鎖異常症の新生児症例
岩田 博文，管 敏晃，奥村 将年，山本 泰史，大塚 康義，宇城 敦司，嶋岡 英輝（大阪市立総合医療センター集中治
療部）
摂食障害の身体合併症の臨床像の検討
3
松森 響子 1, 3，日野 耕介 1, 4，安部 猛 1, 3，中村 京太 1, 2, 3，森村 尚登 1, 2, （1.
横浜市立大学附属市民総合医療センター
高度救命救急センター，2. 横浜市立大学大学院医学研究科救急医学，3. 横浜市立大学医学部救急医学教室，4. 横
浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター）
プロポフォールによる脂肪酸代謝抑制に対する糖・アミノ酸代謝の反応
森山 孝宏，原田 浩輝，中原 真由美，松永 明，上村 裕一（鹿児島大学医歯学総合研究科侵襲制御学教室）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
口演 49 心臓・循環・体液管理⑤
O4 9 -1

O4 9 -2

O4 9 -4

O4 9 -5

O4 9 -6

O5 0 -2

O5 0 -3
O5 0 -4

O5 0 -5

O5 0 -6

トパーズ

座長：鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔科・集中治療科）
HIT におけるヘパリンコーティングカニューレを継続使用した PCPS に対して , 血小板数の回復を認めた 1 症例
吉田 幸太郎 1，林 輝行 1，前田 琢磨 2, 3，四井田 英樹 1，西垣 孝行 1，高橋 裕三 1，小川 浩司 1，松本 泰文 1，服部 希衣子 1，
2
宮田 茂樹 （1.
国立循環器病研究センター臨床工学部，2. 国立循環器病研究センター輸血管理室，3. 国立循環器病
研究センター麻酔 / 集中治療科）
気管支喘息発作を発症した 1 7 kg 女児に対するダブルルーメン体外循環肺補助用カニューレによる ECMO の経験
2
大城 幸作 1，藤原 直樹 2，八坂 有起 2，制野 勇介 （1.
沖縄県立南部医療センター・こども医療センターME セン
ター，2. 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児集中治療科）
心筋炎に対し PCPS を施行した 1 3 例の検討
倉島 直樹，佐藤 由利，星野 春奈，野田 明里（東京医科歯科大学医学部附属病院 ME センター）
長期化した ECMO 管理における問題点
2
板坂 竜 1，猫宮 伸佳 1，那須 敏裕 1，前中 則武 1，進藤 尚樹 1，高氏 修平 （1.
市立札幌病院臨床工学科，2. 市立札幌
病院救命救急センター）
当院 ECMO における溶血に関する揚程と陰圧の後ろ向き解析結果について
2
中島 康佑 1，永田 和之 1，大下 智也 1，有道 真久 1，林田 晃寛 3，平岡 有努 2，鍵山 暢之 3，坂口 太一（1.
心臓病センター
榊原病院臨床工学科，2. 心臓病センター榊原病院循環器外科，3. 心臓病センター榊原病院循環器内科）
長期型（シリコンコーティング）膜型人工肺の使用時における，早期にガス交換能を低下させる因子の検討
加茂 嗣典，江間 信吾，川村 茂之，伊藤 裕美，大村 守弘，森田 耕司，林 秀晴（浜松医科大学医学部附属病院医療
機器管理部）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
口演 50 心臓・循環・体液管理⑥
O5 0 -1

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

第 7 会場

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

エメラルド

座長：鈴木 武志（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）
当施設における経皮的心肺補助装置患者 7 5 名の後方視的検討 ～予後予測因子の解析～
東島 潮，岡田 恭子，矢野 倫太郎，松本 聡治朗，松本 周平，関野 元裕，原 哲也（長崎大学病院集中治療部 / 麻酔科）
当院 ICU における植え込み型補助人工心臓 Hear tMate II 植込術後管理導入プロセスの報告
大津 義徳 1，清水 彩里 1，三田 篤義 1，今村 浩 1, 3，山田 真理 2，金子 香代 2，塩原 まゆみ 2，道永 祐希 4，瀬戸 達一郎 5，
5
岡田 健次 （1.
信州大学医学部附属病院集中治療部，2. 信州大学医学部附属病院看護部，3. 信州大学医学部附属病
院高度救命救急センター，4. 信州大学医学部附属病院医療用電子機器管理センター，5. 信州大学医学部附属病院
心臓血管外科）
V-V ECMO 施行中に TPTD で得られるデータは ECMO 流量に影響されるか
鶴岡 歩，河本 晃宏，那須 徹也，藤野 高久，井上 賀元（京都民医連中央病院腎循環器センター救急・集中治療科）
小児 ECMO 患者における水分バランスと転帰に関する検討
2
小谷 匡史 1，齊藤 修 1，居石 崇志 1，本村 誠 1，中山 祐子 1，新津 健裕 1，清水 直樹 1，吉田 拓司 （1.
東京都立小児総
合医療センター救命・集中治療部集中治療科，2. 東京都立小児総合医療センター臨床工学技士室）
小児の左心補助人工心臓（Berlin Hear t EXCORE）装着術 6 例の周術期管理と問題点
髭野 亮太 1，廣瀬 将紀 1，平松 大典 1，高橋 邦彦 2，小垣 滋豊 2，平 将生 3，上野 高義 3，澤 芳樹 3，内山 昭則 1，藤野
1
裕士 （1.
大阪大学医学部附属病院集中治療部，2. 大阪大学医学部附属病院小児科，3. 大阪大学医学部附属病院心
臓血管外科）
当院での小児急性心筋炎に対する VA-ECMO の適応
河野 洋介 1，小泉 敬一 1, 2，喜瀬 広亮 1, 2，戸田 孝子 1, 2，加賀 重亜喜 4，森口 武史 3，鈴木 章司 4，松田 兼一 3，杉田 完
2
爾 1，星合 美奈子 1, （1.
山梨大学医学部小児科，2. 山梨大学医学部附属病院新生児集中治療部，3. 山梨大学医学部
救急集中治療医学講座，4. 山梨大学医学部第二外科）

－ 99 －

一 般 演 題
（口
演）

O4 9 -3

第 6 会場

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
口演 51 外傷・熱傷②
O51 -1

O51 -2

O51 -3

O51 -4
O51 -5
O51 -6

（口
演）
一 般 演 題

O52 -2
O52 -3
O52 -4
O52 -5

O53 -2

O53 -3
O53 -4

O53 -5

O53 -6

第 9 会場

第 10 会場

神戸国際展示場 2 号館 1F

コンベンションホール南

神戸国際展示場 1 号館 2F

2A 展示室

座長：齊藤 洋司（島根大学医学部附属病院麻酔科）
陽・陰圧体外式人工呼吸器 R TX と HR TX における体外式高頻度振動換気の比較・検討
下田 優作，北 博志，横山 朋大（神戸大学医学部附属病院臨床工学部門）
陽・陰圧体外式人工呼吸器 R TX と HR TX における擬似咳の実験的比較・検討
2
北 博志 1，下田 優作 1，水上 一也 1，横山 朋大 1，三住 拓誉 （1.
神戸大学医学部附属病院臨床工学部門，2. 神戸大学
医学部附属病院集中治療部）
Nasal High Flow におけるガス流量と回路内圧の関係
加藤 隆太郎，後藤 武，紺野 幸哉（弘前大学医学部附属病院医療技術部臨床工学・技術部門）
オープンフェースマスクと酸素療法デバイスの吸入気酸素濃度の比較
2
細谷 裕一 1，山本 信章 1，渡部 雄介 1，斉藤 航 1，秋山 泰利 1，神山 洋一郎 1, 2，神山 具也 2，渡部 晃士（1.
順天堂大学
医学部附属浦安病院臨床工学室，2. 順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科）
モイストラップ F 人工鼻（泉工医科工業製）の 4 8 時間使用における安全性
2
吉野 智哉 1，堀尾 福雄 1，山本 康裕（1.
愛知厚生連江南厚生病院臨床工学技術科，2. 愛知厚生連江南厚生病院集中
治療部）
人工鼻用バクテリアフィルターのハウジング内位置による重量・流量抵抗への影響についての実験的検討
2
富田 敏司 1，平尾 収 1，山下 健次 1，西村 信哉 1，森 隆比古 （1.
大阪府立急性期・総合医療センター麻酔科，2. 大阪
府立急性期・総合医療センター医療情報部）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 第 11 会場
口演 54 Rapid Response Team・院内急変②
O54 -1

ダイヤモンド

座長：北浦 道夫（独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院麻酔科）
院内クラウド化情報管理システムを活用した患者管理システムの構築
八反丸 善裕，渡邊 恭通（東京大学医学部附属病院医療機器管理部）
QC 活動における音環境改善
清水 重光，村崎 由起，小田 和也（株式会社麻生飯塚病院臨床工学部）
セントラル及びカメラモニタでの患者監視
山中 智弘，長尾 進一郎（社会医療法人近森会近森病院）
各メーカーのシリンジについて構造・特徴の検討
小松 義輝，藤川 義之（北播磨総合医療センター臨床工学室）
通信の確保を意識したアクセスポイントの検証
野原 剛（社会法人かりゆし会ハートライフ病院医療技術部臨床工学科）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
口演 53 気道・呼吸・呼吸管理⑧
O53 -1

神戸ポートピアホテル 南館 B1F

座長：久志本 成樹（東北大学病院高度救命救急センター）
外傷性出血性ショックへの大動脈遮断バルーンカテーテル（IABO catheter）による Par tial occlusion 戦略
折田 智彦，船曵 知弘，山崎 元靖，佐藤 智洋，明石 卓，小林 陽介，吉田 浩輔，中道 嘉，倉田 早織，北野 光秀（済
生会横浜市東部病院救命救急センター）
外傷性腹部大動脈解離による両下肢虚血に対し，腹部大動脈から腸骨動脈への bare stent 留置で救肢し得た 1 例
3
渡辺 俊明 1，毛利 雅治 2，上木原 健太 2，宮本 智也 2，西田 翔 3，堀 耕太 3，林田 和之（1.
熊本赤十字病院集中治療部，
2. 熊本赤十字病院心臓血管外科，3. 熊本赤十字病院外傷外科）
骨盤骨折に対する TAE 後の再出血リスクの検討 ～集中治療医が考慮すべきこと～
佐藤 智洋，船曵 知弘，倉田 早織，中道 嘉，吉田 浩輔，明石 卓，小林 陽介，折田 智彦，山崎 元靖，北野 光秀（済
生会横浜市東部病院救急科）
日本外傷データバンクを用いた外傷患者における開胸心マッサージの有効性の検討
遠藤 彰，白石 淳，大友 康裕（東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター）
当院における肋骨骨折と肺炎の関係性についての検討
高森 聡，金内 直樹，渡辺 光，鈴木 香菜（日本海総合病院呼吸器外科）
外傷性脳内出血症例と鑑別が困難であった AOAVM の検討
澤村 淳，水柿 明日美，村上 博基，方波見 謙一，前川 邦彦，小野 雄一，宮本 大輔，和田 剛志，早川 峰司，丸藤 哲（北
海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
口演 52 その他
O52 -1

第 8 会場

神戸国際展示場 1 号館 2F

2B 展示室

座長：大谷 典生（聖路加国際病院救急部・救命救急センター）
Rapid Response System 開始後の院内死亡患者の推移と予期せぬ死亡患者の内容分析
松下 千紘，上田 小百合，川口 なぎさ，木村 千穂，松村 京子，宮原 聡子，有元 秀樹，奥村 将年，重光 胤明，師岡
誉也（大阪市立総合医療センター）

－ 100 －

O54 -2

O5 4 -3
O5 4 -4
O5 4 -5
O5 4 -6

当院救急部門における RRS 導入によるコード状況の変化についての考察
高岡 宏一 1，山口 優 1，奥田 有紀 1，高尾 佳美 1，利川 亜弥 1，井出 絹代 1，稲岡 佳子 2，亀井 博紀 3，瀬尾 龍太郎 4
（1. 神戸市立医療センター中央市民病院看護部救急病棟・救急外来，2. 神戸市立医療センター中央市民病院看護
部医療安全管理室，3. 神戸市立医療センター中央市民病院総合診療科，4. 神戸市立医療センター中央市民病院救
急救命センター救急部）
一般病棟から ICU へ緊急入室した患者の臨床転帰の検討
2
中村 紀子 1，佐伯 公亮 1，池田 智之 2，中野 顯 1,（1.
彦根市立病院 ICUCCU 病棟，2. 彦根市立病院循環器科）
救急外来コールで対応した患者の急変兆候に関する実態調査
小松 麻衣，谷山 吉美，西尾 友子，越智 明子，三上 淳子（旭川赤十字病院救命救急センターHCU・救急外来）
Modified Early Warning Scoring（MEWS）が 4 点以上で急変した入院患者背景の検討
伊東 裕貴，池田 沙穂，井好 昭博，山本 直美（潤和会記念病院，看護部）
救命救急センター看護師の急変を未然に防ぐ為の気づき・報告過程の考察
黄川田 幸子，小野寺 淳，平山 奈保美，佐藤 博文（岩手県立大船渡病院救命救急センター）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 第 12 会場
口演 55 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床④
O5 5 -1

O5 5 -3
O5 5 -4

O5 5 -5

O5 5 -6

座長：茂呂 悦子（学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院看護部）
心臓血管外科手術後における急性期早期離床プロトコール改訂後の効果
川上 友里絵，丸山 純治，山口 直樹，三浦 智美，植村 桜，亀井 靖子（地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市
立総合医療センター）
心臓移植術後急性期の離床に関連する要因
志村 ともみ，原田 愛子，古賀 麻位子，渡邉 裕美子，秦 広樹，藤田 知之，中谷 武嗣，小林 順二郎（国立循環器病
研究センター）
人工呼吸器離脱に難渋した心臓術後患者への継続的なリハビリテーションの試み
中村 秋子，稲垣 範子，佃 順子（大阪大学医学部附属病院集中治療部）
成人男性における電気刺激を用いたトレーニング中の筋肉酸素化状態および換気状態の変化
3
中岡 正昭 1，沓澤 智子 2，栗田 太作 （1.
東海大学医学部付属病院看護部，2. 東海大学健康科学部看護学科，3. 東海
大学情報教育センター）
脳卒中急性期患者の肩関節外旋制限の発生要因の検討
1
南川 貴子 1，市原 多香子 1，日坂 ゆかり 1，原田 路可 2，田村 綾子 （1.
徳島大学大学院医歯薬学研究部保健科学部
門看護学系，2. 徳島大学病院）
食道癌患者における周術期サポートチーム（POST）運用の効果
赤澤 里美，小沢 由佳，伊藤 富佐恵，佐藤 美樹，石森 由樹，高橋 弘江，秋山 有史（岩手医科大学附属病院集中治
療部）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 第 13 会場
口演 56 腎臓・腎機能・血液浄化②
O5 6 -1

O5 6 -2
O5 6 -3
O5 6 -4

O5 6 -5

O5 6 -6

2A 会議室

神戸国際展示場 2 号館 3F

3A 会議室

座長：片山 浩（川崎医科大学麻酔・集中治療医学 3/ 川崎医科大学附属病院麻酔・集中治療科）
透析患者の人工心肺手術後における血漿再充填速度（Plasma refilling rate: PRR）についての検討
芝田 正道 1，中山 友子 1，近藤 敦子 1，桧垣 洋平 1，豊見山 真智子 1，廣瀬 沙優里 1，樋口 千恵子 2，小川 哲也 2，中澤
4
速和 3，中野 清治 （1.
東京女子医科大学東医療センター臨床工学部，2. 東京女子医科大学東医療センター内科，
3. 東京女子医科大学東医療センター泌尿器科，4. 東京女子医科大学東医療センター心臓血管外科）
CRR T におけるダブルルーメンカテーテル逆接続時の透析効率に関する検討
中村 恵子（仙台循環器病センター臨床工学科）
ポンプセグメント径の違いによる長時間流量特性の基礎検討
武藏 健裕（広島国際大学保健医療学部医療技術学科）
血液浄化装置 TR-5 5X での持続血液濾過モードでの透析回路側への濾液逆流現象の検討
小川 輝之 1，千原 伸也 1，島田 朋和 1，山口 真依 1，中村 勇輝 1，室橋 高男 1, 2，高橋 科那子 3，巽 博臣 3，升田 好樹 3，
3
山蔭 道明 （1.
札幌医科大学附属病院臨床工学部，2. 札幌医科大学医療安全部，3. 札幌医科大学医学部集中治療医
学）
持続緩徐式血液濾過器の（1 → 3）-β-D- グルカン値に関する基礎的検討
太田 稔 1，岡本 花織 1，加藤 伸彦 1，南 昭子 2，財津 雅昭 3，川村 典生 3，腰塚 靖之 3，後藤 了一 3，山下 健一郎 3, 4，
5
嶋村 剛 3, （1.
北海道大学病院 ME 機器管理センター，2. 北海道大学病院検査輸血部，3. 北海道大学消化器外科 I，
4. 北海道大学移植外科，5. 北海道大学病院臓器移植医療部）
持続血液浄化血液回路における Aeromonas hydrophila について
安藤 勝信 1，百瀬 直樹 1，大河原 晋 2，神尾 直 3，中嶋 いくえ 3，大城 國夫 3，青松 昭徳 3，中張 浩史 3，森下 義幸 2，
3
讃井 將満 （1.
自治医科大学附属さいたま医療センター臨床工学部，2. 自治医科大学附属さいたま医療センター
腎臓科，3. 自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）

－ 101 －

一 般 演 題
（口
演）

O5 5 -2

神戸国際展示場 2 号館 2F

【一般演題（デジタルポスター）】
2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
デジタルポスター 1 栄養管理
DP1 -1

DP1 -2

DP1 -3
DP1 -4
DP1 -5

DP1 -6

デジタルポスターブース 1

座長：佐藤 善一（大阪回生病院麻酔科）
リフィーディング後の低血糖，肝機能障害，血小板低下をきたした 5 例
1
中本 直樹 1，清水 健太郎 2，吉川 吉暁 1，木口 雄之 1，藤見 聡（1.
大阪府立急性期総合医療センター救急診療科，2. 大
阪大学医学部付属病院高度救命救急センター）
当院 ICU で経験した 3 例から重症神経性食思不振症に対する急性期栄養管理戦略を考える
川治 崇泰 1，原 嘉孝 1，大槻 藍 1，山添 泰佳 1，勝田 賢 1，小松 聖史 1，秋山 正慶 2，内山 壮太 1，柴田 純平 1，西田 修 1
（1. 藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座，2. 公立西知多総合病院集中治療部・麻酔科）
心臓血管術後患者の術直後における必要カロリーの検討 ─間接熱量計と Harris-Benedict 式との比較─
田村 貴彦，矢田部 智昭，立岩 浩規，山下 幸一，横山 正尚（高知大学医学部麻酔科学集中治療医学講座）
救命 ICU における糖尿病患者の経管栄養の選択 ─インスローとその他栄養剤の比較─
菅 智行，磯谷 栄二，吉川 秀和，原田 志保（東京女子医科大学東医療センター）
救命救急センター入院患者における亜鉛欠乏に関する検討
山野 修平，上木 智博，井山 慶大，猪熊 孝実，田島 吾郎，平尾 朋仁，野崎 義宏，山下 和範，田崎 修（長崎大学病
院救命救急センター）
早期経腸栄養管理バンドルによる栄養管理の解析
東 倫子，日下 琢雅，海野 仁，眞喜志 剛，山本 尚範，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 2
デジタルポスター 2 気道・呼吸・呼吸管理①
（デジタルポスター）

一 般 演 題

DP2 -1

DP2 -2

DP2 -3

DP2 -4

DP2-5
DP2 -6

DP3 -2
DP3 -3
DP3 -4

DP3 -5

神戸国際展示場

座長：橋場 英二（弘前大学医学部附属病院集中治療部）
AIDS 患者の PjP に対して，VV-ECMO を用いて救命した一例
堀北 奨，讃井 將満，松永 渉，神尾 直，藤本 由貴，毛利 英之，簗瀬 史貴，柿本 大輔（自治医科大学付属さいたま
医療センター麻酔科集中治療部）
緊急 V-V ECMO が有効であった，食道癌再発による気道狭窄に対する気管ステント留置の 1 例
3
曽我 朋宏 1，川人 伸次 1，箕田 直治 2，片山 俊子 2，若松 成知 2，久米 克佳 2，堤 保夫 2，田中 克哉 2，北畑 洋 （1.
徳
島大学地域医療人材育成分野，2. 徳島大学麻酔疼痛治療医学分野，3. 徳島大学歯科麻酔科学分野）
長期 ECMO 管理中の肺生検により ECMO 継続か撤退かを判断した重症呼吸不全の 2 例
鈴木 裕之 1，桜澤 忍 1，中村 光伸 1，町田 浩志 1，宮崎 大 1，井貝 仁 2，上吉原 光宏 2，井出 宗則 3，星野 圭治 4，石川
5
和徳（1.
前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科，2. 同，呼吸器外科，3. 同，病理診断科，4. 同，
心臓血管内科，5. 同，心臓血管外科）
敗血症性ショックによる ARDS に対し早期の ECMO 導入および腹臥位療法により良好な転帰を得た一例
原 悠也，淺井 英樹，多田 祐介，川井 廉之，福島 英賢，奥地 一夫（奈良県立医科大学救急医学高度救急救命セン
ター）
ARDS を合併した有瘻性膿胸に対し VV-ECMO 管理下に EWS による気管支充填術を行い救命できた 1 例
2
近藤 丈博 1，櫻谷 正明 2，吉田 研一（1.
JA 広島総合病院呼吸器内科，2. JA 広島総合病院救急・集中治療科）
Respirator y ECMO における離脱基準の検討
萩原 祥弘 1，清水 敬樹 1，小野 将平 1，鈴木 茂利雄 1，荒川 裕貴 1，濱口 純 1，金子 仁 1，光銭 大裕 1，森川 健太郎 1，
2
三宅 康史（1.
東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2. 昭和大学医学部救急医学講座）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 3
デジタルポスター 3 気道・呼吸・呼吸管理②
DP3 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：芹田 良平（学校法人東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院麻酔科）
新しい加温加湿器 HAMILTON-H9 0 0 の使用評価
錦織 大輔，梶原 吉春，中山 雄司，石高 拓也（社会医療法人財団大和会東大和病院臨床工学科）
User Evaluation Repor t on the New High Flow Therapy“STEADYAIR SYSTEM”
梶原 吉春，石高 拓也，片瀬 葉月，錦織 大輔，中島 義博，中山 雄司（社会医療法人財団大和会東大和病院）
ネーザルハイフロー使用時の MR-8 5 0 各モードでの加湿状況の検討
鎌田 隆行（医療法人社団康心会茅ヶ崎中央病院）
Nasal High Flow における F ＆ P 社製 MR8 5 0 を用いた加温加湿器設定の検討
小林 祐治，高橋 延之，尾崎 稔，宮嵜 大介，高沼 和幸，高沼 亜貴，近藤 文麿，横田 大将，桜沢 貴俊，関原 宏幸（JA
長野厚生連篠ノ井総合病院臨床工学科）
新生児 / 乳児用 High Flow Nasal Cannula 中の加温加湿
3
近田 優介 1，大西 沙紀 2，小野寺 睦雄 3，大藤 純 3，西村 匡司 （1.
徳島大学病院臨床工学技術部門，2. 徳島大学医学
部医学科，3. 徳島大学大学院病態情報医学講座救急集中治療医学）

－ 102 －

DP3 -6

人工呼吸器使用時における加温加湿器の安全管理への取り組み
坂本 裕美，嶋崎 公司（名古屋記念病院臨床工学部）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 4
デジタルポスター 4 災害・病院前管理
DP4 -1

DP4 -2

DP4 -3

DP4 -4

DP4 -5

DP4 -6

座長：久木田 一朗（国立大学法人琉球大学大学院医学研究科 / 救急医学講座）
小児患者の ICU 間新幹線搬送の経験と考察
1
水野 光規 1，池山 貴也 2，池山 由紀 1，今井 一徳 2，丹羽 雄大 2，伊藤 友弥 1，伊藤 友理枝 1，石川 祥一朗 （1.
あいち
小児保健医療総合センター救急科，2. あいち小児保健医療総合センター集中治療科）
口頭指導の地域差は院外心停止の予後に関係する
3
稲葉 英夫 1，太田 圭亮 2，明星 康裕 2，前田 哲生 1, 3，後藤 由和 1, 3，船田 晃 （1.
金沢大学医薬保健研究域医学系血液
情報発信学（救急医学），2. 石川県立中央病院救命救急センター，3. 金沢大学附属病院救命センター）
神奈川県における災害拠点病院ごとの小児災害医療リスクリソース比
1
問田 千晶 1，服部 響子 2，服部 潤 3，本多 英喜 4，内山 宗人 5，松田 潔 6，浅利 靖 3, 6，安部 猛 1，森村 尚登 （1.
横浜市
立大学大学院医学研究科救急医学，2. 北里大学医学部産婦人科学産科学，3. 北里大学医学部救命救急医学，4. 横
須賀市立うわまち病院救命救急センター，5. 横須賀共済病院救命救急センター，6. 日本医科大学武蔵小杉病院救
命救急センター）
超遠隔地小笠原村における新血液供給システム“血液製剤ローテーション計画（Blood Rotation 計画）”の試み
2
笠井 あすか 1，嶋 太郎 1，飴谷 利江子 2，都能 克博 3，松崎 浩史 （1.
小笠原村診療所，2. 東京都日本赤十字血液セン
ター，3. CBC エスト株式会社）
小笠原地域での急患患者搬送の現状
2
伊藤 直 1，佐々木 寿 2，東原 拓也 3，稲田 真（1.
自衛隊中央病院胸部外科，2. 硫黄島航空基地，3. 防衛医科大学校病
院）
事件・テロ対策医療の集中治療の重要性
2
奥村 徹 1，富永 隆子（1.
警視庁警務部，2. 放射線医学総合研究所）

DP5 -3

DP5 -4

DP5 -5

DP5 -6

座長：公文 啓二（近畿大学医学部奈良病院救命救急科）
小児先天性心疾患術後管理におけるトルバプタンの使用経験
太安 孝允 1，浅井 英嗣 1，佐藤 公治 1，新宮 康栄 1，加藤 裕貴 1, 2，大岡 智学 1，若狭 哲 1，橘 剛 1，松居 喜郎 1，丸藤 哲 2
（1. 北海道大学大学院医学研究科循環器・呼吸器外科，2. 北海道大学病院先進急性期医療センター）
重症大動脈弁狭窄症を合併した高齢急性心不全患者に対する低用量トルバプタムの有効性
高須 清，宮崎 哲朗，根来 加奈子，加藤 隆生，須田 翔子，比企 優，葛西 隆敏，宮内 克己，代田 浩之（順天堂大学
医学部循環器内科）
成人心臓手術後の不整脈とランジオロール使用状況 ─ OPCAB 症例と弁手術の比較─
1
澁谷 伸子 1，青木 正哉 4，有嶋 拓郎 2，山崎 光章 3，若杉 雅浩 2，奥寺 敬 （1.
富山大学附属病院集中治療部，2. 富山
大学附属病院救急部，3. 富山大学附属病院麻酔科，4. 富山大学附属病院心臓血管外科）
VA ECMO 管理に塩酸ランジオロールが有用であった 2 症例
政所 祐太郎，二木 貴弘，宮本 昇太郎，寺田 晋作，谷口 淳一郎，柳元 孝介，有馬 都，山口 桂司，安田 智嗣，垣花
泰之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科救急・集中治療医学講座）
2 0 1 4 年のランジオロールの急性期管理における使用調査
久保寺 敏，東 倫子，高谷 悠大，稲葉 正人，山本 尚範，沼口 敦，高橋 英夫，松田 直之（名古屋大学大学院医学系
研究科救急・集中治療医学分野）
デクスメデトミジン投与で惹起されたと考えられる徐脈性不整脈 4 例の検討
塩田 修玄，原茂 明弘，大森 敬文，増田 孝広，丸山 史，若林 健二，足立 裕史，中沢 弘一，槇田 浩史（東京医科歯
科大学医学部附属病院集中治療部）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00
デジタルポスター 6 神経①
DP6 -1
DP6 -2

DP6 -3

デジタルポスターブース 6

神戸国際展示場

座長：岡田 保誠（公立昭和病院救命救急センター）
急性期脳梗塞の患者が胆嚢癌をともなった Trousseau 症候群であった 1 症例
1
濱川 俊朗 1，立山 真吾 2，中村 禎志 2，成尾 浩明（1.
潤和会記念病院集中治療部，2. 潤和会記念病院麻酔科）
CT ガイド下マーキング中に発症した空気塞栓症に対し高圧酸素療法を含めた集学的治療が奏功した一例
山添 大輝，三輪 立夫，三浦 政直，永森 達也，堀 智音，野村 祐子，鈴木 あさ美，青木 優祐，山内 浩揮，中村 不二雄（刈
谷豊田総合病院）
外傷性脳損傷後に重篤な脳梗塞を来し症候性脳血管攣縮が疑われた一例
下戸 学，鈴木 崇生，角田 洋平，播摩 裕，森 智治，趙 晃済，大鶴 繁，西山 慶，佐藤 格夫，小池 薫（京都大学医学
部附属病院初期診療・救急科）

－ 103 －

一 般 演 題

DP5 -2

神戸国際展示場

（デジタルポスター）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 5
デジタルポスター 5 心臓・循環・体液管理①
DP5 -1

神戸国際展示場

DP6 -4

DP6 -5

DP6 -6

重症頭部外傷に対する脳低温療法施行時における血糖管理の意義．B-HYPO Study 登録症例の検討．
8
小畑 仁司 1，杉江 亮 1，末廣 栄一 2，土肥 謙二 3，金子 唯 4，小田 泰崇 5，黒田 泰弘 6，山下 進 7，前川 剛志 （1.
大阪府
三島救命救急センター，2. 山口大学脳神経外科，3. 東京慈恵会医科大学救急医学，4. 熊本大学医学部附属病院救
急・総合診療部，5. 山口大学医学部附属病院先進救急医療センター，6. 香川大学救急医学，7. 徳山中央病院救急
集中治療，8. 山口県立総合医療センター）
頚髄損傷の経口挿管率と人工呼吸器離脱率
1
浅香 葉子 1，瀬尾 龍太郎 2，朱 祐珍 2，蛯名 正智 2，山崎 和夫 （1.
神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科集中
治療部，2. 神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター）
当院心臓外科手術後の下肢対麻痺に対する bundle treatment の取り組み
簗瀬 史貴，小室 哲也，飯塚 悠祐，増山 智之，神尾 直，大城 国夫，中嶋 いくえ，青松 昭徳，讃井 將満（自治医科
大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 7
デジタルポスター 7 腎臓・腎機能・血液浄化①
DP7 -1

DP7 -2

DP7 -3

DP7 -4
（デジタルポスター）

一 般 演 題

DP7 -5

DP7 -6

座長：井上 義博（岩手医科大学医学部救急医学講座）
AN6 9ST 膜を用いた CHDF 施行例の検討
1
吉本 広平 1，土井 研人 1，松浦 亮 2，吉田 輝彦 2，小丸 陽平 2，野入 英世 3，矢作 直樹（1.
東京大学医学部付属病院救
急部・集中治療部，2. 東京大学医学部付属病院腎臓・内分泌内科，3. 東京大学医学部付属病院血液浄化療法部）
重症敗血症に対する AN6 9 ST 膜による持続血液濾過透析の有用性の検討
1
近藤 香 1，宮脇 宏 1，鴛渕 るみ 1，隈元 泰輔 1，栗林 淳也 1，角本 眞一 1，中島 研 2，瀬尾 勝弘（1.
小倉記念病院麻酔科・
集中治療部，2. 小倉記念病院救急部）
SIRS に対して使用した AN6 9 ST 膜のサイトカイン除去効果の検討
金子 仁 1，清水 敬樹 1，萩原 祥弘 1，濱口 純 1，荒川 裕貴 1，光銭 大裕 1，笠原 道 1，鈴木 茂利雄 1，森川 健太郎 1，三
2
宅 康史（1.
東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2. 昭和大学医学部救急医学講座）
急性腎傷害患者における CHDF 補充液の電解質組成の検討
阿部 隆一郎，内山 昭則，酒井 佳奈紀，井口 直也，藤野 裕士（大阪大学医学部附属病院麻酔・集中治療部）
非昏睡性急性肝不全に対する持続緩徐式 Plasma Filtration with Dialysis（ PDF）の有用性
橋本 賢吾 1，藤井 恵美 1，宮武 秀光 1，今宿 康彦 2，山根 哲信 1，田畑 貴久 3，辻田 靖之 1，高橋 完 1，萬代 良一 1，江
3
口 豊（1.
滋賀医科大学救急・集中治療部，2. 滋賀医科大学麻酔科，3. 滋賀医科大学救急集中治療学講座）
腎移植の周術期管理において高クロール血症が移植腎に与える影響の検討
岡田 修，片山 正夫，宮坂 勝之，青木 和裕，橋本 学，藤田 信子，篠田 麻衣子，篠浦 央，岡部 宏文，米倉 なほ（聖
路加国際病院麻酔科集中治療室）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 8
デジタルポスター 8 多臓器不全・敗血症①
DP8 -1

DP8 -2

DP8 -3

DP8 -4
DP8 -5
DP8 -6

DP9 -2

神戸国際展示場

座長：谷口 巧（金沢大学附属病院集中治療部）
TSLS（Streptcoccal toxic shock-like syndrome）の予後規定因子
一林 亮，豊田 幸樹年，小泉 雅之，佐藤 大輔，横室 浩樹，吉原 克則，本多 満（東邦大学医療センター大森病院総
合診療・救急医学講座）
Edwardsiella tarda による敗血症性ショック後の髄膜脳炎・化膿性脊椎炎の一例
2
高橋 清英 1，廣田 誠二 2，村上 翼 2，原 真也 2，島津 友一 2，山崎 浩史 2，藤本 枝里 2，安岡 やよい 2，西山 謹吾 （1.
高
知赤十字病院初期臨床研修医，2. 高知赤十字病院救命救急センター）
Edwardsiella tarda による卵管留膿腫の 1 例
1
坂本 広登 1，塩野入 規 3，三澤 俊一 1，黒河内 顕 1，桐井 靖 1，赤穂 伸二 2，塩沢 功 3，高木 洋行（1.
松本市立病院外科，
2. 松本市立病院内科，3. 松本市立病院産婦人科）
イヌ咬傷後 Capnocytophaga canimorsus 敗血症による剖検例
中山 泉，毛利 英之（沖縄県立中部病院集中治療部）
犬咬傷による Capnocytophaga canimorsus 感染症の 1 例
柏谷 信博，宮庄 浩司，米花 伸彦，大熊 隆明，石橋 直樹，山下 貴弘（福山市民病院救命センター）
「タイミャンマー国境における現地で学ぶ熱帯感染症研修」で経験した melioidosis による重症敗血症の 3 症例
滝本 浩平（大阪大学医学部付属病院集中治療部）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 9
デジタルポスター 9 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床①
DP9 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：祖父江 和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）
譫妄評価における CAM/ICU と 3 D/CAM の検討
田中 友康，新見 拓也，池田 亜里沙，川野 マキ（潤和会記念病院集中治療部）
せん妄に対する看護師の意識変化 ～ ICDSC を導入して～
庄谷 和真，酒井 一匡（金沢医科大学氷見市民病院 3 階東病棟集中治療室）

－ 104 －

DP9 -3

DP9 -4
DP9 -5

当センターICU における CAM-ICU を用いたせん妄評価の実態調査
吉田 直人，増山 智之，中嶋 いくえ，大城 国夫，神尾 直，飯塚 悠祐，小室 哲也，小林 雅矢，八木橋 智子，讃井 將満（自
治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）
当院救命センターにおけるせん妄の発症率とリスク因子の関連性に対する分析
金浜 英介，葛西 陽子，奈良 理（手稲渓仁会病院）
術後挿管患者の CAM-ICU 陽性率は経時的に変化する
宮崎 俊一郎，古賀 雄二（学校法人鉄蕉館亀田医療大学成人看護学）

2 月 12 日（金） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 10
デジタルポスター 10 内分泌・代謝・免疫
DP1 0 -1
DP1 0 -2

DP1 0 -3

DP1 0 -4
DP1 0 -5

DP1 0 -6

座長：高橋 毅（国立病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部）
破傷風に合併した抗リン脂質抗体症候群が疑われた巨細胞性動脈炎の 1 症例
1
樋口 和宏 1，成尾 浩明 1，中村 禎志 2，濱川 俊朗（1.
潤和会記念病院集中治療部，2. 潤和会記念病院麻酔科）
続発性副腎不全に起因する QT 延長症候群から心室頻拍をきたし，心停止に至った一例
2
中村 順子 1，三木 竜介 2，菊田 正太 2，石原 諭 2，川瀬 鉄典 （1.
兵庫県立尼崎総合医療センター，2. 兵庫県災害医療
センター）
重篤なアナフィラキシーショックを繰り返した症例の原因薬剤を ICU で同定し得た 1 例
2
中村 公秀 1，三浦 大介 2，山田 友子 1，中川内 章 1，谷川 義則 1，松本 浩一 3，坂口 嘉郎（1.
佐賀大学医学部附属病院
集中治療部，2. 佐賀大学医学部附属病院麻酔・蘇生学講座，3. 伊万里有田共立病院麻酔科）
経過中に突然の心肺停止をきたした IgG4 関連疾患の一例
高谷 信宏（日立総合病院救急集中治療科）
敗血症性ショックの臨床像を呈した小児衝心脚気の一例
谷口 昌志，本村 誠，居石 崇志，渡邉 伊知郎，中山 祐子，新津 健裕，齊藤 修，清水 直樹（東京都立小児総合医療
センター救命・集中治療部）
血糖変動を抑制する方法に関する検討
1
星野 正己 1，原口 義座 2，津端 徹 2，梶原 周二（1.
公益財団法人会田病院外科，2. 京葉病院外科）

DP1 1 -3

DP1 1 -4

DP1 1 -5

DP1 1 -6

座長：清田 和也（さいたま赤十字病院救命救急センター・救急医学科）
外傷性脳底動脈絞扼による閉じ込め症候群
桑原 佑典，朱 祐珍，浅香 葉子，瀬尾 龍太郎（神戸市立医療センター中央市民病院救急部）
前頭部打撲を契機に発症した外傷性後後咽頭間隙血腫により遅発性上気道狭窄をきたした 1 例
鈴木 聡史，清水 導臣，増茂 功次（大阪府済生会野江病院救急集中治療科）
多発外傷後に肺血栓塞栓症を発症し，抗凝固療法が奏功した 1 症例
伊藤 櫻子，高見 浩樹，坂本 壮，小松 孝行，水野 慶子，関井 肇，野村 智久，杉田 学（順天堂大学医学部附属練馬
病院救急・集中治療科）
大都市郊外型救命救急センターにおける小児外傷症例についての検討
2
佐野 秀史 1，弦切 純也 1，大村 泰史 1，星合 朗 1，太田 祥一（1.
東京医科大学八王子医療センター救命救急センター，
2. 恵泉クリニック）
当院救命センターにおける電撃症 2 6 例の臨床的検討
岡野 雄一，高橋 大介，野田 慶太，加藤 陽一，大塚 尚実，原富 由香，山家 純一，桑原 謙，奥本 克己，井 清司（熊
本赤十字病院第一救急科）
墜落外傷の自殺未遂例における希死念慮の予測因子に関する検討
3
菊田 正太 1，石原 諭 1，古賀 聡人 1，甲斐 聡一郎 1，井上 明彦 1，三木 竜介 1，中山 伸一 1，村上 典子 2，加藤 寛 （1.
兵
庫県災害医療センター救急部，2. 神戸赤十字病院心療内科，3. 兵庫県こころのケアセンター）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 2
デジタルポスター 12 気道・呼吸・呼吸管理③
DP1 2 -1

DP1 2 -2

DP1 2 -3

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：遠藤 裕（新潟大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター・集中治療部）
NPPV を導入した septic shock 症例の後方視的検討
益弘 健太朗，緒方 嘉隆，光山 裕美，高田 創，金 成浩，矢賀 元，井原 祥一，南 誠剛，山本 傑，小牟田 清（大阪警
察病院呼吸器内科）
小児の抜管後呼吸不全における，非侵襲的人工呼吸管理（NPPV）と Nasal high flow 療法（NHFT）の治療成績
2
林 拓也 1，山田 香里 1，永渕 弘之 （1.
神奈川県立こども医療センター救急診療科，2. 神奈川県立こども医療セン
ター集中治療科）
新生児 / 乳児用 High Flow Nasal Cannula 療法中の吸入酸素濃度
3
大西 沙紀 1，近田 優介 2，小野寺 睦雄 3，大藤 純 3，西村 匡司 （1.
徳島大学医学部医学科，2. 徳島大学病院臨床工学
技術部門，3. 徳島大学大学院病態情報医学講座救急集中治療医学）
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一 般 演 題

DP1 1 -2

デジタルポスターブース 1

（デジタルポスター）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
デジタルポスター 11 外傷・熱傷
DP1 1 -1

神戸国際展示場

DP1 2 -4

DP1 2 -5

DP1 2-6

気管切開患者に対する高流量酸素療法の効果：附属キャップ位置の違いによる評価
2
三住 拓誉 1，藤本 大地 2，上野 喬平 2，北 博志 3，今中 秀光 4，溝渕 知司 （1.
神戸大学附属病院集中治療部，2. 神戸
大学附属病院麻酔科，3. 神戸大学附属病院臨床工学部門，4. 徳島大学病院 ER・災害医療診療部）
High-flow nasal cannula 療法（NHF 療法）は人工呼吸器離脱成功に有効である
2
山田 成美 1，白水 春香 1，日宇 宏之 1，増田 幸子 1，中道 親昭 1，高山 隼人 1，谷脇 裕介（1.
国立病院機構長崎医療セ
ンター救命救急センター，2. 国立病院機構長崎医療センターME 機器センター）
2014 年におけるハイフローネーザルカヌラによる呼吸管理の解析
東 倫子，日下 琢雅，海野 仁，眞喜志 剛，山本 尚範，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 3
デジタルポスター 13 重症度・予後評価
DP1 3 -1
DP1 3 -2
DP1 3 -3
DP1 3 -4
DP1 3 -5
DP1 3 -6

座長：星 拓男（茨城県立中央病院集中治療部）
ICU 長期滞在症例の検討
三田 篤義，清水 彩里，大津 義徳，今村 浩（信州大学医学部附属病院集中治療部）
ICU 長期滞在患者の背景と予後
2
高木 雅生 1，五十野 博基 1，長谷川 隆一（1.
水戸協同病院総合診療科，2. 水戸協同病院救急・集中治療科）
術後集中治療患者における高ビリルビン血症の患者予後予測能に関する検討
長江 正晴，巻野 将平，江木 盛時，溝渕 知司（神戸大学医学部附属病院麻酔科）
救急症例における初診時血中 NGAL 値の検討
金子 唯，笠岡 俊志（熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部）
救急入院患者の初期集中治療における管理失敗の予測因子についての検討
黒川 英輝，横山 俊樹，中島 義仁，市原 利彦，川瀬 正樹（公立陶生病院救急部集中治療室）
敗血症患者の救急外来滞在時間と ICU 入室後の予後に関する検討
佐藤 瑞樹，岡本 洋史，福岡 敏雄（倉敷中央病院救急科）

（デジタルポスター）

一 般 演 題

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 4
デジタルポスター 14 心臓・循環・体液管理②
DP14 -1

DP14 -2
DP1 4 -3

DP1 4 -4

DP1 4 -5
DP1 4 -6

DP1 5 -2

DP1 5 -3

神戸国際展示場

座長：高松 道生（長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院循環器内科）
FloTrac/Vigileo TMと LiDOCOrapid TMによる心拍出量・stroke volume variation の比較
池宗 啓蔵 1，出崎 陽子 1，小西 周 2，中西 和雄 3，西原 佑 2，藤井 園子 2，菊池 幸太郎 2，関谷 慶介 2，土手 健太郎 1，
2
萬家 俊博 （1.
愛媛大学医学部附属病院集中治療部，2. 愛媛大学医学部麻酔・周術期学，3. 愛媛大学医学部附属病
院手術部）
Estimated continuous cardiac output による cardiac output と stroke volume variation の測定
鈴木 武志，鈴木 悠太，伊東 真吾，奥田 淳，御園生 与志，上田 朝美，森崎 浩（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）
定量化毛細血管再充満時間（Q ∽ CR T）と組織灌流に係る研究：救急初療室におけるショックとの相関
2
酒井 拓磨 1, 2，藤井 裕人 2, 3，土井 智喜 1, 2，六車 崇 1, 2，春成 伸之 1, 2，安部 猛 1, 2，森村 尚登 1, （1.
横浜市立大学附属
市民総合医療センター高度救命救急センター，2. 横浜市立大学医学部救急医学教室，3. 横須賀共済病院）
脈波伝搬時間により脈圧変化を予測できるか？
山下 幸一，矢田部 智昭，立岩 浩規，田村 貴彦，阿部 秀宏，横山 正尚（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学
講座）
術中 RPP 抑制は術後カテコラミン量に影響するか ─短時間作用型 β1 遮断薬による抗虚血効果の検討─
前畠 慶人，藤野 裕士（大阪大学医学部附属病院麻酔・集中治療医学教室講座）
豚敗血症モデルにおけるブドウ糖初期分布容量の変化の検討
2
橋場 英二 1，斎藤 淳一 2，葛西 俊範 2，赤石 真啓 2，丹羽 英智 1，櫛方 哲也 2，廣田 和美（1.
弘前大学医学部附属病院
集中治療部，2. 弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 5
デジタルポスター 15 心臓・循環・体液管理③
DP1 5 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：小坂 誠（昭和大学横浜市北部病院麻酔科・集中治療部）
腋窩動脈大腿動脈バイパス術により救命し得た急性大動脈閉塞の一例
池上 かおり 1，田嶋 淳哉 1，佐藤 信宏 1，吉田 暁 1，井ノ上 幸典 1，関口 博史 2，宮島 衛 1，田中 敏春 1，熊谷 謙 1，広
1
瀬 保夫（1.
新潟市民病院救命救急循環器病脳卒中センター，2. 魚沼基幹病院）
修正大血管転位症に対する三尖弁置換術後に中心静脈圧上昇を伴わない心タンポナーデを認めた一例
1
長嶺 嘉通 1，原田 浩輝 1，岩川 昌平 1，中原 真由美 1，長谷川 麻衣子 1，安田 智嗣 2，垣花 泰之 2，上村 裕一 （1.
鹿児
島大学医学部麻酔科，2. 鹿児島大学医学部集中治療部）
持続性心室頻拍で来院し，早期に体外循環導入を行い，救命し得た劇症型心筋炎の一例
小木曽 正隆，田中 博之，山田 千翔，大野 睦記，巴里 彰吾，磯貝 俊明，加藤 賢，手島 保（東京都立多摩総合医療
センター循環器内科）

－ 106 －

DP1 5 -4

DP1 5 -5

DP1 5 -6

経皮的心肺補助装置搭載型 Mobile CCU による劇症型心筋炎例の搬送
中村 通孝，西上 和宏，柴田 啓智，管田 塁，高山 洋平，永野 雅英，高志 賢太郎，坂本 美賀子，上杉 英之，中尾 浩一（済
生会熊本病院集中治療室）
PCPS 下開腹術の経験
2
増田 健 1，下条 芳秀 2，中西 未来 2，宇津 秀晃 2，高須 修 2，山下 典雄 2，疋田 茂樹 2，坂本 照夫 （1.
久留米大学病院
臨床研修管理センター，2. 久留米大学病院高度救命救急センター）
病的肥満のうっ血性心不全患者に対するヘマトクリットモニタリング下 ECUM の有用性
村上 紗羅，熊澤 淳史，青柳 健一，小畠 久和，小原 章敏（堺市立総合医療センター集中治療科）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
デジタルポスター 16 神経②
DP1 6 -1

DP1 6 -2
DP1 6 -3
DP1 6 -4
DP1 6 -5
DP1 6 -6

デジタルポスターブース 6

座長：川口 昌彦（奈良県立医科大学附属病院麻酔科学教室）
急速に進行した意識障害と両下肢脱力で精神疾患と診断されていた成人 T 細胞白血病の 1 症例
1
䅏田 一旭 1，樋口 和宏 1，中村 禎志 2，濱川 俊朗 1，成尾 浩明 （1.
潤和会記念病院集中治療部，2. 潤和会記念病院麻
酔科）
傍腫瘍性辺縁系脳炎の 3 症例
紺田 眞規子，平尾 収，西村 信哉（大阪府立急性期・総合医療センター）
第 3 病日に頭部 MRI 画像所見が顕在化したインフルエンザ脳症の 1 例
古賀 聡人，菊田 正太，井上 明彦，三木 竜介，石原 諭（兵庫県災害医療センター救急部）
結核性髄膜炎との鑑別が困難であった癌性髄膜炎の 1 例
楠 宗矩，大竹 孝尚，生津 綾乃，河合 恵子，古谷 明子，入江 洋正，山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科）
名古屋大学における MELIt Trial の開始にあたって
錦見 満暁，江嶋 正志，沼口 淳，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
aEEG に対する麻酔薬と低体温の影響について ─周術期の使用経験から
関根 秀介，今泉 均，長尾 明紘，山田 梨香子，長島 史明，沖田 綾乃，竹下 裕二，矢数 芳英，内野 博之（東京医科
大学麻酔科学分野集中治療部）

DP1 7 -3

DP1 7 -4

DP1 7 -5
DP1 7 -6

座長：内野 滋彦（東京慈恵会医科大学附属病院集中治療部）
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈し ICU 管理を要した Aicardi-Goutieres 症候群の 1 例
松本 梓，伊藤 秀和，寺島 良幸，河野 真人，吉澤 佐也，仙頭 佳起，平手 博之，杉浦 健之，笹野 寛，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）
小児先天性代謝異常症に対し急性血液浄化療法を施行した 3 症例の検討
小川 慧，河田 耕太郎，大槻 藍，若子 尚子，竹田 彩香，磯部 恵里，柳 明男，小松 聖史，山下 千鶴，西田 修（藤田
保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
新生児における持続的血液濾過透析および腹膜透析中の薬物動態の検討
1
種田 靖久 1，孫田 みゆき 2，伊東 真隆 2，山口 均 3，吉村 知哲（1.
大垣市民病院薬剤部，2. 大垣市民病院第二小児科，
3. 大垣市民病院集中治療室）
肝不全に対する On-line HDF 施行中にバンコマイシン持続投与を行った症例
堺 結有 1，高木 俊介 1，金城 梢 2，山本 夏啓 1，西周 祐美 1，出井 真史 1，吉田 輔 1，山口 嘉一 1，山口 修 1，後藤 隆久 3
（1. 横浜市立大学附属病院医学部麻酔科学講座，2. 横浜市立大学附属病院薬剤部，3. 横浜市立大学附属病院麻酔
科）
持続的腎代替療法施行中にピペラシリン・タゾバクタムの薬物血中濃度を測定した 8 例
小濱 華子，井手 岳，西 信一（兵庫医科大学集中治療医学）
敗血症性ショック急性期の重度代謝性アシドーシスに対する間歇的血液透析；単施設後向き観察研究
野木 一孝 1，白石 淳 2，山本 良平 1，笹野 幹雄 1，麻生 将太郎 1，佐藤 仁信 1，藤内 まゆ子 1，松本 敬 1，軽米 寿之 1，
1
林 淑朗（1.
亀田総合病院集中治療科，2. 東京医科歯科大学救急災害医学分野 / 救命救急センター）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 8
デジタルポスター 18 多臓器不全・敗血症②
DP1 8 -1
DP1 8 -2

DP1 8 -3

神戸国際展示場

座長：小山 薫（埼玉医科大学総合医療センター麻酔科）
敗血症関連のバイオマーカから見た菌血症（Bacteremia）と敗血症（sepsis）の比較
池田 寿昭，泉谷 義人，須田 慎吾，上野 琢哉，小野 聡（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部）
CD4 陽性 T 細胞での PD-1 発現からみた術後感染性合併症のリスク評価に関する検討
1
小野 聡 1，久保 徹 2，須田 慎吾 1，泉谷 義人 1，上野 琢哉 1，池田 寿昭 （1.
東京医科大学八王子医療センター特定集
中治療部，2. 防衛医科大学校外科学）
敗血症性 DIC 治療において臓器障害の改善に寄与する因子は何か
望月 勝徳，森 幸太郎，八塩 章弘，竹重 加奈子，城下 聡子，新田 憲市，今村 浩（信州大学医学部救急集中治療医
学教室）
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一 般 演 題

DP1 7 -2

神戸国際展示場

（デジタルポスター）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 7
デジタルポスター 17 腎臓・腎機能・血液浄化②
DP1 7 -1

神戸国際展示場

DP1 8 -4

DP1 8 -5

DIC を合併した重症敗血症に対する遺伝子組み換えトロンボモジュリン投与の効果の検討
1
奥田 淳 1，鈴木 武志 1，鈴木 悠太 1，印南 靖志 1，御園生 与志 2，上田 朝美 1，森崎 浩（1.
慶應義塾大学医学部麻酔学
教室，2. 埼玉メディカルセンター）
敗血症性 DIC におけるリコンビナントトロンボモジュリンの有用性
世良 俊樹 1，牛澤 洋人 1，高橋 宏之 2，遠藤 彰 1，落合 香苗 1，森下 幸治 1，相星 淳一 1，加地 正人 1，磯谷 栄二 2，大
1
友 康裕 （1.
東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター，2. 東京女子医科大学東医療センター救命救急
センター）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 9
デジタルポスター 19 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床②
DP1 9 -1
DP1 9 -2

DP1 9 -3
DP1 9 -4

DP1 9 -5

DP1 9 -6
（デジタルポスター）

一 般 演 題

座長：村川 雅洋（福島県立医科大学附属病院麻酔科）
ICU 離床プログラムを導入後の現状
又吉 愛美，新川 愛実，安村 公均，勝連 しのぶ，洲鎌 正子，久場 良也（社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院）
当院高度救命救急センター外傷患者における静脈血栓塞栓症発症の現状
相賀 美佳 1，湯本 哲也 1，川田 将弘 1，寄高 麻奈実 1，木口 隆 1，加藤 湖月 1，難波 志穂子 2，平山 敬浩 3，難波 由美子 1，
1
佐藤 圭路 （1.
岡山大学病院高度救命救急センター，2. 岡山大学病院看護研究・教育センター，3. 京都第一赤十字
病院麻酔科）
Functional Independence Measure（ FIM）の認知項目における脳出血部位別のリハビリ（R T）前後の機能改善の比較
井好 昭博，池田 沙穂，伊東 裕貴，山本 直美（潤和会記念病院看護部）
脳卒中急性期患者にシリアスリハビリテーションゲームソフトを用いた起立運動による廃用症候群の予防の効果
2
折坂 明里 1，南川 貴子 2，市原 多香子 2，日坂 ゆかり 2，原田 路可 1，田村 綾子 （1.
徳島大学病院，2. 徳島大学大学
院医歯薬学研究部保健科学部門看護学講座系）
急性期脳血管障害患者の他動的足関節運動中の非運動肢の下腿筋肉酸素化状態
3
岩本 敏志 1，沓澤 智子 2，栗田 太作 （1.
東海大学医学部附属病院，2. 東海大学健康科学部，3. 東海大学情報教育セ
ンター）
看護チームアプローチの効果 ～早期離床実現のための活動～
越水 久美，石本 やえみ（地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院）

2 月 12 日（金） 13：30 ～ 14：30
デジタルポスター 20 脳死・移植
DP2 0 -1

DP2 0 -2
DP2 0 -3

DP2 0 -4

DP2 0 -5

DP2 0 -6

デジタルポスターブース 10

DP2 1 -2

神戸国際展示場

座長：中川 聡（国立研究開発法人国立成育医療研究センター病院集中治療科）
第一回法的脳死判定から第二回法的脳死判定まで一週間を要した脳死下臓器提供症例
師岡 誉也，孫 麗香，山下 智也，立木 規与秀，大川 惇平，重光 胤明，福家 顕宏，有元 秀樹，宮市 功典，林下 浩士（大
阪市立総合医療センター救命救急センター）
小児脳死事例に対して長距離搬送を行った一例
2
種市 尋宙 1，澁谷 伸子（1.
富山大学医学部小児科，2. 富山大学附属病院集中治療部）
救命救急センターの集中治療下における脳死・心停止下臓器提供の現状と問題点
2
櫻井 将継 1，弦切 純也 1，櫻井 悦男（1.
東京医科大学八王子医療センター救命救急センター，2. 東京医科大学八王
子医療センター臓器移植コーディネーター）
生活保護認定遅延により臓器移植が遅延した一例 ～行政と医療の温度差～
岡島 正樹，北野 鉄平，吉川 陽文，相良 明宏，関 晃裕，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，谷口 巧（金沢大学附属病
院集中治療部）
糖原病 1 型（von Gierke Disease）患者の腎移植周術期管理の一例
1
櫛方 哲也 1，野口 智子 2，斎藤 淳一 2，橋場 英二 3，丹羽 英智 1，工藤 倫之 2，廣田 和美（1.
弘前大学大学院医学研究
科麻酔科学講座，2. 弘前大学医学部附属病院麻酔科，3. 弘前大学医学部附属病院集中治療部）
当院で経験した呼吸不全に対する長期 VV-ECMO 患者の肺移植登録についての検討
2
杉田 慎二 1，竹田 晋浩 1，梅井 菜央 1，市場 晋吾 1，坂本 篤裕 （1.
日本医科大学付属病院外科系集中治療科，2. 日本
医科大学麻酔科学教室）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 1
デジタルポスター 21 感染・感染対策①
DP2 1 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：大嶋 清宏（国立大学法人群馬大学医学部附属病院救急科）
壊死性軟部組織感染症に対するデブリドマン後の創管理
中野 志保 1，加藤 久晶 1，水野 洋佑 1，北川 雄一郎 1，田中 卓 1，神田 倫秀 1，中野 通代 1，白井 邦博 2，豊田 泉 1，小
1
倉 真治（1.
岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター，2. 兵庫医科大学病院救命救急センター）
当院における壊死性軟部組織感染症への取り組み
濱口 純 1，清水 敬樹 1，笠原 道 1，荒川 裕貴 1，鈴木 茂利雄 1，萩原 祥弘 1，金子 仁 1，光銭 大裕 1，森川 健太郎 1，三
2
宅 康史（1.
東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2. 昭和大学病院救急医学講座）
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DP21-3

DP2 1 -4
DP2 1 -5

DP2 1 -6

2015 年における胆道系分離菌の解析
1
高谷 悠大 1，八木 哲也 2，東 倫子 1，稲葉 正人 1，井口 光孝 2，松田 直之 （1.
名古屋大学大学院医学系研究科救急・
集中治療医学分野，2. 名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部）
ICU 患者を対象とした ESBL 産生菌腸管内保菌者検出の意義
川野 恭雅，水沼 真理子，星野 耕大，山崎 玲子，森本 紳一，西田 武司，石倉 宏恭（福岡大学病院救命救急センター）
人工呼吸器関連肺炎と人工呼吸器関連イベントのサーベイランスの相違と有用性についての検討
2
小林 絵梨 1，内藤 貴基 2，岡本 賢太郎 2，川口 剛史 2，片岡 惇 2，則末 泰博 2，岡田 邦彦 1，藤谷 茂樹 （1.
佐久総合病
院救命救急センター，2. 東京ベイ浦安市川医療センター集中治療科）
中心静脈カテーテルの感染率 3 年間の調査 ～岡山大学高度救命救急センター～
平岡 知浩 1，木口 隆 2，山内 英雄 4，飯田 淳義 3，塚原 紘平 1，湯本 哲也 1，松尾 瑞恵 1，佐藤 圭路 1，鵜川 豊世武 4，
1
氏家 良人 （1.
岡山大学病院救急科，2. 岡山大学病院高度救命救急センター，3. 岡山大学医療教育統合開発セン
ター，4. 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急外傷治療学講座）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00
デジタルポスター 22 看護教育
DP2 2 -1

DP2 2 -2
DP2 2 -3
DP2 2 -4
DP2 2 -5

DP2 3 -2
DP2 3 -3
DP2 3 -4

DP2 3 -5

DP2 3 -6

座長：落合 亮一（東邦大学医療センター大森病院麻酔科）
頸部超音波検査により抜管前に食道癌術後の両側反回神経麻痺を診断し得た 1 例
山本 夏啓，山口 嘉一，堺 結有，西周 祐美，吉田 輔，出井 真史，高木 俊介，野村 岳志，山口 修，後藤 隆久（横浜
市立大学附属病院集中治療部）
超音波ガイド下鎖骨下静脈穿刺に際し，気胸の合併を超音波で迅速に診断した一例
2
衛藤 由佳 1，舘岡 一芳 1，丹保 亜希仁（1.
名寄市立総合病院麻酔科，2. 名寄市立総合病院救急科）
輪状甲状間膜切開と肺エコーを施行した困難気道管理の 1 症例
山田 直人，鈴木 健二（岩手医科大学医学部麻酔科）
Propor tional Assist Ventilation Plus に基づく肺コンプライアンスは，術後の体重変化と相関する
岡部 悠吾 1，浅賀 健彦 2，別宮 小由理 2，村上 あきつ 1，齋田 昌史 1，山田 祥子 1，中條 浩介 1，山鳥 佑輔 1，菅原 友道 1，
1
白神 豪太郎（1.
香川大学医学部麻酔学講座，2. 香川大学医学部附属病院集中治療部）
拡張障害型心不全治療に対して横隔膜電位（Edi）モニタリングを活用した一症例
1
吉鷹 志保 1，清水 一好 1，岡原 修司 1，落葉 佑昌 2，日笠 友起子 1，廣井 一正 1，鈴木 聡 1，林 真雄 1，森松 博史 （1.
岡
山大学病院麻酔科蘇生科，2. 岡山大学病院臨床工学部）
開心術において左心径拡大患者が術後呼吸機能に与える影響の検討
坂本 元，服部 洋一郎，田原 慎太郎，多田羅 康章（明石医療センター麻酔科）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 4
デジタルポスター 24 小児・新生児①
DP2 4 -1
DP2 4 -2

DP2 4 -3

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：竹内 護（学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院）
救命救急センター併設型 PICU における小児重症頭部外傷診療の治療成績
武藤 雄一郎，大平 智子，平井 克樹（熊本赤十字病院こども医療センター）
当院 ICU に入室し血漿交換を施行した小児ギランバレー症候群の 5 症例
菅 敏晃，嶋岡 英輝，宇城 敦司，大塚 康義，山本 泰史，奥村 将年，和田 翔，岩田 博文，宮内 清司（大阪市立総合
医療センター集中治療部）
病初期よりフェノバルビタール超大量療法を行った難治頻回部分発作重積型急性脳炎（AERRPS）の一男児例
3
岸本 卓磨 1，田中 智基 1，橋本 賢吾 1，清水 淳次 1，今宿 康彦 2，山根 哲信 1，田畑 貴久 3，辻田 靖之 1，江口 豊 （1.
滋
賀医科大学救急・集中治療部，2. 滋賀医科大学麻酔学講座，3. 滋賀医科大学救急集中治療医学講座）
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一 般 演 題

座長：伊藤 明子（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター）
ME 機器管理導入のための Of f － JT，On － JT を組み合わせた教育体系の効果と今後の課題
4
大山 隼人 1，十文字 英雄 2，渡邊 裕介 3，辻口 直紀（1.
市立函館病院救命救急センター，2. 市立函館病院 ICU，3. 市
立函館病院看護局看護科，4. 市立函館病院麻酔科）
ECMO 装着患者を受け持つ看護師に対する教育方法の検討 ─看護基準手順を作成して─
山中 恵美子，中村 智美，田中 理奈，諏訪 豊美，川野邉 麻美（済生会横浜市東部病院救命救急センター病棟）
呼吸管理研修が実践に及ぼす影響について ─受講後の追跡調査を通じて─
茂木 奈津，荒木田 真子，小泉 雅子，江畑 典子（東京女子医科大学病院看護部）
呼吸サポートチーム主導による院内呼吸ケア学習システム構築に向けた取り組み
石田 恵充佳，小林 圭子，楠 さくら（日本赤十字社武蔵野赤十字病院）
クーリングに関する看護師の認識変化 ─学習会前後の内容分析─
鈴木 佑実，小野 高，倉本 紀，赤松 直子（横浜市立市民病院 ICU）
術後患者の観察をした学生の体験における構造的特徴 ─ KH Coder による計量的な内容分析より─
松田 麗子，江尻 晴美，中山 奈津紀，梅田 奈歩，牧野 典子（中部大学生命健康科学部保健看護学科）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 3
デジタルポスター 23 気道・呼吸・呼吸管理④
DP2 3 -1

神戸国際展示場

（デジタルポスター）

DP2 2 -6

デジタルポスターブース 2

DP2 4 -4

取下げ

DP24 -5

小児溺水に対する脳低温療法の有効性
1
大西 俊彦 1，今高 城治 2，星山 栄成 1，鍛 良之 1，菊池 仁 1，神津 成紀 1，和気 晃司 1，松島 久雄 1，小野 一之 （1.
獨協
医科大学病院救命救急センター，2. 獨協医科大学医学部小児科学）
新生児仮死の 2 例と低体温療法の適応に関する考察
1
吉田 英里佳 1, 2，立石 格 1，中村 久理子 1，峯川 奈緒美 1，武田 義隆 （1.
済生会横浜市東部病院，2. 横浜市立大学医
学部小児科学教室）

DP2 4 -6

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 5
デジタルポスター 25 心臓・循環・体液管理④
DP2 5 -1

DP2 5 -2

DP2 5 -3

DP2 5 -4

（デジタルポスター）

一 般 演 題

DP2 5 -5

DP2 5 -6

座長：大塚 将秀（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）
褐色細胞腫破裂による急激な血行動態悪化に対し，集中管理により緊急手術を回避し，待機手術に成功した一例
黄 俊憲 1，林 洋史 1，圷 宏一 1，山本 剛 1，岡本 彬美 3，杉原 仁 3，五十嵐 健人 4，市場 晋吾 5，萩原 かな子 2，清水 渉 2
（1. 日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科，2. 日本医科大学付属病院循環器内科，3. 日本医科大学付属病院
内分泌代謝内科，4. 日本医科大学付属病院内分泌外科，5. 日本医科大学付属病院外科系集中治療科）
食道癌術後に冠動脈攣縮による心停止をきたした 1 症例
出井 真史 1，水谷 健司 1，小坂 隆司 2，山本 夏啓 1，堺 結有 1，吉田 輔 1，山口 嘉一 1，高木 俊介 1，山口 修 1，後藤 隆久 3
（1. 横浜市立大学附属病院集中治療部，2. 横浜市立大学附属病院消化器・肝移植外科，3. 横浜市立大学附属病院
麻酔科）
感染性心内膜炎の疣贅により急性心筋梗塞を認めた一例
桑原 政成，森谷 学，富田 康弘，石村 理英子，児玉 隆秀，三谷 治夫，藤本 陽，石綿 清雄，大野 実（虎の門病院循
環器センター内科）
Stanford A 型慢性大動脈解離に，真腔狭窄から急性肺水腫，心原性ショックを来した 1 症例
佐藤 晃 1，新山 修平 1，有永 康一 1，和田 久美子 2，飛永 覚 2，赤須 晃治 2，高瀬谷 徹 2，平田 雄一郎 2，明石 英俊 2，
2
田中 啓之（1.
久留米大学病院集中治療部，2. 久留米大学心臓血管外科）
CT では診断に苦慮した，全周性内膜剥離を呈した Stanford A 型急性大動脈解離
山岸 利暢，中田 一弥，湯川 高寛，横山 太郎，重城 未央子，柏浦 正広，田邉 孝大，杉山 和宏，明石 暁子，濱邊 祐一（東
京都立墨東病院救命救急センター）
BT シャント閉塞により心肺停止となり経皮的バルーン拡張術で救命し得たファロー四徴症の成人例
安富 き恵，仲村 尚司，米丸 裕樹（中頭病院）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 6
デジタルポスター 26 心臓・循環・体液管理⑤
DP2 6 -1

DP2 6 -2

DP2 6 -3

DP2 6 -4

DP26 -5

DP2 6 -6

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：竹田 晋浩（かわぐち心臓呼吸器病院）
埋込型ペースメーカの放射線治療時における臨床工学技士の役割
3
中 公三 1，北浦 道夫 2，戸田 成志 2，海野 知洋 3，古味 秀美（1.
独立行政法人健康者福祉機構香川労災病院 ME セン
ター，2. 独立行政法人健康者福祉機構香川労災病院麻酔科，3. 独立行政法人健康者福祉機構香川労災病院集中治
療部）
IABP と Balloon の応答性の比較検討
2
森田 真 1，道越 淳一 1，伊藤 朋晃 1，丹生 治司 1，宮脇 宏 2，瀬尾 勝弘 （1.
小倉記念病院検査技師部工学課，2. 小倉
記念病院麻酔科・集中治療部）
PCPS 及び IABP を装着した劇症型心筋炎患者の救急車長距離搬送の経験
3
宮崎 健 1，吉田 浩二 1，寺尾 嘉彰 2，中村 利秋（1.
長崎労災病院臨床工学部，2. 長崎労災病院麻酔科，3. 長崎労災病
院救急集中治療科）
搬送経路上で ECMO の緊急挿入が予期された小児肺移植症例の長距離患者空輸に従事した経験
菅原 康介 1，島田 朋和 1，橋本 佳苗 1，千原 伸也 1，室橋 高男 1，片山 洋一 2，巽 博臣 2，升田 好樹 2，山蔭 道明 2，山
3
口 大介 （1.
札幌医科大学附属病院臨床工学部，2. 札幌医科大学医学部集中治療医学，3. 防衛省航空自衛隊航空医
学実験隊）
当院における ECMO 装着患者の搬送シミュレーションについて
2
堀川 卓志 1，近田 優介 1，林 昌晃 1，森西 啓介 1，小野寺 睦雄 2，西村 匡司（1.
徳島大学病院臨床工学技術部門，2. 徳
島大学大学院病態情報医学講座救急集中治療医学）
ECMO 中における輸血管理
3
有道 真久 1，永田 和之 1，中島 康佑 1，大下 智也 1，村木 亮介 1，林田 晃寛 2，坂口 太一（1.
心臓病センター榊原病院
診療支援部門臨床工学科，2. 心臓病センター榊原病院循環器内科，3. 心臓病センター榊原病院心臓血管外科）
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2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 7
デジタルポスター 27 腎臓・腎機能・血液浄化③
DP2 7 -1

DP2 7 -2

DP2 7 -3

DP2 7 -4
DP2 7 -5

DP2 7 -6

座長：小林 誠人（公立豊岡病院組合立豊岡病院但馬救命救急センター）
持続緩徐式血液濾過器の膜特性の比較検討
久保 諭 1，岡部 悠吾 2，別宮 小由理 2，浅賀 健彦 2，白神 豪太郎 2，濱谷 英幸 3，篠原 奈都代 3，阿部 祐子 3，河北 賢哉 3，
3
黒田 泰弘 （1.
香川大学医学部附属病院 ME 機器管理センター，2. 香川大学医学部附属病院集中治療部，3. 香川大
学医学部附属病院救命救急センター）
新しい持続的血液浄化濾過膜 sepXiris1 5 0 の lifetime についての検討
今泉 力也 1，芝田 正道 1，小林 利道 1，川名 由浩 1，鮫島 麻子 1，中澤 速和 2，小川 哲也 2，樋口 千恵子 2，中野 清治 1, 3，
4
磯谷 栄二 （1.
東京女子医科大学東医療センター臨床工学部，2. 東京女子医科大学東医療センター血液浄化部，
3. 東京女子医科大学東医療センター心臓血管外科，4. 東京女子医科大学東医療センター救急医療科）
AN6 9ST（sepxiris）は nafamostat mesilate の抗凝固作用に影響を与えるか
2
鳩本 広樹 1，仲村 佳彦 2，山崎 慎太郎 1，大藏 裕子 2，鈴木 祥子 2，長島 亮太郎 2，西田 武司 2，石倉 宏恭 （1.
福岡大
学病院臨床工学センター，2. 福岡大学病院救命救急センター）
AN6 9 ST 膜による FGF-23 吸着の優位性
1
峰松 佑輔 1，倭 成史 2，池宮 裕太（1.
国立病院機構大阪医療センター臨床工学室，2. 同センター腎臓内科）
直並列法を用いた PMX-DHP 施行症例の検討
2
千葉 二三夫 1，多田 亮祐 1，鈴木 学 1，齋藤 大貴 1，今野 裕嗣 1，菅原 誠一 1，渡部 悟 1，横山 健 （1.
手稲渓仁会病院
臨床工学部，2. 手稲渓仁会病院麻酔科集中治療室）
ROTEM ®を用いて評価した ALS における合成能補助療法としての PDF の有用性
2
平山 千佳 1，神里 興太 2，照屋 孝二 2，渕上 竜也 2，垣花 学 （1.
琉球大学医学部附属病院 ME 機器センター，2. 琉球
大学医学部附属病院麻酔科集中治療部）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 8
デジタルポスター 28 早期離床・リハビリテーション①

DP2 8 -3

DP2 8 -4

DP2 8 -5

DP2 8 -6

座長：志賀 英敏（学校法人帝京大学帝京大学ちば総合医療センター）
くも膜下出血後における肺炎に関連する因子の検討
2
山内 康太 1，熊谷 謙一 1，萩原 理紗 1，小柳 靖裕 1，中溝 玲 （1.
製鉄記念八幡病院リハビリテーション部，2. 製鉄記
念八幡病院脳卒中・神経センター）
術前の GNRI が消化器外科術後の離床に与える影響について
小山内 大地，秋元 健太郎，青山 誠（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院）
CABG 施行後初回立位負荷後長時間循環応答にカテコラミンが及ぼす影響
6
笹沼 直樹 1，井谷 祐介 1，田中 隆史 1，眞渕 敏 1，児玉 典彦 2，高橋 敬子 3，宮本 裕治 4，西 信一 5，道免 和久 （1.
兵
庫医科大学病院リハビリテーション部，2. 兵庫医科大学リハビリテーション部，3. 兵庫医科大学医学教育セン
ター，4. 兵庫医科大学心臓血管外科，5. 兵庫医科大学集中治療医学，6. 兵庫医科大学リハビリテーション医学教
室）
急性心不全・慢性心不全急性増悪による ICU 入室患者の退院時歩行速度関連因子の検討
4
岩津 弘太郎 1，山田 純生 2，堀内 あゆみ 3，岡崎 善則 4，大上 真理子 （1.
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院
リハビリテーション科，2. 名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻，3. 国家公務員共済組
合連合会枚方公済病院看護部，4. 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院循環器内科）
ICU 在室患者における一日の座位時間の調査 ～ 3 軸加速度計を用いた評価の試み～
井出 篤嗣，前野 里恵，斉藤 均，森川 由季，今村 純子，江井 佐知恵，杉本 俊太郎，三橋 拓，塚本 佐保，高橋 素彦（横
浜市立市民病院リハビリテーション部）
急性期内科疾患入院患者における自立歩行判定のための簡易的評価項目の検討
2
山内 真哉 1，眞渕 敏 1，児玉 典彦 1，道免 和久 （1.
兵庫医科大学病院リハビリテーション部，2. 兵庫医科大学リハ
ビリテーション医学教室）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 9
デジタルポスター 29 中毒・体温異常・悪性症候群①
DP2 9 -1
DP2 9 -2

DP2 9 -3

神戸国際展示場

座長：武居 哲洋（横浜市立みなと赤十字病院集中治療部）
ホウ酸中毒の一例
大西 淳司，林 裕之，谷津 祐一，武知 かおる，池田 智子，井上 一由，平崎 盟人（香川県立中央病院麻酔科）
メトホルミン中毒が想定された過量服薬後の乳酸アシドーシスに対し，集学的治療が奏功した一例
丹生谷 啓介，前田 明倫，早瀬 直樹，浅田 敏文，上田 吉宏，土井 研人，中島 勧，矢作 直樹（東京大学医学部附属
病院救急部集中治療部）
急性血液浄化にて救命し得たメトホルミン中毒の一例
1
松本 優 1，恒光 健史 1，野田 健仁 2，鈴木 崇生 （1.
兵庫県立尼崎総合医療センター救急集中治療科，2. 兵庫県立尼
崎総合医療センターER 総合内科）

－ 111 －

一 般 演 題

DP2 8 -2

神戸国際展示場

（デジタルポスター）

DP2 8 -1

神戸国際展示場

DP2 9 -4

DP2 9 -5

DP2 9 -6

持続血液透析により救命し得た急性カフェイン中毒の一例
山下 智也，重光 胤明，大川 惇平，森本 健，師岡 誉也，石川 順一，福家 顕宏，有元 秀樹，宮市 功典，林下 浩士（大
阪市立総合医療センター救命救急部）
早期に持続血液濾過透析で治療した急性リチウム中毒の 1 例
為近 舞子，井上 芳門，藤井 智章，伊藤 優，村橋 一，寺澤 篤，杉本 憲治，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院麻酔・
集中治療部）
HD 後に CVVHDF を行い QTc 時間を指標に透析を行いリバウンド現象を起こさずに治療し得たリチウム中毒の 1 例
土井 賢治，白川 和宏，近野 祐介，野口 啓，塩島 裕樹，伊藤 壮一，田熊 清継（川崎市立川崎病院救急科）

2 月 13 日（土） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 10
デジタルポスター 30 保守管理・医療安全①
DP3 0 -1
DP3 0 -2
DP3 0 -3

DP3 0 -4

DP3 0 -5
DP3 0 -6
（デジタルポスター）

一 般 演 題

座長：加納 隆（埼玉医科大学保健医療学部医用生体工学科）
エコーガイド下中心静脈穿刺においてガイドワイヤーが右内頸静脈を貫通し，右椎骨静脈に迷入した一症例
梅宮 槙樹，中尾 謙太，浜川 綾子，石井 久成（天理よろづ相談所病院麻酔科）
動脈圧ライン固定具による刺入部合併症の軽減効果の検討
綱野 祐美子，井澤 眞代，中瀧 恵実子，小野寺 睦雄，大藤 純，今中 秀光，西村 匡司（徳島大学病院救急集中治療部）
電子カルテ緊急停止時の問題点と対応
関 啓輔 1，乙宗 佳奈子 1，音成 芳正 1，西信 俊宏 1，白神 真乃 1，神野 敬祐 1，木村 廷和 2，穴吹 大介 2，藤本 正司 2，
1
前川 聡一 （1.
社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院救急センター，2. 社会医療法人財団大樹会総合病院回
生病院麻酔科）
開放型 ICU に適した電子カルテ熱型表システムの開発と運用
2
七種 伸行 1，新山 修平 2，有永 康一 2，佐藤 晃 2，坂本 照夫 （1.
久留米大学病院医療情報センター，2. 久留米大学病
院集中治療部）
徳島大学病院集中治療室における長期滞在例の検討
井澤 眞代，綱野 祐美子，小野寺 睦雄，大藤 純，西村 匡司（徳島大学病院救急集中治療部）
チェックリストを用いたブリーフィングの導入と，早期リハビリテーションに与える影響
藤田 義人，赤堀 貴彦，安田 吉孝，吉野 博子，橋本 篤，佐藤 祐子，下村 毅，畠山 登，木下 浩之，藤原 祥裕（愛知
医科大学医学部麻酔科学講座）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30
デジタルポスター 31 その他
DP3 1 -1

DP3 1 -2
DP3 1 -3

DP3 1 -4

DP3 1 -5

DP3 1 -6

デジタルポスターブース 1

DP3 2 -2

神戸国際展示場

座長：井上 聡己（奈良県立医科大学附属病院麻酔科）
重篤な小児を成人と同様に診る ─ 救命救急センター5 施設の実績から重篤小児診療の展望を示す ─
六車 崇 1，賀来 典之 2，多田 昌弘 3，塚原 紘平 4，安達 晋吾 5，松岡 哲也 5，鵜川 豊世武 4，山野上 敬夫 3，水口 壮一 2，
6
森村 尚登 （1.
横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター，2. 九州大学病院救命救急セン
ター，3. 県立広島病院救命救急センター，4. 岡山大学病院高度救命救急センター，5. りんくう総合医療センター
泉州救命救急センター救命診療科，6. 横浜市立大学大学院医学研究科救急医学）
当院の集中治療体制に問題はあるか？ ～ドクターヘリによる他施設への搬送の観点からの検討～
2
田嶋 実 1，柳谷 忠雄 1，岸本 朋宗（1.
市立三次中央病院麻酔科・集中治療室，2. 国立病院機構浜田医療センター）
人工呼吸患者との意思疎通のための機械読唇術システム構築に関する予備研究
1
中島 強 1，宮本 恭兵 1，川副 友 1，永野 雄大 2，李 周浩 2，木田 真紀 1，岩崎 安博 1，加藤 正哉 （1.
和歌山県立医科大
学救急集中治療医学講座，2. 立命館大学情報理工学部情報コミュニケーション学科）
代謝阻害剤を用いた細胞内エネルギー枯渇と再供給が血管内皮細胞機能に及ぼす影響
1
小幡 由佳子 1，袴田 晃央 2，小田切 圭一 2，渡邉 裕司 2，土井 松幸 （1.
浜松医科大学附属病院集中治療部，2. 浜松医
科大学臨床薬理学講座）
当院救急外来における ABO 異型適合血輸血施行症例の検討
新田 正和，本多 忠幸，本田 博之，青木 信将，林 悠介，上村 夏生，遠藤 裕（新潟大学医歯学総合病院高次救命災
害治療センター）
組立型モバイル治療室制作の試み
島田 二郎，田勢 長一郎（福島県立医科大学医学部救急医療学講座）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 2
デジタルポスター 32 感染・感染対策②
DP3 2 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：中尾 浩一（済生会熊本病院循環器内科）
PCR で Rickettsia japonica を迅速診断し救命し得た重症日本紅斑熱の 1 例
1
角田 尚紀 1，二階 哲朗 1，三原 亨 1，串崎 浩行 1，榊原 学 1，藤原 辰也 1，新原 寛之 2，齊藤 洋司 （1.
島根大学医学部
麻酔科学教室，2. 島根大学医学部皮膚科学教室）
マダニ咬症による重症熱性血小板減少症候群（SFTS）を発症し，死亡した一症例
太田黒 崇伸，生塩 典敬，鶴 昌太，山田 哲久，奥山 稔朗，鮎川 勝彦（飯塚病院救急部）

－ 112 －

DP3 2 -3

DP3 2 -4
DP3 2 -5

DP3 2 -6

ECMO を要した成人のヒトメタニューモウイルス感染による ARDS の 1 例
大井 秀則，間藤 卓，中田 一之，山口 充，奈倉 武郎，大瀧 聡史，杉浦 潤，有馬 史人，杉山 聡，堤 晴彦（埼玉医科
大学総合医療センター高度救命救急センター）
Fusobacterium nucleatum による重篤な膿胸の 1 症例
小寺 厚志（長崎みなとメディカルセンター市民病院集中治療科）
Capnocytophaga 感染症による電撃性紫斑病の一例
1
上村 夏生 1，鈴木 友康 2，青木 信将 2，本田 博之 2，岡部 康之 1，林 悠介 1，新田 正和 1，本多 忠幸 1，遠藤 裕 （1.
新潟
大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター，2. 新潟大学医歯学総合病院集中治療部）
A 群 β 溶血性連鎖球菌による急性汎発性腹膜炎から救命し得た 1 症例
3
鈴木 一周 1，酒井 宏明 2，白石 義人 2，山中 裕太 3，西山 元啓 （1.
藤枝市立総合病院心臓血管外科，2. 藤枝市立総合
病院麻酔科，3. 藤枝市立総合病院外科）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 3
デジタルポスター 33 気道・呼吸・呼吸管理⑤
DP3 3 -1
DP3 3 -2
DP3 3 -3

DP3 3 -4

DP3 3 -5

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 4
デジタルポスター 34 血液・凝固線溶
DP3 4 -1
DP3 4 -2
DP3 4 -3

DP3 4 -4
DP3 4 -5
DP3 4 -6

座長：小竹 良文（東邦大学医療センター大橋病院麻酔科）
出血傾向・舌の著明な腫脹を契機にビタミン K 欠乏症を合併した後天性血友病 A と診断した 1 例
野間 貴之，山田 茉美，安達 晋吾，布施 貴司，水島 靖明，松岡 哲也（大阪府泉州救命救急センター）
診断と初期治療に難渋した血球貪食症候群の 1 例
2
松本 泰幸 1，増田 徹 2，立川 義倫（1.
九州労災病院重症治療部，2. 九州労災病院内科）
テイコプラニンによる免疫性血小板減少性紫斑病で肺胞出血を来した 1 例
阿部 建彦，瀧浪 將典，内野 滋彦，齋藤 敬太，遠藤 新大，飯島 正紀，小林 秀嗣，齋藤 慎二郎，吉田 拓生，横田 泰佑（東
京慈恵会医科大学附属病院集中治療部）
覚醒剤使用歴のある患者に発症した動揺性の意識障害を伴った特発性血栓性血小板減少性紫斑病の一例
桑野 公輔，石原 徹，小松 昌道，沖 将行，柳 秀高，小澤 秀樹，高木 敦司（東海大学医学部付属病院総合内科）
Secondar y TTP 病態におけるトロンボモジュリン製剤の有効性
中村 謙介，高谷 信宏，大道寺 洋顕，大島 和馬，徳永 蔵人（日立総合病院救命救急センター救急集中治療科）
口腔癌術後における深部静脈血栓症の発生頻度と危険因子の検討
2
小板橋 敦 1，宮崎 英隆 2，高山 優 2，小川 将 2，牧口 貴哉 2，國元 文生 3，齋藤 繁 4，横尾 聡 1,（1.
群馬大学大学院医学
系研究科顎口腔科学分野，2. 群馬大学医学部附属病院歯科口腔・顎顔面外科，3. 群馬大学医学部附属病院集中治
療部，4. 群馬大学大学院医学系研究科麻酔神経科学）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 5
デジタルポスター 35 小児・新生児②
DP3 5 -1
DP3 5 -2

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：林下 浩士（大阪市立総合医療センター救命救急センター）
人工呼吸下の小児・乳児に対するヘッドアップと分泌物の気管内挙動に関する実験的検討
2
斉藤 岳史 1，赤星 博和（1.
東京医療保健大学大学院看護研究科，2. 筑波大学附属病院医療機器管理センター）
気道閉塞所見を認めた頸部リンパ管腫に対して選択的に気管切開を行った小児の 2 例
3
清水 淳次 1，橋本 賢吾 1，岸本 卓磨 1，今宿 康彦 2，山根 哲信 1，田畑 貴久 3，辻田 靖之 1，江口 豊 （1.
滋賀医科大学
救急・集中治療部，2. 滋賀医科大学麻酔学講座，3. 滋賀医科大学救急集中治療医学講座）
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一 般 演 題

座長：芹田 良平（東京歯科大学市川総合病院）
非侵襲的陽圧換気により改善した胸部外傷後の気道狭窄の一例
横野 良典，深田 祐作（十和田市立中央病院麻酔科）
高度肥満患者の cannot ventilate, cannot intubate の経験
上松 敬吾，佐藤 裕一，三宅 悠香，芝 陽介，田中 光一，橘 直人，濱見 原（愛媛県立中央病院救急科）
当院での熱傷後顔面・頚部拘縮による気管挿管困難症例に対する挿管法の検討
浅野 貴裕，加藤 真奈美，森 俊輔，伊藤 洋，田中 厚司，金 日成（独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院麻
酔科）
気管挿管後声門下狭窄症 3 症例の検討
2
阿部 世紀 1，佐藤 公則 2，天笠 俊介 2，北村 真友 2，笠井 正志 2，松井 彦郎 （1.
長野県立こども病院麻酔科，2. 長野
県立こども病院小児集中治療科）
EMG 気管チューブ抜管後に喉頭浮腫による気道狭窄を認めた 4 例
2
勝田 哲史 1，松田 憲昌 1，藤原 康弘 1，上田 晃志郎 1，松本 聡 1，若松 弘也 1，松本 美志也 1, （1.
山口大学医学部附属
病院集中治療部，2. 山口大学医学部麻酔・蘇生・疼痛管理学分野）
当院救命救急センターにおける遅発性気管切開術後気道狭窄に関する検討
久城 正紀，齋藤 伸行，八木 貴典，阪本 太吾，岡田 一宏，中山 文彦，本村 友一，益子 一樹，原 義明，松本 尚（日
本医科大学千葉北総病院救命救急センター）

（デジタルポスター）

DP3 3 -6

神戸国際展示場

DP3 5 -3

DP3 5 -4

DP3 5 -5
DP3 5 -6

当院における小児敗血症性ショック患者への Early Goal-Directed Therapy の検討
1
鴻池 善彦 1, 2，居石 崇志 1，渡邉 伊知郎 1，本村 誠 1，中山 祐子 1，新津 健裕 1，齊藤 修 1，清水 直樹（1.
東京都立小児
総合医療センター救命・集中治療部，2. 久留米大学医学部小児科学講座）
本邦小児集中治療領域における敗血症性ショック管理の現状
3
横川 真理 1，笠井 正志 2，志馬 伸朗 （1.
長崎大学病院小児科，2. 長野県立こども病院小児集中治療科，3. 国立病院
機構京都医療センター救命救急科）
当院で経験した心臓術後の乳糜胸水腹水を合併した症例への検討
杉村 洋子，松永 綾子（千葉県こども病院集中治療科）
当院における術後乳糜胸発症症例の検討
中山 祐子，居石 崇志，渡邉 伊知郎，本村 誠，新津 健裕，齊藤 修，清水 直樹（東京都立小児総合医療センター救命・
集中治療部）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 6
デジタルポスター 36 心臓・循環・体液管理⑥
DP3 6 -1

DP3 6 -2

DP3 6 -3

DP3 6 -4
（デジタルポスター）

一 般 演 題

DP3 6 -5

DP3 6 -6

座長：垣花 泰之（鹿児島大学病院救急・集中治療部）
CCU における Cardiac ECMO 長期サポート例の最近の成績
三軒 豪仁 1, 2，鈴木 啓士 1，古瀬 領人 1，林 洋史 1，細川 雄亮 1，圷 宏一 1，山本 剛 1，杉田 慎二 3，竹田 晋浩 3，清水 渉 1, 2
（1. 日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科，2. 日本医科大学付属病院循環器内科，3. 日本医科大学付属病院
外科系集中治療科）
救急外来の血圧別に評価した心不全の病態評価と予後の検討
2
小林 正武 1, 2，渡邉 雅貴 1, 2，岩崎 陽一 1, 2，山科 章 1, （1.
東京医科大学循環器内科，2. 東京医科大学先進的心不全治
療医学講座）
腹部大動脈瘤破裂手術後の集中治療室滞在長期化予測因子
2
三田 範勝 1，華山 悟 1，高橋 利和 1，加賀谷 慎 1，三好 壮太郎 1，齋藤 繁（1.
埼玉県立循環器呼吸器病センター麻酔科，
2. 群馬大学医学部附属病院麻酔科蘇生科）
内因性出血性ショックの緊急手術に際し，全身麻酔管理に大動脈バルーンオクル－ジョンが奏効した 3 症例
橋本 克彦，岩崎 夢大，伊藤 文人，石田 時也（太田西ノ内病院麻酔科・救命救急センター）
急性心筋梗塞に対する PCI 中の急性ステント内血栓症に対するパーフュージョンバルーンの有用性
2
松田 淳也 1，高橋 保裕 1，福泉 偉 1，羽田 朋人 1，佐藤 太亮 1，清水 渉 （1.
同愛記念病院循環器科，2. 日本医科大学
付属病院循環器内科）
褐色細胞腫による逆たこつぼ型左室壁運動異常を来たした 2 症例
藤田 信子，岡田 修，橋本 学，篠田 麻衣子，岡部 宏文，青木 和裕，片山 正夫（聖路加国際病院麻酔科）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 7
デジタルポスター 37 早期離床・リハビリテーション②
DP3 7 -1

DP3 7 -2

DP3 7 -3

DP3 7 -4

DP3 7 -5

DP3 7 -6

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：住田 臣造（日本赤十字社旭川赤十字病院集中治療部）
ICU の人工呼吸患者における抜管後の器械的排痰補助（mechanical insuf flation-exsuf flation, MI-E）の有用性
横山 仁志 1，堅田 紘頌 1，渡邉 陽介 1，松嶋 真哉 2，中田 秀一 3，森澤 健一郎 4，柳井 真知 4，高松 由佳 4，津久田 純平 4，
4
平 泰彦 （1.
聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部，2. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院リハビ
リテーション部，3. 川崎市立多摩病院リハビリテーション科，4. 聖マリアンナ医科大学救急医学）
当院 ICU における人工呼吸器離脱困難症例へのアプローチの分析
2
田中 雅也 1，江里口 杏平 1，坂本 智代 1，横手 翼 1，安達 普至 2，鮎川 勝彦（1.
飯塚病院リハビリテーション部，2. 飯
塚病院集中治療部）
当院 ICU における挿管下人工呼吸器装着患者に対する早期リハビリテーションと鎮静剤総投与量との関連性
2
西原 浩真 1，岩田 健太郎 1，小柳 圭一 1，前川 利雄 1，瀬尾 龍太郎 2，朱 祐珍 （1.
神戸市立医療センター中央市民病
院リハビリテーション技術部，2. 神戸市立医療センター中央市民病院救急部）
譫妄を発症した sepsis 患者に対する機能予後影響因子からみたリハビリテーションの役割
2
宮崎 道輝 1，片岡 祐一 2，見井田 和正 1，神應 智道 2，服部 潤 2，浅利 靖（1.
北里大学病院リハビリテーション部，2. 北
里大学医学部救命救急医学）
ICU 多職種カンファレンス導入による早期離床促進に及ぼす効果
中川 義嗣 1，長谷川 隆一 2，高木 雅生 2，柏 俊一 1，土子 紗也香 1，坂田 薫 1，辻村 悠 1，吉田 和歌子 1, 3，長津 貴子 3，
4
丸岡 正則 （1.
水戸協同病院リハビリテーション部，2. 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター救急・集中
治療科，3. 水戸協同病院看護部，4. 水戸協同病院臨床工学部）
ICU 専任理学療法士配置前後における ICU 入室患者の在院日数の比較検討
1
山口 裕臣 1，戸部 賢 2，菅谷 知明 1，長谷川 信 1，田澤 昌之 1，日野原 宏 2，国元 文生 2，和田 直樹 （1.
群馬大学医学
部附属病院リハビリテーション部，2. 群馬大学医学部附属病院集中治療部）
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2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 8
デジタルポスター 38 多臓器不全・敗血症③
DP3 8 -1
DP3 8 -2
DP3 8 -3

DP3 8 -4
DP3 8 -5

DP3 8 -6

座長：小北 直宏（旭川医科大学病院集中治療部）
敗血症管理における低血糖と転帰の関係
古川 誠，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野）
敗血症患者における予後と栄養関連マーカーとの関連性について
竹川 良介，清水 健太郎，小倉 裕司，嶋津 岳士（大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター）
敗血症早期の運動介入は PGC-1 α を介して脂質代謝と生存率を改善する
苛原 隆之 1, 2, 3，佐藤 格夫 2，大嶽 康介 1, 2，齋藤 龍史 2，角田 洋平 2，森 智治 2，大鶴 繁 2，井上 和生 3，小池 薫 2，横田
1
裕行 （1.
日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野，2. 京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学分野，
3. 京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻栄養化学分野）
低用量 steroid が投与された敗血症患者における CRP，IL-6，PCT の動態
小倉 皓一郎，島田 忠長，仲村 将高，橋田 知明，児玉 善之，平澤 博之（東千葉メディカルセンター救急科）
Detection of suppressive activity on innate immune DAMPs response in sepsis
Ho Minh Van1，廣橋 伸之 1，山賀 聡之 1，鈴木 慶 1，板井 純治 1，太田 浩平 1，志馬 伸朗 1，Weng Sheng Kong2，管野
雅元（1. 広島大学救急医学，2. 広島大学免疫学）
顆粒球コロニー刺激因子 Knock Out マウスでは敗血症に伴う血管内皮障害が抑制される
鈴木 浩大，岡田 英志，小田 和正，田中 卓，中野 志保，吉田 隆浩，吉田 省造，牛越 博昭，豊田 泉，小倉 真治（岐
阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学分野）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 9
デジタルポスター 39 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床③
DP3 9 -1

DP3 9 -4

DP3 9 -5

DP3 9 -6

座長：土井 松幸（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部）
緊急開腹手術における術後超音波ガイド下体幹部神経ブロックは早期回復に寄与する
2
萩原 信太郎 1，上野 剛 1，濱崎 順一郎 1，山口 俊一郎 1，内野 えりか 1，川崎 孝一 1，有村 俊明（1.
鹿児島市立病院麻
酔科集中治療部，2. 鹿児島市医師会病院）
ICU の鎮静管理における SedLine の使用経験
鈴木 博人 1, 2，高橋 菜々子 2，黒田 美聡 2，鈴木 麻奈美 2，小野寺 悠 2, 3，秋元 亮 2，小林 忠宏 1, 2，中根 正樹 1, 3，川前 金幸 2, 3
（1. 山形大学医学部附属病院高度集中治療センター，2. 山形大学医学部附属病院麻酔科，3. 山形大学医学部附属
病院救急科）
トラマドールとデクスメデトミジン併用による Endovascular aor tic repair（ EVAR）術後患者への有用性
御室 総一郎 1，小林 賢輔 2，鈴木 祐二 1，大橋 雅彦 1，加藤 弘美 1，大杉 浩一 1，八木原 正浩 1，小幡 由佳子 1，土井 松
2
幸 1，中島 芳樹（1.
浜松医科大学医学部附属病院集中治療部，2. 浜松医科大学麻酔・蘇生学講座）
鎮痛・鎮静プロトコールによるせん妄発生率の減少
奥村 将年，宇城 敦司，大塚 康義，山本 泰史，和田 翔，岩田 博文，菅 敏晃，宮内 清司，嶋岡 英輝（大阪市立総合
医療センター集中治療部）
作業療法士の ICU 専従化でせん妄は減らせるか？
1
高場 章宏 1，瀬尾 龍太郎 1，蛯名 正智 1，朱 祐珍 2，淺井 康紀 3，有吉 孝一 （1.
神戸市立医療センター中央市民病院
救急部，2. 神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科，3. 神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーショ
ン技術部）
ガイドラインを使用した PAD 評価の取り組み
1
高橋 麗子 1，沖野 優子 2，西 幸恵 2，太田 淳子 2，松原 隆夫 2，石塚 修一 1，新田 俊一 （1.
石川県立中央病院麻酔科，
2. 石川県立中央病院集中治療部）

2 月 13 日（土） 13：30 ～ 14：30 デジタルポスターブース 10
デジタルポスター 40 保守管理・医療安全②
DP4 0 -1
DP4 0 -2
DP4 0 -3
DP4 0 -4
DP4 0 -5

神戸国際展示場

座長：木村 政義（兵庫医科大学病院臨床工学室）
集中治療における臨床工学技士常駐体制の効果
須藤 弘樹，西方 貴洋，浅見 幸恵，木内 耕己，相嶋 一登（横浜市立市民病院臨床工学部）
当直体制導入の効果について
清水 信之，藤田 智一，間中 泰弘，水谷 瞳（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院）
ICU 業務導入後から見えた問題点への取り組み
2
菊地 浩之 1，八代 三恵子（1.
JA とりで総合医療センター臨床工学部，2. JA とりで総合医療センター看護部）
集中治療室における臨床工学技士二交代制勤務の現状と課題
林 裕樹（名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部）
当直業務開始前後における人工呼吸器装着時間の推移について
2
管田 塁 1，吉永 修平 1，荒木 康幸 1，上杉 英之 2，西上 和宏 （1.
済生会熊本病院臨床工学部門，2. 済生会熊本病院集
中治療室）
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DP3 9 -3

神戸国際展示場

（デジタルポスター）

DP3 9 -2

神戸国際展示場

DP4 0 -6

当直業務開始前後の業務量の変化と看護師満足度調査について
3
森本 学 1，刈田 瑛子 1，小林 彩 1，花岡 和也 1，高尾 彰孝 1，丸山 朋康 1，宮川 宜之 1，酒井 龍一 2，河野 哲也 （1.
諏訪
赤十字病院医療技術部臨床工学技術課，2. 諏訪赤十字病院救急部，3. 諏訪赤十字病院集中治療部）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
デジタルポスター 41 医療安全
DP4 1 -1

DP4 1 -2

DP4 1 -3
DP4 1 -4
DP4 1 -5
DP4 1 -6

デジタルポスターブース 1

座長：石松 伸一（聖路加国際病院救急部・救命救急センター）
ICU 病棟における重要ルート類自己抜去の要因 ～抜去群と非抜去群の 2 群間比較より～
2
寺井 彩 1，浦上 恵里 1，松木 健宏 1，寺井 孝弘 （1.
富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院看護部救命救急病棟，
2. 金沢医科大学）
当センターにおける CAM-ICU の評価と挿入物の自己抜去の関連についての検討
2
高砂 伊代 1，津田 雅美 1，足立 久美子 1，井上 明彦（1.
兵庫県災害医療センター看護部，2. 兵庫県災害医療センター
救急部）
チューブ類計画外抜去の前駆症状に対する看護師の認識の違いと行動制限の臨床判断
永野 何奈，新井 洋，田中 由見子，森口 裕美，亀崎 智都江（国立病院機構千葉医療センター看護部）
当院における身体抑制の見直しについて
十文字 英雄，本田 周司，菊地 智，北村 里絵，和田 望美，酒井 香，辻口 直紀（市立函館病院 3 階南 ICU 病棟）
安全帯フローチャートの導入と効果 ～安全帯の適正使用を目指して～
濱本 実也，生駒 周作，鈴木 麻里菜，川瀬 正樹（公立陶生病院集中治療室）
ICU 経験 1 年未満の看護師のインシデント報告要因分析 ─教育課題の検討─
河合 真由美，冨石 香代子，萬谷 和代（愛知医科大学病院看護部）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 2
デジタルポスター 42 感染・感染対策③
DP4 2 -1
（デジタルポスター）

一 般 演 題

DP4 2 -2

DP4 2 -3

DP4 2 -4

DP4 2 -5

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：升田 好樹（札幌医科大学附属病院集中治療部）
ICU におけるアデノシン三リン酸拭き取り検査を用いた環境清浄度調査
2
永迫 望 1，田中 友康 2，坂本 加代子 3，川野 マキ （1.
潤和会記念病院感染対策管理室，2. 潤和会記念病院集中治療
部，3. 潤和会記念病院看護部）
ICU における手荒れ予防効果のある手指消毒剤の使用は手指衛生遵守率を向上させるか
3
杉本 直樹 1，相庭 克行 1，中村 真巳 1，新山 和也 1，佐伯 有香 2，磨田 裕 2，古田島 太 2，根本 学 （1.
埼玉医科大学国
際医療センター，2. 埼玉医科大学国際医療センター集中治療科，3. 埼玉医科大学国際医療センター救命救急科）
多剤耐性アシネトバクターの感染拡大防止に向けた取り組み
2
伊藤 真実 1，森井 杏奈 1，濱口 美咲 1，正木 香苗 1，水谷 典子 1，鈴木 圭 2，今井 寛（1.
三重大学医学部付属病院総合
集中治療センター，2. 三重大学医学部付属病院救命救急センター）
VAE サーベイランスを用いたケア介入の現状と課題
押川 大輔，竹内 愛美，岸良 達也，日高 祥子，田中 妙子，田中 裕美（鹿児島大学医学部・歯学部附属病院集中治
療部）
当院 ICU における VAEs 発症リスク因子の検討
原田 真希 1，佐藤 智子 1，稲垣 歩 1，鈴木 絵理奈 1，石川 ひとみ 1，佐藤 多実子 1，五十嵐 季子 2，中永 士師明 2，奥山 学 2，
3
多治見 公髙 （1.
秋田大学医学部附属病院集中治療部，2. 秋田大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学講座，
3. 独立行政法人労働者健康福祉機構秋田労災病院）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 3 神戸国際展示場
デジタルポスター 43 気道・呼吸・呼吸管理⑥
DP4 3 -1
DP4 3 -2

DP4 3 -3

DP4 3 -4
DP4 3 -5
DP4 3 -6

座長：金井 尚之（東京警察病院救急部）
大葉性肺炎による著明な酸素化不良に対し一酸化窒素吸入療法を行い救命に至った 1 例
宇仁田 亮，山口 直城，上野原 惇，後藤 隆司，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔集中治療科）
心肺蘇生後の気道出血に対し，気管支動脈塞栓術が有効であった 1 症例
古島 夏奈，増田 恵里香，出口 美希，依田 智美，中村 芳美，稲井 舞夕子，山岡 正和，仙田 正博，八井田 豊，倉迫
敏明（姫路赤十字病院麻酔科）
ウイルス培養にて診断されたインフルエンザ肺炎の 2 症例
速井 俊策，谷口 博之，近藤 康博，木村 智樹，片岡 健介，松田 俊明，横山 俊樹（公立陶生病院呼吸器アレルギー
疾患内科）
拘束性障害で著明な高二酸化炭素血症を合併した呼吸不全に対して HFOV が有効であった 1 例
制野 勇介，八坂 有起，藤原 直樹（沖縄県立南部医療センターこども医療センター）
Guillain-Barre 症候群に対して NAVA mode が有効であった 1 症例
2
服部 淳一 1，櫻井 絵里（1.
鹿児島県立大島病院救命救急センター，2. 鹿児島大学医学部麻酔・蘇生学）
Neurally Adjusted ventilator Assist が有用であった慢性肺疾患の乳児例
阿部 迪子，壷井 伯彦，後藤 祐也，青木 一憲，松本 正太朗，井手 健太郎，西村 奈穂，中川 聡（国立成育医療研究
センター集中治療科）

－ 116 －

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
デジタルポスター 44 高齢者
DP4 4 -1

DP4 4 -2
DP4 4 -3
DP4 4 -4

DP4 4 -5

DP4 4 -6

DP4 5 -4

DP4 5 -5

DP4 5 -6

座長：井上 義博（岩手医科大学医学部救急医学講座）
肝切除術中の Pringle 法による血行動態変化の検討
3
白水 和宏 1，徳田 賢太郎 2，藤吉 哲宏 3，瀬戸口 秀一 1，外 須美夫 （1.
九州大学病院手術部，2. 九州大学病院集中治
療部，3. 九州大学大学院麻酔・蘇生学）
エンドトキシン吸着療法の施行の有無で下部消化管穿孔の症例検証
谷河 篤 1，清水 敬樹 1，濱口 純 1，荒川 裕貴 1，鈴木 茂利雄 1，萩原 祥弘 1，金子 仁 1，光銭 大裕 1，森川 健太郎 1，三
2
宅 康史（1.
東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2. 昭和大学医学部救急医学講座）
門脈ガス血症を呈していたにも関わらず，保存的治療により軽快した非閉塞性腸間膜虚血症（NOMI）の 2 症例
友塚 直人，坂本 里沙，林 久美子，住吉 公洋，岡部 大輔，鈴木 勉，戸田 成志，小野 潤二，北浦 道夫（香川労災病
院麻酔科）
ハイブリッド治療により選択的腸管切除にて治療した小腸出血の 1 例
明石 卓，倉田 早織，中道 嘉，吉田 浩輔，小林 陽介，佐藤 智洋，折田 智彦，山崎 元靖，北野 光秀（済生会横浜市
東部病院救急部）
胸部操作を開胸及び胸腔鏡補助下で行った食道がん手術の周術期経過
2
首藤 誠 1，正岡 光智子 1，越智 美緒 1，泉本 恵理 （1.
独立行政法人四国がんセンター麻酔科，2. 愛媛大学医学部麻
酔周術期医学）
当院 ICU におけるチェックリストの効果 ストレス潰瘍予防の観点から
小笠原 治，宮津 光範，岡野 将典，上村 友二，冨田 麻衣子，藤掛 数馬，田村 哲也，森島 徹朗，草間 宣好，祖父江
和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 6
デジタルポスター 46 心臓・循環・体液管理⑦
DP4 6 -1
DP4 6 -2
DP4 6 -3
DP4 6 -4

DP4 6 -5
DP4 6 -6

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：久野 将宗（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター）
ガドリニウム造影剤が冠動脈狭窄の診断に有用であったヨード造影剤アレルギーの 2 症例
佐藤 督忠，佐藤 千聡，笹井 正宏，前田 敦夫，若林 公平，鈴木 洋（昭和大学藤が丘病院循環器内科）
胸部 X 線写真における末梢挿入中心静脈カテーテル先端位置の視認性の評価
岩下 耕平，重松 研二，十時 崇彰，山浦 健（福岡大学医学部麻酔科学）
小児心臓手術術後管理における AESCULON mini の有用性
有馬 大輔，宮本 隆司，笹原 聡豊，本川 真美加，内藤 祐次（群馬県立小児医療センター）
血液浄化による EV1 0 0 0 各測定値への影響 ─注入部位による比較検討─
1
酒井 俊和 1，加藤 由布 1，原 嘉孝 1，中村 智之 1，下村 泰代 1，山下 千鶴 1，森山 和広 2，西田 修 （1.
藤田保健衛生大
学医学部麻酔・侵襲制御医学講座，2. 藤田保健衛生大学医学部臨床免疫制御医学講座）
肺動脈カテーテルが循環管理に有用であった重症心不全の 1 例
1
副島 崇旨 1，丸山 崇 1，久保 智紀 2，糸洲 佑介 1，雨森 英彦（1.
砂川市立病院麻酔科，2. 札幌厚生病院）
当院における重症心不全患者に対するチーム医療の役割 ～ソノグラファーの視点から～
4
小山 卓也 1，土岐 美沙子 1，有高 進悟 1，本部 弘美 1，中島 久美子 1，中島 康佑 2，林田 晃寛 3，坂口 太一 （1.
心臓病
センター榊原病院生理検査科，2. 心臓病センター榊原病院臨床工学科，3. 心臓病センター榊原病院循環器内科，
4. 心臓病センター榊原病院心臓血管外科）

－ 117 －

一 般 演 題

DP4 5 -3

デジタルポスターブース 5

（デジタルポスター）

DP4 5 -2

神戸国際展示場

座長：貝沼 関志（名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部）
高齢者の急性硬膜下血腫の特徴にあわせた治療戦略
1
堀田 和子 1，小松 文成 2，長田 貴洋 1，小田 真理 2，下田 雅美 2，松前 光紀 （1.
東海大学医学部脳神経外科，2. 東海
大学医学部付属八王子病院脳神経外科）
当院救急 ICU における超高齢者症例（8 5 歳以上）の入室状況
土井 智章，竹村 春起，志水 清和，永田 二郎（一宮市立市民病院救命救急センター救急科）
当院集中治療室における超高齢者緊急入室の検討
山口 均（大垣市民病院集中治療部）
当 ICU における超高齢者の検討
1
木村 慎一 1，金尾 邦生 1，大村 和也 1，星野 哲也 1，秋山 容平 2，佐藤 智行 2，高橋 宏行（1.
済生会横浜市東部病院集
中治療科，2. 済生会横浜市東部病院麻酔科）
高齢化が進んだ地域の ICU における高齢集中治療患者の疫学：単施設後方視記述的観察研究
笹野 幹雄 1，白石 淳 2，山本 良平 1，藤内 まゆ子 1，野木 一孝 1，佐藤 仁信 1，松本 敬 1，小林 宏維 1，麻生 将太郎 1，
1
林 淑朗（1.
医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科，2. 東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター）
脊髄くも膜下麻酔が術後認知機能に与える影響について
安村 里絵，佐藤 奈々子，杉浦 孝広，山崎 治幸，和田 浩輔，小林 佳郎（独立行政法人国立病院機構東京医療センター
麻酔科）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00
デジタルポスター 45 消化器
DP4 5 -1

デジタルポスターブース 4

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 7
デジタルポスター 47 多臓器不全・敗血症④
DP4 7 -1
DP4 7 -2

DP4 7 -3

DP4 7 -4

DP4 7 -5

座長：小谷 穣治（兵庫医科大学病院救急・災害医学講座・救命救急センター）
敗血症患者における BNP（Brain Natriuretic Peptide）推移の検討
松川 志乃，瀬川 一，谷本 圭司，田中 具治，福田 和彦（京都大学医学部附属病院麻酔科）
敗血症の転機予測には拡張期圧が最も有用である
小林 直也 1, 6，中川 敦寛 2，齋藤 浩二 4，江島 豊 5，吾妻 俊弘 1，外山 裕章 1，遠藤 康弘 1，工藤 大介 3，山内 正憲 1
（1. 東北大学大学院医学系研究科麻酔科学・周術期医学分野，2. 東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野，
3. 東北大学大学院医学系研究科救急医学分野，4. 東北大学病院集中治療部，5. 東北大学病院手術部，6. 大崎市民
病院麻酔科）
重症敗血症患者における組織酸素代謝モニタリングとしての Regional Saturation of Oxygen（rSO2）の検討
2
谷口 隼人 1, 2，中村 京太 1, 2，古郡 慎太郎 1, 2，土井 智喜 1, 2，安部 猛 1，森村 尚登 1, （1.
横浜市立大学附属市民総合医
療センター高度救命救急センター，2. 横浜市立大学医学部医学科救急医学）
敗血症性ショックに対し VA-ECMO を導入し救命したチアノーゼ性心疾患の一例
1
小泉 沢 1，楠本 耕平 1，小西 章敦 2，松川 周 （1.
宮城県立こども病院集中治療科，2. 宮城県立こども病院心臓血管
外科）
血液悪性腫瘍患者の重症呼吸不全 3 症例に対しての ECMO 使用の検討
森田 智教，杉田 慎二，竹田 晋浩，坂本 篤裕（日本医科大学付属病院麻酔科学教室）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 8
デジタルポスター 48 中毒・体温異常・悪性症候群②
DP4 8 -1

DP4 8 -2
（デジタルポスター）

一 般 演 題

DP4 8 -3

DP4 8 -4
DP4 8 -5

DP4 8 -6

DP4 9 -2
DP4 9 -3

DP4 9 -4

DP4 9 -5
DP4 9 -6

神戸国際展示場

座長：坂本 哲也（帝京大学医学部附属病院救急医学講座）
バルサルバ洞動脈瘤破裂術後に生じた悪性症候群に対する 1 例
1
坂口 昌幸 1，高野 環 1，毛原 啓 1, 2，福家 愛 1，寺崎 貴光 1，西村 和典 （1.
長野赤十字病院心臓血管外科，2. 諏訪赤十
字病院心臓血管外科）
重症敗血症として治療中に発症した悪性症候群の 1 例
2
田中 清高 1，川向 洋介 1，西原 教晃 1，土屋 滋雄 1，辻口 直紀 1，山蔭 道明 （1.
市立函館病院麻酔科，2. 札幌医科大
学医学部麻酔科学講座）
髄膜炎と鑑別困難だったセロトニン症候群の 1 例
1
井上 堂司 1，秋冨 慎司 1，寺山 毅郎 1, 2，橋本 賢一 2，田中 良弘 1，高瀬 凡平 2，池内 尚司（1.
防衛医科大学校救急部，
2. 防衛医科大学校集中治療部）
III 度熱中症に対する血管内冷却カテーテルおよび体表冷却の比較
安念 優，菱川 恭子，中尾 彰太，水島 靖明，松岡 哲也（大阪府泉州救命救急センター）
重症 III 度熱中症に対する血管内体温管理システム（サーモガード ®）導入例の特徴
酒井 康行，桑名 司，伊原 慎吾，澤田 奈実，堀 智志，小豆畑 丈夫，木下 浩作（日本大学救急医学救命集中治療医
学分野）
急性汎発性発疹性膿疱症に対しガンマグロブリン大量療法を行った 1 症例
長谷 洋和，杉木 馨，杉山 貴康，高田 真二，宇野 幸彦，澤村 成史（帝京大学医学部附属病院麻酔集中治療科）

2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 9
デジタルポスター 49 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床④
DP4 9 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：鶴田 良介（山口大学医学部附属病院先進救急医療センター）
Behavioral Pain Scale の導入による鎮痛管理の実態
千田 多絵子，宮原 聡子，中島 愛那，清水 朋，植村 桜（地方独立行政法人市民病院機構大阪市立総合医療センター）
心臓血管外科術後の気管挿管中の患者に鎮痛評価スケール（BPS）を使用した疼痛管理の効果
成田 英仁，佐々木 美子（青森県立中央病院集中治療看護班）
ICU で人工呼吸器管理を行った患者のせん妄発症と人工呼吸器管理中の疼痛コントロールの関係
2
立松 美和 1，運天 匠 1，中村 有作 1，水谷 由香里 1，平手 裕市 （1.
名古屋掖済会病院，2. 名古屋掖済会病院心臓血管
外科）
Critical-Care Pain Obser vation Tool 導入による変化 ～看護介入と薬剤投与量について～
1
深瀬 明日香 1，佐藤 萌 1，須賀 恭子 1，金子 千佳子 1，工藤 とし子 1，中根 正樹 1, 2，川前 金幸 （1.
山形大学医学部附
属病院高度集中治療センターICU，2. 山形大学医学部麻酔科学講座）
ICU スタッフによる人工呼吸患者への鎮痛プロトコル導入の影響
那須 愛美，有馬 勝洋，高山 洋平，坂本 美賀子，西上 和宏（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院）
救命救急センターにおける RASS・BPS 導入による効果 ～医師・看護師の共通認識を目指して～
藁谷 夏音，門脇 正子，坂本 愛，清水 るみ子（独立病院機構国立病院機構仙台医療センター救命救急センター）
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2 月 14 日（日） 11：00 ～ 12：00 デジタルポスターブース 10
デジタルポスター 50 倫理・終末期・看護ケア
DP5 0 -1
DP5 0 -2
DP5 0 -3
DP5 0 -4
DP5 0 -5
DP5 0 -6

神戸国際展示場

座長：小林 孝史（大崎市民病院麻酔科）
心臓手術をうけ ICU に入室した患者の家族が抱く思いの構造
恒吉 さやこ，石塚 真希子，山口 裕衣（宮崎県立宮崎病院）
気管挿管されて ICU に入室した患者家族に対する看護援助
田中 いづみ，川畑 さとみ（鹿児島市医師会病院）
回復期から急性期を振り返る ～回復期移行出来た患者家族が急性期に望む事～
中川 さつき，松井 陽子，門川 桂子（一般社団法人巨樹の会原宿リハビリテーション病院）
集中治療室において急変時の代理意思決定を行う家族が医療者に求めること～家族インタビューを通して～
戸敷 咲，井村 友美，山口 大介，西村 摩里子，柴尾 嘉洋（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院）
PICU における終末期患者・家族のケアへの取組み
藤澤 江里子（長野県立こども病院）
脳死下臓器提供における選択肢提示の現状と看護
1
山本 小奈実 1，山勢 博彰 1，佐伯 京子 1，立野 淳子 2，田戸 朝美（1.
山口大学大学院医学系研究科，2. 小倉記念病院）

一 般 演 題

（デジタルポスター）
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【一般演題（ポスター CP）】
2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 1 Rapid Response Team・院内急変①
CP1 -1

CP1 -2

CP1 -3

CP1 -4

CP1 -5

CP1 -6

座長：株丹 浩二（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター）
当院における Medical Emergency Team（MET）導入の経緯と現状
4
山本 豊 1，竹中 誠 2，中山 章子 3，玄 運官 4，七松 恭子 4，宮崎 恵美子 4，佐野 博美 4，横田 美幸 （1.
公益財団法人が
ん研究会有明病院集中治療部，2. 公益財団法人がん研究会有明病院 ME センター，3. 公益財団法人がん研究会有
明病院看護部，4. 公益財団法人がん研究会有明病院麻酔科）
当院における RRS 導入の工夫と現状
名知 祥 1，熊田 恵介 1, 3，林 賢二 2，杉原 博子 1, 2，玉井 小百合 2, 3，吉田 隆浩 1，吉田 省造 1，牛越 博昭 1，豊田 泉 1，小
1
倉 真治 （1.
岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター，2. 岐阜大学医学部附属病院看護部，3. 岐阜大学医学
部附属病院医療安全管理室）
当院 MET call 要請基準および要請システム変更前後での変化および今後の課題
柴田 尚明，米満 尚史，宮本 恭兵，田中 真生，中島 強，山下 真史，島 幸宏，木田 真紀，岩崎 安博，加藤 正哉（和
歌山県立医科大学付属病院高度救命救急センター）
当院における Rapid Response System に関するデータ集積と解析の現状調査
仙頭 佳起，平手 博之，佐野 文昭，米倉 寛，加藤 利奈，吉澤 佐也，太田 晴子，田村 哲也，草間 宣好，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）
ICU 再入室例の原因に関する検討
阪本 太吾 1，齋藤 伸行 1，柴田 あみ 1，岡田 一宏 1，益子 一樹 1，本村 友一 1，八木 貴典 1，原 義明 1，松本 尚 1，横田
2
裕行（1.
日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2. 日本医科大学付属病院高度救命救急センター）
当院における RRS 運用の現状とその問題点
池田 武史（社会医療法人慈泉会相澤病院集中治療科）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 2 チーム医療①
CP2 -1

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

CP2 -2

CP2 -3

CP2 -4

CP2 -5

CP2 -6

CP ポスター会場

CP3 -2

CP3 -3

神戸国際展示場

座長：橋本 良子（岩手医科大学附属病院看護部）
リハビリテーションカンファレンスによる早期離床の取り組み ～話し合いだけではなく，即実行を～
新山 和也 1，中村 真巳 1，杉本 直樹 1，島袋 裕太 1，原 麻衣子 1，相庭 克行 1，古田島 太 2，佐伯 有香 2，磨田 裕 2，根
3
本 学 （1.
埼玉医科大学国際医療センター救命救急センターICU，2. 埼玉医科大学国際医療センター集中治療科，
3. 埼玉医科大学国際医療センター救命救急科）
多職種参加型の定期的 ICU カンファレンス導入前後の比較検討 第 2 報
3
渡邊 一也 1，高橋 千枝 1，伊在井 淳子 2，佐々木 隆徳 3，郷古 親夫（1.
公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院看護部，
2. 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院外科，3. 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院救急科）
ブリーフィングチェックリストの導入とその効果
2
永田 剛大 1，丸谷 幸子 1，石井 房世 1，伊藤 加代子 1，米倉 寛 2，宮津 光範 2，祖父江 和哉（1.
名古屋市立大学病院看
護部 ICUPICUCCU，2. 名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学集中治療医学分野）
集中治療室に病棟担当薬剤師が配置されたことの有用性の検討
1
佐藤 茜 1，平野 了子 1，矢澤 愛里沙 1，高橋 瑞江 1，小磯 昭一 1，田中 大 2，三田 亜希子 （1.
藤沢市民病院看護部
ICUCCU，2. 藤沢市民病院医療技術部薬局）
自宅退院が困難と予想された超高齢者の AS 患者に対して看護師中心で取り組むチーム医療が有効であった一例
3
清原 由希 1，木脇 恵子 1，小池 雅人 2，浅井 徹 （1.
近江草津徳洲会病院看護部，2. 近江草津徳洲会病院心臓血管外
科，3. 滋賀医科大学心臓血管外科）
食道癌の高齢患者への周手術期ケア ～内科から外科へと継続したケアにより QOL 維持した一事例～
松倉 早知子（日本赤十字社富山赤十字病院）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 3 感染・感染対策①
CP3 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：小林 敦子（宝塚市立病院）
髄液細胞数上昇を認めない肺炎球菌性髄膜炎の 1 例
後藤 崇夫，佐藤 良太，屋宜 亮兵，福井 英人，北原 佑介，那須 道高，八木 正晴（浦添総合病院救命救急センター
総合診療科）
異常行動で搬送された Lemierre 症候群の一例
日高 有司 1，寳住 肇 2，西平 崇人 3，坂本 千代織 2，高野 雅嗣 3，神津 成紀 2，松島 久雄 2，和氣 晃司 2，小野 一之 2
（1. 獨協医科大学病院研修センター，2. 獨協医科大学病院救命救急センター，3. 獨協医科大学病院神経内科）
たこつぼ型心筋症の合併が考えらえた破傷風の 1 例
1
徳毛 健太郎 1，大道 和佳子 1，益田 健 1，瀧口 侑 2，吉田 敬（1.
JA 尾道総合病院内科，2. JA 尾道総合病院循環器内科）
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CP3 -4

CP3 -5

CP3 -6

細菌学的診断を得られた破傷風の 1 例
平澤 康孝，柳井 真知，川口 剛史，津久田 純平，高松 由佳，井上 哲也，森澤 健一郎，下澤 信彦，和田 崇文，平 泰彦（聖
マリアンナ医科大学救急医学）
硫酸マグネシウムの持続投与が有効であった重症破傷風の 1 例
藤井 智章，寺澤 篤，秋泉 春樹，井上 芳門，村橋 一，古田 敬亮，古田 裕子，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院麻酔・
集中治療部）
硫酸マグネシウムの持続静注により長期人工呼吸管理を回避しえた破傷風患者の一例
岡田 恭子，矢野 倫太郎，松本 聡治朗，東島 潮，松本 周平，関野 元裕，原 哲也（長崎大学病院集中治療部麻酔科）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 4 気道・呼吸・呼吸管理①
CP4 -1
CP4 -2

CP4 -3

CP4 -4

CP4 -5

CP4 -6

座長：佐多 竹良（産業医科大学病院）
防水スプレー吸入により呼吸障害をきたした 1 例
中村 藍子，田口 学，藤井 智章（名古屋第二赤十字赤十字病院麻酔集中治療部）
急速な経過をたどった皮膚筋炎関連間質性肺炎の一例
香河 清和，二宮 万理恵，松本 充弘，川瀬 太助，前田 英里，大井 智香子，盤井 多美子，吉河 久美子，佐々原 友子，
高田 幸治（市立豊中病院麻酔科）
名古屋大学病院救急・内科系集中治療室における間質性肺炎の管理の解析
東 倫子，日下 琢雅，海野 仁，眞喜志 剛，山本 尚範，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
脳深部刺激装置埋め込み術後に発生した陰圧性肺水腫の 2 症例
1
丹保 亜希仁 1, 2，川田 大輔 1，西浦 猛 1，小北 直宏 1，藤田 智 （1.
旭川医科大学病院救命救急センター，2. 名寄市立
総合病院救命救急センター）
巨大腺腫様甲状腺腫による上気道狭窄を契機に発症した陰圧性肺水腫の一例
山添 泰佳，早川 聖子，勝田 賢，高木 沙央里，前田 隆求，小松 聖史，内山 壮太，中村 智之，柴田 純平，西田 修（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
低侵襲僧帽弁形成術後に再膨張性肺水腫を契機として発症した急性呼吸窮迫症候群の一例
出野 サトシ，鈴木 武志，若宮 里恵，奥田 淳，御園生 与志，上田 朝美，香取 信之，森崎 浩（慶應義塾大学医学部
麻酔学教室）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 5 気道・呼吸・呼吸管理②

CP5 -3

CP5 -4

CP5 -5
CP5 -6

座長：梅垣 修（大阪医科大学集中治療部）
上気道狭窄モデルにおける輪状甲状間膜カニューレからの High constant flow の効果
鈴木 慧太郎，篠崎 正博，鍜冶 有登，薬師寺 泰匡，山田 元大，白坂 渉（岸和田徳洲会病院救命救急センター）
閉鎖式気管吸引時に，気管チューブの内径と吸引カテーテルのサイズが換気量に及ぼす影響
渡辺 雅之，佐藤 暢一，出光 亘，寺田 亨志，落合 亮一（東邦大学医療センター大森病院麻酔科）
気管チューブカフの素材とカフ圧がマイクロアスピレーションに与える影響についての実験的検討
原山 信也 1，長田 圭司 1，清水 智子 1，金澤 綾子 1，内田 貴之 2，尾辻 健 1，荒井 秀明 1，二瓶 俊一 1，相原 啓二 1，蒲
1
地 正幸（1.
産業医科大学病院集中治療部，2. 産業医科大学麻酔科）
モデル肺における mechanical insuf flation-exsuf flation（MI-E）の効果についての検討
1
工藤 淳 1，星 邦彦 2，齋藤 浩二 2，亀山 良亘 2，坂本 千尋 1，大場 一英 1，須東 光江 （1.
東北大学病院集中治療部
ICU1，2. 東北大学病院集中治療部）
Ventilation is a Better Assessment of Respirator y Status than EtCO2
2
Daniel Eversole2 , Voscopoulos C1 , MacNabb CM（1.
University of Hawaii, 2. Respiratory Motion, Inc）
Assessing Ventilation in Patients Receiving Opioids
3
Daniel Eversole4 , Felicia Griggs1 , George Williams2 , Ed George（1.
Resident, University of Texas Medical School at
Houston, 2. University of Texas Medical School at Houston, 3. Massachusetts General Hospital, Harvard Medical
School, 4. Respiratory Motion, Inc.）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 6 血液・凝固線溶①
CP6 -1

CP6 -2

神戸国際展示場

座長：石倉 宏恭（福岡大学医学部救命救急医学講座）
胸腔内出血が持続した産科的播種性血管内凝固症候群に対し遺伝子組み換え活性型第 7 因子製剤が著効した一例
細川 哲 1，本江 純子 1，大西 克実 1，椎貝 勝 1，武藤 光範 1，浅野 拓 2，松井 泰樹 2，辻田 裕昭 2，小貫 龍也 2，小林 洋一 2
（1. 菊名記念病院循環器内科，2. 昭和大学医学部内科学講座循環器内科学部門）
急激に進行する DIC，急性肝不全，AKI を伴う III 度熱中症の 1 例
山根 哲信 1，藤井 恵美 1，加藤 隆之 1，北村 直美 1，松下 美季子 1，辻田 靖之 1，田畑 貴久 2，高橋 完 1，松村 一弘 3，
2
江口 豊 （1.
滋賀医科大学附属病院救急・集中治療部，2. 滋賀医科大学救急集中治療医学講座，3. 滋賀医科大学家
庭医療学講座）
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一 般 演 題

CP5 -2

神戸国際展示場

（ポスターＣＰ）

CP5 -1

神戸国際展示場

CP6 -3

CP6 -4

CP6 -5

CP6 -6

敗血症性ショック及び DIC を呈した成人発症川崎病の一例
村西 謙太郎，山本 浩大郎，野島 剛，盛實 篤史，田村 竜，大森 貴夫，大西 広一，石原 潤子，喜多村 泰輔（高知医
療センター救命救急センター）
JSEPTIC DIC study 報告： JSEPTIC DIC study オーバービュー
早川 峰司 1，齋藤 慎二郎 3，内野 慈彦 3，山川 一馬 5，工藤 大介 2，飯塚 悠祐 4，讃井 將満 4，滝本 浩平 6，真弓 俊彦 7
（1. 北海道大学病院先進急性期医療センター，2. 東北大学大学院医学系研究科救急医学分野，3. 東京慈恵医科大
学附属病院集中治療部，4. 自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部，5. 大阪府立急性期・総
合医療センター救急診療科，6. 大阪大学病院集中治療部，7. 産業医科大学救急医学講座）
アンチトロンビン製剤の特定使用成績調査報告 ─中間報告の解析結果から
3
江口 豊 1，永渕 弘之 2，池田 寿昭 （1.
滋賀医科大学医学部救急集中治療医学講座，2. 神奈川県立こども医療セン
ター集中治療科，3. 東京医科大学八王子医療センター特定集中治療）
敗血症性 DIC 治療におけるトロンボモデュリン アルファの治療効果と有害事象に関する検討
1
下村 悠佳 1，今浦 将治 1，大村 和也 2，木幡 雄至 1，星野 哲也 2，高橋 宏行 2，菅野 浩（1.
済生会横浜市東部病院薬剤
部，2. 済生会横浜市東部病院集中治療科）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 7 四肢・骨盤・体表
CP7 -1
CP7 -2

CP7 -3

CP7 -4

CP7 -5
CP7 -6

座長：石川 康朗（おゆみの中央病院循環器内科）
砕石位用膝窩型支脚器による仙骨部への外圧力と身体的特徴
2
水野 樹 1，高橋 徹（1.
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター，2. 岡山県立大学保健福祉学部）
複数の出血性素因のある患者に生じた特発性腹直筋血腫
武部 佐和子，武知 かおる，川西 裕之，中村 仁，池田 智子，井上 一由，谷津 祐市，長井 昭宏，松田 力哉，平崎 盟人（香
川県立中央病院麻酔科）
呼吸筋をターゲットとした特発性横紋筋融解症の 1 症例
中原 光三郎，塩屋 悠人，錦見 満暁，東 倫子，山本 尚範，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
内腸骨動脈瘤術後に臀部コンパートメント症候群を発症した症例
3
重田 哲哉 1，荻野 隆史 2，与田 真隆 3，中島 邦喜 （1.
北関東循環器病院救急総合外科・整形外科，2. 北関東循環器
病院救急総合外科，3. 北関東循環器病院心臓血管外科）
筋肉内注射後に生じた臀部コンパートメント症候群の 1 例
海老原 貴之，守谷 俊（自治医科大学さいたま医療センター救急科）
当院におけるカテコラミン皮下漏出症例の治療経過と対策
森 友紀子，田中 弓子，山岸 一也，白塚 秀之，福岡 直，小柳 覚，田邉 毅（福井赤十字病院麻酔科）

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 8 消化器①
CP8 -1

CP8 -2

CP8 -3

CP8 -4

CP8 -5
CP8 -6

CP ポスター会場

神戸国際展示場

座長：升田 好樹（札幌医科大学附属病院集中治療部）
急性腎孟腎炎による敗血症性ショックの遷延により NOMI を合併したが，集学的治療により救命し得た一例
河本 晃宏 1，鶴岡 歩 1，鳥取 洋昭 2，川島 市郎 2，木下 公司 3，岡井 康葉 4，井上 賀元 4，本田 正典 2，三浦 拓郎 4，四
1
方 典裕 （1.
京都民医連中央病院救急科，2. 京都民医連中央病院外科，3. 京都民医連中央病院消化器内科，4. 京都
民医連中央病院総合内科）
体外式膜型人工肺離脱後に非閉塞性腸管虚血を発症した 2 症例
1
高橋 希 1，高橋 和香 1，服部 憲幸 1，今枝 太郎 1，島居 傑 1，佐藤 由美 2，織田 成人（1.
千葉大学大学院医学研究院救
急集中治療医学，2. 千葉大学医学部附属病院臨床栄養部）
複数回手術を要した非閉塞性腸管虚血 4 症例の検討
橋田 知明，渡邉 栄三，安部 隆三，中田 孝明，服部 憲幸，大網 毅彦，児玉 善之，岡 義人，小倉 晧一郎，織田 成人（千
葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
重症呼吸不全を合併した絞扼性イレウスに対し，Damage Control Surger y に引き続いた集中治療が奏功した 1 例
3
稲葉 基高 1，桃木 律也 2，水川 俊一 3，小林 洋二（1.
岡山済生会総合病院救急科，2. 岡山済生会総合病院内科，3. 岡
山済生会総合病院麻酔科）
脳梗塞の急性期管理中に壊死型虚血性腸炎を発症した 2 例
藤本 佳久，奥田 裕子，香村 安健，松山 広樹，竹上 徹郎（京都第一赤十字病院麻酔科）
Chilaiditi 症候群に急性偽性腸閉塞を合併した 2 症例
木村 康宏，小野 富士恵，柏 健一郎，七尾 大観，赤川 玄樹，藤本 潤一，西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 9 心臓・循環・体液管理①
CP9 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：時田 祐吉（日本医科大学付属病院循環器内科）
大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術の早期成績（8 0 歳以上 vs 80 歳未満）
阪越 信雄（紀南病院心臓血管外科）
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CP9 -2
CP9 -3

CP9 -4
CP9 -5
CP9 -6

術前に経皮的大動脈弁拡張術（PTAV）を行った重症大度脈弁狭窄症（AS）を合併した非心臓手術の 2 症例
山田 徳洪，辻川 翔吾，末廣 浩一，土屋 正彦，西川 精宣（大阪市立大学大学院医学研究科麻酔科学）
手術適応外の重症大動脈弁狭窄症に対してバルーン大動脈弁形成術後に大動脈弁置換術を行い救命し得た一例
孫 麗香，山下 智也，重光 胤明，森本 健，師岡 誉也，福家 顕宏，石川 順一，有元 秀樹，宮市 功典，林下 浩士（大
阪市立総合医療センター救命救急部）
急性心不全を伴う外傷性大動脈弁逆流症の 1 例
恩賀 陽平，山中 一朗，仁科 健，廣瀬 圭一，水野 明宏，吉田 幸代，矢田 匡（天理よろづ相談所病院心臓血管外科）
Bar tonella による血液培養陰性感染性心内膜炎の 1 例
矢田 匡，山中 一朗，仁科 健，廣瀬 圭一，水野 明宏，吉田 幸代，恩賀 陽平（天理よろづ相談所病院心臓血管外科）
Fabr y 病患者の僧帽弁置換術における周術期全身管理の経験
2
木村 太 1，櫛方 哲也 1，廣田 和美 1，斎藤 淳一 1，丹羽 英智 2，橋場 英二 （1.
弘前大学医学部麻酔科，2. 弘前大学医
学部集中治療部）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 10 心臓・循環・体液管理②
CP1 0 -1
CP1 0 -2
CP1 0 -3
CP1 0 -4

CP1 0 -5

CP1 0 -6

座長：井上 聡己（奈良県立医科大学附属病院麻酔科）
大動脈内バルーンパンピングカテーテルの屈曲による動作不良を経験した 1 例
白前 達大，行光 昌宏，暮石 陽介，西川 祐策，加藤 隆史，岩田 英城（三重大学医学部附属病院臨床工学部）
ビジレオモニターと EV1 0 0 0 における CO/CI の比較検討
福島 克也，竹田 誠，亘 誠司，高橋 誠一郎（健和会大手町病院臨床工学センター）
VV-ECMO の送血側回路に CRR T を接続した 1 例報告
鈴木 秀典，森實 雅司，半田 麻有佳，相馬 良一，佐藤 亜耶，大石 英治（済生会横浜市東部病院臨床工学部）
PCPS 離脱後肺塞栓症を起こした劇症型心筋炎の 1 例
林 昌晃 1，近田 優介 1，森西 啓介 1，堀川 卓志 1，奥田 菜緒 3，井澤 眞代 2，小野寺 睦雄 2，今中 秀光 4，西村 匡司 2
（1. 徳島大学病院臨床工学技術部門，2. 徳島大学大学院病態情報医学講座救急集中治療医学，3. 大阪府立母子保
健総合医療センター集中治療部，4. 徳島大学病院 ER・災害医療診療部）
ローラーポンプを用いた ECMO 管理で血流測定の必要性
森西 啓介 1，近田 優介 1，林 昌晃 1，堀川 卓志 1，小野寺 睦雄 2，奥田 菜緒 3，井澤 眞代 2，今中 秀光 4，西村 匡司 2
（1. 徳島大学病院臨床工学技術部門，2. 徳島大学大学院病態情報医学講座救急集中治療医学，3. 大阪府立母子保
健総合医療センター集中治療科，4. 徳島大学病院 ER・災害医療診療部）
術後 CRR T を必要とする人工心肺中の因子の検討
2
溝口 貴之 1，中嶋 辰徳 1，大地 嘉史 2，安部 隆国 2，安田 則久 2，日高 正剛 2，後藤 孝治 2，北野 敬明 （1.
大分大学医
学部附属病院医療技術部臨床工学・歯科部門，2. 大分大学医学部附属病院集中治療部）

CP1 1 -3

CP1 1 -4

CP1 1 -5
CP1 1 -6

座長：中田 孝明（千葉大学医学部附属病院救急科・集中治療部）
プレセプシンとプロカルシトニンの乖離症例に関する検討
高橋 治郎，椎野 泰和，宮地 啓子，宮地 隆，竹原 延治，山田 祥子，堀田 敏弘，井上 貴博（川崎医科大学救急医学）
日本の closed-ICU における severe sepsis の疫学：単施設後方視記述的観察研究
3
山本 良平 1，笹野 幹雄 1，軽米 寿之 1，南 三郎 1，佐藤 明 1，前田 淳子 1，安田 英人 1, 2，林 淑朗 1, （1.
医療法人鉄蕉会
亀田総合病院集中治療科，2. 武蔵野赤十字病院救命救急センター，3. クイーンズランド大学臨床研究センター）
当院における敗血症性ショックの予後と血中乳酸値についての検討
2
高安 弘美 1，前田 敦雄 1，宮本 和幸 1，佐々木 純 1，林 宗貴 1，國分 二三男（1.
昭和大学藤が丘病院救命救急センター，
2. 昭和大学藤が丘病院呼吸器内科）
敗血症性 DIC における遺伝子組換えヒトトロンボモジュリン製剤投与のプロトコール化の有用性
加藤 隆之 1，村尾 淳司 1，水野 隆芳 2，岸本 卓磨 1，山根 哲信 1，辻田 靖之 1，田畑 貴久 3，高橋 完 1，萬代 良一 1，江
1
口 豊 （1.
滋賀医科大学医学部附属病院救急・集中治療部，2. 滋賀医科大学麻酔科学講座，3. 滋賀医科大学救急集
中治療医学講座）
敗血症性 DIC におけるアンチトロンビン製剤とリコンビナントトロンボモジュリン併用投与の有効性の検討
高橋 宏之，栗山 桂一，吉川 和秀，植木 穣，高橋 政照，磯谷 栄二（東京女子医科大学東医療センター救急医療科）
低 IgG 血症の有無による敗血症性ショック患者における静注用免疫グロブリン製剤の有効性の検討
古賀 寛教，後藤 孝治，大地 嘉史，小山 淑正，佐々木 美圭，荻原 洋二郎，牧野 剛典，甲斐 真也，安田 則久，北野
敬明（大分大学医学部附属病院集中治療部）
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一 般 演 題

CP1 1 -2

神戸国際展示場

（ポスターＣＰ）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 11 多臓器不全・敗血症①
CP1 1 -1

神戸国際展示場

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 12 中毒・体温異常・悪性症候群①
CP1 2 -1

CP1 2 -2

CP1 2 -3

CP1 2 -4

CP1 2 -5

CP1 2 -6

座長：宮内 雅人（日本医科大学付属病院高度救命救急センター）
ドメスト服毒により腐食性消化管炎と化学性肺炎となった 1 例
小林 賢輔 1，御室 総一郎 1，大橋 雅彦 1，鈴木 祐二 1，加藤 弘美 1，大杉 浩一 1，八木原 正浩 1，小幡 由佳子 1，土井 松
2
幸 1，中島 芳樹（1.
浜松医科大学医学部附属病院集中治療部，2. 浜松医科大学医学部麻酔・蘇生学講座）
クレゾール中毒による声門浮腫に対し気道管理を要した 1 症例
梅村 武寛，新里 盛朗，土屋 洋之，宮川 幸子，富山 修志，高江洲 怜，吉田 有法，川浪 淳一（沖縄県立南部医療セ
ンター救命救急センター）
王水蒸気吸入による肺障害の 1 例
遠藤 広史，松田 潔，菊池 広子，長谷川 智宏，石丸 直樹，山村 英治，渡邊 顕弘，黒川 顕（日本医科大学武蔵小杉
病院救命救急センター）
体外式膜型人工肺（ECMO）が奏功した急性薬物中毒に伴う急性呼吸促迫症候群（ARDS）の 1 例
1
矢口 慎也 1，小田桐 有沙 2，斎藤 淳一 1，伊藤 勝博 1，山村 仁 （1.
弘前大学大学院医学研究科救急・災害医学講座，
2. 弘前大学医学部附属病院卒後臨床研修センター）
4 週の経過で回復したアセトアミノフェン中毒による急性肝不全の一例
横山 太郎，明石 暁子，宮崎 紀樹，湯川 高寛，山岸 利暢，重城 美央子，柏浦 正広，田邉 孝大，杉山 和宏，濱邊 祐一（東
京都立墨東病院救命救急センター）
遅発性に症状が出現し，服毒告知がないため診断困難であったが良好な経過を得たフェニトロチオン中毒の一例
後藤 真也，三浦 政直，辻 達也，辻 菜々子，渡辺 文雄，岡本 泰明，鈴木 宏康，井口 広靖，黒田 幸恵，中村 不二雄（刈
谷豊田総合病院麻酔科・救急集中治療部）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 13 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床①
CP1 3 -1
CP1 3 -2
CP1 3 -3
CP1 3 -4

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

CP1 3 -5

CP1 4 -2

CP1 4 -3
CP14 -4

CP1 4 -5
CP1 4 -6

CP ポスター会場

神戸国際展示場

座長：藤谷 茂樹（公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療部）
白血病寛解導入療法中に人工呼吸を開始したが，原疾患の制御が困難で看取りを行った 1 例
箱崎 貴大，井石 雄三，最上 翠，小原 伸樹，五十洲 剛，村川 雅洋（福島県立医科大学麻酔科学講座）
集中治療室での重症心不全患者の緩和医療を考えさせられた一例
渡邊 江莉 1，岩崎 陽一 1, 2，小林 正武 1, 2，斎藤 哲史 1，篠原 幸恵 3，長村 生野 3，山下 淳 1，渡邉 雅貴 1, 2，山科 章 1, 2
（1. 東京医科大学循環器内科学分野，2. 東京医科大学先進的心不全治療医学講座，3. 東京医科大学看護部）
集中治療におけるインフォームドコンセント
鈴木 知秀，市原 利彦，中島 義仁，川瀬 正樹（公立陶生病院救急救命センター）
呼吸器外科術後の積極的治療中に集中治療室で死亡した 4 症例に対する終末期医療の検討
1
出口 志保 1，駒澤 伸泰 1，日下 裕介 1，市橋 良夫 2，佐藤 澄 2，花岡 伸治 2，梅垣 修 3，南 敏明 （1.
大阪医科大学麻酔
科学教室，2. 大阪医科大学呼吸器外科，3. 大阪医科大学附属病院集中治療部）
終末期における決定に関するアンケート調査
田村 高志，柴崎 誠一，工藤 裕子（済生会山口総合病院麻酔科・集中治療部）
外国籍無保険の劇症肝炎患者の集中治療の経験
庄古 知久，千田 篤，遠藤 英樹，漆畑 直（松戸市立病院救命救急センター）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 15 Rapid Response Team・院内急変②
CP1 5 -1

神戸国際展示場

座長：平井 勝治（社会医療法人平成記念病院手術・周術期管理センター）
当 ICU 入室患者のせん妄の現状分析
古厩 智美，牛山 聡子，浅沼 澄子（さいたま赤十字病院救命救急センターICU）
ICU 入室患者におけるせん妄発生要因分析
深草 優子，國本 貴子，弘中 真紀，古谷 旭（独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 ICU）
ICU における心臓血管外科術後患者のせん妄に関する実態調査
2
菅原 恵 1，半田 厚子 1，大谷 喜美子 1，長屋 慶（1.
東北薬科大学病院集中治療室，2. 東北薬科大学病院麻酔科）
CAM-ICU を用いたせん妄評価の導入に向けた取り組み
吉田 順子，小幡 悦子（さいたま赤十字病院看護部 CCU）
ICDSC 定着への取り組み ～見出された課題と今後のアプローチ～
谷口 誠太，山下 香奈恵，眞竹 史成，宇野 恵里華，岡本 育枝（池友会福岡和白病院看護部 HCU）

2 月 12 日（金） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 14 倫理・終末期
CP1 4 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：田中 行夫（日本 ACLS 協会）
当院 ICU・CCU に再入室した症例の検討
2
小林 由美 1，福田 由紀 1，坂下 真依 2，濱田 孝光 2，橋本 圭司 （1.
松江赤十字病院 ICU・CCU，2. 松江赤十字病院集
中治療科部）
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CP1 5 -2
CP1 5 -3

CP1 5 -4

CP1 5 -5
CP1 5 -6

左室流出路心筋切除術後に急変し 4 3 日目に退院した 1 症例からの看護の学び
鈴木 順子，中村 可奈（三重ハートセンター看護部）
RR T ラウンドの振り返りと今後の課題 ～病棟看護師への急変に対するアンケート調査からの検討～
川口 なぎさ 1，木村 千穂 1，安宅 一晃 2，堀江 沙矢香 1，松村 京子 1，宮原 聡子 1，松下 千紘 1，上田 小百合 1，千田 多
1
絵子 1，有元 秀樹（1.
大阪市立総合医療センター，2. 奈良県立医科大学病院）
ICU 看護師による敗血症の早期発見への取り組みと今後の課題
3
木下 淑恵 1，大戸 智江 1，藤原 満里子 2，石井 由美 1，東田 かずえ 1，大網 毅彦 3，竹内 純子 1，織田 成人 （1.
千葉大
学医学部附属病院看護部 ICU/CCU 病棟，2. 千葉大学医学部附属病院感染制御部，3. 千葉大学大学院医学研究院
救急集中治療医学）
A 病院における急変前徴候の有無と記録に関する実態調査
西村 佳奈子，前田 亜沙子，小黒 洋子（社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院）
当院の院内トリアージにおけるアンダートリアージの現状
濱 厚志 1，千葉 詩乃 2，大林 由貴 2，蓑輪 ハンナ 2，石橋 咲子 2，山田 留維 2，福田 敦子 2，斉藤 意子 2，太田 慧 3，菊
3
野 隆明 （1.
国立病院機構東京医療センタークリティカルケア支援室，2. 国立病院機構東京医療センター救命救
急センター，3. 国立病院機構東京医療センター救急科）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00
ポスター CP 16 医療安全
CP1 6 -1
CP1 6 -2
CP1 6 -3

CP1 6 -4
CP1 6 -5

CP ポスター会場

座長：山崎 和夫（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科）
看護師による電気的除細動使用制度（DC ナース）の有用性と問題点の抽出
阿部 絵美，今井 澄子（日本赤十字社前橋赤十字病院 ICU）
一次救命処置（BLS）研修の教育介入後の評価
八木 恵子，岡本 ひとみ，山崎 大輔，林 裕子（広島大学病院外科系集中治療室）
RST リンクナースの活動報告 ～インシデント事例の検討と課題への取り組み～
池田 理沙 1，大坪 麗 1，上田 篤史 1，花岡 正志 2，吉田 哲也 2，飯塚 瑞恵 1，伊藤 聡子 1，柴田 美由紀 1，永田 一真 3
（1. 神戸市立医療センター中央市民病院看護部，2. 神戸市立医療センター中央市民病院臨床工学技術部，3. 神戸
市立医療センター中央市民病院呼吸器内科）
病院の統合移転に伴う開胸下 V-A ECMO 装着患者の安全な搬送に向けた看護師の取り組み
文野 佳恵，中原 絵美子（兵庫県立尼崎総合医療センター）
心臓血管外科術後患者に対するインスリンプロトコール使用状況と糖尿病既往がプロトコール使用に与える影響
1
庄司 葵 1，佐藤 真由美 1，小島 広宣 1，牧野 友美 1，神 久美子 1，高田 望 2, 3，土肥 千秋（1.
東北大学病院西三階病棟，
2. 東北大学病院看護部，3. 東北大学医学系研究科）

CP1 7 -3

CP1 7 -4

CP1 7 -5

CP1 7 -6

座長：田中 博之（東京医科大学救急・災害医学）
2015 年における名古屋大学救急・集中治療部の救急・内科系集中治療室の分離菌の解析
1
高谷 悠大 1，八木 哲也 2，東 倫子 1，稲葉 正人 1，井口 光孝 2，松田 直之 （1.
名古屋大学大学院医学系研究科救急・
集中治療医学分野，2. 名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部）
胸部心臓血管手術における鼻腔メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）保菌と手術部位感染（SSI）の関連
1
澤登 慶治 1，植村 直哉 2，岡部 悠吾 1，別宮 小由理 1，浅賀 健彦 1，白神 豪太郎（1.
香川大学医学部麻酔学講座，2. 坂
出市立病院）
広域抗菌薬の使用と Stenotrophomonas maltophilia に関する検討
藤本 善大，則本 和伸，山本 幸治，長田 俊彦，的井 愛紗，原 悠也，堀 雅俊，三木 豊和（淀川キリスト教病院救急・
集中治療科）
多剤耐性アシネトバクタ（MDRAb）による医療機器汚染とアウトブレイク収束への臨床工学技士の関わり
2
行光 昌宏 1，佐生 喬 1，白前 達大 1，暮石 陽介 1，西川 祐策 1，加藤 隆史 1，岩田 英城 1，今井 寛 （1.
三重大学医学部
附属病院臨床工学部，2. 三重大学医学部附属病院救命救急センター）
ER で実施した血液培養検査における耐性菌の検出動向と薬剤感受性の解析
稲葉 正人，高谷 悠大，久保寺 敏，東 倫子，山本 尚範，角 三和子，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・
集中治療医学分野）
当院救命センターにおいて検出された MRSA に対する VCM の感受性の検討
關 匡彦，尾中 敦彦（奈良県総合医療センター救命救急センター）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 18 気道・呼吸・呼吸管理③
CP1 8 -1

神戸国際展示場

座長：佐藤 智行（済生会横浜市東部病院麻酔科）
突然の筋硬直により呼吸停止し挿管・換気不能となり，輪状甲状靭帯切開にて救命しえた破傷風の 1 例
山崎 浩史，島津 友一，本多 康人，泉 江利子，藤本 枝里，安岡 やよい，廣田 誠二，原 真也，西山 謹吾（高知赤十
字病院救命救急センター救急部）
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一 般 演 題

CP1 7 -2

神戸国際展示場

（ポスターＣＰ）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 17 感染・感染対策②
CP17-1

神戸国際展示場

CP1 8 -2
CP1 8 -3

CP1 8 -4
CP1 8 -5

CP1 8 -6

長時間腹臥位術後の舌浮腫が原因で抜管後に上気道閉塞を来し，経皮的輪状甲状膜穿刺を施行した 1 例
新山 修平，佐藤 晃，有永 康一，坂本 照夫（久留米大学病院集中治療部）
当科における輪状甲状靭帯切開術の検討
寺田 貴史，武貞 博治，森岡 貴勢，山本 朋納，内田 健一郎，加賀 慎一郎，晋山 直樹，西村 哲郎，山本 啓雅，溝端
康光（大阪市立大学大学院医学研究科救急医学）
当施設における内科的気道緊急（気道確保困難）症例の検討
豊原 貴之，当麻 美樹，高岡 涼，國重 千佳，佐野 梨佐（兵庫県立加古川医療センター救急科）
気管切開術後の気管腕頭動脈瘻をきたした 2 例
小舘 旭，定本 圭弘，水柿 明日美，村上 博基，小野 雄一，前川 邦彦，方波見 謙一，宮本 大輔，和田 剛志，丸藤 哲（北
海道大学病院先進急性期医療センター救急科）
当院 ICU における頸椎前方固定術術後患者の気道管理プロトコールに関して
3
大畠 博人 1, 2，菊地 俊介 1，上田 宣夫 1，太田 宗一郎 2，山本 拓巳 3，飯田 宏樹 （1.
岐阜市民病院集中治療部，2. 岐阜
市民病院麻酔科，3. 岐阜大学医学部附属病院麻酔・疼痛制御学）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 19 気道・呼吸・呼吸管理④
CP1 9 -1

CP1 9 -2
CP1 9 -3
CP1 9 -4

CP1 9 -5

CP1 9 -6

座長：志馬 伸朗（広島大学大学院救急医学 / 広島大学病院高度救命救急センター・集中治療部）
心臓大血管術後に気管軟化症が判明し，人工呼吸器離脱に難渋した一例
赤川 玄樹，小野 富士恵，柏 健一郎，木村 康宏，七尾 大観，藤本 潤一，西澤 英雄（独立行政法人労働者健康福祉
機構横浜労災病院中央集中治療部）
開心術後の抜管遅延症例に関する検討
古田島 太，佐伯 有香，磨田 裕，北村 晶（埼玉医科大学国際医療センター集中治療科）
開心術後の昇圧剤の使用が抜管に影響するかどうかについての後方視的検討
覚本 雅也，長野 真之（天陽会中央病院麻酔科）
左心補助人工心臓（LVAD）装着術術後における人工呼吸離脱困難症例の検討
1
本庄 郁子 1，内山 昭則 1，榎谷 祐亮 1，岩崎 光生 1，柏 庸三 1，平松 大典 1，戸田 宏一 2，澤 芳樹 2，藤野 裕士 （1.
大阪
大学医学部附属病院集中治療部，2. 大阪大学医学部心臓血管外科）
抜管後の酸素化低下についての検討
宮内 清司，菅 敏晃，和田 翔，奥村 将年，岩田 博文，山本 泰史，大塚 康義，宇城 敦司，嶋岡 英輝（大阪市立総合
医療センター集中治療部）
早期離床のための人工呼吸器離脱過程に関する検討
2
齋藤 伸行 1，八木 貴典 1，岡田 一宏 1，阪本 大吾 1，本村 友一 1，原 義昭 1，松本 尚 1，横田 裕行 （1.
日本医科大学千
葉北総病院救命救急センター，2. 日本医科大学付属病院高度救命救急センター）

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 20 血液・凝固線溶②
CP2 0 -1
CP2 0 -2

CP2 0 -3

CP2 0 -4
CP2 0 -5
CP2 0 -6

神戸国際展示場

座長：坂口 嘉郎（佐賀大学医学部附属病院）
侵入門戸不明の肺炎球菌感染症に血栓性微小血管障害（TMA）を発症した 6 6 歳の男性
澤井 啓介（藤沢市民病院救命救急センター）
急性リンパ性白血病に対する HLA 半合致造血幹細胞移植後に致死的な EB ウイルス感染症を発症した 1 例
上野 昌輝 1，中西 加寿也 1，奥 怜子 1，山地 芳弘 1，栗田 健郎 1，竹田 雅彦 1，稲垣 俊一郎 2，増田 真一 2，青墳 信之 2
（1. 成田赤十字病院救急集中治療科，2. 成田赤十字病院血液腫瘍科）
遅発性血胸と静脈血栓症を合併し血栓予防に難渋した胸部外傷の 1 例
長谷川 智宏，松田 潔，菊池 広子，遠藤 広史，石丸 直樹，山村 英治，渡邊 顕弘，黒川 顯（日本医科大学武蔵小杉
病院救命救急センター）
鈍的外傷急性期における下肢静脈血栓症の検討
高岡 諒，当麻 美樹，豊原 貴之，佐野 梨沙（兵庫県立加古川医療センター）
Spontaneous Extraperitoneal Hemorrhage の臨床的検討
丸橋 孝昭，山谷 立大，竹内 一郎，片岡 祐一，浅利 靖（北里大学医学部救命救急医学）
ECMO 回路におけるメシル酸ナファモスタットの安全性の検討
2
居石 崇志 1，齊藤 修 1，本村 誠 1，中山 祐子 1，新津 健裕 1，井上 信明 1，清水 直樹 1，吉田 拓司 （1.
東京都立小児総
合医療センター救命・集中治療部，2. 東京都立小児総合医療センター臨床工学技士室）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 21 重症度・予後評価
CP2 1 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：宮崎 大（前橋赤十字病院高度救急救命センター集中治療科・救急科）
敗血症における心拍変動の Deceleration Capacity と Acceleration Capacity を用いた重症度と転帰予測
遠藤 裕，岡部 康之，上村 夏生，新田 正和，林 悠介，渡邊 要，本多 忠幸，本田 博之（新潟大学医歯学総合病院高
度救命救急センター・集中治療部）
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CP2 1 -2

CP2 1 -3

CP2 1 -4
CP2 1 -5

CP2 1 -6

重症患者における栄養予後指標としての位相角の有用性
2
井内 茉莉奈 1，大藤 純 2，堤 理恵 1，小野寺 睦雄 2，阪上 浩 1，今中 秀光 2，西村 匡司（1.
徳島大学大学院医歯薬学研
究部代謝栄養学分野，2. 徳島大学病院救急集中治療部）
急性非代償性心不全における全身性炎症反応症候群：合併率と臨床的意義，予後についての検討
春木 伸太郎，森岡 佑太，南 雄一郎，嵐 弘之，重城 健太郎，嶋崎 健介，猪谷 亮介，山口 淳一，志賀 剛，萩原 誠久（東
京女子医科大学循環器内科）
当院における 3 度熱中症患者の傾向と重症度スコア
高橋 科那子，喜屋武 玲子，井上 弘行，上村 修二，長谷 守，成松 英智（札幌医科大学医学部救急医学講座）
ICU 増設により救急入院患者の転帰は改善されたか
2
奥田 裕子 1，竹上 徹朗 1，香村 安健 1，藤本 佳久 2，井上 敬太 2，平山 敬浩 2，松山 広樹 2，平田 学 （1.
京都第一赤十
字病院救命救急センター，2. 京都第一赤十字病院麻酔科）
麻酔医が術後 ICU 管理を要請した症例の検討
2
小松 孝美 1，朝元 雅明 2，折井 亮 2，山田 芳嗣 （1.
東京大学医学部附属病院手術部，2. 東京大学医学部附属病院麻
酔科）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00
ポスター CP 22 消化器②
CP2 2 -1

CP2 2 -2
CP2 2 -3

CP2 2 -4

CP2 2 -5

CP2 2 -6

CP ポスター会場

CP2 3 -3

CP2 3 -4
CP2 3 -5

CP2 3 -6

座長：中川 晋（東京都済生会中央病院循環器科）
意識障害を主訴として救急搬送された肺動脈血栓塞栓症の一例
2
上田 宣夫 1，大畠 博人 1，菊地 俊介 1，太田 宗一郎 1，飯田 宏樹 2，山本 拓巳（1.
岐阜市民病院救急・集中治療部，2. 岐
阜大学医学部麻酔・疼痛制御学講座）
手術前日まで抗凝固療法を実施していたにもかかわらず骨盤骨折手術直後に発症した重症肺血栓塞栓症の 1 症例
佐々木 庸郎，渡辺 隆明，山口 和将，小島 直樹，稲川 博司，岡田 保誠（公立昭和病院救命救急センター）
下肢静脈血栓症から肺塞栓症と卵円孔開存による奇異性動脈塞栓症を生じた一例
三山 浩 1，清水 邦彦 1，秋田 真代 1，山本 勇輝 1，嘉嶋 勇一郎 1，望月 勝徳 2，小林 尊志 2，高山 浩 2，新田 憲市 2，今
2
村 浩（1.
信州大学医学部付属病院高度救命救急センター，2. 信州大学医学部救急集中治療医学）
人工骨頭置換術中に肺血栓塞栓症をきたし，PCPS 導入で救命しえた超高齢者の一例
久保田 恵理，繁田 麻里，渡海 裕文（兵庫県立淡路医療センター麻酔科）
胸腔鏡下肺全摘術後発症した肺塞栓症に対し VA-ECMO を使用し救命できた 1 例
1
都築 通孝 1，沖島 正幸 2，南良 義和 2，林 大介 3，平松 義規 4，中前 健二 2，小林 修一（1.
豊田厚生病院救命救急セン
ター，2. 豊田厚生病院臨床工学技術科，3. 豊田厚生病院循環器内科，4. 豊田厚生病院呼吸器外科）
PCPS 導入後に胸骨圧迫による肋骨骨折から大量出血をきたした肺血栓塞栓症の 1 例
久保 拓也，山口 桂司，安田 智嗣，柳元 孝介，谷口 淳一郎，伊藤 隆史，寺田 晋作，宮本 昇太郎，政所 祐太郎，垣
花 泰之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科救急・集中治療医学講座）
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CP2 3 -2

神戸国際展示場

（ポスターＣＰ）

座長：瀬川 一（京都大学医学部附属病院集中治療部）
当院における門脈ガス血症 3 例の臨床的検討
2
木多 秀彰 1，田崎 洋太郎 1，林 堅二 1，根本 真人 1，寶住 肇 （1.
那須赤十字病院救急集中治療部，2. 獨協医科大学救
命救急センター）
ノロウイルス感染を契機に腹部コンパートメント症候群を発症し集中治療管理を要した 1 歳女児例
岡田 広，山下 由理子，三好 義隆，平本 龍吾（松戸市立病院小児集中治療科）
腸管出血性大腸菌（O-1 57）による溶血性尿毒症症候群に急性膵炎を合併した 1 例
金子 真由子 1，金村 剛宗 1，加藤 宏 1，高田 浩明 1，神保 一平 1，井上 和茂 1，岡田 一郎 1，霧生 信明 1，長谷川 栄寿 1，
2
小井土 雄一 1,（1.
国立病院機構災害医療センター救命救急科，2. 国立病院機構災害医療センター臨床研究部）
ショック離脱困難な出血性十二指腸潰瘍に対して , 大動脈閉塞バルーン（IABO）挿入法併用が有用であった 1 例
谷川 祐二 1，本里 健一郎 1，岡林 慎二 1，増谷 勇太 1，二ノ坂 建史 1，福田 容久 1，樋口 裕介 1，阿部 太郎 1，仲道 孝次 1，
2
江田 陽一（1.
福岡徳洲会病院消化器内科，2. 福岡徳州会病院集中治療センター）
重症急性膵炎に合併した多発消化管穿孔に対し，ドレナージにて非手術的に治療しえた 2 例
森岡 貴勢，山本 朋納，寺田 貴史，晋山 直樹，西村 哲郎，山本 啓雅，溝端 康光（大阪市立大学医学部附属病院救
命救急センター）
重症急性膵炎に対する持続的血液濾過透析の治療効果についての検討
柳沢 政彦，松田 兼一，森口 武史，針井 則一，後藤 順子，原田 大希，菅原 久徳，高三野 淳一，吉野 匠（山梨大学
医学部救急集中治療医学講座）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 23 心臓・循環・体液管理③
CP2 3 -1

神戸国際展示場

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00
ポスター CP 24 神経①
CP2 4 -1
CP2 4 -2
CP2 4 -3
CP2 4 -4
CP2 4 -5

CP2 4 -6

CP ポスター会場

座長：定光 大海（国立病院機構大阪医療センター救命救急センター）
未破裂動脈瘤クリッピング術後に pseudohypoxic brain swelling を呈した 1 症例
杉木 馨，澤井 淳，長谷 洋和，宇野 幸彦，高田 真二，澤村 成史（帝京大学医学部付属病院麻酔・集中治療科）
脊椎手術後に Pseudohypoxic brain swelling（PHBS）を呈した 1 例
柏 健一郎，小野 富士恵，木村 康宏，七尾 大観，赤川 玄樹，藤本 潤一，西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部）
取下げ

くも膜下出血後のたこつぼ様心筋障害に伴い左室内血栓を認めた 1 例
宮脇 宏，角本 眞一，近藤 香，瀬尾 勝弘（小倉記念病院麻酔科集中治療部）
分娩後の脳幹梗塞による遷延性意識障害の 1 例
仙田 正博，倉迫 敏明，八井田 豊，山岡 正和，稲井 舞夕子，古島 夏奈，出口 美希，増田 恵里香，中村 芳美，依田
智美（姫路赤十字病院麻酔科）
胸部大動脈瘤により生じた遅発性対麻痺の 2 症例
小澤 拓郎，木村 相樹，三喜 和明，塚越 美喜子，奈良 岳志，松本 晶平（富士重工業健康保険組合太田記念病院麻
酔科）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 25 早期離床・リハビリテーション①
CP2 5 -1
CP2 5 -2

CP2 5 -3

CP2 5 -4
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（ポスターＣＰ）

CP2 5 -5

CP2 5 -6

CP2 6 -2
CP2 6 -3

CP2 6 -4
CP2 6 -5

CP2 6 -6

神戸国際展示場

座長：笹沼 直樹（兵庫医科大学病院リハビリテーション部）
理学療法士による超音波診断装置（USG）を用いた ICU 患者の下肢筋厚測定の有用性
馬場 義行（潤和会記念病院リハビリテーション療法部）
ICU リハビリテーションにおける疾患別座位達成度の比較
岡村 正嗣 1，藤田 康孝 1，志水 泰夫 1，内田 真樹 1，中村 陵子 2，松永 晋作 2，島 正巳 2, 3，岡田 隆 2，安本 寛章 3, 4，荒
4
井 俊之 3, （1.
京都市立病院リハビリテーション科，2. 京都市立病院循環器内科，3. 京都市立病院集中治療科，
4. 京都市立病院麻酔科）
持続的腎代替療法施行中のリハビリテーション実施状況および安全性についての検討
1
見井田 和正 1，黒岩 政之 2，宮崎 道輝 1，新井 正康 （1.
北里大学病院リハビリテーション部，2. 北里大学医学部麻
酔科学）
当院開心術後患者の転帰を術前に予想できるか？
3
坂本 裕規 1, 2，岩田 健太郎 1, 2，井澤 和大 2，植田 浩司 3，下薗 崇宏 3，美馬 裕之 （1.
神戸市立医療センター中央市
民病院リハビリテーション技術部，2. 神戸大学大学院保健学研究科，3. 神戸市立医療センター中央市民病院麻酔
科）
救命科入院患者に対する看護師協働の理学療法が離床に与える影響 ～入院時人工呼吸装着患者に着目して～
山下 康次 1, 5，大山 隼人 2，田中 清美 2，三上 祐樹 2，来生 恵 2，十文字 英雄 3，酒井 香 3，岡本 博之 4，武山 佳洋 4，高
5
見 彰淑 （1.
市立函館病院中央医療技術部リハビリ技術科，2. 市立函館病院救命救急病棟，3. 市立函館病院集中治
療室，4. 市立函館病院救命救急センター，5. 弘前大学大学院保健学研究科）
挿管人工呼吸管理中の早期理学療法介入は早期の機能回復に影響する
2
岡田 大輔 1，中村 通孝 2，上杉 英之 3，西上 和宏 （1.
済生会熊本病院リハビリテーション部，2. 済生会熊本病院集
中治療室，3. 済生会熊本病院心臓血管外科）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 26 多臓器不全・敗血症②
CP2 6 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：堂籠 博（琉球大学医学部附属病院救急部）
BCG 膀胱内注入療法後に敗血症性 DIC となった 1 剖検例
中島 潤，萩原 周一，青木 誠，村田 将人，金子 稔，中村 卓郎，大嶋 清宏（群馬大学大学院医学系研究科救急医学）
膿瘍ドレナージを施行できず，多数の播種病巣を生じ急激な経過で死亡した侵襲性 Klebsiella 感染症の 1 剖検例
亀井 純，辻本 登志英，小谷 祐樹，山田 裕樹，千代 孝夫（日本赤十字社和歌山医療センター集中治療部）
空腸動脈の感染性動脈瘤が破裂した感染性心内膜炎の 1 症例
三浪 陽介，須崎 紳一郎，勝見 敦，原田 尚重，原 俊輔，安田 英人，東 秀律，平山 優，安達 朋宏，本澤 大志（武蔵
野赤十字病院救命救急センター）
劇症型溶血性連菌球菌感染症の一例
黒澤 慶子，田邉 三思，竹中 隆一，和田 伸介，石井 圭亮，重光 修（大分大学医学部附属病院高度救命救急センター）
ARDS，NOMI，PRES，下腿コンパートメント症候群を合併した重症急性膵炎の一例
1
貫和 亮太 1，昆 祐理 1，大川 浩文 2，野田頭 達也 1，今 明秀 （1.
八戸市立市民病院救命救急センター，2. 八戸市立市
民病院麻酔科）
重篤な敗血症を呈した降下性壊死性縦隔炎の 3 例
1
横山 健 1，秋本 貴子 2，石原 聡 1，山口 春子 1，上村 亮介 1，西迫 良 1，立石 浩二 1，片山 勝之 （1.
手稲渓仁会病院麻
酔科・集中治療室，2. 手稲渓仁会病院総合内科・感染症科）
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2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 27 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床②
CP2 7 -1

CP2 7 -2
CP2 7 -3
CP2 7 -4
CP2 7 -5

座長：藤田 義人（愛知医科大学病院麻酔科）
Open ICU における人工呼吸器患者に対する早期離床の実態調査
4
中島 貴志 1，小松 良平 2，趙 崇至 3，安田 考志（1.
パナソニック健康保険組合松下記念病院看護部集中治療室，2. パ
ナソニック健康保険組合松下記念病院看護部集中治療室，3. パナソニック健康保険組合松下記念病院麻酔科，
4. パナソニック健康保険組合松下記念病院腎不全科）
当院 ICU，HCU における早期リハビリテーションの現状把握と今後の展望
藤井 俊紀，山根 堂代（公立豊岡病院但馬救命救急センター）
離床に対する視覚的アプローチの効果からみる今後の課題の検討
杉島 寛，平野 友裕，後藤 祥平，高田 清佳，梅木 道，中島 仁美，坂本 照夫（久留米大学病院高度救命救急センター）
早期回復に向けた包括的ケアの取り組み ～リハビリプロトコルを導入して～
角田 沙智，酒井 彩夏，河野 知美，桑原 周吾，深牧 静穂（北九州総合病院救命救急センターICU）
ICU における重症患者のリハビリテーションに関する看護の実際
谷口 聡子，杉山 しのぶ，山田 恵子（さいたま市立病院看護部 ICU）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 28 内分泌・代謝・免疫
CP2 8 -1

CP2 8 -2

CP2 8 -3

CP2 8 -4

CP2 8 -5

CP2 9 -2
CP2 9 -3

CP2 9 -4
CP2 9 -5

座長：西村 祐枝（下関医療センター看護部）
ICU における皮膚障害発生要因の検討
菅尾 知世，嶽道 愛，川西 友香，中村 由実子，井上 郁子，藤田 麻未，吉里 孝子，本 尚美（熊本大学医学部付属病
院看護部）
気管内挿管チューブ固定テープによって引き起こされる皮膚障害要因の検討
濱口 真実子，津田 恭子，越田 貴美子，越野 みつ子（金沢大学附属病院）
ECMO 施行中に発生した褥瘡に関する検討
1
福嶋 春奈 1，西村 奈穂 2，井手 健太郎 2，奥田 裕美 1，佐藤 摂 1，伊藤 好美 （1.
国立研究開発法人国立成育医療研究
センター看護部，2. 国立研究開発法人国立成育医療研究センター集中治療科）
ICU 内で発生した後頭部に限局した褥瘡の 4 症例
高端 真梨，馬屋原 涼子，重政 兼悟，中村 道明，宮庄 浩司（福山市民病院）
便失禁管理システムに関する不具合の原因と不具合に応じた管理方法の検討
津田 恭子，栗原 早苗，越野 みつ子（金沢大学附属病院）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 30 腎臓・腎機能・血液浄化①
CP3 0 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：三住 拓誉（神戸大学医学部附属病院集中治療部）
劇症肝炎に対する High Flow HDF 療法施行時の膜の検討
2
畠山 龍人 1, 2，冨永 浩史 1，平林 則行 1，上田 朝美 2，鈴木 武志 2，森崎 浩 （1.
慶應義塾大学病院医用工学センター，
2. 慶應義塾大学病院麻酔科学教室）
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座長：貝沼 関志（名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部）
過換気を主訴に来院し Gitelman 症候群と臨床診断した一例
2
藤井 優尚 1，長谷川 隆一 1，阿部 智一 （1.
筑波大学附属病院 総合病院水戸協同病院救急部・集中治療部，2. 筑波
メディカルセンター病院救急診療科）
免疫抑制療法経過中に肺胞出血が再燃した Goodpasture 症候群の 1 症例
岸田 浩一 1，金本 匡史 1，神山 彩 1，神山 治郎 1，楢原 創 1，柳澤 晃広 1，戸部 賢 1，吉川 大輔 2，國元 文生 1，齋藤 繁 1
（1. 群馬大学医学部附属病院麻酔科集中治療部，2. 伊勢崎市民病院麻酔科）
横紋筋融解を合併した糖尿病性ケトアシドーシスの 1 例
山田 周，山下 幾太郎，江良 正，狩野 亘平，櫻井 聖大，北田 真己，橋本 聡，原田 正公，瀧 賢一郎，高橋 毅（国立
病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部）
重症急性膵炎に SIADH を合併した 1 症例
2
工藤 倫之 1，橋場 英二 1，大石 将文 1，丹羽 英智 1，櫛方 哲也 2，廣田 和美（1.
弘前大学医学部附属病院集中治療部，
2. 弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座）
低心機能を伴った高浸透圧性高血糖症候群に血液浄化をはじめとする集学的治療を行い軽快した一例
磯部 恵里，中村 智之，原 嘉孝，柳 明男，前田 隆求，早川 聖子，河田 耕太郎，内山 壮太，山下 千鶴，西田 修（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
多臓器不全を呈し心停止からの蘇生や腎代替療法などの集中治療を要した神経性食思不振症 2 症例の検討
小丸 陽平，前田 明倫，浅田 敏文，山本 幸，比留間 孝広，上田 吉宏，松原 全宏，土井 研人，中島 勧，矢作 直樹（東
京大学医学部附属病院救急部集中治療部）

2 月 12 日（金） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 29 褥瘡・スキンケア
CP2 9 -1

神戸国際展示場

（ポスターＣＰ）

CP2 8 -6

神戸国際展示場

CP3 0 -2

CP3 0 -3
CP3 0 -4

CP3 0 -5

CP3 0 -6

4％クエン酸 Na を抗凝固剤とした CRR T 実施経験
長見 英治 1，久我 洋志 1，小倉 健 1，堀川 俊之介 1，岡崎 徹 1，山口 友生 1，高村 卓志 2，伊良部 真一郎 2，森脇 龍太郎 2
（1. 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院臨床工学部，2. 同救急・集中治療部）
CRR T における回路交換についての検討
田村 美沙紀，木下 春奈，中村 恭子，佐藤 さやか，藤井 正実，東條 圭一（北里大学病院 ME 部）
AN6 9ST 膜 sepXiris を使用した前希釈 CHDF における小児 2 症例の回路内凝固の考察
3
山田 幸恵 1，新 典雄 1，加藤 政雄 1，長谷川 みどり 2，湯澤 由紀夫 2，西田 修 （1.
藤田保健衛生大学病院血液浄化セ
ンター，2. 藤田保健衛生大学医学部腎内科，3. 藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
炎症性疾患における sepXiris 使用経験
2
占部 泰寛 1，平澤 幸太郎 1，小竹 亮輔 1，山田 健太 1，関本 崇 1，神園 武 1，森 典子（1.
静岡県立病院機構静岡県立総
合病院臨床工学室，2. 静岡県立病院機構静岡県立総合病院腎臓内科）
敗血症性ショックに対する AN6 9 ST-CHF と PMX ＋ CHF の臨床効果の比較検討
千原 伸也 1，小川 輝之 1，島田 朋和 1，山口 真依 1，中村 勇輝 1，室橋 高男 1，数馬 聡 2，巽 博臣 2，升田 好樹 2，山蔭
2
道明（1.
札幌医科大学附属病院臨床工学部，2. 札幌医科大学医学部集中治療医学）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 31 Respiratory Support Team
CP3 1 -1
CP3 1 -2

CP3 1 -3

CP3 1 -4

CP3 1 -5
CP3 1 -6

座長：佐藤 善一（大阪回生病院麻酔科）
Respirator y Suppor t Team（RST）活動の変遷
安岡 やよい，泉 江利子，本多 康人，藤本 枝里，村上 翼，廣田 誠二，西山 謹吾（高知赤十字病院救命救急センター）
当センターにおける 2 年間の RST 活動報告
1
上山 淳史 1，菊田 正太 2，井上 明彦 2，勝木 亮介 2，川口 未次 1，大西 毅 1，足立 久美子（1.
兵庫県災害医療センター
看護部，2. 兵庫県災害医療センター救急部）
当院における呼吸ケアサポートチーム（RST）の活動について
岡本 竜哉，鈴木 学，米廣 由紀，小美濃 明子，仁平 知保，小川 竜徳，深谷 隆史，鈴木 舞，目黒 香織，杉山 温人（国
立国際医療研究センター呼吸ケアサポートチーム）
独立型救命センターにおける非人工呼吸器装着患者に対する RST 介入の実態
1
川口 未次 1，井上 明彦 2，菊田 正太 2，上山 淳史 1，勝木 亮介 2，大西 毅 1，足立 久美子（1.
兵庫県災害医療センター
看護部，2. 兵庫県災害医療センター救急部）
人工呼吸器離脱困難症例への他職種協働による呼吸リハビリテーション
月岡 悦子，山口 貴子（日本医科大学武蔵小杉病院）
呼吸ケアに関する「看護支援体制表」の運用後の現状と課題 ～一般病棟における安全な呼吸ケアを目指して～
相園 晴子，小林 邦子，嶋田 正子，守谷 千明，古川 智美，小泉 雅子（東京女子医科大学病院看護部）

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 32 栄養管理①
CP3 2 -1

CP3 2 -2

CP3 2 -3

CP3 2 -4

CP3 2 -5
CP3 2 -6

神戸国際展示場

CP ポスター会場

神戸国際展示場

座長：西澤 英雄（独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院中央集中治療部）
当センターInternational Nutrition Sur vey 2013-20 14 からみる，集中治療領域における栄養療法の outcome
岡 和幸，杉野 貴彦，藤崎 修，前山 博輝，吉岡 崇，松井 大作，番匠谷 友紀，門馬 秀介，蕪木 友則，小林 誠人（公
立豊岡病院但馬救命救急センター）
ゲル化剤添付経管栄養投与に伴い巨大胃石を形成した一例
古川 彩香 1，榎本 有希 1，上田 泰弘 2，宮 顕 1，小山 泰明 1，萩谷 圭一 1，下條 伸威 1，山崎 裕一郎 1，河野 了 1，水谷
1
太郎（1.
筑波大学附属病院救急・集中治療部，2. JA とりで総合医療センター脳神経外科）
ICU から退院に至るまで管理栄養士が介入した熱傷患者の一例
2
栗並 美保 1，江田 陽一 2，二ノ坂 建史（1.
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院栄養管理室，2. 医療法人徳洲会福岡徳洲
会病院集中治療センター）
当院 ICU 朝カンファレンスから病棟 NST へ ～病棟間連携の必要性に関する検討～
3
父川 拓朗 1，奥 悟 1，佐伯 紘子 2，高田 智子 2，上野 弘恵 2，井上 健（1.
独立行政法人国立病院機構関門医療センター
栄養管理室，2. 独立行政法人国立病院機構関門医療センター看護部，3. 独立行政法人国立病院機構関門医療セン
ター外科）
取下げ
経腸栄養剤とプロバイオティクスに用いられる生菌性剤との相互関係
間藤 卓，中田 一之，山口 充，大井 秀則，大瀧 聡，奈倉 武朗，杉浦 潤，有馬 史一，杉山 聡（埼玉医科大学総合医
療センター高度救命救急センター）
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2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 33 感染・感染対策③
CP3 3 -1
CP3 3 -2
CP3 3 -3
CP3 3 -4

CP3 3 -5
CP3 3 -6

座長：宮内 善豊（独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院集中治療科）
救命不可能であった犬咬傷による Capnocytophaga canimorsus 重症敗血症の一例
2
小笠原 紀信 1，安藤 幸吉 2，村田 祐二（1.
仙台市立病院外科，2. 仙台市立病院救急科）
Saccharomyces cereviciae による真菌敗血症の 1 例
斉藤 仁志，森本 裕二（北海道大学病院麻酔科）
Par vimonas micra による敗血症性ショックの一例
根岸 穂波，中野 貴明，宮崎 真奈美，稲村 宏紀，浅賀 知也，竹本 正明（横浜栄共済病院救急科）
大動脈弁置換術後患者における VCM の MIC が 2 μg/mL の MRSA 持続菌血症に対し ABK 併用下 VCM 持続投与を行っ
た1例
小林 宏維，藤内 まゆ子，松本 敬，麻生 将太郎，佐藤 仁信，前田 淳子，軽米 寿之，笹野 幹雄，高山 千尋，林 淑朗（医
療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科）
Flavobacterium indologenes により 3 週間菌血症が持続した一例
中田 円仁（那覇市立病院）
劇症型黄色ブドウ球菌感染症を契機に急性感染性電撃性紫斑病を呈し死亡に至った一例
1
稲田 梓 1，江藤 敏 2，稲葉 晋 1，花岡 勅行 2，藤芳 直彦 2，石橋 克彦 1，國分 宙 （1.
千葉県救急医療センター麻酔科，
2. 千葉県救急医療センター集中治療科）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 34 気道・呼吸・呼吸管理⑤
CP3 4 -1
CP3 4 -2

CP3 4 -3
CP3 4 -4
CP3 4 -5

CP3 5 -2
CP3 5 -3

CP3 5 -4

CP3 5 -5

CP3 5 -6

神戸国際展示場

座長：白石 義人（藤枝市立総合病院）
口腔ケアキット Q-Care 導入前後の VAP 発生状況の比較 ～今後の取り組みへ向けて～
里路 光太郎，森田 幸子，立川 敬子，高林 祥子，長谷川 ユリ，畦田 彩，福澤 史香，永石 かずみ（神戸市立医療セ
ンター中央市民病院）
自動カフ圧計導入について ～ RST におけるカフ管理の取り組み～
古賀 明洋，上野 亜沙美，梅崎 望（健和会大手町病院看護部 ICU）
Sun Med 社製カフセントリーの使用経験
2
牧野 高明 1，田中 誠子 1，山内 ゆり 1，高橋 幸子 （1.
名古屋掖済会病院救命救急室，2. 名古屋掖済会病院臨床工学
部）
先天性心疾患術後 ECMO 装着患児に対し，覚醒下に R TX ® を使用した呼吸理学療法を行った 1 例
金行 梨江 1，小澤 あかね 1，加藤 佑衣 1，兵頭 昇 1，志村 ともみ 1，森内 里枝 1，渡邉 裕美子 1，帆足 孝也 2，鍵崎 康治 2，
2
市川 肇（1.
国立循環器病研究センター看護部 ICU 病棟，2. 国立循環器病研究センター小児心臓外科）
当院一般病棟における酸素療法の実態とルール整備に向けた取り組み
1
山田 剛史 1，立野 淳子 1，道越 淳一 2，森田 真 2，有田 孝 1，上田 千晶 （1.
小倉記念病院看護部，2. 小倉記念病院検
査技師部工学課）
集中治療領域における人工呼吸器離脱にむけた取り組み
竹田 明希子（独立行政法人国立病院機構呉医療センター）
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座長：讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部）
高機能患者シミュレータを用いた，経鼻高流量酸素療法による呼吸軽減効果の評価
神山 智幾，本保 晃，森山 潔，小谷 真理子，山田 達也，萬 知子（杏林大学医学部麻酔科学教室）
当院で開心術後に HFNC を使用した症例の検討
長田 圭司，原山 信也，清水 智子，金澤 綾子，尾辻 健，荒井 秀明，二瓶 俊一，相原 啓二，蒲地 正幸（産業医科大
学病院集中治療部）
当院におけるハイフローセラピー（high flow therapy: HFT）の検討
上瀧 善邦，迫田 頼武，有森 陽二郎，上野 正克，松元 崇史（聖マリア病院呼吸器内科）
救急・集中治療室における High-Flow Nasal Cannula を用いた診療成績の解析
日下 琢雅，東 倫子，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
当センターICU における NPPV 症例の検討
宇城 敦司，大塚 康義，奥村 将年，山本 泰史，和田 翔，岩田 博文，菅 敏晃，宮内 清司，嶋岡 英輝（大阪市立総合
医療センター集中治療部）
HCU 病棟における NPPV 使用患者の実態
吉田 美帆，菅原 彩子，原田 有未，高橋 優菜，吉川 真由，福田 幸人，松本 千香江（社会福祉法人三井記念病院）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 35 気道・呼吸・呼吸管理⑥
CP3 5 -1

神戸国際展示場

（ポスターＣＰ）

CP3 4 -6

神戸国際展示場

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 36 口腔ケア
CP3 6 -1

CP3 6 -2
CP3 6 -3
CP3 6 -4
CP3 6 -5
CP3 6 -6

CP3 7 -2
CP3 7 -3
CP3 7 -4

CP3 7 -5

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

CP3 7 -6

CP ポスター会場

CP3 8 -2
CP3 8 -3

CP3 8 -4
CP3 8 -5

CP3 8 -6

神戸国際展示場

座長：鈴木 康之（独立行政法人国立成育医療研究センター手術・集中治療部）
大学病院 PICU に搬送された 1 5 歳未満・小児症例の現状
安藤 寿，峰尾 恵梨，金子 忠弘，石井 正浩（北里大学医学部小児科）
当院 PICU に入室した新生児症例のまとめ
小原 隆史，平井 克樹，三浦 義文，市坂 有基，大平 智子，武藤 雄一郎（熊本赤十字病院小児科）
当院 PICU における小児重症管理の現状と課題
山岡 正慶，森 琢磨，伊藤 怜司，飯島 正紀，平野 大志，井田 博幸（東京慈恵会医科大学附属病院小児科）
PICU での時間外入室が患者予後に及ぼす影響の検討
福原 信一，石田 悠介，楠元 真由美，梶原 伸介，山口 善道，竹田 洋樹，上谷 良行（兵庫県立こども病院救急集中
治療科）
当院における小児集中治療室長期在室者の傾向
徳平 夏子 1，田畑 雄一 1，井上 美帆 1，三井 誠司 1，木下 真央 2，成宮 博理 1，黄瀬 ひろみ 1，木村 彰夫 1，佐和 貞治 2，
1
橋本 悟（1.
京都府立医科大学付属病院集中治療部，2. 京都府立医科大学麻酔科学教室）
小児集中治療室における臨床研究への同意取得に関連する要因の分析
井上 美帆 1，加藤 祐子 2，石井 祥代 2，徳平 夏子 1，田畑 雄一 1，古川 泰三 3，糸井 利幸 4，山岸 正明 5，佐和 貞治 2，
1
橋本 悟 （1.
京都府立医科大学附属病院集中治療部，2. 京都府立医科大学附属病院麻酔科，3. 京都府立医科大学附
属病院小児外科，4. 京都府立医科大学附属病院小児循環器科，5. 京都府立医科大学附属病院小児心臓血管外科）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 38 心臓・循環・体液管理④
CP3 8 -1

神戸国際展示場

座長：切田 学（加古川西市民病院救急科）
ICU 入室患者における口腔内評価の意義
内藤 久貴，蒲原 英伸，中川 純泰，山下 淳二，徳永 健太郎，早田 学，鷺島 克之，木下 順弘（熊本大学医学部附属
病院集中治療部）
重症患者の口腔ケアに焦点を当てた「看る」「診る」視点へのチームアプローチ
長屋 佳奈子，小川 勝利，友原 千恵，安藤 千恵，坂口 栞，服部 祐子，内山 泉，佐藤 信枝（中部ろうさい病院）
口腔ケアの質の改善にむけた取り組み
増田 博紀，森田 幸子，渡邊 朝子（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院）
看護師の口腔ケア技術の向上のための取り組みと成果 ─ RST で活動する集中ケア認定看護師の関わり─
山本 加奈子，手塚 正美，小宮 美香，岩澤 優子（自衛隊中央病院）
経口気管挿管患者に対する口腔ケアの検討 ─洗浄法と拭取り法による口腔内細菌数の変化に着目して─
和田 沙矢香，入井 美保，中村 敦子，高田 美香，堀 由紀子，香西 慰枝（札幌医科大学付属病院集中治療部看護室）
経口気管挿管患者への安全で効果的な口腔ケア方法の検討 ─標準的方法（Rinse 法）に対する Wipe 法の非劣性試験─
2
村松 恵多 1，河合 佑亮 1，山本 司 1，天野 綱介 1，原 嘉孝 2，下村 泰代 2，山下 千鶴 2，西田 修 （1.
藤田保健衛生大学
病院看護部 ICU，2. 藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 37 小児・新生児①
CP3 7 -1

CP ポスター会場

神戸国際展示場

座長：森脇 龍太郎（独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院救急・集中治療部）
僧房弁形成術後タコつぼ型心筋症の 1 例
中井 真尚（静岡市立静岡病院心臓血管外科）
A 型急性大動脈解離の周術期に重症冠攣縮を繰り返し治療に難渋した 1 例
加藤 雅史，北條 瞬，櫛山 晃央，金田 和久，溝口 哲，三木 真司，吉田 章（三菱京都病院心臓内科）
下腹部痛を主訴に来院し，急性心筋梗塞による左室自由壁破裂を診断し救命し得た一例
2
小泉 雅之 1，豊田 幸樹年 2，一林 亮 2，坪田 貴也 2，横室 浩樹 2，本多 満 2，吉原 克則（1.
東邦大学医療センター大森
病院内科分野循環器内科学講座，2. 東邦大学医療センター大森病院総合診療・救急医学講座）
冠動脈形成術を要した造影剤による Kounis 症候群 2 型の 1 例
須賀 将文，井上 彰，松岡 由典，水 大介，有吉 孝一（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター）
外科的治療に先行する心嚢穿刺の適応判断に苦慮した心タンポナーデの 3 例
鈴木 啓士 1，山本 剛 1，圷 宏一 1，林 洋史 1，古瀬 領人 1，黄 俊憲 1，三軒 豪仁 1，細川 雄亮 1，宮城 泰雄 2，石井 庸介 2
（1. 日本医科大学心臓血管集中治療科，2. 日本医科大学心臓血管外科）
心不全を繰り返すと機能は徐々に低下する
2
石原 嗣郎 1，高木 宏治 1，曽根 教子 1，徳山 榮男 1，菊池 有史 1，石川 昌弘 1，佐藤 直樹 1，清水 渉 （1.
日本医科大学
武蔵小杉病院，2. 日本医科大学付属病院循環器内科）
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2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 39 心肺蘇生・蘇生後 ICU 管理①
CP3 9 -1
CP3 9 -2
CP3 9 -3

CP3 9 -4

CP3 9 -5

CP3 9 -6

座長：櫻田 春水（財団法人東京都保健医療公社大久保病院循環器内科）
胸部大動脈ステントグラフト内挿術中のアナフィラキシーによる心停止に対し PCPS が有用であった一例
渡部 亮，吉田 知由，伊藤 伸大，山根 真央（KKR 札幌医療センター麻酔集中治療科）
ドクターヘリが要請された CPA 症例の検討
奈良 理，森 幸野，大城 あき子，葛西 陽子（手稲渓仁会病院救命救急センター）
E-CPR における乳酸クリアランスの予後指標としての研究
中道 嘉，折田 智彦，佐藤 智洋，吉田 浩輔，明石 卓，倉田 早織，山崎 元靖，北野 光秀（済生会横浜市東部病院救
命救急センター）
脳低温療法施行症例における心肺停止後症候群脳モニタリング値の検討
松本 学 1，岩瀬 史明 1，井上 潤一 1，小林 辰輔 1，宮崎 善史 1，河野 洋介 1，加藤 頼子 1，池田 督司 1，木下 大輔 1，横
2
田 裕行（1.
山梨県立中央病院救命救急センター，2. 日本医科大学付属病院高度救命救急センター）
院外心停止蘇生後の冠動脈病変と Troponin I の関係性の検討
嶽間澤 昌泰 1, 2，藤田 尚 1，佐々木 勝教 1, 2，岩元 祐太 1，加納 誠也 1，金子 一郎 1，安心院 康彦 1，森村 尚登 1, 2，坂本
1
哲也（1.
帝京大学医学部附属病院救命救急センター，2. 横浜市立大学医学部救急医学教室）
院外心肺停止例における冠動脈疾患と生存退院の関連性
2
樅山 幸彦 1，福田 正 1，三浦 光太郎 1，山田 亘 1，布施 淳 1，菊野 隆明（1.
国立病院機構東京医療センター循環器内科，
2. 国立病院機構東京医療センター救急科）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 40 早期離床・リハビリテーション②
CP4 0 -1

CP4 0 -2
CP4 0 -3

CP4 0 -6

座長：本多 満（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）
地域中核病院おける ICU リハビリテーションチームの取り組み ～早期リハビリテーション介入を目指して～
松井 文昭 1，平田 伸介 1，西本 直紀 1，澤田 真男 1，坂本 将悟 1，原田 美穂 1，東 裕之 2，前田 裕和 2，宮腰 由美子 3，秋
3
山 由佳 （1.
杉田玄白記念公立小浜病院リハビリテーション科，2. 杉田玄白記念公立小浜病院救命救急センター，
3. 杉田玄白記念公立小浜病院看護部）
救命救急センターで実践する早期離床マネジメントの現状
守屋 正道（日本大学医学部附属板橋病院リハビリテーション科）
当院における V-V ECMO 症例の理学療法実施状況
5
平澤 純 1，横山 俊樹 2，小川 智也 1，長江 優介 1，小山 昌利 3，川瀬 正樹 4，長谷川 隆一（1.
公立陶生病院中央リハビ
リテーション部，2. 公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科，3. 公立陶生病院臨床工学部，4. 公立陶生病院集
中治療部，5. 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院）
当院小児集中治療におけるリハビリテーションの現状 ～一年間の実態調査より～
2
宮川 研 1，岡田 広 2，三好 義隆（1.
松戸市立病院リハビリテーション科，2. 松戸市立病院小児集中治療科）
当院 ICU におけるせん妄合併患者の現状について ─ ICU 入室患者に対する今後の作業療法介入を見据えて─
2
淺井 康紀 1，坂本 裕規 1，岩田 健太郎 1，高場 章宏 2，朱 祐珍 2，瀬尾 龍太郎 （1.
神戸市立医療センター中央市民病
院リハビリテーション技術部，2. 神戸市立医療センター中央市民病院救急部）
中頭病院の集中治療領域における作業療法士の現状と課題
3
喜納 俊介 1，宮平 宗勝 2，芹田 晃道 3，井村 久美子 （1.
中頭病院リハビリテーション部作業療法部門，2. まつだク
リニック，3. 中頭病院看護部）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 41 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床③
CP4 1 -1
CP4 1 -2
CP4 1 -3

CP4 1 -4

CP4 1 -5
CP4 1 -6

神戸国際展示場

座長：天谷 文昌（京都府立医科大学附属病院麻酔科学教室）
ICU における鎮静鎮痛薬の使用状況について
2
田根 なつ紀 1，今中 秀光 1，三村 誠二（1.
徳島大学病院 ER・災害医療診療部，2. 徳島県立中央病院救急科）
小児心臓血管外科術後における手術リスクと鎮静レベル及び鎮静鎮痛薬投与量の関係
小山 英彦，橘 一也，竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
当院の ICU でスボレキサントを使用された 1 7 例の検討
1
吉廣 尚大 1，櫻谷 正明 2，平田 旭 2，河村 夏生 2，筒井 徹 2，吉田 研一 2，橋本 佳浩 （1.
JA 広島総合病院薬剤部，
2. JA 広島総合病院救急・集中治療科）
緊急心臓血管外科手術後におけるデクスメデトミジンとプロポフォール併用鎮静の有用性
2
谷口 巧 1，佐藤 康次 2，越田 嘉尚 2，野田 透 2，岡島 正樹 （1.
金沢大学周術期管理学，2. 金沢大学附属病院集中治療
部）
デクスメデトミジンで浅い鎮静管理を行っている患者に追加で用いる鎮静薬はせん妄のリスクになるか？
櫻谷 正明，平田 旭，河村 夏生，筒井 徹，吉田 研一（JA 広島総合病院救急・集中治療科）
食道癌手術後の手術室抜管症例における Dexmedetomidine による夜間の不穏予防効果の検討
山田 直人，中野 雄介，星 有己枝，熊谷 基，鈴木 健二（岩手医科大学医学部麻酔科）
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一 般 演 題

CP4 0 -5

神戸国際展示場

（ポスターＣＰ）

CP4 0 -4

神戸国際展示場

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 42 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床④
CP4 2 -1

CP4 2 -2
CP4 2 -3
CP4 2 -4
CP4 2 -5

CP4 2 -6

座長：星 邦彦（東北大学病院集中治療部）
ICU における人工呼吸器装着患者の鎮痛・鎮静管理 ─看護師，医師，患者の視点より─
1
高橋 悠 1，上松 右二 2，辻本 登志英 （1.
日本赤十字社和歌山医療センター本館 7A 院内 ICU，2. 和歌山県立医科大
学大学院保健看護学研究科）
人工呼吸器管理中の鎮痛・鎮静に対する看護師の意識調査 ─ CPOT 導入前後を比較して─
前野 加代子，吉田 真紀子（石川県立中央病院看護部）
外科術後における NRS 評価の統一によって得られた疼痛緩和への効果
大谷 裕美，片岡 優子，宮本 望，鳥越 綾美，松村 由美（医療法人光晴会病院）
ICU における人工呼吸器装着患者の隠れた疼痛を探せ！
油田 まどか，日諸 美帆，江尾 正道，竹田 朱花，井上 潤，樫山 節子（南和歌山医療センター救命救急センター）
鎮痛鎮静プロトコル改良のためのプロトコル脱落例の検討
2
笹井 香織 1，岡田 和之 1，平 幸輝 2，茂呂 悦子 1，布宮 伸 （1.
自治医科大学附属病院集中治療部，2. 自治医科大学医
学部麻酔科学・集中治療医学講座）
RASS を使用した患者の体験についてのインタビュー調査
天野 王日奈，遠藤 南子，木島 一美，佐藤 慎也，鈴木 美由紀，小林 玲子，渥美 生弘（聖隷浜松病院救命救急センター
ICU）

2 月 13 日（土） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 43 看護技術・ケアの工夫
CP4 3 -1
CP4 3 -2

CP4 3 -3
CP4 3 -4

CP4 3 -5

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

CP4 3 -6

CP4 4 -2
CP4 4 -3

CP4 4 -4

CP4 4 -5

CP4 4 -6

神戸国際展示場

座長：山口 典子（長崎大学病院）
ICU 入室前訪問による予期的指導の効果
石田 美穂，倉 愛香，土山 あすか，岸田 敬子（洛和会ヘルスケアシステム洛和会音羽病院）
ICU 看護師の術前訪室が家族に与える影響 ─小児心臓手術後での家族の面会に焦点を当てて─
2
水野 皓介 1，柘植 梨帆 1，林 逸江 1，西川 正美 1，永田 真理 1，寺澤 篤 （1.
名古屋第二赤十字病院院内 ICU，2. 名古
屋第二赤十字病院麻酔科）
救命救命センターにおける退室前訪室による情報共有取り組み
大窪 敬久，長澤 佐地子，寺田 直子（株式会社日立製作所日立総合病院）
気管内チューブのカフ圧の継続モニタリング
2
山内 ゆり 1，田中 誠子 1，牧野 高明 1，高橋 幸子 （1.
名古屋掖済会病院救命救急室，2. 名古屋掖済会病院臨床工学
部）
人工呼吸器装着中患者の発声に対する取り組み
飯塚 瑞恵，池田 理沙（地方独立行政法人神戸市立医療センター中央市民病院）
術後 HCU に入室する患者の対応困難な場面での看護師の援助
森元 彩華，石黒 洋子（秋田赤十字病院）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00
ポスター CP 44 栄養管理②
CP4 4 -1

神戸国際展示場

CP ポスター会場

神戸国際展示場

座長：星 拓男（茨城県立中央病院集中治療部）
重症心不全患者に対する早期経口摂取開始への意識向上に向けた取り組み
藤澤 真季 1，前田 依久恵 1，谷本 周三 2，篠原 文 1，渡邉 英美 1，多形 沙枝 1，野津 佳代子 3，田中 良子 4，南雲 貴美子 3，
1
高橋 亜由美 （1.
社会福祉法人三井記念病院 CCU，2. 社会福祉法人三井記念病院循環器内科，3. 社会福祉法人三
井記念病院栄養部，4. 社会福祉法人三井記念病院薬剤部）
集中治療部における経腸栄養プロトコールの有用性に関する検討
太田 浩世，長石 恭子，濱口 真実子（金沢大学附属病院集中治療部）
当施設 ICU での経管栄養プロトコルの有用性の検討 ～経管栄養速度調整ツールの導入～
3
大坪 慶子 1，石川 江里 1，工藤 雄洋 2，大村 和也 3，高橋 宏行 （1.
済生会横浜市東部病院看護部，2. 済生会横浜市東
部病院栄養部，3. 済生会横浜市東部病院集中治療科）
成人心臓大血管術後症例を主とする術後 ICU における栄養療法の経年的な変化
前山 佳子 1，東別府 直紀 2，下薗 崇宏 2，永井 佳生理 1，重村 奈央 1，金多 由季子 1，尾川 祥子 1，柴田 愛歩 1，中野 真結 1，
1
森 絵里子（1.
神戸市立医療センター中央市民病院集中治療室，2. 神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科）
経腸栄養中の下痢に対するケアアルゴリズムの有効性
4
南條 裕子 1，下園 佳代美 2，仲上 豪二朗 3，真田 弘美 3，矢作 直樹 （1.
東京大学医学部附属病院看護部，2. 東京大学
医学部附属病院 ICU，3. 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学，4. 東京大学医学部附属病院救急部集中
治療部）
下痢を呈する経腸栄養施行患者における，YH フローレ投与の検討
菅原 久純 1，高橋 和香 2，大島 拓 2，佐藤 由美 3，沼田 ありさ 1，苅込 隆弘 1，依田 智未 1，東田 かずえ 1，竹内 純子 1，
2
織田 成人 （1.
千葉大学医学部附属病院看護部 ICU/CCU，2. 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学，3. 千
葉大学医学部付属病院臨床栄養部）
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2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 45 感染・感染対策④
CP4 5 -1

CP4 5 -2
CP4 5 -3

CP4 5 -4
CP4 5 -5

CP4 5 -6

座長：森本 直樹（津山中央病院救命救急センター）
関節リウマチ治療中の緑膿菌感染・敗血症性ショックににニューモシスチス肺炎を合併した一例
2
祐森 章幸 1, 2，古谷 良輔 1, 2，宮崎 弘志 1，岩下 眞之 1, 2，望月 聡之 1，大塚 剛 1, 2，余湖 直紀 1, 2，佐治 龍 1,（1.
国立病院
機構横浜医療センター救命救急センター，2. 横浜市立大学医学部救急学教室）
ステロイド内服中に発症したノカルジアによる左大腿内転筋群内膿瘍の一例
草本 朱里，須崎 萌，野中 勇士，中嶋 浩二，金井 尚之（東京警察病院）
重症呼吸不全に対する V-V ECMO 管理後に重症サイトメガロウイルス腸炎を発症した一症例
1
堀口 真仁 1，小倉 崇以 1，鈴木 裕之 1，増田 智之 2，井出 宗則 3，林 俊誠 4，井貝 仁 5，宮崎 大 1，中村 光伸 （1.
前橋赤
十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科，2. 前橋赤十字病院消化器内科，3. 前橋赤十字病院病理診断
科，4. 前橋赤十字病院感染症内科，5. 前橋赤十字病院呼吸器外科）
心臓大血管手術におけるプロカルシトニン測定の意義
浅井 彰士，市原 利彦，川瀬 正樹，中島 義仁（公立陶生病院救急救命センター）
閉鎖式システムによる末梢静脈カテーテルの細菌汚染・合併症軽減効果の検討
大藤 純，綱野 祐美子，中瀧 恵実子，安田 裕一郎，井澤 眞代，田根 なつ紀，小野寺 睦雄，今中 秀光，西村 匡司（徳
島大学病院救急集中治療部）
医療デバイス関連感染症における敗血症の有無と転帰に関する検討
2
板倉 隆太 1，渡邉 伊知郎 1，居石 崇志 1，本村 誠 1，中山 祐子 1，新津 健裕 1，齊藤 修 1，清水 直樹 1，堀越 裕歩 （1.
東
京都立小児総合医療センター救命・集中治療部集中治療科，2. 東京都立小児総合医療センター感染症科）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 46 看護管理・その他
CP4 6 -1
CP4 6 -2

CP4 6 -3
CP4 6 -4

座長：茂呂 悦子（学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院看護部）
当院における PNS の取り組み
深山 美紀，今川 真理子，藤川 優紀，浦里 恵司（姫路赤十字病院集中治療部）
全員参加の PNS ～導入と継続の工夫～
中村 ゆかり，小関 恵子，菅原 彩子，高 なぎさ，神田 結季，吉田 美帆，松本 千香江，福田 幸人（社会福祉法人三
井記念病院）
外科系集中治療病棟開設における看護師のストレス現状調査
大石 展子，藤田 尚子，竹本 由紀，木村 美沙，吉川 朱実，郷田 佐代子，林 ゆかり（久留米大学病院 SICU）
ICU へ配置転換した看護師の職場適応につなげる支援の在り方
平田 実菜，寺井 彩，浦上 恵里，井波 雅子（富山県厚生連高岡病院）
当院の HCU 立ち上げでの反省と今後の課題
近藤 和治（医療法人社団如水会今村病院看護部 HCU）
ICU 管理に係る診療看護師の学び
3
黒澤 昌洋 1，森 一直 1，藤原 祥裕 2，小松 徹（1.
愛知医科大学病院看護部，2. 愛知医科大学麻酔科学講座，3. 愛知医
科大学大学院看護学研究科クリティカルケア看護学）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 47 気道・呼吸・呼吸管理⑦
CP4 7 -1

CP4 7 -2

CP4 7 -3

CP4 7 -4
CP4 7 -5

CP4 7 -6

神戸国際展示場

座長：澤野 宏隆（社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院千里救命救急センター）
マイコプラズマ肺炎による重症呼吸障害急性期に ECMO 導入が奏功した 1 例
2
奥山 英策 1，廣重 滋夫 1，添田 徹 1，渡邊 圭祐 1，菊田 浩一 1，宮崎 貴士 1，矢埜 正実 1，中村 夏樹 1，岩田 浩一 （1.
国
家公務員共済組合連合会新別府病院救命救急センター，2. 国家公務員共済組合連合会新別府病院臨床工学室）
PCP で発症した AIDS 患者に ECMO を導入して救命した一例
1
長谷川 将嗣 1，昆 祐理 1，近藤 英史 1，大川 浩文 2，今 明秀 （1.
八戸市立市民病院救命救急センター，2. 八戸市立市
民病院麻酔科）
麻酔導入後の血小板輸血が原因で発症した TRALI に対する ECMO による救命例
竹下 裕二，今泉 均，関根 秀介，鈴木 直樹，羅 秀玉，石田 裕介，板橋 俊雄，福井 秀公，田上 正，内野 博之（東京
医科大学麻酔科学分野集中治療部）
肺炎を契機に発症した急性心不全に VV-ECMO 導入した 1 症例
藤崎 宣友，岡本 彩那，西村 健，白井 邦博，中尾 博之，小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）
片肺患者の胃癌術後重症呼吸不全に対して VV-ECMO を施行し，独歩退院となった一例
前田 明倫，飯高 さゆり，小丸 陽平，浅田 敏文，上田 吉宏，土井 研人，石井 健，橘田 要一，中島 勧，矢作 直樹（東
京大学医学部付属病院救急部集中治療部）
respirator y ECMO 救命例における長期健康関連 QOL の検討
神山 治郎，徳江 彩，松岡 宏晃，坂上 浩一，柳澤 晃広，金本 匡史，戸部 賢，日野原 宏，国元 文生，齋藤 繁（群馬
大学医学部附属病院集中治療部）
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一 般 演 題

CP4 6 -6

神戸国際展示場

（ポスターＣＰ）

CP4 6 -5

神戸国際展示場

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 48 気道・呼吸・呼吸管理⑧
CP4 8 -1
CP4 8 -2
CP4 8 -3

CP4 8 -4
CP4 8 -5

CP4 8 -6

座長：鈴川 正之（学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院）
Intrapulmonar y Percussive Ventilator（ IPV）時の使用回路の違いによる影響
加藤 隆史，白前 達大，暮石 陽介，西川 祐策，行光 昌宏，岩田 英城（三重大学医学部臨床工学部）
ハイエンド人工呼吸器における肺内パーカッションベンチレーターの併用
上岡 将之，中原 毅，井能 秀雄，小橋 和彦（茨城県 JA 厚生連土浦協同病院臨床工学部）
ドレーゲル社製人工呼吸器呼気弁 リユース・ディスポーザブルの比較・検討
2
水上 一也 1，北 博志 1，藤田 耕平 1，三住 拓誉 （1.
神戸大学医学部附属病院臨床工学部門，2. 神戸大学医学部附属
病院集中治療部）
外部ガス併用療法における実験的検討
小笠原 徳有（福岡市立こども病院臨床工学部）
臨床工学技士による院内気管吸引実施状況の調査
2
池田 潤平 1，奥田 晃久 1，井上 愛 1，安藤 理香 1，岩谷 理恵子 1，平塚 明倫 1，瀧浪 將典（1.
東京慈恵会医科大学付属
病院臨床工学部，2. 東京慈恵会医科大学付属病院麻酔科集中治療部）
SBT（Spontaneous Breathing Trial）プロトコル作成の試み
2
丸岡 正則 1，原 賢史 1，谷田部 哲夫 1，長谷川 隆一 （1.
茨城県厚生連総合病院水戸協同病院臨床工学部，2. 茨城県
厚生連総合病院水戸協同病院救急・集中治療科）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00
ポスター CP 49 高齢者
CP4 9 -1

CP4 9 -2

CP4 9 -3

CP4 9 -4

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

CP4 9 -5
CP4 9 -6

CP5 0 -2

CP5 0 -3

CP5 0 -4

CP5 0 -5

CP5 0 -6

CP ポスター会場

神戸国際展示場

座長：古谷 良輔（独立行政法人国立病院機構横浜医療センター救急科）
9 7 歳女性 ─下部消化管穿孔・敗血症ショックの 1 救命例─
1
古賀 美佳 1，牟田 隆則 2，中村 覚粛 2，吉富 有哉 2，佐藤 友子 2，三溝 慎次（1.
佐賀県医療センター好生館集中治療部，
2. 佐賀県医療センター好生館救急部）
高齢者に発症した破傷風の 3 例
1
五十野 博基 1, 3，宮上 泰樹 5，片山 皓太 1，五十野 桃子 1，長谷川 隆一 2，矢野 晴美 4，小林 裕幸 （1.
水戸協同病院総
合診療科，2. 水戸協同病院救急・集中治療科，3. 筑波大学大学院人間総合科学研究科，4. 水戸協同病院グローバ
ルヘルスセンター感染症科，5. 順天堂大学付属順天堂医院総合診療科）
当院の高齢者 MRSA 肺炎における，バンコマイシンとリネゾリドの比較
1
高田 浩明 1，一二三 亨 2，金子 真由子 1，金村 剛宗 1，吉岡 早戸 1，加藤 宏 1，小井土 雄一（1.
国立病院機構災害医療
センター，2. 香川大学医学部付属病院救命救急センター）
当院における高齢者の敗血症性ショック集中治療の現況 ─ PMX-DHP 施行症例の年代別比較─
久場 良也，釜野 武志，嘉手苅 由梨（社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院麻酔科）
重症熱中症で救急搬送されたゴミ屋敷住人の 4 症例
岡田 保誠，稲川 博司，小島 直樹，山口 和将，佐々木 庸郎，渡辺 隆明（公立昭和病院救命救急センター）
熱中症を契機に診断された結晶誘発性関節炎の 1 例
2
城戸 拓海 1，切田 学（1.
加古川西市民病院臨床研修医，2. 加古川西市民病院救急科）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00
ポスター CP 50 小児・新生児②
CP5 0 -1

神戸国際展示場

CP ポスター会場

神戸国際展示場

座長：植田 育也（埼玉県立小児医療センター集中治療室）
急性心筋梗塞を発症し ECMO 下で血栓溶解療法を行った川崎病乳児例
長井 勇樹，中山 祐子，居石 崇志，渡邉 伊知郎，本村 誠，新津 健裕，齊藤 修，清水 直樹（東京都立小児総合医療
センター救急・集中治療部）
“Awake VV ECMO”の一小児例
2
荻原 重俊 1，齊藤 修 1，居石 崇志 1，渡邉 伊知郎 1，本村 誠 1，中山 祐子 1，新津 健裕 1，清水 直樹 1，吉田 拓司 （1.
東
京都立小児総合医療センター救命・集中治療部，2. 東京都立小児総合医療センター臨床工学部）
小児における ECMO 施行中の腹臥位療法の検討
京極 都，橘 一也，清水 義之，籏智 武志，小山 英彦，文 一恵，井坂 華奈子，竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医
療センター集中治療科）
小児 ECMO 施行下における栄養管理
井坂 華奈子，清水 義之，橘 一也，籏智 武志，文 一恵，京極 都，小山 英彦，松永 英幸，赤松 貴彬，竹内 宗之（大
阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
小児の人工心肺使用開心術後におけるプロカルシトニンの有用性
3
中村 文人 1，前川 慶之 2，大塚 洋司 1，永野 達也 1，岩井 英隆 1，多賀 直行 1，竹内 護（1.
自治医科大学小児手術・集
中治療部，2. 自治医科大学小児・先天性心臓血管外科，3. 自治医科大学麻酔科学・集中治療医学）
小児心臓血管外科手術後の感染症の頻度，予後に関する後方視的研究
平野 藍子，籏智 武志，京極 都，井坂 華奈子，文 一恵，清水 義之，橘 一也，竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医
療センター）
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2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 51 心臓・循環・体液管理⑤
CP5 1 -1
CP5 1 -2
CP5 1 -3

CP5 1 -4
CP5 1 -5

CP5 1 -6

座長：新沼 廣幸（財団法人聖路加国際病院循環器内科）
一般集中治療室における新規発症心房細動の頻度と予後：前向き観察研究
1
栗山 明 1，中西 美鈴 2，貝原 敏江 2，福岡 敏雄（1.
倉敷中央病院総合診療科，2. 倉敷中央病院救急科）
重症心室頻拍，電解質異常，ARDS にて集中治療を要し，褐色細胞腫を合併した神経線維腫症と診断できた一例
窪田 雅之，大道寺 洋顕，高谷 信宏，大島 和馬，徳永 蔵人，中村 謙介（日立総合病院救急集中治療科）
経皮的心肺補助とランジオロールを用いた難治性心室性不整脈に対する治療戦略
河野 了，秋山 大樹，渡部 浩明，下條 信威，小山 泰明，榎本 有希，萩谷 圭一，山崎 裕一朗，宮 顕，水谷 太郎（筑
波大学医学医療系救急・集中治療部）
無脈性心室頻拍にて β ブロッカーが有効であった一例
多羅尾 健太郎，清水 太郎（循環器病センター）
Torsa de pointes を起こし緊急処置を必要とした高齢者 QT 延長症候群の 3 症例
村上 翼，泉 江利子，本多 康人，藤本 枝里，安岡 やよい，廣田 誠二，原 真也，島津 友一，山崎 浩史，西山 謹吾（高
知赤十字病院救命救急センター）
TdP を発症した先天性 QT 延長症候群の臨床像，1 2 誘導心電図の特徴についての検討
寒川 睦子 1，森田 宏 2，中村 一文 2，伊藤 浩 2，塚原 紘平 1，山内 英雄 1, 3，寺戸 通久 1，佐藤 圭路 1，鵜川 豊世武 1，氏
3
家 良人 （1.
岡山大学病院高度救命救急センター，2. 岡山大学循環器内科，3. 川崎医科大学救急医学総合診療医
学）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 52 心肺蘇生・蘇生後 ICU 管理②
CP5 2 -1
CP5 2 -2

CP5 2 -3

CP5 2 -4

座長：貞広 智仁（学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学附属八千代医療センター救急科・集中治療部）
小脳出血により心肺停止となった妊婦の 1 例
明星 康裕，太田 圭亮，南 啓介（石川県立中央病院救急科）
偶発性低体温に対し，PCPS 導入にて救命し得た一例
齋藤 倫子，齊藤 眞樹子，角田 美保子，鈴木 秀章，秋月 登，並木 みずほ，武田 宗和，矢口 有乃（東京女子医科大
学救急医学）
過量服薬から CPA となったが CPC1 まで回復し得た一例
山下 幾太郎，江良 正，狩野 亘平，山田 周，櫻井 聖大，北田 真己，原田 正公，橋本 聡，木村 文彦，高橋 毅（国立
病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部）
電撃症から心肺停止に至ったが，適切な救命の連鎖により良好な経過をたどった 1 例
安藤 諭，森田 恭成，近藤 貴士郎，村田 哲哉，鈴木 秀一（名古屋医療センター）
低体温療法および早期 PCI が奏功した重症 3 枝病変を伴う CPA 症例
南 丈也，富士榮 博昭，金森 徹三，小山田 尚史，浜中 一郎，上田 欽造（洛和会丸太町病院）
冠攣縮を原因とする院外心停止をきたした 3 症例についての検討
秋山 大樹，河野 了，小山 泰明，榎本 有希，萩谷 圭一，下條 信威，山崎 裕一郎，水谷 太郎（筑波大学医学医療系
救急・集中治療部）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00
ポスター CP 53 神経②
CP5 3 -1

CP5 3 -2

CP5 3 -3

CP5 3 -4

CP5 3 -5

CP ポスター会場

神戸国際展示場

座長：森本 裕二（北海道大学病院麻酔科）
HIV 感染症による無菌性髄膜炎に非痙攣性てんかん重積発作を合併し意識障害を呈した一症例
勝見 紀文，斉藤 智誉，本間 慶憲，長間 将樹，櫻井 圭祐，高氏 修平，遠藤 晃生，提嶋 久子，鹿野 恒，牧瀬 博（市
立札幌病院救急科）
膠原病に伴う脳症の二例
秋本 貴子 1，宮本 翔平 2，本田 奈々瀬 4，上村 亮介 1，滝沢 英毅 3，芹澤 良幹 2，勝俣 一晃 4，横山 健 1，片山 勝之 1
（1. 手稲渓仁会病院麻酔科集中治療部，2. 手稲渓仁会病院総合内科，3. 手稲渓仁会病院腎臓内科，4. 手稲渓仁会病
院リウマチ科）
てんかん重積状態を呈した非ヘルペス性辺縁系脳炎の一例
1
田中 洋輔 1，須永 茂樹 2，上田 優樹 3，弦切 純也 1，新井 隆男 （1.
東京医科大学八王子医療センター救命救急セン
ター，2. 東京医科大学八王子医療センター脳神経外科，3. 東京医科大学八王子医療センター神経内科）
若年女性にみられた非腫瘍随伴性抗 NMDA 受容体抗体脳炎の 1 症例
下山 雄一郎，梅垣 修，大地 史広，服部 一生，三原 良介，今川 憲太郎，門野 紀子，日外 知行（大阪医科大学附属
病院集中治療部）
縦隔奇形腫を合併した抗 NMDA 受容体脳炎の 1 例
3
毛利 英之 1，中山 泉 1，小山 淳 2，村上 隆啓 （1.
沖縄県立中部病院集中治療部，2. 沖縄徳洲会中部徳洲会病院内科，
3. 沖縄県立中部病院外科）
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CP5 2 -6

神戸国際展示場

（ポスターＣＰ）

CP5 2 -5

神戸国際展示場

CP5 3 -6

集中治療室で経験する代謝性脳症における不随意運動の検討
都築 誠一郎，植西 憲達，多和田 哲郎，日比野 将也，神宮司 成弘，田口 瑞希，近藤 司（藤田保健衛生大学病院救
急総合内科）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 54 早期離床・リハビリテーション③
CP5 4 -1

CP5 4 -2

CP5 4 -3

CP5 4 -4

CP5 4 -5

CP5 4 -6

座長：森山 潔（杏林大学医学部付属病院麻酔科）
びまん性肺胞出血により人工呼吸器管理となった症例を経験して
3
仲本 昂平 1，野中 沙恵 1，高崎 裕介 1，佐藤 英博 2，平湯 恒久 2，白土 奈央 （1.
社会医療法人共愛会戸畑共立病院リ
ハビリテーション科，2. 社会医療法人共愛会戸畑共立病院外科，3. 社会医療法人共愛会戸畑共立病院集中治療室
看護部）
多臓器障害を合併した急性呼吸不全患者に対し，理学療法的介入をおこなった 1 症例
3
和田 政範 1，山戸 隆二 1，久保 智美 2，中村 利秋 （1.
長崎労災病院中央リハビリテーション部，2. 長崎労災病院集
中治療室，3. 長崎労災病院救急集中治療科）
器械的排痰補助を用いて無気肺が改善した外傷性血気胸患者の一例
2
堅田 紘頌 1，横山 仁志 1，森澤 健一郎 2，柳井 真知 2，高松 由佳 2，津久田 純平 2，平 泰彦（1.
聖マリアンナ医科大学
病院リハビリテーション部，2. 聖マリアンナ医科大学救急医学）
頚髄損傷後に機械的排痰補助装置を使用した 3 症例
4
長江 優介 1，横山 俊樹 2，平澤 純 1，小山 昌利 3，川瀬 正樹 （1.
公立陶生病院中央リハビリテーション部，2. 公立陶
生病院呼吸器・アレルギー疾患内科，3. 公立陶生病院臨床工学部，4. 公立陶生病院集中治療部）
精神機能に着目した作業療法の急性大動脈解離術後 ARDS 患者への効果
3
左嵜 壮一郎 1，松本 武志 2，渡部 修（1.
佐久総合病院佐久医療センター作業療法科，2. 佐久総合病院佐久医療セン
ター理学療法科，3. 佐久総合病院佐久医療センター救命救急センター）
ARDS 患者の退院時 ADL についての報告 第 4 報 体重減少と早期離床との関連について
工藤 弦 1，堀部 達也 1，増山 素道 1，後藤 圭介 1，菊地 剛 1，齋藤 岳志 1，筧 慎吾 1，内田 政行 1，小谷 透 2，猪飼 哲夫 3
（1. 東京女子医科大学リハビリテーション部，2. 東京女子医科大学麻酔科学教室集中治療部，3. 東京女子医科大
学リハビリテーション科）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 55 中毒・体温異常・悪性症候群②
CP5 5 -1

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

CP5 5 -2

CP5 5 -3

CP5 5 -4

CP5 5 -5

CP5 5 -6

CP5 6 -2

神戸国際展示場

座長：増野 智彦（日本医科大学付属病院高度救命救急センター）
バルプロ酸 Na およびオランザピン大量服薬による薬物中毒に対し血漿交換を施行した 1 例
金澤 将史，竹本 正明，宮崎 真奈美，中野 貴明，稲村 宏紀，浅賀 知也（国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病
院救急科）
急性カフェイン中毒に透析療法が著効した一例
寶住 肇 1，富田 静香 1，鍛 良之 1，正和 泰斗 2，越路 暢生 2，魚住 翠子 1，神津 成紀 1，和氣 晃司 1，松島 久雄 1，小野
1
一之（1.
獨協医科大学救命救急センター，2. 獨協医科大学心臓・血管内科）
血漿交換を行い回復し得た危険ドラッグ使用後の心停止の一例
江良 正，山下 幾太郎，狩野 亘平，山田 周，櫻井 聖大，北田 真己，橋本 聡，原田 正公，瀧 賢一郎，高橋 毅（国立
病院機構熊本医療センター救命・集中治療科）
危険ドラッグ摂取により多臓器不全に至った一例
1
白澤 彩 1, 2，山縣 英尋 1，鈴木 誠也 1，川村 祐介 1，藤井 裕人 1，古見 健一 1，内山 宗人 （1.
横須賀共済病院，2. 横浜
市立大学医学部救急医学教室）
持続的血液濾過透析が奏功した炭酸リチウム中毒の 1 例 ─ Li 血中濃度が不明な状況でいかに対処するべきか─
柚木 良介，柳瀬 豪，前谷 和秀，中村 周道，金城 昌志，牧園 剛大，則尾 弘文（済生会福岡総合病院救命救急セン
ター）
徐脈，低血圧を認めた炭酸リチウム中毒の 1 例
藤野 光洋，小田 裕太，狩野 謙一，浜崎 幹久，岡田 信長，大木 伸吾，田中 博之，竹下 淳，別府 賢，志馬 伸朗（国
立病院機構京都医療センター）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 56 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑤
CP5 6 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：齊藤 洋司（島根大学医学部附属病院麻酔科）
HRV をもちいた，ICU ベッドのポジションが自律神経活性に与える効果の解析
間藤 卓 1，中田 一之 1，山口 充 1，大井 秀則 1，大瀧 聡 1，奈倉 武朗 1，杉浦 潤 1，有馬 史一 1，土屋 守克 2，杉山 聡 1
（1. 埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター，2. 日本医療科学大学保健医療学部看護学科）
重症慢性閉塞性肺疾患の患者に対するラメルテオンの使用経験と自律神経活動への影響
藤原 祥裕 1，藤田 義人 2，小松 徹 1，安藤 一雄 1，吉野 博子 1，安田 吉孝 1，中村 絵美 1，住江 百合 1，木下 浩之 1，畠
2
山 登（1.
愛知医科大学医学部麻酔科学講座，2. 愛知医科大学病院周術期集中治療部）
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CP5 6 -3
CP5 6 -4

CP5 6 -5

CP5 6 -6

術後患者に対する薬液投与用ルーメン付き尿道カテーテルの使用経験
首藤 聡子，飛田 文，原田 佳実，矢野 雅起，藤谷 太郎（愛媛県立中央病院麻酔科）
集中治療室におけるフットポンプのせん妄リスクの検討
1
岡本 賢太郎 1，川口 剛史 1, 2，片岡 惇 1，内藤 貴基 1，藤谷 茂樹 1, 2，則末 泰博 （1.
東京ベイ浦安市川医療センター集
中治療科，2. 聖マリアンナ医科大学救急医学）
集中治療室内での睡眠自己評価と一般病棟転棟後のせん妄発生についての関連 ─術後患者での検討─
石井 賢造 1，小野 和身 1，日高 秀邦 1，小山 祐介 1，田口 真也 1，岡崎 信樹 1，山下 千明 1，白河 千加子 1，木村 由佳 2，
2
柿原 由佳（1.
福山市民病院麻酔科・がんペインクリニック，2. 福山市民病院中央手術部集中治療室）
小児 ICU 専従理学療法士配置によるリハビリ実施率の向上
壷井 伯彦 1，林 健一郎 1，並木 亮 2，稲元 未来 3，金子 節志 3，江藤 瑞貴 3，福原 由香 3，上久保 毅 2，橋本 圭司 2，中
1
川 聡 （1.
国立成育医療研究センター集中治療科，2. 国立成育医療研究センターリハビリテーション科，3. 国立成
育医療研究センター看護部）

2 月 13 日（土） 15：00 ～ 16：00 CP ポスター会場
ポスター CP 57 保守管理・医療安全①
CP5 7 -1

CP5 7 -2

CP5 7 -3

CP5 7 -4

CP5 7 -5

CP5 7 -6

CP5 8 -3

CP5 8 -4

CP5 8 -5

CP5 8 -6

神戸国際展示場

座長：加藤 啓一（日本赤十字社医療センター麻酔科）
集中治療室における薬剤師による注射薬のルート管理について
3
岩内 大佑 1，岸田 敬子 2，大野 博司（1.
医療法人社団洛和会洛和会音羽病院薬剤部，2. 医療法人社団洛和会洛和会
音羽病院看護部，3. 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 ICU/CCU）
ICU への薬剤師常駐の取り組みと効果
小茂池 潤太，都 弓恵，稲岡 梨乃，小松 義輝，山端 大樹，金城 和美，武士 昌裕（北播磨総合医療センター）
ICU・CCU における薬剤師業務が薬物治療の安全性へ与える影響に関する検討
3
一杉 俊輔 1，四方 公亮 1，加藤 潤一郎 1，長谷川 英雄 1，崎本 聖美 2，岩井 健一 （1.
東京慈恵会医科大学葛飾医療セ
ンター薬剤部，2. 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター看護部，3. 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター麻酔
部）
薬剤熱及び薬剤性肝障害に対する当院での取り組み
3
片岡 優 1，三木 豊和 2, 3，山本 幸治 3，長田 俊彦 3，的井 愛紗 3，原 悠也 3，藤本 善大 3，則本 和伸（1.
淀川キリスト教
病院薬剤部，2. 淀川キリスト教病院集中治療科，3. 淀川キリスト教病院救急科）
集中治療における薬剤師の処方介入データ解析
柴田 啓智，中村 通孝，永野 雅英，高志 賢太郎，坂本 美賀子，具嶋 泰弘，前原 潤一，上杉 英之，西上 和宏，中尾
浩一（済生会熊本病院集中治療室）
当院 ICU 常駐薬剤師による治療計画への関わり
1
河村 隆登 1，伊藤 雄紀 1，和田 絵里香 1，山田 哲也 1，濱本 実也 2，川瀬 正樹 3，鷹見 繁宏（1.
公立陶生病院医療技術
局薬剤部，2. 公立陶生病院看護局，3. 公立陶生病院医局救急部）
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CP5 8 -2

CP ポスター会場

（ポスターＣＰ）

座長：齋藤 憲輝（鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部）
当院 PICU における品質評価指標としての事故抜管の検討
森本 健司，本村 誠，居石 崇志，渡邉 伊知郎，中山 祐子，新津 健裕，齊藤 修，清水 直樹（東京都立小児総合医療
センター救命・集中治療部）
予期せぬ院内死亡症例を抽出するためのアドレナリン使用例の検討
1
服部 潤 1，小池 朋孝 2，森安 恵実 2，黒岩 政之 3，新井 正康 4，浅利 靖 （1.
北里大学医学部救命救急医学，2. 北里大
学病院 RST/RRT 室，3. 北里大学医学部麻酔科学，4. 北里大学医学部付属新世紀医療開発センター）
病院全館停電時の対応
3
後藤 安宣 1，呉原 弘吉 2，沖田 寿一 2，椿 康輔 2，西和田 史子 2，立野 里織 1，川口 竜助 1，安宅 一晃 （1.
市立奈良病
院集中治療部，2. 市立奈良病院麻酔科，3. 奈良県立医科大学医療安全推進室）
ベッドサイドにおける PICC 挿入でのカテーテルの迷入について
岡澤 佑樹，是永 章，川上 大裕，植田 浩司，下薗 崇宏，美馬 裕之，山崎 和夫（神戸市立医療センター中央市民病
院麻酔科）
集中治療領域における末梢静脈挿入型中心静脈カテーテルの位置づけ
2
松島 暁 1，小林 孝臣 1，大林 正和 1，淺田 馨 1，松井 智文 1，松田 直之 （1.
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合
医療センター，2. 名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
集中治療室において苦慮するベットコントロールへの新たなる試み
1
奥 和典 1，高野 洋 2，樋口 慧 1，篠田 威人 1，桑迫 勇登 （1.
昭和大学藤が丘病院麻酔科，2. 昭和大学藤が丘病院集中
治療室）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 58 チーム医療②
CP5 8 -1

神戸国際展示場

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 59 外傷・熱傷
CP5 9 -1
CP5 9 -2

CP5 9 -3

CP5 9 -4
CP5 9 -5
CP5 9 -6

CP ポスター会場

座長：大槻 穣治（東京慈恵会医科大学附属第三病院救急部）
集中治療室の年間外傷患者数の増加は低い外傷死リスクと関連する
白石 淳，大友 康裕（東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター）
不安定型骨盤骨折に対して TAE と内固定を併せることで良好な転帰をとった 1 症例
菅原 一樹，一林 亮，豊田 幸樹年，小泉 雅之，佐藤 大輔，横室 浩樹，吉原 克則，本多 満（東邦大学医療センター
大森病院救命救急センター）
大量輸血を必要とした外傷症例における輸血量の検討
猪熊 孝実，井山 慶大，上木 智博，山野 修平，田島 吾郎，平尾 朋仁，野崎 義宏，山下 和範，田崎 修（長崎大学病
院救命救急センター）
熱傷において手術介入が遅れることの影響
朱 祐珍，瀬尾 龍太郎，有吉 孝一（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター）
重症熱傷後の白血球減少と凝固異常
大須賀 章倫（独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院救急科）
灯油による化学熱傷の 1 例
宗宮 伸弥，小田 裕太，藤野 光洋，狩野 謙一，浜崎 幹久，岡田 信長，大木 伸吾，藤井 雅士，竹下 淳，志馬 伸朗（独
立行政法人国立病院機構京都医療センター）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 60 気道・呼吸・呼吸管理⑨
CP6 0 -1

CP6 0 -2

CP6 0 -3

CP6 0 -4

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

CP6 0 -5
CP6 0 -6

CP6 1 -2

CP6 1 -3
CP6 1 -4
CP6 1 -5

CP6 1 -6

神戸国際展示場

座長：柴田 純平（藤田保健衛生大学麻酔・侵襲制御医学講座）
外傷性気管後面血腫による気管圧排のため気管挿管後にも気道狭窄を来した 1 例
1
千田 康之 1，佐々木 徹 1，大野 雄康 2，伊藤 文人 1，石田 時也 （1.
太田西ノ内病院救命救急センター，2. 福島県立医
科大学救命救急センター）
体外式膜型人工肺 ECMO 補助下に Dumon Y stent を留置し得た気管分岐部狭窄の 1 例
2
鈴木 香菜 1，金内 直樹 1，渡辺 光 1，高森 聡 1，西田 晶子 （1.
日本海総合病院呼吸器外科，2. 日本海総合病院病理診
断科）
喉頭腫瘍による上気道狭窄のため再挿管した急性硬膜下血腫の 1 例
泉 江利子，廣田 誠二，本多 康人，安岡 やよい，藤本 枝里，村上 翼，原 真也，島津 友一，山崎 浩史，西山 謹吾（高
知赤十字病院救急部）
Plastic bronchitis の関与が疑われる気道閉塞が生じ換気困難となった Fontan 循環症例
中森 裕毅，金丸 栄樹，吉河 惇，森島 久仁子，前田 琢磨，亀井 政孝，吉谷 健司，大西 佳彦（国立循環器病研究セ
ンター麻酔科）
気管挿管と抜管に難渋した Morquio 症候群の 1 例
加藤 貴大，原木 俊明，讃岐 美智義，濱田 宏，河本 昌志（広島大学病院麻酔科）
舌根部嚢胞の乳児 2 症例の周術期管理
武智 健一，小西 周，西原 佑，菊池 幸太郎，藤井 園子，萬家 俊博（愛媛大学医学部麻酔・周術期学）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 61 教育・専門医・医療経済
CP6 1 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：中野 実（日本赤十字前橋赤十字病院高度救命救急センター）
武蔵野赤十字病院救命救急センターにおける初期研修医教育の実態と研修について
安達 朋宏，岸原 悠貴，本澤 大志，平山 優，東 秀律，安田 英人，三浪 陽介，原田 尚重，勝見 敦，須崎 紳一郎（武
蔵野赤十字病院救命救急センター）
当館における研修医勉強会の現状と問題点 ～集中治療に興味を持たせるためのシミュレーション教育～
3
藤田 尚宏 1，平原 健司 2，古賀 美佳 3，三溝 慎次 （1.
佐賀県医療センター好生館総合教育研修センター，2. 佐賀県
医療センター好生館救命救急センター，3. 佐賀県医療センター好生館 ICU）
救急・集中治療医学に対する名古屋大学医学部付属病院研修医の解析
日下 琢雅，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
救急集中治療科開設による当院 ICU への影響
中村 利秋（長崎労災病院救急集中治療科）
ICU の増床は可能か？ ─診療報酬面からの検討─
熊谷 謙，三宅 望，窪田 健児，佐藤 由紀，池上 かおり，井ノ上 幸典，広瀬 保夫（新潟市民病院救命救急・循環器病・
脳卒中センター）
Open-ICU における『多職種チーム ICU』のすゝめ
江田 陽一（福岡徳洲会病院救急・集中治療センター）
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2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 62 産婦人科
CP6 2 -1

CP6 2 -2

CP6 2 -3
CP6 2 -4
CP6 2 -5
CP6 2 -6

CP6 3 -2
CP6 3 -3
CP6 3 -4
CP6 3 -5

CP ポスター会場

CP6 4 -4
CP6 4 -5
CP6 4 -6

座長：坪井 英之（大垣市民病院循環器内科）
PCPS，IABP を実施し救命した術中呼吸循環不全を呈した感染性心内膜炎
5
伊敷 聖子 1，安元 浩 2，天願 俊穂 2，仲嶺 洋介 1，中山 泉 3，毛利 英之 3，村上 隆啓 4，依光 たみ枝 （1.
沖縄県立中
部病院麻酔科，2. 沖縄県立中部病院心臓血管外科，3. 沖縄県立中部病院集中治療科，4. 沖縄県立中部病院外科，
5. 沖縄県立八重山病院麻酔科）
VV-ECMO 離脱より抜管を先行した劇症型 A 群 β 溶連菌感染症の一例
大山 慶介，澤野 宏隆，尾北 賢治，大場 次郎，林 靖之，甲斐 達朗（大阪府済生会千里病院千里救命救急センター）
ECMO 脱血不良時の右房内構造物の存在とエコー評価の有用性
1
藤塚 健次 1，中村 光伸 1，林 弘樹 2，宮崎 大 1，高橋 栄治 1，鈴木 裕之 1，小倉 崇以 1，原澤 朋史 （1.
前橋赤十字病院
集中治療科救急科，2. 前橋赤十字病院心臓血管外科）
VA-ECMO の際に逆行性下肢潅流法は下肢虚血を改善するか
星野 耕大，水沼 真理子，川野 恭雅，金山 博成，鈴木 祥子，西田 武司，石倉 宏恭（福岡大学病院救命救急センター）
当院での PCPS 導入基準設定後の実態
磯川 修太郎，田中 裕之，三谷 英範，鈴木 皓佳，遠矢 希，望月 俊明，太谷 典生，石松 伸一（聖路加国際病院）
ECMO（Extracorporeal Membranous Oxygenation）カニュレーションのチーム・トレーニング
5
池山 貴也 1，今井 一徳 1，東 見穂 2，丹羽 雄大 1，亀井 祐介 3，早川 政史 3，伊藤 友弥 4，村山 弘臣 （1.
あいち小児保
健医療総合センター集中治療科，2. あいち小児保健医療総合センター看護部，3. あいち小児保健医療総合セン
ター臨床工学部，4. あいち小児保健医療総合センター救急科，5. あいち小児保健医療総合センター循環器部）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 65 心臓・循環・体液管理⑦
CP6 5 -1

神戸国際展示場

座長：藤田 智（旭川医科大学病院救命救急センター）
ボリュームビューシステムの術中適応 ─腎移植術における有用性─
里見 志帆 1，曽我 朋宏 2，川人 伸次 2，箕田 直治 1，片山 俊子 1，若松 成知 1，久米 克佳 1，堤 保夫 1，田中 克哉 1，北
3
畑 洋（1.
徳島大学麻酔疼痛治療医学分野，2. 徳島大学地域医療人材育成分野，3. 徳島大学歯科麻酔科学分野）
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一 般 演 題

CP6 4 -3

神戸国際展示場
（ポスターＣＰ）

CP6 4 -2

神戸国際展示場

座長：竹内 宗之（大阪府立母子保健総合医療センター）
挿管患者の鎮静コントロールについて当院の現状 ～第一報～
森 智史，石井 直樹（埼玉県立小児医療センター）
小児専門病院 ICU 病棟における鎮静深度スケールの開発
村上 菜穂子，岡本 充好，赤峰 薫，行貝 有希子，永渕 弘之（神奈川県立こども医療センターICU 病棟）
小児術後急性期における疼痛に関する意識調査
小針 里江子，塙 恵子（茨城県立こども病院）
小児専門病院における先天性心疾患術後の離床ケア 第一報 ～離床の現状～
杵塚 美知（地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院）
小児専門病院における先天性心疾患術後の離床ケア 第二報 ～早期離床プロトコールの導入～
杵塚 美知（地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 64 心臓・循環・体液管理⑥
CP6 4 -1

神戸国際展示場

座長：赤松 繁（JA 岐阜厚生連中濃厚生病院麻酔科・集中治療部）
子宮型羊水塞栓により心停止をきたし，産褥早期に低 Na 血症にて発症した Sheehan 症候群の 1 例
岡田 麻美，田中 和東，鹿野 理恵子，由井 淳子，松木 厚，三田 育子，梶谷 耕二，中村 博昭，中本 收（大阪市立総
合医療センター総合周産期母子医療センター産科）
妊娠中に特発性肺動脈性肺高血圧症が顕在化し救命できなかった 1 例
1
松木 悠佳 1，佐上 佑介 2，小畑 友里江 2，斉藤 律子 2，藤林 哲男 2，重見 研司 （1.
福井大学医学部器官制御医学講座
麻酔・蘇生学領域，2. 福井大学医学部附属病院集中治療部）
発症時期の異なる周産期心筋症の 2 例
安本 高規（小牧市民病院）
危機的弛緩出血の一時的な止血にバソプレシン持続静注が奏効した一例
佐藤 慧，松林 麻里，入江 駿，山崎 治幸，尾崎 由佳（独立行政法人国立病院機構東京医療センター麻酔科）
出血量 2 0 0 0 ml 以上の帝王切開術症例の麻酔管理についての後方視的検討
尾崎 由佳，小林 佳郎（独立行政法人国立病院機構東京医療センター麻酔科）
周産期心筋症管理にみる，ICU 常駐医の存在がもたらす変化
土手 尚，植田 秀樹，峯田 健司，渥美 生弘，田中 茂（聖隷浜松病院救急科）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30
ポスター CP 63 小児・新生児③
CP6 3 -1

CP ポスター会場

CP6 5 -2
CP6 5 -3

CP6 5 -4

CP6 5 -5
CP6 5 -6

高度肺動脈狭窄を合併したアラジール症候群患児に対する生体肝移植術の麻酔経験
木村 良平，田中 具治，瀬川 一，福田 和彦（京都大学医学部附属病院麻酔科）
Ross 手術後の Systolic Anterior Motion 発生時の Vector Flow Mapping と Energyloss 評価
1
秋山 浩一 1，木下 真央 1，清水 優 1，濱岡 早枝子 1，加藤 秀哉 1，内藤 慶文 1，板谷 慶一 2，佐和 貞治 （1.
京都府立医
科大学麻酔科学教室，2. 京都府立医科大学心臓血管外科）
多発嚢胞腎に合併した急性大動脈解離の 2 症例
4
松尾 耕一 1，原口 剛 1，望月 大輔 2，藤崎 浩行 3，三高 千惠子 （1.
新東京病院集中治療部，2. 公立学校共済組合関東
中央病院外科，3. 水戸ブレインハートセンター心臓血管外科，4. 順天堂大学医学部麻酔ペインクリニック科）
解離性大動脈瘤 A 型急性期における降圧療法の成績
坪田 誠，池田 知歌子（石川県立中央病院心臓血管外科）
膝窩動脈瘤に合併した急性下肢動脈閉塞症に対し血管内治療で救肢し二期的に外科的根治術を施行した一例
細川 哲，本江 純子，大西 克実，椎貝 勝，武藤 光範（菊名記念病院循環器内科）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 66 腎臓・腎機能・血液浄化②
CP6 6 -1
CP6 6 -2
CP6 6 -3
CP6 6 -4
CP6 6 -5

CP6 6 -6

座長：槇田 徹次（佐世保市立総合病院救急集中治療科）
けいれん重積発作後に急性尿酸性腎症を来した一例
2
中山 泉 1，毛利 英之 1，西岡 典宏 2，耒田 善彦（1.
沖縄県立中部病院集中治療部，2. 沖縄県立中部病院腎臓内科）
MgO（マグミット錠）内服が原因と思われる高 Mg 血症により意識障害に至った 2 症例
町田 紀昭，伊波 寛，宮田 裕史，富山 洋（那覇市立病院麻酔科）
Tolvaptan により限外濾過を回避した末期腎不全による急性肺水腫の 1 例
竹内 庸浩，高田 昌紀（川崎病院循環器内科）
妊娠後期に高トリグリセリド血症を伴う重症急性膵炎を発症した 1 例
榎本 純也，小張 祐介，大邊 寛幸，遠山 昌平，小林 正和，小林 道生，石橋 悟（石巻赤十字病院）
寒冷凝集素症に対し遠心分離を用いて血漿交換を施行した 1 例
齋藤 大輝 1，加藤 真優 1，森田 泰正 1，栢森 健介 2，三科 達三 2，鐘野 勝洋 2，小野田 昌弘 2，横田 朗 2，矢萩 直樹 3，
4
高村 真吾 （1.
千葉市立青葉病院救急集中治療科，2. 千葉市立青葉病院血液内科，3. 千葉市立青葉病院臨床検査科
（輸血部門），4. 千葉市立青葉病院臨床工学科）
中毒性表皮壊死症（TEN）に対して，血液浄化療法をはじめとする集中治療を行った 2 症例
勝田 賢，中村 智之，山添 泰佳，磯部 恵里，川治 崇泰，前田 隆求，早川 聖子，河田 耕太郎，原 嘉孝，西田 修（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）

一 般 演 題

（ポスターＣＰ）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 67 多臓器不全・敗血症③
CP6 7 -1

CP6 7 -2
CP6 7 -3

CP6 7 -4

CP6 7 -5

CP6 7 -6

神戸国際展示場

座長：武山 直志（愛知医科大学救命救急科）
重症敗血症・敗血症性ショック患者の ICU 入室時における心拍数と転帰
畠山 淳司，武居 哲洋，永田 功，藤澤 美智子，山田 広之，藤 雅文，鈴木 健人，伊藤 敏孝（横浜市立みなと赤十字
病院救命救急センター）
敗血症性ショック認識初期 1 0 例の容量負荷 ～経肺熱希釈法による循環管理
鍜冶 有登，山田 元大，白坂 渉，鈴木 慧太郎，薬師寺 泰匡，篠崎 正博（岸和田徳洲会病院救命救急センター）
腹腔内感染症手術後の新規発症 AF（心房細動）に対する治療戦略
浅井 英樹，多田 祐介，高野 啓介，川井 廉之，植山 徹，瓜園 泰之，福島 英賢，中村 達也，奥地 一夫（奈良県立医
科大学高度救命センター）
Intra-Aor tic Balloon Pumping（IABP）により救命し得た Septic cardiomyopathy の 2 例
廣見 太郎 1, 3，問田 千晶 1, 3，加藤 真 1，江口 英人 1，小林 大悟 1，土岐 圭伊子 1，川島 千佳 1，羽柴 克孝 1，六車 崇 1, 3，
3
森村 尚登 1, 2, （1.
横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター，2. 横浜市立大学大学院医学研
究科救急医学，3. 横浜市立大学医学部救急医学教室）
敗血症性ショックに伴う心機能低下症例に IABP による循環補助を行いショック離脱に成功した 1 例
蒲池 正顕，小尾口 邦彦，福井 道彦，加藤 之紀，和田 亨，渡邉 宏樹，宮崎 勇輔，横峯 辰生（大津市民病院救急診
療科集中治療部）
敗血症性ショックに心筋梗塞を合併したものの集学的治療により救命した一例
牟田 宏樹，三戸 正人（社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院救急総合診療部）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 68 中毒・体温異常・悪性症候群③
CP6 8 -1

神戸国際展示場

神戸国際展示場

座長：宮崎 大（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科）
熱中症に対して血管内冷却カテーテルを用いて深部冷却を行った 2 例の検討
湯川 友貴 1，金村 剛宗 1，金子 真由子 1，井上 和茂 1，佐藤 昌太 1，吉岡 早戸 1，岡田 一郎 1，霧生 信明 1，加藤 宏 1，
2
小井土 雄一 （1.
独立行政法人国立病院機構災害医療センター救急救命科，2. 国立病院機構災害医療センター臨
床研究部）
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CP6 8 -2

CP6 8 -3
CP6 8 -4

CP6 8 -5
CP6 8 -6

MRI 拡散強調像で小脳に異常高信号域を認めた重症熱中症の一例
小澤 昌子 1，矢野 徹宏 1，佐藤 ルブナ 1，反町 光太朗 2，鈴木 剛 2，根本 千秋 2，塚田 泰彦 2，伊関 憲 1，田勢 長一郎 1, 2
（1. 福島県立医科大学地域救急医療支援講座，2. 福島県立医科大学医学部救急医療学講座）
集中治療室において緊張性混迷および悪性症候群に対して電気けいれん療法を施行した一例
上田 朝美，鈴木 武志，奥田 淳，鈴木 悠太，森崎 浩（慶応義塾大学医学部麻酔学教室）
悪性症候群を合併した抗 NMDA 受容体抗体陽性脳炎の一例
1
黒田 浩光 1，小渡 貴司 2，堀内 一宏 2，山本 修司 1，赤塚 正幸 1，望月 宏樹 1，佐藤 順一（1.
帯広厚生病院麻酔科，2. 帯
広厚生病院神経内科）
ネオスチグミン臭化物長期内服によるコリン作動性クリーゼの 1 例
大邉 寛幸，小張 祐介，遠山 昌平，小林 正和，小林 道生，石橋 悟（石巻赤十字病院救命救急センター）
ジスチグミン 5 mg 内服開始後 5ヶ月でコリン作動性クリーゼを来した 1 例
恒光 健史，鈴木 崇生，松本 優，野田 健仁，生田 武蔵，堀田 幸造，四宮 真利子，橋本 由貴，吉永 孝之，佐藤 愼一（兵
庫県立尼崎総合医療センター救急集中治療科）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 69 鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑥
CP6 9 -1
CP6 9 -2
CP6 9 -3

CP6 9 -4

CP6 9 -5

座長：西 憲一郎（関西医科大学附属枚方病院総合集中治療部）
開腹下腹部大動脈瘤手術に神経ブロックと持続創部浸潤麻酔の併用で術後鎮痛を行った 5 症例
藤井 靖子，中川 裕一，藤井 文，原 祐子（伊勢赤十字病院麻酔科）
腹部大動脈瘤術後疼痛対策としての腹横筋膜面ブロック応用 第 3 報 ～液性剥離面の時間的変化に関して
1
松下 幹晴 1，長野 ゆり 1，白石 建輔 2，小松 達彦（1.
三豊総合病院麻酔科，2. 舞鶴共済病院麻酔科）
当救命センターにおける急性期リハビリテーションへの取り組み
笠原 道 1，清水 敬樹 1，鈴木 茂利雄 1，荒川 裕貴 1，濱口 純 1，萩原 祥弘 1，光銭 大裕 1，金子 仁 1，三宅 康史 2，小野
1
将平（1.
東京都立多摩総合医療センター，2. 昭和大学救急医学講座）
人工呼吸管理患者における鎮静プロトコル導入の効果
原 悠也 1，矢田 憲孝 2，長田 俊彦 1，的井 愛紗 1，武東 義成 1，石田 丈貴 1，堀 雅俊 1，藤本 善大 1，三木 豊和 1，則本
1
和伸（1.
淀川キリスト教病院救急・集中治療科，2. 奈良医科大学付属病院総合診療科）
中央手術部集中治療室開設後の術後早期離床状況の推移と入院期間との関連
石井 賢造 1，小野 和身 1，日高 秀邦 1，小山 祐介 1，小坂 真子 1，谷本 和香奈 1，片山 明 1，木村 由佳 2，池口 修平 2，
2
大元 未知子（1.
福山市民病院麻酔科・がんペインクリニック，2. 福山市民病院中央手術部集中治療室）

2 月 14 日（日） 9：30 ～ 10：30 CP ポスター会場
ポスター CP 70 保守管理・医療安全②

CP7 0 -3

CP7 0 -4
CP7 0 -5

CP7 0 -6

座長：柳田 国夫（東京医科大学茨城医療センター集中治療部）
超低出生体重児において人工呼吸器が換気停止を起こした一例を経験して ─当院の人工呼吸器管理と課題─
3
鈴木 雄也 1，塚本 学 1，吉田 忍 2，立川 弘孝 （1.
近江八幡市立総合医療センター医療技術部臨床工学技士科，2. 近
江八幡市立総合医療センター小児科，3. 近江八幡市立総合医療センター循環器内科）
ICU における機器ラウンドシステムの導入と今後の課題
2
西原 英輝 1，小森 恵子 1，浦野 哲哉（1.
東海大学医学部付属病院臨床工学技術科，2. 東海大学医学部付属病院呼吸
器内科）
当センターにおける人工呼吸器に関するインシデント分析と今後の対策について
上野山 充 1，橘 健太郎 1，伊藤 優実 1，森本 良平 1，佐藤 伸宏 1，菊池 佳峰 1，木田 博太 1，中村 年宏 1，下田 俊文 1，
2
落合 直子 （1.
大阪府立急性期・総合医療センター臨床工学室，2. 大阪府立急性期・総合医療センター医療安全
室）
医療機器の安全管理における臨床工学技士（CE）の役割
2
井上 義博 1，泉田 拓也 2，久保田 好光（1.
岩手医科大学医学部救急医学，2. 岩手医科大学附属病院臨床工学部）
人工呼吸器の定期メンテナンスの課題と検討
3
新井 篤史 1，中田 早人 1，長谷川 竜馬 1，崎山 貴也 1，藤本 欣史 2，三原 亨 3，串崎 浩行 3，二階 哲朗 （1.
島根大学医
学部附属病院 ME センター，2. 島根大学医学部附属病院心臓血管外科，3. 島根大学医学部附属病院集中治療室）
当院 ICU における DVT 予防装置の使用状況の実態と今後の課題
2
原田 潤平 1，西原 英輝 1，小森 恵子 1，浦野 哲哉 （1.
東海大学医学部付属病院診療技術部臨床工学技術科，2. 東海
大学医学部付属病院呼吸器内科）
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神戸国際展示場
（ポスターＣＰ）

CP7 0 -1

神戸国際展示場

【一般演題（ポスター FP）】
2 月 12 日（金） 奇数演題
2 月 13 日（土） 偶数演題
FP ポスター会場
FP-00 1

FP-00 2

FP-00 3

FP-00 4

FP-00 5
FP-00 6

FP-00 7

FP-00 8

FP-00 9

FP-01 0

一 般 演 題

（ポスターＦＰ）

FP-01 1

FP-01 2
FP-01 3

FP-01 4

FP-01 5
FP-01 6
FP-01 7
FP-01 8

コアタイム（講演時間） 15：00 ～ 16：00
コアタイム（講演時間） 15：00 ～ 16：00

神戸国際展示場

Rapid Response System 導入の試み
戸部 賢，岸田 浩一，日尾 早香，楢原 創，徳江 彩，松岡 宏晃，坂上 浩一，日野原 宏，国元 文生，齋藤 繁（群馬大
学医学部附属病院集中治療部）
Rapid Response System 導入が緊急コールの状況に与えた影響の検討
野村 智久，関井 肇，杉田 学，高見 浩樹，小松 孝行，水野 慶子，三島 健太郎，井上 照大，近藤 彰彦，浅子 英（順
天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科）
当院 Open ICU における一般病棟からの緊急入室患者の検討
3
國原 宏文 1，小松 良平 1，安田 考志 2，趙 崇至 （1.
パナソニック健康保険組合松下記念病院，2. 松下記念病院腎不
全科，3. 松下記念病院麻酔科）
当院における一般病棟から G-ICU へ予定外入室した患者の症例分析
奥田 有紀 1，瀬尾 龍太郎 2，亀井 博紀 3，永田 一真 4，稲岡 佳子 5，山口 優 1，高尾 佳美 1，梅田 みゆき 1，利川 亜弥 1
（1. 神戸市立医療センター中央市民病院救急病棟・救急外来，2. 神戸市立医療センター中央市民病院救急科，
3. 神戸市立医療センター中央市民病院総合診療科，4. 神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器内科，5. 神戸市
立医療センター中央市民病院看護部医療安全管理室）
Apache II Score および Modified Early Warning System（MEWS）を用いた ICU 入室患者の予後予測の検討
高橋 瑞枝，大野 美幸，川野 マキ（潤和会記念病院看護部）
看護師が捉える急変予測のサイン
2
二山 未央 1，吉田 真寿美 1，甘谷 顕一朗 1，黒部 美香 1，浅野 きみ 2，紺家 千津子 （1.
金沢医科大学病院，2. 金沢医
科大学）
当院における院内急変の現状と今後の課題
2
平敷 好史 1，新屋 真弓 1，里井 陽介 1，諸見里 勝 1，普天間 誠 1，清水 孝宏 1，伊波 寛 2，宮田 裕史 （1.
那覇市立病院
集中治療室，2. 那覇市立病院集中治療室麻酔科）
院内急変の現状と急変現場における救急看護師の役割
木村 千穂，堀江 沙矢香，大池 杏実，有元 秀樹，樋口 尚子，川口 なぎさ（大阪市立総合医療センター救命救急セ
ンター）
当院における Rapid Response System 導入前勉強会の効果に関する検討
5
中村 紀子 1，馬場 多恵 1，椹木 愛美 1，泉野 宏貴 2，鈴木 佳奈 2，林 薫 3，平田 渉 4，中野 顯 1, （1.
彦根市立病院 ICU/
CCU 病棟，2. 彦根市立病院看護部，3. 彦根市立病院救急センター，4. 彦根市立病院外科，5. 彦根市立病院循環器
科）
Rapid response system 教育が呼吸数測定頻度に与える影響
4
森安 恵実 1，大谷 尚也 1，小池 朋孝 1，荒井 康夫 2，黒岩 政之 3，新井 正康（1.
北里大学病院集中治療センターRST・
RRT 室，2. 北里大学病院診療情報管理室，3. 北里大学医学部麻酔科学，4. 北里大学医学部附属新世紀医療開発セ
ンター）
Rapid Response System の起動を阻害する因子の検討
2
寺沢 幸洋 1，兼松 友香理 1，丸谷 幸子 1，伊藤 加代子 1，仙頭 佳起 2，平手 博之 2，祖父江 和哉（1.
名古屋市立大学病
院看護部 ICU・PICU・CCU，2. 名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）
神経性食思不振症の治療経過にて Refeeding 症候群による高度肝障害をきたした一例
田中 俊生，神田 潤，中村 俊介，三宅 康史，有賀 徹（昭和大学病院医学部救急医学講座）
亜鉛過剰投与に伴う銅欠乏性貧血が疑われた重症熱傷の 1 例
織田 美紀，山口 順子，平林 茉莉奈，澤田 奈実，小松 智英，桑名 司，小豆畑 丈夫，木下 浩作（日本大学医学部救
急医学系救急集中治療医学分野）
敗血症症例に対するペプタメン AF を用いた経腸栄養の有用性
安田 立 1，白井 邦博 2，山路 文範 1，田中 卓 1，鈴木 浩大 1，池庄司 遥 1，中野 通代 1，吉田 省造 1，豊田 泉 1，小倉 真治 1
（1. 岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター，2. 兵庫医科大学救急災害医学）
片側性反回神経麻痺を伴う，血清アルブミン 1.0g/dL のるいそう患者の治療経験
籏本 恵介（札幌東徳洲会病院救急総合診療部）
当院 HCU における入院時嚥下評価の現状
濱崎 真帆，川名 政実，神戸 智子，柏崎 アン，松本 千香江，福田 幸人（三井記念病院 HCU）
言語聴覚士の早期介入により ICU 抜管患者の経口摂取にもたらす効果
鹿島 秀明，久野 美咲（医誠会医誠会病院）
国際栄養調査，最下位からの脱却：その取り組みと改善点
2
鈴木 知絵 1，小沼 華子 1，金澤 悦子 1，星 拓男 （1.
茨城県立中央病院，2. 筑波大学附属病院茨城県地域臨床教育セ
ンター）
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（ポスターＦＰ）

FP-0 3 4

ECMO 患者における栄養の必要性
都志 明日美 1，坂口 太一 2，林田 晃寛 3，永野 範子 1，平岡 有努 2，中島 康佑 4，鈴木 康太 2，寺坂 美津子 1，宗次 美登
1
理 （1.
社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院看護部，2. 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原
病院心臓血管外科，3. 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院循環器内科，4. 社会医療法人社団十全会
心臓病センター榊原病院臨床工学科）
多職種共同型経腸栄養持続投与プロトコール導入の効果
藤本 晃治，高橋 健二，伊藤 誠（山口県立総合医療センター）
経腸栄養プロトコール導入の試み
大城 和也 1，臼井 雄一 1，神田 奈麿 1，堀木 香里奈 1，兼久 絵里 1，仲間 敏春 1，山内 芳乃 1，宮城 典子 2，安里 美樹 2，
3
玉城 正弘 （1.
社会医療法人友愛会豊見城中央病院看護局，2. 社会医療法人友愛会豊見城中央病院栄養科，3. 社会
医療法人友愛会豊見城中央病院集中治療室専従医）
熱傷患者重症度と栄養開始時間に関する検討
入江 絢香（社会医療法人製鉄記念八幡病院看護部）
鈍的胸部外傷により腹腔内遊離ガスを認めた一例
内田 宗一郎，片山 延哉，塚田 恵，新川 一樹，一本木 邦治，望月 勝徳，高山 浩史，小林 尊志，三山 浩，今村 浩（信
州大学医学部附属病院高度救急救命センター）
腹部刺創症例に対し , MDCT 及び審査腹腔鏡が有用であった一例
高村 卓志 1，安富 淳 2，草塩 公彦 2，松本 正成 2，鈴木 大 2，飯田 文子 2，今村 南海子 2，岡田 奈美 2，森脇 龍太郎 1，
2
宇田川 郁夫（1.
千葉労災病院救急・集中治療部，2. 千葉労災病院外科）
急激な呼吸・循環不全により経皮的心肺補助装置装着を要するも救命できなかった頚髄損傷の 1 例
遠藤 英樹，庄古 知久，漆畑 直，千田 篤（松戸市立病院救命救急センター）
外傷性膵損傷と腕神経叢引き抜き損傷を合併した交通外傷の 1 例
増田 太郎，日宇 宏之，増田 幸子，山田 成美，中道 親昭，高山 隼人（国立病院機構長崎医療センター）
2 0 m の高さからコンクリートに転落して受傷した多発外傷患者の 1 救命例
角谷 隆史，溝渕 有助，石川 友規，進 吉彰，三枝 秀幸，小林 浩之，奥 格，實金 健，福島 臣啓，時岡 宏明（岡山赤
十字病院麻酔科）
当院救命救急センターに搬送された墜落外傷症例の検討
守屋 まり子，上野 恵子，弦切 純也，新井 隆男（東京医科大学八王子医療センター救命救急センター）
外傷性気胸により気管支の圧排を認めた一例
本澤 大志，安達 朋宏，平山 優，東 秀律，安田 英人，三浪 陽介，原 俊輔，原田 尚重，勝見 敦，須崎 紳一郎（武蔵
野赤十字病院救命救急センター）
広範囲熱傷受傷 2 日目に生じた Toxic Shock Syndrome
米田 和弘，大須賀 章倫（JCHO 中京病院）
土砂災害において受傷した開放骨折から早期の緑膿菌敗血症ショックをきたした 1 例
3
佐伯 辰彦 1，板井 純治 2，多田 昌弘 2，竹崎 亨 2，楠 真二 2，山野上 敬夫 2，永松 将吾（1.
獨協医科大学越谷病院救急
医療科，2. 県立広島病院救急科，3. 県立広島病院形成外科）
敗血症に伴う symmetrical peripheral gangrene の 2 例
3
重光 修 1，和田 伸介 1，竹中 隆一 1，石田 健朗 1，吉田 光郎 1，黒澤 慶子 1，上原 幸 2，石井 一誠 （1.
大分大学医学部
附属病院高度救命救急センター，2. 大分大学医学部附属病院形成外科，3. 竹田医師会病院整形外科）
MSSA（Methicillin-Susceptible Staphylococcus Aureus）が起炎菌と考えられる劇症肺炎の一例
1
日根野谷 一 1，吉田 悠紀子 1，福田 直樹 1，那須 敬 1，片山 大輔 2，落合 陽子 1，花崎 元彦 1，片山 浩 （1.
川崎医科大
学麻酔集中治療医学 3，2. 鳥取市立病院麻酔科）
縦隔リンパ節炎穿破から波及した化膿性心外膜炎の 1 例
渡辺 光，高森 聡，金子 昌行，鈴木 香菜，金内 直樹（日本海総合病院呼吸器外科）
当院における心臓外科手術 1 0 4 症例の術後感染の現状
2
江藤 孝史 1，田中 暢 1，鈴木 久人 1，森口 哲也 （1.
医療法人医誠会医誠会病院麻酔科，2. 医療法人医誠会医誠会病
院集中治療科）
当院において治療を行った破傷風患者 8 名の検討
藤本 智子，加藤 道久，福田 靖（徳島赤十字病院麻酔科）
当院で経験した破傷風症例の検討
山谷 立大，服部 潤，神應 知道，竹内 一郎，片岡 祐一，浅利 靖（北里大学医学部救命救急医学）
特発性腸腰筋血腫を併発した破傷風の一例
林 栄里，高橋 功，糟谷 美有紀，伊藤 史生，大菅 健嗣，伊坂 晃，増渕 高照（総合病院国保旭中央病院救急救命科）
出産後にリステリア髄膜炎をきたしたが母児ともに救命しえた抗リン脂質抗体症候群合併 SLE の一例
峯岸 慎太郎 1, 2，杉山 裕美子 3，土田 奈緒美 3，神山 玲光 3，峯岸 薫 3，浜 真麻 3，吉見 竜介 3，桐野 洋平 3，上田 敦久 3，
4
森村 尚登 1, （1.
横浜市立大学附属病院救急部，2. 横浜市立大学大学院医学研究科病態制御内科学，3. 横浜市立大
学大学院医学研究科病態免疫制御内科学，4. 横浜市立大学大学院医学研究科救急医学）
高血糖高浸透圧症候群，両下肢壊疽，敗血症性ショックを主病態として入院した蝿蛆症の一例
1
森田 恭成 1，近藤 貴士郎 1，安藤 諭 2，村田 哲哉 3，鈴木 秀一（1.
国立病院機構名古屋医療センター集中治療科，2. 国
立病院機構名古屋医療センター総合内科，3. 豊橋ハートセンター麻酔科）
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消化器外科手術後に Aeromonas hydrophilia 感染症を発症し急激な経過をたどった 2 症例
尾関 奏子 1，貝沼 関志 1，高橋 英夫 2，鈴木 章悟 1，市川 崇 1，青山 正 1，石田 祐基 1，平井 昂宏 1，林 智子 1，西脇 公俊 1
（1. 名古屋大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生医学講座，2. 名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学）
トラクター外傷の経過中に敗血症性ショックに至った一例
2
安部 香緒里 1，北村 伸哉 1，加古 訓之 1，大谷 俊介 1，大村 拓 1，岡 義人 1，五十嵐 一憲（1.
君津中央病院救急・集中
治療科，2. 諏訪中央病院内科総合診療部）
急性腎盂腎炎を契機に，殿筋の化膿性筋炎及び横紋筋融解症をきたしたと考えられる 1 例
成田 知大，春田 浩一，三宅 章公（静岡県立総合病院高度救命救急センター）
急性呼吸促迫症候群を呈した粟粒結核に両側気胸を発症した 1 例
梨木 洋，宮手 美治（岩手県立中央病院 ICU 科）
健常高齢者に生じた多発外傷後のサイトメガロウイルス（CMV）腸炎の一例
山本 浩大郎 1，村西 謙太郎 1，野島 剛 1，盛實 篤史 2，田村 竜 1，大西 広一 1，大森 貴夫 1，石原 潤子 1，喜多村 泰輔 1
（1. 高知医療センター，2. 檮原病院）
非典型的な一過性の心筋収縮障害を呈した敗血症性ショックの一例
門倉 彩奈，柳 秀高，佐野 正弥，桑野 公輔，真鍋 早季，石原 徹，小松 昌道，小澤 秀樹（東海大学医学部内科学系
総合内科）
リネゾリドによる乳酸アシドーシスにより急速に死の転帰を辿った 1 例
上村 吉生，荒川 立郎，石澤 嶺，木村 隆治，太田 慧，妹尾 聡美，鈴木 亮，尾本 健一郎，菊野 隆明（独立行政法人
国立病院機構東京医療センター救急科）
緑膿菌のカルバペネム感受性率低下に対する当院感染制御チーム（ICT）による取り組み
大槻 郁人（小樽市立病院麻酔科）
集中治療室における開心術患者の嚥下機能評価フローチャートの作成と妥当性の検証
高志武 千賀子 1，松川 綾乃 1，屋良 愛子 1，上原 佳代 1，糸嶺 京子 1，古謝 安子 3，神里 興太 2，照屋 孝二 2，渕上 竜也 2，
2
垣花 学（1.
琉球大学医学部附属病院集中治療室，2. 琉球大学医学部麻酔科学講座，3. 琉球大学医学部保健学科）
鎮静管理における患者の健康意識とは ～見た目の変容に対しての家族の反応と看護師が行った維持的介入～
小山 千桜里，中村 香代，八ッ繁 寛（独立行政法人国立病院機構災害医療センター9 階 ICU）
体外式膜型人工肺（ECMO）を導入した患者への看護実践：現状と今後の課題
亀ヶ谷 泰匡，富岡 靖友，末松 宏美，中村 幸子，細萱 順一，背戸 陽子（日本医科大学付属病院外科系集中治療室）
カテコラミンシリンジ交換による循環動態の変動を最小限にするための取り組み
4
竹内 美穂 1，杉澤 栄 2，仁平 かおり 1，寺田 えり子 3，小林 可奈子 4，高橋 伸二 （1.
筑波大学附属病院看護部小児
ICU，2. 筑波大学附属病院看護部，3. 筑波大学附属病院看護部手術室，4. 筑波大学附属病院麻酔科）
体外式膜型人工肺（ECMO）装着患児の腹臥位看護
牧野 沙織，甲斐 夏江，木村 雅代，宗岡 貴一，賀来 典之（九州大学病院小児救命救急センター）
肺移植の bridge として ECMO 管理を行った患者における看護実践の経験
中山 誠一，大野 綾子，足立 圭，亀ヶ谷 泰匡，細萱 順一，背戸 陽子，鈴木 健一，杉田 慎二，市場 晋吾，竹田 晋浩（日
本医科大学付属病院）
身体抑制を減少させた看護師の意識と行動の分析
佐々木 謙一，松村 千秋（岩手県立中央病院 ICU）
ICU 看護師のポジショニングに対するアセスメントに関する調査
芝田 紀子，坂井 慶子，清田 希世，深津 百合，都築 典子，大西 和彦，中山 和子（JCHO 星ヶ丘医療センター）
自己抜去のリスクに関する HCU 看護師の捉え方
諏訪 早苗，中村 真央，玉木 綾乃，福田 幸人，松本 千香江（社会福祉法人三井記念病院 HCU）
心拍動下冠動脈バイパス術後の術場抜管について
大城 和也 1，永登 諒 1，仲間 敏春 1，亀谷 善太 1，山内 芳乃 1，仲間 康敏 2，田淵 正樹 3，寺田 真也 3，山内 昭彦 3，玉
4
城 正弘 （1.
社会医療法人友愛会豊見城中央病院，2. 社会医療法人友愛会豊見城中央病院呼吸療法室，3. 社会医療
法人友愛会豊見城中央病院心臓血管外科，4. 社会医療法人友愛会豊見城中央病院集中治療室）
NPPV 体験型シミュレーション教育 ～優しい呼吸を目指して～
宮崎 勇輔，小尾口 邦彦，福井 道彦，蒲池 正顕，加藤 之紀，和田 亨，渡邉 宏樹，横峯 辰生（大津市民病院救急診
療科・集中治療部）
新人看護師の育成における ARCS 動機づけモデルの有用性 ～新人看護師に心肺蘇生実践を支援した事例～
天野 裕香，山田 竜太，東 啓子，野手 英明，川出 健嗣，坪内 宏樹（一宮西病院集中治療部）
経皮的気管切開術チェックリストの有用性の検証（第 2 報）
内山 哲平，大城 国男，八木橋 智子，讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター）
VAP バンドル導入に向けての意識調査と今後の課題 ～アクションリサーチ法を用いて～
2
玉城 愛子 1，嘉手苅 美和子 1，石川 由香 1，當山 護剛 （1.
沖縄県立北部病院，2. 沖縄県立南部医療センター・こど
も医療センター）
愛知県集中ケア認定看護師会の活動報告 第 6 報
4
河合 佑亮 1，枡田 ゆかり 2，西嵜 政仁 3，池松 裕子 （1.
藤田保健衛生大学病院看護部 ICU，2. 国立病院機構名古屋
医療センター，3. 藤田保健衛生大学病院看護部総合救命救急センターNCU・CCU，4. 名古屋大学大学院医学系研
究科看護学専攻基礎・臨床看護学講座）
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クリティカルケアにおける中堅・リーダー看護師に対する指導力向上への取り組み
山根 堂代（公立豊岡病院但馬救命救急センターICU）
粟粒結核による ARDS に対し PMX-DHP が有効であった一例
鈴木 祥子，金山 博成，森本 紳一，大蔵 裕子，長島 亮太郎，西田 武司，石倉 宏恭（福岡大学病院救命救急センター）
人工股関節置換術後に発症した呼吸困難に，TACO, 脂肪塞栓 , Sepsis の鑑別を要した COPD 患者の一症例
藤田 治人 1，秋山 容平 1，冨田 真晴 1，秋山 苑生 1，星野 哲也 2，金尾 邦夫 2，大村 和也 2，木村 慎一 2，高橋 宏行 2，
1
佐藤 智行（1.
済生会横浜市東部病院麻酔科，2. 済生会横浜市東部病院集中治療科）
悪性リンパ腫治療中に腫瘍崩壊症候群から ARDS を来した一例
4
小山 友菜 1，戸井田 朋恵 2，安藤 幸吉 1，楠本 耕平 3，眞田 千穂 1，筆田 廣登 1，山内 正憲 （1.
仙台市立病院麻酔科，
2. 石巻赤十字病院麻酔科，3. 宮城こども病院小児科，4. 東北大学大学院医学系研究科麻酔科学・周術期医学分
野）
ARDS をコントロールできなかった生体肝移植術後の 1 例
鷺島 克之，蒲原 英伸，早田 学，山下 淳二，徳永 健太郎，木下 順弘（熊本大学医学部集中治療部）
間質性肺炎の急性増悪に対する治療戦略
今泉 均 1，関根 秀介 1，竹下 裕二 1，長尾 明紘 1，崔 英姫 1，内野 博之 1，升田 好樹 2，巽 博臣 2，吉田 真一郎 2
（1. 東京医科大学麻酔科学分野・集中治療部，2. 札幌医科大学集中治療医学）
名古屋大学病院救急・内科系集中治療室における 3 年間の severe ARDS の解析
東 倫子，日下 琢雅，海野 仁，眞喜志 剛，山本 尚範，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
斜角筋ブロックによる横隔神経麻痺とデスフルランを用いた全身麻酔で術後に再膨張性肺水腫をきたした一例
3
篠田 威人 1，小幡 輝之 1，樋口 慧 1，奥 和典 1，桑迫 勇登 1，高安 弘美 2，釋尾 知春 3，小坂 誠 （1.
昭和大学藤が丘病
院麻酔科，2. 昭和大学藤が丘病院呼吸器内科，3. 昭和大学横浜市北部病院麻酔科）
人工呼吸管理後に新規のテロメラーゼ遺伝子多型を同定できた家族性肺繊維症の妊婦の 1 症例
杉野 繁一，金谷 明浩，山内 正憲（東北大学大学院医学系研究科麻酔科学周術期医学分野）
喉頭異物摘出後の肺水腫の検討
曽我部 拓，高端 恭輔，佐尾山 裕生，石田 健一郎，島原 由美子，家城 洋平，定光 大海（国立病院機構大阪医療セ
ンター救命救急センター）
再膨張性肺水腫による低酸素血症に対し一酸化窒素吸入が有効だった左室補助装置装着患者の 1 症例
1
湊 弘之 1，森山 直樹 1，南 ゆかり 2，仲宗根 正人 1，北川 良憲 1，持田 晋輔 1，稲垣 喜三（1.
鳥取大学医学部医学科麻
酔科，2. 鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部）
てんかん発作後に肺水腫をきたした一例
岩瀬 信哉，出口 善純，幸部 吉郎（久喜総合病院救急科）
食物による窒息を契機として発症した陰圧性肺水腫・肺胞出血の 2 症例
2
高崎 智美 1，稲垣 伸洋 1，徳田 隼人 1，中島 竜太 1，安部 雄治 2，高倉 健 （1.
大分市医師会立アルメイダ病院救急集
中治療科，2. 大分市医師会立アルメイダ病院総合内科）
ASV が有効であった超高齢者の気管気管支狭窄症の 1 例
明星 康裕，太田 圭亮，南 啓介（石川県立中央病院救急科）
気道狭窄を呈した経口気管チューブ，気管切開チューブに起因した声門直下炎症性腫瘍の 1 例
切田 学（加古川西市民病院救急科）
甲状腺穿刺吸引細胞診後に気道狭窄を生じ気管挿管下に保存的治療で軽快した症例
橋本 篤，木下 浩之，赤堀 貴彦，安藤 一雄，藤田 義人，畠山 登，藤原 祥裕（愛知医科大学医学部麻酔科学講座）
気管切開を施行し周術期管理を行った舌癌罹患患児の一例
山長 修，黒田 光朗，山崎 倫子，木山 亮介，前川 俊，若松 拓彦，山中 秀則，進藤 一男（兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター）
大動脈弁輪拡張症術後に術後縦隔血腫のため重篤な気道狭窄をきたした 1 例
大槻 郁人，高桑 一登（小樽市立病院麻酔科）
気管切開術後に両側緊張性気胸となり換気困難を来した 2 症例
若田 竜一，宮崎 嘉也，足立 健彦（田附興風会医学研究所北野病院麻酔科集中治療部）
抜管後の喉頭浮腫に対するアドレナリン・リンデロン希釈液投与の試み
吉田 浩輔，倉田 沙織，中道 嘉，小林 陽介，明石 拓，佐藤 智洋，折田 智彦，山崎 元靖，北野 光秀（恩賜財団済生
会横浜市東部病院救急科）
気道熱傷治療中に気管チューブ閉塞を来し輪状甲状靭帯切開を行った一例
爲廣 一仁，財津 昭憲，島 弘志，瀧 健治（聖マリア病院救命救急センター集中治療科）
急性呼吸不全患者において High-flow nasal cannula が有用であった 2 症例
喜多 理香 1，宮武 秀光 1，藤井 恵美 1，今宿 康彦 2，山根 哲信 1，辻田 靖之 1，田畑 貴久 3，高橋 完 1，萬代 良一 1，江
3
口 豊（1.
滋賀医科大学附属病院救急集中治療部，2. 同麻酔科，3. 同救急集中治療学講座）
急性心筋梗塞に伴う虚血性心不全に対してネーザルハーフローで治療した 1 例
清水 毅洋，二瓶 俊一，清水 智子，金澤 綾子，荒井 秀明，長田 圭司，原山 信也，相原 啓二，蒲地 正幸（産業医科
大学病院集中治療部）
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抜管後にミニトラックとハイフローセラピーを用いて管理した患者の検討
薬師寺 泰匡，白坂 渉，山田 元大，鈴木 慧太郎，鍜冶 有登，篠崎 正博（岸和田徳洲会病院救命救急センター）
当院 ICU における高流量経鼻酸素療法（NHF）の使用状況について
岡本 竜哉，植村 樹，米廣 由紀，仁平 知保，小川 竜徳，深谷 隆史，松田 航，佐々木 亮，野中 千春，木村 昭夫（国
立国際医療研究センター救命救急センター集中治療科）
抜管後呼吸不全の予防において HFNC は NPPV に取って代わるか？
菊池 忠 1，中山 雄二朗 1，高木 誠 1，川野 雄一朗 1，福永 崇 1，尾崎 徹 1，白井 純宏 1，具嶋 泰弘 1，前原 潤一 1，垣花
2
泰之（1.
済生会熊本病院救急総合診療センター，2. 鹿児島大学病院救急・集中治療部）
悪性腫瘍末期患者における高 CO2 血症に対する HFNC 酸素療法の使用経験
松永 裕樹，尾辻 瑞人，中村 景子，小林 亜紀，伊藤 淳，三島 秀樹，片山 康，石川 進，大島 哲（都立墨東病院胸部
血管心臓外科）
Harlequin syndrome に対して Hybrid ECMO を導入した一例
萩原 祥弘 1，清水 敬樹 1，小野 将平 1，鈴木 茂利雄 1，濱口 純 1，荒川 裕貴 1，金子 仁 1，光銭 大裕 1，森川 健太郎 1，
2
三宅 康史（1.
東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2. 昭和大学医学部救急医学講座）
急性呼吸不全における NPPV と High Flow Therapy の比較 ～短期効果についての検討
横山 俊樹，谷口 博之，近藤 康博，木村 智樹，片岡 健介，松田 俊明，寺町 涼（公立陶生病院呼吸器・アレルギー
疾患内科）
PAV ＋が呼吸器離脱時のウィーニングに有用であった肺気腫の 1 症例
大地 史広，梅垣 修，日外 知行，下山 雄一郎，門野 紀子，出口 志保（大阪医科大学附属病院集中治療部）
食物による窒息後に生じた陰圧性肺出血に対し，ECMO を使用し救命した高齢者の一例
石田 健一郎，岩佐 信孝，曽我部 拓，高端 恭輔，佐尾山 裕生，家城 洋平，島原 由美子，定光 大海（独立行政法人
国立病院機構大阪医療センター救命救急センター）
フレイルチェストと皮下気腫を合併した胸部外傷の呼吸管理に APRV が有効であった一例
日高 康太郎，長濱 真澄，越田 智弘，與那覇 哲，矢野 武志，松岡 博史，谷口 正彦，恒吉 勇男（宮崎大学医学部附
属病院麻酔科）
NAVA モードによる人工呼吸中の横隔膜運動監視の 2 症例
福田 幸寛，眞喜志 剛，海野 仁，日下 琢雅，東 倫子，田村 有人，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
慢性呼吸不全患者の上腹部術後に NIV-NAVA にて人工呼吸管理を行った 1 例
1
手賀 丈太 1，平本 有美 1，和田 麻美 2，青野 宏美 2，吉野 淳 1，財津 昭憲 3，藤村 直幸（1.
社会医療法人雪の聖母会聖
マリア病院麻酔科，2. 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院臨床工学部，3. 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病
院集中治療部）
flail chest に対し IRV での呼吸管理が有用であった 1 例
山崎 舞子，佐々木 勝教，藤田 尚，安心院 康彦，池田 弘人，坂本 哲也（帝京大学医学部救急医学講座）
深鎮静患者における補助換気中の一回換気量に関連する因子の後方視的検討
1
古出 萌 1，山下 智範 1，小山 有紀子 1，吉田 健史 2，内山 昭則 1，藤野 裕士（1.
大阪大学医学部附属病院集中治療部，
2. トロント小児病院）
High CPAP/APRV モード管理中の経肺圧：High PEEP 管理中に食道内圧測定は必要か？
1
熊澤 淳史 1，村上 紗羅 1，小畠 久和 1，青柳 健一 2，小原 章敏 （1.
堺市立総合医療センター集中治療科，2. 堺市立総
合医療センター総合内科）
診断に苦慮した腎細胞癌に伴う肺塞栓症の一例
島 望，木田 真紀，米満 尚史，宮本 恭兵，柴田 尚明，田中 真生，島 幸宏，岩崎 安博，加藤 正哉（和歌山県立医科
大学救急・集中治療医学講座）
破傷風の一症例
2
關野 長昭 1，高橋 耕平 2，森 浩介（1.
横浜南共済病院 ICU 室救急科，2. 横浜南共済病院救急科）
鼻出血が原因の出血性ショックに対して動脈塞栓術と人工呼吸器管理を施行した鼻腔内悪性リンパ腫の一例
田崎 哲（宮崎県立宮崎病院集中治療部）
多科連携によって胸腔ドレーン迷入による肺動脈損傷に対しコイル塞栓術にて良好に治療しえた一例
1
高良 祐葵 1，山下 淳 1，大滝 裕香 1，守矢 知永 2，勇内山 大介 2，佐口 徹 2，前田 純一 3，山科 章 （1.
東京医科大学病
院循環器内科，2. 東京医科大学病院放射線科，3. 東京医科大学病院呼吸器外科・甲状腺外科）
上下顎骨切り術後に人工呼吸器関連肺炎をきたした 1 例
内山 史子，伊藤 誠，砂川 将直，福本 剛之，角 千恵子，中村 久美子，田村 尚（山口県立総合医療センター麻酔科）
肺切除術後の気道出血に対し筋弛緩薬を用いた分離肺換気による管理が必要であった症例
清水 智明，北 貴志，林 峰子（大阪警察病院麻酔科）
洞不全症候群を合併した長期フォロー中の先天性中枢性低換気症候群の一例
1
利根澤 慧 1，星野 健司 2，鍵本 聖一（1.
埼玉県立小児医療センター総合診療科，2. 埼玉県立小児医療センター循環
器科）
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腹壁欠損を有する児の呼吸管理における腹帯の有用性
水口 壮一 1, 2，松岡 若利 1, 2，一宮 優子 1, 2，平田 悠一郎 1, 2，賀来 典之 1, 2，牧 盾 3，徳田 賢太郎 3，安田 光宏 1，高田 英
1
俊 2，前原 喜彦（1.
九州大学病院救命救急センター，2. 九州大学大学院成長発達医学分野，3. 九州大学病院集中治
療部）
病的肥満患者の呼吸管理
宮庄 浩司，柏谷 信博，米花 伸彦，大熊 隆明，石橋 直樹，山下 貴宏（福山市民病院救命救急センター）
慢性呼吸不全患者における ICU－AW の検討
2
立川 弘孝 1，青山 武司 （1.
近江八幡市立総合医療センター救命救急センター，2. 近江八幡市立総合医療センター
麻酔科）
術後の肺水腫の評価に肺エコーが有用であった 1 症例
十時 崇彰，矢鳴 智明，岩下 耕平，重松 研二，山浦 健（福岡大学医学部麻酔科学）
当院救命救急センターにおける河川での溺水患者の検討
山路 文範，吉田 省造，鈴木 浩大，池庄司 遥，中島 靖浩，中野 志保，橋本 孝治，加藤 久晶，豊田 泉，小倉 真治（岐
阜大学医学部附属病院高度救命救急センター）
ICU でアセタゾラミドは代謝性アルカローシスを改善させ，人工呼吸器管理を減らすことができるか
真鍋 早季，柳 秀高，桑野 公輔，石原 徹，小松 昌道，小澤 秀樹（東海大学医学部内科学系総合内科）
パルスオキシメーターを利用した呼吸数測定器 Nellcor PM1000N の使用経験
宮内 雅人，吉野 雄大，岩井 健司，松居 亮平，山名 英俊，石井 浩統，横堀 将将将将将 智彦，横田 裕行（日本医科
大学高度救命救急センター）
当院救命センターICU における人工呼吸期間の検討
高野 啓佑，多田 佑一，淺井 英樹，川井 廉之，福島 英賢，奥地 一夫（奈良県立医科大学附属病院高度救命救急セ
ンター）
ICU で行った気管切開の長期的な気管カニューレ抜去率の検討
野村 智子，田村 暢一朗（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院）
病棟看護師が RST（Respirator y Suppor t Team）に期待する活動内容の考察
行元 悦子，松村 京子，宮原 聡子，岩本 好加，島垣 まどか，金 正和，前川 文絵，亀井 靖子，井畑 勝也，福井 威夫（大
阪市立総合医療センターRST
（呼吸サポートチーム））
循環器疾患患者における鎮静覚醒トライアル・自発呼吸トライアルの効果
岡本 直也，七戸 保奈美，片岡 ともみ，天石 好美（医療法人邦友会小田原循環器病院）
抜管後の呼吸管理に難渋した Y グラフト置換術後患者の一例
2
森 一直 1，黒澤 昌洋 1，畠山 登 2，藤原 祥裕（1.
愛知医科大学病院看護部，2. 愛知医科大学麻酔科学講座）
誤嚥性肺炎予防の頭部拳上に対する実態調査 ─効果的な頭部拳上を実践につなげるための関わり─
向井 和樹，植田 美幸（松戸市立病院）
気管挿管患者に対する安全な固定方法マニュアル作成への取り組み
岩崎 まみ，浅田 英美，松本 あゆみ，渡邊 和美（黒部市民病院集中治療棟）
HCU 看護師の呼吸療法に関する意識の向上と統一したケアの提供を目指した取り組み
吉野 由夏，後藤 清華，奥村 美樹，中川 有記，佐藤 和美，三上 淳子（旭川赤十字病院看護部 HCU・救急外来科）
NPPV マスク汚染の現状 ATP 測定器を用いて
2
岸川 源直 1，小田原 真佐代 1，高橋 一臣 1，土谷 真基 1，福井 啓介 1，江田 陽一（1.
福岡徳洲会病院臨床工学科，2. 福
岡徳洲会病院救急・集中治療センター）
NPPV 施行中の Nasal Cannula による EtCO2 のモニタリングの検討
4
道越 淳一 1, 2，宮脇 宏 3，丹生 治司 1，瀬尾 勝弘 3，松本 重清 4，北野 敬明 （1.
小倉記念病院検査技師部工学課，2. 大
分大学大学院医学系研究科，3. 小倉記念病院麻酔科・集中治療部，4. 大分大学麻酔科学講座）
V-V ECMO 管理中に後腹膜血腫を認め，抗凝固療法を中止して管理した一例
1
小山 昌利 1，横山 俊樹 2，川瀬 正樹 3，春田 良雄 （1.
公立陶生病院臨床工学部，2. 公立陶生病院呼吸器アレルギー
疾患内科，3. 公立陶生病院集中治療科）
PSV から PAV へ変更することで炭酸ガスが拡散した 1 症例
勝木 亮介（神戸赤十字病院医療技術部）
当院におけるネブライザ付き酸素吸入装置のトラブル事例
有信 一慶，元石 徹也，檀上 弘樹，西海 創，川村 華奈子，島谷 洋志，西江 和夫（川崎医科大学附属川崎病院 ME セ
ンター）
人工呼吸器離脱困難症例への臨床工学技士の関わり
2
高橋 幸子 1，花隈 淳 1，中井 浩司 1，平手 裕市 （1.
名古屋掖済会病院臨床工学部，2. 中部大学生命健康科学部臨床
工学科）
人工呼吸器ワークショップの診療および教育への効果
1
長谷川 景子 1，山田 紀昭 3，鵜澤 吉宏 1，田中 竜馬 2，金子 教宏 （1.
亀田総合病院，2. Pulmonary and Critical Care
Medicne, LDS Hospital，3. 済生会横浜市東部病院）
当院の過去 5 年間の ICU 在室日数の推移
原茂 明弘，塩田 修玄，大森 敬文，増田 孝広，丸山 史，若林 健二，足立 裕史，中沢 弘一，槇田 浩史（東京医科歯
科大学医学部附属病院集中治療部）
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一地方基幹病院における集中治療専門医資格の取得ペース
辻本 雄太，中塚 峻，山田 尚弘，三田 法子，佐藤 精司，武田 健一郎，瀬尾 伸夫，森野 一真（山形県立救命救急セ
ンター）
集中治療医に必要なメディカルリソースマネジメント MRM スキルの開発
山下 智幸，有賀 徹（昭和大学医学部救急医学講座）
上腕動脈からの出血によるコンパートメント症候群を契機に診断された後天性血友病の一例
鈴木 茂利雄 1，清水 敬樹 1，萩原 祥弘 1，濱口 純 1，小野 将平 1，荒川 裕貴 1，光銭 大裕 1，金子 仁 1，森川 健太郎 1，
2
三宅 康史（1.
東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2. 昭和大学医学部救急医学講座）
食道癌を基礎疾患にもつ，後天性血友病 A を発症した 1 例
石川 愛 1，柳澤 晃広 2，日尾 早香 1，松岡 宏晃 2，坂上 浩一 2，金本 匡史 2，戸部 賢 2，高澤 知規 1，国元 文生 2，齋藤 繁 2
（1. 群馬大学医学部附属病院麻酔科蘇生科，2. 群馬大学医学部附属病院集中治療部）
下肢動脈閉塞に伴う消耗性血小板減少の経過中にヘパリン起因性血小板減少症を来した一例
2
渡邉 慎 1，小尾口 邦彦 2，横峯 辰生 2，宮崎 勇輔 2，渡邉 宏樹 2，加藤 之紀 2，蒲池 正顕 2，福井 道彦 （1.
京都府立医
科大学付属病院救急医療科，2. 大津市民病院救急診療科）
好酸球増多症に心室内血栓を合併した一症例
神山 彩，金本 匡史，神山 治郎，松岡 宏晃，坂上 浩一，柳澤 晃広，戸部 賢，日野原 宏，国元 文生，齋藤 繁（群馬
大学医学部附属病院集中治療部）
DIC をきたした大動脈瘤に遺伝子組み換えトロンボモジュリンが奏功した 1 例
三砂 雅裕，竹内 庸浩，高田 昌紀（川崎病院救急科）
ECMO 管理中に筋肉内出血を認めた一例
白戸 康介，小倉 崇以，中村 光伸，宮崎 大，高橋 栄治，町田 浩志，鈴木 裕之，菊谷 祥博，藤塚 健次，田中 由基子（前
橋赤十字病院集中治療科・救急科）
慢性解離性大動脈瘤の術後トラネキサム酸投与の有用性
日尾野 誠，碓氷 章彦，伊藤 英樹，寺澤 幸枝，藤本 和郎，六鹿 雅登，成田 祐司，阿部 知伸，大島 英揮（名古屋大
学大学院医学系研究科心臓外科学）
リコンビナントトロンボモジュリンを使用した DIC 症例における予後予測因子の検討
渡邉 翠，豊島 歩美，狩野 峻子，小野寺 悠，秋元 亮，小林 忠宏，鈴木 博人，岩渕 雅洋，中根 正樹，川前 金幸（山
形大学医学部附属病院麻酔科）
Septic shock を契機に発見された急性骨髄性白血病の一例
藤田 亮 1，阪本 雄一郎 2，後藤 明子 2，今長谷 尚史 2，八幡 真由子 2，小網 博之 2，三池 徹 2，永嶋 太 2，岩村 高志 2，
2
井上 聡（1.
唐津赤十字病院救急科，2. 佐賀大学医学部附属病院救急科）
骨髄穿刺では診断がつかず，骨髄生検で診断がついた骨髄貪食症候群を伴う，致死的悪性リンパ腫の一例
柳 秀高，小松 昌道，真鍋 早季，桑野 公輔，小澤 秀樹（東海大学総合内科）
ICU に入室した血液疾患の重症化症例の検討
巽 博臣 1，升田 好樹 1，吉田 真一郎 1，片山 洋一 1，数馬 聡 1，高橋 科那子 1，後藤 京子 1，千原 伸也 2，小川 輝之 2，
2
島田 朋和（1.
札幌医科大学医学部集中治療医学，2. 札幌医科大学附属病院臨床工学部）
当センターICU における血液疾患患者の治療成績の検討
竹田 みちる，大橋 祥文，日生下 由紀，園田 俊二，鳥井 直子，菅島 裕美，藤田 泰宣，大川 恵，飯田 裕司，谷上 博信（大
阪府立成人病センター麻酔科）
Surgical Apgar Score（ SAS）を用いた婦人科手術の術後予測
2
出口 志保 1，梅垣 修 2，大地 史広 2，下山 雄一郎 2，日下 裕介 1，門野 紀子 （1.
大阪医科大学麻酔科学教室，2. 大阪
医科大学附属病院集中治療部）
心肺停止蘇生後患者に対する APACHE Ⅱによる評価
三谷 英範，石松 伸一，大谷 典生，望月 俊明，三上 哲，田中 裕之，磯川 修太郎，鈴木 皓佳（聖路加国際病院救命
救急センター）
救急病棟入院後，2 4 時間以内に ICU 入室に至った症例
水 大介，瀬尾 龍太郎，朱 祐珍，有吉 孝一（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター）
Augmented Renal Clearance 発症に関する前向き観察研究（第一報）
森本 紳一，川野 恭雅，金山 博成，星野 耕大，市来 玲子，仲村 佳彦，石倉 宏恭（福岡大学病院救命救急センター）
集中治療医の関与した小児緊急 inter ventional radiology 症例の解析
長谷川 達也，徐 民恵，浅井 明倫，藤掛 数馬，加藤 利奈，伊藤 秀和，宮津 光範，平手 博之，杉浦 健之，祖父江 和哉（名
古屋市立大学麻酔科・集中治療部）
オープン ICU における集中治療科のベッド管理 長期入床者に対する検討
秋本 剛秀，森本 恵理子，横山 順一郎（静岡県立総合病院集中治療科）
小児の重症頭部外傷患者において外科的介入を要した症例の検討
3
近藤 淳 1，山本 和宏 1，大西 聡 1, 2，起塚 庸 1, 2，土居 ゆみ 2, （1.
愛仁会高槻病院小児科，2. 愛仁会高槻病院小児集中
治療科，3. 愛仁会高槻病院麻酔科）
取下げ
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小児急性脳症（けいれん重積型）に対する ICU 治療とレドックス制御
3
畑山 一貴 1，野坂 宜之 1，塚原 紘平 2，クナウプ 絵美里 2，氏家 良人 2，森島 恒雄 （1.
岡山大学病院小児科，2. 岡山
大学病院高度救命救急センター，3. 岡山ろうさい病院）
急性リンパ性白血病の中枢性再発における小児の 1 症例
青山 康，海野 仁，東 倫子，眞喜志 剛，山本 尚範，田村 有人，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古屋
大学医学部附属病院）
小児けいれん重積の予後予測因子の検討
澤田 奈実，伊原 慎吾，桑名 司，山口 順子，小豆畑 丈夫，木下 浩作（日本大学医学部附属板橋病院救急医学系救
急集中治療医学分野）
当院における小児急性脳症の治療の変遷と予後に関する比較検討
三浦 義文，平井 克樹，小原 隆史，市坂 有基，大平 智子，武藤 雄一郎（熊本赤十字病院小児科）
長野県立こども病院における気管切開症例 7 8 例の検討
壹岐 陽一，阿部 世紀，松岡 由子，庄司 康寛（長野県立こども病院麻酔科）
完全社会復帰した小児溺水の一例
三澤 友誉，小澤 昌子，矢野 徹宏，佐藤 ルブナ，反町 光太朗，鈴木 剛，根本 千秋，塚田 泰彦，伊関 憲，田勢 長一郎（福
島県立医科大学附属病院高度救命救急センター）
当院 PICU における ARDS 腹臥位管理の現状
伊東 幸恵，佐藤 光則，小林 匡，伊藤 雄介，菊地 斉，金沢 貴保，川崎 達也（静岡県立こども病院小児集中治療科）
当科における非侵襲的換気療法の施行経験
3
山本 和宏 1，起塚 庸 1, 2，近藤 淳 1，大西 聡 1, 2，土居 ゆみ 2, （1.
高槻病院小児科，2. 高槻病院小児集中治療科，3. 高
槻病院麻酔科）
当施設における 1 3 トリソミー，1 8 トリソミー合併患者の心臓手術の周術期管理
2
岩井 英隆 1，大塚 洋司 1，中村 文人 1，永野 達也 1，多賀 直行 1，竹内 護（1.
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
小児手術・集中治療部，2. 自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座）
芳香族アミノ酸脱炭酸酵素（AADC）欠損症に対する遺伝子治療の術後管理 2 症例の経験
多賀 直行 1，中村 文人 1，岩井 英隆 1，永野 達也 1，大塚 洋司 1，竹内 護 2，宮内 彰彦 3，小島 華林 3，山形 崇倫 3
（1. 自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児手術・集中治療部，2. 自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講
座，3. 自治医科大学小児科学講座）
アデノウイルス腸炎による高度脱水から重篤な循環呼吸不全となったが集学的治療により救命し得た乳児の一例
4
倉敷 達之 1，舩木 一美 2，南 ゆかり 3，藤井 勇雄 1，北川 良憲 2，遠藤 涼 4，稲垣 喜三（1.
鳥取大学医学部附属病院手
術部，2. 鳥取大学医学部附属病院麻酔科，3. 鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部，4. 鳥取大学医学部器官制
御外科学講座麻酔・集中治療医学分野）
Candida albicans 感染に起因するシャント閉塞を来した三尖弁閉鎖症の 1 乳児例
粒良 昌弘，三浦 慎也，中野 諭，濱本 奈央，大崎 真樹（静岡県立こども病院循環器集中治療科）
生後 10 日で新生児乳児消化管アレルギーにより循環血液量減少性ショックおよび急性腎障害を来した 1 症例
2
中村 文人 1，大塚 洋司 1，岩井 英隆 1，永野 達也 1，多賀 直行 1，竹内 護（1.
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
小児手術・集中治療部，2. 自治医科大学麻酔科学・集中治療医学）
メトロニダゾールが奏効した，治療に難渋した急性虫垂炎に伴う汎発性腹膜炎の一例
2
山田 香里 1，林 拓也 1，永渕 弘之（1.
神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター救急診療科，2. 神奈川県
立病院機構神奈川県立こども医療センター集中治療科）
当院 ICU における重症急性膵炎の病態と治療効果に関する後ろ向き検討
矢野 武志，日高 康太郎，長濱 真澄，越田 智広，與那覇 哲，松岡 博史，谷口 正彦，新福 玄二，白阪 哲朗，恒吉 勇男（宮
崎大学医学部附属病院集中治療部）
現在の小児 SIRS 基準の問題点と今後に向けた改善点
峰尾 恵梨，安藤 寿，江波戸 孝輔，緒方 昌平，石井 正浩（北里大学医学部小児科）
下部消化管穿孔でヘリ搬送後，abdominal compar tment syndrome を来した 1 例
荒川 裕貴 1，清水 敬樹 1，鈴木 茂利雄 1，濱口 純 1，萩原 祥弘 1，森川 健太郎 1，落合 健太郎 2，今村 和広 2，三宅 康史 3
（1. 東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2. 東京都立多摩総合医療センター外科，3. 昭和大学医学
部救急医学講座）
大量腹水を認めたアルコール性肝硬変の一例
1
播摩 裕 1，秦 浩一郎 2，佐藤 格夫 1，大鶴 繁 1，下戸 学 1，趙 晃済 1，岡島 英明 2，上本 伸二 2，小池 薫 （1.
京都大学医
学部附属病院初期診療・救急科，2. 京都大学医学部附属病院肝胆膵・移植外科）
診断に難渋した結核性腹膜炎の症例
1
趙 晃済 1，南 丈也 2，大鶴 繁 1，西山 慶 1，佐藤 格夫 1，森 智治 1，齋藤 龍史 1，小池 薫 （1.
京都大学医学部附属病院，
2. 丸太町病院）
広範囲腸管壊死を呈した重症偽膜性腸炎の一例
竹中 隆一，内田 そのえ，吉田 光朗，黒澤 慶子，石田 健朗，塩月 一平，石井 一誠，下村 剛，和田 伸介，重光 修（大
分大学医学部附属病院高度救命救急センター）
上行置換術後 1 4 日目に再解離から大動脈基部破裂をきたした一救命例
野手 英明，鳥居 隼，長谷川 祥子，仲野 実輝，川出 健嗣，高橋 伸二，坪内 宏樹，塚原 郁夫（一宮西病院麻酔科）
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膵頭十二指腸切除後遅発性に起こった膵空腸吻合部の動脈出血に対して経皮的動脈塞栓術を施行し救命した 1 例
広瀬 由和，小川 理（新潟県立中央病院救命救急センター）
高マグネシウム血症が原因と思われる心静止
田中 亜季，小島 明子，佐藤 玲子，南 悦子（松波総合病院麻酔科集中治療部）
複数の薬物で QT 延長症候群が誘発され Torsades de pointes（TdP）となった 1 例
児玉 英一（潤和会記念病院薬剤管理室）
敗血症性ショックに合併した頻脈性心房細動に対してミルリノンとランジオロールの併用が有効であった一例
辻田 靖之 1，宮武 秀光 1，山根 哲信 1，藤井 恵美 1，清水 淳次 1，園田 寛道 2，萬代 良一 1，高橋 完 1，谷 眞至 2，江口 豊 3
（1. 滋賀医科大学救急・集中治療部，2. 滋賀医科大学外科学講座，3. 滋賀医科大学救急集中治療医学講座）
デクスメデトミジンが有効であった心室性不整脈の一症例
服部 一生 1，日下 裕介 2，出口 志保 2，三原 良介 1，大地 史広 1，今川 憲太郎 1，下山 雄一郎 1，門野 紀子 1，日外 知行 1，
1
梅垣 修（1.
大阪医科大学附属病院集中治療部，2. 大阪医科大学麻酔科学教室）
自殺目的のキョウチクトウ服用によるジギタリス様作用に対して救命できなかった一例
1
豊島 千絵 1, 2，鈴木 聡史 2，清水 導臣 2，増茂 功次 2，日下 博文 （1.
関西医科大学附属枚方病院神経内科，2. 大阪府
済生会野江病院救急集中治療科）
心室頻拍・心室細動のトリガーとなる心室性期外収縮に対しランジオロールが有効であった 2 症例
大西 将史，齋藤 友紀雄，石井 絢子，小林 紘生，大滝 裕香，矢崎 義直，山下 淳，里見 和浩，五関 善成，山科 章（東
京医科大学病院循環器内科）
急性冠症候群への PCI 中に生じる超急性ステント血栓症の臨床的危険因子の検討
西畑 庸介，浅野 拓，川松 直人，小松 一貴，中岡 幹彦，水野 篤，三橋 弘嗣，丹羽 公一郎（聖路加国際病院循環器内科）
J 波を有し，低体温療法にて VF storm に陥った急性心筋梗塞の一例
小林 紘生，齋藤 友紀雄，矢崎 義直，五関 善成，山科 章（東京医科大学病院）
水溶性または脂溶性スタチンが急性心筋梗塞患者の PCSK9 値に与える長期影響の差異について
2
嘉嶋 勇一郎 1，今村 浩 1，伊澤 淳 2，新田 憲市 1，池田 宇一 （1.
信州大学医学部救急集中治療医学講座，2. 信州大学
医学部循環器内科）
Bare metal stent 留置患者が手術直後に超遅発性ステント血栓症を発症した 1 例
糸洲 佑介，丸山 崇，雨森 英彦（砂川市立病院）
急性下壁心筋梗塞に心室中隔穿孔を合併した 1 例
清水 智子，入福浜 由奈，原山 信也，金澤 綾子，尾辻 健，荒井 秀明，長田 圭司，二瓶 俊一，相原 啓二，蒲地 正幸（産
業医科大学病院集中治療部）
冠動脈解離の発症に冠攣縮が関与した急性心筋梗塞の 1 例
2
高木 宏治 1，曽根 教子 1，徳山 榮男 1，菊池 有史 1，石原 嗣郎 1，石川 昌弘 1，佐藤 直樹 1，清水 渉 （1.
日本医科大学
武蔵小杉病院循環器内科，2. 日本医科大学附属病院循環器内科）
大動脈弁置換術中に左冠動脈主幹部の冠動脈解離を発症した一例
中尾 謙太，浜川 綾子，石井 久成（天理よろづ相談所病院麻酔科）
救急外来または救急搬送された心筋梗塞患者の検討
三木 靖雄 1，寺島 嗣明 1，渡部 篤史 1，波柴 尉充 1，富野 敦稔 1，青木 瑠里 2，梶田 裕加 1，津田 雅庸 1，井上 保介 2
（1. 愛知医科大学病院高度救命救急センター救命救急科，2. 愛知医科大学地域救急医療学寄付講座）
術後 ICU で心筋梗塞を発症した 2 症例
櫻谷 初奈，佐藤 大三，三高 千惠子，安藤 望，稲田 英一（順天堂大学医学部順天堂医院）
左主幹動脈閉塞による広範急性心筋梗塞にバチルス感染症のコントロールに難渋し救命し得なかった一例
山本 勇輝，嘉嶋 勇一郎，清水 邦彦，三山 浩，新田 憲市，今村 浩（信州大学医学部附属病院高度救急救命センター）
急性心不全の管理に苦慮した慢性関節リウマチ患者の 1 例
宮本 将，後藤 隆司，武藤 渚，青山 文，亀山 実希，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔科集中治療部）
感染性心内膜炎による僧房弁閉鎖不全症，心不全により 6 週間の人工呼吸器管理を継続したが，救命に至った 1 例
森岡 佑太 1，春木 伸太郎 1，吉田 彩乃 1，猪谷 亮介 1，富岡 秀行 2，嵐 弘之 1，南 雄一郎 1，山口 淳一 1，志賀 剛 1，萩
1
原 誠久（1.
東京女子医科大学病院循環器内科，2. 東京女子医科大学病院心臓血管外科）
心腔内血栓の治療方針に難渋した心臓サルコイドーシス症の一例
2
岩崎 陽一 1, 2，渡邉 雅貴 1, 2，小林 正武 1, 2，山下 淳 1，山科 章 1, （1.
東京医科大学循環器内科学分野，2. 東京医科大
学先進的心不全治療医学講座）
心不全の臨床経過と BNP 値の解離が認められた急性心筋炎の一例
北野 鉄平，岡島 正樹，野田 透，越田 嘉尚，佐藤 康次，関 晃裕，相良 明宏，余川 順一郎，蜂谷 聡明，谷口 巧（金
沢大学附属病院集中治療部）
広範囲熱傷に対する 3 回目の術後にたこつぼ心筋症と診断された一例
1
安藤 晃 1，杉山 由紀 1，清水 彩里 1，一本木 邦治 2，今村 浩 2，川真田 樹人（1.
信州大学医学部麻酔蘇生学教室，2. 信
州大学医学部救急集中治療医学教室）
外科的緊急気道確保を契機にたこつぼ型心筋症をきたした 1 例
萬木 真理子，高須 修，下河邉 久陽，金苗 幹典，鍋田 雅和，森田 敏夫，中村 篤雄，宇津 秀晃，山下 典雄，坂本 照夫（久
留米大学病院高度救命救急センター）

－ 152 －

FP-1 9 7

FP-1 9 8

FP-1 9 9

FP-2 0 0
FP-2 0 1

FP-2 0 2
FP-2 0 3

FP-2 0 4

FP-2 0 5

FP-2 0 6

FP-2 0 7

FP-2 0 8
FP-2 0 9

FP-2 1 0

FP-2 1 3

FP-2 1 4
FP-2 1 5

FP-2 1 6

FP-2 1 7

－ 153 －

一 般 演 題

FP-2 1 2

（ポスターＦＰ）

FP-2 1 1

当院で過去 1 年間に ICU 入室した急性大動脈解離患者の管理と転帰
伊藤 淳 1，大西 龍貴 2，松永 裕樹 1，三島 秀樹 1，田邉 孝大 3，黒木 識敬 3，弓場 隆生 3，鈴木 健雄 2，岩間 徹 3，石川 進 1
（1. 都立墨東病院胸部心臓血管外科，2. 都立墨東病院麻酔科，3. 都立墨東病院循環器科）
ショックを呈した消化管穿孔・敗血症を伴う慢性血栓塞栓性肺高血圧症急性増悪を集学的治療で治療し得た一例
嘉澤 脩一郎 1，山下 淳 1，冨士田 康宏 1，荒井 悌子 1，山科 章 1，屋良 美紀 2，勝又 健次 3，粕谷 和彦 3，沼尾 嘉美 4，
5
松原 広己 （1.
東京医科大学病院循環器内科，2. 東京医科大学病院麻酔科，3. 東京医科大学病院消化器外科，4. 関
東中央病院循環器内科，5. 岡山医療センター循環器内科）
外科的治療にて救命しえた急性広範囲型肺塞栓症患者の治療経験
1
石川 紗希 1，中村 教人 2，山本 裕子 1，植松 明美 2，佐久間 貴裕 2，忍田 純哉 （1.
さいたま市立病院麻酔科，2. さい
たま市立病院集中治療科）
急性大動脈解離に伴う全身的炎症反応と肺障害に対するシベレスタットナトリウム早期投与の効果
三島 秀樹，松永 裕樹，片山 康，石川 進，大島 哲（東京都立墨東病院胸部心臓血管外科）
術後患者へのトルバプタン投与による高ナトリウム血症に関する検討
石田 祐基 1，貝沼 関志 2，長谷川 和子 1，平井 昴宏 1，水野 祥子 1，青山 正 1，市川 崇 1，鈴木 章悟 3，高橋 英夫 4，西
3
脇 公俊 （1.
名古屋大学医学部附属病院麻酔科，2. 名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部，3. 名古屋大学大
学院医学系研究科麻酔・蘇生医学講座，4. 名古屋大学大学院医学系研究科救急集中治療医学講座）
機能的片肺状態の患者に対する僧房弁置換術の経験
杉浦 順子，二川 晃一，岡本 慎司，奥田 隆彦（近畿大学医学部奈良病院麻酔科）
集中治療患者における五苓散の体液管理に対する効果
3
赤羽 理也 1，吉田 和寛 2，橋本 賢吾 3，山根 哲信 3，辻田 靖之 3，高橋 完 3，江口 豊（1.
滋賀医科大学医学部附属病院
薬剤部，2. 滋賀医科大学医学部附属病院看護部，3. 滋賀医科大学救急集中治療医学講座）
コロイド製剤の使用に関する研究と専門診療科との関係
足立 裕史，塩田 修玄，原茂 明弘，大森 敬文，増田 孝広，丸山 史，若林 健二，中沢 弘一，槇田 浩史（東京医科歯
科大学医学部附属病院集中治療部）
小児における血管内治療周術期輸液管理の盲点 術野で大量輸液されていた一例
1
橋本 学 1，岡部 宏文 1，藤田 信子 1，青木 和裕 1，長坂 安子 2，片山 正夫 1，岡田 修（1.
学校法人聖路加国際大学聖路
加国際病院麻酔科，2. マサチューセッツ総合病院）
右心不全に対する中心静脈圧を指標とした輸液管理について
2
小原 章敏 1，村上 紗羅 1，熊澤 淳史 1，小畠 久和 1，西村 匡司 （1.
堺市立総合医療センター集中治療科，2. 徳島大学
病院救急集中治療部）
当院における成人 ECMO 症例の検討
三井 誠司 1，井上 美帆 1，田畑 雄一 1，加藤 祐子 1，石井 祥代 1，黄瀬 ひろみ 1，成宮 博理 1，木村 彰夫 1，佐和 貞治 2
（1. 京都府立医科大学附属病院集中治療部，2. 京都府立医科大学附属麻酔科学教室）
腹臥位手術開始後に気づいたアナフィラキシーショックの一例
2
増田 直樹 1，平湯 恒久（1.
戸畑共立病院麻酔科，2. 戸畑共立病院外科）
当院 ECMO 患者の短期転帰についての検討
2
本村 誠 1，新津 健裕 1，居石 崇志 1，渡邉 伊知郎 1，中山 祐子 1，齊藤 修 1，清水 直樹 1，吉田 拓司 （1.
東京都立小児
総合医療センター救命・集中治療部，2. 東京都立小児総合医療センター臨床工学技士室）
敗血症性ショックに対する VA-ECMO の使用経験
番匠谷 友紀，小林 誠人，蕪木 友則，門馬 秀介，岡 和幸，松井 大作，吉岡 崇，前山 博輝，杉野 貴彦，藤崎 修（公
立豊岡病院但馬救命救急センター）
心臓手術後の ECMO 管理における病院間連携についての検討
大森 知恵，杉田 慎二，竹田 晋浩，坂本 篤裕（日本医科大学付属病院麻酔科・ペインクリニック）
肺結核による敗血症性ショックに対して ECMO 管理が必要となった 1 症例
豊田 幸樹年，一林 亮，小泉 雅之，佐藤 大輔，横室 浩樹，吉原 克則，本多 満（東邦大学医療センター大森病院救
命救急センター）
大動脈内バルーンパンピング症例における直線加圧方式非観血的血圧測定の検討
3
藤峯 拓哉 1，齋藤 浩二 2，亀山 良亘 2，吾妻 俊弘 3，江島 豊 3，星 邦彦 2，山内 正憲 （1.
東北大学病院麻酔科，2. 東北
大学病院集中治療部，3. 東北大学医学部医学研究科麻酔科学・周術期医学分野）
衝心脚気に経肺熱希釈法による連続モニタリングを行った 1 例
中島 竜太，稲垣 伸洋，徳田 隼人（大分市医師会立アルメイダ病院救命救急センター）
非手術的治療を受けた急性大動脈解離患者の人工呼吸器装着頻度とその関連因子
江花 英朗，箱崎 貴大，大石 理江子，中野 裕子，五十洲 剛，黒澤 伸，村川 雅洋（福島県立医科大学医学部麻酔科
学講座）
周産期心不全により陽圧呼吸を要した 2 例
三木 豊和，山本 幸司，的井 愛紗，長田 俊彦，堀 雅俊，原 悠也，藤本 善大，則本 和伸（淀川キリスト教病院救急・
集中治療科）
当院における循環動態モニターのこれまでの推移と現状
3
小倉 健 1，長見 英治 1，山内 雅人 2，高村 卓志 3，伊良部 真一郎 3，森脇 龍太郎 （1.
独立行政法人労働者健康福祉機
構千葉労災病院臨床工学部，2. 同循環器内科，3. 同救急・集中治療部）
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胸部大動脈ステントグラフト内挿術後に合併した敗血症性ショックの 1 例
山中 光昭，三木 隆弘，二藤部 英治，古川 エミ，関根 玲子，江口 友英，辻 一宗，岡本 一彦（日本大学病院臨床工学室）
PCPS を用いて救命できた 1 症例の経験
仲地 勝弘，宮城 翔太，古謝 竜太，森山 めぐみ，上 恵理子，渡慶次 賀博，永井 優子，翁長 朝浩，西島 功，伊波 潔（医
療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院集中治療部）
心筋保護液ミオテクター Rの有用性（院内調剤 St.Thomas 第 2 液との比較検討）
吉沢 崇 1，竹内 均 1，小林 涼 1，高橋 美帆 1，山口 智也 1，芳賀 拓 1，飯塚 宏 1，水口 紀隆 1，大竹 一信 2，榎本 栄 3
（1. 岡村記念病院 ME 科，2. 岡村記念病院麻酔科，3. 岡村記念病院心臓血管外科）
IVR-CT 導入による E-CPR 施行への影響
2
砂原 翔吾 1，森本 良平 1，佐藤 伸宏 1，菊池 佳峰 1，上野山 充 1，木田 博太 1，木口 雄之 2，藤見 聡（1.
大阪府立急性期・
総合医療センター臨床工学室，2. 大阪府立急性期・総合医療センター高度救命救急センター）
動画を含めた ECMO 回路交換マニュアルの作成と交換実施後の改訂
坂口 祥章，今泉 力也，石井 真佐隆，松本 健一，鮫島 麻子，岡本 遼，小林 利道，芝田 正道，川名 由浩（東京女子
医科大学東医療センター臨床工学部）
当院における重症心不全チームの立ち上げについて
中島 康佑 1，林田 晃寛 2，平岡 有努 3，門田 啓 4，奥村 佳史 6，斎藤 和也 5，田村 幸二 4，浮森 佐知子 4，三宅 孝子 4，
3
坂口 太一 （1.
心臓病センター榊原病院臨床工学科，2. 心臓病センター榊原病院循環器内科，3. 心臓病センター榊
原病院心臓血管外科，4. 心臓病センター榊原病院看護師，5. 心臓病センター榊原病院理学療法士，6. 心臓病セン
ター榊原病院薬剤師）
千葉労災病院における ECMO 小経験報告
長見 英治 1，久我 洋志 1，小倉 健 1，堀川 俊之介 1，岡崎 徹 1，山口 友生 1，高村 卓志 2，伊良部 真一郎 2，森脇 龍太郎 2
（1. 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院臨床工学部，2. 同救急・集中治療部）
当院における心肺停止蘇生後患者の予後と来院早期採血データとの関連
宮武 秀光 1，水野 隆芳 2，北村 直美 1，山根 哲信 1，藤野 和典 3，辻田 靖之 1，田畑 貴久 2，高橋 完 1，松村 一弘 4，江
2
口 豊 （1.
滋賀医科大学医学部集中治療部，2. 滋賀医科大学医学部麻酔学講座，3. 滋賀医科大学医学部救急集中治
療医学講座，4. 滋賀医科大学医学部家庭医療講座）
数学的呼吸モデルにおける酸素運搬量クリティカル曲線
3
野瀬 浩文 1，北村 俊治 1，奥田 純 1，山口 展弘 1，前島 英恵 2，谷口 英喜 （1.
横須賀市立市民病院麻酔科，2. 済生会
横浜市南部病院麻酔科，3. 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）
血栓溶解療法後の胸骨圧迫で腹腔内出血を起こした肺血栓塞栓症
高見 浩樹，浅子 英，井上 照大，近藤 彰彦，三島 健太郎，水野 慶子，小松 孝行，関井 肇，野村 智久，杉田 学（順
天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科）
Torsade de Pointes による反復する VF に対して硫酸マグネシウムと tPM で治療した食道癌術後敗血症の 1 症例
佐藤 聡子，今泉 均，関根 秀介，小山 杏奈，崔 英姫，荻原 幸彦，金子 恒樹，斎木 巌，内野 博之（東京医科大学麻
酔科学分野）
肺塞栓症による心肺停止において，血栓溶解療法を導入し，後遺症なく救命できた 1 症例
小寺 厚志（長崎みなとメディカルセンター市民病院集中治療科）
急性腎不全を伴う蘇生後脳症に対し CHDF を施行しながら軽度低体温療法を施行した一症例
2
加藤 弘美 1，川島 信吾 1，御室 総一郎 2，小幡 由佳子 1，土井 松幸 1，中島 芳樹 （1.
浜松医科大学医学部附属病院集
中治療部，2. 浜松医科大学麻酔・蘇生学講座）
頸椎症手術直後に発症した椎骨脳底動脈の梗塞の一例
1
玉井 謙次 1，阿野 正樹 2，鯉沼 俊貴 1，小山 寛介 1，和田 政彦 1，島 惇 1，室野井 智博 3，竹内 護 1，布宮 伸 （1.
自治医
科大学麻酔科学・集中治療医学講座，2. 済生会宇都宮病院集中治療科，3. 上都賀総合病院）
術後一過性脳梗塞症状を呈した，冠動脈大動脈バイパス手術の考察
平松 拓也，市原 利彦，川瀬 正樹，中島 義仁（公立陶生病院救急救命センター）
めまいを主訴とし初回 MRI 拡散強調画像での早期診断が困難であった脳幹梗塞の一例
2
松田 知之 1，山根 毅郎 2，森下 洋子（1.
第二岡本総合病院救急集中治療部，2. 第二岡本総合病院麻酔科）
右内頚動脈 - 後交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血 day3 に小脳脳幹梗塞を呈した 1 例
吉川 陽文，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大学病院集中治療部）
甲状腺クリーゼによる心停止後に遅発性意識障害を起こした 1 例
山下 貴弘，宮庄 浩司，柏谷 信博，米花 伸彦，大熊 隆明，石橋 直樹（福山市民病院救命救急センター）
当院 ICU 入院となった若年者脳出血患者の対応を考える
佐久田 豊，山内 昌喜，伊良波 禎，城間 政尚，沖山 光則，佐久川 慶（沖縄協同病院集中治療室）
発作性交感神経機能亢進（PSH; paroxysmal sympathetic hyperactivity）：その臨床像と管理
永井 友梨，土手 尚，植田 秀樹，峯田 健司，諏訪 大八郎，渥美 生弘，田中 茂（総合病院聖隷浜松病院救急科）
Salmonella enteritidis による体位変換時に生じる意識障害の一例
1
日下 琢雅 1, 2，千田 譲 2，徳山 秀樹 2，松田 直之（1.
名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野，2. 小
牧市民病院）
カルバマゼピンによる低 Na 血症が原因と考えられた下肢脱力発作の一症例
1
成尾 浩明 1，立山 真吾 2，中村 禎志 2，濱川 俊朗（1.
潤和会記念病院集中治療部，2. 潤和会記念病院麻酔科）
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可逆性後頭葉白質脳症（PRES），腎不全を合併した高血圧緊急症の一例
重城 未央子，柏浦 正広，田邉 孝大，杉山 和宏，明石 暁子，濱邊 祐一（東京都立墨東病院救命救急センター）
複数診療科が関与する脊椎外傷治療の連携
3
岩瀬 正顕 1，中森 靖 2，齋藤 福樹 2，早川 航一 2，和田 大樹 2，岩村 拡 2，北元 健 1，鍬方 安行 2，淺井 昭雄 （1.
関西医
科大学附属滝井病院救命救急センター，2. 関西医科大学救急医学講座，3. 関西医科大学脳神経外科学講座）
偏食に伴う栄養障害に起因したと思われた橋中心髄鞘崩壊症（Central Potine Myelinolysis : CPM）の一例
宮副 祥一，松平 宗典，槇田 徹次（佐世保市立総合病院救急集中治療科）
中枢神経疾患の治療中に Critical Illness Polyneuropathy/Myopathy を発症した 2 症例
1
武信 洋平 1，石井 暁 1, 2，堀川 恭平 3, 4，荻野 英治 3，西村 真樹 3，滝 和郎 3，宮本 享 （1.
京都大学大学院医学研究科
脳神経外科学，2. 小倉記念病院脳神経外科，3. 康生会武田病院脳神経外科，4. 天理よろづ病院脳神経外科）
脳機能モニタ（NicoletOne TM）を用いて癌性髄膜炎による痙攣重積発作の痙攣コントロールを行った 1 例
落合 香苗，世良 俊樹，森下 幸治，大友 康裕（東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター）
「診断がついている」患者が抱えるリスク…入院時検査で偶然発見された致死的疾患の合併症例
近藤 司，田口 瑞希，都築 誠一郎，多和田 哲郎，日比野 将也，神宮司 成広，植西 憲達（藤田保健衛生大学医学部
救急総合内科）
Regional Saturation of Oxygen（rSO2）が下降性縦隔炎を併発した頚部膿瘍の循環の評価の一助となった症例
玉井 謙次，島 惇，竹内 護（自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座）
髄液検査では診断し得なかった，くも膜下膿瘍を伴う侵襲性肺炎球菌感染症の 1 例
菅原 久徳，松田 兼一，森口 武史，針井 則一，後藤 順子，柳沢 政彦，原田 大希，高三野 淳一，吉野 匠，河野 洋介（山
梨大学医学部救急集中治療医学講座）
星状神経節ブロックを用いた老人性認知症治療の途中経過
2
岡部 廣直 1，中嶋 保則 1，兒玉 謙次（1.
医療法人社団廣徳会岡部病院，2. 佐賀県医療センター好生館）
1 0 0 km ウォークを契機に発症した横紋筋融解症で急性腎機能障害を生じた 1 例
1
三浦 正善 1，三野 大地 1，前田 穰 1，吉村 真一郎 2，竹内 広幸 2，下里 アキヒカリ 2，西中 徳治（1.
健和会大手町病院
救急科，2. 健和会大手町病院麻酔科）
バスキュラーアクセスカテーテルを左下大静脈へ挿入した一例
青山 文，上野原 淳，田窪 一誠，松本 森作，寺田 統子，宮本 将，上原 健司，鷹取 誠（広島市立広島市民病院）
意識障害の改善に High Per formance HDF が有効であった劇症肝炎の 1 例
藤本 枝里 1，安岡 やよい 1，村上 翼 1，廣田 誠二 1，原 真也 1，島津 友一 1，山崎 浩史 1，西山 謹吾 1，佐々木 紫織 2，
2
岩村 伸一（1.
高知赤十字病院救命救急センター，2. 高知赤十字病院消化器内科）
低腎機能を合併する冠動脈バイパス手術におけるクロール値の影響
岡田 修，片山 正夫，宮坂 勝之，青木 和裕，橋本 学，藤田 信子，篠浦 央，岡部 宏文，篠田 麻衣子，秋山 類（聖路
加国際病院麻酔科集中治療室）
敗血症性ショックに対する PMX-DHP の開始時期の検討
田中 智基 1，宮武 秀光 1，水野 隆芳 2，今宿 康彦 2，山根 哲信 1，藤野 和典 3，辻田 靖之 1，田畑 貴久 3，高橋 完 1，江
3
口 豊（1.
滋賀医科大学救急・集中治療部，2. 滋賀医科大学麻酔科，3. 滋賀医科大学救急・集中治療学講座）
敗血症性急性腎障害患者における持続的血液濾過透析の血液浄化量と予後の検討
2
眞弓 健吾 1，土井 研人 2，山下 徹志 1，野入 英世 3，南学 正臣 1，矢作 直樹 （1.
東京大学医学部附属病院腎臓・内分
泌内科，2. 東京大学医学部附属病院集中治療部，3. 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部）
敗血症ショックに対して PMX-HP に直列回路で繋いだ CRR T 膜の検討（～ AN69ST 膜と PMMA 膜～）
安達 普至，鶴 昌太，生塩 典敬，太田黒 崇伸，竪 良太，臼元 典子，鮎川 勝彦（飯塚病院集中治療部）
ICU における敗血症患者への血液浄化療法について
越田 嘉尚，岡島 正樹，野田 透，佐藤 康次，関 晃裕，相良 明宏，北野 鉄平，余川 順一郎，中村 美穂，谷口 巧（金
沢大学病院集中治療部）
AN6 9 ST 膜を用いた CHDF により救命しえた劇症型肺炎球菌感染症の一例
中川 惟，奥山 学，五十嵐 季子，中永 士師明（秋田大学医学部附属病院）
冠動脈バイパス術後 3 日目に発症した緑膿菌敗血症・ARDS に対して AN69ST 膜による血液浄化療法が奏功した一例
西島 功，宮城 翔太，古謝 竜太，渡慶次 賀博，永井 優子，翁長 朝浩，仲地 勝弘，森山 めぐみ，上 恵美子，伊波 潔（医
療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院集中治療部）
重症敗血症患者における SepXiris（AN6 9 ST）とヘモフィール CH1.8W（PMMA）の臨床使用経験とライフタイムの比較
原 嘉孝 1，早川 聖子 1，新美 太祐 2，若子 尚子 1，竹田 彩香 1，川治 崇泰 1，高木 沙央里 1，柳 明男 1，山下 千鶴 1，西
1
田 修（1.
藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座，2. 公立西知多総合病院集中治療部・麻酔科）
AN69 ST 膜使用により敗血症性ショックからの早期離脱に成功した症例
宮崎 恵美子，七松 恭子，山本 豊，横田 美幸（がん研有明病院）
非カフ型バスキュラーアクセスカテーテルにおける脱血不良に関する検討
椋本 匡俊，根岸 美和，橘 慎也，濱津 宏太，濱田 直弥，加藤 大三，大畑 雄咲，高橋 俊樹（大阪警察病院医療技術
部臨床工学科）
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メシル酸ナファモスタットを使用した持続的腎代替療法における回路内活性化凝固時間と透析膜寿命との関連
4
巻野 将平 1，北 博志 2，宮武 祐士 3，久保田 健太 1，江木 盛時 1，溝渕 知司（1.
神戸大学医学部附属病院麻酔科，2. 神
戸大学医学部附属病院臨床工学部門，3. 神戸大学大学院医学研究科麻酔科学分野，4. 神戸大学大学院医学研究科
外科系講座麻酔科学分野）
上部消化管穿孔性腹膜炎手術後のエンドトキシン吸着療法で呼吸停止を来たした CKD 患者の 1 症例
2
灰原 博子 1，中田 充生 1，中山 和也 1，桐田 泰江 2，青木 彰 3，速水 弘 （1.
一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南
病院臨床工学室，2. 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院麻酔科，3. 名取病院）
ACH-Σ の改良版 Σ ソフトによる洗浄方式の検討
2
清水 弘太 1，石川 隆志 1，西田 修 （1.
藤田保健衛生大学病院 ME 管理室，2. 藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制
御麻酔医学講座）
CRR T における抗凝固剤と治療時間の後方視的検討
小橋 秀一，畑林 絵梨香（八戸市立市民病院臨床工学科）
無抗凝固による腎代替療法の施行状況：単施設後方視記述的観察研究
2
関根 広介 1，山本 良平 2，野木 一孝 2，南 三郎 2，佐藤 明 2，軽米 寿之 2，笹野 幹雄 2，林 淑朗 （1.
亀田総合病院医療
技術部 ME 室，2. 亀田総合病院集中治療科）
AN6 9 ST 膜による CHDF が有用であったと考えられる toxic shock syndrome の一例
5
橋本 圭司 1，庄田 恵子 2，坂平 英樹 3，吉田 剛 4，渡海 裕文 （1.
兵庫県立淡路医療センターME センター，2. 兵庫県
立淡路医療センター看護部 ICU，3. 兵庫県立淡路医療センター外科，4. 兵庫県立淡路医療センター救命救急セン
ター，5. 兵庫県立淡路医療センター麻酔科）
当院における CBP 血液回路内凝固の検討
佐藤 由利，星野 春奈，野田 明里，倉島 直樹（東京医科歯科大学医学部附属病院 ME センター）
開胸術後に縦隔洞炎を発症した 1 症例へのリハビリテーションの有効性
2
久保 貴嗣 1，野中 利道 （1.
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院リハビリセンター，2. 独立行政法人地域
医療機能推進機構中京病院心臓血管外科）
東海 CHDF 技術検討会が行っているアンケート調査から見えてくる各施設の CBP 施行条件や管理の方法
8
開 正宏 1，中前 健二 2，岩田 英城 3，高岡 伸次 4，加藤 博久 5，足立 光生 6，西分 和也 7，神戸 幸司 （1.
名古屋第一赤
十字病院医療技術部臨床工学技術課，2. 豊田厚生病院臨床工学技術科，3. 三重大学医学部附属病院臨床工学部，
4. 聖隷浜松病院臨床工学室，5. 公立陶生病院血液浄化療法部，6. 松波総合病院臨床工学科，7. 岡崎市民病院臨床
工学室，8. 小牧市民病院臨床工学科）
救急 ICU に入院した高齢患者の年代別リハビリテーションの進行状況
2
沖 圭祐 1，川田 稔 1，下雅意 崇亨 1，福岡 敏雄 （1.
倉敷中央病院リハビリテーション部，2. 倉敷中央病院総合診療
科・救命救急センター）
重症破傷風に対して急性期理学療法を実施した 1 症例
3
遠山 真吾 1，武田 陽平 1，戸梶 慎也 1，山崎 優 1，松村 雅史 1，辻 和也 2，西山 謹吾（1.
高知赤十字病院リハビリテー
ション科，2. 高知赤十字病院糖尿病腎臓内科，3. 高知赤十字病院救命救急センター・救急部）
気管内挿管中に端坐位練習が可能であった 5 例からみた当院における早期リハビリテーション取組みへの課題
3
大西 伸悟 1，切田 学 2，木下 直彦 （1.
加古川東市民病院リハビリテーション室，2. 加古川西市民病院救急科，3. 加
古川東市民病院看護部）
早期離床における慣例の影響 ～理学療法士の早期離床について～
岡本 健佑，西村 真人，根来 政徳（大阪労災病院中央リハビリテーション部）
補助人工心臓装着術後に重度の骨格筋萎縮を呈して理学療法に難渋した劇症型心筋炎の 1 例
4
森本 陽介 1，小柳 亮 2，関野 元裕 3，神津 玲 （1.
長崎大学病院リハビリテーション部，2. 長崎大学病院 ME 機器セ
ンター，3. 長崎大学病院集中治療部，4. 長崎大学大学院内部障害リハビリテーション学分野）
フォンタン型手術後患者における ICU-AW の発症状況とその特徴について
2
熊丸 めぐみ 1，下山 伸哉 2，宮本 隆司 3，小林 富男 （1.
群馬県立小児医療センターリハビリテーション課，2. 群馬
県立小児医療センター循環器科，3. 群馬県立小児医療センター心臓血管外科）
ICU における人工呼吸器患者に対し，離床段階に応じて病前の日課を取り入れた作業療法
5
河手 武 1，益満 美寿 2，児島 範明 3，柴田 宗征 4，新井 祐介 （1.
新小文字病院リハビリテーション科，2. 熊本保健科
学大学リハビリテーション学科，3. 関西電力病院リハビリテーション科，4. 新小文字病院外科，5. 新小文字病院
看護部）
筋弛緩剤を使用し人工呼吸管理を行った術後敗血症性ショック・腹部コンパートメント症候群の一例
4
高崎 裕介 1，野中 沙恵 1，仲本 昂平 1，佐藤 英博 2，平湯 恒久 2，白土 奈央 3，増田 直樹（1.
社会医療法人共愛会戸畑
共立病院リハビリテーション科，2. 社会医療法人共愛会戸畑共立病院外科，3. 社会医療法人共愛会戸畑共立病院
集中治療室看護部，4. 社会医療法人共愛会戸畑共立病院麻酔科）
Total Lift Bed の安全性と効率化に関する 4 症例の使用経験
3
喜納 俊介 1，宮平 宗勝 2，井村 久美子 3，芹田 晃道 （1.
中頭病院リハビリテーション部作業療法部門，2. まつだク
リニック，3. 中頭病院看護部）
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持続血液透析濾過法（CHDF）管理中の早期離床が可能であった症例を経験して
3
野中 沙恵 1，佐藤 英博 2，平湯 恒久 2，仲本 昂平 1，高崎 裕介 1，白土 奈央 （1.
社会医療法人共愛会戸畑共立病院リ
ハビリテーション科，2. 社会医療法人共愛会戸畑共立病院外科，3. 社会医療法人共愛会戸畑共立病院集中治療室
看護部）
集中治療を要した消化管穿孔症例の検討 ─上部と下部で違いはあるのか─
2
是永 章 1，辻本 登志英 2，小谷 祐樹 2，亀井 純 2，山田 裕樹 2，千代 孝夫 （1.
神戸市立医療センター中央市民病院麻
酔科，2. 日本赤十字社和歌山医療センター集中治療部）
食道穿孔を含む消化管穿孔を短期間に 2 度発症したが，集学的治療が奏功した 1 例
小松崎 崇 1，冨田 真晴 1，秋山 容平 1，秋山 苑生 1，明石 卓 2，清水 正幸 2，小林 陽介 2，山崎 元靖 2，高橋 宏行 3，佐
1
藤 智行 （1.
済生会横浜市東部病院麻酔科，2. 済生会横浜市東部病院救急科，3. 済生会横浜市東部病院集中治療
科）
劇症肝炎が疑われた重症肺炎球菌性肺炎の 1 例
市川 通太郎，武井 隼人，神頭 定彦（飯田市立病院救急科）
施設間連携により救命した胃穿孔から敗血症性ショックに至った小児の一例
余湖 直紀 1, 3，古谷 良輔 1, 3，六車 崇 2, 3，問田 千晶 2, 3，篠原 真史 2, 3，宮崎 弘志 1，岩下 眞之 1, 3，望月 聡之 1，大塚 剛 1, 3，
3
森村 尚登 1, （1.
国立病院機構横浜医療センター救急科，2. 横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急
センター，3. 横浜市立大学医学部救急医学教室）
大量喀血により急速な経過で死に至った，市中発症劇症型 Bacillus cereus 肺炎の一症例
上田 和典 1，石田 亮介 1，北野 忠志 2，佐藤 弘樹 1，石飛 奈津子 1，川上 潮 1，森 浩一 1，新納 教男 1，山森 祐治 1，松
1
原 康博（1.
島根県立中央病院救命救急科，2. 島根県立中央病院集中治療科）
脾臓低形成に発症した劇症型肺炎球菌感染症による Waterhouse-Friderichsen 症候群の 1 例
江森 一雅，竹内 庸浩，曽根田 純一（神戸徳州会病院心臓血管外科）
中毒性表皮壊死症の一例
田中 義人，鶴見 由季，稲坂 優，伊藤 有美，小寺 雅也（中京病院皮膚科）
敗血症性ショックを伴った水疱性類天疱瘡の 3 例
村田 健介，井上 貴昭，大野 孝則，末吉 孝一郎，角 由佳，松田 繁，岡本 健，田中 裕（順天堂大学医学部附属浦安
病院救急診療科）
Viridans Streptococcus による電撃性紫斑病の 1 例
中川 弘大，桑原 正篤，小林 敦子（宝塚市立病院）
Toxic shock syndrome を合併した重症 A 群溶連菌肺炎に対し集学的治療を行い救命し得た一例
下稲葉 みどり，中村 造（東京医科大学病院感染症科感染制御部）
降下性壊死性縦隔炎により敗血症性ショックをきたした一例
小野 富士恵，柏 健一郎，木村 康宏，七尾 大観，赤川 玄樹，藤本 潤一，西澤 英雄（横浜労災病院集中治療部）
肺炎桿菌による急性感染性電撃性紫斑病の一例
賀川 哲夫，伊原 慎吾，堀 智志，桑名 司，小豆畑 丈夫，木下 浩作（日本大学救急医学系救急集中治療医学分野）
敗血症管理の教訓：難治性神経疾患の感染症管理の一症例
福田 幸寛，眞喜志 剛，海野 仁，日下 琢雅，東 倫子，田村 有人，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
パーキンソン病を基盤とした敗血症性ショックの 1 症例
中原 光三郎，塩屋 悠人，錦見 満暁，東 倫子，山本 尚範，田村 有人，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
激烈な播種性病変を来たした MSSA 菌血症の一例
竪 良太，鶴 昌太，安達 普至，臼元 典子，鮎川 勝彦（麻生飯塚病院集中治療部）
広範囲熱傷に創感染を合併し敗血症性ショックとなった一例
2
竹田 雅彦 1，中西 加寿也 1，奥 怜子 1，栗田 健郎 1，山地 芳弘 1，上野 昌輝 1，安達 直樹 2，加地 竜士 （1.
成田赤十字
病院救急・集中治療科，2. 成田赤十字病院形成外科）
開心術後の Stenotrophomonas maltophilia による敗血症
1
甲斐沼 篤 1，植田 浩司 1，小泉 滋樹 2，是永 章 1，川上 大裕 1，瀬尾 龍太郎 3，美馬 裕之 1，山崎 和夫 （1.
神戸市立医
療センター中央市民病院麻酔科，2. 神戸市立医療センター中央市民病院心臓血管外科，3. 神戸市立医療センター
中央市民病院救急救命センター・救急部）
無症候性に進行する臓器不全，短腸症候群に合併した真菌感染症による cr yptic shock の一例
中村 通孝，西上 和宏，柴田 啓智，永野 雅英，高志 賢太郎，上杉 英之，中尾 浩一（済生会熊本病院集中治療室）
重症敗血症患者へのプレセプシン継時的モニターは予後予測に有用である ～プロカルシトニン，CRP との比較～
佐藤 康次，中村 美穂，余川 順一郎，相良 明宏，関 晃裕，北野 鉄平，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金
沢大学附属病院集中治療部）
細菌感染にも関わらずプレセプシンが高値を示さなかった敗血症性ショックの 1 例
早坂 達哉 1，渡邉 具史 3，宇賀神 のりえ 3，大滝 恵 3，飯澤 和恵 3，小野寺 悠 2，鈴木 博人 2，中根 正樹 2，川前 金幸 3
（1. 山形大学医学部附属病院卒後臨床研修センター，2. 山形大学医学部附属病院高度集中治療センター，3. 山形
大学医学部附属病院麻酔科）
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プロポリスが誘因と考えられたアナフィラキシーショックから劇症肝炎を併発し，不幸な転帰をたどった 1 例
関戸 祐子，尾崎 徹，川野 雄一朗，高木 誠，中山 雄二朗，福永 崇，菊池 忠，白井 純宏，具嶋 泰弘，前原 潤一（済
生会熊本病院救急総合診療センター）
著明な低血糖を来した重症敗血症の一例
1
宇井 あかね 1，齋藤 浩二 1，亀山 良亘 1，吾妻 俊弘 3，江島 豊 2，星 邦彦 （1.
東北大学病院集中治療部，2. 東北大学
病院手術部，3. 東北大学医学部麻酔科学教室）
腫瘍崩壊症候群により多臓器不全を来たしたが集学的治療により救命できた 1 例
加藤 崇央，青柳 瑠美子，久保田 麻由，保科 真由，黒川 右基，肥塚 幸太郎，小山 薫（埼玉医科大学総合医療センター
麻酔科）
敗血症性ショック，DIC に対してリコンビナントトロンボモジュリン（rTM）と PMX-DHP を併用した 4 症例
大橋 直紹，竹田 健太，井手 岳，堀 直人，小濱 華子，西 信一（兵庫医科大学集中治療医学科）
自殺企図にて超速効型および持効溶解型インスリンアナログを大量皮下注射した 2 型糖尿病の一例
坂本 里沙，岡部 大輔，林 久美子，住吉 公洋，友塚 直人，鈴木 勉，戸田 成志，小野 潤二，北浦 道夫（香川労災病
院麻酔科）
多発性の虚血性病変を合併したアルコール性ケトアシドーシスの 1 例
中村 周道，前谷 和秀，金城 昌志，牧園 剛大，柚木 良介，柳瀬 豪，則尾 弘文（福岡県済生会福岡総合病院救命救
急センター救急科）
意識障害で来院し，致死的心室性不整脈と痙攣を呈した三環系抗うつ薬過量服薬の一例
岡田 信長，小田 裕太，藤野 光洋，狩野 謙一，大木 伸吾，藤井 雅士，田中 博之，竹下 淳，別府 賢，志馬 伸朗（独
立行政法人国立病院機構京都医療センター）
気胸術後にハロペリドールによると思われる悪性症候群を発症した 1 例
丸井 輝美，上嶋 浩順，中川 元文，真一 弘士，大嶽 浩司（昭和大学医学部麻酔科学講座）
違法薬物吸入による心停止が疑われた 1 例
2
赤坂 威史 1，城 嘉孝（1.
熊本市立熊本市民病院救急診療部，2. 熊本市立熊本市民病院集中治療部）
遅発性の意識消失を来したアモキサピン中毒の 1 例
野田 健仁，恒光 健史，橋本 由貴，堀田 幸造，生田 武蔵，豊田 将平，四宮 真利子，松本 優，鈴木 崇生，佐藤 愼一（兵
庫県立尼崎総合医療センター救急集中治療科）
除草剤服用による致死的高カリウム血症を救命できた一症例
1
三田 建一郎 1，岡田 亮太 2，瀧波 慶和（1.
公立丹南病院麻酔科，2. 公立丹南病院救急総合診療科）
2014 年名古屋大学医学部附属病院救急・内科系集中治療室へ入室した急性薬物中毒症例に関する考察
吉田 拓也，塩屋 悠斗，海野 仁，山本 尚範，東 倫子，田村 有人，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
血液透析（HD）がペントバルビタール中毒に奏功した 1 例
3
中屋 雄一郎 1，古賀 聡人 2，菊田 正太 2，井上 明彦 2，三木 竜介 2，石原 諭 2，勝木 亮介 2，松本 直人 （1.
兵庫県立尼
崎総合医療センター，2. 兵庫県災害医療センター，3. 防衛医科大学校病院）
緊急血液浄化療法が奏功した，不凍液誤飲患者の一例
富田 明子，塩谷 信喜，硲 光司，七戸 康夫（国立病院機構北海道医療センター救急救命センター）
レミフェンタニルを長期使用した重症熱傷患者のオピオイド退薬症状緩和にトラマドールが有効であった一症例
植田 広 1，小林 賢輔 1，加藤 弘美 1，川島 信吾 1，大杉 浩一 1，八木原 正浩 1，御室 総一郎 2，小幡 由佳子 1，土井 松幸 1，
2
中島 芳樹（1.
浜松医科大学附属病院集中治療部，2. 浜松医科大学麻酔・蘇生学講座）
ABCDEFs バンドルの F の評価方法 ─食援助や口腔ケアによるケアリング効果の文献的考察─
2
有嶋 拓郎 1，佐藤 理恵（1.
富山大学大学院医学薬学研究部地域医療支援学講座，2. 荒木脳神経外科病院）
当院における早期リハビリテーションへの取り組み
森下 淳，山木 良一，熊野 穂高，小松 久男（東大阪市立総合病院麻酔科）
不活発型せん妄が原因で人工呼吸離脱に苦慮した 1 症例
赤堀 貴彦，藤田 義人，木下 浩之，佐藤 祐子，下村 毅，橋本 篤，畠山 登，安田 吉孝，吉野 博子，藤原 祥裕（愛知
医科大学医学部麻酔科学講座）
術後譫妄が弓部大動脈術後予後に与える影響
中井 真尚（静岡市立静岡病院心臓血管外科）
チームで挑む術後肺炎撲滅キャンペーン
大村 和也 1，星野 哲也 1，金尾 邦生 1，木村 慎一 1，大坪 慶子 2，石川 江里 2，下村 悠佳 3，今浦 将治 3，工藤 雄洋 4，
1
高橋 宏行 （1.
済生会横浜市東部病院集中治療科，2. 済生会横浜市東部病院 ICU，3. 済生会横浜市東部病院薬剤
部，4. 済生会横浜市東部病院栄養部）
当院での心大血管手術後，ICU での早期歩行に関する取組み
1
伊達 数馬 1，稲垣 京司 2，菊池 聡 2，梅木 昭秀 1，山本 哲史 （1.
総合病院国保旭中央病院心臓外科，2. 総合病院国保
旭中央病院リハビリテーション科）
ICU における早期離床の障害
杉浦 剛志，志水 清和，谷口 俊雄（一宮市立市民病院）
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多面的アプローチにより過活動型せん妄が改善した重症心不全患者の 1 例 ～患者の気掛かりに着目した介入～
狩野 純子，金井 尚之，中岡 香織（自警会東京警察病院）
ICU でのせん妄の実態 ～ CAM － ICU を用いて～
山崎 さゆり，清水 祐（公益財団法人長野市保健医療公社長野市民病院 ICU）
A 病院救命救急センターにおけるせん妄評価不能要因の検討
上條 裕子，佐藤 亜紀，高橋 聡子，柳 努（杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター）
集中治療室における入室前訪問を導入してのせん妄予防の評価
砂川 卓真（沖縄赤十字病院 ICU）
せん妄発症要因の検討
宗像 誠，鈴木 美香，越道 香織，秦 由美子（広島市立病院機構広島市立安佐市民病院）
ICDSC を使用したことによるスタッフの意識変化について
2
岡村 慎太郎 1，桂 麻理子 1，白土 奈央 1，増田 直樹 （1.
社会医療法人共愛会戸畑共立病院看護部，2. 社会医療法人
共愛会戸畑共立病院麻酔科）
糖尿病の酸素化への影響 ─分離肺換気における検討
山中 秀則，山長 修，木山 亮介，前川 俊，進藤 一男（兵庫県立尼崎総合医療センター）
失神で来院し診察中に心室細動となった甲状腺クリーゼの一例
鈴木 皓佳，磯川 修太郎，遠矢 希，田中 裕之，三谷 英範，三上 哲，望月 俊明，大谷 典生，石松 伸一（聖路加国際
病院救急部）
胸腺腫摘出術後に重症筋無力症クリーゼを発症した症例
橋本 正博，成松 紀子（熊本労災病院麻酔科）
粘液水腫性昏睡における副腎皮質ステロイド投与の効果
2
松尾 瑞恵 1，海塚 安郎（1.
岡山大学病院高度救命救急センター，2. 製鉄記念八幡病院救急・集中治療部）
レボチロキシン坐剤が有効であった，粘液水腫性昏睡の一例
大方 直樹，高桑 良平，田中 進一郎，五十嵐 謙人（北海道勤医協中央病院麻酔科）
呼吸筋麻痺を呈し，挿管管理を要した重度低カリウム血症の 1 例
小野寺 良太，横山 俊樹，早川 浩史，稲葉 慎一郎，倉田 圭，中島 義仁，市原 利彦，川瀬 正樹（公立陶生病院）

（ポスターＦＰ）
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緩和ケアチームの介入が必要とされた臓器移植後の 2 症例
穂積 淳，金井 良晃，稲田 修士，海津 未希子，三浦 恵美子，城山 亮輔，坂田 尚子，住谷 昌彦（東京大学医学部附
属病院緩和ケア診療部）
当院 ICU における早期リハビリテーションの実施状況と効果
熊岡 琴音，岩田 麻衣子，丸谷 幸子，石井 房世，伊藤 加代子（名古屋市立大学病院看護部 ICUPICUCCU）
A 病院 ICU における離床の影響因子
森山 祐輔，千田 頼成，伊波 久美子（砂川市立病院看護部 ICU）
離床フローチャート導入前後における看護師の離床に対する意識変化
小暮 圭佑，鈴木 智恵，宮原 悦子，倉田 麻美，松井 実咲，佐藤 綾子（群馬大学医学部附属病院集中治療部）
集中治療室における離床マニュアルの作成 ─離床の安全性と効果からの検討─
3
池口 修平 1，大元 未知子 1，木村 由佳 1，石井 賢造 2，日高 秀邦 2，小野 和身 2，三島 明 3，内田 綾 （1.
福山市民病院
集中治療室，2. 福山市民病院麻酔科・がんペインクリニック，3. 福山市民病院リハビリテーション科）
慢性呼吸不全憎悪と肺高血圧症を合併した患者への人工呼吸器離脱に向けた早期リハビリテーションと看護介入
上山 千昭，行元 悦子，橋爪 裕子，重光 胤明，林下 浩士，川口 なぎさ（大阪市立総合医療センター救命救急セン
ター）
ICU におけるリハビリテーション拡充への取り組みと，ADL 拡大状況の変化
山口 紗和（佐賀大学医学部附属病院）
SBS（State Behavioral Scale）の信頼性の検討
田崎 信，田村 美幸（北海道立子ども総合医療療育センター看護部 PICU）
A 病院集中治療室の痛み・不穏・せん妄管理の現状
松田 勇輔，今中 良太（杏林大学医学部付属病院集中治療室）
食道癌術後患者への鎮痛プロトコルの導入
2
齋藤 美希 1，早坂 佳晃 1，鈴木 昭子 1，末永 慶子 1，小林 孝史（1.
大崎市民病院救急病棟，2. 大崎市民病院麻酔科）
消化器外科術後患者における Acute Pain Ser vice 導入の実態
2
加川 景子 1，鈴木 雅司 1，長屋 慶（1.
東北薬科大学病院集中治療室，2. 東北薬科大学病院麻酔科）
外科術後患者の睡眠管理におけるデクスメデトミジン（DEX）の有用性の検討
池田 めぐみ，川野 マキ（潤和会記念病院看護部）
せん妄対応アルゴリズム作成・導入による ICU でのせん妄予防，早期発見，早期対応の標準化に向けた取り組み
高橋 知彦，田山 聡子，岡本 陽子（慶應義塾大学病院）
A 病院特定集中治療室看護師に対する PAD ガイドラインにおけるリフレクション
1
沖野 優子 1，高橋 麗子 2，太田 淳子（1.
石川県立中央病院看護部特定集中治療室，2. 石川県立中央病院麻酔科）
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（ポスターＦＰ）
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鑑別に苦慮した鉱質コルチコイド反応性低ナトリウム血症の 1 症例
金村 剛宗，加藤 宏，小原 佐依子，湯川 友貴，金子 真由子，井上 和茂，岡田 一郎，霧生 信明，長谷川 栄寿，小井
土 雄一（国立病院機構災害医療センター救命救急センター）
開心術後終末期医療に苦慮した一例
2
有永 康一 1，高木 数実 2，新山 修平 1，佐藤 晃 1，坂本 照夫 1，田中 啓之 （1.
久留米大学病院集中治療部，2. 久留米
大学病院外科）
ICU 看護師のリフレクションによる倫理的感受性の変化とその過程
井内 真奈美，蕨野 有希，萬徳 香織，平岡 智美，藤田 昌子（徳島赤十字病院）
A 病院 ICU・CCU における家族参加型看護計画導入後の評価
高橋 真理，宮島 須美江，岡 みゆれ，大川 つづみ，陶山 恵，鈴木 智子（旭川赤十字病院）
ICU の面会時間における統一した家族対応への取り組み
猪又 里奈，寺田 直子，村田 瞳（株式会社日立製作所日立総合病院）
面会制限廃止への挑戦 ─新たなシステム導入への抵抗を原動力に変えて─
平井 美香（社会医療法人同仁会耳原総合病院 ICU HCU）
ICU における患者家族のニーズに合った面会体制を目指して
三上 洋史，藤澤 憂子（王子総合病院）
ICU の終末期ケアにおける看護師の関わり ～ DNAR の意思表示のある患者・家族のケアを経験して～
2
鈴木 真里 1，長津 貴子 1，長谷川 隆一（1.
水戸協同病院集中治療室，2. 筑波大学水戸地域医療教育センター水戸共
同病院救急集中治療科）
脳死状態から臓器移植に至った患者の家族看護の 1 事例
佐野 美智子，阿保 勝枝，水谷 卓史，柳瀬 圭司（愛知医科大学病院 EICU）
HCU における家族の代理意志決定プロセスの一例
高坂 拓也，糸永 亜紀，中澤 陽子，小口 奈穂子，根本 享子，廣田 綾子，卯野木 健（筑波大学附属病院 HCU）
ドクターカーにて早期介入し独歩自宅退院した VF の 1 例
山名 英俊，吉野 雄大，萩原 純，石井 浩統，恩田 秀賢，横堀 將司，増野 智彦，宮内 雅人，布施 明，横田 裕行（日
本医科大学付属病院高度救命救急センター）
搬送途上の ECMO 導入に備えるため，航空機動衛生隊に搬送を依頼した重症呼吸不全患児の搬送経験
片山 洋一 1，巽 博臣 1，堀 司 2，菅原 康介 3，島田 朋和 3，数馬 聡 1，吉田 真一郎 1，升田 好樹 1，山蔭 道明 4，山口 大
5
介 （1.
札幌医科大学医学部集中治療医学，2. 札幌医科大学医学部小児科学講座，3. 札幌医科大学附属病院臨床工
学部，4. 札幌医科大学医学部麻酔科学講座，5. 防衛省航空自衛隊航空医学実験隊）
帝王切開術後に肺動脈塞栓症により心肺停止となるも救命しえた症例
1
加藤 規子 1，横山 達郎 1，伊東 遼平 1，菅原 昭憲 2，高須 昭彦 （1.
大垣市民病院麻酔科，2. 名古屋大学医学部附属病
院麻酔科）
双胎妊娠に対する帝王切開術後大量出血，あるいは羊水塞栓による DIC が疑われた 1 例
池川 貴子 1，中川 哲也 2，清水 淳次 3，今宿 康彦 4，山根 哲信 3，辻田 靖之 3，高橋 完 3，喜多 伸幸 2，村上 節 2，江口 豊 5
（1. 滋賀医科大学医師臨床教育センター，2. 滋賀医科大学産科学婦人科学講座，3. 滋賀医科大学附属病院救急・
集中治療部，4. 滋賀医科大学麻酔科学講座，5. 滋賀医科大学救急・集中治療医学講座）
内視鏡下腰椎前方椎体間固定術後に，下行結腸穿孔，後腹膜膿瘍をきたした一例
松原 全宏，前田 明倫，園生 智弘，山本 幸，上田 吉宏，石井 健，中島 勧，矢作 直樹（東京大学医学部附属病院救
命救急センター）
末梢挿入型中心静脈カテーテルが自己抜去された際に切断され，体内に迷入した 1 症例
前川 俊，木山 亮介，黒田 光朗，山長 修，山中 秀則，若松 拓彦，進藤 一男（兵庫県立尼崎総合医療センター麻酔科）
患者と意志疎通ができず，
「内縁の夫」と「実の息子」の対立により，家族対応に非常に苦慮した事例
2
木村 廷和 1，藤本 正司 1，穴吹 大介 1，音成 芳正 2，乙宗 佳奈子 2，関 啓輔 （1.
社会医療法人財団大樹会総合病院回
生病院麻酔科，2. 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院救急センター）
集中治療室運用に関する一考察 特定集中治療室管理料 1 算定前後の検討から
熊田 恵介 1，吉田 省造 2，中野 通代 2，鈴木 浩大 2，名知 祥 2，中野 恭子 2，村上 啓雄 2，豊田 泉 3，小倉 真治 3，福田
4
充宏 （1.
岐阜大学附属病院医療安全管理室，2. 岐阜大学附属病院集中治療部門，3. 岐阜大学附属病院高度救命救
急センター，4. 湘南鎌倉総合病院）
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会長基調講演

2 月 12 日
（金） 8：30～9：00

Be an Intensivist

第 1 会場

PL1
第 43 回日本集中治療医学会学術集会

会長（徳島大学大学院救急集中治療医学）

西村 匡司
集中治療医というだけで誰もが理解してくれるようになることが私の夢・目標である。
国民は診察能力に優れ、最も効果が期待できる治療に精通しているのが専門医と考えている。しかし、evidence-practice gap は
想像以上に大きく、医師が処方する薬剤は evidence ではなく卒業年度に影響される。一方で集中治療医は重症患者の予後を改善
することが科学的に証明されている。それにも関わらず主治医と治療方針に関する軋轢は多い。
自己確立には他と絶対的に異なることの認識（意識下、無意識下を問わない）が必要である。日本人としての自己確立には日本
語や日本の文化が必須であり理論的に説明できない部分である。範囲を狭めると方言しかり、家庭の味しかりである。集中治療医
が他科の医師とことなるのは特定臓器の治療を対象としないこと、中央部門であり病院全体の治療成績を左右する立場にあること
である。それ以外にも多くのことを挙げることができる。自分自身の中では明確に集中治療医として自己確立しているつもりであ
る。他者との絶対的な違いが前提となるので、ある程度理解されないのは必然的なことである。しかし、存在そのものの価値は他
者から認められなければ自己確立とは言えず、単なる独りよがりで終わってしまう。存在価値を国民、医師仲間にも認められるこ
とは集中治療医の地位を高めるとともに日本集中治療医学会の基礎を固めることにもなる。
客観的に科学的データをもって集中治療医の存在価値を示すことは必須であるが、それだけで集中治療医の存在が認められるわ
けではない。より大切なことはお互いの信頼関係であるが、信頼関係は一朝一夕に築けるものではない。いかに信頼関係を築き集
中治療医としての自己確立を達成していくかを考えてみたい。

岩月賢一記念講演
Often, Less is More and The Earlier The Better in Critical Care

2 月 12 日
（金） 9：10～9：50

第 1 会場

ML1
Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul,
Korea
Younsuck Koh
Many patient care precepts, that prevail without question in the ICU, have been shown to be harmful in recent clinical studies.
A typical example is fluid resuscitation, a fundamental intervention for patients in shock. In fact, the data for optimal fluid
volume, route, monitoring and rate of administration in critically ill patients remain inconclusive. Moreover, data suggest that a
strategy of restrictive fluid administration may improve outcomes compared to fluid bolus therapy（20-40 ml/kg）that has been
widely practiced in ICUs. Raising the hematocrit with RBC transfusion to improve vital organ oxygen delivery showed a less
favorable outcome than limited RBC transfusion in a general ICU. Strict control of blood glucose in critically ill patients could
result in worse outcomes than less rigid control. Mechanical ventilation with lower tidal volumes, accepting moderate
hypercapnea, reduced mortality as compared with larger tidal volume delivery in patients with ARDS. Reduction of sedation
and daily patient awakening has shown improved outcomes in patients requiring mechanical ventilation.
Bolus volume administration, larger tidal volumes, strict glucose control, RBC transfusion, and appropriate sedation in critically
ill patients all have physiological justification. However, these paradigms appear to have weak pathophysiologic support. These
clinical outcome data remind us that less intervention is associated with greater benefit for many critically ill patients. As a
further matter, early detection and intervention in patients with declining physiological status consistently show improved
outcomes. Importantly, critically ill patient outcomes are improved following adoption of a ‘rapid response team’ for earlier
detection of patient deterioration, early appropriate antibiotic use, early fluid resuscitation and early spontaneous breathing
trials.
Indeed, we caregivers must think critically about, and continually question, our widely accepted and routine clinical practices for
seriously ill ICU patients. Our attentiveness for preventing potential complications, particularly in patients with less physiological
reserve, improves patient outcomes. Finally, we remain mindful that our critically ill patients receive optimal rehabilitation and
spiritual support as part of our routine daily ICU care.
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基調講演 1

NICE in the Netherlands History, Organization, and Achievements

2 月 12 日
（金） 14：40～15：10

第 1 会場

KL1
National Intensive Care Evaluation（NICE）foundation and Academic Medical Center - University of Amsterdam, the
Netherlands
Nicolette de Keizer
The NICE registry was setup by Dutch intensivists to enable intensive care units in the Netherlands to quantify and improve
the quality of care they offer. The number of intensive care units participating in the registry rose from six in 1997 to 90 in 2014.
This is a 95% national coverage. The annual number of admissions recorded in the registry rose from 5983 in 1997 to 90 115 in
2014. The total number of admissions recorded in the database is currently over 800 000.
The NICE registry contains primary data collected in the course of clinical care provided in and following discharge from
intensive care units. Hospitals supply the following data to the registry: demographic and administrative information; whether
the patient was alive at intensive care unit and hospital
discharge; clinical diagnoses before and on admission to the intensive care unit; and Glasgow Coma Scale and physiology and
laboratory data from each patient’s first 24 hours on the intensive care unit. In addition, hospitals report on organizational
characteristics of the intensive care units biannually may also supply data on daily organ failure, treatment of severe sepsis
patients. Currently registry modules on nursing workload, ICU follow-up care and actionable quality indicators are under
development.
ICUs receive biannual benchmark reports to monitor their performance but can also use on online benchmark and analyses tool,
NICE Online, on a frequent basis. These tools support ICUs in implementing quality improvement activities. Annually ICUs
come to gather to discuss the differences in their performance and quality improvement activities. ICUs report that participation
in NICE help them to reduce mortality, percentage of pressure ulcers, percentage of readmissions and length of stay. Over the
years the APACHE IV standardized mortality rate declined from 0.85 in 2009 till 0.69 in 2014. Since its origin NICE was the
basis for twelve PhD thesis and about hundred scientific journal and conference papers.

基調講演 2
小児急性脳症の臨床と画像
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八千代医療センター

小児科

高梨 潤一
感染性の急性脳症は東アジアの乳幼児に好発し、病原体としてインフルエンザウイルス、ヒトヘルペスウイルス 6 型（HHV-6）
、
ロタウイルスの頻度が高い。インフルエンザ脳症、HHV-6 脳症のように起因病原体に基づき分類される。しかし各々単一の疾患
ではなく、複数の臨床・画像症候群（病型分類）の集合体である。すなわち急性壊死性脳症（acute necrotizing encephalopathy;
ANE）、けいれん重積型（二相性）脳症（acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diffusion; AESD）、出血
性ショック脳症症候群（hemorrhagic shock and encephalopathy syndrome; HSES）
、ライ症候群、可逆性脳梁膨大部病変を有す
る脳炎・脳症（clinically mild encephalopathy/encephalitis with a reversible splenial lesion; MERS）などに分類される。疫学調査
では、AESD（29%）, MERS（16%）, ANE（4%）の順であり、AESD で年間に約 200 例の発症が推定されている。病態として 1．
炎症性サイトカインの過剰な放出（サイトカンの嵐）による脳細胞の代謝異常（ANE, HSES）、2．興奮性アミノ酸などの興奮毒
性による遅発性神経細胞死（AESD）が推定されるが、不明な点も多い。AESD は初回のけいれん後に 20-30% で意識がほぼ清明
となり、この時期には MRI 画像も正常なため早期診断（2 相目のけいれんが起きる前の診断）早期治療が時に困難である。
急性脳症診断に画像診断、特に MRI の果たす役割は大きい。ANE（対称性の視床病変）
, AESD（遅発性皮質下白質拡散能低下 ,
bright tree appearance）, MERS（可逆性脳梁膨大部病変）では特徴的な画像所見が診断の決め手となる。また MR spectroscopy
（MRS）を併用することにより、興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸などの脳代謝を非侵襲的に観察することが可能となる。
2011 年 4 月に富山県を中心に集団発生した EHEC O111 食中毒では、溶血性尿毒症症候群ならびに急性脳症が高率に発症した。視
床、被殻・外包病変が EHEC O111 関連急性脳症の特徴的画像所見と考えられた。視床病変は細胞障害性浮腫、後者は血管原性浮
腫を主体とすると考えられた。本脳症に対してステロイドパルス療法の有効性が示されており、画像診断が早期治療介入に益する
可能性がある。
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集中治療分野における Comfort Care の本質の探究
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神戸市看護大学
江川 幸二
集中治療室（ICU）という場は、患者の生命維持のためのケアが中心となり、患者自身も疾患や病態、治療、処置からくる疼痛や
不眠、不安など数多くの身体的・精神的苦痛を体験する。そのため多くの ICU 看護師は、Comfort を提供することは困難であると
考えている。
しかし複数の文献や私自身が ICU 入室後の患者に面接調査をした結果から、多くの患者は苦痛もあったが、ICU は病棟に比べて快
適で、至れり尽くせりだったと答えている。また、ある文献によると、Comfort Care 場面の参加観察をさせて欲しいと、救急看
護師に研究依頼をしたところ、救急看護師は「自分達は患者に Comfort を提供していない」と答えたという。しかし、実際に参加
観察をして分析してみると、救急看護師達は Comfort Care を実施していたことが明らかにされている。
このことから、集中治療や救急分野などクリティカルな状況においても、看護師が行っている行為によって、ある程度、患者は
Comfort を体験していることがわかる。しかしながら ICU 看護師は、自分のどのような行為が患者に Comfort を提供しているのか
を十分に理解した上で、意識してケアを行っているだろうか。もし意識できていれば、前段の救急看護師のような言葉は出てこな
かっただろうと考えられる。多くの ICU 看護師も同様なのではないだろうか。
したがって、まず文献などから、ICU や救急といったクリティカルケアの現場で、患者はどのようなことに対して Comfort を感じ
ているのかについて考えてみたい。それを知ることによって、ICU 看護師が患者の Comfort を促進するためにどのようなことをす
ればよいのかの示唆が得られるであろう。
また、パトリシア・ベナーは「安楽（原文では Comfort）の方法は些細で、家庭的で、平凡なものとされ、どういうわけかあまり
合理的で重要なこととは思われていない。・・・しかしその非常に思いきった処置（手術）は、実は安楽の援助に依存しているの
であり、それなくしては行えない」1）と述べている。ここに Comfort Care の本質が隠されていると私は考えている。しかし、具
体的にそれが何なのかについては、Comfort の概念を理解するところから始めなければならない。したがって Comfort の概念分析
やコルカバの Comfort 理論などを紹介しながら、集中治療分野における Comfort Care の本質とは何なのかについて迫ってみたい。
1）パトリシア・ベナー他著、井上智子監訳：ベナー

看護ケアの臨床知
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Fluid therapy
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2 月 12 日
（金） 9：00～9：50

第 5 会場

IL1
Department of Intensive Care, CHIREC Hospitals, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
Daniel De Backer
Fluid administration improves the hemodynamic state of many patients through an increase in cardiac output and tissue
perfusion. However excessive administration of fluids should be prevented as it may be accompanied by detrimental effects.
Several ways are proposed to guide fluid administration, including predefined goals of intravascular volumes or pressures, the
fluid challenge technique, and indices of fluid responsiveness.
A given value of preload often fails to predict fluid responsiveness as multiple lines define Starling relationship according to
contractility and diastolic function of the ventricle. The use of predefined goals of filling pressures or volumes is of limited use to
predict the response to fluids but extreme values often remain predictive.
Dynamic tests can be used to predict fluid responsiveness. Most of these tests are based on respiratory variations of stroke
volume: during mechanical ventilation, cyclic changes in respiratory pressures induce cyclic changes in left ventricular preload,
which result in cyclic changes in stroke volume in patients who are fluid responsive but not in the others. Respiratory variations
in stroke volume can be directly measured（usually with pulse contour methods）or estimated with pulse pressure variations.
These indices are limited by several factors including the need for high tidal volume, absence of arrhythmias, and absence of
abdominal compartment syndrome. Alternatively, the passive leg raising test can be used. This test also has excellent diagnostic
capacities to predict fluid responsiveness but is not always convenient to perform.
When it is decided to administer fluids, the fluid challenge technique is the safest way to administer fluids. In this technique, a
given amount of fluids is administered over a short period of time and the hemodynamic effects are evaluated（usually changes
in cardiac output）. As safety limits are predefined（usually maximal value of CVP or PAOP）
, the test is stopped because the
hemodynamic goal or safety limits are reached. This technique ensures that fluids are tolerated and that the response to fluids
is as predicted.
Finally, time is a crucial factor. Aggressive resuscitation with fluids in the early periods associated with fluid restriction at later
stages seems associated with the best chances for survival. At later stages, active fluid withdrawal may even be considered.
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Functional Hemodynamic Monitoring is the assessment of the dynamic interactions of hemodynamic variables in response to a
defined perturbation［1］. Such dynamic responses result in emergent parameters of these commonly reported variables, such
as arterial pulse pressure and stroke volume variation during positive pressure breathing or transient increases in cardiac
output in response to passive leg raising or interruption of positive pressure breathing［2］
,
Predicting volume responsiveness
A primary question asked in the management of a patient in shock is whether or not the patient will increase their cardiac
output in response to intravascular volume infusion. Volume responsiveness has been arbitrarily defined as a ≥ 15% in cardiac
output in response to a 500 ml bolus fluid challenge［3］
. Michard et al. documented that the dynamic variations in arterial pulse
pressure during positive-pressure breathing（8 ml/kg）when averaged over at least 3 breaths, referred to as pulse pressure
variation（PPV）, accurately predicts which patients would be volume responsive［3］
. For a detailed review of the evolution of
PPV as a monitoring tool over this 14 year interval the reader is referred to a recent review on this topic［4］
. The physiologic
basis for this phenomena is the positive-pressure ventilation induced cyclic changes in right atrial pressure（Pra）as it is
passively increased by the increasing intrathoracic pressure（ITP）, owing to lung distention. Importantly, all the different
measures including not only PPV, but also LV stroke volume variation（SVV）, changes in inferior and superior vena cavae
diameters, systolic pressure variation and pulse oximeter pleth density variation are based on fundamental physiological
principles underlying heart-lung interactions. And all have been documented to be robust predictors of volume responsiveness
［5］
.
The physiologic basis for these parameters follows. During the inspiratory phase of positive pressure ventilation, intrathoracic
pressure increases passively increasing right atrial pressure causing venous return to decrease, decreasing right ventricular
（RV）output, and after two or three heart beats, LV output, if both RV and LV are volume responsive［3］
. Thus, in preload
dependent patients cyclic changes in LV stroke volume and its coupled arterial pulse pressure are seen and the magnitude of
the changes is proportional to volume responsiveness. The actual calculation of PPV and SVV from the commercially available
minimally-invasive monitoring devices quantified these two parameters in various ways（e.g. PiCCO, LiDCO, FloTrac）
. In
general both PPV and SVV are defined as the ratio of the maximal minus the minimal values to the mean values, usually
averaged over 3 or more breaths. We showed that increasing the sampling window to include at least 5 breaths minimizing
sampling error in estimating both PPV and SVV［6］
. Since all commercially-available devices reporting PPV and SVV use a
sampling window of 15-20 second, they all incorporate this into their measure. Numerous studies have documented that a SVV
>10% or a PPV> 13-15% on a tidal volume of 8 ml/kg or greater is highly predictive of volume responsiveness［3,7,8］
. Clearly,
changes in tidal volume, chest wall compliance and contractility will all affect these measures［9］
. When ventilation includes
spontaneous breathing or irregular heartbeats, PPV and SVV become inaccurate. Still, one study in septic shock patients showed
that if the threshold values for PPV were increase to >15% the test still predicted volume responsiveness in spontaneously
breathing patients［10］. Also, PPV remains predictive in elderly patients with varying degrees of diastolic heart failure［11］.
Still, caution needs to be used wen interpreting these parameters when spontaneous breathing efforts are exaggerated. One
debate that has arisen comes from the interpretation of PPV or SVV values in the “grey zone’ of 10-15%. Since many patients
are ventilated with low tidal volumes and may also be vasodilated due to general anesthesia, such values often exist. Lakhal et
al.［12］underscored that reality in their study of intraoperative patients with presumed hypovolemia. They found that
increasing the threshold values to >23% markedly increased the positive predictive value of these test to identify volume
responders. Under these conditions either a volume challenge or a passive leg raising（PLR）maneuver to assess dynamic
increases in cardiac output can be done［13］. Thus, the bedside clinician has the option to examine real-time PPV or SVV
during positive-pressure breathing or the dynamic changes in cardiac output in response to a PLR maneuver in assessing fluid
responsiveness without the need to give a fluid bolus. A clear example of using PLR to guide fluid therapy in a difficult patient
was recently presented as a case conference［14］
Since the perturbation causing these cyclic changes in flow is dependent of the cyclic changes in intrathoracic pressure, tidal
volume, a major determinant of changes in intrathoracic pressure, needs to be great enough to alter central venous pressure.
Thus, tidal volumes of ≤ 6 ml/kg decrease the sensitivity but not specificity of this parameter［9,15］
. Similarly, in the presence
of intra-abdominal hypertension, chest wall compliance is markedly decreased. This must alter venous return and blood flow
distribution. Still, PPV and SVV remain sensitive and specific if tidal volume is maintained［16,17］
. However, intra-abdominal
hypertension does reduce the sensitivity of the passive leg raising（PLR）test to identify volume responsiveness［18］,
presumably because intra-abdominal hypertension increases during the PLR maneuver altering unstressed blood volume［18］.
Although PPV can be computed at the bedside by direct analysis of the arterial pressure waveform signal［3］and by personal
software analysis of such signals［19］most clinicians use commercially-available minimally-invasive monitoring devices that
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used arterial pressure waveform analysis from an indwelling arterial catheter or an estimate of the arterial waveform using a
plethysmographic signal from a finger cuff. Hadian et al. compared the three most commonly used minimally-invasive devices:
PiCCO, LiDCO and FloTrac to each other and a paired thermodilution cardiac output measured from a pulmonary artery
catheter in 17 post-operative surgical patients. They showed that although all devices gave similar mean cardiac output values,
their trending and dynamic responses correlated poorly with each other. In a recent review, Stagt examined the accuracy of the
latest generation software Flotrac system and found it acceptable for clinical use in the operating room［20］
. This is important,
because FloTrac is often used to compare cardiac output and SVV accuracy of other devices. For example, others showed that
a similar minimally-invasive device, IntelliVue MP was as accurate as FloTrac in defining mean cardiac output values in 47
septic shock patients［21］. Most likely any new devise that used arterial pulse pressure to estimate flow will show similar
degrees of general accuracy and poorer degrees of trending accuracy. Similarly, Vos et al.［22］compared the ability of a noninvasive plethysmographic measure of arterial pressure（Massimo Radical）with invasive FloTrac to estimate cardiac output in
30 patients undergoing major hepatic resection. They found that the new non-invasive device gave similar cardiac output and
SVV values. In contrast to these authors, Monnet et al.［23］showed that when arterial tone was altered by norepinephrine in
critically ill patients, FloTrac poorly tracked changes in cardiac output. Presumably the FloTrac algorithm accuracy degrades
when large changes in arterial impedance occurs, as may occur with the use of norepinephrine or when acute endotoxin induces
shock［24］.
Neither PPV nor SVV are accurate predictors of fluid responsiveness in the setting of forceful spontaneous inspiratory efforts,
because the inspiration-induced increase in RV filling causes LV diastolic compliance to decrease, thus for the same wall stress,
LV end-diastolic volume is less. To circumvent this very real limitation, two alternative physiologic preload stresses are used.
First a PLR test will transiently increase venous return equal to approximately 300 ml in a 70 kg patient. In the volume
responsive patient this will result in a transient increase in cardiac output. Similarly, one can merely stop positive pressure
breathing and note the transient increase in systolic arterial pressure, which will also reflect volume responsiveness.
Another insightful study was done by Marik et al.［25］who used a combined non-invasive estimate of cardiac output by
bioreactance（NICOM）with regional measures of cerebral blood flow by carotid Doppler in 34 critically ill patients. Volume
responsiveness was assessed by the PLR maneuver in non-ventilated patients and SVV in 19 mechanically ventilated patients.
Only half their patients were volume responsive. Importantly, only the volume responders displayed an increase in carotid flow
（79 ± 32%）. Furthermore, if carotid flow were used as the non-invasive estimate of volume responders to a PLR maneuver, a
threshold value of 20% separated responders from non-responders with a high sensitivity and specificity. Since sustaining
adequate cerebral blood flow is an important resuscitation target, these data suggest that in severely ill patients measures of
carotid blood flow changes in response to a PLR maneuver may greatly augment the functional hemodynamic useful of these
measures.
Fluid therapy is one of the first steps in the goal-directed therapy［26］and is a central part of the Surviving Sepsis Guidelines
［27］. Thus, an adequate assessment of fluid responsiveness should improve the therapy. One study［19］conducted in high risk
surgery patients showed that a volume loading guided to the goal of PPV minimization improved postoperative outcome and
decreases length of hospital stay. Patients in the interventional group received more fluid than the control group and had also
less postoperative complications, lower duration of mechanical ventilation and lower stay in the intensive care unit.
Assessing arterial tone
Although PPV and SVV cannot be accurate interpreted as measures of volume responsiveness in patients with atrial fibrillation,
their ratio always defines dynamic central arterial elastance（Ea）
［28］
. If the arterial circuit becomes stiffer, then for the same
stroke volume change, arterial pulse pressure will change more and vice versa. Using this approach, Monge et al.［29］assessed
the effect of volume loading on arterial pressure in hypotensive septic shock patients whose PPV predicted that they were
volume responsive. All patients increased their cardiac output, as expected, in response to the fluid challenge, but only those
patients with normal or increased Ea also increased their arterial pressure. Importantly, they could not predict who would
increase their arterial pressure based on pre-challenge measures of systemic vascular resistance, mean arterial pressure or the
ratio of arterial pulse pressure to stroke volume, only the PPV/SVV slope defining Ea predicted responders from nonresponders. They found that Ea <0.9 reflected a severely vasodilator state. In support of this study, Hadian et al.［30］
demonstrated that when post-operative cardiac surgery patients were given vasodilator therapy they significantly decreased Ea
from 1.44 to 1.13. Collectively, these data strongly support the use of PPV/SVV estimates of Ea as part of the overall
assessment strategy of critically ill patients. Indeed if arterial tone is markedly decreased PPV may not reliably track SVV at all
［31］.
Identification of cardiovascular insufficiency
Cardiovascular insufficiency is characterized by an inadequate O2 delivery relative to the metabolic demands. Shock can be, in
the early stages, compensated by autonomic mechanisms, such regional vasoconstriction, in an attempt to maintain central blood
pressure and vital organ perfusion above an anaerobic threshold. In this stage of compensated shock, microcirculatory measures
like arterial pressure or cardiac output are often inside the range of values defined as normal and, therefore, insensitive as early
predictors of subsequent decompensation due to the increased risk of tissue ischemia and subsequent development of multi-

－ 165 －

organ failure and death. However, microcirculation alterations in muscle and skin blood flow already occur in these early stages
and measures of tissue cardiovascular reserve should be a sensitive early warning measure of impending cardiovascular collapse.
Thus, a valid method to assess the microcirculatory status such the non-invasive measurement of tissue oxygen saturation
（StO2）
when coupled to a Functional Hemodynamic Monitoring test, such as the Vascular Occlusion Test（VOT）, may allow early
identification of compensated circulatory shock and thus guide initial resuscitation efforts.
Non-invasive measurement of StO2 using near-infrared spectroscopy（NIRS）has been shown as a valid method to assess the
microcirculation status, especially in septic and trauma patients. The absolute StO2 value has a limited discriminating capacity
because StO2 remains within the normal range until shock is quite advanced. But the addition of a dynamic ischemic challenge
such as the VOT, improves and expands the predictive ability of StO2 to identify tissue hypoperfusion［32］
. The VOT measures
the effect of total vascular occlusion-induced tissue ischemia and release on downstream StO2. StO2 is measured on the thenar
eminence and transient rapid vascular occlusion of the arm by sphygmomanometer inflation to 30 mm Hg above systolic
pressure is performed either for a defined time interval, usually 3 min, or until StO2 declines to some threshold minimal value,
usually 40%. The deoxygenation rate（DeO2）reflects the local metabolic rate and mitochondrial function, and the rate of
reoxygenation rate（ReO2）reflects local cardiovascular reserve and microcirculatory flow.
Microcirculatory failure during shock is a major component of the end-organ dysfunction. Such microcirculatory dysfunction can
be characterized by oxygen shunting, vasoconstriction, thrombosis and tissue edema. The flow distribution within the tissue is
impaired［33］but improves rapidly in septic shock survivors whereas patients dying by organ failure have a lower percentage
of perfused small vessels［34］.
Creteur et al［35］showed that the alterations in VOT StO2 response are related to the outcome in patients with either severe
sepsis or septic shock. Furthermore, when comparing to hemodynamically stable patients without infection（controls）and
healthy volunteers, the difference in the septic patients were striking. Using NIRS VOT StO2 they assessed the slope of increase
in StO2 release as well as by the difference between the maximum StO2 and the StO2 baseline（∆）
. Both, the slope of ReO2 and
the ∆ were significantly lower in septic patients than in controls and healthy volunteers. In the sample of septic patients, the
slopes were also significantly lower in the ones who had cardiovascular insufficiency. ReO2 slopes were higher in survivors than
in non-survivors and also tended to increase during resuscitation in survivors but not in non-survivors. Finally, the ReO2 slope
was found to be a good predictor of ICU death, with a cut-off value of 2.55%/sec（sensitivity 85%, specificity 73%）
. These data
confirm that the alterations in VOT StO2 ReO2 are related more to the sepsis process itself and its severity than to mean
arterial pressure or vasopressor agent’s dose. Importantly, the magnitude of this ReO2 slope alteration is directly related to the
septic disease and their presence in the first 24 hours of septic process and their persistence of delayed ReO2 slope is related to
patient´s outcome. Still, if the StO2 ReO2 does reflect inadequate tissue perfusion then it should also sensitive of an impending
cardiovascular insufficiency state（compensated shock）if matched with other static measures of tissue ischemia.
To address this issue further, Mesquida et al.［36］followed the StO2 VOT in septic patients showing that impaired ReO2
predicted organ failure. StO2 VOT-derived estimation of cardiovascular stress during a spontaneous breathing trials（increased
DeO2）also identified patients who subsequently failure that trial［37］. Furthermore, Guyette et al.［38］, measured both the
VOT StO2 as baseline serum lactate, known to define existing cardiovascular insufficiency in trauma, in a cohort of trauma
patients during the air transport to the Trauma Center. The aim of the study was to see if the StO2 measurement, including a
VOT, was feasible in the prehospital environment and useful to predict in-hospital death and intensive care unit（ICU）
admission. Not surprisingly, they did not find differences in baseline StO2 between survivors, non-survivors and patients admitted
to the ICU, they showed significant differences in DeO2 and ReO2 slopes between survivors and non survivors, as well as
between patients who need ICU admission and patients who did not. Furthermore, only one of the five patient deaths in their
sample had prehospital vitals signs that would have met the protocolized criteria for resuscitation（heart rate >120 bpm,
systolic blood pressure < 90 mmHg）. Importantly, serum lactate alone was no better than lowest systolic pressure in predicting
those in need of Life Saving Interventions（LSI）or death, but if the baseline serum lactate was >1.7 mmol/dl the ReO2 was
100% specific for the need of LSI. This study shows the usefulness of the microcirculation dynamic assessment in the early
stages of the trauma injury, when the cardiovascular insufficiency is not suspected with the macrocirculatory indexes, providing
the possibility to start early the appropriate treatment and decide the in-hospital disposition.
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Clinical Medicine is not an exact science. We make time sensitive decisions in the Emergency Department and in the ICU
everyday. Sometimes we make these critical decisions without a complete clinical picture or full diagnostic certainty. When an
undifferentiated patient presents with a critical illness, we work from a differential diagnosis with a number of possible diseases
that need to be ruled out. Because of this uncertainty, medical errors can occur. These medical errors are generally associated
with a failure to diagnose, improper initiation of treatment, or some failure to perform a procedure or provide treatment in a
timely fashion. Unfortunately, these errors are more likely to occur under critical or emergency circumstances where the
patient has limited time or physiologic reserve to tolerate any mistakes or delay.
Over the last 15 years, and with a greater focus on the quality of patient care and the safety of patients when they are under
our care, we have learned many ways to decrease medical errors from occurring. Certain practices and process associated with
improving communication, better clinical review of existing information, and learning practices that will improve the quality of
patient care will all lead to decreased medical error for the benefit of the patient.
When errors are avoided or identified early, the likelihood that a patient will do well is increased. However, when medical errors
occur, it is equally important to recognize when they happen, deal with the circumstances rapidly and appropriately, and learn
from the situation so it does not happen again. Dealing with medical errors is a multidisciplinary task, and should be without
blame or punishment. Being open to learning from medical errors is the first step in avoiding them in the future and improving
the quality of patient care.
After this lecture, you should:
1. Understand how medical errors occur in the Emergency Department and ICU
2. Understand the circumstances that lead to medical errors and how to avoid them
3.	Understand how to learn from medical errors to create a culture of safety and increase the quality of care that can be
provided for the benefit of patients and the clinical team
招聘講演 4
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Robert M Kacmarek
Inappropriate interaction between the patient and the ventilator has a potential of impacting patient outcome! Asynchrony exists
in many forms. Most have outlined asynchrony into 4 different categories: Flow, Trigger, Cycle and Mode asynchrony. Flow
asynchrony exists when the ventilator‘s flow delivery does not match the inspiratory demand of the patient. This form of
asynchrony is more common in volume ventilation than in pressure ventilation because in volume ventilation precise flow
delivery is set; a specific flow pattern and peak flow are set by the clinician and the patient is requires to conform to that
precise flow delivery or asynchrony exists.
Trigger asynchrony occurs when the ventilator does not rapidly respond to the inspiratory effort of the patient. This can be in
the form of delayed triggering. Missed triggering occurs whenever the patient’s inspiratory effort is NOT sensed by the
ventilator. This is most commonly a result of auto-PEEP caused by intrinsic lung disease or the actual setting of the ventilator.
A recently described from of missed triggering is reverse triggering in which during controlled ventilation a mandatory breath
results in stimulation of the respiratory center to begin inspiration. Generally this is at a fixed mandatory rate to revered
triggered ratio and phase angle. Double triggering occurs when the patient’s inspiratory time is longer than the ventilators
inspiratory time or the tidal volume delivered is less than the demand from the patient’s respiratory center. The final type of
trigger asynchrony is auto-triggering; that is the activation of an assisted breath without the patients making an inspiratory
effort. This most commonly occurs as a result of system leak or hyperdynamic contraction of the heart as observed in some
post-operative cardiac surgical patients.
Cycle asynchrony occur most commonly during pressure ventilation and is defined as a mismatching of the time that the
ventilator is set to end the breath and the time the patients respiratory center indicates the breath should end. Cycle
asynchrony can be in the form of long cycling（the ventilators inspiratory time exceeds the patients inspiratory time）or short
cycling（the ventilators inspiratory time is shorter than the patient’s inspiratory time）
.
Mode asynchrony is the final form of asynchrony, which simply implies that the particular mode of ventilation does not match
well with the ventilatory pattern dictated by the patient’s respiratory center.
Recent data indicates that a high rate of asynchrony is associated with increased length of mechanical ventilation, ICU length of
stay and morality.
Trille et al ICM 2006;32:1515
De Wit et al CCM Medicine 2009;37:2740
Blanch et al ICM 2015;14:633
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Acute respiratory distress syndrome（ARDS）is a permeability pulmonary edema characterized by refractory hypoxemia
together with severely decreased respiratory system compliance. The revised ARDS definition presents a severity-oriented
method for respiratory management of ARDS. Right diagnosis is the first step for better outcome by initiating required
treatments in earlier stage of ARDS, because most ARDS patients die of multi-organ failure rather than irreversible respiratory
failure. Management of modifiable risk factors of ARDS development and the avoidance of aggravating factors its severity
progression, such as nonprotective mechanical ventilation, multiple blood product transfusions, positive fluid balance, ventilatorassociated pneumonia, and gastric aspiration, should be carefully addressed. Up to now, the efficacy of low dose corticosteroids
for the alleviation of inflammation, to reduce organ dysfunction, and to improve survival, especially in sepsis associated ARDS,
has not been fully elucidated. A 48 h of paralysis by using a neuromuscular blockade in early stage of severe ARDS improved
the outcome in terms of 90-day survival and total ventilation time. Appropriate less sedation approach in mechanically ventilated
patients is highly recommended to improve outcome. The ventilator strategies should be different depending on the patient’s
severity and pathologic phase. High driving pressure to attain a desire tidal volume is frequently required because of decreased
respiratory-system compliance in ARDS. The stress to injured alveloli is exaggerated in nonhomogenous alveoli such as ARDS.
Limiting strain and stress through low tidal volume（6 mL per Kg of predicted body weight）and limitation of plateau pressure
under optimal PEEP（less than 28 cm H2O of peak airway pressure）has been a current guideline to set ventilator support in
ARDS. In a refractory hypoxemic patient in exudative phase of ARDS, decremental PEEP trial after ARM or prone ventilation
can be considered. Other adjunctive measures to reduce level of stress and alveolar strain include high frequency oscillation and
veno-venous extracorporeal membrane oxygenation（ECMO）
. The ECMO applied in the experienced centers seems to improve
survival of severe ARDS patients.
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Michael R. Pinsky
The goals of hemodynamic monitoring are multiple, including identification of cardiovascular deterioration, diagnosis and monitor
response to therapy. Within the context of guiding resuscitation therapies, static hemodynamic variables are singularly not
useful for decision making. The combined clinical literature to date support the concept that traditional static measures of left
ventricular（LV）preload, such as right atrial pressure（Pra）
, pulmonary artery occlusion pressure（Ppao）
, right ventricular（RV）
end-diastolic volume（EDV）or LV end-diastolic area（EDA）do not predict well volume responsiveness across any group of
critically ill patients（1）. Furthermore, neither Pra nor Ppao reflect well their respective ventricle’s EDV, nor do changes in
either pressure reflect changes in either EDV or stroke volume. Static measures of Pra and Ppao do not take into account
pericardial pressure to calculate a true transmural pressure（2）
. However, if during fluid resuscitation, Pra increases rapidly（>2
mmHg）fluid infusion should be stopped and RV function reassessed, as this is a marker of impending cor pulmonale（3）.
Measures of RV EDV are inaccurate if tricuspid regurgitation is present, and LV EDA often does not reflect LV EDV. Still,
even if RV or LV EDV were accurately known, these estimates would still be poor predictors of preload responsiveness.
Clearly, patients with heart failure with preserved ejection fraction（diastolic dysfunction）, the most common form of heart
failure, have small ventricles but are not responsive to fluid loading whereas patients with large ventricles can be volume
responsiveness. Still, if fluid resuscitation does increase EDV, then by the Starling mechanism stroke volume does increase in
volume responsive patients. The reasons for this apparent paradox is that Starling mechanisms work on a beat-to-beat basis,
whereas steady state changes in stroke volume over minutes reflects changes in intrinsic contractility（4）
. Thus, preload cannot
be equated with preload-responsiveness. The probable reason why all these estimates of LV preload are such poor predictors of
fluid responsiveness is that they are poor estimates of the wrong parameter. Functional hemodynamic monitoring accepts this
reality and uses small reversible volume loading challenges to see if cardiac output will change. If it does not change, then that
subject is not preload responsiveness, even if filling pressures and ventricular volumes are decreased. And if it does change
then that subject is preload responsive even if filling pressure and ventricular volumes are increased. Once a subject has been
identified as either preload responsive or no-responsive, then specific therapies can be used with confidence that rely on these
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predictions being accurate.
The accurate assessment of cardiovascular performance to both predict hemodynamic response to interventions and provide
cause-specific cardiovascular management goals can be addressed for most hemodynamically patients by answering three
functional performance-based questions:
1.	Will blood flow to the body increase（or decrease）if the patient’s intravascular volume is increased（or decreased）,
and if so, by how much?
2.
Is any decreased in arterial pressure due to loss of vascular tone or merely due to inadequate blood flow?
3.	Is the heart capable of maintaining an effective blood flow with an acceptable perfusion pressure without going into
failure?
Although previous studies have validated the gross inaccuracy of using either Pra or Ppao in predicting preload-responsiveness,
dynamic measures show better utility. Such dynamic measures of ventricular responsiveness allow for the assessment of
preload-responsiveness prior to giving a fluid challenge. During spontaneous ventilation, dynamic decreases in central venous
pressure（CVP）of > 1 mm Hg predict preload-responsiveness in critically ill patients, but may not be accurate during positive
pressure breathing because preload may decrease by excessive hyperinflation in even heart failure patients（5）.
During positive pressure breathing, measures of left ventricular outflow variation have been used as a preload response test.
Recent studies from numerous centers have underscored the accuracy and usefulness of monitoring arterial pulse pressure
variation（PPV）or stroke volume variation（SVV）during mechanical ventilation（1, 6, 7）
. The greater the degree of PPV or
SVV the more cardiac output will increase for a fixed bolus volume challenge（1）
. Similarly, the increase in arterial pulse
pressure during transient end-expiratory pauses form positive pressure ventilation also predict volume responsiveness（8）. In
spontaneously breathing subjects or those with arrhythmias, one must use either the dynamic change in cardia output in
response to a passive leg raising maneuver or the effect of a small bolus fluid infusion（9）
.
Since arterial pressure varies as a function of blood flow and arterial tone, the greater（or lesser）the arterial tone, the greater（or
lesser）will be the PVV relative to SVV. The ratio of PPV to SVV defined the lumped arterial input elastance and has a normal
range of 1 to 2. If arterial elastance is < 0.8 then pathological vasodilation is present. Thus, in a hypotensive patient, if PPV/
SVV is < 0.8 even if volume resuscitation increases cardiac output, blood pressure may not increase sufficiently to restore
pressure-dependent organ blood flow and the combined use of vasopressors plus fluid resuscitation would be indicated（10）.
Thus, by measuring relatively simple but varying cardiovascular variables, fluid resuscitation, vasoactive drug therapy and
inotropic therapy can be given and their effects monitored in real time. Importantly, using these measures of pressure and flow
variation to guide resuscitation algorithms, improved patient outcomes have been reported（11）
. Since no monitoring device
will improve patient outcome unless coupled to a treatment that improves patient outcome, these recent studies are very
relevant.
Presently, several minimally invasive techniques exist for the measure of cardiac output and related hemodynamic variables.
Their accuracy has been documented to a greater or lesser degree in various studies. More importantly, using their output to
drive resuscitation algorithms has been shown to improve outcomes（11）
. Thus, the future of minimally invasive monitoring
will be their direct involvement in the driving of resuscitation algorithms in setting previously not studied because the prior
need for much more invasive monitoring to monitor such otherwise dangerous and aggressive therapies.
Functional tests need not be restricted to assessment of volume responsiveness. We recently validated and calibrated the use of
a vascular occlusion test（VOT）when coupled to measures of thenar StO2. Although StO2 values are only late markers of
circulatory shock, their dynamic responses to complete stop flow and then restoration of flow using a blood pressure cuff as a
vascular occlude has proven useful in identifying occult shock（12）
. The potential uses of this approach and others using similar
principles of a defined reversible stress remain to be seen but open a very wide avenue for future methods development for
assessing cardiovascular state.
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Pathophysiology and management of cardiac pulmonary edema
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The term cardiogenic acute pulmonary edema（APE）essentially defines the acute respiratory failure seen in left ventricular
failure（LVF）. Hydrostatic pulmonary edema with an imbalance in the starling forces in the capillaries is the main
pathophysiological mechanism. However, new insights have shown that nitric oxide（NO）-dependent alveolar fluid reabsorption,
chloride and sodium transport alveolar fluid secretion and alveolar-capillary stress failure with inflammatory response may also
play a role in the genesis of this complication. The pathophysiology of APE seen in other settings, out of（what do you mean by
out of here?）LVF, for example in high-altitude（what, cases?）
, neurogenic ___? or in marathon runners, discloses/indicates?
that individual genetic susceptibility is crucial, leading to defective NO synthesis with selectively excessive hypoxic pulmonary
vasoconstriction, extreme catecholamine reaction or the overcoming（can you find a better word for overcoming here, it’s not
clear）of lymphatic drainage capacity as the main contributing factors in other scenarios.
Repetitive and severe decompensation may alter cardiopulmonary remodeling, producing chronic alterations in the lung
parenchyma and bronchi with/in? a restrictive pattern, cardiac asthma and pulmonary hypertension.
The therapeutic approach in APE is mainly based on hemodynamic and respiratory support. The decrease of pulmonary
capillary pressure, preload and afterload with vasodilators（primarily nitroglycerine and exceptionally nitroprusside）and
diuretics, together with the relief of the respiratory distress with oxygen and noninvasive ventilation are the main goals of the
treatment. The role of some sedative agents（mainly opiates）may be controversial and should be individualized. Inotropic
support is restricted to patients who are refractory to standard therapy or those with hypotension and signs of hypoperfusion.
New experimental vasodilators, currently under phase III studies（ularitide or serleaxin）
, others already commercially available
（nicorandil, LCZ695 or clevidipine）and some others in a more preliminary phase of investigation（like Bay 1021189, canderitide,
TRV 120027, CXL-1020）may be considered in the future.

IL7-2

Recent Concept for the Pharmacological Management of Acute Heart Failure

Department of Anesthesia and Critical care, University of Paris Diderot, France
Alexandre Mebazaa
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While it has long been recognized that children can suffer from acute respiratory distress syndrome（ARDS）, previous
consensus definitions of ARDS have been designed by adult practitioners, caring for adult patients. Although there are
similarities in the pathophysiology of acute respiratory distress syndrome（ARDS）in adults and children, pediatric specific
practice patterns, co-morbidities, and differences in outcome necessitate a pediatric specific definition. A sub-group of pediatric
ARDS（PARDS）investigators（Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference（PALICC））drafted a pediatric specific
definition of ARDS based upon consensus opinion, supported by detailed literature review and when possible patient data from
previously published investigations on PARDS. This talk will review the new PALICC PARDS definition, and highlight key
similarities and departures from historical and current adult definitions of ARDS. Several aspects of the PALICC PARDS
definition align with the current Berlin Definition of ARDS in adults: timing of ARDS after a known risk factor, the potential for
ARDS to co-exist with left ventricular dysfunction, and the importance of identifying of a group of patients at risk to develop
ARDS. Larger departures from the Berlin Definition surround: 1）simplification of chest imaging criteria to eliminate bilateral
infiltrates; 2）use of pulse oximetry based criteria when PaO2 is unavailable; 3）inclusion of Oxygenation Index and Oxygen
Saturation Index instead of PaO2/FiO2 ratio with a minimum PEEP level for invasively ventilated patients; 4）and specific
inclusion of children with pre-existing chronic lung disease or cyanotic congenital heart disease. This pediatric specific definition
for ARDS builds upon the adult-based Berlin Definition, but has been modified to account for differences between adults and
children with ARDS, and address pediatric specific practice patterns.
Objectives
1.To understand the need for a pediatric specific definition of acute respiratory distress syndrome（ARDS）
2.To review new diagnostic criteria for ARDS in children based on the Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference
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Respiratory tract infections are the most important types of infections in the intensive care unit (ICU). More than 50% of
critically-ill patients receive mechanical ventilation (MV). In USA, 300,000 people receive MV annually. One of the most serious
complications of MV is ventilator associated pneumonia (VAP). VAP is the pneumonia that develops 48 hours or longer after
MV applied by either endotracheal intubation or tracheostomy.
As many as 28% of mechanically ventilated patients develop VAP. Surveillance for ventilator-associated events in the National
Healthcare Safety Network (NHSN) in USA in 2012 was 0-4.4/1000 ventilator days. However, widely used surveillance definitions
for VAP were very non-specific. Older definitions mandated use of infiltrations in chest radiograph. However, neither sensitivity
nor specificity of this criteria is very low. Therefore, the surveillance definitions have been revised as ventilator associated
events (VAE) consisting of 1) Ventilator associated condition (VAC), 2) Infection-related ventilator associated complication (IVAC)
and 3) Possible VAP (PVAP). However, these definitions are not clinical definitions, they are just for surveillance. Therefore, they
have serious limitations in clinical diagnosis, treatment and follow-up of VAP.
The frequency of VAP increases with the duration of MV. Each extra day of MV increases VAP rate by 1-3%. VAP increases
mortality as well. Crude mortality varies between 27-76%, whereas attributable mortality is around 30% especially with high-risk
microorganisms. High-risk or multi-drug resistant (MDR) microorganisms are the most important cause of VAP especially in late
onset VAP which occurs in the 5th day of MV or more.
Infections with MDR microorganisms are major problems in ICUs all over the world. ICUs face with extreme (XDR) and even
pan-drug resistance (PDR) more and more often. MDR is defined as “acquired non-susceptibility to ≥ 1 agent in ≥ 3 antimicrobial categories”, whereas XDR is defined as “non-susceptibility to at least one agent in all but two or fewer antimicrobial
categories (i.e. bacterial isolates remain susceptible to only one or two categories)” and PDR as “non-susceptibility to all agents in
all antimicrobial categories.”
According to Centers for Disease Control recommendations, strategies as a solution to combat with MDR microorganisms are
prevention, diagnosis and treatment, and rational use of antibiotics. “Antibiotic stewardship” or the optimization of antibiotic
usage for both therapy and prophylaxis, is certainly necessary in management. Stakeholders in this battle are not only the
healthcare workers within the ICU itself, but efforts of all healthcare providers including hospital administrators, policy makers,
and even patients are needed.
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Following the diagnosis of Ebola Virus Disease in Dallas, Texas in the fall of 2014, we became acutely aware of the need to
screen and be prepared for all potential diseases that may possibly come to our hospital.
This talk will include information about
- which diseases are considered emerging diseases
- how to screen patients for emerging diseases
- what type of isolation is recommended for each
- how to handle PUIs（Patients Under Investigation）
- how to set up a care area for these patients
- use of a phone tree for notification
- who should be caring for theses patients
- the importance of training and drilling
- managing the message
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Introduction. Previous studies have shown that ICU（intensive care unit）survivors have decreased long-term survival rates
compared to the general population. However, knowledge about how to identify ICU survivors with higher risk of death and the
adjustable factors associated with mortality is still lacking.
Objectives. FROG-ICU aims to identify the clinical and biological phenotype of patients with different levels of probability of
death in the year after ICU discharge.
Methods. The FROG-ICU study was an epidemiological, observational, non-interventional, prospective and multicenter cohort
study where ICU survivors were followed up to one year after ICU discharge. All consecutive patients admitted to the 22
participating centers during the study period and receiving mechanical ventilation and/or vasopressors for more than 24h were
included. Every subject underwent a complete evaluation at admission, throughout the ICU stay and at ICU discharge. The
global, especially cardiovascular, assessment of each subject was performed through a complete clinical exam and biological
parameters. Blood and urine samples were collected at admission and at discharge with the primary goal to assess effectiveness
of novel biomarkers, with potential interest in risk stratification for patients who survive an ICU stay. The follow up included a
careful tracking of patients through telephone calls and questionnaires at 3, 6 and 12 months after ICU discharge.
Results. Among the 2087 patients analyzed, 452（26.7%）died during their ICU stay. The frequent causes of ICU admission
were severe sepsis or septic shock（26%）, acute respiratory failure（19%）and cardiac arrest（9%）. Analyses concern 1570
patients ICU survivors. One year after ICU discharge, 333（19.6%）patients died. Multivariate analysis identified comorbidities,
ICU length of stay > 20 days, blood pressure and inflammatory markers as independent factors of one-year mortality. Two novel
cardiovascular biomarkers, soluble ST2 and bioactive adrenomedullin, had strong added value to risk stratify patients at ICU
discharge.
Conclusions. In this prospective, multicenter, observational study, one patient over five did not survive at one year after having
been discharged alive from ICU. Preliminary analysis of FROG ICU suggests that comorbidities are important factors associated
with the risk of death in the year following ICU stay. Cardiovascular biomarkers have strong added value.
Aknowledgement. This study was supported by a national grant from the PHRC（AON 10-216）and from the Société Française
d’Anesthésie – Réanimation（SFAR）. A special thanks to all investigators and their team, to patients and families, to the URC
Lariboisière, to the DRCD of APHP and to Marie-Céline Fournier for her major contribution to the study.
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Nutritional support is an essential component of the management of critically ill adults. However, the optimal caloric intake has
never been examined systematically and remains an enigma. Several studies have showed that low caloric intake may be
detrimental and that higher caloric intake may be associated with improved outcomes. Conversely, in other studies it was
suggested that caloric restriction may be beneficial in critically ill patients if adequate dietary protein is provided. These findings
prompted the question of whether moderate caloric restriction while preserving protein intake improves the outcomes of
critically ill adults compared to standard feeding. In our previous single-center RCT of moderate（60-70%）versus standard（90100%）caloric intake while maintaining full protein target in both groups, it was observed that the lesser caloric intake was
associated with a reduction in hospital and 180-day mortality, both of which were secondary endpoints.
In a more recent multicentric study, we evaluated the impact of permissive underfeeding versus standard enteral feeding on 90day mortality preserving the protein intake. We set our caloric goal in the permissive underfeeding group at a lower level（4060% of caloric requirement）than the earlier trial with the premise that a larger separation in caloric intake between the two
groups would lead to a larger treatment effect. Throughout the intervention period, the permissive underfeeding group received
fewer calories than the standard feeding group（835 ± 297 versus 1299 ± 467 kcal/day, respectively, p<0.001; 46 ± 14% versus
71 ± 22% caloric requirements respectively, p<0.001）
. Protein intake was similar between groups（57 ± 24 versus 59 ± 25 g/day,
p=0.22）. It was found that the 90-day mortality was similar -- 121/445 patients（27.2%）versus 127/440 patients（28.9%）in the
permissive and standard feeding groups, respectively（relative risk 0.94, 95% confidence interval 0.76, 1.16, p=0.58）. Enteral
feeding to deliver moderate calories to critically ill adults was not associated with lower mortality compared to planned delivery
of full caloric requirements.

招聘講演 13
End-of-life care in Asian ICUs

2 月 14 日
（日） 9：00～9：50

第 2 会場

IL13
Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul,
Korea
Younsuck Koh
Intensive care medicine is often seen as a discipline focused on pulling back critically ill patients from the brink of death.
Unfortunately, however, critical illness is a painful experience, and many patients in the intensive care unit（ICU）do not
survive. Many ethical questions on the use of life-sustaining treatments for terminally ill patients thus exist. It is therefore
crucial that good intensive care, palliative care, and end-of-life care co-exist in the ICU.
Asia accounts for at least half of all patients with critical illness, mechanical ventilation, and ICU deaths internationally; yet, data
on end-of-life care in Asian ICUs are comparatively sparse and only beginning to emerge. This talk will discuss what we
currently know of the attitudes and practice of physicians who manage critically ill patients in Asia at the end of life, including
their views on withholding and withdrawal of life-sustaining treatments.
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招聘講演 14

2 月 14 日
（日） 10：00～10：50

End-of-life Care in ICU in US

第 2 会場

IL14
Division of Pulmonary & Critical Care Medicine University of Nevada School of Medicine Las Vegas, Nevada, USA
Hidenobu Shigemitsu
ICU では病気の治療に必要とされる最新のテクノロジーを多く備えている。しかし患者の病態の終末期いわゆる end of life にどの
ようにこのテクノロジーを効率よく使用し、生命を維持していく問題には多くの ICU で働いている医師及び看護士が関わること
は少なくない。米国社会では様々な人種が共存している結果、その人種それぞれに特有な宗教、文化、及び社会に関する理念や信
念があるため、これらを end of life ケアーに取り込むことを必要とされている。ICU では患者の判断能力が病態及び薬剤などでか
ら影響されているため、患者の家族などを通して end of life ケアーを提供することが多い。さらに終末期医療に関わる問題は医師
や看護士の職場での過労とストレスの原因になるため、これらが重要な問題であるとの認識が最近注目されている。よって、患者
の end of life care をより良くするためには、患者の家族と医師及び看護士との間のコミュニケーションを向上させるトレーニング
が必要とされる。
米国での終末期医療に関わる概念も様々な社会の需要に伴って変化している。従来米国では医師が患者の病態に適切だと思われる
判断をした後、それに応じて患者の家族の了解を得ることが多く見られた。しかし、近来は患者の家族を含めた、
『shared
decision』モデル、が定着している。
『shared decision』には２つのステップがある。最初のステップは患者の病態が悪化するにつ
れ、医師が患者の医療に関わる判断に伴う負担を患者の家族とコミュニケーションをとりながら家族と共有する事である。次に
各々の患者の家族に適応した重要な medical decision making をできる構造を確立させる。例えばこれらに含まれるのは家族の中
で医師及び看護士とコミュニケーションを取る代表者を決めるなどがある。これにより、患者の終末期医の医療判断に関する患者
の家族の満足度が向上すると共に、医師と看護士の過労とストレスの減少にも貢献するということが達成できるのが目的である。
米国の ICU では患者の死が生命維持装置の取り外しに伴うことが多い。しかしこれらから発生する問題は稀に米国の最高裁判所
で扱われる症例もある。各々の患者の家族の宗教的観点が存在する中、これらを医師や看護士の医学的観点と融合し、患者のケアー
に携わる難しさに直面することは少なくない。更に米国の ICU は病院の医療費の凡そ 3 割を占めることからも、最近では医療費削
減に伴う動きから、経済的観点から終末期医療の提供に注目が増えている事は間違いない。これに伴い、多くの ICU は ICU の医
師及び看護士、医療倫理委員会、そして緩和ケアーの専門医や看護士などと共同に作成した end of life care に関わるプロトコール
を作成することにより、円滑かつ迅速に終末期医療のケアーに必要な判断ができるように進めている。

招聘講演 15
Disaster Management

2 月 14 日
（日） 10：00～10：50

第 8 会場

IL15
Department of Emergency Medicine, University of Pittsburgh School of Medicine, USA
Joe Suyama
Disaster management spans many disciplines and clinical arenas. From ambulance drivers to Neurosurgeons, and from the site
of a disaster, all the way to the ICU. The simple definition of a disaster is when casualties or conditions overwhelm existing
resources to handle them from a clinical, operational, and psychological perspective. Disaster medicine attempts to apply
scientific principles and well rehearsed protocols so we can best handle disaster situations when they occur. Disaster
management has drawn from historical events（lessons learned）
, clinical knowledge（best practices）
, and military models（real
world events）in order to best respond to current needs and be prepared for future disaster events. Little actual science or
evidence based practice can be applied to disaster situations, but much can be translated from what we do clinically for patients
under routine circumstances.
The differences between performing clinical tasks when a disaster is happening and when there is no disaster largely revolve
around three things:
1.
2.
3.

Caring for many more patients in a short period of time
Caring for unusual types of patients that have unusual clinical conditions
Caring for patients without the typical infrastructure to care for patients under normal circumstances

Each of these can be addressed before a disaster occurs to decrease the actual effects of the disaster, and to ensure that the
most people possible can be saved. Under disaster circumstances, managing the affected community becomes the priority,
switching from the typical one-on-one patient doctor relationship that we practice today.
Recovery from disasters is equally as important as providing the appropriate clinical response to a disaster, and managing
psychological trauma and returning health services to baseline functioning becomes the overall goal once the disaster is over.
After this lecture, you should:
1.
2.
3.

Understand the principles of disaster management for medical response
Understand the need for training and preparedness for optimal disaster medical response
Understand key clinical pearls for your safety and to optimize patient care

－ 177 －

特別講演 1

2 月 12 日
（金） 15：40～16：30

Lactate Revisited

第 5 会場

SL1
Department of Intensive Care, CHIREC Hospitals, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
Daniel De Backer
Measurements of blood lactate levels may be useful to detect occult tissue hypoxia and also to monitor the effects of therapy.
Lactate is a byproduct of glycolysis. In the first phase which occurs in the cytoplasm of the cell and does not require oxygen,
glucose is transformed into pyruvate. Pyruvate can be transformed into lactate or enter the mitochondria to participate in the
second phase of reactions, generating ATP, H2O and CO2. This second phase does require the presence of oxygen. In normal
conditions, most pyruvate will enter the mitochondria, so that the normal lactate/pyruvate ratio is around 10. In anaerobic
conditions, pyruvate cannot enter the mitochondria and massive amounts of lactate will be produced.
It is commonly accepted that hyperlactatemia is mostly of hypoxic origin in critically ill patients with circulatory failure.
However, tissue hypoxia cannot be sustained for long periods of time without inducing cell death, as the energy produced by
anaerobic metabolism is quite low compared to aerobic metabolism. Mild hyperlactatemia in hemodynamically stable septic
patients is often not related to tissue hypoxia.
Sepsis-induced inflammatory mediators accelerate aerobic glycolysis, increasing pyruvate availability. The increase pyruvate
availability can lead to increased lactate production, even in presence of large amounts of oxygen. In addition to the increased
lactate production, a decrease in lactate clearance can participate in hyperlactatemia.
Recent studies also indicate that lactate can be used as fuel by different tissues, including the brain. Accordingly therapy should
not aim at suppressing lactate but rather suppressing the cause of hyperlactatemia. In some situations, exogenous administration
of lactate can even be considered.

特別講演 2
Prevention of delirium

2 月 12 日
（金） 14：40～15：30

第 6 会場

SL2
Department of Pulmonary and Critical Care and Health Services Research, Vanderbilt University, USA
E. Wesley Ely
It is imperative societally and as healthcare professional that we increasingly focus on the public health problem of acute and
long-term brain dysfunction amongst critically ill patients during and following their illness. Delirium is an extremely common
organ dysfunction and a strong independent predictor of length of stay, cost of care, death, and long-term cognitive impairment
that resembles an acquired dementia of the severity of Alzheimer's disease or traumatic brain injury. Numerous modifiable
causes have been identified（including delirium duration）and workers all over the world are attempting to reduce the onset
and duration of delirium and both prevent and manage the long-term acquired dementia–like illness that ICU survivors suffer
from so severely. It is high time that medical interventions designed to improve neurological recovery are subjected to
appropriately designed and robustly powered randomized controlled trials. Now ICU’s are working diligently to implement the
SCCM’s PAD guidelines using the evidence-based ABCDEF Bundle as part of the ICU Liberation Collaborative. More
information is available at www.icudelirium.org and www.iculiberation.org.
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特別講演 3

2 月 12 日
（金） 9：00～9：50

Leadership

第 8 会場

SL3
Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Johns Hopkins Medicine, USA
Todd Dorman
Leadership models change.
Healthcare is not static. Our knowledge continues to grow and diagnosis and treatment change. There is enhanced attention
paid to patients and families and even specialty foci changes. True to this ever sea of change, leadership models change as well.
The historical approach to leadership within health care is akin to the military approach of command and control. An autocratic
hierarchy existed with physicians exerting absolute control. Problems are typically addressed by finding someone…someone
other than the physician to blame, unless there is a physician-in-training nearby. Although in such a system, staff are extremely
dedicated they are not engaged and thus safety is compromised and outcomes are impacted. Physicians frequently do not
recognize the circumstance as problematic as they typically believe that they collaborate in care and in the end it is their role to
be in command. In fact, they usually see the errors that occur as proof that they should exert more control.
Unfortunately, optimal care is not delivered; there are frequent communication breakdowns, staff satisfaction falls and
undesirable events happen. The historic response is to just blame more, demand more, push harder and fail to see that the
approach has failed. Data from The Joint Commission demonstrates that the majority of errors occur secondary to
communication failures. The historic approach simply fails to produce the results we all desires for patients and their families.
Unfortunately too many physicians can confuse fear for respect. New approaches are clearly needed.
The first step is for physicians to understand the difference between management and leadership. Managers have subordinates
while leaders have followers. Managers tend to be authoritarian while leaders are charismatic. Managers are work focused while
leaders are people focused. Managers struggle to cope with complexity while leaders promote change. Managers administer,
maintain and control. Leaders innovate, develop and trust.
We all contribute to the problem. As we hire our leaders we tend to look for a hero when we should look for a multiplier.
Falsely emboldened with the expectation of heroism, too often we fall to management strategies instead of leadership. We fail
to become the guiding light for improvement. We fail to recognize that results occur at the speed of relationships. We fail to
become a serving leader.
The newer models of leadership still keep the physician as the leader but replace command and control with approaches that
foster engagement, communication, and supportive teams. Given that system errors account for the majority of concerns, blame
is replaced by approaches that encourage transparency so that individuals can grow and that we all have the opportunity to
play from our strengths.
Instead of treating our team members as individual people we have treated them like objects and too often they feel like an “it”.
This is worsened when the leader fails to use phrases like we and our and instead uses I and mine. A simple first step of change
is to always ask for input before stating your own opinion. If you truly listen and take into account the information provided, this
demonstrates value in your team members and helps establish a team culture. It allows us to utilize all of the data streams and
perspectives available about the patient which means we are all less like to commit an error. Valued team members stay on the
team longer and so disruption is minimized.
Feelings of isolation can be pervasive when team members do not feel valued. Thus approaches that garner engagement and
value can help mitigate burnout and PTSD. Prevention of loss of experts keeps the team functioning at a higher level.
Prevention of loss removes the need to hire replacements. Given the economic impact of replacement is estimated at about twotimes the base salary, cost savings are also achieved.
The historic process of blame creates a persecutor, as someone has to do the blaming. Thus someone must also be the victim.
In response, some of us tend to rush in and act like saviors. Unfortunately this tends to keep the victim in the victim role.
Instead of rescuing them, we need to help them find a path forward, a new way by working together to solve problems. Such a
change allows the leader to avoid being a rescuer and frees them to be a coach. Once we recognize that mistakes are actually
learning opportunities we can stop persecuting and start teaching.
The historic approach taught us to solve problems by finding barriers and knocking them down. The modern approach
recognizes that it is easier to make progress by identifying our strengths and leveraging them. A rule of thumb is to keep the
focus and thus the discussion focused on strengths for about 80% of the time. This allows us to acknowledge that barriers exists
and to identify a couple to fix, but keeps the tone very positive and thus our teams more engaged and feeling supported.
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Leaders recognize the different skills our team members bring to the field. Consequently we can allow the team to function
better by helping individuals serve in the capacity they are best suited for. The foundation for this approach starts with sharing
our philosophy with our team. To do so requires that we start with self-reflection to critically identify what we value and
importantly to identify what works well and less well when one works with others.
By establishing a respectful and engaged team we allow everyone to shine and to function in a manner conducive to success and
personal growth. These approaches help establish the base. Tools help people apply the principles reviewed above. For example,
it is common for someone to suggest a debriefing might be fruitful, unfortunately without a framework and a tool, such
discussion can frequently deteriorate into blame sessions. An after action review tool should be utilized. Such a tool would keep
everyone focused at the actions done and the results attained. The tool would allow folks to take one step back and reflect and
discuss what did they actually plan on doing and how they planned on doing it. Importantly it would permit the team to take a
second step back and allow them to question the intent and the assumptions in place and thus begin to see the system issues at
play.
These newer leadership approaches can be very successful at supporting change and improvement. They are the underpinnings
of the quality and safety movement. They help staff feel valued and thus staff are more engaged and they help build resilience
so that everyone can deal with the stressful ICU environment better.

特別講演 4
Bedside assessment of hemodynamics

2 月 12 日
（金） 10：00～10：50

第 8 会場

SL4
Department of Intensive Care Medicine, University Hospital Bern（Inselspital）and University of Bern, Bern, Switzerland
Jukka Takala
The clinical assessment at the bed side is the basis of all hemodynamic evaluations. No technical monitoring or diagnostic tool
can replace the systematic clinical assessment of circulation, and all results from monitoring and diagnostic devices must be put
into context with the clinical findings. Hemodynamic stability can be verified based on clinical judgement and careful clinical
assessment of the patient. A patient with normal mental state, without obvious, clinically relevant hypotension, normal capillary
perfusion and refill in the periphery and warm skin temperature, normal central and peripheral venous filling, with ongoing
diuresis, and without hyperlactatemia is likely to be stable. A patient who is obviously ill and do not fill one or several of the
clinical criteria for stability should be considered possibly unstable. Such signs of inadequate hemodynamics as peripheral
vasoconstriction and/or decreased venous filling, hypotension or symptomatic decrease in blood pressure, signs of cerebral or
coronary hypoperfusion, oliguria, and acute reduction in urinary output relate to blood pressure decrease can all be observed in
systematic clinical examination. Empty veins and peripheral vasoconstriction signal for hypovolemia, and treatment of
hypovolemia should be treated without delay, while the search for cause must start in parallel. Dyspneic breathing and full
central veins suggest an intrathoracic cause of hemodynamic instability. Decreased level of consciousness related to
hemodynamic instability should prompt the suspicion of sepsis, very severe low cardiac output. The systematic assessment of
the patient can be done in less than 60 seconds, and repeated as often as necessary.
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特別講演 5

2 月 12 日
（金） 14：40～15：05

MERS in Seoul

第 8 会場

SL5
Department of Critical Care Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, South
Korea
Gee Young Suh
The Middle East respiratory syndrome（MERS）is an emerging lethal respiratory disease caused by a novel betacoronavirus
（MERS-CoV）, and most cases of MERS have been reported from the countries in or near the Arabian Peninsula. In May of
2015, a Korean gentlemen who visited the Middle East fell ill with respiratory symptoms and pneumonia. He visited three
medical facilities before finally being confirmed of having MERS at Samsung Medical Center. But before the diagnosis he spread
the disease to 28 patients. One of these secondary cases of MERS who was not told that he was exposed to MERS-CoV, visited
emergency room of Samsung Medical Center due to unresolving pneumonia and stayed for 3 days in the crowded emergency
room while spreading the disease to over 80 people. An unprecedented nosocomial outbreak of MERS occurred.
Most of critically-ill MERS patients came to the ICU due to respiratory failure. The incidence of renal failure was not as high as
previous reports from Saudi Arabia. It is especially important to observe patients with pneumonia carefully for signs of
deterioration because the respiratory failure can progress very rapidly especially early in the course of disease. Most patients
received anti-viral therapy according to the guidelines developed by the Korean Society of Infectious Diseases. In some patients
ECMO was necessary due to progressing respiratory failure.
Some of the problems facing when caring for these critically-ill patients were, 1）overcoming fear, 2）having enough medical
personnel to properly care for these patients, 3）logistics of transferring the patients, 4）education of personal protection
equipment for those taking care of these patients, 5）having proper facilities.
Unexpected MERS-CoV outbreak occurred in Korea between May and July 2015 which totaled 186 patients with about 20%
mortality. Doctors and nurses did what they did with what knowledge and resources that they had to overcome this tragedy.

特別講演 6
Infection with the Middle East Respiratory coronavirus
（MERS-CoV）

2 月 12 日
（金） 15：05～15：30

第 8 会場

SL6
Intensive Care Department Medical Director, Respiratory Services Professor, College of Medicine King Saud Bin Abdulaziz
University for Health Sciences King Abdulaziz Medical City Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Yaseen Arabi
Between September 2012 and 26 December 2015, 1,621 laboratory-confirmed human cases of Middle East respiratory syndrome
coronavirus（MERS-CoV）infection from 26 countries, including at least 584 deaths（case fatality proportion 35%）
, have been
reported to the World Health Organization. 80 %（1281）of these cases have been reported from Saudi Arabia including two
major outbreaks one in early 2014 and mid 2015 this year. The patients presented with clinical symptoms and signs of a SARI,
the most common being fever, dyspnea and cough. Some patients present with abdominal pain, vomiting and diarrhea. Up to
70% of reported cases in some series developed ARDS requiring ICU admission and invasive mechanical ventilation. Nearly half
of the patients（48%）required renal replacement therapy. Other laboratory findings reported in MERS-CoV confirmed cases
included lymphopenia, leukopenia and less commonly thrombocytopenia, anemia, elevated liver transaminases. Increasing age（>
60 years）, male gender（66%）, underlying co morbidity: particularly diabetes（50%）, chronic cardiac disease（41%）
, chronic
respiratory disease（40%）, chronic or end stage renal disease（30%）
, those on hemodialysis or immunocompromised have been
found to be the risk factors for poor prognosis in MERS-CoV patients. Treatment remains supportive and multiple gaps remain
in the pathogenesis and specific therapy. Compliance with infection control is essential in preventing nosocomial transmission.
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特別講演 7

2 月 12 日
（金） 15：40～16：30

第 8 会場

Recommendations for ICU disaster preparedness: lessons learned from natural, accidental and intentional events

SL7
Department of Medicine, Queen’s University and University of Toronto, Canada
Randy S. Wax
There are unique aspects of the role of the ICU in disaster preparedness and response that have been learned over the past few
decades. The time course of different types of disasters can have varying impact on the ability of your ICU to care for the
surge in patients. Large disasters happening abruptly place a huge immediate demand on emergency services, however the
ICU may experience a delay in receiving patients or be minimally impacted due to the low number of survivors receiving initial
successful resuscitation. Prolonged surge in demand for ICU from emerging infectious diseases can have a more severe demand
for ICU resources, which can quickly overwhelm healthcare systems. ICU teams need to prepare for likely events related to
local geography or political reality, but also need to maintain a general “all-hazards” approach to preparedness to allow flexibility
for any unexpected events.
When a sudden and severe increase in demand for ICU resources occurs in a disaster, the strategy for ICU care may need to
shift to the provision of Emergency Mass Critical Care（EMCC）
, which focuses on basic limited ICU care to all patients using
simpler interventions chosen to be most likely to save lives. When the ability to care for more ICU patients using the EMCC
strategy is overwhelmed, an organized triage strategy will be used to provide ICU care only to those patients most likely to
benefit, and conserve resources by providing palliative care to those patients most likely to die even with ICU care but who
would have received ICU care under normal conditions.
Planning for use of staff, space and supplies during a disaster can potentially delay or avoid the need to shift to use of EMCC or
triage strategies. An organized approach to using supervised non-ICU healthcare providers can extend care for additional ICU
patients. Areas of the hospital can be identified for potential use in caring for additional ICU patients during a disaster, focusing
on non-ICU clinical areas with helpful features such as medical gas supply and monitoring equipment. Local planning for
disaster equipment and supply needs is essential, because delay in receiving additional support from remote government
stockpiles is likely.
Careful selection of stockpiled life support equipment, such as ventilators, will ensure ease of use and
reliability during a disaster event.

特別講演 8
医学研究と倫理

2 月 13 日
（土） 14：40～15：30

第 13 会場

SL8
大阪大学大学院

医学系研究科

病理学

仲野 徹
「科学者はお互いの研究について『注意深くデータを集め、適切な解析及び統計手法を使い、その結果を正しく報告』している
ものと信じています。また、社会の人たちは『科学研究によって得られた結果は研究者の誠実で正しい考察によるもの』と信じて
います。（『科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得（日本学術振興会）
』より）
」
医学に限らず、すべての研究において当然あてはまるべきことである。しかし、残念なことに、必ずしもそうはなっていないと
いうのが現状だ。それどころか、次第に増えているのではないか、また、医学・生物学では特に研究不正が多いのではないか、と
いう指摘すらある。
研究における不正は、おおきく、ねつ造、剽窃、盗用のいずれかによるものである。不正に走る理由はそれぞれの事例によって
異なっているが、競争の過熱、研究費の獲得、上からのプレッシャー、歪んだ功名心、などがあげられている。どのような理由で
あれ、研究不正は、周囲に多大な迷惑を及ぼすだけでなく、暴かれれば最後、不正を犯した本人も非常に大きなペナルティーをう
けることになる。
それにも関わらず、どうしてなくならないのだろうか。これまでの、医学研究における不正事例を紹介しながら、その背景には
何があったのかを解説していきたい。また、お恥ずかしいことではあるが、自分自身が連座した論文ねつ造事例も例にとって、ど
ういう状況が不正を生み出したのかについても、反省をこめて紹介したい。
研究不正を完全になくすことは極めて困難だろう。しかし、少しでも減らすことはできるはずだ。そのためにはなにをすべきな
のだろうか。講演を聴いて、ともに考えていただければ幸いである。
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特別講演 9

2 月 14 日
（日） 9：00～10：00

死をいかに迎えるか

第 1 会場

SL9
作家／大阪人間科学大学

社会福祉学科

久坂部 羊
現代は医療の進歩により、多くの命が救われる時代になりました。その一方で、器械につながれ、身体中にチューブを差し込ま
れて、尊厳のない状態で命が引き延ばされている現実もあります。 多くの患者さんは、助かる見込みがあるなら治療をしてほし
いけれど、悲惨な延命治療になるならやめてほしいと望みます。しかし、集中治療を含むあらゆる延命治療には、やってみないと
わからないという側面があります。 その事実を踏まえた上で、より望ましい死はいかにすれば実現に近づけるのか。 確実に救
命できる保証がないなら、患者さんおよび家族を納得させるために必要なのは、医師の説明力だと思います。患者さんや家族が抱
く期待感、思い込みを上手に誘導し、現実を受け入れる心の準備が得られれば、治療に対する失望や怒りは起こりにくいのではな
いでしょうか。 しかし、重症の患者さんや家族はたいてい動転し、平常心を失っています。加えて専門用語には不慣れだったり、
逆にネットなどから偏った情報に凝り固まっている人もいます。それぞれの性格、家庭環境、人生背景、知的レベルも異なります。
そういう相手にどうやって上手な説明をするか。 マニュアルはありません。必要なのは相手の気持と状況を汲み取る共感力です。
共感力に必要なのは哲学だと思います。死とは何か、生きる意味とは何か、人間とは何か。死について深く考えない人は、救えな
い命にも真摯に向き合えないでしょうし、人間という複雑な存在を理解しようとしない人に、他人の心を癒やすのはむずかしいで
しょう。 現実にはいろいろなことが起こります。それを踏まえて、想像力を広げることが哲学を深めることにつながると思いま
す。その一助として、私事で恐縮ですが、だれもが絶望視した延命治療から復活を遂げた義理の叔父と、医師でありながら徹底し
た医療否定主義だった父の死についてお話ししたいと思います。

特別講演 10
医療改革：必要な ICU ベッド数は？

2 月 14 日
（日） 9：00～9：50

第 3 会場

SL10
産業医科大学

医学部

公衆衛生学教室

松田 晋哉
現在、各都道府県で地域医療構想の策定が進んでいる。このプログラムでは投入された医療資源量（出来高換算点数）をもとに、
DPC 別、性年齢階級別、住所地別の機能別病床数（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）が構想区域ごとに推計されている。
高度急性期の病床数推計に際しては、ICU や HCU などの利用状況をみて急性期との区分点を設定している。したがって、ICU 病
床は今回の推計では高度急性期病床に含まれている。
今回の推計は現状追認で行っているため、推計量が必要量である保証はない。実際、福岡県の 13 の医療圏の性年齢階級別の関
連レセプト出現率を補正して集中治療室の利用状況を分析すると、2 つの医療圏では算定がなく、残りの 11 の医療圏では最低が朝
倉医療圏の 51.5（100 が平均）、最高が北九州医療圏の 316.7 となっていた。National database を用いた他の医療行為との相関分析、
及び DPC データを用いた詳細分析を行ってもこのような利用率の差が説明できるような患者側の要因は十分でなく、供給側の要
因によってこうした ICU 利用の差が出ている可能性が示唆された。
ICU 退室時の死亡に関連する要因を分析した筆者らの研究結果では、ICU の専従スタッフが配置されている Closed の施設で死
亡率が低いという結果が得られている。したがって、ICU の配置に際しては、質を保証するための基準を設定した上で、地域の症
例数を推計し、それらを勘案した上で、安全率を見込んで ICU 数を決めることが望ましい。また、術後管理を主として行う ICU
（HCU?）と治療を主として行う ICU の機能区分についても学会として検討すべきであろう。さらに、そうした ICU の機能を外部
評価できるために、入室患者の重症度についても公的な仕組みとして評価することが望ましいと考える。
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特別講演 11

インフルエンザ感染の重症化機序と、その予防と治療の最新知見

2 月 14 日
（日） 9：00～9：50

第 4 会場

SL11
徳島大学

疾患酵素学研究センター

木戸 博
インフルエンザウイルスは、「ウイルスーサイトカインープロテアーゼ」サイクルクによって体内増殖するが、感染は時に重症化
して死を招く。感染重症化は、このサイクルに「サイトカインー代謝破綻」サイクルが共役して、血管内皮細胞障害と主要臓器の
機能不全が生じた結果であることが、感染重症化機序の解析から明らかになった。体内代謝の中で最も大きな比重を占める代謝が、
生命維持の基本となる ATP を作るミトコンドリアのエネルギー代謝で、この代謝破綻が重症化の引き金を引いている。中でもサ
イトカインによって影響の受けやすい代謝が糖代謝で、ミトコンドリアの Pyruvate dehydrogenase kinase 4（PDK4）が増加して、
その結果 Pyruvate dehydrogenase 活性が低下して、細胞内エネルギー危機の切っ掛けを作る。このような状況下で、細胞は脂質
代謝を全開にして細胞内 ATP レベルを維持するが、この危機に対応できなくなると血中の乳酸、ケトン体の異常増加を伴って細
胞内 ATP が低下する。血管内皮細胞では、エネルギー源の 70% を脂肪に依存していることから、生まれつき脂質代謝に弱点のあ
る人では、以上の感染ストレスに対応できず、血管内皮細胞機能障害として浮腫が発症する。その典型例が小児期のインフルエン
ザ脳症で、脳の血管内皮細胞の ATP 不足が引き起こす機能障害で、脂質代謝障害者に好発する。Sepsis でも同様にサイトカイン
ストームが発症するが、脂質代謝障碍者では血管内皮細胞機能障害を伴って重篤化し易い。感染に伴う以上の全身の代謝障害の重
症度を、末梢液の Lactate を分子に、ATP 量を分母に置いてモニターする ATP-Lactate Energy Risk Score が提唱され、リアルタ
イムの重症度マーカーとして、その重要性が認識されてきている。一方治療では、糖代謝の解析から PDK4 が、脂質代謝の解析か
ら carnitine palmitoyltransferase II（CPT II）が治療標的酵素として浮かび上がったことから、効果的な治療薬として、先ずは既
存薬から Diisopropylamine dichloroacetate（DADA）が PDK4 阻害薬として、Bezabibrate が CPT II の転写促進薬として発見され、
動物実験や患者培養細胞で治療効果が確認されている。両薬剤は「サイトカインー代謝破綻」を治療することから、結果的にサイ
トカインを正常化する。そのためサイタカインストームの治療薬として、今後様々な応用が考えられるに至った。本講演では、集
中治療の現場で頻繁に目にするサイトカインストーム、代謝不全、血管内皮細胞機能障害、浮腫を、インフルエンザ感染重症化を
例にして、最近の研究の展開を紹介したい。

特別講演 12
A Viral Threat to Us; focused on respiratory failure

2 月 14 日
（日） 10：00～10：50

第 4 会場

SL12
Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, Univ. of Ulsan College of Medicine, Korea
Younsuck Koh
The role of viruses in respiratory failure through developing a pneumonia in adults and the impact of viral infection on clinical
outcome have not been well elucidated. Although the pandemics of SARS, Avian influenza, new H1N1 influenza, and recent
Middle East Respiratory Syndrome（MERS）in Korea awakens the threat of respiratory failure, viruses, except the influenza
virus（IFV）, still have not been considering important causes of severe respiratory infections in adults. The under-consideration
of virus is especially true as a cause of the healthcare-associated pneumonia（HCAP）
. However, several recent reports on adult
viral infection, in which polymerase chain reaction was used to test for the presence of respiratory viruses, showed that viruses
accounted for approximately 13.5 to 56.2% of the cases of community acquired pneumonia（CAP）
. Recently, rhinoviruses（RVs),
which are a leading cause of common cold, have been increasingly reported to be associated with lower respiratory tract
infection. Among RV species, RV-C has been known to be associated with more severe respiratory illnesses in children and in
immune-compromised adults. The mortalities of patients with respiratory failure caused by bacterial, viral, and bacterial-viral coinfections does not seem to be different. In summary, virus has been emerged a major public health threat requiring a global
collaboration to cope with the epidemic viral threat. Moreover virs is a major cause of respiratory failure as a cause of HCAP in
addition to CAP. The mortality is similar with bacterial causes in patients requiring ICU admission due to severe pneumonia.
Rhinovirus has been emerging as an important cause of CAP and HCAP. Considering enormous burden on public health
resources of pneumonia, further efforts should be devoted to the proper diagnosis and management of viral infection in adults.
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特別講演 13

2 月 14 日
（日） 9：50～10：50

Up-to-date of Neurocritical Care

第 5 会場

SL13
Neurosciences Critical Care Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, MD USA
Romergryko G. Geocadin
Several important updates in the understanding and practice of neurocritical care have occurred in recent years. The goal of
neurocritical care is to minimize neurologic injury and improve outcomes. There are several approaches to achieve this in the
ICU. First is to limit primary injury to the brain. One key advance in limiting primary injury is to limit brain ischemia and
restore brain perfusion. Recently several studies showed the additional benefit of intra-arterial administration of tissue
plasminogen activator（tPA）with IV-tPA for acute ischemic stroke. Crucial in management is patient selection as well as
neurocritical care in the management of these patients.
Another important goal in neurocritical care is to preventing secondary injury to the brain in patients who present with acute
etiologies. Some of the secondary injuries include increasing edema formation, expansion of the hematoma, increase in
intracranial pressure（ICP）, and reduction in cerebral perfusion. Recently several studies focused on secondary injury will be
reviewed: 1）the controversy of ICP monitoring in traumatic brain injury（TBI）
, 2）therapeutic hypothermia to control ICP in
acute TBI, 3）comparison of hypertonic saline to mannitol in treating cerebral edema and outcomes in patientswith severe TBI,
and 4）use of prothrombin concentrate complex（PCC）to control hematoma expansion to improve outcomes in patients
cerebral hemorrhage on anticoagulation therapy with warfarin.
Lastly, the lecture will provide some updates on understand and management of coma and disorders of consciousness（DOC）.
Coma and DOC in the ICU remain the strongest predictor of survival and quality of life of survivors, yet, we have limited
understanding of the brain structures that lead to coma and we have lesser understanding on how we can help patients recover
from coma or improve DOC. A recent study using neuro-imaging in patients with DOC for at least 4 weeks found areas of the
brain that accounts for DOC. In acute coma, it is known that a shift of the brain midline structures were associated with acute
DOC, but a recent study showed that reversal of midline shift was associated with awakening from coma. Several therapies,
such as amantadine have been tried to improve DOC but recently transcranial direct current stimulation（tDCS）was shown to
improve patients in minimally conscious states.
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特別講演 14

2 月 14 日
（日） 8：30～10：00

A novel viral infection

SL14-1

第 8 会場

Management of the first cases of Ebola Virus Disease in the United States

Southwest Pulmonary Associates at Texas Health Presbyterian Dallas, USA
Gary L Weinstein
Thomas Eric Duncan presented to the Emergency Department of Texas Health Presbytyrian Dallas and changed us and our
hospital forever.
This talk will include information about
- background information that set the stage
- how the 3 patients presented
- changes made to our facility to care for these patient
- who was required to care for them
- effects of this event on our facility
- effects of this event on our staff
- the economic effects on our facility and staff
- effects of this outbreak beyond Dallas

SL14-2

Ebola, Ethics and Staff Challenges to Providing Care

Texas Health Resources/Southwest Pulmonary Associates, USA
Nancil Nagel
This will be a three-part lecture. In the first part, we will explore doctoral research designed to examine the perceptions and
attitudes of nurses regarding willingness to work following an Ebola infected patient（EIP）admission. This is novel research, as
there is scant literature available that addresses RNs’ willingness to work with EIPs. This quantitative, descriptive study
revealed a prevalent belief in an ethical duty to care despite personal and familial risks. A myriad of factors which affect RNs’
willingness to provide care when EIPs are admitted for treatment were revealed in this research. These factors include family
dynamics, availability of vaccination, hospital accommodation, access to emergency plans, hazard pay, appropriate personal
protective equipment, and social shunning（family, social, public）
.
For the second part, we will examine acute stress reactions in hospital staff caring for EIPs. The use of modified critical incident
stress management debriefings and art therapy to defuse stress and refocus the critical care team to the task of patient care
will be presented.
The final part will use information from the previous two sections to identify techniques to keep the critical care team prepared
to care for patients infected with Ebola or other novel viral infections. The key points will include the following: how to
effectively plan for these patients, how to keep the critical care team working together, and how to defuse acute stress reactions.
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特別講演 15

2 月 14 日
（日） 9：00～9：30

若手医師のための人工呼吸器ワークショップの取り組み

第 9 会場

SL15
LDS Hospital

呼吸器内科・集中治療科

田中 竜馬
人工呼吸器に関する正しい知識を広めるため、金子教宏医師（亀田総合病院）の呼びかけにより 2010 年 11 月に「若手医師のた
めの人工呼吸器ワークショップ」の活動を開始した。実際に人工呼吸器装着患者の診療に携わることが多い若手医師にとって、体
系的に人工呼吸管理について学ぶ機会は少なく、日常診療で悩むことが多い。このような若手医師に講義と実習を通じて体系的か
つ実践的な知識を伝え、それによって呼吸ケアの質の向上に貢献することがこのワークショップの目的である。
「若手医師のためのワークショップ」は 2015 年 12 月までに 22 回開催され、のべ 571 名の医師が参加している。カリキュラムはす
べてワークショップスタッフよるオリジナルであるが、その内容は American Association for Respiratory Care（AARC）にも評
価され、正式認定を受けている。
そのほかにも、医師以外の医療職を対象にしたワークショップや、Non-invasive positive pressure ventilation（NPPV）のワー
クショップなども計 6 回開催し、121 名が参加している。さらに、胸部画像の読み方、血液ガスの解釈、人工呼吸器グラフィック
の見方といったベッドサイドで必要となる知識や、人工呼吸器トラブルシューティング、重症患者の早期離床のような実践的内容、
Airway pressure release ventilation（APRV）のような発展的内容についてのセミナーをこれまでに 18 回開催しており、約 2000
名が受講している。
この講演では、これまで 5 年間にわたって行ってきた当ワークショップの取り組みについて発表する。

教育講演 1
VCV と PCV を理解する

2 月 12 日
（金） 10：00～10：50

第 2 会場

EL1
横浜市立大学

附属市民総合医療センター

集中治療部

大塚 将秀
量規定換気（volume controlled ventilation, VCV）と圧規定換気（pressure controlled ventilation, PCV）は、患者の吸気努力がな
くても設定どおりの換気を規則的に行う全換気補助に分類される代表的な陽圧人工呼吸の換気モードである。この教育講演では以
下の項目について解説を行い、安全で有効な人工呼吸療法を患者に提供するための基礎知識を身につけることを目標とする。
1．VCV と PCV の動作と特徴
2．VCV と PCV が生体に与える影響の差異について
3．VCV と PCV を臨床応用する上での注意事項
4．VCV と PCV が重症呼吸不全患者の予後に与える影響について（文献的考察）
5．Dual controlled ventilation（DCV）について
6．現時点における VCV/PCV/DCV の臨床的評価・使い分けについて
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教育講演 2

2 月 12 日
（金） 14：40～15：30

吸気圧の設定方法

第 2 会場

EL2
トロント大学

こども病院

吉田 健史
ARDS に対する人工呼吸管理は、肺実質に加わる stress（経肺圧）/strain（肺安静位から換気量が加わった結果肺がどれだけ変形
したかを示す歪みの指標）に関連する barotrauma と volutrauma を防ぐための吸気圧（プラトー圧）/ 一回換気量制限、呼吸毎に
繰 り 返 さ れ る 肺 胞 の 開 通 と 虚 脱（tidal recruitment） に 関 連 す る atelectotrauma を 防 ぐ た め の PEEP 付 加 が そ の 根 幹 で あ る
（Lancet2003）。2000 年の ARDS Network による大規模ランダム化臨床試験以降、吸気圧は 30cmH2O 以下で管理することが推奨
されている（NEJM2000）。しかし、吸気圧 30cmH2O 以下で管理していたとしても人工呼吸器関連肺傷害の悪化を認める場合が近
年明らかになってきた。まず、吸気圧と PEEP の差である driving pressure が高い時は、吸気圧 30cmH2O 以下で管理していたと
しても driving pressure に比例して死亡リスクが増加することが示されている（NEJM2015）
。最近 driving pressure を低下させる
ような人工呼吸管理法として、lung recruitment 後呼吸器系コンプライアンスが最大（つまり driving pressure が最小）になる
PEEP を用いた人工呼吸管理のランダム化臨床試験の結果が発表された（CCM in press）
。さらに continuous negative abdominal
pressure を付加することでさらに driving pressure を減少できることが我々の研究から明らかになってきた。次に、強い自発呼吸
のために低い胸膜圧が発生している時は、吸気圧 30cmH2O 以下で管理していたとしても経肺圧（= 吸気圧 - 胸膜圧）の上昇のた
めに barotrauma を防ぐことができないことが動物実験で示されている（CCM2013）。自発呼吸温存時、経肺圧の過度な上昇を防
ぐ人工呼吸管理法として、筋弛緩（NEJM2010）以外に PEEP（CCM in press）や volume controlled ventilation が挙げられる。こ
のセッションでは、吸気圧管理の重要性とその限界、吸気圧に代わる新たな指標を中心とした人工呼吸管理を肺生理学的観点から
述べたい。

教育講演 3
Difficult Weaning

2 月 12 日
（金） 15：40～16：30

第 2 会場

EL3
University of Ulsan College of Medicine, Asan Medical Center, Seoul, Korea
Chae-Man Lim
Weaning is the gradual process of transferring work of breathing from the machine（ventilator）to the patient. For successful
weaning are therefore required the composite sufficiency of the patient involving neural system, thoracic cage, respiratory
musculature, airways and lung parenchyma. Prior to the start of weaning, work of breathing related with any pathologic
conditions should be minimized, pump function of the patient should be maximized, and the synchrony between the machine and
patient be optimized. Weaning process is comprised of three steps, partly overlapping and interdependent, removal of positive
pressure and PEEP, removal of endotracheal tube, removal of（high）oxygen therapy. The three components may be removed
together at one time or separately over a certain period of time or only part of them are achieved. In spite of advanced
technology surrounding emchanical ventilation, we often face difficult weaning in a significant number of patients. Numerous
factors are involved in difficult weaning. Patients should be re-assessed regarding the reversibility of primary lung condition,
neuro-muscular capability, heart function, and drugs administered. Besides efforts to optimize these factors, ICU rehabilitation is
emerging as new method to improve weaning outcome. In some cases, extubation can be facilitated using non-invasive
ventilation, high-flow nasal cannula. Recent studies suggest adeqaucy of gas humidity and temperature is of paramount
importance in avoiding reintubation after successful weaning/extubation.
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教育講演 4

2 月 12 日
（金） 9：00～9：50

ARDS 患者における人工呼吸中の呼吸生理

第 3 会場

EL4
大阪府立母子保健総合医療センター

集中治療科

竹内 宗之
症例：敗血症性ショックに陥った 50 歳男性。大量の輸液、ノルアドレナリンとバゾプレシンにて血圧を維持しているが、水分バ
ランスはどんどんプラスになり、もともとの体重は 65 kg であるが身体はむくんできている。鎮静され、気管挿管されているが、
努力呼吸が著明になってきて、SpO2 は低下し 90% を維持できなくなった。現在の人工呼吸器設定は、FIO2 1.0, PEEP 10, プレッ
シャーサポート 10、呼吸数は 40 回、一回換気量は 300mL である。ガイドラインに乗っ取って治療を開始するのも悪くないが、ま
ずは、この患者の呼吸器系に起こっている現象を理解してみよう。
（1）なぜ 100% 酸素吸入でも酸素化が改善しないのか？
低酸素血症を起こすメカニズムとしては、肺胞低換気、拡散障害、換気 - 血流不均等、シャント、が存在する。100% 酸素を投与し
ても著しく低い PaO2 しか得られない場合には、ほぼシャントが原因である。そして、後天的かつ急性に発症するシャントの原因
は肺胞虚脱である。つまり、本症例では、肺胞虚脱が起こっていると考えられる。
（2）なぜ肺胞虚脱が起こるのか？
敗血症のように内皮細胞が障害される状態では、間質水腫や肺胞水腫が起こる。その結果、肺の重量は増加し、胸腔内の圧は重力
方向下向きに増加し、荷重域の肺胞周囲の圧は上昇する。肺はその中と外の圧差で拡張しているので、肺の外側の圧が大きくなる
と肺は虚脱しやすくなる。虚脱を防ぐためには、持続的に肺胞内圧を胸腔内圧よりも高く設定する必要があり、そのために PEEP
が必要である。
（3）なぜ喘いでいるのか？
PaCO2 を一定に保つためには、分時肺胞換気量を一定に保つ必要がある。しかし ARDS では、肺コンプライアンスが減少してい
るだけでなく、胸郭浮腫と腹圧の上昇により胸郭コンプライアンスも減少している。その両方を人工呼吸器と患者の吸気圧の和に
よって、拡張しなければならない。そのため、人工呼吸器の圧補助が十分でなければ、患者の呼吸仕事は増大し、喘ぎ呼吸が始ま
る。それを防ぐためには、適切な人工呼吸補助を行う必要がある。
（4）患者の欲求どおりの換気を行えばよいのか？
ARDS の患者では、しばしば換気ドライブが亢進している。その欲求どおりの圧補助を行うことは安全なのだろうか？健常人の
Total Lung Capacity は Functional Residual Capacity の約 2.5 倍程度の容量がある。つまり肺胞が自然呼気位の約 2.5 倍以上に拡張
することは、非生理的であることが想像できる。動物実験では、このような換気は肺傷害を発生させることが示されている。
ARDS では、FRC が小さいため、一回換気量を多くとることは肺傷害を起こさせる。それを防止するため、深鎮静や筋弛緩など
が必要になることがある。
起こっている現象を理解すれば、必然的に行うべき呼吸管理が見えてくる。そしてそれは、全ての患者に一律にガイドラインを当
てはめるのではなく、個々の患者に適した換気設定ができる第一歩であると考える。
教育講演 5
換気モードの基礎と臨床、その問題点を探る

2 月 12 日
（金） 14：40～15：30

第 3 会場

EL5
岡山赤十字病院

麻酔科

時岡 宏明
人工呼吸器は、マイクロプロセッサーが内臓されるようになってから流量制御やトリガー機構などの基本的な機能が飛躍的に向上
した。それに伴い多くの換気モードが開発され、人工呼吸管理は新たな時代に突入した。しかし、新しい換気モードの利点・欠点、
有用性の評価が明らかでないため、臨床の現場に混乱を招いた。また従来から使用されている基本的な換気モードにおいても、さ
まざまな問題点が浮かび上がった。ここでは、代表的な換気モードの問題点を、生理学的な基礎的な観点から、また臨床における
エビデンスの観点から解決を探る。
1. 換気モードの開発と混乱、臨床上どの換気モードが必要なのか？
2. 調節呼吸の問題点、ARDS における有用性と横隔膜筋力の低下・筋組織の委縮の欠点は？
3. Volume control ventilation の問題点、流速が同調性と呼吸仕事量に及ぼす影響
4. Pressure control ventilation は volume control ventilation より圧外傷が少ないのか？予後を改善させるのか？
5. SIMV（synchronized intermittent mandatory ventilation）と PSV（pressure support ventilation）を呼吸仕事量の観点から比
較する。
6. PSV の ARDS における注意点、経肺圧を考える。
7. 理想の換気モードとされた PAV（proportional assist ventilation）は、優れた同調性により PSV を凌駕するのか？
基本的な換気モードの問題点を明らかにした。それぞれの換気モードの利点・欠点を熟知することにより、ガス交換能の維持、患
者と人工呼吸器の同調性の改善、呼吸仕事量の軽減、ventilator-induced lung injury の回避など行うことが可能となる。臨床の現
場においては、個々の患者さんのガス交換能と肺・胸郭のメカニクスあるいは呼吸中枢の問題などの評価を行うことにより、患者
さんに適した換気モード、患者さんに即した人工呼吸管理が可能となる。
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教育講演 6

安全に早期離床 / 運動を行うための集中治療室でのフィジカルアセスメント

2 月 12 日
（金） 10：00～10：50

第 4 会場

EL6
東京ベイ・浦安市川医療センター

リハビリテーション室

髙田 順子
「安全に離床が行える基準は？」「坐位から立位へと、負荷を上げても大丈夫？」。これらはクリティカル患者の離床 / 運動を行
う時の代表的なクリニカルクエスチョンでる。
近年、専門家の推奨やシステマティックレビューによって、明確で分かりやすい禁忌や中止基準が報告された 1,2）。しかし、さ
らに “ 重力負荷や運動負荷の段階を上げる / 上げない ” の判断を要する場面において、その判断を左右する明確な基準はない。その
ような時に、フィジカルアセスメントは大きな助けとなる。
例えば、血圧低下がなくても CRT（capillary refill time）>2 秒、下肢の mottling（斑状皮疹）
、四肢冷感の 3 徴候は、低心拍出量・
組織循環障害が強く予想される；心係数 Cl<2.5（尤度比 7.5）、ScvO2<60%（尤度比 6.9）3）。呼吸数の増加は病態の悪化を示唆す
る 4）
。失神感（眼前暗黙感）を伴うめまいは、心疾患や起立性低血圧が考えられる 5）。人工呼吸器患者の離床における中止理由
の大半は非同調であったと報告されている 6）。
安全にクリティカル患者の離床 / 運動をすすめる時の禁忌や中止基準を文献レビューし、また離床 / 運動の段階を上げる / 上げ
ない判断の手助けとなる、クリティカル患者に特有の病態変化や、重力 / 運動負荷に対する生体反応のフィジカルアセスメントを
解説する。
1.	Hodgson CL, et al. Expert consensus and recommendations on safety criteria for active mobilization of mechanically
ventilated critically ill adults. Crit Care 2014;18:658.
2.	Sommers J, et al. Physiotherapy in the intensive care unit: an evidence-based, expert driven, practical statement and
rehabilitation recommendations. Clin Rehabil. 2015;29（11）:1051-63
3.	Grissom CK, et.al. Association of physical examination with pulmonary artery catheter parameters in acute lung injury.
Crit Care Med. 2009;37（10）:2720-6
4.	
（編）米国集中治療医学会（SCCM）
（監修）
,
FCCS 委員会 , 日本集中治療教育研究会（JSEPTIC）
. FCCS プロバイダーマニュ
アル第 2 版 . メディカル・サイエンス・インターナショナル , 2013
5.	
（監修）酒見英太 ,（著）上田剛士 , ジェネラリストのための内科診断リファレンス - エビデンスに基づく究極の診断学を
めざして -. 医学書院 , 2014
6.	Schweickert WD, et.al. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a
randomised controlled trial. Lancet. 2009, 30;373（9678）:1874-82
教育講演 7
ICU からはじめる早期離床

2 月 12 日
（金） 16：40～17：30

第 4 会場

EL7
LDS Hospital

呼吸器内科・集中治療科

田中 竜馬
重症疾患から回復して集中治療室（ICU）を退室してからといって、すぐに元の健康状態に戻れるわけではない。重症患者の多
くは退院後も続く筋力低下や認知機能障害を煩い、仕事に戻れないなどの問題を抱えていることが最近の研究でわかってきてい
る。このような、重症疾患やその治療に起因する長期的な精神・認知・身体機能の障害は、Post-intensive care syndrome（PICS）
と呼ばれる。患者本人だけでなく、家族にも心的外傷後ストレス障害（PTSD）や不安、うつなどの頻度が高いことがわかっており、
Post-intensive care syndrome-family（PICS-F）と呼ばれる。
急性期に端を発するこのような合併症を予防すると期待されているのが、ICU からはじめる早期離床である。早期離床は、重症
患者であっても安全に行うことができ、機能的自立の頻度を増やし、せん妄の日数を減らすことが示されているため、米国集中治
療医学会によるガイドラインにおいても鎮静を可能な限り浅くすることと共に推奨されている。
この講演では、早期離床に関する現時点でのエビデンスを振り返り、また自施設での早期離床の取り組みを紹介する。
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教育講演 8

2 月 12 日
（金） 10：00～10：50

人工呼吸と Heart-lung interaction

第 6 会場

EL8
徳島大学病院

ER 災害医療診療部

今中 秀光
心臓と肺は解剖学的に隣接し、全身の臓器に必要な酸素を供給する点で任務を共有している。その一方が障害されると酸素運搬が
低下し臓器障害を引き起こす。人工呼吸は酸素含量、心拍出量、酸素消費量などを介して酸素の需要供給バランスに影響を及ぼす。
さらに人工呼吸は胸腔内圧、肺容量を介して、心拍出量の決定因子である前負荷・後負荷に大きな影響を及ぼす。
1）人工呼吸と自発呼吸の心拍出量に及ぼす影響
自発呼吸がない患者に人工呼吸を開始すると血圧が著しく低下する。人工呼吸により胸腔内圧は吸気時に陽圧になり静脈還流、す
なわち前負荷が減少する。このため右室の一回拍出量が減少し、時間差ののち左室の一回拍出量が減少し、血圧が低下する。一方、
吸気初期は、肺組織の血液が左心房に押し出され、一時的に左室の一回拍出量が増加し血圧が上昇する。この結果、人工呼吸中で
は血圧波形が呼吸性に変動し、変動の程度は輸液反応性の指標となる。
自発呼吸では吸気時に胸腔内圧が陰圧となり静脈還流が増加し、右室の一回拍出量が増加する。
2）人工呼吸が循環に影響する
呼吸不全患者では呼吸仕事量がしばしば増加している。人工呼吸を実施すると、呼吸仕事量や呼吸に要する酸素消費量が軽減し、
酸素需要供給バランスが改善する。次に、肺血管抵抗（PVR）は肺容量に大きく左右される。一回換気量や PEEP が過剰で肺容量
が高すぎれば PVR が上昇する一方、肺容量が機能的残気量を下回っても PVR が上昇する。いずれにせよ右心機能が悪い患者では、
PVR 上昇により右心機能はさらに悪化する。また PVR が上昇すると、心室中隔を介して右室が左室を圧迫し心拍出量が低下する。
また、一回換気量や PEEP が過剰であると、過膨張の肺が心臓を圧迫するため右室・左室の前負荷が低下し、心拍出量が低下する。
3）心臓が人工呼吸に影響する
左心不全が起こると、肺うっ血が生じ肺自重が増えるため、荷重域の無気肺が発生しやすくなる。その結果、人工呼吸中の患者で
気道内圧が上昇、換気量が減少、ガス交換が障害される。また開心術後の人工呼吸患者では、心拍動によりしばしば人工呼吸器が
誤作動する現象が知られている。

教育講演 9
2 月 12 日
（金） 10：00～10：50
Ventilatory Management in Pediatric ARDS:What is different from adults?

第 7 会場

EL9
Department of Pediatrics, Children’s Hospital Los Angeles, USA
Robinder G. Khemani
Pediatric practitioners face unique challenges when attempting to translate or adapt adult derived evidence regarding
ventilation practices for Acute Respiratory Distress Syndrome into pediatric practice. Some mechanical ventilation practices
from adult critical care are readily accepted in pediatrics, while others are not. These differences, combined with heterogeneous
management strategies within pediatric critical care, can complicate clinical practice and make designing robust clinical trials in
pediatric ARDS particularly difficult. These issues surround the lack of explicit ventilator protocols in pediatrics; differences in
modes of conventional ventilation and their effect on ventilator variables such as inspiratory pressures and tidal volume;
variability in practice with respect to application of Positive End Expiratory Pressure（PEEP）and supplemental oxygen（FiO2）;
the approach to non-conventional modes of ventilation such as High Frequency Oscillatory Ventilation（HFOV）; differences in
weaning strategies between adults and children; and differences in monitoring both ventilator and physiologic parameters in
critically ill adults and children.
Objectives
1.	Highlight important differences between adult and pediatric critical care practice which influence mechanical
ventilation strategies in Pediatric ARDS.
2.	Discuss how to interpret adult based ARDS evidence regarding mechanical ventilation strategies for translation to
children.
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教育講演 10

集中治療の現場にこそ必要な、優しさを伝えるケア技術：ユマニチュード

2 月 12 日
（金） 10：00～10：50

第 9 会場

EL10
国立病院機構

東京医療センター

本田 美和子
高齢社会を迎えた日本では、加齢によって認知機能が低下するにつれて自分が受けているケアや治療の意味が理解できなくなり、
拒絶や暴言・暴力行為などを表出する高齢者に対面する医療・介護者が増えています。
現在の医学・看護学は「治療の意味が理解でき、検査や治療に協力してもらえる人」を対象とすることを前提にしていますが、認
知機能が低下した方々にとってはその前提条件は必ずしも得られていません。とりわけ、重篤な状態の患者が対象となる集中治療
の現場においては、提供される医療が自分のためと理解できずに激しく抵抗する人々に、どうすれば適切な医療やケアを届けるこ
とができるか、という問題が、医療の質を担保するための喫緊の課題となりました。このなかで、やむを得ず身体的・薬物的な抑
制をすることが日常となったり、ケアを行う人が疲弊して職を辞すなどの看護人材の離職にも直結する事態にわたしたちは直面し
ています。ケア困難となる状態は高齢者の健康と生活の質を保つことができず、同時に本人だけでなくケア提供者にも心理的スト
レスを生じさせています。さらに認知症の行動・心理症状の増悪は、周囲環境からのストレスが契機となることから、ストレスを
感じさせないケアの実践が現代医療には求められています。
ユマニチュードは体育学を専攻するイヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティの 36 年の経験の中から創出した、知覚・感情・
言語による包括的コミュニケーションに基づくケア技法です。これは「あなたは大切な存在です」という言語および非言語のメッ
セージをケアを受けるひとが理解できる形で届け、質の高いケアを実現させる、哲学と理論からなる技術です。ユマニチュードを
3 年前から導入している東京医療センターでは、一般病棟のみならず、三時九球を担う救命救急センターにおいても看護師がこの
技法を用いることによって、看護の質を上げることができると実感し、現在ケアについての看護研究を進めています。
また、認知症の行動心理症状の改善や、看護職員のバーンアウトの軽減についての臨床研究報告も行われるようなりました。今回
の講演では、このケア技法の概要と、集中治療の現場で実践しているケアの内容、そして臨床研究の結果についてお伝えいたしま
す。

教育講演 11
集中治療領域における看護師の臨床実践能力とその育成

2 月 12 日
（金） 14：40～15：30

第 9 会場

EL11
聖路加国際大学

看護学部

成人看護学

宇都宮 明美
近年、臨床看護師教育においてクリニカルラダーは、臨床実践能力評価および教育プログラムのツールとして大きな役割を果たし
ている。その要素には、看護実践能力、組織的役割遂行能力、研究を含む自己研鑽能力として枠組みを捉えられていることが多い。
一方でクリニカルラダーは各組織が求める（目指す）人材に焦点が当てられており、言わば患者中心ではなく組織中心的思考の産
物とも指摘できる。 では臨床能力とはなにか、看護実践における専門性とは何かということが論点となる。私は看護者が患者・
家族を含むケアの受け手に対して最善と考えるケアを提供することが、実践のコアとなると考える。そのために看護師は対象の
ニーズを捉え、ケアを検討・選択し、チームでケアを提供する。また看護管理者は看護スタッフの能力が最大限発揮できるような
環境を調整する。この患者中心という原点回帰なくして、臨床能力を検討することはできない。 次に、同じ経験年数を重ねた看
護師でも看護実践の場で発揮できる能力は様々に異なる。それは経験した回数（時間・期間）ではなく、経験をどのように昇華し、
自らの知識に融合されたかの違いによると考える。では、どのような教育をすれば経験を昇華できるのか。専門職に必要な能力と
して、知識・技能・態度の 3 要素が上げられているが、育成が困難だといわれている態度においては課題が山積している。 集中
治療領域の知識・技能・態度を概観しつつ、その育成について概説したい。
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教育講演 12

2 月 12 日
（金） 14：40～15：30

周術期における血液浄化療法

第 10 会場

EL12
札幌医科大学

1）

医学部

集中治療医学、2）札幌医科大学

升田 好樹 、巽 博臣 、千原 伸也
1）

1）

附属病院

臨床工学部

2）

周術期の血液浄化療法として最も頻度が高いものとして，慢性維持透析患者の術後血液浄化療法があげられる．近年では十分な術
前管理により，術中，術後に大きな合併症を起こさず手術を終了し，回復することが可能となった．しかし，心大血管外科手術，
長時間，大量輸液・輸血を必要とするような高度侵襲手術での水分管理は重要であり，その際には血液浄化療法が重要な役割を担っ
ている．また，術前血液浄化療法を必要としない患者であっても心不全，腎障害などを有する患者では，術後，腎不全へと進展し，
血液浄化療法を必要となる場合もある．急性腎不全の原因としては血管内容量の低下や腎毒性を有する薬剤の投与（造影剤など），
腎血流が低下するショックの遷延によるものが考えられ，いずれも可逆的であるため，回復までの腎補助が重要となる．本教育講
演では，慢性維持透析患者の心臓血管外科手術と非心臓手術である消化器外科，泌尿器科，整形外科術後などの血液浄化療法管理
の実際を示す．さらに予期せずに術後急性腎不全へと進展し，急性血液浄化療法を施行した症例を提示し周術期血液浄化療法での
施行モード，抗凝固薬の選択，ヘモフィルターの選択などについてその特性と病態との関連について解説する． 周術期の腎代替
療法としての血液浄化療法以外には，感染症に対するドレナージ手術後の遷延するショックが重要な対象患者となる．汎発性腹膜
炎や降下性縦隔炎などの感染巣に対する手術後に感染症のメディエータ対策として，急性血液浄化療法を施行することがある．従
来の直接的エンドトキシン吸着療法に加え，近年ではサイトカインや種々のメディエータを吸着できるヘモフィルターを用いた急
性血液浄化療法が可能となり，選択肢の幅が広がった．また，分子量の大きなメディエータ除去をより効率良く行うため，浄化量
を増加させる急性血液浄化療法（high-volume high-flow CRRT）も選択肢の一つとしてあげられるように，術後急性期の血液浄化
療法の選択肢が広がっている．感染症に関連する手術後のショックに対する吸着療法や腎代替療法施行に関する施行モードや条件
選択の考え方などについて自験例を提示して解説する．

教育講演 13
2 月 12 日
（金） 15：40～16：30
血行動態モニタリング：心拍出量・心拍出量変動率・心臓拡張末期容量・肺血管外水分量・肺血管透過性係数

第 10 会場

EL13
日本医科大学

多摩永山病院

救命救急センター

田上 隆
循環呼吸管理に苦渋する重症患者では、どのように、治療戦略を組み立てるのがよいか？治療戦略を立てる上では、判断根拠とな
る情報は、信頼性が高く客観的・定量的であることが望ましい。経肺熱希釈法を用いた循環呼吸動態モニターでは、循環動態のパ
ラメータとして心拍出量に加え、心臓拡張末期容量や 1 回心拍出量変動率が測定できる［1］
。心臓拡張末期容量は、心臓の 4 つの
部屋（左右の心房と心室）に存在する血液量であり、理論的に心臓内の血液量を反映する。1 回心拍出量変動率は、呼吸サイクル
のおける心拍出量の変動を定量的に評価して、「輸液反応性」を類推することができる。呼吸状態を示唆するパラメータとして、
肺血管外水分量と肺血管透過性係数が算出される［2］。肺血管外水分量とは、肺胞腔及び間質の水分の総称であり、肺水腫の程度・
重症度の本態を表す。肺血管透過性係数は、心原性肺水腫と非心原性肺水腫を鑑別することが可能である。これらの循環呼吸動態
のパラメータと臨床情報を組み合わせることにより、適切な輸液管理を行い、合併症を減らせる可能性が示唆されている［1, 3］
。
本講演では、循環呼吸動態の基本的な事項と各種パラメータの妥当性を、職種を問わず、経肺熱希釈法についてみたことも聞いた
ことも無い方にも理解いただけるように概説する。得られたデータを、どのように実際の治療方針決定に反映させていくかを、最
新の文献を元に考察する。参考文献 1. Tagami, T., et al., Optimal range of global end-diastolic volume for fluid management after
aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a multicenter prospective cohort study. Crit Care Med, 2014. 42（6）: p. 1348-56. 2.
Tagami, T., et al., Quantitative diagnosis of diffuse alveolar damage using extravascular lung water. Crit Care Med, 2013. 41（9）:
p. 2144-50. 3. Tagami, T., et al., Early-phase changes of extravascular lung water index as a prognostic indicator in acute
respiratory distress syndrome patients. Ann Intensive Care, 2014. 4（1）: p. 27.
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Temperature management in traumatic head injury

2 月 12 日
（金） 9：00～9：50

第 11 会場

EL14
Department of Intensive Care Medicine, St. George Hospital, Australia
Manoj Saxena
“Give me the power to produce fever and I will cure disease”: attributed to Parmenides or Hippocrates, 400-500 BCE.
“Humanity has but three great enemies: fever, famine and war; of these by far the greatest, by far the most terrible, is fever”:
William Osler, 1890 ACE.
These two quotations, illustrate the problem that has challenged clinicians in their quest to manage temperature in patients with
injury due to trauma.
The response of any tissue to injury involves inflammation, including regional swelling, increase in blood flow, pain and heat
generation. For the tissue of the central nervous system, does such a process provide the optimal condition for healing to occur,
or can modification of that response（by the use of drugs that influence inflammation or by physical cooling）improve healing of
the injured tissue?
On the basis of historical traditions, animal models of brain injury, observational clinical studies and the effect of temperature
reduction on intracranial pressure, it is possible to hypothesize that reducing body temperature in order to cool the brain, may
reduce the burden of death and disability for patients with traumatic head injury.
However, controlled clinical trials have not demonstrated efficacy or safety for temperature reduction. The majority of controlled
clinical trials have evaluated induced hypothermia against a heterogeneous control group. The overall direction of effect appears
to suggest that there is no benefit with induced hypothermia, when compared to the control strategies, and that there may be
increased harm.
It is possible that these controlled clinical trials may be falsely negative. There may be issues related to patient selection or the
timing, depth and duration of induced hypothermia, or problems with statistical power, sample size or outcome assessment. A
further consideration is whether temperature should be modified in response to intracranial pressure or should the strategy be
a target temperature alone?
An alternative explanation for the lack of effectiveness of induced hypothermia is the controversial proposal that the host
response to injury provides ideal conditions for repair and recovery to occur; that a strategy that permits higher thresholds for
intracranial pressure and temperature（e.g. > 20mmg or > 38°
C）could be beneficial.
A crucial additional source of potential bias in trials of induced hypothermia is the variability of management in the control
group. Are the control group strategies really generalisable to “standard practice”? We lack information on “standard practice”
and variation within and between national and international jurisdictions. Given that the majority of traumatic head injury occurs
in low and middle-income countries, this adds an additional filter of relevance.
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2 月 12 日
（金） 10：00～10：50

ミトコンドリアを標的とした細胞保護ストラテジーの最前線

第 11 会場

EL15
ハーバードメディカルスクール・マサチューセッツ総合病院

麻酔・集中治療科

市瀬 史
ミトコンドリアは細胞の死と生存を支配する多能的細胞内小器官である。ミトコンドリアは細胞が生存のために必要とする ATP
の主要産生源であり、大多数の好気的ないし嫌気的代謝経路で中心的役割を果たしている。さらにミトコンドリアはオートファ
ジーを含む細胞レベルでのストレス反応を調節し、アポトーシスばかりでなくネクローシスもコントロールすることが知られてい
る。したがって、ミトコンドリアは、生理的な代謝機能から、ストレス反応、細胞死までの広範で連続する細胞機能を制御してい
ることになる。そのため、ミトコンドリア自身の機能不全、あるいはミトコンドリアが重要な役割を果たすシグナル経路の不具合
は、老化、肥満、神経変性疾患、心血管疾患、ガンなど非常に多くの疾患の基礎的なメカニズムとなっている。一方、硫化水素は、
近年注目されてきた内因性のガス性シグナル分子である。硫化水素は幾つかの酵素から細胞質内で産生されるが、主としてミトコ
ンドリアで代謝されることが知られている。高濃度の硫化水素はミトコンドリア呼吸鎖のチトクロームオキシダーゼを阻害するこ
とで ATP 産生を妨げる事は良く知られているが、硫化水素はミトコンドリアが ATP を産生するための基質としても使われうる事
はあまり知られていない。本教育講演では、硫化水素を含む硫黄酸化物が、ミトコンドリアの機能調節に果たす役割を中心に、最
新の細胞保護ストラテジーについての最近の研究結果を紹介する予定である。

教育講演 16
ICU 領域におけるせん妄と敗血症関連脳症

2 月 12 日
（金） 14：40～15：30

第 11 会場

EL16
山口大学

大学院医学系研究科

救急・総合診療医学分野

鶴田 良介、小田 泰崇
ICU 領域に関する脳障害は，
（1）昏睡，
（2）せん妄，
（3）重症疾患後の認知機能障害の 3 つに分類される．昏睡はせん妄より重症で，
昏睡とせん妄を合せて急性脳機能不全という．ICU せん妄の発症は，単に 3～6 カ月後の短期アウトカムだけでなく，1 年以上の長
期アウトカムにも影響を及ぼすことが明らかになってきた．せん妄の同義語に敗血症関連脳症，代謝性脳症，中毒精神病，術後せ
ん妄などがある．敗血症関連脳症は国際疾病分類（ICD10）で「encephalopathy（脳症）」が「delirium（せん妄）」に置き換わっ
たことから，敗血症関連せん妄 sepsis-associated delirium（SAD）と呼ぶほうがよいかもしれない．また，脳症と総称した場合の
初期症状はせん妄に相当するため SAD を早期検出するためにも SAD の使用が望ましいかもしれないが，ここでは与えられたタイ
トルにしたがうことにした．敗血症関連脳症の発症メカニズムは未だよく解明されていないが，血管内皮の活性化と血液脳関門の
崩壊，脳ミトコンドリア機能障害，マイクログリアの活性化，神経伝達物質の異常，脳循環障害の複合的な関与が推定されている．
これらの多くのデータは動物の敗血症モデルから得られたものである．よって昏睡とせん妄を厳密には区別できない．近年，敗血
症の定義について臓器障害に注目が集まるなか，敗血症関連脳症あるいは SAD は敗血症を診断する上で試金石の臓器障害となる
可能性がある．
意識は覚醒（網様体賦活系）と認知（大脳皮質）の 2 つからなる．覚醒を調べるスケールが Glasgow Coma Scale であり，鎮静深
度のスケールである Richmond Agitation-Sedation Scale（RASS）である．一方，認知を調べる手段がせん妄の診断ツールである
Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit（CAM-ICU）と Intensive Care Delirium Screening Checklist（ICDSC）
である．したがって，RASS と CAM-ICU が連動しているのは理にかなっている．RASS-4～-5 を昏睡とし，RASS-3 以上のときに
せん妄評価が行える．ヒトにおいてはこれらのツールから昏睡とせん妄を区別し得るようになり，SAD を早期に診断できるよう
になってきた．ヒトの SAD の研究から得られたバイオマーカー，脳波，画像診断の最新データを取りあげ，SAD と非敗血症性せ
ん妄で何が異なり，何が同じであるか現時点で明らかになってきたことを解説する．また，最後に SAD に対する予防・治療法に
ついても触れたい．
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教育講演 17

2 月 12 日
（金） 9：00～9：50

観察研究のデータ解析：交絡と傾向スコア

第 12 会場

EL17
大阪大学大学院医学系研究科臨床統計疫学寄附講座
新谷 歩
無作為割り付けの行われていない観察研究では，さまざまな患者の背景によって治療法が選択されるため、治療群とコントロー
ル群で患者の特性が異なり、アウトカムの直接比較が困難となる。特に薬剤比較研究では、解析でこの違いを無視してしまうと、
投薬群はコントロール群に比べ病状が悪化していることが多いので、薬剤の効果なし、またはあたかも害であるかのような思いも
かけない結果に結びつくことがしばしば起こる。このように比較群間で患者背景の異なりから治療の効果を間違って解析してしま
うことを交絡と呼び、多くの観察研究で問題とされている。この様な交絡は重回帰分析を用いて補正できるが、ここ数年傾向スコ
アなど、より有効な交絡の補正法が用いられるようになってきた。アスピリンの予後に及ぼす影響を調べた研究を例にすると、傾
向スコアとは例えば心疾患の既往歴があり血圧の高い患者ほどアスピリンを投薬される可能性が高くなるなど、予後予測因子をも
とにて予測した薬剤使用の確率をいう。傾向スコアが同じ、この例では心疾患の既往歴や血圧が同程度で一人はアスピリンを常用
しもう片方は使用していないような二人の患者の間で予後を比較をすることで交絡を防ぐことができる。傾向スコアを用いた交絡
の調整法にはマッチング法や、逆数重み法 （Inverse Propensity Score Weighting, IPW）などがある。本教育セミナーでは交絡
の補正に用いられる重回帰分析や傾向スコアのコンセプト、使用法についてアスピリンの薬効を調べた観察研究論文や、ICU 観察
研究論文を用いながら分かり易く説明する。

教育講演 18
How to Use the SMR to Improve Quality of Care

2 月 12 日
（金） 10：00～10：50

第 12 会場

EL18
National Intensive Care Evaluation（NICE）foundation and Academic Medical Center, University of Amsterdam, the Netherlands
Nicolette de Keizer
A quality indicator is a measurable aspect of the quality of care. An important quality indicator for intensive care units（ICUs）
is the standardized mortality ration（SMR）. By means of prognostic models such as SAPS II/III, APACHE II/III/IV, mortality
can be adjusted for case-mix and thereby made comparable among different ICUs. Characteristics of a good quality indicator are
relevance, reliability, unambiguousness, and that the indicator is measureable and actionable. In the light of these characteristics
we will discuss the possibilities and limitations of the indicator SMR, what ICU quality registries can do to improve on these
characteristics, and how ICUs can work with SMR or other quality indicators to improve their quality of care.
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Multicentre research in Asian intensive care –a new dawn

2 月 12 日
（金） 14：40～15：30

第 12 会場

EL19
Department of Internal Medicine, National University Hospital, Singapore
Jason Phua
Asia is the world’s largest and most populous continent, which naturally means that it is the continent with the most number of
critically ill patients at any one time. Sadly though, because the research infrastructure is relatively under-developed in most
Asian countries, much less is known about the state of intensive care medicine in Asia than in North America, Europe, and
Australia and New Zealand. A new dawn has however arrived, with research being slowly introduced into the DNA of more
and more Asian intensive care units（ICUs）. Today, we are also seeing more research collaborations across Asian ICUs, cities,
and countries. It is hoped that these collaborations and the information gained from the studies performed will progressively
improve the practice of intensive care medicine and the outcomes of critically ill patients in Asia.

教育講演 20
救急・集中治療に必要な脳神経所見の診かた

2 月 12 日
（金） 14：40～15：30

第 13 会場

EL20
国際医療福祉大学熱海病院

神経内科

脳卒中・神経センター

永山 正雄
救急医療の場において脳神経救急の占める割合は広義には 40～50% に達するものと推定されている。さらに狭義の脳神経疾患は
勿論、一般に重症度が高ければ高い程、脳神経系合併症の頻度は高く、米国の General ICU 入室例の検討では、脳神経疾患以外に
よる ICU 入室例の 12% で脳神経系合併症がみられている。一方、低体温（体温管理）療法や脳機能モニタリングさえ行っていれ
ば脳神経救急・集中治療（ニューロクリティカルケア）を行っているとの考えは大きな誤りである。的確な脳神経救急・集中治療
の実践のためには、最低限の知識と経験に加えて、的確かつ簡潔な医療面接（問診）と臨床解剖を踏まえた身体診察、リアルタイ
ムの鑑別診断と decision-making が求められる。実際、米国バージニア大学救急部門での検討（2002 年）では、急性意識障害の診
断に有用であった診断のモダリティーは現病歴 51%、既往歴 43%, 診察 41%、治療への反応 39%、画像 16% の順であった。また脳
神経系の病気の診断の約 80% は医療面接（問診）と診察のみから可能ともいわれる。また救急・集中治療を要する場面では、包
括性、正確性を追求しすぎること無く、T.P.O.（Time、Place、Occasion）をわきまえて時間との勝負を両立させる必要がある。
本教育講演では、臨床研修医、救急・集中治療後期研修医、若手集中治療医、集中治療に従事する看護師ほかのコ・メディカル諸
氏の診療に役立つ内容で、脳神経救急・集中治療に必要なベッドサイドにおける脳神経所見の診かたを、多数の動画も交えて限り
なくわかり易くご説明したい。
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The Surviving Sepsis Campaign: an Update in 2016

2 月 13 日
（土） 14：40～15：30

第 1 会場

EL21
Department of Intensive Care Medicine, Anaesthesia, St. George’s University Hospitals NHS Foundation Trust, UK
Andrew Rhodes
The Surviving Sepsis Campaign（SSC）was initiated in 2002（by the ESICM and the SCCM）with the aim of improving the
outcome of patients with sepsis（by 25%）through improved awareness of the condition, education and the adoption of evidencebased practices. Towards these aims the SSC produced its first set of evidence based guidelines in 2004 and these have been
updated in both 2008 and 2012. The SSC guidelines panel is currently working on the next（2016）
.
The SSC guidelines contain many recommendations as to what best practice should be. The guidelines are long and often are
not well adopted. The SSC therefore partnered with the Institute for Healthcare Improvement（USA）to develop tools to
improve the translation of the evidence based guidance into clinical practice. The main tool involved with this was the sepsis
bundle. A bundle is a group of interventions that when implemented together improves clinical outcomes. Recent evidence has
suggested from the SSC database that those hospitals that have adopted such quality improvement initiatives improve their
compliance with bundle metrics and that this improved compliance translates through to better outcomes. This has been
confirmed in a recent prevalence study（Impress）. In addition it has been shown that better compliance and longer
participation are both associated with additional outcomes improvements.
If we review the guidelines over time it can be seen that they have changed significantly since the 2004 version. Many important
components of the first set have subsequently been dropped or revised. This should not be seen as a weakness, as it is in fact a
strength of the process. As more areas of clinical practice are subject to scrutiny and debate, new clinical trials are performed
and new data changes the way the overall evidence base is viewed. Key areas of change over the last 12 years include the
dropping of the recommendation for activated protein C and the revising of the recommendations for tight glycaemic control
and low dose corticosteroids. In the last 15 months we have seen three large studies published looking into the efficacy of early
goal directed therapy for the resuscitation of septic shock. None of these studies have demonstrated a positive benefit to patients
with this approach and the current guideline update is going to have to reflect this change to the evidence base.

教育講演 22
持続腎代替療法（CRRT）-Japanese Way-

2 月 13 日
（土） 10：00～10：50

第 2 会場

EL22
川崎医科大学

麻酔・集中治療医学 3

片山 浩、吉田 悠紀子、福田 直樹、那須 敬、日根野谷 一、落合 陽子、花崎 元彦
わが国の集中治療の現場で実施されている腎代替療法の中で、約 70％が持続で行われている 1）。そこで今回の教育講演ではわが
国の CRRT の現状と世界との差異について検討する。 持続腎代替療法の世界で最初の報告は 1977 年ドイツの Kramer によると
されている。わが国でも 1980 年代になってから各施設で持続血液浄化が実施されるようになった。その使用経験が報告されてき
たが、PMMA 素材の膜を用いた血液流量 60ml/ 分の CHF では、十分な血液浄化効果が得られず間欠的な HD を加えていた。この
溶質除去不足を解消するために採用されたのが CHDF であり、これにより溶質除去不足を解消した。 これらの報告以降 CRRT
を開始した施設では、PMMA を用いた CHDF が広まり現在に至っている。世界でも当初は CAVHF が行われていたが、現在は豪
州などでも CVVHDF が主流となっているようである 2）。抗凝固剤は、わが国では早期からメシル酸ナファモスタットが使用され
て良好に作用しているが、世界的にみるとごく一部の地域でしか用いられていない。血液浄化量は、世界的には 25ml/kg/hr 程度
が推奨されているが、わが国では保険の制約により 10-12ml/kg/hr となっている。しかし一般的な腎機能不全に対する血液浄化で
UN、クレアチニン、電解質、水分の管理に問題はなく、予後の比較でも大きな遜色はない 3）
。患者に CRRT を導入する初日は、
一日の保険制限量を開始から数時間で使用し、翌日から漸減させる方法を用いている。大量置換が必要な症例は、置換液 / 透析液
を on-line 化している施設もある。大量の血液浄化を実施する際は、抗菌薬を初めとした薬物の過剰除去には注意が必要である。
血液流量は当初、重症患者では少量の血液流量で行うとされていたが、現実には 100ml/ 分程度の血液流量を得て行っている施設
が大半であり、最近はより多くの血液流量を得ている施設も認められる。膜素材については、わが国で特異的に広まった PMMA
膜がサイトカイン吸着に優れるとされてきた。ただしそれでもサイトカインクリアランスは 10-20ml/ 分であり、有効であるとす
るには根拠が薄弱であった。近年我が国で用いることができるようなった AN69ST は、HMGB1 を強力に吸着除去することができ
るヘモフィルタで、わが国ではじめて重症敗血症および敗血症性ショックが保険適応となった。少なくとも in vitro では目覚まし
い吸着特性を見せており 4）、HMGB1 産生が懸念されている症例については考慮されるべきフィルタである。わが国の血液浄化は
『世界一である』という人と『井の中の蛙である』という人が存在している。いずれもある面では真実であろう。ただし制約のあ
る中で十分な工夫ときめ細かなメディカルスタッフにより支えられているのは事実である。1）日本急性血液浄化雑誌 2（2）
：
152-8，20112）NEJM, 361（17）: 1627-38, 20093）Int J Artif Organs 35（7）: 525-30, 20124）Therapeutic Apheresis and Dialysis
15（4）: 385-93, 2011
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教育講演 23

2 月 13 日
（土） 8：00～8：50

酸素療法 up-to-date

第 3 会場

EL23
東京慈恵会医科大学

葛飾医療センター

臨床工学部

石井 宣大
酸素は生命維持に必要な物質であり、細胞への酸素供給が低下するとエネルギー代謝が低下し低酸素血症となる。低酸素血症は、
PaO2 が正常範囲を下回った状態と定義されている。
酸素療法とは、外気より高い濃度の酸素を投与して組織酸素代謝失調を改善することを目的としており、重症病態により PaO2 が
一定の範囲を下回った場合に適応となる。
呼吸不全は、室内気の呼吸下で動脈血酸素分圧が 60mmHg 以下となる呼吸器系の機能障害であり、動脈血炭酸ガス分圧が
45mmHg を超えるものは 2 型、超えないものは 1 型と分類されている。
酸素療法の注意点として、高濃度酸素による肺障害がある。これは高濃度酸素の投与時に、酸素分圧と時間に影響を受けて発生し，
血管内皮細胞の破壊，肺胞上皮脱落，肺間質浮腫，肺血管うっ血，硝子膜形成や肺水腫，無気肺を発生する。また、高炭酸ガス血
症を伴う患者では、高濃度酸素投与により換気が抑制される CO2 ナルコーシスにも注意が必要である。
酸素療法器具は、低流量システムと高流量システムに大別することができる。低流量システムは、酸素流量が 10L/ 分程度までの
比較的低流量の酸素ガスを使用するシステムで、患者の換気量、吸気流量によって酸素だけでなく空気も取り込むことから、吸入
気酸素濃度は変動しやすい。高流量システムは、べンチュリーマスク、ベンチュリーネブライザ、ハイフロー酸素療法がある。ベ
ンチュリーマスクは、ベンチュリー効果で混合気を作り、患者の吸気流量以上に混合ガスを流すことで吸入気酸素濃度は 40% ま
で安定して供給することができる。また、ベンチュリーネブライザは、気管チューブや気切カニュラを留置していて、加温加湿機
能がバイパスされている状態の患者に使用できる。ハイフロー酸素療法は、酸素－空気ブレンダで高流量の混合気ガスを作り、加
温加湿されたガスを専用カニューレから供給する装置を使用する。酸素化の指標はさまざまであるが、モニタリングとしてパルス
オキシメータが簡便で適している。酸素療法の目標値は、疾患や治療環境により異なるため疾患別ガイドラインを参考にすると良
い。
酸素療法器具の選択と設定は、患者の病態、酸素の有害性、器具の特性を考慮し、合併症を減少させて治療効果を上げることが求
められる。

教育講演 24
2 月 13 日
（土） 10：00～10：50
High-flow Oxygen Therapy: effect on aeration and ventilation of the lung

第 3 会場

EL24
University of Ulsan College of Medicine, Asan Medical Center, Seoul, Korea
Chae-Man Lim
Inadequate heating/humidification of the airways is known to result in drying of secretion, airway obstruction, and infection.
Heating anf humidification of respiratory gas is, however, often overlooked at the bedside. Because mucociliary function is the
primary and essential defense mechanism of the respiratory system, heating and humidifying of inspired gases（at 37°
C with 44
mg H2O/L absolute humidity）is mandatory during oxygen therapy. For non-invasive administration of oxygen, there have been
low-flow system（nasal cannula, oxygen mask）, and high-flow system（Venturi mask）. Both of these two are not ideal with
regard to humidification of inspired gases. Heated high-flow nasal cannula is a newer method that is believed to combine the
advantages of both oxygen delivery systems. This new device has been shown to be effective in pediatric patients. Beyond the
use in pediatric population, it has recently been introduced to adult patients. According to a systematic review, heated high-flow
oxygen therapy in adults may be useful in optimizing oxygenation in adults with intermediate respiratory failure. Studies upto
now suggest the therapy may obviate the need of intubation in some patients who would otherwise develop frank respiratory
failure. It has also shown to reduce the need of re-intubation in patients with post-extubation respiratory failure. Besides
optimization of the respiratory mucosa, high-flow oxygen therapy is known to reduce dead space, inspiratory work of breathing,
and provide augmented airway pressures. The latter effect may translate into increased lung volume（and thus improved
oxygenation）via CPAP-like mechanism. CPAP-like effect is an attractive mechanism of high-flow oxygen therapy, but its
implication in pulmonary aeration and/or ventilation is not established yet. In a couple previous studies, end-expiratory lung
volume is increased during high-flow oxygen therapy. In our own study, high-flow oxygen therapy improved global ventilation of
the lung compared with low-flow oxygen therapy. Furthermore, it decreased heterogeneity of regional distribution of ventilation.
However, the ventilation to dorsal lung region was not increased, suggesting the CPAP-like effect of high-flow oxygen theapy is
not sufficient to reverse the atelectasis of the dependent lung. Further studies are needed to determine its position in the
continuum of severity of hypoxia and in types of respiratory failure（hypoxic versus hypercapnic）
.
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2 月 13 日
（土） 10：00～10：50

自発呼吸を温存しながら低一回換気量を維持するには

第 4 会場

EL25
大阪大学医学部附属病院

集中治療部

内山 昭則
ARDS において低一回換気量 VT を維持する肺保護換気は重要であるが、ICU の人工呼吸患者では自発呼吸努力が強く、大きな VT
を呈することも多い。
1．換気量の制限はどこまで必要か。
2015 年に ARDS の研究データを用いた解析が報告され、予後に影響するのは VT ではなく Driving pressure（Δ P=VT／呼吸器系コ
ンプライアンス CRS）であるとされた。コンプライアンスの高い肺ではΔ P が大きくならなければ VT ≦ 6 ml/kgPBW にこだわらな
くてもよいこととなる。また、Δ P は真に肺にかかる圧（経肺圧＝気道内圧－食道内圧）で考えるべきである。胸郭コンプライア
ンスの影響を除くためにも、Δ P の評価にも食道内圧の測定が重要である。ICU 患者の多くでは最大吸気陰圧は 30 cmH2O 以上で
あり、自発呼吸努力の存在はΔ P を大きくする要因になりうる。また、手術中の人工呼吸の研究でも高 VT は術後の呼吸器合併症
につながっている。やわらかな肺では VT を考慮しなくてよいとはいえず、強すぎる自発呼吸努力には留意が必要である。
2．強い自発呼吸努力をどのように抑制すべきか
〇鎮静鎮痛：痛み、不快感や呼吸困難感が自発呼吸努力を強め、VT や経肺圧の増大につながる。しかし、鎮痛鎮静だけでは呼吸
努力の抑制が難しいことも多い。阪大病院 ICU において 1 年間の人工呼吸開始 14 日以内の動脈ガスと換気データを後方視的に調
べた。RASS-4 以下の深鎮静状態かつ P/F 比が 300 以下の場合、ほぼ半数は 8 ml/kgPBW 以下を満たしていなかった。麻薬が VT の
増大に関係しており、鎮痛鎮静で吸気努力を制限することの限界を示唆された。
○人工呼吸条件：先の検討では吸気気道陽圧は VT 制限に大きく関与しておらず、VT が大きな場合に吸気陽圧が高い傾向があった。
VT を制限するために単に気道内圧を制限するだけでは限界があるようである。PEEP を高めることに効果がないかを検討中であ
る。
○酸塩基平衡：われわれの検討では VT が低い群では HCO3 －が高く、HCO3 －と VT には弱い負の相関がみられた。自発呼吸努力の
強さにはアシデミアが関与するが、重炭酸ナトリウムは炭酸ガスを発生するため換気量の制限につながらない可能性が高く、呼吸
性アシドーシスへの投与は一般的ではない。アシドーシス治療薬の THAM は炭酸ガスを発生せず、肺傷害患者に投与されたとい
う報告もある。
○ ECMO：人工肺で炭酸ガスの排出をはかることが有効である可能性が高く ECMO という選択肢もある。
3．人工呼吸中の自発呼吸努力の他の問題点
VT を制限しても不同調によって肺傷害が起こる可能性もある。とくに 2 回トリガーや逆トリガーでは見かけの VT は小さくとも実
は VT は大きい。また、見かけの VT が小さくても肺内ガスの移動によって部分的に換気量が増大し肺傷害が発生するペンデルフト
現象もある。人工呼吸条件によってペンデルフト現象への対処ができないかとモデル肺を用いて検討したが、良い換気条件をみつ
けることは難しく、対処法は今後の課題である。
教育講演 26
最適 PEEP へのアプローチ

2 月 13 日
（土） 15：40～16：30

第 4 会場

EL26
山形大学医学部附属病院

高度集中治療センター

中根 正樹
ARDS に対する人工呼吸では人工呼吸関連肺傷害（VALI）を回避するために最高気道内圧（プラトー圧）の制限と肺障害の重症
度に合わせた PEEP 設定が重要と考えられる。しかし、どの程度の PEEP を用いれば最も良いのかという適確な指標がないのが現
状であり、現在でも多くの研究者により模索されている。古くは酸素化やシャント率を指標にする方法からはじまり、やがて肺保
護という観点から呼吸生理学的な評価へと移り変わり肺コンプライアンスを指標にする方法、実用性という意味から FIO2 と PEEP
の組み合わせをあらかじめ決めておいて一定の PaO2 をターゲットにその組み合わせを選択していく方法、食道内圧を測定しそれ
を指標として経肺圧という観点から PEEP 設定を行う方法などが報告されている。しかしおそらくは個々の ARDS 患者における肺
の状態の違いが原因となりそれらの研究結果は一定ではなく、虚脱肺がリクルートされる可能性やその割合、肺傷害の均一性の問
題と不均一な場合の局在性の問題、循環の予備力などに左右される可能性がある。呼吸生理学的なアプローチはもちろんのこと循
環に関する知識や技術も必要となる。VALI を鑑み肺保護のことだけを考えるのなら最も肺コンプライアンスが高くなる条件で人
工呼吸を行うことが理想的である。最近では陽圧換気による Driving pressure が高い方が ARDS 患者の転帰を悪化させ、低ければ
改善するといった可能性を示すデータも示されており、そういう意味で肺コンプライアンスを改善させる方法とその状態を維持し
ながら人工呼吸を継続するための方法が重要となってくる。前者では肺胞リクルートメント手技、後者では PEEP 設定ということ
になる。しかしながら、ここまでの概念では肺をひとつのまとまった “ 風船 ” のように捉えていることが問題であり、胸壁コンプ
ライアンスも考慮されていない。また、肺傷害の局在性を考慮するなら CT 画像による評価が最善のようにも考えられるが、ベッ
ドサイドで CT 撮影を行うには放射線被曝という観点から現実的ではない。CT 室へ移動して PEEP タイトレーションを行い最適
な PEEP を選択したとしてもその時点での肺の状態における評価でしかなく、その後の経過にまで追随することはできない。EIT
では換気の局在性をベッドサイドでリアルタイムにモニタリング可能であるが、それでも厳密な意味で最適な PEEP と言えないで
あろう。もう 1 つの大きな問題は、高い胸腔内圧は少なからず循環抑制を招き低心拍出状態となる危険性を秘めているということ
である。また、強い自発吸気による肺傷害の誘発や筋弛緩薬投与の是非も含めて、ARDS 患者の PEEP 設定においては単純な解釈
は禁物であり、まだまだ解決されるべき課題が多いのが現状である。
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教育講演 27

2 月 13 日
（土） 16：40～17：30

酸素化の目標値はいくらにすべきか

第 4 会場

EL27
岡山大学病院

集中治療部

鈴木 聡
【酸素は多ければよい？】酸素療法は、病院内全体において幅広く行われる治療であり、特に集中治療領域においては、酸素療法
は低酸素の予防・治療法として、ほとんど全ての患者に対して行われている治療である。一方で、必要以上の酸素投与・高酸素血
症は、活性酸素や酸化ストレスによる酸素毒性を引き起こすことが以前から報告されている。また、吸収性無気肺、冠動脈血流低
下、脳血流低下、心拍出量低下といった重要臓器への有害事象リスクも懸念されている。実際に、心肺停止後、脳梗塞、慢性閉塞
性肺疾患、心筋梗塞、外傷性脳損傷などの特定の患者群において、高酸素血症や酸素投与と患者予後の増悪の関連が報告されてい
る。
【集中治療領域における酸素療法の現状】以上のことから、酸素療法の目標は、高濃度酸素による酸化ストレス・酸素毒性を最小
限に抑えつつ、組織に適切な酸素を供給する事である。しかし、複数の観察研究によると、集中治療領域における酸素療法の現状
は、SpO2 が高値であっても投与酸素が減量されることなく放置されているケースが多いことが分かった。つまり、現在の集中治
療患者に対する酸素療法は最適化されておらず、高酸素血症がある程度容認されていると言える。
【適切な酸素療法とは？】成人重症患者に対する酸素療法の目標値としては、British Thoracic Society によるガイドラインが、
SpO2 94-98% をターゲットにすることを推奨している。しかしこの値はエキスパートオピニオンに基づくものであり、エビデンス
は存在しない。つまり、集中治療患者における最適な SpO2 値は未だに検証されていないのが現実である。
このような背景を基に、厳密に SpO2 値を管理する酸素療法の導入の気運が高まってきている。昨年報告された多施設 RCT（CLOSE
I study, Am J Respir Crit Care Med. 2015）では、目標 SpO2 値を 90-92% とする酸素制限療法が安全に実施可能であることを報告
している。
本講演では、（1）高酸素血症による各臓器での生理学的変化、
（2）重症患者における酸素療法の現状、
（3）重症患者における高酸
素血症と患者予後との関連に関して整理を行い、酸素化の目標値を探る。

教育講演 28
循環不全患者のせん妄予防

2 月 13 日
（土） 16：40～17：30

第 5 会場

EL28
自治医科大学

麻酔科学・集中治療医学講座

集中治療医学部門

布宮 伸
重症患者の痛み・不穏・せん妄管理に関する機運が高まっている．2013 年初頭に公表された米国集中治療医学会の「成人 ICU 患
者に対する疼痛・不穏・せん妄管理ガイドライン」が，その原文タイトルから「PAD」ガイドラインという語呂の良い略称で広まっ
ていることも，一因であろう．
PAD 管理の要点は，重症患者にしばしば発生する種々の精神障害の多くが精神医学的には「せん妄」であり，せん妄発症が患者
予後を悪化させる独立危険因子である，という点に尽きる．すなわち，せん妄は，重症患者に発生する重要臓器障害の中枢神経系
における発現形の 1 つであり，重症患者管理を成功に導くためには，「適切な痛み対策に基づいた必要最小限の鎮静管理」を前提
とし，非薬理学的介入も含めたさまざまなせん妄対策が必須である，という考え方である．
「心臓大血管術後」や「心不全」は重症患者のせん妄発症に関連する因子としてしばしば指摘されるキーワードであるが，特に内
科系心不全患者の PAD 管理に関する報告は驚くほど少ない．多くのガイドラインで推奨されている非ベンゾジアゼピン系鎮静薬
（プロポフォール，デクスメデトミジン）が持つ循環抑制作用は循環不全を主徴とする患者には好まれにくい上に，せん妄に対す
る治療薬としてのハロペリドールの持つ催不整脈作用などは，この領域におけるエビデンスの確立の妨げとなっており，現実には
各症例ごとにテーラーメードの試行錯誤を繰り返しているのが実情かもしれない．
日本集中治療医学会では，米国版 PAD ガイドラインの流れを受けて，日本の実情に合わせた日本版のガイドライン（Japanese
PAD guideline：J-PAD）を作成し，2014 年 9 月に公表した．本講演では J-PAD を概説した上で，cardiac emergency として postcardiac surgery および post AMI を例に J-PAD の考え方の適用法を解説したい．本講演を契機として，循環器領域においても
J-PAD が適切に活用されることで，今後のわが国の ICU/CCU 領域の臨床現場で，患者アウトカムの改善に寄与することができれ
ば幸いである．
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2 月 13 日
（土） 10：00～10：50

院内感染をいかに予防するか～21 世紀の挑戦～

第 8 会場

EL29
大阪大学

医学部

感染制御部

朝野 和典
20 世紀も後半の 20 年間に院内感染対策の概念が次第に広がり、21 世紀になって、組織的な対策が各施設で行われるようになった。
MRSA や MDRP（多剤耐性緑膿菌）の院内感染を経験した施設は、感染対策に力を入れ、サーベイランスを行って、少しずつそ
の成果が上がってきている。ところが、21 世紀も 10 年を過ぎたころ、大きく姿を変えた薬剤耐性菌が、院内感染として広がるよ
うになってきた。WHO は、抗菌薬の開発が滞り、一方で、今あるほとんどすべての抗菌薬に耐性の細菌が出現しつつあることを
“Post-antibiotic Era” と呼び、ありふれた感染症で人が死んで行く時代（Pre-antibiotic Era）に逆戻りすると、強い警告を発して
いる。21 世紀の薬剤耐性菌の変貌とは、これまでの弱毒菌による日和見感染症ではなく、immunocompetent な宿主にも病気を起
こせる細菌が耐性化したこと。そして、最も重要なことは、菌株、菌種を越えて耐性機構が伝播することである。この代表的な薬
剤耐性菌がカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）である。そして、今日、CRE などの超多剤耐性グラム陰性菌に対する最後
の砦として有効なコリスチンに対しても耐性のプラスミド（MCR-1）が腸内細菌科細菌の間で伝播される、最強の耐性菌まで生
まれる可能性が現実のものとなっている。一方で、日本に少ない超多剤耐性菌が輸入感染症として日本にもたらされることにも注
意が必要である。多剤耐性 Acinetobacter baumannii（MDRA）は、世界中の国々で、人工呼吸器関連肺炎（VAP）の原因菌として、
ICU において爆発的に広がっている。日本に MDRA が少ないのは、単に幸運な偶然にすぎず、日本にも高頻度で MDRA が入って
きた場合、気づくのが少しでも遅れれば、諸外国と同様 MDRA は VAP の 3 大原因菌のひとつとなるに違いない。このような耐性
菌による院内感染症に対して、予防することは極めて困難な状況となってきている。しかし、基本は、サーベイランスの繰り返し
であり、少しでも早く存在をとらえ、隔離予防策をとることである。もうひとつは、ICU に限らず、一般病棟、もっと言えば病院
に限らず、高齢者施設などのケアを行う現場では、標準予防策を徹底的に厳守することが重要である。しかし、そのためには、費
用がかかる。その費用をどこから捻出するか、という問題も解決しなければならない。感染対策は大きな岐路に立たされている。
20 世紀型の感染対策の通用しない、21 世紀型の感染が広がろうとしている。予防するには、個人個人の注意だけではなく、社会
全体で解決すべき事柄がたくさんある。

教育講演 30
急性期における緩和ケア

2 月 13 日
（土） 16：40～17：30

第 9 会場

EL30
国立循環器病研究センター

看護部

高田 弥寿子
近年、終末期医療や緩和ケアを内包する新しい概念として「エンド・オブ・ライフケア」という概念が提唱された。エンド・オブ・
ライフケアは、
「診断名、健康状態、年齢にかかわらず、差し迫った死、あるいはいつか来る死について考える人が、生が終わる
時まで最善の死を生きることができるように支援することである。質の高いエンド・オブ・ライフケアの構成要素は、患者が適切
な疼痛および症状マネージメントを受けること、不適切な延命を避けること、自律の尊重（コントロール感覚の到達）
、家族の身
体的・心理的な重荷を軽くすること、愛する人との関係性を深めることの 5 つの要素があり、患者・家族にとってよりよい死を迎
えるということは、最期の時期をどうするかという点が重要ではなく、最期を迎えるまでの身体的安楽さとともに、大切な人との
関係を確認しあい、絆を深め、どのように生と向き合えるか、一つ一つのつらさや不安をどのように受け止めて、大切な人と共有
し乗り越えていくか、そのプロセスの重要性が指摘されている。以上のことから、患者・家族にとって質の高いエンド・オブ・ラ
イフケアの実現のためのケアの構成要素は、苦痛緩和、意思決定支援、グリーフケアの 3 本柱に包含される緩和ケア、サポーティ
ブケアであり、病気の経過に応じて継続的で包括的なケアが展開されることが望ましい。急性期にある患者は、急性疾患、災害、
事故などにより急激に生命の危機的状態に陥り、患者・家族は心身が不安定な状態に陥る。治療が奏功することで症状が劇的に回
復し回復過程をたどる患者も多いが、一方で、治療に奏功せず終末期へ移行するケースや集中治療が長期化することにより全人的
苦痛をきたすケースもあり、急性期から経過の適切な判断と全人的苦痛の観点から適切な症状評価を行い、多職種協働チームによ
るタイムリーな緩和ケア介入を行うことが望ましい。また、急性期の特徴として、患者の意思決定能力は著しく低下しているため、
家族が代理意思決定を余儀なくされる場合が多い。患者の意思が不明確なまま短期間でいのちの選択を迫られることが多いため、
家族は意思決定上の葛藤を生じ、その意思決定のありようが死別後の家族のグリーフに大きく影響する。そのため、看護師は患者
の権利擁護者、そして、家族の代理意思決定を支援する立場として、患者の思いや意向を尊重できるように揺れ動く気持ちを敏感
に感じ取るとともに、患者、家族にとっての最善の選択ができるように医療チームの中で調整役として機能することが大切となっ
てくる。そこで、本セッションでは、急性期の特徴、医療の動向をふまえて、クリティカルケアにおける緩和ケアについて、緩和
ケアチームに所属する急性・重症患者看護専門看護師の立場から考察したいと思う。
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教育講演 31

2 月 13 日
（土） 10：00～10：50

生命維持管理装置稼働下における患者のリハビリテーションを安全に行うために

第 11 会場

EL31
岡山大学病院

臨床工学部

林 久美子
近年、集中治療室における重症患者の早期リハビリテーションが重要視されている。その目的は身体運動機能の維持・改善、呼
吸機能の改善、せん妄予防であり、退院後の日常生活活動（activity of daily living : ADL）、生活の質（quality of life：QOL）の
改善も念頭に置く必要がある。しかし、重症患者は血行動態も不安定であり、様々な生命維持管理装置が患者を取り巻いているこ
とも多い。 重症患者に対するリハビリテーションは介入するタイミングを十分に考慮する必要がある。また、機械のサポートが
必要な理由やどんなサポートをしているのか、更に機械稼働時に考えられる危険性やトラブルが発生した際に考えるべきことを把
握しておく必要がある。生命維持管理装置が装着されている場合には、患者は何らかの形で機械と接続されている。人工呼吸器で
は挿管チューブ、血液浄化、補助循環ではカニューレになるが、最も注意を要する部分である。 一方、集中治療室には患者の状
態を把握するのに有用なモニタリングのできる機器も存在している。どのベッドサイドにもある患者監視装置では心拍数、血圧、
酸素飽和度などの情報を得ることができ、さらに循環動態を知ることのできるモニタ、また人工呼吸器では換気量、呼吸回数など
が表示されており、呼吸波形では呼吸状態を知ることができ、努力呼吸の有無などを把握するのに有用である。 重症な状態から
脱して安定すると、より積極的なリハビリテーションも可能になる。人工呼吸器からの離脱が難しい場合は、座位、端座位、車椅
子への移乗、歩行へと進めている。こういったリハビリテーションは単に人工呼吸器からの離脱を進めるだけでなく、日中活動す
ることで日中の覚醒を維持し、夜間に睡眠をとる環境をつくることでサーカディアンリズムを保つことができる。すなわち、せん
妄の改善、予防につながる。 今回、臨床工学技士の目から集中治療室においてリハビリテーションを行う際に知っておくべきこ
と、注意点、及びリハビリテーション時に患者の状態の情報を与える機器の有用性について述べたい。

教育講演 32
重症患者に必要な蛋白質の量は

2 月 13 日
（土） 10：00～10：50

第 12 会場

EL32
高知大学

医学部

麻酔科学集中治療医学講座

田村 貴彦
近年、集中治療室（以下 ICU）における重症患者の栄養管理が注目されるようになってきている。重症患者における栄養管理は、
原疾患の治療の成否にかかわる重要な支持療法のひとつであり、病態や病期に応じて最適な栄養療法が実行されれば、生命予後に
影響を与えることが期待されている。Canadian Clinical Practice Guideline 2013（CCPG）
, ASPEN Guideline , ESPEN Guideline
2009 が発表され，医療現場で実践されるようになっている。この中で，経腸栄養が経静脈栄養より優れていることや，経腸栄養
をできるだけ早期に始めることは、コンセンサスが得られているが、これらのガイドラインにおいても、異なる推奨がなされてい
る項目がある。その 1 つにタンパク質やアミノ酸の投与量がある。これについて CCPG では推奨なく、ASPEN では 1.2-2.0g/kg/
day、ESPEN では 1.3-1.5g/kg/day の投与を推奨している。そこで我々は、ICU 患者におけるタンパク質・アミノ酸投与が患者予
後に与える影響に関する systematic review を行ったが , これらを検討した無作為比較研究はなかった。つまり、各ガイドラインで
推奨はなされているものの，その推奨根拠は十分なものとはいえない。本講演では、重症患者におけるタンパク質・アミノ酸投与
に関する文献を紹介し、現在までに分かっていることと，この分野における今後の課題について概説したい。
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2 月 13 日
（土） 16：40～17：30

栄養管理の基本中の基本

第 12 会場

EL33
大阪大学

栄養ディバイス未来医工学共同研究部門

井上 善文
どの病院にも NST が設立されて、栄養管理が適正に実施されるようになり、全体としての栄養管理レベルが上がっていると思わ
れますか？否です。栄養管理レベルは、上がってはいません。むしろ、低下していると思います。その結果は、私が個人的に実施
している試験結果でお示しします。 医学教育の中で、臨床栄養は非常に軽視されています。医学部の教育として、いったい、臨
床栄養学に何時間が費やされているでしょうか。ということは、栄養管理の基本中の基本も理解されずに、臨床の現場で栄養管理
が実施されているという、恐ろしい現実があることを意味しています。 経腸栄養剤や輸液のカロリー計算ができますか？ TPN
のキット製剤を用いて静脈栄養を行っているはずですが、それらの組成を理解していますか？キット製剤のグルコースとアミノ酸
の比率は、どうやって決められているのでしょうか。輸液製剤の NPC/N 比はいくらか、知っていますか？ NPC/N 比が計算でき
ますか？脂肪乳剤を投与すると、NPC/N 比はどうなるのでしょうか？脂肪乳剤は TPN ラインに側注の形で投与してもよいので
しょうか？経腸栄養剤がその成分によって分類されているのを理解していますか？経腸栄養剤の水分含有量を理解して水分バラン
スを計算していますか？経腸栄養剤のたんぱく強化型では NPC/N 比はどうなっているのでしょうか。NPC/N 比が高い、低い、こ
れは、何を意味しているのでしょうか、どう対応すればいいのでしょうか。ビタミンは、どれだけの量を投与しないといけないの
でしょうか。日本で発売されている微量元素製剤は 1 種類ですが、含有されている微量元素 5 種類を知っていますか？経腸栄養に
おいても微量元素欠乏症は発生しますが、なぜ？長期 TPN 症例ではセレン欠乏症が発生することがありますが、どう対応すれば
いいのでしょうか。成分栄養剤だけで経腸栄養を実施していると、必須脂肪酸欠乏症になりますが、知っていますか？どう対応す
ればいいのでしょうか。栄養管理を合併症を起こさずに有効に実施するためには、知っておかなければならない知識があります。
合併症については、どういう管理をすれば合併症が起こるのか、それを理解しておけば、予防することができるはずです。 こう
いう栄養管理の基本中の基本について、説明したいと考えています。栄養管理に自信がある方は、ご遠慮ください。面白くもなん
ともないと思われるはずの教育講演ですから。

教育講演 34
系統的レビューとコクラン共同計画

2 月 13 日
（土） 10：00～10：50

第 13 会場

EL34
国立成育医療研究センター

政策科学研究部

森 臨太郎
コクラン共同計画は 1992 年にオックスフォードで設立された国際的な学術組織であり、コクラン共同計画によって、系統的レ
ビューと呼ばれる、同じ研究課題に関して検討した研究を網羅的・系統的に検索しその結果を質に応じて吟味したうえで必要に応
じて統計学的な統合を行う手法が確立された。これは研究者がやりたい研究をする世界から、臨床現場で必要な情報という視点で
研究をまとめるというパラダイムシフトとなった。その後、瞬く間に医療全分野に広がり、現在 52 の分野で行われ、コクランレ
ビューの結果を診療方針に応用していくことが根拠に基づく医療の同義語ともなるくらい浸透し、医療分野における十大発明の一
つまで言われている。現在に至るまで 120 か国以上の研究者・医療者が参加し、5000 以上に上るレビューが作成され、世界中の保
健医療分野に影響している。我が国でコクラン共同計画の活動が紹介されてから 10 年以上たち、科学的根拠に基づく医療の考え
方が少しづつ浸透しつつある状況である。昨年、コクラン共同計画の日本ブランチが、他のアジア諸国に後れを取って、正式に設
立された。インターネット革命により、「情報」を軸に急速に医療も「地球化」している現状において、第三者として、地球規模
で医療の最も信頼できる情報を提供しつづけているコクラン共同計画の動きは近未来の医療のカギとなる。一方、臨床研究の不正
問題や、医療情報の電子化が進むにつれ、別の形の根拠に基づく医療も模索されはじめている。本講演では、こういった根拠に基
づく医療の世界的な潮流を紹介しつつ、我が国の各医療分野の今後の展望について私見を述べるとともに、系統的レビューの手法
と、コクラン共同計画で取り組んでいる最新の方法や課題を紹介する。

－ 204 －

教育講演 35

2 月 14 日
（日） 10：00～10：50

ICU において見逃してはいけないサイン

第 12 会場

EL35
北里大学病院
東條 圭一、藤井 正実、木下 春奈、田村 美沙紀、中村 恭子
【目的】集中治療室では、人工呼吸器や補助循環装置など多くの医療機器が使用されている。そして、それらの医療機器は患者の
生命維持になくてはならないものであり、故障や異常が患者の生命に影響を与える場合が少なくない。このため医療機器、特に生
命維持管理装置を使用中、そのトラブルの兆候を発見し対処するためには使用中点検が重要となっている。しかし、ラウンド点検
を中心とした使用中点検を行う際には、業務の忙しさのあまり点検がきちんと行われず、トラブルの兆候を見逃す可能性がある。
今回の講演では、医療機器を取り扱う医師や看護師、臨床工学技士に対して、補助循環装置を中心に、日常業務で発見できる多く
のサインから、医療機器のトラブルを発見するのみでなく、患者の状態を把握するのに役立つサインを紹介したい。
【内容】集中
治療室で使用される医療機器の代表として、補助循環装置がある。補助循環装置の一つである IABP 装置は、動脈波形やバルーン
内圧波形など、機器の作動を確認できるサインがたくさんある。例えば、バルーン内圧波形からカテーテルのキンクやヘリウムガ
スリークなどを発見できる。さらに、動脈圧波形を観察することにより IABP の効果を判定することが可能である。これらの判断
は、難しい知識は必要なく、見方を覚えればトラブルを回避できるようなサインがたくさんある。PCPS 装置や ECMO 装置では、
血液の色、人工肺の血漿リーク、遠心ポンプの異音、血栓の形成などの見逃してはいけないサインがあるが、これらは、それらの
デバイスの特性を理解することにより、多くの情報を得ることが出来るとともに、トラブルを未然に防ぐことができる大切なサイ
ンである。更に、血液ガスデーターやバイタルサインモニターを正しく見ることにより、患者状況を把握することが可能である。
例えば、カプノメーターの波形を観察するだけで自己の心拍出量が予想でき、多くのパラメーターを組み合わせることによって、
自己心の回復まで判断することができるサインがある。
【まとめ】多くの医療機器を使用する集中治療室において、患者の安全を
守るために、各施設では数々のチェックリストを用いて点検を行っていると思われる。点検時、医療機器発せられるさまざまな危
険サインを見逃さないようにチェックすべきポイントを絞って確認することにより、効率的に医療機器のトラブルを防ぐことがで
きる。
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教育セミナー 1

2 月 12 日
（金） 15：40～17：30

専門医のための神経集中治療

EDS1-1

第 13 会場

神経集中治療の基礎知識

日本医科大学多摩永山病院

救命救急センター

畝本 恭子、久野 将宗、田上 隆、諸江 雄太、福田 令雄、金子 純也、磐井 佑輔、田中 知恵
【神経集中治療の潮流】欧米では脳神経外科術後管理を中心に neuroICU が 1950 年代より開設されたが、さらに種々の病態に対す
る「脳指向型治療、脳保護」などの意識が高まってきたのが 1980 年代である。今日、critical care neurology, や neurocritical care
の分野が、複数科かつ多職種の協同で生まれ、発展を続けている。米国ではすでに neurocritical care の学術組織があり、neuro
intensivist という、神経学、救急医学、内科学等を俯瞰しつつ治療戦略を立てられる医師が育っている。我が国でも、1992 年、神
経救急研究会（現日本神経救急学会）が発足し、神経の救急疾患・病態に係る多領域での研究の共有、討論を積み重ねている。さ
らに、2002 年に心停止後意識障害に対する低体温療法の有効性が発表されてからは、神経内科、脳神経外科、救急医学科のみな
らず、循環器内科医も「脳（神経）保護のための集中治療」の意識が高まり、神経機能の評価、維持・改善を主意とした脳指向型
集中治療、「神経集中治療」の概念は、市民権を得つつある。
【神経集中治療の実際】神経集中治療の要諦は、脳・神経の循環・代
謝を維持し、二次的脳損傷を回避ないし最小限に抑えることにある。蘇生の A.B.C をクリアすることから始まり、神経学的異常を
いかに迅速に捉え対処するかが予後を左右する。その判断は、解剖、生理、生化学的知識に裏打ちされたものであるが、すでに「ペ
ンライト、ハンマー」の時代ではない。様々な Equipment を使いこなすことも必要である。では、最近の神経集中治療に必要な
知識、技術、そして設備には、どのようなものがあるか？詳細は各論のご発表に譲り、neurointensivist としての必須事項を軸に、
神経集中治療の基礎知識として解説いたします。

EDS1-2

持続脳波モニタリング

大阪府三島救命救急センター
小畑 仁司
集中治療管理を要する患者は、てんかん発作、脳虚血、脳浮腫、感染症、頭蓋内圧亢進など、さまざまな神経学的傷害を受ける危
険が高く、これらを治療せず放置すれば永続的な神経症状をきたしうる。しかし、通常の脳波は約 30 分間の記録でしかなく、連
続脳波モニターによって初めて異常が判明することが稀ならずみられる。
非痙攣性てんかん患者の同定や原因不明の意識障害患者の評価を目的として連続脳波を実施したところ、全患者の 19％に脳波異
常が見られ、そのうちの 92％が非痙攣性てんかんであり、モニター開始後 1 時間以内にてんかん波形が出現したのは 15% に過ぎず、
24 時間で 88％に達した（Claassen, Neurology 2004）。また、脳虚血の 1-10％、頭部外傷の 8-14%、くも膜下出血の 14%、脳内出血
の 1-21%、心停止蘇生後の 30% にてんかん重積をきたし、これらの病態では連続脳波モニターの意義が大きい（Sutter, Crit Care
Med 2013）。
米国臨床神経生理学会の集中治療連続脳波タスクフォースは、非痙攣性てんかん、非痙攣性てんかん重積、その他の発作性イベン
トの診断、痙攣発作や痙攣重積状態の治療効果のアセスメントを連続脳波モニターの適応として推奨、脳虚血リスクの高い患者に
おける虚血の診断、薬剤よる鎮静や昏睡療法患者、心停止蘇生後患者の予後評価を同じく適応として提案した（Herman, J Clin
Neurphysiol 2015）。欧州集中治療医学会の神経集中治療セクションも同様に連続脳波モニターの適応について勧告した（Claassen,
Int Care Med 2013）。
しかし、10-20 電極法による連続脳波モニターは専任技師や判読医なしでは実施困難である。amplitude-integrated EEG（aEEG）
は脳波の振幅の変化を圧縮加工して半対数目盛で表示し時間軸を圧縮して表示したトレンドグラフである。通常脳波と比較して電
極数が少なく，装着，維持，判読が比較的容易であることから、ベッドサイドにおける新生児の脳機能モニターとして，Neonatal
ICU で広く普及している。近年、成人においても心停止後症候群（post cardiac arrest syndrome: PCAS）を中心に神経集中治療
領域での報告がみられるようになった（Rundgren, Crit Care Med 2006, 2010, Oh, Resuscitation 2013, Circulation 2015）
。Oh らの
報告によれば、PCAS 患者において、モニター開始直後は平坦脳波もしくは低電位であっても、24 時間以内に連続パターンに移行
すれば高い感度と特異度で転帰良好を予測できた。また、転帰不良の陽性的中率はサプレッション・バーストが 98.3%、てんかん
重積が 96.4% であり、予後評価にきわめて有用であった。
持続脳波モニタリングについて当施設の aEEG に関する知見とともにレビューする。
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EDS1-3

頭蓋内圧モニタリングの現況

東邦大学医療センター大森病院救命救急センター
本多 満
重症脳損傷に対する治療目標は受傷そのものによる一次性脳損傷ではなく、その後に生じる二次性脳損傷を最小限に抑えること
である。この二次性脳損傷を抑えるために、それを引き起こす頭蓋内要因および全身性要因による傷害を予防するために、各種モ
ニタリングを用いて集中治療を行なっているのが現状である。これらの要因による二次性脳損傷の基本的病態は脳虚血であると考
えられるが、現在のところ脳循環代謝をモニタリングとして使用するのに理想的なデバイスは存在しない。特に、血腫あるいは浮
腫などによる占拠性病変による脳損傷においては二次性脳損傷を引き起こす頭蓋内要因としては頭蓋内圧亢進による脳ヘルニアや
脳虚血が考えられる。このような病態に対して治療を行なううえで、病態の評価、治療による効果判定、転帰の推測を行なう際に
頭部 CT 検査による器質的異常の局在、広がり、周囲脳への影響などの評価を行なうことは必要であるが、これら画像検査は snap
shot 的なものであり時間的経過の中でのモニタリングとしては限界がある。また、頭蓋内圧が亢進している患者においては薬剤に
よる鎮静・鎮痛・非動化により神経所見を得ることは困難になる。このため、ベッドサイドにおいてリアルタイムに頭蓋内環境の
評価が可能な検査が有用であるが、集中治療の場においては、中枢神経系におけるモニタリングは限られており現在のところ持続
脳波モニタリング、内頸静脈酸素飽和度などと並ぶ 1 つとして ICP（頭蓋内圧）モニタリングがある。この ICP 測定に関して、ガ
イドラインにおいて明らかに推奨されているのは重症頭部外傷のみであるが、重症クモ膜下出血、頭蓋内圧の亢進した重症肝不全
や脳炎などにその適応があると考えられており臨床の場において施行されている。しかし、その一方で重症頭部外傷においてさえ、
その施行率はあまり高くなく、ICP 測定により転帰の改善はみられないとの報告もあり、他の中枢神経系に対するモニタリングと
の併用が望ましいと考えられる。今回は、この ICP の測定に関して、適応病態、測定方法およびその種類、重症頭部外傷に対する
ガイドラインからモニタリング開始の適応、治療におけるモニタリング数値に対する対応、持続モニタリングの有効性と限界を述
べたい。

EDS1-4

脳内酸素飽和度から脳循環代謝を学ぼう

山口大学

医学部

1）

末廣 栄一

脳神経外科、2）山口大学

、鈴木 倫保

1,2）

医学部附属病院

先進救急医療センター

1）

神経集中治療の目的は、神経救急患者の一次性脳損傷後にみられる脳血流や脳代謝の異常を可能な限り抑制して、二次性脳損傷を
防ぐことである。そのためには、頭蓋内圧・脳灌流圧を管理し、” 脳の酸素化 ” を維持することが重要である。頭蓋内圧を管理す
るためには、頭位挙上や過換気療法、脳室体外ドレナージ、脳低温療法、バルビツレート療法など脳特有な治療法が必要となる。
ただし、適切な循環管理や呼吸管理、輸液管理などの脳指向型の全身管理がその前提として重要となる。統括的な治療を的確に行
うためにはモニタリングにて頭蓋内病態を知ることが肝心である。神経集中治療分野で、最も有名なモニタリングとして頭蓋内圧
モニタリングが挙げられる。頭蓋内圧モニタリングの目的の一つは、占拠性病変や脳浮腫などによる頭蓋内圧亢進を予知し脳ヘル
ニアを防ぐことにある。もう一つの目的として、脳灌流圧を算出し間接的な脳血流モニタリングとして利用し、“ 脳の酸素化 ” の
維持に努めることである。脳灌流圧は 50～60mmHg 以上に維持するように推奨されているが、実際の適正値は個々の症例により
異なっている。なぜなら、神経救急患者の脳血管の自動調節能は障害されていることが多いため、正常脳のように一定の脳灌流圧
にて一定の脳血流が維持されているわけではないからである。神経救急患者では、脳灌流圧と脳血流は直線的な比例関係となって
しまうため脳灌流圧が高過ぎると脳腫脹を認め、低すぎると容易に脳虚血となってしまう。つまり、神経救急患者においては脳灌
流圧の管理による脳血流維持は困難であり、直接的な “ 脳の酸素化 ” の指標が必要となる。“ 脳の酸素化 ” を確認する方法として頸
静脈球酸素飽和度（SjO2）がある。この指標は、SjO2 = SaO2 - CMRO2/（1.39 x Hb x CBF）で示されるように、脳血流と脳酸素
代謝の比で決定される。SjO2 の値は 55～80% が正常とされている。異常低値では、脳酸素代謝に比べて脳血流が低下しているか、
あるいは脳血流に比べて脳酸素代謝が亢進している状態、つまり脳虚血を示している。また、異常高値では、脳酸素代謝に比べて
脳血流が増加している過灌流、あるいは脳死状態などの脳酸素代謝が異常に低下している状態を示している。臨床的には SjO2 が
異常低値を示すときの病態は、脳灌流圧の低下（全身血圧の低下）や過度な過換気療法、循環血液量の低下、動脈血酸素飽和度の
低下、貧血、痙攣・高体温などによる脳酸素代謝の上昇、脳血管障害に伴う脳血流の低下などが挙げられる。また、SjO2 が異常高
値を示すときの病態としては、脳充血や脳酸素代謝の低下（脳死状態、低体温）
、全身血圧の上昇などが挙げられる。本セッショ
ンでは、SjO2 の値がもつ意味を理解し、このモニタリングを指標として頭蓋内のみならず全身状態の統括的な管理が行えるように
なることを目標とする。
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教育セミナー 2

2 月 13 日
（土） 9：00～9：50

肺エコー

EDS2

第 7 会場

ABCD sonography～生理学的異常に対する超音波学的アプローチ（気道・呼吸編）～

東京慈恵会医科大学

麻酔科学講座

鈴木 昭広
日本は世界中の CT 装置のおよそ 1/3 を保有する CT 大国である．このアクセス性の良さに加え，客観性に優れ検査者間の技術的
な影響を受けにくい CT 検査への依存度は諸外国に比べて高く，高度な発展を遂げてきた．一方，CT の利用できない諸外国では
point of care 超音波と呼ばれる急性期診療における病態把握型の超音波手法が発達し，本邦はそこで遅れをとっている感がある．
筆者は麻酔・集中治療の業務の延長として救急医療、航空医療、災害医療に取り組む機会があり、生理学的異常を迅速・簡便かつ
リアルタイムに検索できる手法を追い求めた。現在、気道・呼吸・循環，中枢神経管理などに直結する超音波手法を ABCD
sonography と位置付け、教育団体（http://abcd-sonography.org/）を設立し普及に努めている．今回の教育セミナーでは気道エコー
として周術期を中心に幅広く役立てることができる PEAS（perioperative evaluation of the airway via sonography）プロトコール
と、新しい呼吸モニタリングともいえる肺エコーを紹介する。
1）気道エコー
これまで知る人ぞ知る「オタク」の領域であった気道エコーだが、最大のトピックはおそらく 2015 年の蘇生ガイドラインにおいて、
気管チューブの位置確認法の一つとして推奨されるようになったことであろう。筆者は 2012 年に周術期の気道評価をエコーで行
う PEAS プロトコールの確立を目指してきた。現在、挿管確認、挿管困難の評価、声帯運動の観察、フルストマックの判断、輪状
甲状靭帯の同定とガイド下穿刺、経皮拡張法による気管切開（PDT）への応用などを提案している。ANZICS が 2014 年コンセン
サスステートメントで、PDT に際しては、従来の気管支鏡ガイド下の実施に加えて、超音波ガイドについても言及されており、
解剖の把握、正中線の同定と正しい刺入部位の決定、刺入経路上の血管の同定、気管までの距離や気管径の計測による適切なチュー
ブサイジング、経皮法が不適切である症例の選択に役立つとしている。本邦でも学会を中心とした動きが出ることに期待したい。
2）肺エコー
肺エコーは呼吸器超音波として 50 年以上前から日本人が内科領域で世界に先駆けて取り組んできた。しかし、解像度の制限から
か優れた知見が急性期診療に普及するには至らず、2011 年の NEJM の総説を機に温故知新的に見直されることとなった。現在、
少なくとも 1）気胸、2）胸水、3）心不全や ARDS、間質性肺炎などを含む間質症候群に関しては診断方法が充実してきているが、
それ以外に肺炎、肺塞栓などの診断に利用され始め、小児肺炎診療ではルーチンの X 線の代替としての期待も高まっている。また
人工呼吸からのウイニングに利用するための横隔膜機能の評価などに注目が集まっており、今後の ICU 管理においても必須の診
断モダリティとなる領域である。

教育セミナー 3
胸部 X 線の読み方

EDS3

2 月 13 日
（土） 10：00～10：50

第 7 会場

胸部 X 線写真の読影：肺水腫を中心に

大阪大学大学院医学系研究科

放射線医学

富山 憲幸
X 線は 1895 年、ウィルヘルム・C・レントゲン博士により発見された。その後すぐに医療に応用され、今日に至るまで 120 年間利
用され続けている。X 線検査の胸部領域における有用性は高く、診断や治療方針の決定において胸部 X 線や胸部 CT は大変重要な
役割を果たしている。胸部 X 線撮影は呼吸器疾患が疑われたときの第一選択の X 線検査である。その理由としては第一に簡便に撮
影できること、第二に低被曝であること、第三に費用が安いことが挙げられる。画像診断における技術革新の進歩は早い。胸部 X
線撮影においてもアナログからデジタルへの波が押し寄せている。長らく X 線フィルムが使用されていたが、1983 年にコンピュー
タ撮影（Computed Radiography: CR）が初めて商品化された。これは X 線フィルムの代わりにイメージング（IP）プレートを使
用するものである。最近では X 線を直接デジタル信号に変換するフラットパネルが登場し、撮影から数秒後にモニター上で X 線写
真が見られるようになった。肺水腫は間質性肺水腫と肺胞性肺水腫に分けられる。血管外組織に漏出した水分が肺の間質に留まっ
ている状態が間質性肺水腫であり、肺胞内にまで漏出液が及んでいる状態が肺胞性肺水腫である。肺静脈圧の上昇に伴いまず間質
性肺水腫（18～25mmHg）が生じ、より進行すると肺胞性肺水腫（25mmHg 以上）となる。一般に間質性肺水腫は間質性陰影を
呈し、肺胞性肺水腫は肺胞性陰影を示す。胸部 X 線写真で、間質性肺水腫の際に見られる所見としてはカーリーライン（Kerley
line）、カフ・サイン（peribronchial cuffing）、気管支壁の肥厚・ボケ、肺門血管陰影のボケ・不鮮明化が挙げられる。カーリーラ
インは最も有名かつ重要な所見である。B ラインが最も見つけすく、A ラインがその次によく見られる。C ラインは肺胞性陰影に
重なるためか、確認できることは少ない。今回の教育セミナーでは、読影が難しい気管支壁の肥厚・ボケ、肺門血管陰影のボケ・
不鮮明化についても画像を供覧しながら説明したい。肺胞性肺水腫の際に見られる所見としてはエア・ブロンコグラム、辺縁不明
瞭で融合傾向のある淡い陰影、蝶形陰影（butterfly shadow, batwing shadow）がある。エア・ブロンコグラムや辺縁不明瞭で融
合傾向のある淡い陰影は肺炎の際にも認められることがあるが、蝶形陰影は肺胞性肺水腫に特徴的な所見である。肺水腫など重度
呼吸不全の患者は立位ではなく臥位で撮影されることが多い。臥位では立位と異なった血流分布を呈し、また撮影時の X 線の照射
方向が異なるため、読影には注意が必要である。また最後に、ICU や病室で撮影されるポータブル写真でのチェックポイントにつ
いても言及したい。
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教育セミナー 4

2 月 13 日
（土） 9：20～9：50

基礎セミナー1

EDS4

第 10 会場

敗血症の病態と治療―病態の概要と治療の全体像―

鹿児島大学

医歯学総合研究科

救急・集中治療医学分野

垣花 泰之
敗血症の病態解明は、分子生物学的研究の目覚ましい進歩に伴い飛躍的に進み、ショウジョウバエの Toll の発見後，ヒトのホモ
ログ Toll 様受容体（Toll-like receptor；TLR）の発見，そのリガンドの同定へと展開してきた。その中で、免疫担当細胞や血管
内皮細胞に存在する TLR は、リポ多糖や、鞭毛フラジェリン、二本鎖 RNA などの外来微生物に特徴的な分子パターン（PAMPs）
を感知することにより、細胞内にシグナルを伝達し、NF- κ B などの転写因子を活性化させ、各種血管拡張物質、炎症性サイトカ
イン，接着分子、凝固活性化物質などが、転写段階から過剰に産生されることが示されている。つまり，感染症という非常事態に
際して生体は、炎症反応、免疫反応をはじめとした生体防御反応を立ち上げ、血管を拡張させ、血流を増やして、白血球や血漿タ
ンパク質を効率よく標的部位へ輸送するが、その過程の中で、血管拡張物質の過剰産生に伴う血管拡張性ショックが発生する。
ショックにともない内因性のダメージ関連分子パターン（DAMPs）が細胞外に漏れ出し、NF- κ B の活性化を介して多種類の炎
症性メディエータの産生を誘導し、さらなる臓器障害の進行を引き起こす。敗血症性ショックに対する治療のポイントは、全身性
炎症反応症候群（SIRS）を誘導する過剰な外来微生物の構成成分である PAMPs をできるだけ早く除去することであり、1 時間以
内の抗菌薬の投与と早期の感染巣除去・ドレナージが最も重要である。次に、できるだけ早期にショックからの離脱を図り、細胞
内から放出される DAMPs をコントロールすることである。SSCG（surviving sepsis campaign guideline）や日本版敗血症診療ガ
イドラインでは、敗血症性ショックに対する治療戦略として EGDT（early goal directed therapy）を推奨している。EGDT とは、
敗血症性ショックにより低下した酸素供給量 O2 delivery（DO2）に対して早期に対処し、6 時間という制限時間内に臓器灌流異常
を改善するという蘇生法のことである。具体的には、敗血症性ショックに対し、初期輸液蘇生（30ml/kg）を行い、それでも血圧
低下が持続する場合には昇圧薬（ノルアドレナリン等）の投与を推奨している。つまり、EGDT とは、6 時間以内に酸素供給量を
維持することにより DAMPs の放出をできるだけ早期に防ぐための治療法である。まとめると、敗血症性ショックの治療戦略は、
できるだけ早く PAMPs を除去し（減少させ）、さらに循環を改善し DAMPs の放出をできるだけ早期にコントロールすることで
ある。今回の基礎セミナーでは、敗血症性ショックの病態を解説し、次になぜこのような治療戦略が必要なのかを、EGDT に関す
る最新の見解も含めて分かり易く概説する。

教育セミナー 5
基礎セミナー2

EDS5

2 月 13 日
（土） 9：50～10：20

第 10 会場

敗血症に対する急性血液浄化療法

済生会横浜市東部病院

臨床工学部

森實 雅司
日本版敗血症診療ガイドラインの急性血液浄化療法 CQ1～3 に焦点を当て、臨床工学技士（CE）が知っておくべきポイントを含
め解説する。
【CQ1】敗血症性急性腎障害（AKI）に対する腎代替療法（RRT）の開始時期は？
【A1】血中尿素窒素、クレアチニンなどの腎機能を指標とした RRT の開始時期に明確な基準はない（2C）。初期蘇生を行っても尿
量が得られない重症敗血症、敗血症性ショックでは、早期開始を考慮してもよい（1C）
。
【CE の知るべきポイント 1】敗血症性 AKI における RRT の開始基準の一定した見解はない。施設や担当医によって開始の基準は
異なるが、初期蘇生を行っても 6 時間以上にわたり尿量＞ 0.5ml/kg/h が得られない重症敗血症、敗血症性ショックにはより早い
RRT の開始を医師に提言してもよいかもしれない。絶対適応に pH ＜ 7.2 の代謝性アシドーシス、K ＞ 6.5mEq/L の高カリウム血症、
相対適応に乏尿が 6～12 時間持続、尿毒症（BUN ＞ 60～80mg/dL）
、溢水などがある。
【CQ2】敗血症性 AKI に対する RRT は、CRRT、IRRT のどちらを用いるべきか？
【A2】CRRT は IRRT に比較して予後を改善するというエビデンスは得られていない（2A）。しかしながら、循環動態が不安定な
患者には体液バランス管理の点からも IRRT ではなく CRRT または SLED を推奨する（1C）
。
【CE の知るべきポイント 2】血液浄化療法の選択では循環の評価が重要であり、CE は医師が行う循環の評価を理解する必要がある。
重症敗血症・敗血症性ショックの進行は、血圧低下のみでなく代謝性アシドーシスの進行、血中乳酸値の上昇、中心静脈血酸素飽
和度の低下などが指標とされる。心エコーを用いた心機能・心前負荷の評価による輸液管理の適正化なども行われる。初期蘇生に
おける血管作動薬はノルアドレナリン（0.05 μ g/kg/min～）が第一選択とされ、その使用量も評価の指標となる。ATN study
（PMID: 18492867）では体液過剰群で高い死亡率が示され、体液バランス管理が容易な CRRT が重症患者管理に有効と考えられる。
SLED は循環への影響は CRRT と同等との報告もあり、特に施設の体制として CRRT が困難な場合などに選択肢として考慮してみ
る価値はある。
【CQ3】敗血症性 AKI に対する RRT の至適血液浄化量は？
【A3】予後と浄化量（透析液流量と濾過液流量の総和）に関するエビデンスの高い RCT は複数存在するが、至適浄化量を見出す
には至ってない（1A）。
【CE の知るべきポイント 3】KDIGO のガイドラインでは 20～25ml/kg/h が推奨されているが、20 ml/kg/h を推奨できる報告や 40
ml/kg/h 以上を推奨できない根拠もない。本邦の保険で認められた浄化量は 16～20L/day であり、成人男性の平均体重 65kg から
計算するとこれは 9～12ml/kg/h となる。国内からは 20～25ml/kg/h と比較して平均 14.3ml/kg/h でも予後の悪化を示さないとい
う報告（PMID: 23939357）もあり、日本の低流量が悪いという根拠も存在はしていない。
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教育セミナー 6

2 月 13 日
（土） 10：20～10：50

基礎セミナー3

EDS6

第 10 会場

臨床工学技士が知っておくべき敗血症性 ARDS の呼吸管理

横浜市立市民病院

臨床工学部

相嶋 一登
敗血症は「感染によって発症した全身性炎症反応症候群と定義 1）されている。さらに敗血症の重症度分類として、重症敗血症
（sever sepsis）と敗血症性ショック（septic shock）に分けられている。重症敗血症は臓器障害や臓器灌流低下または低血圧を呈
する状態であり、臓器灌流低下または灌流異常には、乳酸アシドーシス、乏尿、意識混濁などが含まれる。また敗血症性ショック
は重症敗血症のなかで、十分な輸液負荷を行っても低血圧が持続するものと定義されている。また、ARDS の発症トリガーを検討
した研究から、敗血症を発症すると高率（30％前後）に ARDS を合併することが明らになっている。つまり、敗血症患者に対す
る人工呼吸管理を行う際は ARDS を念頭においた管理が必要となる。ARDS は未だに病院死亡率が 40～50％程度となっていおり、
依然として致死率の高い症候群である。また、生存退院を果たした患者でも長期的な身体、精神機能の低下が認められている 2）。
ARDS に対する人工呼吸管理では、「肺保護換気」の実践が必要である。何から肺保護を行う必要があるのかというと、それは人
工呼吸である。1970 年代から ARDS 患者に対して高い気道内圧で人工呼吸管理を行うと、びまん性肺胞障害などが発生すること
が知られてきた。近年では気道内圧が高くなくても、肺胞障害が発生することが分かってきている。この人工呼吸に関連した肺傷
害は Ventilator Induced Lung Injury; VILI と言われている。VILI は肺胞の虚脱と過伸展を繰り返すことにより発生する。肺胞虚
脱を防止するために適切な PEEP を付加し、肺胞過伸展を防止するために 1 回換気量の制限（低容量換気）を行うことが肺保護換
気 戦 略 の 中 心 で あ る。 以 下 に 肺 保 護 換 気 戦 略 の 概 要 を 述 べ る。 ■ 適 切 な PEEP に よ る 肺 胞 虚 脱 の 防 止
○ PF ratio ≦
200mmHg の ARDS では PEEP15cmH2O 程度を付加 ■低容量換気
○ 1 回換気量は 6mL/kg（体重換算は予測体重）程度
○低容量換気に伴う低換気（PaCO2 の上昇）は pH7.25 までは容認 重症敗血症の患者では、組織酸素代謝に障害が生じており、
血清乳酸値の上昇や急性腎傷害による代謝性アシドーシスを合併することが多い。この状態で低容量換気に伴う呼吸性アシドーシ
スが存在すると、酸血症がさらに悪化することがある。さらに、敗血症性ショックは末梢血管抵抗が低下することによる血流分布
異常型ショックに分類され、左室前負荷が低下している。この状況で高い PEEP を使用すると循環が破綻する可能性がある。敗血
症性 ARDS に対する呼吸管理ではこれらの Risk Benefit を勘案することが大切である。1）日本集中治療医学会 Sepsis Resistry 委
員会 : 日本版敗血症ガイドライン The Japanese Guidelines for the Management of Sepsis, 日集中医誌 , 20, 124-1732）永田功、武
居哲洋 :ARDS の疫学，Intensivist, Vol7 No1, 2015, 9-17
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2 月 13 日
（土） 14：40～17：00

専門医のための神経集中治療 advanced requirement

EDS7-1

第 10 会場

基調講演：JRC 蘇生ガイドライン 2015―脳神経蘇生／脳神経救急・集中治療のポイント

国際医療福祉大学熱海病院

神経内科

脳卒中・神経センター

永山 正雄
脳血管障害のみならず、広く脳神経救急・集中治療病態を対象とするニューロクリティカルケア、クリティカルケア神経学がこの
数年で大きく台頭しており、とくに米国では Neurocritical Care Society（NCS）の存在感が飛躍的に高まっている。わが国でも一
般社団法人化された日本神経救急学会が NCS と学術提携を結んだほか、NCS との国際シンポジウム開催（2016 年 11 月）
、フェロー
（FJNE）制度導入等、活発な活動を展開している。Neurocritical Care の対象は広く、脳血管障害は元より心肺脳蘇生、意識障害、
全身痙攣重積状態、非痙攣性てんかん重積状態（NCSE）
、急性脳症、中枢神経系感染症、悪性症候群、急性神経系中毒、頭部外傷、
spinal emergency など極めて広範である。2015 年 10 月、日本蘇生協議会（JRC）は米国心臓協会（AHA）
、欧州蘇生協議会（ERC）
と同時に蘇生ガイドライン 2015 を公表したが、「JRC 蘇生ガイドライン 2015」は独自に、脳神経救急・集中治療、脳神経蘇生に関
するエビデンスに基づいたガイドラインを公表した。とくに二次救命処置における心拍再開後集中治療およびてんかん重積状態
（とくに NCSE）において、てんかん発作の管理、持続脳波モニタリングの重要性が強調されたことは特筆される。さらに今後、
関連 3 学会合同による委員会により、脳神経救急・集中治療全般に関する診療ガイドライン、学会公式テキストが公表される予定
である。一方、NCS は Multimodality Monitoring コンセンサスステートメントのみならず、てんかん重積状態、重症脳損傷、
large hemispheric infarction、coagulopathy reversal、external ventricular drain、深部静脈血栓症予防等に関するガイドライン
やコンセンサスステートメントを次々に公表し続けており、脳神経救急・集中治療に関する医学・医療は国内外で急速に活性化さ
れている。本基調講演では、
「JRC 蘇生ガイドライン 2015」脳神経蘇生ガイドラインの概要とポイントについてわかり易く解説する。

EDS7-2

重症頭部外傷患者の神経集中治療

日本医科大学大学院 医学研究科 救急医学分野、2）日本医科大学付属病院 救命救急科、
日本医科大学付属病院 脳神経外科、4）日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター

1）
3）

横堀 將司 1,2）、金谷 貴大 2）、纐纈 健太 3）、金子 純也 4）、恩田 秀賢 2）、桑本 健太郎 2）、荒木 尚 2）、畝本 恭子 1,4）、布施 明 1,2）、
横田 裕行 1,2）
重症頭部外傷の病態は大きく一次的脳損傷（Primary brain injury）と二次的脳損傷（Secondary brain injury）に大別される。二
次的脳損傷は頭部外傷受傷後に低血圧、低酸素、脳浮腫、頭蓋内圧亢進などの二次的要因により引き起こされる損傷を意味し、こ
の二次的脳損傷が神経集中治療の主要なターゲットとなる。二次的脳損傷予防の基本は、頭部外傷の病態生理を理解し、適切なモ
ニタリングを駆使しつつ頭蓋内環境の適正化を図ることにある。従来、二次的脳損傷の予防や治療の確立のために欧米、そしてわ
が国でも多くの多施設ランダム化研究（RCT）がなされた。これらの臨床研究は大きく 1）外減圧術に関するもの 2）ICP モニ
タリングに関するもの 3）治療薬剤に関するもの 4）脳低温療法を含めた体温管理に関するものと大別されるが、現時点ではこ
れらの有効性を見出せる報告は存在しない。これら臨床研究を振り返ってみると、基礎研究や Phase 2 Trial ではよい結果が得ら
れていたものの RCT への Translation に失敗した研究が多かった。この要因として、頭部外傷の病態生理の多様性と、単一のモニ
タリングによる病態の評価が考えられ、頭部外傷の急性期治療戦略を確立するうえで、これらを考慮した治療戦略が必要と思われ
る。本講演では、集中治療医が知るべき Minimum essential として、1）頭部外傷の病態生理、2）脳神経モニタリングの種類と応用、
3）頭蓋内圧管理の段階的手法、の 3 つについて提示したい。また自験例を紹介しつつ、初期治療から周術期治療、慢性期治療に
至るシームレスケアを考察し、神経集中治療医の観点から患者転帰改善を目指した治療戦略を検討したい。
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EDS7-3

重症くも膜下出血の集中治療－新たな循環管理の提唱

東京女子医科大学東医療センター

救急医療科

救命救急センター

磯谷 栄二
くも膜下出血後の循環管理としては、triple H 療法が有名であるが、現在に至るまでこの治療法の検証は行われていない。多施設
共同前向きコホート研究である SAH PiCCO study は、2009 年 10 月に始まり 2012 年 4 月に終了し、現在その成果が英文雑誌上で
紹介されている。SAH PiCCO study によって明らかとなったくも膜下出血後の循環動態に基づく新たな Goal Directed Therapy が
提唱されている。
SAH PiCCO study では、破裂脳動脈瘤の止血術後に、PiCCO plus モニタリング下に循環動態管理を行った。患者基本情報以外に、
PiCCO plus モニタリングで得られる指標について検討を行った。これらのデータは、SAH PiCCO データバンクに登録された。本
多施設共同研究には、9 施設から計 204 例の登録が行われた。59％の患者には triple H 療法が施行され、35％の患者に遅発性脳虚
血（delayed cerebral ischemia; DCI）が発症した。Triple H 療法施行群、非施行群間で、DCI の発症率に有意差はなかった（Tagami
T. et al. Neurocrit Care 2014）。DCI 発症の危険因子を検索したところ、低心臓拡張末期容量（Global End-diastolic Volume Index;
GEDI）、高末梢血管抵抗係数（Systemic Vascular Resistance Index; SVRI）、低心拍出量係数（Cardiac Index; CI）であった（Yoneda
H. et al. Stroke 2013）。GEDI を 822ml/m2 以上に保つことで、DCI の発症率は有意に減少し、GEDI を 921ml/m2 以下に保つことで、
肺水腫の発症率は有意に減少した（Tagami T. et al. Crit Care Med 2014）
。以上の結果から、我々は triple H 療法に代わる新たな
goal directed therapy として、くも膜下出血後には GEDI を 822ml/m2 以上 921ml/m2 以下に保つことで、DCI の発症を抑制すると
ともに、肺水腫の合併を低下させることができると提唱する。
本研究による goal directed therapy は、定量性に優れる半面、侵襲度が高く汎用性が期待できない。そこで現在 GEDI と相関が高
く、低侵襲で汎用性も期待できる parameter を模索中であり、進行中の臨床研究の結果も交えて新たな循環管理法を提唱する。

EDS7-4

脳卒中患者の集中治療

北海道大学大学院

医学研究科

侵襲制御医学講座救急医学分野

澤村 淳
クモ膜下出血以外の脳卒中についての神経集中治療の解説をする。脳卒中治療ガイドライン 2015（2015 年版）を中心に解説をし、
一部アドバンス治療について追加説明する。その上で、脳卒中における神経集中治療のエッセンスを紹介する。1．第一に脳梗塞
について解説する。
（1）rt-PA 静注療法遺伝子組み換え組織プラスミノゲン・アクティベータ（rt-PA, アルテプラーゼ）静注療法
の治療可能時間の延長（3 時間以内から 4.5 時間以内へ）が 2012 年 8 月に保険適応された。脳卒中治療ガイドライン 2015 でもグレー
ド A として推奨された。
（2）急性期抗血小板療法オザグレルナトリウムの点滴投与（グレード B）
、アスピリンの経口投与（グレー
ド A）のみが推奨されていたが、2015 年版では抗血小板薬 2 剤併用（アスピリンとクロピドグレルなど）が、軽症脳梗塞、または
TIA 治療法として、新たな推奨に追加（グレード B）された。
（3）経皮経管的脳血栓回収療法 2011 年に国内承認された Merci リト
リーバ、Penumbra システムによる急性期局所再開通療法の推奨レベルは、2015 年版ではグレード C1 のままである。2015 年アメ
リカ心臓協会 / アメリカ脳卒中協会から新しい脳卒中治療ガイドラインが発表された。内容は適応患者に対し現行の標準治療であ
る IV-tPA に、ステント型血栓回収デバイス（商品名：Solitaire）を初めとするステント型血栓除去術の併用が治療の第一選択と
して推奨している。（4）脳浮腫管理～脳保護療法高張グリセロール、マンニトールは急性期に使用することを考慮してもよい（グ
レード C1）。エダラボンは脳保護効果が期待され、脳梗塞（血栓症・塞栓症）急性期の治療法として勧められる（グレード B）。2．
第二に脳内出血について解説する。（1）急性期における血圧管理の重要性 脳出血急性期に収縮期血圧を 140mmHg 未満に低下さ
せた群で 180mmHg 未満の群と比較して機能転機が療法であることが報告された。2011 年 6 月にはニカルジピンの使用禁忌が撤廃
され、脳出血急性期に用いる降圧薬としてカルシウム拮抗薬の微量点滴静注が推奨された。（2）Microbleeds 症例 T2* 画像で
Microbleeds が検出された症例ではより厳密な血圧コントロールが重要である。一定の条件を満たした Microbleeds 症例群で外科
的治療の効果を認めている。（3）新しい device や薬剤 神経内視鏡を用いた外科的治療は低侵襲治療として一定の役割を担う。
抗血栓療法中に合併した脳出血に関しては、非ビタミン K 阻害経口抗凝固薬（Non-vitamin K antagonist oral anticoagulant：
NOAC）はワルファリンと比較して頭蓋内出血の発症率が有意に低いことが報告されている。
（4）妊娠分娩に伴う脳卒中本邦では
出血性脳卒中が上記の 7 割以上を占め、その原因疾患では脳動静脈奇形が最多であることが報告されている。
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EDS7-5

小児急性脳症の集中治療

日本大学

医学部

救急医学系

救急集中治療医学分野

澤田 奈実、櫻井 淳、伊原 慎吾、桑名 司、小松 智英、杉田 篤紀、山口 順子、小豆畑 丈夫、木下 浩作
小児の痙攣重積後に意識障害が遷延し神経集中治療管理を施行したが、救命し得ない症例を時に経験し、急性脳症と診断される事
が多い。急性脳症は、主にウイルス性感染症を契機に発症し、脳機能障害をきたす小児（特に乳幼児）特有の疾患である。近年、
頭部 MRI による画像的特徴や、臨床経過の特徴に基づき、様々な症候群が提唱され定着しつつある。しかし、詳細な病態生理は
未解明である。特異的治療法が無いため神経集中治療管理が重要であり、特に痙攣重積発作の急性脳症に及ぼす影響を考察するこ
とが重要である。 痙攣が持続する事により、グルタミン酸などの神経毒性物質が産生され、海馬を始めとした神経細胞損傷をき
たす。また、脳代謝が亢進し、脳酸素消費量が増加する。呼吸不全を伴う場合は、高二酸化炭素血症により脳血流量が増加し頭蓋
内圧が上昇する。この状態を hyperemia と呼び、脳腫脹をきたす。この段階では可逆的反応である。しかし、低酸素の合併や脳
代謝・頭蓋内圧亢進が持続すれば、脳虚血が進行し不可逆的な神経細胞障害を残す。 では、急性脳症はどうだろうか。急激な経
過で、高サイトカイン血症による細胞性浮腫や血管性浮腫をきたすことが分かっている。つまり、脳機能の恒常性が低下し、脳血
流自動調節能の破綻していることが考えられる。急性脳症では痙攣を合併することで、より病態を進行させ、脳虚血 による神経
細胞障害が進行する。急性脳症では難治性痙攣重積発作の合併が予後と相関する。非痙攣性てんかん重積は、小児急性脳症では十
分な報告がないが、成人の ICU 入院患者の 30% に存在するとの報告がある。小児急性脳症の昏睡症例でも見逃されている可能性
が十分にある。したがって、痙攣を一刻も早く止め、適切な脳血流・代謝を維持することがとても重要である。 小児の急性脳症
に対する、頭蓋内圧管理の適応や、適正な脳灌流圧は分かっていない。何を指標に管理するのかが未だ不明確なのである。私たち
の施設には、年間 50 例以上の小児の痙攣重積発作の患者が入院する。その中で、難治性痙攣重積発作から非痙攣性てんかん重積
となった小児急性脳症の症例を経験した。痙攣重積の検出には持続脳波モニタリングが有用である。痙攣重積に対する薬物治療や、
低体温を含む体温管理を行い、脳波を指標に管理する必要がある。さらに、脳血流・代謝の適正なバランスを評価するには、局所
脳酸素飽和度（rSO2）モニタリングが有用である可能性がある。rSO2 をモニタすることで、呼吸管理上 PaCO2 低下による脳血
流の減少に伴う脳虚血を知ることができる。痙攣重積患者であっても急性脳症は 15％程であり、重症化するのはわずか 5% に満た
ない。しかし、初期診療の段階では急性脳症の診断は難しく、痙攣重積患者を早期からモニタリングし評価することが重要である。
本会議では、小児急性脳症の病態と管理上の目標について議論したい。

EDS7-6

Target Temperature Management

日本大学

医学部

救急医学系

救急集中治療医学分野

櫻井 淳、山口 順子、杉田 篤紀、田上 瑠美、小松 智英、澤田 奈美、堀 智志、伊原 慎吾、木下 浩作
【はじめに】様々な種類の傷害された脳（心停止後、新生児低酸素無酸素脳症、頭部外傷、脳卒中、肝不全等）の傷害後の温度管
理は血圧や酸素化と同様に集中治療の管理項目として重要である。【本文】従来の温度管理では低体温療法（therapeutic
hypothermia）が良いとされていた。しかし、体温低下が必ずしも良い効果を及ぼすとは限らないので therapeutic という言葉は
適切ではなく、体温管理の温度設定が 37℃の場合があり hypothermia という言葉も適切ではないとされた。よって、集中治療で傷
害後の脳に対して温度管理することを体温管理療法（Targeted Temperature Management：TTM）と呼ぶことが推奨されている。
一般的には脳傷害後の高体温は病態を進行させ転帰を悪化させるために避けることが望ましいとされているが、傷害脳に対する適
切な温度は未だ議論が多い。Nielsen らは院外心停止蘇生後に 33℃と 36℃に体温管理した結果、33℃群と 36℃群は死亡率、神経学
転帰共に両群に差はみられなかったと報告している。本研究では体温のぶれがおおきいこと、神経学的転帰の評価が早すぎること
が問題と考えられた。心停止蘇生後に関しては International Liaison Committee on Resuscitation では「体温管理療法施行時には、
32～36℃の間で目標体温を設定し、その温度で一定に維持することを推奨する」としており「特定の心停止患者において、低い目
標体温（32～34℃）と高い目標体温（36℃）のどちらがより有益であるかは不明であり、今後の研究でこの点が明らかになるかも
知れない」としている。心停止蘇生後に関しては 1）心停止後脳障害の重症度を蘇生後早期に測定することが可能か、2）脳障害
の重症度によって TTM の管理温度を変えることは必要か、3）心停止の原因により蘇生後の脳障害は同じなのか等の検討が必要
である。【結語】心停止蘇生後や新生児低酸素無酸素脳症は臨床的に TTM の有効性が証明されたが未だ課題が多い。脳障害の病
態や重症度で集中治療室での TTM の方法（適切な管理温度や期間）や妥当性を検討していく必要がある。
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シンポジウム 1

2 月 12 日
（金） 16：40～18：10

肺保護戦略 up-to-date

SY1-1

第 2 会場

腹臥位換気

横浜市立大学附属市民総合医療センター

麻酔科

倉橋 清泰
急性呼吸窮迫症候群（ARDS）に対して低容量換気が推奨されているが、最近それ以外の肺保護戦略の検討がすすんでいる。本
講演ではそれらのうち腹臥位換気（PP）について紹介する。
最近出されたコクランレビュー（1）によると、PP は全体としては死亡率に影響しなかった。ただし subgroup 解析では、組入
れ基準を満たした早期から腹臥位を始めたもの、一日当り 16 時間以上腹臥位にしたもの、そして試験参加時に重度の低酸素を呈
していたものに限っては予後を改善した。メタ解析に用いられた無作為対照研究（RCT）のうち 2013 年に出された PROSEVA 研
究（2）は重症 ARDS に対する多施設共同 RCT で、16 時間以上の腹臥位を行う治療群で長期死亡率を 41% から 24% に有意に改善
したことが示されている。
一方で、患者を腹臥位にする場合には様々な危険性を伴う。体位変換時の気管チューブやライン類の抜去や屈曲、バッキング、
循環の大きな変動、関節や眼球などの損傷に加え、腹臥位時の顔面や加重部位の褥瘡が挙げられる。コクランレビューでは PP で
気管チューブの閉塞が有意に多いことが示された。New England Journal of Medicine の PROSEVA 研究のページでは腹臥位への
体位変換のデモビデオを閲覧できる。3 人のメディカルスタッフが手際良く体位変換を行っているが、これを経験のない施設で初
めて行う場合には経験者を招いて指導を受けながら 4～5 人で行うのが安全だろう。演者の施設では、腹臥位の代わりに左右交互
に深め前傾位をとっている。この方法は経験の少ないスタッフも含めて 2～3 人で行う事ができ、先に挙げた PP で起こりうる合併
症の危険性を相当減らすことができると考えられる。今までに行われた RCT のほとんどは対照を仰臥位としており、このような
深め前傾位との比較は行われていない。
PP が ARDS に対して予後改善効果があることの理論的根拠は、仰臥位で生じる背側無気肺が腹臥位で解除されることによる
atelectrauma の防止にあると考えられる。早期に開始することや長時間施行することにより死亡率を減らす事実がそれを支持す
る。
本講演では、PP に対する RCT およびシステマチックレビューの解説に加え、PP を生理／病理学的に検討し、その意義につい
て考察する。
文献
1. Bloomfield R, et al: Prone position for acute respiratory failure in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Nov
13;11:CD008095.
2. Guerin C, et al. PROSEVA Study Group: Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2013;
368: 2159-68.

SY1-2

肺保護戦略 : 筋弛緩の有用性とそのメカニズム

トロント大学

こども病院

吉田 健史
近年、重度 ARDS に対する早期かつ短期間（48 時間）の筋弛緩が、90 日後生存率を改善させるという臨床結果が示された
（NEJM2010）。また、重度 ARDS に対する筋弛緩の効果は、酸素化能を改善し（筋弛緩終了後も）その酸素化能を維持、血中及び
気管支肺胞洗浄中のサイトカインの減少も伴っていた（CCM2004、CCM2006）
。さらに、米国からの報告でも、severe sepsis で
人工呼吸管理の患者に対して早期の筋弛緩の使用は、病院内の死亡率を低下させることが明らかとなった（CCM2014）。興味深い
ことは、筋弛緩群と非筋弛緩群間にプラトー圧や一回換気量など呼吸のパラメーターに全く差がないにもかかわらず、筋弛緩群は
圧外傷（気胸や縦隔気腫）を減少させていた点である。この結果は、プラトー圧の制限 = 肺胞に加わる stress（経肺圧 = プラトー
圧 － 胸膜圧）の制限という概念に限界があることを意味している。自発呼吸温存時、横隔膜の収縮に伴い胸膜圧が低下する結果、
プラトー圧を制限していても経肺圧が上昇し肺傷害の悪化につながることが動物実験を中心に分かってきた（CCM2013）
。この
セッションでは、補助的に作用し肺保護戦略を促進する筋弛緩の役割について述べる。
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SY1-3

NPPV

神戸市立医療センター中央市民病院

救命救急センター

瀬尾 龍太郎
急性呼吸不全に対する NPPV（noninvasive positive pressure ventilation）は、現在様々な施設、様々な状況で広く使用されている。
その理由として、非侵襲的であるという点、利用しやすいという点に加えて、有効性が示されたランダム化比較試験が多いという
点が挙げられる。一方で、NPPV の欠点も認識されてきている。
本演題では、現在までに発表された臨床データを中心に、NPPV の適応と限界、ならびに今後の展望について、下記の疾患別に考
察する。
（1）COPD 増悪 /COPD 患者のウィーニング、（2）うっ血性心不全、（3）免疫抑制患者、（4）術後呼吸不全管理 / 予防、（5）抜管
後呼吸不全管理 / 予防、（6）ARDS、（7）気管支喘息、（8）外傷、
（9）その他

SY1-4

ECMO による肺保護戦略

日本医科大学付属病院

外科系集中治療科

市場 晋吾、梅井 菜央、杉田 慎二
適切な肺保護戦略に基づく人工呼吸療法では、ガス交換を維持できないほど重篤化した場合には、VILI を回避し、全身状態を安
定化するために ECMO の導入が考慮される。ECMO は、人工心肺装置を簡素化した形態で、高性能な遠心ポンプと膜型人工肺か
ら構成される補助循環である。ECMO の臨床的意義は、体に必要なガス交換を代行して、生体心または肺を休め、VILI を回避し
ながら、原因疾患の治療の時間稼ぎをすることである。インフルエンザなどのウィルス性肺炎は、時間単位で急速に重篤化するこ
とがあるので、その前に ECMO が可能な専門施設への転送が望ましい。デバイスの改良に伴い、より長期安全な ECMO が可能と
なり、様々な応用技術が試みられている。例えば、敗血症 ARDS のような心肺両不全の患者に対する hybrid configuration
ECMO、ECMO チームが搬送先の病院に出向き、ECMO を導入して安定させてから搬送する ECMO transport、ECMO を導入し
て覚醒させてリハビリをしながら肺移植の待機をする bride to lung transplant、COPD などの慢性呼吸不全の急性増悪に対して、
CO2 のみを除去し、抜管を避ける Extracorporeal CO2 removal（ECCO2R）などである。しかし、ECMO を安全かつ効果的に行
うためには、地域の中で各施設の集中治療チームが、経験を積みながら診療のプログラムを創り上げていくことが最も重要である。
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シンポジウム 2

2 月 12 日
（金） 9：50～10：50

PEEP の決め方

SY2-1

第 3 会場

How to Decide the Best PEEP Level: Best Compliance Methods

Department of Anaesthesia, Harvard Medical School/Massachusetts General Hospital, USA
Robert M Kacmarek PhD, RRT
The goal of application of PEEP is sustain open unstable lung units. The most accurate way of determining if the maximum
number of lung units are sustained open by PEEP is the use of lung imaging. However, it is not practical to bring all patients to
the CT scanner every time PEEP is applied or adjusted and electrical impedance tomography has not become a common
bedside approach for setting PEEP. As a result the approach to setting PEEP that results in the least PEEP necessary to
sustain recruited lung open over time is a decremental PEEP trail based on the compliance of the respiratory system.
A decremental compliance PEEP trial should follow a recruitment maneuver. The recruitment maneuver should be performed
in pressure control ventilation（patient sedated to apnea）with the driving pressure maintained <15 cmH2O. Beginning with the
patients set PEEP level the PEEP should be increased in 3 to 5 cm H2O steps each lasting 5 to 10 breaths until the maximum
desired recruiting pressure is met. The maximum recruiting pressure should be between 40 and 50 cm H2O. Once the maximum
pressure is reached ventilation is continued for about 2 min. Then mode of ventilation is switched to volume control ventilation,
tidal volume 4 to 6 ml/kg PBW, with PEEP set at 20 or 25 cmH2O depending on the severity of the lung injury. Most ventilators
display the dynamic compliance at these setting, if not compliance should be calculated. Ventilate for one minute noting the
compliance then decrease the PEEP in 2 cm H2O steps until a best compliance PEEP can be identified. Generally compliance
will be initially decreased but will increase with each decrease in PEEP reaching a maximum then decrease again because of
derecruitment. The PEEP to be applied is the best compliance PEEP plus 2 cmH2O, since the best compliance PEEP
underestimates the best oxygenation PEEP by about 2 cmH2O. Since the actual determination of the best compliance PEEP
results in derecruitment, the lung should be recruited again and following the recruitment PEEP set at the best decremental
compliance PEEP plus two cmH2O.
If the ventilator is not disconnected and the patient’s status does not worsen the oxygenation benefit of the above maneuvers
will be sustained. Recent data indicates that best decremental compliance PEEP plus 2 cmH2O is equal to the PEEP level that is
required to maintain the end expiratory transpulmonary pressure above zero.
Kacmarek et al CCM 2016;44:32
Pirrone et al CCM 2015;Oct 26th（Epub ahead of print）
Villar et al ICM 2013;39:1207

SY2-2

EIT を利用した PEEP 設定

山形大学医学部附属病院

高度集中治療センター

中根 正樹
Electrical impedance tomography（EIT）は、体表面に等間隔に貼付された 16 個の電極を用いて生体内の電気抵抗を測定し画像
化するモニタリング法である。隣り合った 2 電極を通電電極として微弱な交流電流を流し、通電電極とそれ以外の電極との間に流
れた電流を測定する。この測定を通電電極を順々に交換しながら体表一周分行い、各電極方向への電流のデータを重ね合わせるこ
とで得られた体内の電気抵抗（impedance）の強弱がマッピングされ断層画像が得られる。測定はリアルタイムで連続して行われ
るため、測定範囲内の電気抵抗の変化は鋭敏に画像データに反映され動画として確認される。呼吸によって胸腔内に空気が流入す
ると胸腔内の電気抵抗は高くなる。そのため EIT を胸部に用いることで換気による胸郭内の電気抵抗の変化すなわち含気状態の
変化を観測することができる。
これまではベッドサイドで活用できる呼吸パラメーターの多くは肺全体の情報が平均化されたものであり、肺の局所の情報を得る
ための手段として通常は胸部レントゲン検査や CT 検査などの画像診断が用いられてきた。EIT では胸郭に電極を巻き付けること
ができれば画像が得られるため、CT 検査のような放射線被曝の心配がない。よって、検査の回数制限がなく 24 時間連続での測定
も可能である。また、ベッドサイドからの患者移動の必要性がないため搬送によるリスクや人工呼吸中断が無くなり、人工呼吸器
の設定変更や体位変換などに伴う局所換気状態の変化を経時的に測定できるのが利点である。一方、CT 画像よりも解像度が低い
ため、肺の含気が良好な部位と悪い部位が隣り合う境界での分解能は低く、同様に臓器同士の境界や組織の識別能では CT 検査よ
りも劣る。
ARDS に対する肺保護換気戦略では、PEEP による肺胞虚脱予防および換気量制限による肺胞過伸展の予防が主軸を担っている。
そのため、無気肺ないしは肺胞過伸展を生じている可能性を EIT で監視しながら人工呼吸設定を調整することでより肺保護的な
設定調整を行える可能性がある。ARDS 動物実験モデルでは、EIT 画像上で無気肺と考えられる領域を認める際には PEEP 設定を
高くし、過伸展と考えられる領域を生じた際には最高気道内圧を下げるというプロトコールによって、酸素化を指標に換気設定を
行ったコントロール群と比較し、組織学的に肺傷害を減少させたという報告がある。
EIT は、呼吸に伴う肺の局所含気をリアルタイムに見ることが可能である点から、人工呼吸器の設定変更や腹臥位療法、肺理学療
法の治療効果判定に有用と考えられ、人工呼吸器関連肺損傷を予防するための PEEP 設定の指標として有効ではないかと期待され
る。
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SY2-3

「PEEP の決め方」経肺圧測定を基に

大阪府立母子保健総合医療センター

集中治療科

竹内 宗之、京極 都、橘 一也
2008 年に Talmor らが食道内圧を測定し、それを基に経肺圧を計算し、PEEP や気道上限圧を設定することにより ARDS 患者の酸
素化が改善し、予後が改善するかもしれない、とする論文を発表して以来、食道内圧測定は注目を集めてきた。肺胞の内部の圧が
外の圧（胸腔内圧）よりも高くなければ肺胞は虚脱する、また、ここで肺胞内圧の代用として気道内圧が、胸腔内圧の代用として
食道内圧が利用できるとする彼らの仮説は理解されやすく、また魅力的である。残念ながらまだ予後を改善させるかどうかの結論
は出ていないが、この方法は有望である可能性がある。
しかし、彼らの研究結果を臨床で利用しようとするときに、いくつか注意すべき点がある。まず、食道内圧の絶対値には誤差が必
ず含まれる、という点である。実際に食道バルーンを自分で挿入してみると気がつくと思うが、バルーンの空気の量が 0.5 mL 異
なるだけで食道内圧は 1-2 cmH2O の誤差ができてしまう。Talmor らの論文でも、どうやってゼロ点を校正・確認したのか、記載
はない。この絶対値の欠点を解決するために考案された方法が、2012 年の Grasso らによる食道内圧の変化と気道内圧の変化から
算出する方法である。胸郭と肺のエラスタンスの比を一定と仮定し、Δ食道内圧とΔ気道内圧の比から最高経肺圧を推測する。そ
して推測された最高経肺圧が 25 cmH2O 以下であれば、PEEP を上昇させることができるとした。彼らはこの方法により ECMO セ
ンターに ECMO 導入目的で搬送された患者のうち最高経肺圧が 25 以下だった群で全例 ECMO を回避することに成功している。
次に、食道内圧は、あくまで食道の周囲の胸腔内圧を近似しているだけであり、別の部位の胸腔内圧はまた、別の圧であることも
忘れてはいけない。最も背側にある肺胞周囲の胸腔内圧は、食道レベルの胸腔内圧よりも大きいが、その程度は肺重量などによっ
て決まり、臨床的には測定できない。また、不均一な肺胞の広がりを示す ARDS や、胸膜癒着のある肺などでは、食道内圧を胸
腔内圧の代表値として使用することの危険性を考慮しなければならない。食道内圧に基づく換気設定は、食道周囲の肺胞にとって
は適切だとしても、他の部位では危険域に入っていることは十分ありうるからである。最後に、気道内圧も、肺胞内圧とは一致し
ないことがあることも忘れてはいけない。autoPEEP が存在する場合、呼吸回数が早く吸気時に吸気流量がゼロになる前に次の呼
気に転換してしまう場合、などである。
食道内圧測定には克服されていない欠点は存在するが、それを理解さえしていれば、気道内圧や換気量だけで人工呼吸器設定をす
るより、個々の症例に適した安全な設定ができると考えられる。

SY2-4

PEEP の決め方 : Continuous Negative Abdominal Pressure Method

トロント大学

こども病院

吉田 健史
PEEP の肺保護効果は、呼気に肺胞の虚脱を防ぐことによって呼吸毎に繰り返される肺胞の開通と虚脱（tidal recruitment）に関
連する atelectotrauma を最小限にすることにある（Lancet2003）
。過去に高い PEEP と通常の PEEP（ARDS Network の提示して
いる PEEP/FiO2 table）を比較した代表的な大規模臨床研究は 3 つあるが（ALVEOLI 2004, LOVES 2008, EXPRESS 2008）、いず
れも PEEP レベルによる予後の差を見いだせなかった。おそらく、垂直方向における（仰臥位では腹側から背側にかけて）胸膜圧
の不均一な分布が原因で、PEEP を付加しても背側肺領域では肺胞虚脱が解消されず腹側肺領域では肺胞過膨張が引き起こされる
といった肺内の不均一な stress/strain 分布が、その原因の一つと考えられる。胸膜圧の分布は、主に肺の重量、心臓の重量が垂直
方向に重なることに加え、腹腔内圧が横隔膜を通して特に背側領域を圧迫することで形成され、結果として背側領域では最も高値
を示す（そして背側肺が虚脱する）（AJRCCM2013）。我々は、Continuous Negative Abdominal Pressure（CNAP）により腹腔内
圧を低下させることで、1）その一部が横隔膜を通して、胸膜腔に伝播し胸膜圧を低下させる、2）胸膜圧の垂直分布をより均一に
する（より小さくする）結果、PEEP 効果を増強させるという仮説を立てた。豚急性肺傷害モデルを用いて、この仮説を検証した
結果、CNAP を付加した方が肺コンプライアンスの改善だけでなく胸壁コンプライアンスの改善を認め、また EIT でも肺内のよ
り均一な換気分布を確認した。このセッションでは、negative pressure の付加が PEEP 肺保護効果の break through になる可能性
を論じたい。
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シンポジウム 3

2 月 12 日
（金） 15：40～17：10

新しい換気モードの可能性を探る

SY3-1

新たな可能性を開いていく～NAVA～

福田病院

小児科

第 3 会場

高橋 大二郎
呼吸不全と向き合うとき、不快を感じることなく呼吸したい。もっと楽に、穏やかに、自分の呼吸がしたい。そう願っているので
はないだろうか。私たち医療従事者も、患者自身の呼吸を最大限に尊重できれば、と思っている。
Patient Triggered Ventilationとして広く使用されているモードとしてSynchronized Intermittent Mandatory Ventilation
（SIMV）
、
Assist Control Ventilation（ACV）と Pressure Support Ventilation（PSV）がある。これらのモードでは、呼吸器回路内の流量や
圧力の変化によって吸気開始を感知するが、ミストリガーやオートトリガーといった非同期がどうしても問題となる。さらに補助
圧（換気量）に関しても人工呼吸器設定に依存するため、患者自身が必要な呼吸補助量を過不足なく設定するためにはきめ細かな
配慮が必要である。
ナチュラルなバランス呼吸をサポートする新しい方法として、NAVA synchronized and proportional to neural effort というコン
セプトが存在する。生体情報によって呼吸トリガーと補助圧、吸気時間および換気回数を決定する人工呼吸で、NAVA（Neurally
Adjusted Ventiratory Assist）と PAV（Proportional Assist Ventilation）がこの概念に基づいたモードである。
NAVA は横隔膜の収縮に伴い出現する横隔膜電気的活動（Edi：Electrical activity of diaphragm）を利用し、呼吸補助のタイミン
グと補助圧を決定する人工呼吸器モードで、フロートリガーや圧トリガーを基本とする一般的な人工呼吸器よりも優れた同期性を
与えてくれる。呼吸回数についても本人の呼吸数が用いられるために設定する必要がない。
Edi に NAVA レベルという比例定数を乗じた値が補助圧である。これらのことを別の視点からみてみると、NAVA での人工呼吸
器の位置づけは身体の外にあるというよりも、本人がもう一つ呼吸筋を手にしたように傍に寄り添い、“ 自らの呼吸筋 ” と “ 呼吸筋
としてサポートしてくれる NAVA” で呼吸努力をシェアする、という印象である。NAVA レベルを上げることは呼吸筋の休息をも
たらし、逆に NAVA レベルの漸減は呼吸筋の賦活を意味し、ありのままの呼吸を思い出させてくれる。また Edi は、努力呼吸の
程度を示すモニタリングツールとしても効果を発揮する。
さらに NIV-NAVA（Non Invasive Ventilation-NAVA）では、NIV の効果とされる気道の開通性と CPAP による機能的残気量の保
持に加えて、非挿管下でも NAVA の最大の特徴である「優れた同期性」によって、求めるタイミングに合わせて呼吸をサポート
することが出来る。
「適切な補助圧（換気量）」と「同期性」によって、自然な呼吸を最大限に生かす NAVA。
NAVA は呼吸の原点に戻り、再びバランスを取り戻すことをサポートする新しい扉である。自らの呼吸を大切にサポートする事
で、また一つ進化した呼吸管理を目指していきたい。

SY3-2

Adaptive Support Ventilation ASV and Intellivent-ASV

大阪大学医学部附属病院

集中治療部

内山 昭則
Hamilton G5 に搭載されている ASV は肺メカニクスの変化や自発呼吸の有無などに応じて換気設定を自動的に変更する Closed
loop ventilation の一つである。多くの人工呼吸では一回の換気条件と換気回数を設定するが、ASV では分時換気量 Minute
ventilation（MV）を目標に換気量を設定する。身長と性別から求めた理想体重 IBW を基準として成人で 100 ml/kgIBW、小児で
200 ml/kgIDW を 100％とした場合の％分時換気量（％MV）として目標の換気量を設定する。患者の状態や PaCO2 データをみて％
MV を調節する。調節呼吸時の一回換気量と換気回数の関係は Otis の式に基づいて理論的に呼吸仕事量が最少になる換気回数を人
工呼吸器が決定する。換気開始時に 3 回のテスト換気を行い、肺メカニクスデータから吸気圧と強制換気回数が自動決定される。
自発呼吸努力が出現すると目標の換気量を維持しながら調節換気から補助換気への変更が自動的に行われ、自発呼吸努力が十分で
あるならば CPAP ＋ PSV モードのような補助換気となり、自動的なウィーニングも可能である。術後患者での人工呼吸のウィー
ニングの労力の軽減と時間短縮が可能であったという報告もある。
ASV モードは近年、呼気終末炭酸ガス分圧 EtCO2 と経皮的酸素飽和度 SpO2 を連続的に測定することによって％MV、PEEP と
FiO2 を自動調節する Intellivent-ASV モードに発展した。ARDS、中枢神経障害や慢性高炭酸ガス血症では換気条件のコントロー
ルポリシーを変更できる。心臓外科術後患者の人工呼吸において Intellivent-ASV が労力の軽減とより理想的な換気の達成に有効
であったとの報告がある。
ま た、Intellivent-ASV モ ー ド に は Quick Wean function と い う 自 動 的 に ウ ィ ー ニ ン グ を 行 い、 い わ ゆ る 自 発 呼 吸 テ ス ト
Spontaneous Breathing Trial SBT を自動的に開始し、SBT の評価し、失敗した場合にも自動的に補助換気量を増加させる機能が
搭載されている。自発呼吸努力が出現し SBT 開始基準をみたせば、G5 は自動的に％MV を 25% まで低下させて CPAP ＋低圧設定
の PSV モードとして SBT を行い、SBT 基準を満たすかどうかを判定し人工呼吸器からの離脱が可能かどうかを判別してくれる。
我々の施設では食道癌手術の術後管理に Intellivent-ASV モードと Quick Wean function を使用している。従来の人工呼吸管理と比
較して省力化とウィーニング時間の短縮がはかることができた。Intellivent-ASV モードは Closed loop ventilation モードとしては
最も進歩しており、特に ICU での省力化の点で有望である。しかし、問題点がないわけではない。ASV モードで用いられる Otis
の式は本当に妥当であるのか、人工呼吸器と自発呼吸努力の不同調の点で問題がないのか？また、通常の肺酸素化能評価には
PaO2 が用いられるが SpO2 を用いることに問題はないのか、特に PEEP の自動設定可能であるが、PEEP には循環系への影響も加
味する必要性はないのかといった疑問点が残る。
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SY3-3

PAV（proportional assist ventilation）

徳島大学病院

ER 災害医療診療部

今中 秀光
PAV は患者の呼吸努力に比例して気道内圧を制御する換気モードである。すなわち、患者の呼吸器系エラスタンス（コンプライ
アンスの逆数）と抵抗、肺容量、吸気流量から患者の吸気努力を算出し、必要な呼吸仕事の一定割合を補助する。PAV にはいく
つかの利点がある。
1）快適性： PAV を適切に設定すれば快適性が増す。PSV や PCV に比べて吸気流量の立ち上がりがゆっくりで違和感が少ない。
自然な吸気努力の変化がそのまま活かされ、同調性にも優れる。
2）循環動態への影響が小さい： 気道内圧が低く抑えられ、他の換気モードに比べ血行動態への影響が小さい。また呼吸努力、
胸腔内圧の陰圧の揺れを温存できるため、静脈環流を阻害せず心拍出量を維持できる。
3）呼吸努力の温存： 患者の吸気努力を温存し、呼吸仕事を一定の割合で残すことから、呼吸筋の廃用性萎縮が起こりにくい。
4）誤作動が少ない： PAV は、呼吸努力に対して呼吸仕事量を軽減するように作動するだけなので、吃逆や心原性振動などのノ
イズに影響されにくい。
5）モニター： 肺メカニクスや呼吸努力のモニターとして有用である。自発呼吸のある人工呼吸患者でコンプライアンスと抵抗
を測定することは難しいが、ある PAV 搭載機種では自動的に測定できる。また気道内圧はそのまま呼吸努力を反映する。
しかし、PAV が一般的な換気モードになっているとは言い難い。理論や設定方法が従来の換気モードと大きく異なっていること、
生命予後や臨床経過を改善するには至っていないことが理由と考えられる。

SY3-4

新しい換気モードの可能性を探る :「SmartCare」

聖隷浜松病院

臨床工学室

西條 幸志、三浦 啓道、増井 浩史、神谷 典男、北本 憲永
近年の人工呼吸器には、自発呼吸同調性を向上させたモードや、ある条件のもと自動で設定を変化させる自動制御機能を使用した
モードがあり、急性期から離脱時における患者個々の様々な呼吸状態への対応が可能となっている。Dreger 社製 Evita XL、
V300、infinity V500 に搭載されている「SmartCare」は、臨床データに基づいたウィーニングプロトコールに従い、CPAP モード
において PS 圧を自動で変化させ、PS 圧の目標値（例：ATC ON・加温加湿器使用時はゴール PS 圧「0」）をゴールとして制御す
る自動ウィーニングモードである。SmartCare（Evita V300/infinity V500 の場合）は、患者の呼吸回数・呼気終末二酸化炭素濃度・
一回換気量データを元に、呼吸状態を「正常換気」
「効果的でない換気の増加」
「低換気」
「中枢性低換気」
「頻呼吸」
「重度の頻呼吸」
「説明のつかない過換気」「過換気」の分類に診断し、コンフォートゾーンと呼ばれる、呼吸回数・呼気終末二酸化炭素濃度・一回
換気量を 3 次元的に視覚化されたグラフの正常換気範囲内に入るように PS 圧の増減を制御する。例えば、
「正常換気」であれば PS
圧を維持または減少、「効果的でない換気の増加」「重度の頻呼吸」「頻呼吸」「低換気」であれば PS 圧を増加させる。そして、PS
圧の変更がなければ 2 分、変更が有れば 5 分毎に患者呼吸状態の再診断を行い、減少した PS 圧がゴール値に達すると「導入期」か
ら、自発呼吸トライアル期として「SBT 期」へ移行する。SBT 期では、SmartCare 導入当初の PS 圧により決定される時間安定し
た換気が継続されれば、「SBT が完了しました」とメッセージが表示され、
「維持期」へと移行する。SBT・維持期においても導
入期同様に患者呼吸状態の診断は継続しており、正常換気以外の不安定な換気診断がある程度継続すると再度導入期からの実施と
なる。また、アラーム発生時には、中断状態となり継続確認が必要となる。 SmartCare は、抜管の可否を判断するものではない
が、SBT 実施に伴う医療スタッフの負担軽減やコンフォートゾーンの正常換気範囲や SBT 開始 PEEP 値を任意に変更可能である
ことから、各科共有可能なプロトコールとして活用出来る他、現状の患者に最適な PS 圧の検索、トレンド機能を用いて PS 圧増減
の検証などにも有用であると考える。
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2 月 12 日
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早期離床 / 運動を阻害する因子とどう向き合うか ?

SY4-1

第 4 会場

早期離床 / 運動を阻害する因子：総論

横浜労災病院

中央集中治療部

藤本 潤一
近年の急性期医療の進歩により、多くの重症患者が ICU で治療され救命されるようになってきた。その一方で、これらの患者が
治療に伴う長期安静臥床などによりせん妄、筋力低下等をきたし、その後長期にわたって認知機能や身体機能が低下することが注
目されている。早期離床 / 運動（early mobilization、以下 EM）を目指した ICU での早期リハビリテーションは、重症患者におい
てせん妄の予防、ICU-acquired weakness（ICU-AW）や廃用症候群の予防、ADL の早期回復により、長期的予後を改善させるた
めに重要である。重症患者での EM は ” 日本版・集中治療室における成人重症患者に対する痛み・不 穏・せん妄管理のための臨床
ガイドライン ” でも推奨されている。しかし、重症患者で EM を行うにあたっては、患者の状態、治療内容、医療システム、医療
者による様々な阻害因子が存在する。患者、治療要因での EM の阻害因子には、循環動態不安定（異常血圧、心筋虚血、不整脈、
血管作動薬の使用）
、呼吸状態不安定（人工呼吸療法中、高度の低酸素血症、高 FIO2、頻呼吸、人工呼吸器との同調不良）
、神経
学的問題（脳圧上昇、意識レベル低下、せん妄、興奮、混乱、過剰鎮静、疼痛、てんかん重積状態、筋力低下）
、活動性消化管出血、
不安定な骨折、大きな開放創、特殊治療（血液透析、腹臥位療法、HFOV、ECMO、IABP）、留置デバイス（肺動脈カテーテル、
鼠径部のカテーテル、気管チューブ）等がある。これらの多くは対策不可能だが、疼痛、過剰鎮静、留置デバイスに対しては、鎮
痛薬、鎮静薬投与の工夫、不必要な留置デバイスの早期抜去等で調整することで EM 施行を促進することができる。一方で人工呼
吸、血管作動薬の使用、気管チューブ、鼠径部のカテーテル留置等は阻害因子とならないとの報告があり、また血圧等各因子の安
全範囲は EM による患者の利益とリスクとの兼ね合いで決定され、EM の対象患者や開始中止基準ついての明確な指針はない。各
施設でのスタッフの数、経験、患者背景等の実情に合わせて、EM 実施プロトコールを作成することが望まれる。一方、医療スタッ
フ、施設要因での EM の阻害因子には、スタッフの知識およびトレーニング不足、人手（看護師、作業療法士）不足、医師による
理学療法オーダーの欠落、スタッフの身体損傷、過剰な労務負担等がある。これらに対しての対策には、EM に関する教育と施設
内での合意形成、スタッフ人数の充足、ICU での EM を押し進める ” 早期リハビリチーム ” の設置、EM をプロトコール化し医師の
処方なく自動的に EM オーダーがされる仕組みの構築、等がある。EM を阻害する因子を理解し、その対策を講じることが、EM
の安全で効果的な実施に必要である。

SY4-2

重症敗血症などで多臓器の機能低下を呈しているときの臨床判断

亀田総合病院

リハビリテーション室

鵜澤 吉宏
集中治療室において早期リハビリの効果が報告されており、積極的離床や運動療法が行われるようになっている。このような中、
集中治療室に入室した患者に対するリハビリテーションを実施するに際し安全を考慮した実施の推奨が報告されてきている。集中
治療室に入室する患者は、感染症や循環不全、呼吸不全、腎機能傷害、血栓塞栓症、播種性血管内凝固症候群（DIC）などの病態
を呈し、重症敗血症の患者は臓器障害と臓器還流障害もしくは低血圧を伴う。また、人工呼吸器や動脈ライン、血液浄化装置など
のデバイスが使用されていることもあり、集中治療室で管理されている患者の中には、提示された推奨では判定できない状態の患
者がおり、重症であるが故にリハビリテーションの実施が制限されてしまうことがある。
このような状況の中、重症な状態や複数の病態が絡んでいる患者に対するリハビリテーションの安全性や妥当性は明らかになって
いない点もある中で、医師からの相談を受け、リハビリテーションの適応を考えなければならない場面に遭遇することがある。そ
の際の臨床の現場における判断はどのように行われるべきかは多くのセラピストにとって懸念を呈するところである。
ここでは重症敗血症の例を提示しながら、複数のデバイスを要し病態の変化を示しながらどのように対応し、リハビリテーション
を行う上でどのような点に配慮し、どのような内容で実施すべきかを検討する。
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SY4-3

 ん妄対策としての医原性リスク低減：
せ
～ICU 患者生活のパラダイムシフトと Patient centered care～

学校法人鉄蕉館

亀田医療大学

成人看護学

古賀 雄二
Reducing iatrogenic risks（医原性リスク低減）。これは ABCDE バンドル（2010 年）のメインメッセージである。ICU 患者の医
原性リスク予防策を組み合わせ患者の悪化を防ぐという概念は、PAD ガイドライン（2013 年）にも反映され、事後対応から予防
へと、PAD 管理概念に変化を促した。つまり、医原性リスクの予防・低減が PAD・J-PAD ガイドラインの中心概念である。
PAD ガイドラインは患者管理法の具体として、Light Sedation（LS）管理を推奨した。LS は全身状態を見極めたうえで鎮静深度
を「隙あらば浅く」管理することであり、Preemptive Analgesia や Analgesia First Sedation による積極的な鎮痛管理および早期
離床も同時に推奨されている。LS により患者が覚醒し始めたことで、ICU は治療優先の場から患者生活（ICU patient daily
living）の場へとパラダイムシフトを遂げた。患者は現状認知が促され、痛みの管理や騒音、あふれる光への環境調整の重要性が
増し、覚醒後の睡眠管理のあり方や鎮静・覚醒度に合わせた離床方法の検討も進んでいる。
こうした変化に伴い、休息と活動のあり方も進化する必要があるが、そこには患者中心（Patient centered）という PAD ガイド
ラインのもう一つの中心概念を加えることで、様々なケアの可能性が生じる。例えば、患者中心の休息として、睡眠周期の経年変
化や高度侵襲下の睡眠パターンの変化を考慮した患者ごとの昼と夜の定義を見直す必要があると考える。患者の休息欲求に伴う午
睡（nap）と表現しうる睡眠を尊重した休息が良眠（good sleep）をもたらすと考える。また、活動とは離床を含めたあらゆる
ADL 関連動作であると考えるが、nap や活動意欲を考慮した活動タイミングと活動内容・強度・間隔を 24 時間の枠組みで調整す
ることが、患者中心の活動と休息のバランス調整であると考える。つまり、早期離床に限らない ICU リハビリテーションの枠組
みを議論すべきであり、リハビリ職と看護師が互いの専門性の軸足を保ちつつも協力し合うケアのあり方（Trans-Professional
Working）を議論していく必要がある。
米 国 ク リ テ ィ カ ル ケ ア 看 護 協 会 の せ ん 妄 予 防 戦 略 で あ る “Give PEACE（Physiologic, Environmental, ADLs/Sleep,
Communication, Education / Evaluation）a Chance” もまた、コミュニケーションの重要性を示している。患者中心の医療、看護、
リハビリ、睡眠、生活、ADL 再構築など、Patient centered care の概念で患者理解を試みること、患者の自律性を支えることが
重要である。そして、すべての職種が、自己申告の可否に関わらず様々な状態の患者とコミュニケーションをとるための共通言語
として、PAD の枠組みと具体的評価法は存在する。患者とコミュニケーションをとらないこと、患者の Pain を軽視すること、患
者のあらゆるニード充足の自律性を阻害すること、医療者のバイアスに気づかないことが、最も厄介な医原性リスクであると考え
る。

SY4-4

ICU 獲得性筋力低下

長崎大学大学院

1）

神津 玲

内部障害リハビリテーション学、2）長崎大学病院

、森本 陽介 、花田 匡利 、及川 真人

1,2）

2）

2）

リハビリテーション部、3）長崎大学病院

集中治療部

、俵 祐一 、矢野 雄大 、名倉 弘樹 、松本 周平 、東島 潮 、関野 元裕 3）

1,2）

2）

2）

2）

3）

3）

ICU 獲得性筋力低下（intensive care unit-acquired weakness, ICUAW）とは，ICU で管理された重症患者に急性に生じる全身
的な筋力低下であり，その基礎疾患以外に原因を特定できないものであると定義される。発症率は予想以上に高く，重症患者の
50-100% に発症したとする報告もあり，重症患者の救命率向上に伴って ICU における一般的な合併症と認識する必要がある。その
特徴は対称性かつ弛緩性のびまん性筋力低下であり，障害は呼吸筋にも及び，重症例では四肢麻痺をきたす。リスク因子として敗
血症，異化亢進，多臓器不全，全身性炎症疾患，高血糖，不動などが指摘されているが，同じく不動に起因する廃用症候群とは明
らかに異なる病態である。ICUAW の合併は，人工呼吸器からの離脱遅延，死亡率の増加，長期間にわたる身体機能障害や健康関
連生活の質の低下など，患者にとって重要な短期および長期予後に深刻な悪影響を及ぼすことが知られている。特に高齢者，呼吸
あるいは循環不全の合併，長期人工呼吸管理，血糖管理不良例では ICUAW の回復不良群であり，遷延例では回復に数か月さらに
は数年を要する場合もある。 早期離床と運動を阻害する因子は患者因子，環境因子，医療スタッフ因子に大別できるが，
ICUAW は患者因子のひとつであると同時に，早期離床と運動「そのもの」が予防および治療介入の手段でもあるという特性がある。
したがって，ICUAW の存在を常に意識して，いかに予防するかということが重要な課題であり，ハイリスク症例の予測と早期選
別に基づき，過鎮静を避けるともにリスク因子の除去にも務める全身管理が必要不可欠となる。 ICUAW の病態は未解明な部分
も多く，治療法も確立されていないが，現在，臨床現場ではその予防を期待してリスク因子の「不動」を軽減するための早期離床
と運動介入，さらには骨格筋への機械的刺激（電気あるいは伸張刺激）などの手段が適用されている。しかし，ICUAW をどの程
度まで予防および改善し得たのか，長期機能予後がどのくらい改善したのか，現時点でその有効性は限定的であり，明らかになっ
ていない。このような現状を踏まえ，本シンポジウムでは早期離床と運動を阻害する因子としての ICUAW といかに向き合うか，
先行研究に自験例を加えて考察し，提言をさせていただく予定である。

－ 221 －

SY4-5

ICU チーム・関連職種間における諸問題

聖マリアンナ医科大学病院

リハビリテーション部

横山 仁志
ICU において早期離床 / 運動を阻害する因子は，患者側の不安定な病態や病状，疼痛・せん妄や重度な筋力低下，各種生命維持装
置や多数のドレーン・ルート類の存在などがその多くを占める．しかし，このような患者側の因子に加え，患者を取り巻く ICU チー
ム内や関連職種間などの医療スタッフ側の連携やコミュニケーション不足によって，効果的な介入に至れない場合も少なくない．
我々は第 41 回本学術集会において，ICU を有する施設に対して ICU のリハビリテーションに関するアンケート調査を実施，報告
した．ICU のリハビリテーション介入に対する実施内容，頻度や方向性について理学療法士と医師・看護師の職種間には，少なか
らず相違が生じている結果であった．その背景には，すべての職種においてチーム内・職種間での連携やコミュニケーションの必
要性が認識されていたものの実際には不足し，円滑で有効な介入に影響を及ぼしている実状を露呈するものであった．このような
チーム内・職種間の問題解決の対応策として，リハビリテーションスタッフの専従・専任システムは有益であることは明らかであ
り，導入する施設が増加しつつあるが，まだ全国的に十分に普及できているとは言いがたい．そこで，改めて専従・専任システム
の利点を踏まえ，実際に当施設がシステム導入に至った過程の提示，システム導入のための問題とその解決案の提言，従来の非専
従・専任システムでの連携やコミュニケーション不足の緩和策などについて示し，皆でこの阻害因子について考えていきたい．
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シンポジウム 5

2 月 12 日
（金） 14：40～15：30

敗血症治療にバイオマーカーは有効

SY5-1

第 5 会場

日本版敗血症診療ガイドライン 2016 ～定義と診断のストラテジー～

名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

松田 直之
【はじめに】日本版敗血症診療ガイドラインは，日本集中治療医学会 Sepsis Registry 委員会により初版として 2012 年に作成された。
この目的は，集中治療従事者だけではなく，集中治療に特化しない医療従事者も対象とし，広く，本邦独自の視点で，さらに本邦
の敗血症診療データ解析を基盤として，重症敗血症および敗血症性ショックの診療基盤を本邦に構築することにあった。このよう
なガイドラインにより，敗血症の治療方針の足並みは揃えられる傾向がある。一方，敗血症の予後改善に向けて早期発見と早期治
療の重要性，敗血症の重篤化阻止と治療成績向上に関与する因子についてなどに対してエビデンスを確定していかねばならない。
日本版敗血症診療ガイドラインは，診療エビデンスを基盤として，2016 年に改定が予定されている。
【内容】1．敗血症の定義改
革の是非，2．敗血症早期治療と予後改善のエビデンス，3．敗血症のバイタルサインエビデンス，4．敗血症における血清マーカー
のエビデンス。【結語】敗血症には，画期的診療エビデンスがない。これは，定義と診断においても同様である。定義をより明確
なものとすることで早期発見に繋げ，確定診断を早期治療に結びつける工夫がなされている。これに加えて当講座では，臨床研究
を成立させるための観察研究，臨床研究，そして，より良い成績を提供するための病態学的基盤研究や創薬基盤研究を指導してい
る。

SY5-2

重症敗血症患者のサイトカイン産生能は転帰と関連する

日本大学

救急医学系

救急集中治療医学分野

桑名 司、伊原 慎吾、河野 大輔、杉田 篤紀、山口 順子、木下 浩作
【目的】重症敗血症患者における血中有核細胞のサイトカイン産生能が予後、重症度と関連するかどうかを明らかにする。
【方法】当院 ICU 入室した重症敗血症症例を対象とした。重症敗血症診断時、6 時間後、24 時間後のサイトカイン産生能を測定、
APACHEII スコアを算出した。重症敗血症診断後 28 日目の転帰を調べた。サイトカイン産生能と転帰の関連があるか、サイトカ
イン産生能と APACHEII スコアについて相関があるか検討した。
全血を各々2 つに分け、LPS（10 ng/ml）添加群と非添加群とし、5 時間 37℃で静置後、全血上清中の IL-6,8,10 濃度を測定し、LPS
添加群と非添加群の IL 濃度の比（LPS 添加群 / 非添加群）を用い、サイトカイン産生能と定義した。
【結果】重症敗血症は 30 例、うち ICU 生存群 20 例、死亡群 10 例であった。ロジスティック回帰分析を行った所、サイトカイン産
生能のうち IL-6 産生能の低下は転帰不良の独立した因子であった。重症敗血症患者のサイトカイン産生能は APACHEII スコアと
中程度の相関を示した。
【考察】敗血症では、ステロイド等の多様な物質でサイトカイン産生が抑制され、重症敗血症では単球機能の低下により免疫抑制
が起こる。本研究では、これらの多様な物質や単球機能の低下などによると考えられる IL-6 産生能の低下と、転帰不良との関連が
認められた。また、重症疾患の転帰を予測する APACHEII スコアが免疫抑制を現すスコアとなる可能性があることが示唆された。
現在、敗血症による免疫抑制を早期に認知し治療することで敗血症の予後を改善できる可能性が考えられており、APACHEII ス
コアが高く免疫抑制が起こっている可能性のある症例に関して免疫賦活などの早期治療が予後改善につながる可能性がある。
【結語】転帰不良の重症敗血症患者では、IL-6 産生能が有意に低下しており、APACHEII スコアとサイトカイン産生能には相関が
認められた。
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SY5-3

急性臓器障害を伴った感染疑い患者における血中 IL-6，プロカルシトニン，プレセプシン，CRP 測定の臨床的意義

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学
高橋 和香、中田 孝明、矢崎 めぐみ、織田 成人
【背景】敗血症において，プロカルシトニン（以下 PCT）
，プレセプシン（以下 PSEP）
，インターロイキン 6（以下 IL-6）
，CRP は，
感染の有無や重症度との関連が報告されている．しかしながら，この 4 つのバイオマーカーの比較は十分に行われていない．
【目的】
IL-6, PCT，CRP，PSEP の感染症診断能および転帰予測能を解析・比較し，その臨床的意義を明らかとする．
【対象と方法】2014
年 6 月から 2015 年 5 月までに当 ICU に入室し，急性臓器障害を伴った感染が疑われる患者を対象に，PCT，PSEP，IL-6, CRP を隔
日 7 日目まで同時測定した．臨床経過や画像診断 , 細菌学的検査に基づき，The International Sepsis Forum Consensus Conference
on Definitions of Infection（Calandra T et al. Crit Care Med 2005, 33:1538）に則って感染症の有無を判断し，非感染症患者（対象
群）と感染症患者（感染群）の 2 群に分け比較した．
【結果】全 100 例中，対象群は 15 例，感染群は 85 例であり，各群の APACHE
II スコア（中央値）は 24 vs 28, p=0.10，SOFA スコア（中央値）は 6 vs 11, p=0.0009 であった．28 日死亡率は，対照群 0 例（0%），
感染群 15 例（17.6%）,p=0.12 であった．感染症診断における各バイオマーカー（day1）の AUC［95%CI］は，IL-6 が 0.824［0.735-0.913］
と最も高く，PCT 0.813［0.714-0.911］，CRP 0.764［0.645-0.883］
，PSEP 0.681［0.513-0.849］と続いた．また 28 日転帰についての
AUC［95%CI］最大値は，IL-6（day7）0.883［0.788-0.978］
，PCT（day5）0.596［0.439-0.753］
，PSEP（day3）0.600［0.448-0.794］，
CRP（day3）0.610［0.428-0.769］と IL-6 の AUC が最も高かった．さらに IL-6 の AUC は経時的に高くなる傾向を認めた（0.654（day1）
→ 0.760（day3）→ 0.813（day5）→ 0.883（day7））．【結論】急性臓器障害を伴う感染疑い患者において，IL-6 血中濃度は最も感染
の診断能が高かった．また IL-6 高値遷延は 28 日死亡の予測因子となり得ることが示唆された．
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シンポジウム 6

2 月 12 日
（金） 16：40～17：50

敗血症性 DIC における抗凝固療法の位置付け

SY6-1

第 5 会場

私が敗血症性 DIC を治療しない理由

東京慈恵会医科大学

葛飾医療センター

麻酔部

岩井 健一
播種性血管内凝固症候群（DIC）は血液凝固機能障害を呈する全身性の病態であり、重症患者においてよく観察される。また、敗
血症患者においては、DIC を呈するとより予後が悪いとされている。
我が国は、診断基準の数次にわたる改定にも見て取れるように、『DIC 研究の先進国』と言っても過言ではなく、DIC 診療におけ
る特徴として、急性期 DIC 診断基準等による早期診断の試みと、その診断に基づく抗 DIC 治療（抗凝固療法）の実施が挙げられる。
治療においては、かつてはヘパリン類やプロテアーゼインヒビターが好んで使用されたが、その有効性には疑問が持たれていた。
近年では、治療の主役はアンチトロンビンとトロンボモジュリンに移行しており、観察研究やメタ解析、比較的規模の小さい介入
研究によって、その有効性が複数報告されている。
一方、諸外国においては、DIC という病態の認識が低く、診断基準はあるものの（国際血栓止血学会診断基準）、DIC 自体への治
療介入（抗凝固療法）は一般的ではないようである。また、敗血症患者において行われた大規模介入研究によると、ヘパリン類、
活性型プロテイン C、組織因子経路インヒビター、アンチトロンビンによる治療介入の有効性は否定された。トロンボモジュリン
については現在第三相試験が進行中である。
敗血症性 DIC の治療の是非を考える際は、我が国と諸外国で行われた臨床研究の『対象患者群と一次エンドポイントの差異』に
注意すべきである。すなわち、我が国では『敗血症性 DIC 患者における DIC 改善効果』を検討対象として研究が行われているの
に対して、諸外国では『敗血症患者における死亡率改善効果』を検討対象とする研究がほとんどである点である。我が国では、大
規模介入研究実施の困難性から、諸外国の研究結果を基に診療態度を決めることが多いが、DIC 診療においては、これら研究デザ
インの差異により、諸外国の研究結果をそのまま参考にすることが困難である。このことは、我が国における『敗血症性 DIC に
おける抗凝固療法の位置付け』に混乱をもたらしている大きな原因の一つである。また、
『DIC を治療し DIC を改善させることが
敗血症患者の予後を改善しうるか？』という本質的な疑問や、
『高額な抗凝固療法がその対価に見合うか？』という点も考察され
るべきである。
当日は、今までに行われた臨床研究を紹介しながら、
『私が敗血症性 DIC を治療しない理由』についてお話出来たらと考えている。

SY6-2

J-SEPTIC DIC study 報告

J-SEPTIC DIC study group
早川 峰司、齋藤 慎二郎、内野 慈彦、山川 一馬、工藤 大介、飯塚 悠祐、讃井 將満、滝本 浩平、真弓 俊彦
【目的】敗血症を原因とする DIC の診断や病態に関する報告は多い。今回、DIC 治療を積極的に施行している施設だけではなく、
DIC 治療を実施していない施設も含めた多施設共同後ろ向き観察研究として、Japan Septic DIC study（JSEPTIC DIC study）を
実施したので、その概要を報告する。【計画立案】7 施設 9 名のメンバーが中心となり計画の立案を行った。計画の立案に当たって
は、収集データの質と共に収集にかかる作業量も考慮した。また、参加した施設には収集されたデータを全て提供すること、解析
＆論文発表の権利が与えられることを周知した。【参加施設】40 施設から 42 の ICU が参加した。【対象】2011 年 1 月から 2013 年 12
月の 3 年間に severe sepsis/septic shock を理由に ICU に入室した 3195 名が対象となった。
【患者背景】平均年齢 70 歳、男性が 60％
を占めていた。平均の APACHEII は 23 であった。感染源は腹腔が 32％と最多であり、次いで肺 26％、尿路 16％であった。DIC 治
療薬は Antithrombin（AT）製剤が 31％、Thrombomodulin（TM）製剤が 27％protease inhibitor 製剤が 12％の患者で使用されて
いた（重複あり）。平均 ICU 在室日数は 11 日、ICU 内死亡率は 20％であった。ICU 入室から退院までは平均 41 日、院内死亡率は
33％であった。【DIC 関連検査】DIC を積極的に診断 / 治療しない施設にも参加いただいたため、DIC 関連検査の欠損率は高く、
ICU 入室日において、フィブリノゲン、FDP、D-dimer は 2～3 割の症例で欠損していた。アンチトロンビンに至っては約半数の症
例で測定されていなかった。【解析テーマの募集】研究開始前に、数個の解析テーマを事前設定した。データ収集後に 2 回に分け
て解析テーマの募集を行い 20 個程度の事後解析テーマが設定された。【解析テーマ】「血小板減少の臨床的意義」、「DIC の疫学」
、
「DIC の治療方針が予後に与える影響」、「AT 活性値と予後」
、
「AT 製剤の投与効果」
、
「TM 製剤の投与効果」
、
「AT 製剤と TM 瀬
在の併用効果」、「IVIG 投与による凝固線溶系への影響」
、
「抗凝固療法の適応」などがあり、現在解析進行中である。
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SY6-3

AT & TM DPC 解析

日本医科大学

多摩永山病院

救命救急センター

田上 隆
背景：敗血症性播種性血管内凝固（DIC）に対して、アンチトロンビン製剤（AT）及びトロンボモデュリンα製剤（TM）の投
与の有用性は議論のあるところである。敗血症性 DIC 症例において、AT, TM の投与と予後に関して検討する。方法：DPC デー
タベース（2010 年 7 月から 2013 年 3 月）を用いて、傾向スコア法及び操作変数法による解析を行った。主要評価項目は、28 日予後
である。結果：重症肺炎における AT: 28 日予後改善と関連する可能性が示唆された［1］
。重症肺炎における TM: 28 日予後改善と
関連しない可能性が示唆された［2］
。腹膜炎における AT：28 日予後改善と関連する可能性が示唆された［3］。腹膜炎における
TM: 28 日予後改善と関連しない可能性が示唆された［4］。考察：敗血症性 DIC に対して、抗凝固療法の是非に関しての結論は、
本データのみからでは出すべきではない。しかし、データを客観的に顧みて議論のきっかけとなればと思い、まとめて報告する。1.
Tagami, T., et al., Antithrombin and mortality in severe pneumonia patients with sepsis-associated disseminated intravascular
coagulation: an observational nationwide study. J Thromb Haemost, 2014. 12（9）: p. 1470-9.2. Tagami, T., et al., Recombinant
human soluble thrombomodulin and mortality in severe pneumonia patients with sepsis-associated disseminated intravascular
coagulation: an observational nationwide study. J Thromb Haemost, 2015. 13（1）: p. 31-40.3. Tagami, T., et al., Supplemental
dose of antithrombin use in disseminated intravascular coagulation patients after abdominal sepsis. Thromb Haemost, 2015. 114
（3）: p. 537-45.4. Tagami, T., et al., Use of recombinant human soluble thrombomodulin in patients with sepsis-induced
disseminated intravascular coagulation after intestinal perforation. Front Med（Lausanne）
, 2015. 2: p. 7.

SY6-4

「日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016:（DIC 対策班）
」

順天堂大学

医学部

救急・災害医学

射場 敏明
敗血症における播種性血管内凝固（DIC）の合併は、ショックと並び転帰を左右する大きな要因であり、その対策は重要である。
本邦では現行版の敗血症診療ガイドラインにおいても DIC に対する抗凝固療法の有用性が紹介されているが、諸外国のガイドラ
インにおいてはこのような記述はみられず、海外とのスタンスの差が際だっている領域である。DIC 班においては、その他の項目
と同様に RCT に焦点を絞って関連する文献を網羅的に収集し、転帰、DIC 離脱、出血性有害事象をエンドポイントとして、これ
らを批判的に吟味した後に班員のコンセンサスにもとづいて採否を決定し、メタ解析をおこなうことで各治療薬の評価をすすめて
いる。すなわち「CQ11-2: 敗血症性 DIC にリコンビナントトロンボモジュリンは有用か？」及び「CQ11-3: 敗血症性 DIC にアンチ
トロンビンの補充は有用か？」については、ほぼ解析を終了し、「CQ11-4: 敗血症性 DIC にタンパク分解酵素阻害薬は有用か？」
「CQ11-5: 敗血症性 DIC にヘパリン、ヘパリン類は有用か？」については現在文献の 2 次スクリーニングが進行中である。しかしこ
のようにエビデンスベースドの作業がすすめられるなかで、いくつかの課題が浮上してきた。まず PICO に合致する RCT はごく
限られたものしか存在しないか、あるいは存在せず、エビデンスの不足が感じられた。また採用されたエビデンスについいても非
直接性や risk of bias の問題が大きいものも多い。さらに RCT の症例数は数十規模のものも多く、少数例での検討になってしまわ
ざるを得ないことも問題であろう。これに対し、後方視検討とはいえ最近は DPC データを用いて数千例規模の症例で傾向分析を
行なっている報告もあり、果たして実勢を反映しているのはどちらなのか悩ましいところである。
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2 月 12 日
（金） 15：40～17：40

集中治療における看護師の臨床判断能力の育成

SY7-1

第 9 会場

救急医療における ICU 看護師の臨床判断能力の育成－看護管理の立場から

聖路加国際病院

救命救急センター

田村 富美子
ICU 看護師の臨床判断能力の育成においては、複雑かつ重症な急性・緊急病態の患者家族への看護実践、チーム医療を遂行するに
あたり、長期間を要する。当院救命救急センターでは、救急医療・クリティカルケアにおけるジェネラリスト育成を目指して、新
人看護師の初期から救命救急センター3 部署間（ER・ICU・HCU）の看護師のローテーション（部署異動）を取り入れているが、
ICU 看護師の臨床判断能力の育成と救急看護師の専門的技術の習得や迅速かつ有機的な人員活用による協働体制の両立は課題の一
つである。
当院は、北米 ER 型救急外来と三次救急に対応する救命救急センターを有し、病棟ユニットは ICU と HCU（ハイケアユニット）が
含まれる。
「日本救急看護学会クリニカルラダー（2009.11）
」のステップ 1～4 を参考に独自のステップアップ基準を設け、年単位、
数か月単位で複数年かけてスタッフ看護師はローテーションを実施する。各部署の専門性、多様な病態に対応する看護を通して災
害急性期にその支援のできる看護師を育成すること、その中でも、救急外来におけるトリアージ能力、ICU における臨床判断能力
の育成には期間を要し、教育方法、ローテーションの時期の選択、期間設定には工夫を要し、未だその看護の質の維持・向上を目
指して模索中である。
ICU における臨床判断能力は、看護師経験を重ねて役割遂行に至るトリアージナースと異なり、新人初期の日常の看護実践中より
求められ、新人看護師には習得の壁が高い能力ともいえる。しかしながら、救急医療に携わる看護師としては、救急外来や災害傷
病者受入れ対応時に、部署を超えて、経験年数問わず、連携・協力ができる体制を基盤として看護師育成を優先する必要もあり、
ICU における新人教育期間の長期化との整合性は課題となる。本学会「集中治療に携わる看護師のためのクリニカルラダー
（2014.8）」レベル 4 における臨床実践能力に示している「知識と経験を融合させ速やかに患者を理解し合併症予防のためのケアが
できる」
「多職種と協働し患者の問題解決に向けて活動できる」とする専門性の高い ICU 看護師を育成することは、このローテー
ションシステムの安定化にも重要ポイントであるが、看護の基盤の専門性が異なる部署で構成された救命救急センター看護単位で
は課題となる。看護管理の立場から、課題の克服に向けた当院の取り組みを報告する。

SY7-2

教室での学びを臨床で活かすために

日本看護協会

看護研修学校

認定看護師教育の立場から

認定看護師教育課程

塚原 大輔
集中ケアにおける看護の対象は、新生児から高齢者まで幅広い年齢層の生命の危機的状況下にある患者およびその家族である。そ
のため、看護師には、異常の早期発見、迅速で的確な臨床判断とその対応が求められる。
臨床判断は、
「患者のニーズや興味・関心、健康上の問題について解釈や検討を行い、行為を行うか否か、標準的なアプローチを
使用するか変更するか、患者の反応によって適切とされる新しいことを即興で行うかどうかを判断すること」（Tanner,C.A
2006）とされ、集中治療に携わる看護師はより多くの情報を収集するための知識やフィジカルアセスメントおよびモニタリング能
力、収集した情報を統合し推論する能力、推論を基に判断し行動する能力、そして行動中や行動後に省察する能力が必要になる。
これらの能力は、看護師が経験を重ねるだけで自然に身につく能力ではない。それぞれが自己の経験を意味付け、他者との相互
関係により新たな気づきを持ち、それを積み重ねによって育まれる。
日本看護協会看護研修学校認定看護師教育課程集中ケア学科では臨床経験 5 年以上で集中治療領域の経験が 3 年以上の看護師を
対象として 8ヶ月（810 時間）の研修を行っている。研修においては知識の習得に留まらず、数多くのグループワークによる議論
や振り返りのプロセスを通して経験や学びの共有と内面化を促している。 今回は、認定看護師教育の立場から集中治療に携わる
看護師に求められる臨床判断能力を育成するための効果的な方法およびその評価について述べる。
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集中治療における看護師の臨床判断能力の育成現任教育を行う看護管理者の立場から

名古屋大学

医学部

附属病院

山口 弘子
医療の複雑・高度化、高齢化・重症化、平均在院日数の短縮等、医療を取り巻く環境の変化は著しく、看護師に求められる役割も
複雑多様化している。特に ICU などクリティカルケア看護領域においては、チーム医療の推進に伴い、看護師の役割拡大が進め
られ、多職種と協働しながら、より専門性の高い看護実践能力を発揮することが求められている。また、高度先進医療に取り組み、
複雑かつ重症化した患者管理を行う ICU においては迅速かつ総合的な臨床判断が求められる。生命の危機状況にあるクリティカ
ル領域では、患者の変化や問題を早期に正確に把握し、把握した状況を的確に判断、適切な行為へと迅速につないでいくことが求
められる。特に患者の身体的な変化を適切に捉えるためには、フィジカルアセスメント能力の向上とより多くの経験から得られた
実践知の積み重ねが重要と考える。臨床現場では、24 時間を通し、常に患者の状態の変化と看護師が行う看護の行為、その行為
の効果などの判断を繰り返しており、これを意味ある実践経験にすることで、実践知の積み重ねとなり、臨床判断能力の育成が可
能となると考える。意味ある経験にするためには、繰り返しの実践と何を見て、なぜそうしたかなど、実践を言語化することで自
己の観察や判断を振り返り、また、言語化された他者の経験を聞くことで、経験がより洗練されたものとなり、意味ある実践的知
識の積み重ねが可能となると考える。実践的知識に裏付けられた意思決定のプロセスを踏むことができるようになることで、より
質の高い臨床判断能力の育成が可能となると考える。当院では、急性・重症化が進む中でジェネラリストとしての実践能力を向上
させるため、特にフィジカルアセスメント能力の向上に力を入れている。また、従来よりクリニカルラダー評価にも事例を基にし
た臨床判断能力の評価を取り入れるなど、臨床判断能力の育成に努めている。そこで今回は、当院の教育システムとフィジカルア
セスメント能力の強化への取り組みを紹介しながら、ICU 看護師の臨床判断能力の育成について、現任教育を行う看護管理者の立
場から発言する。

SY7-4

臨床現場における臨床判断能力を養うための実践指導

東邦大学医療センター大森病院

救命センター特定集中治療室

佐藤 みえ
集中治療領域における臨床判断は、患者の緊急度・重症度によっては、迅速に判断しなければいけない状況があります。また同じ
患者は一人としていないため、患者の状態やその状況により判断する内容が多様です。さらに看護師自身の考え方も個々のため、
看護スタッフ一人一人の臨床判断を育てることは難しさを感じております。そんな中でも、スタッフに指導する立場から、臨床判
断能力を養うために臨床でどのように看護スタッフにアプローチしているか振り返ってみました。今回のシンポジウムでは、臨床
において実際スタッフとどのようなコミュニケーションをとり指導をおこなっているかを話していきたいと思います。
看護スタッフの判断を確認するタイミング
1. 朝のウォーキングカンファレンス 2. 昼休憩前の報告 3. 勤務終了 1 時間前の報告 4. 状況変化時の報告 5. カンファレンス
など
状況判断をしたプロセスを聞く内容
1. 問題と感じた点。2. 問題だと判断した理由。3. 問題の要因・原因は考えられているか。4. どのように対応したいと考えているか。
上記の質問に対してはじめからきちんと答えられる優等生は少ないと思います。そこで、指導者として、足りない情報を補うこと
や関連する知識をその都度伝え考えを促すように行っています。 現場に求められる臨床判断能力はその状況を判断するだけでは
なく、判断した後どのように行動すべきかまで求められると考えます。そしてケアの後は評価指標を用いて自分の行ったケアの評
価までが大切と感じています。それを繰り返すことで、判断するのに何が足りなかったのか、またどんな知識をどのように活用し
たため良かったのかを振り返ることができ少しずつ自分の臨床判断に自信を持つことができるのではないかと考えます。 本シン
ポジウムにおいて、臨床現場の指導者の立場から考える看護スタッフへの指導に関して、具体的にどのような取り組みが効果的か
を考えられたらと思います。
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SY7-5

MEWS（修正早期警戒システム）による ICU 看護師の一般病棟での臨床判断は、院内心肺停止を減少させる

医療法人沖縄徳洲会

中部徳洲会病院

集中治療部

宮城 翔太、古謝 竜太、森山 めぐみ、上 恵理子、翁長 朝浩、永井 優子、渡慶次 賀博、西島 功、伊波 潔
【はじめに】当院では 2012 年 10 月から MEWS（Modified early warning system：修正早期警戒システム）を導入した。一般病棟
に ICU Ns（看護師）が赴き重症患者に対する臨床判断に関わっている。【方法】MEWS とはバイタルサイン（呼吸数・心拍数・
収縮期血圧・意識状態・体温・第六感）を数値化したもので、重症になる程数値が高く急変の可能性が高い。病棟 Ns がバイタル
サインを電子カルテに入力するとスコアが算出され、7 点以上の WZ（Warning zone）になると自動的に警告が発せられる。WZ
患者に対して ICU Ns が一般病棟に赴き、アセスメントを行なった。一般病棟 Ns への助言や、人工呼吸器などの調整、主治医へ
病状の報告と指示を仰ぎ、早い段階での治療方針の再検討を行なった。MEWS 導入前の 2011 年 4 月から 2012 年 9 月と、導入後の
2012 年 10 月から 2015 年 7 月の、IHCA（In hospital cardiac arrest：院内心肺停止患者）数を比較した。
【結果】新入院 1000 人あ
たりの IHCA は、導入前 5.21 vs 導入後 2.06（p ＜ 0.05）と有意に減少した。
【考察】ICU Ns が、一般病棟という ICU に比べモニタ
リング機器など評価する情報が少ない中で、アセスメントを行ない、集中治療看護の知識を持って重症患者に対応する事は貴重な
経験となり、臨床判断能力の育成に寄与している。一般病棟での臨床判断能力を育成する為に、新人 ICU Ns は熟練した ICU Ns
に同伴して患者対応を行ない、振り返りを行なう事で臨床判断能力の育成を図っている。また、一般病棟 Ns に対して対応した患
者の病態や治療についての勉強会を開催し、一般病棟での看護の質の向上を図っている。急変する可能性のある重症患者をいち早
く発見し対応する MEWS は、RRT などの起動基準として有用であると考えられる。
【結語】MEWS による WZ 患者に対する ICU
Ns の病棟介入は、IHCA を有意に減少した。病棟の重症患者に ICU Ns が対応することで、臨床判断能力の向上に寄与する MEWS
の詳細について報告する。
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シンポジウム 8

2 月 13 日
（土） 9：00～9：50

専門医制度はどうあるべきか

SY8-1

集中治療のシミュレーショントレーニングコースの必要性に関するアンケート調査

日本医科大学付属病院

1）

第 1 会場

外科系集中治療科、2）University of Hawaii

梅井 菜央 1）、Berg Benjamin1,2）、市場 晋吾 1）、竹田 晋浩 1）、杉田 慎二 1）、坂本 篤裕 1）
【緒言】集中治療専門医には一定の研修期間と研修の質が必要である。そして重症患者管理には研修前に最低限必要な知識や基本
的な手技の習得が望まれる。今回、専門医習得を目的に集中治療の研修を希望する医師が研修前に訓練できるシミュレーショント
レーニングコースの必要性についてアンケート調査を実施したので報告する。【方法】2015 年 7 月 17 日から日本集中治療医学会専
門医研修認定施設の責任者に対してアンケート調査を行った。調査項目は、集中治療室での研修・指導状況、シミュレーショント
レーニングの必要性と構成内容とした。【結果】アンケート開始 1ヶ月の時点で回答は 28 名（回収率 10％）であった。集中治療の
研修で最低限取得すべきであると思われる手技上位 3 つは、気管挿管、バッグバルブマスク換気、中心静脈カテーテル挿入であっ
た。それらの手技に関して施設長が研修前にできていると判断した割合は、気管挿管 52%、バッグバルブマスク換気 64%、中心静
脈カテーテル挿入 44% であった。最低限取得すべき知識上位 3 つは、重症患者の身体所見、ショックの鑑別、人工呼吸器の初期設
定であった。それらの内容に関して施設長が研修前に取得していると判断した割合は、重症患者の身体所見 36% 、ショックの鑑
別 40%、人工呼吸器の初期設定 29% であり、最低限の手技より低かった。また、76% の施設長が研修前のコースに興味があると
答えおり、2 日間のコースで講義にシミュレーションを加えたコースの希望が高かった。【結語】半数以上の医師が集中治療の研
修前に、侵襲的な手技ができず、最低限必要な知識がない状態である。今後、専門医習得に向けたより質の高い研修を行うために
は、研修前の集中治療のシミュレーショントレーニングコースの作成が必須である。

SY8-2

3 つの大学病院 ICU の主観的比較

東京医科歯科大学 医学部 附属病院 集中治療部、2）名古屋大学医学部附属病院 救急・内科系集中治療部、
浜松医科大学医学部附属病院 集中治療部、4）藤田保健衛生大学 坂文種報徳会病院 救急部

1）

3）

足立 裕史 1）、若林 健二 1）、中沢 弘一 1）、槇田 浩史 1）、村瀬 吉郎 2,4）、松田 直之 2）、西脇 公俊 2,3）、御室 総一郎 3）、土井 松幸 3）、
中島 芳樹 3）
発表者は足掛け 10 年で、全く関連を持たない国内 3 カ所の大学病院の ICU に集中治療専任医師として勤務する機会を得た。何れ
も専任医師が 24 時間 365 日 ICU 内に常駐する、クローズド系と呼ばれるに近い体制では共通しているが、集中治療医が係る範囲
については施設間で大きな差異があった。【紹介】浜松医科大学（H）（8 → 12 床、年 700 症例、日本光電 -PrimeGaia）では麻酔科
のスタッフ（6 名 + 大学院生 + 支援 1 名）で運用。名古屋大学救急内科系（N）
（10 床、年 400 症例、Philips-MetaVision）では救急
科を母体とし、循環器内科、心臓血管外科、小児科、麻酔科出身のスタッフ（7 名 + 支援 3 名 + 医員 6 名）で ER と並列で運用。東
京医科歯科大学（T）（12 床、年 700 症例、日本光電 -CAP）では、麻酔科のスタッフと、小児科出身のスタッフ（7 名 + 支援 1 名）
で運用。【特徴】H では周術期の管理が大部分で、心臓血管外科症例を含む全術後症例で呼吸管理から抜管までを ICU スタッフが
担当した。N では外科系 ICU（16 床）と同様、全症例で各種投薬・検査オーダー、呼吸循環管理とそれに必要な処置を全て施行し
た。T では心臓血管外科以外の診療科の症例について、各主治医を補佐する立場で重症症例の管理を支援している。【考察】ICU
が病院内で果たす機能的な役割、勤務するスタッフの専門・キャリアの背景、マンパワーのリソースのあり方の違いが集中治療医
の関わりの多寡を規定する大きな要因となっており、症例数やスタッフ数を単純に比較するのは困難と思われた。ICU に専任医師
を配置する利点は現時点で必ずしも明確になっていないが、コストの点では、専任医師が各診療科専門医の勤務をカバーする必要
があると考えている。また、医療安全の面では、専任医師が常駐しても急変を防ぎ得なかった事例をそれぞれの施設で経験してお
り、別の施策を併用すべきと考える。
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SY8-3

集中治療専門医による open ICU から closed ICU の変更に伴う病院全体の薬剤使用量の変化

一宮西病院

集中治療部

坪内 宏樹、川出 健嗣、野手 英明、仲野 実輝、鳥居 隼、橋本 慎介、高橋 伸二
【はじめに】一宮西病院は、2015 年 4 月に集中治療専門医の資格を有する医師を含め 3 名の集中治療医が着任した。さらに 6 月から
は、それまで open style であった ICU を集中治療医が全ての全身管理を担当する完全な closed ICU として管理を開始した。今回、
その open ICU から closed ICU への変更に伴う病院全体の薬剤使用量の変化について、後方視的に検討を行った。
【方法】Closed ICU が始まった 6 月から 8 月の 3ヶ月間（C 群）の病院全体の薬剤使用量を、開始前の 3 月から 5 月の 3ヶ月間（O 群）
と比較した。
【結果】カテコラミン類は O 群でノルアドレナリン 1060A・ドパミン 485 本・ドブタミン 445 本であったのに対し、C 群でノルアド
レナリン 2320A・ドパミン 175 本・ドブタミン 330 本でノルアドレナリン使用量が 2 倍となり、ドパミン使用量が 1/3 となった。抗
生剤はバンコマイシン・メロペネムが増加していた。鎮静剤はデックスメデトミジンの割合が若干増加した。また電解質補正に関
しては O 群でリン酸 Na20A・硫酸 Mg10A に対し C 群でリン酸 Na150A・硫酸 Mg140A と増加していた。
【まとめ】集中治療専門医による closed ICU 開始に伴い、病院全体の薬剤使用状況は大きく変化した。とくにカテコラミンの使用
に関しては、それまでの各科医師の経験則による使用法（ドパミン多用）から、敗血症診療ガイドラインに従ったノルアドレナリ
ンを第一選択とする使用に変化した。抗生剤もバンコマイシン・メロペネムが増加していた。しかしこれらの抗生剤の使用量が増
加した時は de-escalation がきちんとなされているかの検証が必須である。また、それまでほとんどなされていなかったリンやマグ
ネシウムといった電解質の使用量が増加しており、これは、専門医による closed ICU によって集学的な治療がなされるようになっ
たことを表していると考えられた。
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シンポジウム 9

EGDT は有効か（敗血症の Eearly Goal-Directed Therapy）

SY9-1

2 月 13 日
（土） 15：40～16：30

第 1 会場

EGDT は有効か ?（敗血症の Early Goal-Directed Therapy）

鹿児島大学

医歯学総合研究科

救急・集中治療医学分野

垣花 泰之
敗血症性ショックの初期の病態は、血管拡張に伴う相対的循環血液量減少であり、左室拡張末期容量（LVEDV）が低下するため、
初期蘇生の概念としては、急速大量輸液により LVEDV を上昇させ、低下した心拍出量や酸素供給量を改善し、組織の酸素需給バ
ランスを適切に維持することである。しかし、1990 年代に重症敗血症 / 敗血症性ショックに対して、目標達成指向型管理法（goal
directed therapy：GDT）の有効性を検討するいくつかの RCT が行われたが、予後改善効果を示すことは出来なかった。一方、
Rivers らは GDT に時間の因子（早期：early）を導入することで、敗血症性ショック患者の予後改善効果を示すことに成功した。
Rivers らが提唱した早期目標達成指向型管理法（early goal directed therapy：EGDT）のポイントは、
（1）できるだけ早く、（2）
十分な輸液（大量輸液）を行い、
（3）定められた 4 つの目標値（中心静脈血圧（CVP）8 ‐ 12mmHg，平均動脈血圧 65 mmHg 以上，
尿量 0.5 ml/kg/hr 以上，中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）70% 以上など）を 6 時間内に達成することである。重症敗血症 / 敗血症
性ショックの GDT に関するメタ解析においても、時間制限のない GDT 群は死亡率を低下させないが、6 時間以内という時間制限
を設けた GDT 群では死亡率を有意に低下させることが示されている。これから分かることは、敗血症性ショックにおける初期蘇
生には時間の因子が極めて重要であり、スピード感という時間の概念をプロトコルに明確に示すことが、初期蘇生を成功させる最
も重要なポイントであるといえる。しかし、近年報告された 3 つの大規模 RCT（ProCESS、ARISE、ProMISe）において、EGDT
の有用性を示すことはできなかった。ところで、我々が「EGDT」の有用性を検証する際に、「狭義の（厳格な）EGDT」と「広
義の EGDT（早期の GDT）」を混同していることがあるため注意が必要である。つまり、
「狭義の（厳格な）EGDT」とはもちろ
ん Rivers ら が 提 唱 し た 初 期 蘇 生 プ ロ ト コ ル（CVP：8 ‐ 12mmHg， 平 均 動 脈 血 圧 65 mmHg 以 上， 尿 量 0.5 ml/kg/hr 以 上，
ScvO2：70% 以上を 6 時間内に達成）であり、仮に輸液反応性の指標に CVP ではなく SVV を使用すれば、
「狭義の（厳格な）
EGDT」で管理したことにはならないし、ScvO2 の代わりに乳酸値を指標とした場合も、
「狭義の（厳格な）EGDT」で管理した
ことにはならないのである。これらの事を踏まえた上で、もう一度「敗血症性ショックに対して EGDT はもはや必要ないのか？」
を検証すべきである。

SY9-2

敗血症の急性期における適正な蘇生輸液とは？―巧遅は拙速に如かず

大阪市立総合医療センター

救命救急センター

林下 浩士、重光 胤明、孫 麗香、山下 智也、森本 健、石川 順一、福家 顕宏、師岡 誉也、有元 秀樹、宮市 功典
【目的】重症敗血症に対して充分な輸液負荷は不可欠な治療とされている。また一方、過剰な輸液は予後を悪化させることが報告
され、適正輸液の重要性が一層強調されている。しかし、症例が救急処置室に搬送され集中治療室（ICU）に入室する間（感染巣
に対する処置、手術を含む）では脈拍、血圧、尿量および乳酸値の測定など基本的なモニタリングを参考に輸液が施行され、中心
静脈圧や中心静脈酸素飽和度は測定されないことが多い。今回、基本的なモニタリング下での重症敗血症に対する急速な輸液蘇生
が予後にどのような影響を与えているか検討した。【方法】2013 年 1 月から 2015 年 5 月までに当施設に搬送され救急 ICU に入室し
た重症敗血症 42 例（生存 27 例、死亡 15 例）を対象とし予後で 2 群に分け後方視的に検討した。【結果】生存、死亡の 2 群間に年齢
（61.2 ± 15.8 vs.66.5 ± 4.5 歳）、搬送時 SOFA score（10.2 ± 3.5 vs.12.3 ± 4.5）
、搬送から ICU 入室までの時間（6.8 ± 5.4 vs.6.1 ± 5.1
時間）、入室までの体液バランス（65 ± 36 vs.69 ± 56ml/kg）
、搬送時の乳酸値（4.6 ± 2.4 vs.7.0 ± 4.2mmol/l）
、ICU 入室時の心臓
拡張末期容量係数（747 ± 257 vs.721 ± 177ml/m2）および投与カテコラミン量に差はなかった。しかし ICU 入室時の乳酸値は（2.7
± 1.3 vs.5.6 ± 4.1mmol/l）と死亡群で有意に高い傾向がみられた。
【結論】ICU 入室までの重症敗血症に対する蘇生輸液では、乳
酸値の推移を含めた基本的なモニタリングを施行していれば過剰輸液は避けることが可能であり、輸液負荷による体液プラスバラ
ンスの上昇は憂慮すべきでないと考えられた。またこの時期の過剰輸液の発生頻度はまれである可能性が示唆された。
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SY9-3

敗血症治療における経肺熱希釈法の併用に関する多施設共同研究・中間報告

TPTD-study Group

聖マリアンナ医科大学 救急医学、 武蔵野赤十字病院救命救急センター、 大阪市立総合医療センター 救命センター、
さいたま赤十字病院、5）香川大学医学部附属病院、6）産業医科大学病院、7）東京ベイ・浦安市川医療センター

1）

2）

3）

4）

森澤 健一郎 1）、本間 洋輔 7）、津久田 純平 1）、安田 英人 2）、林下 浩士 3）、早川 桂 4）、一二三 亨 5）、真弓 俊彦 6）、藤谷 茂樹 7）、
平 泰彦 1）
【背景】敗血症の初期治療においては十分な輸液が必要だが、中心静脈圧を指標とした従来の EGDT（Early Goal Directed
Therapy）については有効性を疑問視する報告が相次いでいる。経肺熱希釈法（TPTD：Trans Pulmonary Thermodilution
Technique）は心臓の拡張終期容量と肺外の水分量を測定することが可能であり、中心静脈圧に代わる輸液の指標として期待され
る。
【目的】敗血症における経肺熱希釈法（TPTD）を用いた輸液管理の有用性を検討する。
【方法・対象】2013 年 11 月から 2015 年 8 月に当研究（多施設前向き比較対照試験；UMIN000011493）へ参加した 16 施設の ICU に
入院し、48 時間以上の人工呼吸器管理を必要とした敗血症患者 105 症例を対象とした。無作為に割り付けた、経肺熱希釈法による
輸液管理を行った TPTD 群（50 症例）と、中心静脈圧を用いた CVP 群（55 症例）を比較した。
【結果】生存例について、人工呼吸器管理日数は TPTD 群で有意に短縮された（Kaplan-Meier 法；p=0.041，5.5 ± 7.2 vs. 7.0 ± 6.4）。
ICU 滞在期間（6.8 ± 6.4 vs. 8.8 ± 7.0）、カテコラミン使用期間（2.3 ± 1.8 vs. 3.6 ± 4.1）についても、TPTD 群では CVP 群と比較し
て、日数が短縮される傾向にあった。72 時間後の輸液バランス（L）には有意差をみとめなかった（4.8 ± 5.9 vs. 4.8 ± 5.3）。
【考察】経肺熱希釈法を用いた輸液管理によって、十分量の輸液とカテコラミンの必要期間の制限が可能であり、人工呼吸器管理
期間を短縮できる。

SY9-4

敗血症性ショックに対する初期輸液反応性は何で評価可能か？

公立豊岡病院

但馬救命救急センター

小林 誠人、杉野 貴彦、藤崎 修、前山 博輝、吉岡 崇、松井 大作、番匠谷 友紀、岡 和幸、門馬 秀介、蕪木 友則
【 目 的 】Early Goal-Directed Therapy（EGDT） に お け る 初 期 輸 液 反 応 性 の 指 標 と し て， 一 回 拍 出 量 変 化（Stroke Volume
Variation: SVV）の有用性を示す．【対象・方法】敗血症性ショック 30 症例を対象に，気管挿管，PEEP 5-10cmH2O，自発呼吸を
残した呼吸モード（CPAP, PS, PCV），鎮静（Richmond Agitation-Sedation Scale -2 以下）の上，細胞外液 10mL/kg の急速輸液を
行 っ た．Vigileo-FloTrac system を 用 い， カ テ コ ラ ミ ン 投 与 量 / 平 均 血 圧（Catecholamine Index: CAI/Mean Atrial Pressure:
MAP），心拍数，SVV，一回拍出量係数（Stroke Volume Index: SVI）
，心係数（Cardiac Index: CI）
，中心静脈血酸素飽和度（ScvO2），
lactate を輸液投与前後で測定し検討した．尚，各測定項目は輸液投与 3 分前 3 point，輸液投与 5 分後 3 point の平均値を用い，輸
液反応性は SVI 15% 以上の増加で有りと定義した．除外症例は，心血管作動薬の影響で血行動態が変化しつつある場合，出血性
ショックを合併している場合，不整脈，体外循環併用時などとした．
【結果】輸液前後で SVI は 24mL/m2 から 29mL/m2，SVV は
11.8% から 8.9% へ有意差をもって変化した． lactate clearance は 10% であったが，lactate 値の変化に有意差を認めなかった．輸液
前値を輸液反応性有り・無しで比較すると，SVV（13.2%・8.1%）に有意差を認め，ROC 曲線による cut off 値は 11%（AUC 0.89，
95% CI, 0.643-0.929）であった．【考察】胸腔内圧をある程度一定に保った呼吸状態において，SVV，SVI は輸液に反応し変化する
ことが示され，SVV は輸液反応性の 1 つの指標と成り得ることが示唆された．しかし，カットオフ値の設定，経時的変化の評価な
ど，症例を重ねた検討は今後も必要である．
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2 月 13 日
（土） 9：00～10：00

敗血症の予後と血液浄化

SY10-1

第 2 会場

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016（急性腎障害・血液浄化療法）

東京大学 医学部
藤田保健衛生大学

1）
3）

救急部・集中治療部、2）東京女子医科大学 八千代医療センター 救急科・集中治療部、
医学部 麻酔・侵襲制御医学講座、4）千葉大学 大学院医学研究院 救急集中治療医学

土井 研人 1）、貞広 智仁 2）、山下 千鶴 3）、中田 孝明 4）
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 急性腎障害・血液浄化療法班では、以下の項目についてクリニカルクエスチョンを作成し、
エビデンスの収集と評価を行い、意思決定を支援するための推奨を提示する予定である。
1）敗血症における AKI 診断・重症度分類、2）敗血症性 AKI に対する腎代替療法の早期導入、3）敗血症性 AKI に対する持続，
間歇腎代替療法の比較、4）敗血症性 AKI に対する血液浄化量、5）敗血症性ショックに対して PMX-DHP、6）重症敗血症患者に
腎補助以外の目的で施行する血液浄化、7）敗血症性 AKI の予防・治療のための薬物治療

SY10-2

わが国における敗血症性 AKI と CRRT の現状：DPC データからの知見

東京大学

1）

医学部

救急部・集中治療部、2）東京大学大学院

土井 研人 、岩上 将夫 、康永 秀生 、矢作 直樹
1）

2）

2）

公共健康医学専攻

臨床疫学・経済学分野

1）

わが国の ICU においては敗血症性急性腎障害（AKI）に対して持続的腎代替療法（CRRT）が用いられることが多いと思われるが、
大規模疫学研究によるデータは乏しい。2011 年の Diagnosis Procedure Combination（DPC）データベースを用いて、ICU におい
て腎代替療法（RRT）を開始した成人について、敗血症群と非敗血症群に分け、年齢・性別・入院から RRT 開始までの日数・
RRT モダリティ・RRT 開始日の治療内容・病院の特徴を比較した。2011 年 DPC データベースから抽出された RRT を必要とする
重症 AKI 症例は 7353 人であり、そのうち 2523 人（34.3%）が敗血症性 AKI であった。敗血症性 AKI は非敗血症性 AKI と比較して、
わずかに高齢、男性の割合が少なく、CRRT を選択される頻度が高く、重症病態を反映した治療を受ける傾向にあった。院内全死
亡率は敗血症性 AKI 群 53.6%（1353 人 /2523 人）、非敗血症性 AKI 群 42.2 %（2038 人 /4830 人）であった（P ＜ 0.001）
。調整後オッ
ズ比（敗血症性対非敗血症性 AKI 群）は 1.391（95% 信頼区間 1.253-1.545）であった。以上より、敗血症性 AKI は非敗血症性 AKI
に比して重症であり、死亡率が高く、また独立して予後と関連していることが明らかとなった。
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SY10-3

Who may not benefit from continuous renal replacement therapy in acute kidney injury?

稲城市立病院

腎臓内科

河原崎 宏雄
我が国の集中治療における持続的腎代替療法 CRRT は広く普及し活用されている。CRRT の使用は急性腎障害 AKI のみならず、
いわゆる non-renal indication としても活用されるようになり、特に敗血症治療の一躍を担っていることもある。日本集中治療教育
研究会 JSEPTIC では集中治療の現場における AKI に対する CRRT の現状を把握する目的で多施設のデータを収集し、実態調査、
分析的・探索的解析を行い報告してきた。本発表では、既存の研究をもとに敗血症、敗血症性 AKI に対する CRRT の役割を考察し、
JSEPTIC で得られたデータを使用して、敗血症性 AKI に対する CRRT に関連する研究結果を紹介する。
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2 月 13 日
（土） 14：40～16：40

臓器連関を理解しよう

SY11-1

「脳」こそが循環動的恒常性維持システムの中枢である

第 2 会場

～脳は心臓と会話している～

九州大学循環器病未来医療研究センター
岸 拓弥
心臓・血管・腎臓などにより維持される循環動態は各臓器が個別に機能しているのではなく、生命維持のための代謝維持に不可欠
な酸素を運搬する血液量を、活動量に見合った循環血液量として決定される。すなわち、循環動態は生体恒常性を維持するために
動的な制御を受けているシステムである。循環動的恒常性維持システムは神経・液性因子で接続される「脳」と末梢臓器で構成さ
れ、
「脳」は各臓器からの入力情報をもとに判断をし、各臓器に交感神経・副交感神経を用いて指令を出し、動的にフィードバッ
ク制御を行っている。つまり、
「脳」こそが循環動的恒常性維持システムの中枢であり、
「脳」と「心臓」の間でどのような連関（単
なる関係ではなく）があるかは循環生理を考える上で必須である。我々はこれまで、循環制御システムにおける「脳」内異常と「脳」
入出力異常の二つに分けて基礎研究を行ってきた。「脳」内異常として、1）アンジオテンシン II 受容体により産生される酸化スト
レス・2）グリア細胞におけるアンジオテンシン II 受容体の異常増加による神経グリア連環異常・3）toll-like receptor 4 による炎
症性サイトカイン産生、が過剰な交感神経活性化を惹起し循環制御不全を惹起することを報告した。また、「脳」への神経性入力
として圧受容器・化学受容器・心臓の低圧受容器・腎臓からの求心性神経や肺・筋肉・消化管などからの迷走神経求心路があるが、
5）圧受容器反射不全は正常の心臓でも血圧と左房圧の容量不耐性を惹起する・6）化学受容器反射活性化は圧受容器反射中枢弓（頸
動脈圧→脳→交感神経）のシフトを介し交感神経を活性化する・7）腎臓からの求心性神経刺激は圧受容器反射中枢弓をシフトさ
せ血圧上昇と交感神経活性化を惹起する・8）迷走神経求心路刺激は圧受容器反射中枢弓シフトを改善する、ことを明らかにした。
また、右心房の低圧受容器は、圧受容器反射中枢弓を二峰性に変化（5mmHg 以下では交感神経を活性化するが 5mmHg を越える
と抑制）させ、右心房から「脳」への求心性神経は迷走神経であることも確認した。最近では、血中アンジオテンシ II 濃度を心筋
梗塞後と同レベルにするだけで「脳」内機序を介して交感神経活性化・左室拡張障害をきたすことや、圧負荷心肥大そのものによ
る「脳」内変化を介した圧受容器反射不全の可能性も示している。これらの結果は、心臓から「脳」への入力や、
「脳」から交感
神経による心臓への出力は重要であり、「脳」の機能不全が循環動的恒常性を破綻させ種々の循環器疾患の本質的な原因であって、
「脳」は心臓と会話している。
「脳」こそが循環器疾患における未達の治療標的であることを強く示唆するものである。

SY11-2

急性および慢性の心肝連関

大阪大学大学院

医学系研究科

循環器内科学

大谷 朋仁、坂田 泰史
多くの心臓病は全身の臓器との関連を認めるが、中でも心臓と肝臓との連関については主に心不全の病態で認められる。心臓か
ら肝臓への急性の影響については、急性心不全による急速な循環不全による影響が挙げられ、重度なものはショック肝と呼ばれる。
急性心不全患者を対象とした臨床試験では肝機能異常は約 4 割に認められ、うっ血や右房圧上昇はアルカリフォスファターゼの異
常と相関し、血圧の低下など臓器灌流の低下はトランスアミナーゼの異常と相関し、肝機能の異常値を有する心不全患者は 1ヶ月
後の予後が不良であることが報告されている。また、慢性期への移行に関しても、心不全患者の退院時に、右房圧上昇に伴う肝うっ
血により上昇する肝硬度をエラストログラフィーによって評価した当院での検討では、肝硬度の上昇は死亡および心不全再入院率
の上昇との関係性を認めた。また、慢性心不全として長期に経過した場合においても、循環不全により持続性の肝機能障害をきた
し、血中ビリルビン値上昇やアルブミン値低下がしばしば認められる。当院において心不全により死亡した剖検例で検討したとこ
ろ、ビリルビン値高値例では、肝重量の増加とうっ血肝を認めていたが必ずしも高度の肝線維化といった組織的変化を伴ってはい
なかった。重症な心不全例でも補助循環のように劇的に循環が改善する治療によって肝機能異常が改善する例もあり、重症な心不
全での肝障害においても可逆的な部分が大きい可能性も考えられている。 一方、肝臓が心臓に及ぼす影響としては、急速な肝障
害が末梢血管抵抗の低下をきたし、代償性の心拍出量の増加による高心拍出性の循環不全の病態を引き起こす場合がある。また慢
性肝疾患では QT 延長や左室の拡張機能や収縮機能の障害などを認めることがあり、報告によると左室拡張機能障害は約半数の症
例において認めるとされている。関係性の機序はまだ不明な点が多いが、肝機能障害に伴う循環血漿量の増加、C 型肝炎ウイルス
による肝障害の場合は肝炎ウイルス自体による心筋への直接的影響、β受容体を介した障害や炎症性サイトカインの関与などが考
えられている。さらに、肝移植後の症例においては、術前に認めた心機能障害が移植後に改善する場合があることも報告されてお
り、可逆的な心臓への影響も考えられている。このように心臓と肝臓との繋がりは急性的の影響と慢性的な影響とが存在するが、
これらの知見について示したい。
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SY11-3

臓器関連を理解しよう : 心肺連関

トロント大学

こども病院

吉田 健史
心臓と肺は同じ胸郭内に存在するために、心臓は肺の換気分布に影響を与え、また肺は心臓の充満圧に影響を与えるという心肺連
関の重要性は以前より知られていた（AJP1947）。心臓の重量は、仰臥位では腹側から背側にかけて胸膜圧を増加させる結果、背
側肺領域の経肺圧は減少し肺胞虚脱を引き起こす。実際、仰臥位の肺底部領域では肺の 42% が心臓の下に位置するのに対して、腹
臥位では 1% 以下に減少する（AJRCCM2000）。そのため、仰臥位に比べ腹臥位では、心臓の重量による肺胞の圧排を減少させる
ことができるために肺内の含気分布が改善することはよく知られている。従って、腹臥位療法が重度 ARDS の生命予後を改善さ
せた機序の一つにこの心肺連関が挙げられるだろう（NEJM2013）。急性呼吸不全に肺高血圧と肺血管抵抗の増加が合併する心肺
連関が初めて報告されたのは 1977 年のことで（NEJM1977）
、低酸素や高二酸化炭素による肺血管攣縮やび漫性微小血栓による微
小肺血管閉塞が原因で基本的には可逆性を有するものと理解されてきた。その後の研究で、ARDS の約 20-25% に急性肺性心を合
併し、ARDS の 28 日後死亡率と院内死亡率の増加に関連することが報告されている（ICM2013）。従って、傷害肺に対して保護的
治療を行うのと同時に右心に対しても保護的治療を行うという、心肺連関の重要性が示されている（ICM2013）
。このセッション
では、生理学的観点から見た心肺連関、また単独臓器ではなくこれらの連関を考慮した治療戦略の重要性を論じたい。

SY11-4

循環器集中治療における心腎連関

日本医科大学武蔵小杉病院内科・循環器内科・集中治療室
佐藤 直樹
循環器領域で集中治療を必要とする急性心不全は年々増え続けており、パンデミックといっても過言ではない状況にある。こうし
た中、急性心不全における臓器連関に注目した集中治療は、その転帰を改善するという観点からも極めて重要である。その中でも、
腎機能は極めて急性心不全患者の予後に関わっており、急性心不全はほぼ急性心腎症候群であると言われる所以である。実際、我々
の新規バイオマーカーのデータでも多くの急性心不全患者が急性腎障害の危険にさらされていることが明らかになった。この急性
心不全における急性腎障害をどのように判断し、どのようにアプローチすべきかについては、一定の見解は得られていないが、急
性期の治療が少なからず、腎機能の予備能に影響を与えることが示唆するデータが集まりつつある。今回、自験のデータも含めて、
急性心腎症候群に対する病態把握とそれに対する治療戦略の方向性を世界のトレンドを見つつ考えてみることとする。

－ 237 －

SY11-5

慢性肝疾患における肝と肺の臓器相関

千葉大学

大学院

医学研究院

消化器腎臓内科学

丸山 紀史、横須賀 收
肝疾患は、消化管や脾、心、肺など他の臓器の異常をしばしば合併する。特に呼吸器系の異常を有する場合は、患者の QOL を著
しく低下させるばかりでなく生命の危険にも関わることから、速やかな対応を要求されることも少なくない。すなわち、肝疾患に
関わる臨床家や研究者は、肝と肺の臓器相関の臨床像や病態を熟知することが重要である。本発表では、肝疾患における肝と肺の
臓器相関について、最近の知見と教室での成績を述べる。1. 肝肺症候群と Portopulmonary hypertension 両者は、肝と肺の臓器
相関を考える上で代表的な疾患である。まず肝肺症候群は、
「肝疾患に関連して生じた肺血管拡張に基づく動脈血酸素化の異常」
と定義される。肺の毛細血管拡張を来し、肺胞気・動脈血酸素分圧較差の上昇を呈する。主たる症状は呼吸苦で、発症には
endothelial NO synthase の増加、ET-1 産生増加、ET-B 受容体の増加や血管拡張因子としての一酸化炭素などが指摘されている。
肝硬変例における肝肺症候群の頻度は 4-80% と報告によって大きく異なっており、診断根拠や肝硬変の原因差によると思われる。
その存在は肝硬変例における独立した予後規定因子として重要であり、治療として速やかな移植の適用が推奨されている。一方、
Portopulmonary hypertension は「門脈圧亢進症に関連した肺動脈性肺高血圧症」と定義され、肝肺症候群と異なり肺血管抵抗の
上昇が病態の背景にある。肺血管には、一次性肺動脈性肺高血圧症と同様に、中膜の肥厚、内膜の増殖、線維化などの変化が観察
される。肝疾患における本症の頻度は 1-10% 程度と報告され、右心カテーテル検査によって診断される。臨床像は病期に依存し、
症状に乏しい初期を経て、非特異的な呼吸器症状を呈するようになる。治療は主として対症療法であり、肝移植や TIPS も効果に
乏しい。最近、ET 受容体拮抗薬や IP 受容体作動薬、そして PDE5 阻害薬による本病態の改善が報告され、今後の展開に期待され
ている。2. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）における門脈血行異常 CTEPH は厚労省難治性疾患克服研究事業の対象疾患で、
主病因として肺血栓が想定されているが詳細は明らかでない。千葉大学（2000-2015 年）で右心カテーテル検査と腹部血行動態の
精査を受けた CTEPH は 57 例であり、門脈血行異常は 8 例（14%）と高率に認められた。平均肺動脈圧は非門脈血行異常例に比べ
門脈血行異常例において有意に高値で、肺血管抵抗も後者で高い傾向を示した。このように CTEPH の一部の例では、凝固異常な
ど明らかな原因を伴わずに門脈血行異常を呈し、心肺機能の低下と関連していた。【結語】肝と肺の臓器相関は、日常臨床の視点
では特殊な病態と認識される傾向にあるが、その頻度は決して稀ではない。また全身性疾患と位置づけられる肝臓病の特殊性が、
その診療を複雑化する要因ともなっている。肝疾患の臨床や研究に従事する者にとって、これらの知識と理解は重要である。

SY11-6

肝腎

兵庫医科大学内科学腎・透析科
長澤 康行
いわゆる肝腎症候群は、高度の肝硬変を背景に門脈圧亢進・全身の炎症反応の亢進などから有効循環血漿量が減少し腎機能が低
下する状態である。
その一方で肝硬変を背景に腹水貯留がおこる病態として、1）Overflow theory 2）Under filling theory 3）Vasodilation theory
と 3 つの機序が想定されているが、これも有効循環血漿量が減少していく過程を基本的に説明している。つまり、肝腎症候群と腹
水貯留は、共通する病態が存在する。
さらに救急の場や集中治療の場での急性の循環動態の不安定化や Sepsis などにより有効循環血漿量が低下し急性腎障害と鬱血肝
のような肝不全を同時に発症するような場合も共通する病態が存在することになる。このような肝腎連関を背景におこる急性腎障
害は腹水に代表される全身の水分の貯留傾向が著明なことが多く、この治療には利尿薬が欠かせない。さらに水分貯留傾向を伴う
低ナトリウム血症を呈する疾患には肝硬変・心不全・ネフローゼ症候群が含まれ、低ナトリウム血症を伴うことも多い。全身の水
分を除去しながら、低ナトリウム血症を改善していくためには、従来のナトリウム利尿薬と水利尿薬の違いを良く理解し、適切に
使用することが必須である。
本シンポジウムでは、肝腎症候群を始めとする肝不全と急性腎障害が同時に存在する病態の機序を解説する。さらにその治療の
根幹となる水利尿薬・ナトリウム利尿薬の水分除去効果の違いを解説することで、よりよい治療のアプローチへと繋がることを目
指していく。
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HFNC：小児

SY12-1

第 3 会場

小児集中治療における High-flow nasal cannula の臨床的意義

アルバータ大学

小児集中治療科

川口 敦
緒言 : High-flow nasal cannula: HFNC は小児の呼吸管理において重要な治療選択肢の一つとなっている。しかしその臨床的意義に
ついての検証は国内外問わずほとんどなされていない。方法 : カナダの小児専門病院、PICU（Pediatric Intensive Care Unit）に入
室した呼吸急迫症状を呈する 0-17 歳までの患児を対象とした 1）Interrupted Time Series（HFNC 導入前 2004-08、導入後 2010-14
の比較）および 2）HFNC を暴露因子とした コホート研究。ともに人工呼吸器管理日数、入室期間、入室中の気管内挿管率を主ア
ウトカムとし、後者では体重、年齢、Pediatric Risk of Mortality スコア III、入室前ユニット（救急、手術室、一般病棟）の 4 項
目を用いた Sequential Inverse Variance Matching により対照患者を 1:1 で選択した。前者の解析では Propensity Score、後者には
多変量回帰分析 および HFNC 使用期間による層別化解析を行った。なお 2009 年入室例は Wash-out 期間とし除外した。結果 : 上記
基準を満たした患者は、702 例（前）、1068 例（後、HFNC 使用 455 例）であった。緊急入室が大半で（前 668 例、後 1023 例）、入
室時診断は約半数が肺炎ないし細気管支炎であった（前 344 例、後 489 例）
。1）入室期間は前後で統計学的に有意な変化は見られ
なかったが、人工呼吸器管理日数には 2.38 日（95% 信頼区間 : 0.23-4.52、p=0.030）の短縮がみられた。気管内挿管率比（導入前比）
は 0.71（95% 信頼区間 : 0.62-0.83、p ＜ 0.001）であった。2）人工呼吸器管理日数に有意差は見られなかったが、入室期間（3.03 日、
95% 信頼区間 :1.32-4.73 日、p=0.001）は有意に延長した。また気管内挿管率比（HFNC 非使用比）は HFNC 使用 3 日未満群で 0.79（95%
信頼区間 :0.56-1.13、p=0.19）、8 日以上群で 0.29（95% 信頼区間 : 0.21-0.39、p ＜ 0.001）であった。結論 : 小児呼吸急迫患者において、
HFNC は気管内挿管率を減少させ、人工呼吸管理日数を短縮させることが示唆された。

SY12-2

High-flow nasal cannula（HFNC）導入による小児呼吸不全患者に対する治療戦略の変化

国立成育医療研究センター
国立成育医療研究センター

1）
3）

総合診療部 救急診療科、2）国立成育医療研究センター
臨床研究開発センター 開発企画部

手術・集中治療部

集中治療科、

福政 宏司 1）、松本 正太朗 2）、小林 徹 3）、中川 聡 2）
【背景】HFNC の使用症例拡大の背景にはシステムの簡便さ、患者快適性の向上がある。成人領域で死亡率の低下が報告されている。
小児領域では前後比較研究で挿管率低下が報告されているが、HFNC の有効性を示すエビデンスは乏しい。
【目的】HFNC 導入に
よる小児呼吸不全に対する治療戦略の変化（HFNC → NPPV →気管挿管）前後の転帰を検討。
【方法】診療録を用いた前後比較観
察研究。対象は PICU に呼吸不全の診断で入室した 16 歳未満の小児。A 群：2014 年 1 月から 11 月、B 群：2014 年 12 月から 2015 年
6 月。NIV 管理時間、挿管率、PICU 入室期間、鎮静薬使用量、死亡率について検討。
【結果】A 群：33 例、B 群：58 例（NPPV:23 例、
HFNC:35 例）。両群間で月齢、体重、性別、PIM2 に有意差なし。B 群で気管支喘息が有意に多かった（A 群 :13 例（39%）vs B 群 :39
例（67%）,p=0.02）。NIV（NPPV、HFNC 双方を含む）管理時間（48 時間 vs 34 時間 , p=0.18）
、挿管率（3 例（9%）vs 9 例（16%）,
p=0.53）、PICU 入室期間（5 日間 vs 6 日間 , p=0.63）及び死亡率（0 例（0%）vs 1 例（2%）
, p=1.0）に統計学的有意差はなかった。
デクスメテトミジン使用（27 例（82%）vs 21 例（36%）,p ＜ 0.01）
、フェノバールビタール使用（17 例（52%）vs 9 例（16%）
, p ＜ 0.01）
は B 群で有意に少なかった。HFNC 管理された患者に明らかな副作用は認められなかった。
【考察】小児呼不全患者に対する新た
な治療戦略は従来の方法と比較して転帰を改善せず、挿管率が高い傾向が認められた。鎮静薬使用量の減少は、治療受容性の改善
を示唆している。呼吸不全の原因疾患や基礎疾患等の患者背景、呼吸重症度が調整できていない後方視的観察研究のため、本研究
で新たな治療戦略の有効性を結論づけることは出来ない。HFNC が臨床的に有効な症例群の考察、今後の前向き研究の方向性を含
めて報告する。
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SY12-3

小児における抜管後呼吸不全に対するハイフローネーザルカニューラと非侵襲的陽圧換気の検討

大阪市立総合医療センター

集中治療部

和田 翔、嶋岡 英輝、宇城 敦司、大塚 康義、山本 泰史、奥村 将年、岩田 博文、菅 敏晃、宮内 清司
【緒言】抜管後呼吸不全に対して、非侵襲的陽圧換気（以下 NPPV）の使用は一般的である。近年ハイフローネーザルカニューラ（以
下 HFNC）の使用を第一選択にしている施設も少なくない。しかし、両者の使い分けについては確立されていない。さらに小児で
は成人と比較すると報告も少ない。そこで当院 ICU において抜管後 HFNC もしくは NPPV を使用した小児例について検討した。
【対象・方法】2014 年 9 月 1 日～2015 年 8 月 31 日の 1 年間で人工呼吸を施行した小児 199 例を対象とした。そのうち、抜管後 HFNC
または NPPV（nasal-DPAP を含む）を使用した 37 例について、年齢、体重、人工呼吸が必要になった原因、挿管期間、人工呼吸
器管理中の呼吸器設定、抜管前・導入時の動脈血液ガスの結果、施行期間、再挿管の有無について後ろ向きに検討した。
【結果・考察】HFNC 群 15 例、NPPV 群 22 例であった。年齢、体重、挿管期間、人工呼吸器管理中の最大 PIP、最大 PEEP、抜管
前の P/F 比・PaCO2 値、挿管期間、導入時の PaCO2 値、再挿管の有無では両群間で有意差がなかった。施行期間のみ HFNC 群 :23
～75 時間（中央値 46 時間）vsNPPV 群 :5～70 時間（中央値 19.5 時間）で有意に HFNC 群で長かった（p ＜ 0.05）
。HFNC は NPPV
装着時に見られる不快感が少なく、小児でも長期に使用することが可能で、長期のサポートが考慮される状態や、NPPV からの
bridging therapy としての有用性が示唆された。また、HFNC は流量サポート、NPPV は圧サポートとして使用するのが基本であ
るが、今まで NPPV を選択していた状態に対しても HFNC が有効である可能性が考慮された。その他、自己去痰の難しい小児で
も HFNC は排痰を促しやすいという利点もある。今後、抜管後呼吸不全に対して HFNC の使用が拡大していくことが予想される。

SY12-4

小児の急性呼吸不全における、非侵襲的人工呼吸管理（NPPV）と Nasal high flow 療法（NHFT）の治療成績

神奈川県立こども医療センター

1）

林 拓也 、山田 香里 、永渕 弘之
1）

1）

救急診療科、2）神奈川県立こども医療センター

集中治療科

2）

「初めに」当院では、急性呼吸不全に対して NPPV を積極的に導入している。2014 年から NPPV に加え、NHFT での呼吸補助を行っ
ている。従来の NPPV と比較してその有用性を検討する。「対象、方法」2014 年 1 月から 2015 年 8 月まで、当院の呼吸介入アルゴ
リズムに基づいて NPPV または NHFT を行った急性呼吸不全症例のうち、3 歳以下または体重 20kg を満たす 106 例。NPPV 群 54 例、
NHFT 群 50 例について神経筋疾患の有無、挿管率を検討。
「結果」2014 年の挿管率は、NPPV 群 9.1%（2/24）
、NHFT 群 17%（6/36）。
2015 年に呼吸介入アルゴリズムを変更し、2015 年の挿管率は、NPPV 群 17%（5/30）、NHFT 群 0%（0/14）
。神経筋疾患有病率は、
2014 年の NPPV 群 33%（8/24）、NHFT 群 17%（6/36）に対し、2015 年の NPPV 群 50%（15/30）
、NHFT 群 0%（0/14）であった。
「考
察」2014 年の NHFT 使用経験から、換気障害に対する NHFT の効果が不十分と考え、NHFT 導入基準を pCO2 ＜ 60 に変更、
NHFT 群は 2015 年に全例挿管を回避できた。小児の呼吸不全では、NHFT による気道の洗い出し効果だけでは不十分で、NPPV
による pressure support が有効である症例が多い。特に神経筋疾患など肺実質以外に負荷要因のある患者の急性呼吸不全において
は NPPV が第一選択である。「結語」換気障害が強い呼吸不全や基礎疾患を有する症例の呼吸不全では、NHFT より NPPV の方が
有用である。
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2 月 13 日
（土） 16：10～17：40

HFNC：成人

SY13-1
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胸水量が High-flow nasal cannula 療法・非侵襲的陽圧換気の失敗に与える影響

山口大学医学部附属病院

1）

先進救急医療センター、2）小倉医療センター

呼吸器内科

古賀 靖卓 、金田 浩太郎 、水口 市子 、井上 智顕 、中原 貴志 、宮内 崇 1）、藤田 基 1）、河村 宜克 1）、小田 泰崇 1）、
鶴田 良介 1）
1）

1）

2）

1）

1）

【はじめに】High-Flow nasal cannula（HFNC）療法は非侵襲的陽圧換気（NPPV）の代替療法として期待されているが、その適
応症例についてはまだ十分明らかではない。我々はこれまでに胸部 X 線写真で胸水量を評価し、胸水量増加が HFNC 療法の失敗
と関連する事を報告した。今回、HFNC・NPPV 失敗と胸水量の関連を後ろ向きに検討した。
【方法】2012 年 1 月～2015 年 6 月に当
施設で HFNC または NPPV で加療された成人呼吸不全症例のうち心不全を除いた症例を対象とした。両方の呼吸療法を施行され
た症例は、先行療法の症例として分類した。開始日の胸部 X 線写真を用いて算出した胸水スコアにより、大量胸水群・少量胸水群
に分け、それぞれにおいて HFNC、NPPV の失敗率を比較した。治療失敗は、各療法開始後の死亡または侵襲的陽圧換気と定義し
た。HFNC 症例では NPPV 施行も失敗とした。また、大量胸水群・少量胸水群それぞれにおいて、治療失敗と関連する因子をロジ
スティック回帰分析で解析した。【結果】少量胸水群には HFNC 症例 42 例、NPPV 症例 52 例が該当し、大量胸水群には HFNC 症
例 28 例、NPPV 症例 22 例が含まれた。全体では HFNC、NPPV の失敗率に有意差を認めなかった（p =0.129）が、少量胸水群で
は HFNC で 有 意 に 失 敗 が 少 な く（17% VS 54%, p ＜ 0.001）
、 大 量 胸 水 群 で は HFNC で 有 意 に 失 敗 が 多 か っ た（61% VS 32%,
p=0.042）。ロジスティック回帰分析では、HFNC は少量胸水群では成功（OR 0.23, 95%CI 0.08-0.63, p=0.004）と、大量胸水群では
失敗（OR 9.79, 95%CI 1.92-50.01, p = 0.006）と独立して関連していた。
【結語】HFNC、NPPV は病態に応じて使い分ける必要が
あり、胸水量がその基準のひとつとなりうる事が示唆された。

SY13-2

Nasal High Flow は術後無気肺の有用な治療法になりうるか

和歌山県立医科大学

救急集中治療医学講座

木田 真紀、柴田 尚明、田中 真生、中島 強、山下 真史、宮本 恭兵、米満 尚史、島 幸宏、岩崎 安博、加藤 正哉
【はじめに】大動脈人工血管置換術は、他の手術に比べ圧排性無気肺を生じやすく、人工呼吸器の離脱に時間を要することが多い。
【目的】大動脈人工血管置換術後患者を後ろ向きに調査し、nasal high flow（NHF）療法が有効であるかを検討した。
【方法】対象
は 2013 年から 2015 年 7 月に大動脈人工血管置換術を施行した 40 例。NHF 療法導入前 20 例と導入後 20 例の 2 群間の入室時の PF 比、
人工呼吸施行時間（NPPV を含まない）、NPPV、NHF 療法の使用、再挿管、ICU 入室期間を調査した。
【結果】入室時の PF 比、
人工呼吸施行時間はいずれも両群で差はなかった。NPPV 施行例は導入前で 5 例（25%）であった。導入後に NHF 療法を行ったの
は 5 例（25％）であり、そのうち 2 例（10％）が NPPV も使用した。NPPV のみが 3 例（15％）であった。再挿管例は導入前が 4 例
（20％）であり、導入後は 2 例（10％）であった。
【考察】大動脈人工血管置換術後の圧排性無気肺は、心臓術後に比べ改善が難しく、
人工呼吸期間が長い傾向である。NHF 療法は心臓術後患者に有用であったとの報告がある。NHF 療法を導入する以前は、抜管後
の無気肺に起因する低換気、低酸素血症に対し再挿管を行っていた。NHF は NPPV よりも患者に与えるストレスは少なく、呼吸
努力の軽減により再挿管を回避できる可能性があると考えられた。
【結語】NHF 療法は術後の圧排性無気肺症例の酸素化を改善し、
再挿管率を軽減させる可能性がある。
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SY13-3

抜管後呼吸不全予防における High Flow Nasal Cannula Oxygen の有効性の検討

東京女子医科大学東医療センター
東京女子医科大学東医療センター

1）
3）

救急医療科、2）東京女子医科大学東医療センター
臨床工学室、4）東京女子医科大学東医療センター

看護部、
Respiratory Support Team

高橋 宏之 1,4）、赤池 真奈美 2,4）、小林 利通 3,4）、川名 由浩 3）、栗山 桂一 1）、吉川 和秀 1）、植木 穣 1）、高橋 政照 1）、磯谷 栄二 1）
【背景】High Flow Nasal Cannula Oxygen（HFNC）には非侵襲的に気道抵抗の減少や軽度の positive airway pressure を生じさせ
る特徴があり、抜管後に HFNC を使用することで抜管後の呼吸循環の負荷を軽減させる可能性がある。当センターの実績では抜
管後呼吸不全のリスクが高いと考えられる患者 66 例に対して抜管直後から HFNC を使用することで呼吸状態の悪化なく抜管する
ことが可能であったが、HFNC 非使用例との比較はしていないため有効性ははっきりしていなかった。
【目的】抜管後呼吸不全予
防における HFNC の有用性をベンチュリー式マスクによる酸素療法と比較して検討する。
【対象と方法】2015 年 3 月から当センター
へ入院し 48 時間以上の人工呼吸器管理を受けた成人患者のうち、抜管後呼吸不全のリスクのある症例を対象に、抜管後に HFNC
を使用する群とベンチュリー式マスクによる酸素療法を行う群にランダムに分け、72 時間以内の再挿管率を比較した。抜管後呼
吸不全のリスクとして、年齢 65 歳以上、慢性心疾患あるいは慢性肺疾患の既往、高度肥満、自発呼吸トライアル時に PaO2/FiO2
≦ 300 を設定した。患者背景などの両群間の比較は Mann-Whitney の U 検定、転帰の比較はχ 2 乗検定または Fisher の正確確率検
定で行い、有意水準 5% をもって有意差ありとした。【結果】2015 年 8 月までに HFNC 群 23 例、ベンチュリー式マスク群 22 例の検
討を行った。72 時間以内の再挿管例は HFNC 群 0 例、ベンチュリー式マスク群 2 例で、現在のところは有意差を認めていない。
【考
察】ベンチュリー式マスク群の再挿管率は 9% と従来と同程度であり、HFNC 群ではさらに再挿管率が低下する可能性があった。
呼吸数、および血液ガス検査の検討では、P/F 比、PCO2、PH に差は認められないが、24 時間後の呼吸数はベンチュリー式マス
ク群で高値となる傾向にあった。【結語】HFNC には抜管後呼吸不全を予防する効果が期待される。今後も症例数を増やし検討し
ていく方針である。

SY13-4

High-flow nasal cannula 療法の適応と限界

大崎市民病院

1）

麻酔科、2）東北大学病院

集中治療部、3）東北大学病院

紺野 大輔 、斎藤 浩二 、民井 亨 、星 邦彦 、亀山 良亘 、山内 正憲
1）

2）

3）

2）

2）

麻酔科
3）

High-flow nasal cannula（HFNC）は簡便かつ快適に高流量、高濃度酸素投与が可能であることから、呼吸管理に用いられる頻度
が増えている。その反面、欠点や限界など負の側面についての報告は少ない．今回、東北大学病院 ICU において 2011 年から 2013
年にかけて使用した 148 例の HFNC の経験をもとに、臨床使用上の注意点と負の側面から見た適応について概説する．【HFNC の
現状】従来の酸素療法と Noninvasive ventilation（NIV）の中間的な存在として、心臓血管術後、肺炎などの呼吸不全、小児症例
など様々な症例で有用であり、今後さらに適応が広がっていくことに疑う余地はない。当院でも抜管後の低酸素血症に対しては
HFNC の使用頻度が増え、NIV を使用する症例数が減少している。またせん妄症例でマスクや NIV の受け入れが悪い症例に対し
ても、HFNC により酸素化を維持することが可能な症例は増えている。【NFHC の限界】様々な呼吸生理学的上の利点があるが、
気道への陽圧付加については、実際には様々な要因によって圧が変化し、あまり高い圧は期待できない。そのため肺胞虚脱が強い
症例では、リクルートするのに十分な陽圧を付加できない。換気補助はほぼ望めないため、不用意な継続使用は呼吸筋疲労を招く
こともある。HFNC で酸素化が高水準で保てるにも関わらず、呼吸数や呼吸パターンの改善が見られない症例では侵襲的呼吸管理
が必要であった。当院の HFNC 脱落症例は 45 例あり、気管挿管 20 例、NIV10 例、その他に死亡症例や離脱できず病棟に転棟した
例などがあった。【HFNC の非適応】1）HFNC を行っても酸素化を保てない、2）酸素化を保てても呼吸努力が改善しない、又は
悪化する、3）強い陽圧や換気補助が必要、これらの症例は侵襲的呼吸管理に移行するべきである。まだ統一した見解はないが、
HFNC 開始前後で、より高度な呼吸管理へ移行すべき病態やタイミングを評価することが重要である。
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SY13-5

杏林大学病院における経鼻高流量酸素療法の急性期及び終末期における使用実態調査

杏林大学

医学部

麻酔科学教室

岡野 弘、森山 潔、金井 理一郎、田口 敦子、小谷 真理子、山田 達也、萬 知子
＜背景＞経鼻高流量酸素療法（High-flow nasal cannula therapy: HFNC）は、集中治療領域で急性呼吸不全患者の気管挿管回避に
役立つ可能性が期待される一方、終末期医療でも低酸素血症を緩和し QOL を保つ手段として、使用される可能性がある。本研究
では杏林大学病院での急性期及び終末期における HFNC の使用実態を調査した。
＜方法＞ 2013 年 1 月～2015 年 5 月の呼吸ケアチーム回診記録より、集中治療室及びハイケアユニットに入室し HFNC を使用した症
例から、肺炎の診断で入院した患者を抽出した。施行期間などに加え、治療過程での蘇生不要（DNAR）及び挿管不要（DNI）同
意取得の有無につき、調査した。
＜結果＞対象となったのは 56 例（市中肺炎 37 例、間質性肺炎の急性増悪 19 例）で、年齢は 77．6 ± 10.4 歳、APACHEII スコアは
31.7 ± 7.5。DNAR 同意取得は 42 例（入院当日 22 例）、DNI 同意取得は 2 例（入院当日 1 例）、同意なしは 12 例。入院時同意取得例
を除いた DNAR、DNI 同意取得までの日数は 26.6 ± 26.2 日であった（平均±標準偏差）。HFNC 施行日数は 14 ± 9.5 日で、気管挿
管または非侵襲的陽圧換気を導入した症例は 7 例で、死亡退院は 24 例（肺炎 13 例（35.1%）
、間質性肺炎の急性増悪 11 例（57.9%））。
死亡例では死亡日まで HFNC が施行されていた症例は 13 例であった。
＜考察＞ HFNC 導入患者では 80% で経過中に DNAR、DNI 同意が得られており、HFNC が事実上最終酸素療法に位置付けられて
いた。HFNC が終末期患者の QOL を改善したか否かにつき、今後の更なる検証が必要である。
＜結語＞肺炎治療において、HFNC は急性期のみならず終末期の最終酸素療法となる可能性がある。
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2 月 13 日
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ショック時の初期輸液

SY14-1

心臓血管外科術後急性期のショックに対する輸液負荷の検討

済生会横浜市東部病院

1）

集中治療科、 済生会横浜市東部病院
2）

第 6 会場

HES or アルブミン？

麻酔科

大村 和也 、星野 哲也 、金尾 邦生 、木村 慎一 、佐藤 智行 、高橋 宏行 1）
1）

1）

1）

1）

2）

【目的】心臓血管外科手術症例において ICU 入室直後に低血圧を呈することは少なくない。その際に、輸液負荷が行われるが、ど
の輸液製剤が優れているかについてのエビデンスはない。新世代 HES 製剤であるボルベンは、周術期での使用は他の病態とは異
なり安全に使用できると言われている。当院では、術後急性期のショックに対して慣習的に 5% アルブミン製剤を用いてきたが、
ボルベンがその代替え薬になり得るかどうか検討する。【方法】対象は、2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までの 1 年間に ICU
入室となった心臓血管外科術後症例のうち TAVI/TEVER を除いた非透析症例 108 例。入室後に負荷を必要としなかった群（A）
、
低血圧に対してボルベンでの負荷を行った群（B）、5% アルブミン製剤での負荷を行った群（C）、ボルベンと 5% アルブミン製剤
の両剤を要した群（D）の 4 群に分けて、後方視的に検討した。
【結果】A 群は 33 例、B 群は 26 例、C 群は 13 例、D 群は 20 例であっ
た。患者背景、手術時間や術中バランスには差は認めなかった。負荷の輸液量は、A 群で 0ml、B 群で 632ml、C 群で 431ml、D 群
で 1065ml であり、手術当日の水分バランスは D 群とその他の群に差を認めるものの、B 群と C 群間には差は認めなかった。腎機
能の推移や挿管期間、ICU 滞在日数、入院日数には差を認めなかった。
【結果】心臓血管外科術後急性期のショックに対して輸液
負荷を行う場合、5% アルブミン製剤と比較してボルベンでは臨床経過に差を認めなかった。負荷の際に使用する必要最低量のボ
ルベンは安全に使用でき、感染症のリスクや経済的な問題を含めて考えた場合、ボルベンは 5% アルブミン製剤の代替え薬になる
可能性が考えられた。

SY14-2

高流量三方活栓が導く未来

―初期輸液療法を再考する―

横浜市立大学附属市民総合医療センター
横浜市立大学医学部 救急医学教室

1）
3）

高度救命救急センター、2）横浜市立大学大学院

医学研究科

救急医学、

山口 敬史 1,3）、土井 智喜 1,3）、六車 崇 1,3）、中村 京太 1,2,3）、森村 尚登 2,3）
【背景】1980 年来より高流量三方活栓（High flow three-way stopcock）は主に人工透析回路に使用されているが、臨床に使用した
報告は少ない。
【目的】内径 1.6 倍の高流量三方活栓（高流量型）の使用が急速輸液投与に及ぼす影響を検討した。
【方法】無作為割付によるクロスオーバー法で集計した。高流量型と通常型の三方活栓を用い、先端を開放した 2 種類の輸液回路
を作成した。輸液パック上面を、ICU ベッド高から 140cm に設定した。被験者（医師 21 名）に動画で方法を説明後、500 mL 生理
食塩水を用いて、20mL シリンジで用手的急速輸液開始から輸液パックが空になるまでの時間を測定した。実験後に使用感・疲労
度を 6 段階の Likert Scale（「極めてやりにくい」が 1 点－「極めてやりやすい」が 6 点）と疲労度（
「非常につかれた」が 1 点－「全
く疲れなかった」が 6 点）を用いたアンケートで評価した。評価項目は輸液開始から終了までの時間、使用感、疲労感で評価し、
結果の数値は中央値（最小値―最大値）とした。
【結果】p ＜ 0.05 として、Mann-Whitney 解析を行った。高流量型で 133 秒（110-163）
、通常型で 204 秒（179-225）を要した（p ＜ 0.05）。
使用感は通常型で 2.5 点（1-5）、多流量型で 5 点（3-6）であった（p ＜ 0.05）。疲労度は通常型で 2 点（1-4）、多流量型で 5 点（2-6）
であった（p ＜ 0.05）。
【考察】今回の研究検討から、高流量型の使用が用手的急速輸液の輸液速度をあげ、持続性を担保することが示唆された。今後は
従来の高流量輸液システムとの比較検討や、血液製剤を想定した製剤投与、被験者の熟練度を含め考察する。
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SY14-3

急性期の輸液管理における Bioelectrical Impedance Vector Analysis の有用性

Department of Intensive Care, Austin Hospital, Australia、2）Department of Health, Royal Darwin Hospital、3）Australian
and New Zealand Intensive Care Research Centre、4）Intensive Care Medicine, Karolinska Institutet, Sweden

1）

田中 愛子 1）、Sarah Jones1,2）、Glenn Eastwood1）、Rinaldo Bellomo1,3）、Johan Martensson1,4）
We performed a pilot, prospective, observational study performing twice-daily BIVA measurements in 61 mechanically
ventilated patients. According to BIVA, 14（23%）patients were dehydrated, 22（36%）normally hydrated, and 25（41%）
overhydrated on ICU admission. Patients with normal BIVA hydration were less sick, had fewer comorbidities and less
deranged physiology than BIVA dehydrated or overhydrated patients. Cumulative fluid balance increased in BIVA-dehydrated
patients by a mean of 3.4 litres, whereas in BIVA-overhydrated patients it decreased by a mean of 4.5 litres. In BIVA-normally
hydrated patients, fluid balance remained unchanged. BIVA-defined hydration increased with 1 litre（median change 1.5%, P =
0.09）or 2 litre（median change 0.7%, P = 0.09）calculated fluid gains. BIVA-defined hydration decreased（median change -0.8%,
P = 0.02）with a negative cumulative fluid balance of ＞ 2 litres. BIVA-defined hydration between first and last measurement
correlated with the corresponding change in fluid balance（ρ = 0.25, P = 0.05）. This study found that on initial BIVA
assessment, nearly half of critically ill patients were overhydrated and almost a quarter dehydrated. Moreover, normalization of
hydration status was only achieved in a minority of patients. In their aggregate, these findings suggest that BIVA could become
a useful tool to assist clinicians in the diagnosis and management of fluid status in ICU patients.

SY14-4

人工呼吸管理を必要とする敗血症患者の初期輸液管理に BNP は指標となるのか～BNP の有用性の検討～

武蔵野赤十字病院救命救急センター、2）東京ベイ・浦安市川医療センター、3）聖マリアンナ医科大学

1）

安田 英人 1）、藤谷 茂樹 2,3）、平 泰彦 3）、森澤 健一郎 3）、本間 洋輔 2）、三浪 陽介 1）、東 秀律 1）、平山 優 1）、安達 朋宏 1）、本澤 大志 1）
【背景】BNP 測定は急性心不全患者における rule-in/rule-out の指標としての有用性が示されており、人工呼吸管理を必要とする敗
血症患者においても BNP が輸液管理の指標となりうるかを検証した .【方法】人工呼吸管理を必要とする敗血症患者における輸液
管理の RCT（TPTD study）に entry された患者 66 名を対象に、0, 24, 48, 72 時間目に採取された BNP と同時に測定された TPTD
パラメータ（GEDI, PVPI, ELWI, SVV）と CVP の相関性を検討した .【結果】対象患者 66 名の患者背景は、年齢・SAPS2 の中央
値は 73 歳（IQR 60-79）、53（IQR 42-65）であり、男性が 61% であった .BNP と各種輸液パラメータとの Spearman 相関係数は
GEDI 0.253, SVV -0.025, ELWI 0.021, CVP 0.068 であった . 最初の 24 時間におけるΔ GEDI を従属変数、年齢、性別、SAPS2 を共変
量として重回帰分析を行ったところ、最初の 24 時間におけるΔ GEDI で統計的に正の関連を認めた（p=0.021）
.【結語】人工呼吸
器を必要とする敗血症患者における輸液量の指標として BNP が参考になる可能性が示唆される .
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心肺蘇生・体温管理

SY15-1

第 6 会場

TTM に基づく低体温療法終了後の温度管理の介入

自治医科大学

1）

附属さいたま医療センター

守谷 俊 、木下 浩作
1）

救急科、2）日本大学

医学部

救急医学系救急集中治療医学分野

2）

【はじめに】低体温療法（induced hypothermia：IH）は、水電解質などの循環管理を行いながら 36℃の時点で IH を終了する温度
管理であることが知られている。最近では体温管理を強化した体温管理療法（targeted temperature management：TTM）と称
した重要性が論じられている。しかしながら IH 終了後の温度管理の注意点については多くは論じられていない。
【目的】IH 終了
後の温度管理の注意点について明らかにすること。
【対象と方法】表面冷却法により膀胱温 34 ± 0.3℃の IH を施行した成人 84 例を
対象として、体温管理が終了する 36 度の時点でのブランケット温、その際の対応について検討した。【結果】（1）体温の復温状況
は導入期程ではないが、body mass index と正の相関を認めた。
（2）体温を 36℃まで復温した時のブランケット温が 25℃以上で管
理可能だった場合（n=56）と 25℃以下でないと管理できない場合（n=28）に分類して比較すると、前者は 56 例中 8 例（14％）に
発熱傾向を認め、後者は 28 例中 22 例（79％）に発熱傾向を認め、両群における発熱出現の可能性に関して有意差（p=0.04）を認
めた。（3）発熱が予想された際の対応として、ブランケットの持続使用、鎮痛鎮静剤の増量および継続使用、解熱鎮痛薬の使用に
より 38℃以上の急激な温度上昇は、全例回避可能だった。【結語】心停止後症候群の患者に対して、どの程度の温度管理をいつま
で行えば神経学的に最良の予後を得られるかについての結果はまだ明らかにされていない。TTM のコンセプトを考慮すると IH 終
了後の発熱にも着目すべきであり、復温後の体温管理の必要性についても強調したい。

SY15-2

心蘇生での胸骨圧迫の質と近赤外線分光法（NIRS）モニターを用いた脳脈波酸素飽和度（SnO2）の相関について

聖マリアンナ医科大学

1）

救急医学教室、2）東京ベイ

浦安市川医療センター

津久田 純平 、川口 剛史 、高松 由佳 、柳井 真知 、井上 哲也 1）、森澤 健一郎 1）、下澤 信彦 1）、和田 崇文 1）、藤谷 茂樹 2）、
平 泰彦 1）
1）

1）

1）

1）

【背景・目的】AHA2010 ガイドラインで良質な胸骨圧迫が脳蘇生に有効であると言われており、以前推奨されていた蘇生の優先度
である ABC も CBA と変化している。質の高い CPR としてガイドラインでは圧迫の深さを 5cm 以上と示しているが体格の違う日
本人でも同様のことが言えるかは甚だ疑問である。そうした中で、如何に胸骨圧迫の質をモニターするかという問題が生じてきて
いる。我々は、新たに開発した NIRO-200NX を用いて、サンプリングタイムを 0.05 秒にすることで、リアルタイムに脳脈波酸素飽
和度（SnO2）を測定することができるようになった。今回、NIRO-200NX から得られた SnO2 の面積が胸骨圧迫の質を評価出来る
デバイスである QCPR から求めた面積が相関するかどうかを検討し、今後の質の高い CPR にも応用出来るかを検討した。【方法】
2015 年 5 月から 8 月末までに、当センターに搬送された心停止患者 3 名をランダムに選定し、NIRO-200NX を前額部に装着し、左
右の SnO2 と QCPR で描出される波形の面積との相関の有無を Spearman の相関係数を使って評価した。
【結果】現時点で 3 例の症
例解析を行った。3 例ともに心拍再開は得られなかった。NIRS による SnO2 と同期する QCPR から得られた波形面積との相関係数
は R2=0.47 と相関を認めた。【考察】今回の結果から ” 質の高い CPR” を行う際に NIRS 波形を参考に蘇生中の脳潅流状態を評価出
来る可能性が示唆された。
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SY15-3

救急外来における蘇生後低酸素性脳症の神経学的予後予測法の確立に向けて

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

錦見 満暁、江嶋 正志、沼口 淳、松田 直之
【はじめに】救急外来における低体温療法導入前に，post-cardiac arrest syndrome（以下 PCAS）の神経学的予後を予測することは，
医療展望の側面から重要である。心肺停止患者の救急初期診療における PCAS の予後予測因子を同定することを目的として，救急・
集中治療領域の基盤予測研究を立案した。【方法と結果】過去 3 年から 4 年間に当院と連携病院の集中治療室に入院し，低体温療法
を施行した PCAS 連続 60 症例の後方視解析により，神経予後に影響をおよぼす因子を調査した。退院時 Cerebral Performance
Categories Scale（CPC）2 以下を予後良好群とした。全 60 例中予後良好群は 26 例，不良群は 34 例だった。両群で有意差を認めた
内容は，目撃の有無，救急隊接触時の初期波形，推定心肺停止時間，心原性の有無 , 初期診療時 pH，乳酸値，血清 Alb, Hb, Hct,
CRP, 心拍再開時 GCS の M2 以上の有無，瞳孔散大の有無，頭部 CT での皮髄境界の不明瞭化の有無 , 複数回の CPA の有無だった。
年齢と by-stander の有無には，有意差を認めなかった。【結論】以上の結果を詳細に評価した解析結果を元にして，PCAS の神経
学的予後を初期評価できる基盤プログラムを構築する。本シンポジウムでは，蘇生後低酸素性脳症の集中治療管理について，自施
設のデータに基づいて討議する方針である。

SY15-4

Thromboelastometry（ROTEM）を用いた院外心停止症例の来院後自己心拍再開を規定する因子の検討

佐賀大学医学部附属病院

高度救命救急センター

小網 博之、阪本 雄一郎、今長谷 尚史、八幡 真由子、梅香 満、三池 徹、永嶋 太、岩村 高志、山田 クリス孝介、井上 聡
背景：院外心停止症例（OHCA）に対する蘇生ガイドラインは今日まで定期的に改良が加えられているが、蘇生率はいまだ低く、
特に自己心拍再開（ROSC）と凝固線溶異常についての知見は乏しい。方法：対象は 2013 年からの 2 年間に当院高度救命救急センター
に搬送された OHCA 症例のうち、救急外来にて ROTEM 測定した症例で EXTEM や INTEM の凝固が確認できた 48 例。小児や外
傷 例 は 除 外 し た。 救 急 外 来 で ROSC し た 20 例 と ROSC し な か っ た 28 例 に 分 け、 患 者 背 景、 病 院 前 救 護、 来 院 時 血 液 検 査、
ROTEM 所見について単変量解析ならびに多重ロジスティック回帰分析を行い、ROSC を規定する因子を抽出した。最後にこれら
の因子を用いて実際の症例との関連を解析した。結果：ROSC と性別、年齢、発症から採血までの時間、初期波形、採血とアドレ
ナリン投与との関連、プレホスピタルケア、抗凝固薬の使用歴との関連は見られなかった。血液検査では、ROSC した症例は有意
に血小板やフィブリノゲンが高値で、APTT の延長はごく軽度で、FDP や D ダイマー、CK も低値であった。EXTEM では、各時
間の血栓硬度（A5-30,MCF）や血栓形成早期の立ち上がり（CFT，α）、線溶指標の一部（LI30,45）で有意差を認めた。INTEM
では、ほぼすべての指標で有意差を認めた。なお、線溶亢進した症例は ROSC 群で 12 例（60％）、非 ROSC 群で 23 例（82％）と非
ROSC 群で多い傾向が見られた。次に多重ロジスティック回帰分析を行ったところ、乳酸値と INTEM の A25 が ROSC を規定する
因子であった。ROC 解析によりそれぞれカットオフ値を求めると、乳酸値は 14.25 以下で感度 55％、特異度 70％、A25 のカットオ
フ値は 48.5mm 以上で感度 79％、特異度 69％だった。実際の症例を当てはめてみると、これら 2 つを満たせば ROSC 率 87.5％となり、
どちらも満たさなければ ROSC した症例はなかった。結論：乳酸値と INTEM の血栓硬度により来院後約 30 分で（非）ROSC 症例
を予測することができるかもしれない。
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SY15-5

低体温療法は、来院時 rSO2 値が 41%～60% の中程度低酸素脳症の患者に有効である

国立病院機構 京都医療センター 救命救急センター、2）川崎幸病院、3）大阪市立総合医療センター、4）慶應大学、
済生会横浜東部病院、6）東北大学、7）武蔵野赤十字病院、8）日本大学、9）京都大学

1）
5）

西山 慶 1）、伊藤 賀敏 2）、辻村 有香 9）、有元 秀樹 3）、林田 敬 4）、折田 智彦 5）、別府 賢 1）、遠藤 智之 6）、安田 英人 7）、長尾 健 8）
【背景】近年、心肺停止患者への低体温療法の効果に否定的なエビデンスが示され、その適応について再検討を行う必要性が指摘
されている。
【方法】J-POP registry より抽出した心原性院外心肺停止患者 1195 名のうち、生存入院に至った 315 名を解析した。
【結
果】低体温療法実施群（n=152）、非実施群（n=163）において、中程度低酸素脳症（来院時 rSO2 値 41%～60%）においてのみ両群
間における 90 日後 CPC1/2 の確率に差を認めた（図）。患者を高度（来院時 rSO2 値～40%）
、中程度（来院時 rSO2 値 41%～60%）、
軽度（来院時 rSO2 値 61%～）低酸素脳症の 3 群に分けて解析したところ、低体温療法実施による予後改善率（Absolute Risk
Difference）は、それぞれ 8%（95%CI：1% － 16%）、64%（35% － 81%）
、-8%（-33% － 28%）であった。
【結論】低体温療法は、
来院時 rSO2 値が 41%～60% の中程度低酸素脳症の患者に極めて有効であることが示唆された

SY15-6

蘇生に成功した心肺停止患者における脳血流酸素飽和度（SnO2）測定の有用性

聖マリアンナ医科大学

1）

救急医学、2）東京ベイ・浦安／市川医療センター

川口 剛史 1）、森澤 健一郎 1）、津久田 純平 1）、高松 由佳 1）、柳井 真知 1）、井上 哲也 1）、下澤 信彦 1）、和田 崇文 1）、藤谷 茂樹 2）、
平 泰彦 1）
【背景】近赤外線分光法により測定される脳の組織酸素飽和度（StO2）は、心肺停止患者の予後評価に有用とされている。われわ
れは、脳組織全体の酸素飽和度である StO2 のみならず、脳に供給される動脈血流自体の酸素飽和度（SnO2；特許番号 5382666 号）
にも着目している。
【方法】2013 年 9 月から 2015 年 8 月に心肺停止のため当院の救命救急センターへ搬送され、自己心拍が再開
（return of spontaneous circulation :ROSC）した症例を対象とした。NIRO-pulse（浜松ホトニクス）を用いた、近赤外線光法によ
る SnO2 の測定が行われた 54 例について、経過から外来死亡群（19 例）、入院後死亡群（15 例）、生存群（20 例）の 3 群に分けて後
ろ向きに検討した。【結果】ROSC 後に測定された各群の SnO2（平均値±標準偏差；％）は、外来死亡群（38 ± 14）、入院後死亡
群（68 ± 18）、生存退院群（80 ± 10）であり、SnO2 が高値であるほど予後は良好であった。3 群間でそれぞれ有意差をみとめた（p
＜ 0.01）。同時に測定した StO2（平均値±標準偏差；％）も予後を反映し、外来死亡群（34 ± 15）
、入院後死亡群（59 ± 14）、生存
群（70 ± 8）であった。【考察】SnO2 は脳組織内のヘモグロビン変動から脈動成分を分離した値であり、脳に供給される動脈血流
自体の酸素飽和度である。生存群では ROSC 後の SnO2 と StO2 は、いずれも有意に高値であり、十分な酸素供給の結果、脳組織の
酸素飽和度を維持できたと考えられる。心肺蘇生中のみならず、ROSC 後においても脳組織への十分な酸素供給は必須であり、
SnO2 を用いた脳血流モニタリングの有用性が期待できる。
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SY15-7

rSO2 による心肺停止患者への胸骨圧迫の質評価の可能性と必要性

武蔵野赤十字病院救命救急センター
安田 英人、須崎 紳一郎、勝見 敦、原 俊輔、三浪 陽介、東 秀律、平山 優、安達 朋宏、本澤 大志、岸原 悠貴
【目的】院外心停止（OHCA; out-of-hospital cardiac arrest）患者に対して無侵襲脳局所酸素飽和度（rSO2; Regional Cerebral
Oxygen Saturation）値を計測し、心肺蘇生中の動脈圧変化と rSO2 変化の相関性を検証し、OHCA 患者に対する心肺蘇生中の
rSO2 値モニタリングの有用性および胸骨圧迫の質評価の可能性を検証すること。
【方法】OHCA 患者のうち、来院時心停止状態で
あり、蘇生中に動脈圧モニタリングを実施した患者とした。来院直後より rSO2 を連続的に測定し、動脈圧モニタリング測定を開
始した時点から 3 分毎に収縮期血圧、拡張期血圧、平均血圧および rSO2 を測定し、心拍再開もしくは蘇生終了まで測定を行った。
解析方法は各ポイントにおける rSO2 と平均動脈圧もしくは収縮期血圧に対して回帰分析を行った。【結果】対象患者数は 36 名で、
その患者背景は年齢 76 歳（IQR 69-82）、男性 86%、目撃ある心停止が 78% であった。血圧と rSO2 の単回帰分析では平均血圧と
rSO2 の相関係数が 0.447 と軽度の相関関係を示し、重回帰分析においても有意な関係性を示した（p ＜ 0.01）。また変化率において
はΔ平均血圧とΔ rSO2 も相関係数 0.249 と軽度の相関関係であった。重回帰分析においてはΔ収縮期血圧とΔ rSO2 に有意な関係
性が示された（p=0.007）。考察本研究において心肺停止患者に対する胸骨圧迫時の平均血圧および収縮期血圧と rSO2 は軽度の相
関関係が示された。これにより胸骨圧迫による脳血流維持の指標として rSO2 の有用性が期待される。今後は rSO2 をモニタリング
しながらの胸骨圧迫が患者予後改善に結びつく可能性がある。
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シンポジウム 16

2 月 13 日
（土） 15：40～17：40

小児の ARDS の特徴

SY16-1

第 7 会場

小児の ARDS の特徴；成人と何が異なるのか？

国立成育医療研究センター

集中治療科

松本 正太朗
1967 年に、Ashbaugh らによって初めて報告された 12 例の acute respiratory distress を呈した症例シリーズのうち、5 例が 19 歳以
下の小児であった。その後、成人を中心に症例報告、基礎研究、臨床研究が進んだが、多くの研究で小児は除外され、小児の研究
は進まなかった。しかし、AECC 定義も、Berlin 定義でも、年齢による定義の差異は存在しない。また、多種多様な疾患から発生
する、肺胞 - 毛細血管の透過性バリアの消失と豊富な蛋白を含む液体成分の肺胞への浸潤という、基本的な病態生理も成人で生じ
る ARDS となんら変わることはない。小児特有の定義も提唱されているが、妥当性の検証が行われておらず、現時点で使用する
利点はない。ただし、右左心内シャントを伴う先天性心疾患、横隔膜ヘルニア、胸郭 / 肺低形成など先天奇形の患児に対する適用
には注意を要する。
肺の生理学における小児と成人の最も大きな差異は、肺と免疫系が未発達であることである。出生後 2 年間で肺胞数は 10 倍となり、
青年期まで徐々に発達・成熟していく。肺毛細血管もリモデリングを経て複雑で過剰なものからシンプルで効率的な毛細血管網へ
成熟する。免疫系もダイナミックな変化を遂げる。この肺と免疫系の発達・成熟が、ARDS の発生、進展、および修復過程にどの
ような影響を与えているか、成人と比較してどのような臨床像の差異として現れるか、少しずつ明らかになりつつある。
成人と小児における ARDS の疫学は若干異なっている。発生率と致死率はそれぞれ、成人 vs 小児＝ 18-81/10 万人年 vs 2-12.8/10
万人年、27-45% vs 18-27% と報告されている。小児で最多の原因は肺炎であり、成人と比較してウイルス性肺炎の頻度が高い。
Pulmonary ARDS が多く、荷重側にリクルート可能な病変を伴うことが多いため、小児における充分な evidence は存在しないも
のの、小さな体格と合わせて腹臥位療法が有効である可能性がある。一方、Extrapulmonay ARDS においては、体幹浮腫や腹部
膨満にともない著明に胸壁コンプライアンスが低下し、高い気道内圧を要する症例が多い。動物実験ではあるものの、小児の肺は
成人の肺と比較して高い一回換気量による肺障害が軽度との報告もある。
歴史的にカフなしチューブが多用されてきた小児では、気管チューブ周囲のリークを許容する管理から、正確なコンプライアンス
や死腔の算出が困難であり、もっぱら理学所見と経時変化が患者管理に使用されてきた。近年、カフ付きチューブの使用の知見が
集積されつつあり、その使用により呼吸生理学的指標の評価が容易となってきた。また、成人と同様に、食道内圧や横隔膜電位を
用いた管理も行われており、有効性が報告されつつある。
自験例を交えて、新生児を除く小児に生じる ARDS の特徴を、主に病態生理、病因、疫学の観点から概説し、管理における特徴・
注意点を明らかとすることを試みたい。

SY16-2

一回換気量は 6 mL/kg に制限すべきか？

大阪府立母子保健総合医療センター

集中治療科

竹内 宗之、文 一恵、奥田 菜緒、橘 一也
成人では、一回換気量の制限をすることで ARDS の予後が改善できる。また、driving pressure が小さいほど生存率が高いことも
報告されている。これらは、どちらも、一回の呼吸による揺れ幅が小さいほど肺へのダメージが小さいことを物語っている。ただ
し、6 mL/kg という数値そのものにマジックがあると考えるのは、成人でもそうだが正しくないかもしれない。6 mL/kg に制限
したとしても、そのときの肺の stress を示す、最高経肺圧が高ければ肺傷害を起こす可能性がある。また、同じ換気量でも強い自
発呼吸があるときには、局所的には大きな経肺圧が発生していて、そのため、重症 ARDS では自発呼吸を抑制すると肺傷害が軽
減できることが知られている。これらは、小児でも、当てはまる可能性がある。
しかし、小児では成人と比較して、小さい一回換気量を実行するのが困難なことがある。小児では人工呼吸器回路による機械的死
腔が大きいため、換気量を制限することは CO2 の著しい貯留に繋がる可能性がある。小児では肺高血圧による右心不全に陥りや
すく、高 PaCO2 を許容できないこともある。
換気量モニターの正確性に対する疑問もある。回路補正機能をもつ最新の人工呼吸器では、チューブリークがなければ、センサー
位置に関わらず、正確な一回換気量を表示することができる。しかし、小児ではリークが存在することが多い。我々はリーク存在
下での ICU 人工呼吸器がどれくらい一回換気量を正確に測定できるか、モデル肺を使用して調査した。リーク補正機能がない機
種では、呼気一回換気量は実際に肺に到達する換気量よりも小さく表示された。リーク補正機能がある機種でも、リーク存在下で
の一回換気量のモニターは不正確であることがあり、とくに、体格の小さく気道抵抗が高い場合に誤差が大きくなった。このよう
に安定しない一回換気量を頼りに 6 mL/kg という数字にこだわるのは危険かもしれない。
一方、驚くべきことに、小児における観察研究（Erickson 2007, Khemani 2009）で、一回換気量が大きい方が予後がよいという
報告もある。また、呼吸器系コンプライアンスの大きい ARDS では、一回換気量を制限することが予後を悪化させる可能性も示
されている。これらは介入試験ではなく、また、上述したように一回換気量の測定そのものに問題があり、自発呼吸の影響も考慮
されていない。また、食道内圧も測定していないため、肺コンプライアンスや経肺圧も不明である。よって、これらの論文をもっ
て、小児では一回換気量は制限しなくてよいという結論には至らない。しかし、ARDS を病態や重症度で分類し、それぞれに対し
て適正な人工呼吸を行う必要があるというメッセージは重要であると考える。一回換気量は 6 mL/kg を一つの目標にしつつ、重
症度や最高経肺圧を考慮しながらプラトー圧と PEEP を調整することが最良の方法であると考える。
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SY16-3

気道内圧の制限はどうするべきか

東京都立小児総合医療センター

PEEP と Vt のはざまで

救命・集中治療部

齊藤 修、居石 崇志、渡邉 伊知郎、本村 誠、中山 祐子、新津 健裕、清水 直樹
2012 年発足した小児急性肺傷害コンセンサスカンファレンス（PALICC）は、2015 年小児急性呼吸窮迫症候群（PARDS）を再定
義した上で、経肺圧測定下でない場合の吸気圧推奨上限を 28cmH2O、胸壁エラスタンスが大きい場合は、32cmH2O まで許容する
とした。確かに肺保護戦略としての吸気圧は重要な位置を占めるとされるが、一方で吸気圧とは、
「適切な」呼気終末陽圧（PEEP）
と「適切な」一回換気量（Vt）の狭間で自ずと決定されてしまう。
食 道 内 圧 の 臨 床 応 用 に よ り、atelectrauma を 防 ぐ 呼 気 終 末 経 肺 圧 の 陽 圧 維 持 を 目 指 し た PEEP 設 定 と、barotrauma を 防 ぐ
25cmH2O を越えない吸気終末経肺圧による Vt の設定は、小児への臨床応用は容易ではないが、大変合理的な方法と思われる。ま
た、LOVS、ExPress trial を二次分析し重症 ARDS 患者の PEEP に対する酸素化応答が転帰と関連するとした Goligher らの報告や、
driving pressure（Δ P）が 7cmH2O 上昇する毎に（仮に肺保護戦略としての低い吸気圧、Vt を受けていたとしても）転帰を悪化
せしめるとした Amato らの 2015 年の報告は、いずれも残された baby lung（健常な肺容量）を推し量るツールとして、小児おいて
も重要であろう。
しかしながら、2010 年 Khemani らに指摘されたとおり、我々は気管チューブからの空気の漏れを許容し（むしろ以前は必須と考
え）
、Vt の測定部位も様々という発展途上にいる。そのため成人からのエビデンスを流用しながらも、確固たる小児の転帰に結び
つけることは出来なかった。
こうした状況の中、PARDS において、PALICC が推奨する画一的な吸気圧設定は、我々のベッドサイドに果たして有益であろうか。
答えはそう単純ではない。2014 年相次いで報告された OSCAR（Ferguson ら、平均気道内圧 MAP 30cmH2O）
、OSCILLATE 研究
（Young ら、MAP 従来型人工呼吸器の MAP+5cmH2O）が、背景の異なる患者群に対し均一なプロトコルを応用し、HIFI 研究の
再来とされたように、不均一な原因、あるいは年齢・体重の患者を対象に、様々なプロトコルを有する小児集中治療医が、画一的
に吸気圧を当てはめることは能わないであろう。結果、我々が個々のベッドサイドで出来ることは、こどもの胸郭の上がり下がり
や、呼吸窮迫症状その一つ一つを丁寧に見定め自施設にあったプロトコルを用いることである。もちろん、経肺圧、Δ P、PEEP
酸素化応答といったツールあるいは、グラフィックモニター、胸部レントゲンをしぶとく見極めることも重要である。
PALICC の推奨に対し、このように考える。

SY16-4

PEEP の設定

国立成育医療研究センター病院集中治療科
中川 聡
Positive end-expiratory pressure（PEEP）は、何を基準にどう設定すればよいか？これが、本講演の課題であり、小児の人工
呼吸管理でも時々遭遇する問題である。人工呼吸の基本的な概念は、最大吸気圧で肺を広げ、PEEP で虚脱を防ぐ、というもので
ある。同等の PEEP であっても、吸気圧や一回換気量を変えると、呼気終末の肺容量は変化する。
肺の静的圧容量曲線には、吸気脚と呼気脚が存在する。Acute respiratory distress syndrome の初期の病態では、この吸気脚と
呼気脚が乖離して存在することがある。一般には、吸気脚の 2 つの変曲点（lower inflection point; LIP と upper inflection point;
UIP）が注目され、その 2 点の間の傾きが急峻である（コンプライアンスがよさそうに見える）ため、LIP 付近かそれよりも少し
高めの圧に PEEP を設定するのが良いという意見がある。しかし、これは誤りである。高い気道内圧で肺容量がいったん確保され
ると、tidal loop は、吸気脚よりも呼気脚側にシフトする。すなわち、PEEP の設定においては、吸気脚の 2 つの変曲点に縛られる
必要は全くなく、多くの症例で LIP よりも低い PEEP で管理が可能である。
小児の ARDS の患者群は、施設によって扱う患者層が異なるものの、敗血症など肺外に原因を有する患者が多い。肺外に原因
がある場合は、全身の浮腫や腹部膨満など、肺エラスタンス以外に胸壁エラスタンスが上昇している病態を念頭に入れて、気道内
圧の設定をする必要がある。
また、肺病変には、気道内圧を高くして肺容量が確保される肺と、気道内圧を高くしても肺容量の確保が得にくい肺とがある。
前者では高い PEEP やリクルートメント手技の応用が可能であるが、後者では高い PEEP やリクルートメント手技が無効であるば
かりか、血行動態などへの悪影響を起こしうる。その見極めが重要である。これらの見極めには胸部の CT スキャンなどで確認を
することが多いが、胸部の単純 X 線写真でもそれなりに鑑別が可能である。また、何らかのリクルートメント手技を行った際の酸
素化の反応でも判断されることがある。さらに病態を理解する上で使用される方法としては、食道内圧測定や、肺野を視覚的に動
態でとらえる方法としての electrical impedance tomography があるが、まだ一般的ではない。
上記の条件を考慮して、患者ごとに適切な PEEP の設定をするのが良いと考える。
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2 月 13 日
（土） 8：00～8：50

敗血症と広域抗菌薬

SY17-1

第 8 会場

重症敗血症に対する広域抗菌薬使用の考え方

医療法人鉄蕉会亀田総合病院

集中治療科

林 淑朗
重症敗血症に対するマネージメントの中でも輸液蘇生、感染源コントロールと並んで重要なのが早期（診断から 1 時間以内）の適
切な抗菌薬投与である。そして、重症敗血症は死亡率も 20〜30％と高いため治療が失敗に陥る確率を減らすため治療初期には広
域抗菌薬の使用が正当化される。
しかし、抗菌薬選択において。ロジックなしにただ広域であれば良いというわけではなく、患者背景、臨床的に疑わしい感染臓器、
地域や施設の疫学を考慮してターゲットとする微生物を具体的に想定して抗菌薬を選択しなければならない。また、昨今、カルバ
ペネム耐性グラム陰性桿菌に代表されるように、薬剤耐性の問題が国際的に深刻化していることを背景に、特にカルバペネムの使
用を最小限にする努力が求められる。
初期の広域抗菌薬を開始したのちも、その後得られる検査結果や臨床経過をもとに、抗菌薬処方をより狭域化より適正化（deescalation）できないか日々評価を繰り返す必要がある。広域抗菌薬使用継続による多剤耐性菌定着の問題だけでなく、広域抗菌
薬が必ずしも治療効果が高いわけではないからである。De-escalation は、科学的根拠は乏しいものの広く受け入れられているプラ
クティスである。
また、重症敗血症では、必ずしも起因菌が特定されるわけでもなく、同定された起因菌が広域抗菌薬を必要とする場合も少なくな
いので、抗菌薬使用期間を短縮化することも重要課題となっている。プロカルシトニンに代表されるバイオマーカーを用いた抗菌
薬中止判断が盛んに研究されているが一定した成果は挙げていないのが現状である。
重症敗血症に対する広域抗菌薬の使用は正当化される一方で、可能な限り使用量を削減する介入が、実臨床と研究レベルで重要な
課題となっている。

SY17-2

経験的抗菌薬投与プロトコル導入による菌血症治療への影響

国立病院機構京都医療センター

1）

救命救急科、2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院

応用生命科学部門救急医学

狩野 謙一 、志馬 伸朗 、小田 裕太 、藤野 光洋 、浜崎 幹久 、岡田 信長 、藤井 雅士 1）、田中 博之 1）、竹下 淳 1）、別府 賢 1）
1）

2）

1）

1）

1）

1）

【背景と方法】救急集中治療領域における重症感染症診療において、初期経験的抗菌薬の選択は患者予後や抗菌薬適正使用に影響
する重要な因子である。適切な選択を行うための一手法として、プロトコルの利用がある。救急外来及び救急 ICU における感染
症疑い時の経験的抗菌薬治療をプロトコル化し、その効果を検証した。菌血症患者を対象として、導入前後（2012 年 10 月から
2013 年 5 月の 100 例と 2013 年 6 月から 2014 年 1 月の 100 例）での治療内容に及ぼす影響を、後方視的に比較検討した。【結果】前群
で血液培養陽性率 16.6％、汚染菌検出率 0.6％に対し、後群は培養陽性率 18.9％、汚染菌検出率 0.7％であった。感染源は前群は呼
吸器（22%）が最も多く次いで尿路感染（21%）、胆道系感染（15%）後群は尿路感染（23%）が最も多く次いで、胆道系感染（22%）、
呼吸器（15%）が続いた。原因菌としては Escherichia coli（24%）が最も多く，Klebsiella 属（12%）、Staphylococcus aureus（6%）
が続いた。経験的抗菌治療の選択は、前群で SBT/ABPC、後群で CTRX が多かった。カルバペネム系薬剤の使用率は前群で 19%、
後 群 で 8% で あ っ た（ χ 2=3.84 ＜ 5.18、P=0.02）。 経 験 的 抗 菌 薬 の 適 切 性 は 前 群 87 ％、 後 群 94% で あ っ た（ χ 2=3.84 ＞ 2.86、
P=0.09）
。入院死亡率は前群 22％に対し後群 26% であった（χ 2=3.84 ＞ 0.44、P=0.51）
。
【結語】施設内における経験的抗菌薬プロ
トコル導入により、適切性は上昇傾向にあったが、死亡率は不変であった。カルバペネム系薬剤の使用量は減少し、抗菌薬の適正
使用につながる可能性が示唆された。
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SY17-3

グラム染色を導入した Ventilator-associated pneumonia（VAP）治療

大阪府立急性期・総合医療センター

1）

救急診療科、2）堺市立総合医療センター

外科

木下 喬弘 、吉村 旬平 、伊藤 弘 、吉川 吉曉 、中本 直樹 、木口 雄之 、中堀 泰賢 1）、松田 宏樹 1）、久保 範明 1）、藤見 聡 1）
1）

2）

1）

1）

1）

1）

【背景】American Thoracic Society（ATS）のガイドラインに基づいた経験的な VAP 治療は広域抗生剤の過剰使用につながる可
能性が指摘されている。
【目的】VAP 治療開始時にグラム染色を導入することで、広域抗生剤の使用を減少させることができるかを検討した。
【方法】2013 年 2 月から 2015 年 8 月までに当センターに入院し人工呼吸管理を要した症例の中で、Centers for Disease Control の診
断基準に則り VAP と診断された症例を対象とした。検体が適切に評価できなかった症例などは除外した。
ガイドラインに基づいたアルゴリズム（GLBA）およびグラム染色に基づいたアルゴリズム（GSBA）を作成し、後方視的に培養
の感受性と比較することで各々のアルゴリズムの妥当性を評価した。
抗菌薬のスペクトラムの広さは加算方式の Step 数で評価した。Step1 をβラクタマーゼ阻害薬配合アミノペニシリンとし、抗緑膿
菌薬は +1Step、カルバペネム系抗菌薬は +2Step、抗 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus（MRSA）薬は +1Step と定義した。
抗菌薬を併用する場合は Step を加算した。
GLBA では、耐性菌のリスクが低い症例は Step1、耐性菌のリスクが高い症例は抗緑膿菌薬 + 抗 MRSA 薬（Step3）
、敗血症性ショッ
クの症例はカルバペネム系抗菌薬 + 抗 MRSA 薬（Step4）を選択した。グラム染色所見は Gram positive cocci（GPC）chain, GPC
cluster, Gram positive bacilli（GPB）, Gram negative rods（GNR）に分類した。GSBA では、GPC chain や GPB が検出された症例
は Step1 を選択した。GNR が検出された場合、耐性菌リスクが低い症例は Step1、耐性菌リスクが高い症例は抗緑膿菌薬（Step2）
を選択した。GPC cluster が検出された場合、耐性菌リスクが低い症例は Step1、耐性菌リスクの高い症例は抗 MRSA 薬（Step2）
を選択した。敗血症性ショックの症例は、GPC chain, GPB, GNR が検出された場合カルバペネム系抗菌薬（Step3）を、GPC
cluster が検出された場合抗 MRSA 薬（Step2）を選択した。グラム染色で複数種類の菌が検出された場合は、必要に応じて抗菌薬
を併用した。GLBA と GSBA を比較し、起炎菌のカバー率と、得られた培養結果よりも超過した Step 数を計測した。
【結果】人工呼吸管理を要した連続 1040 例中 182 例（18%）に VAP を発症し、153 例を解析対象とした。GLBA と GSBA で起炎菌
のカバー率に有意差は認めなかった（93%vs91%, p=0.40）
。培養結果よりも超過した Step 数の中央値は GLBA に比して GSBA で有
意に低かった（1vs0, p ＜ 0.01）。GLBA は GSBA より抗 MRSA 薬の選択率は有意に高かった（71%vs28%, p ＜ 0.01）が、カルバペ
ネム系抗菌薬の選択率に有意差は認めなかった（5%vs4%, p=0.78）
。
【考察】ATS のガイドラインに基づいた VAP 治療にグラム染色を追加したアルゴリズムを導入することで、高い起炎菌カバー率
を保ったまま広域抗生剤の使用を減少させることができる可能性がある。
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2 月 13 日
（土） 14：40～16：40

ICU における院内感染対策

SY18-1

第 8 会場

院内感染に関する重要論文 5 選（1 年間）

聖マリアンナ医科大学

救急医学

柳井 真知
ICU における感染症の合併は死亡リスクを 2 倍以上増加させるといわれており、院内感染コントロールは ICU 診療を改善させるカ
ギである。しかし多彩な背景を持つ ICU 患者に対する適切な感染予防策、発症後の的確な治療法選択は容易ではない。これらの
課題解決の一助となりうる、過去 1 年に報告された感染制御に関する重要な論文を 5 つ紹介し、それに準ずる追加 5 論文をハンド
アウトで配布する予定である。紹介する重要 5 論文は以下の通りである。1. Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia and
Ventilator-Associated Conditions: A Randomized Controlled Trial With Subglottic Secretion Suctioning. Crit Care Med.
2015;43:22-30.（ 無 作 為 比 較 試 験、 声 門 下 吸 引 は 人 工 呼 吸 器 関 連 肺 炎 は 減 ら す が、 人 工 呼 吸 器 関 連 事 象 は 減 ら さ な い ）2.
Chlorhexidine Bathing and Health Care-Associated Infections: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;313:369-378.（無作為比
較試験、クロルヘキシジン入浴の院内感染防止効果を否定）3. Association of a Bundled Intervention With Surgical Site Infections
Among Patients Undergoing Cardiac, Hip, or Knee Surgery. JAMA. 2015;313:2162-2171.（準実験研究、黄色ブドウ球菌のスクリー
ニング、除菌、予防を組み合わせたバンドルは心血管、股関節、膝関節手術の術後 SSI を減らす）4. Intravascular Complications
of Central Venous Catheterization by Insertion Site. N Engl J Med 2015;373:1220-1229.（無作為比較試験、中心静脈カテーテル挿
入 部 位 の 合 併 症 と し て 鎖 骨 下 静 脈 は 内 頸 静 脈 や 大 腿 静 脈 に 比 べ 感 染 や 血 栓 は 少 な い が 気 胸 は 多 い ）5. Catheter-Related
Bloodstream Infections in Patients on Emergent Hemodialysis. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2015;1-5.（コホート研究、緊急透
析目的でトンネル型カテーテルを挿入した患者はグラム陰性桿菌による菌血症のリスクが高い。ロックヘパリン液の培養が早期診
断に役立つかもしれない）

SY18-2
日本大学

1）

日本 ICU での理想的な antimicrobial stewardship の追及
医学部

救急医学系

～目指せ clean ICU～

救急集中治療医学分野、 日本大学医学部附属板橋病院
2）

桑名 司 、伊原 慎吾 、澤田 奈実 、山口 順子 、木下 浩作 、栃倉 尚広
1）

1）

1）

1）

1）

薬剤部

2）

近年、日本でも antimicrobial stewardship の概念が浸透してきているが実際の対策については議論が残る点もある。当院 ICU での
対策と結果について MRSA を一例として紹介しつつ、日本の ICU における理想的な antimicrobial stewardship を考えたい。
世界の ICU におけるある一日の菌の疫学研究では、全黄色ブドウ球菌に対する MRSA の割合は 50%、Asia のみでは 62% であった。
日本全体では 2013 年の JANIS のデータでは同割合は 51% であった。同年の当院 ICU での同割合は 33.8%（24/71）であり、JANIS
のデータと比較し有意に同割合が少なかった（p=0.0079）
。
2012 年までの当院の取組として、一部抗菌薬の届出制・許可制、抗 MRSA 薬の使用量チェック、血液培養陽性者ラウンドなどが
あり、ICU の取組として、新規研修医に対する ICU 勤務初日における感染対策指導があった。これに加え、2013 年以降に ICU で行っ
た antimicrobial stewardship として、感染症専門医の ICU への常駐、ICU round 時における ICU 専従薬剤師による抗 MRSA 薬血
中濃度解析と投与量や腎機能に合わせた抗菌薬投与方法の迅速なフィードバック、ICU 専従薬剤師の主治医症例カンファレンスへ
の参加、当院 ICU の antibiogram パウチの作成と ICU 常勤医への配布を行った。この結果、MRSA 割合が 2013 年の 33.8% から 2014
年の 14.9% と有意に減少した（p ＝ 0.0043）。
このような取組が行えたのは、感染症専門医の存在だけでは不可能で、専従薬剤師を中心としたコメディカルとの連携があるから
こそであり、チームが不可欠である。
今後の課題として、2013 年と比べ 2014 年はタゾバクタム / ピペラシリンの DOTs の上昇と、緑膿菌の感受性率低下が認められた。
このような課題を改善につなげるために、今後も clean ICU を目指し、さらなる感染管理に antimicrobial stewardship team とし
て取り組んでいきたい。本会では当 ICU の取組を紹介すると共に、日本の ICU ではどのような antimicrobial stewardship が理想的
であるか議論したい。
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SY18-3

ICT による抗菌薬 Stewardship

宝塚市立病院

1）

感染対策室、2）宝塚市立病院

薬剤部、3）宝塚市立病院

中央検査室

小林 敦子 、春藤 和代 、杉生 雅和 、石津 智司 、若松 雄太 、吉岡 睦展 2）、石村 さおり 3）、折田 環 3）
1）

1）

2）

2）

2）

ICU の重症感染症診療において、当院では ICT が重要な役割を担っている。重症患者では MRSA などの多剤耐性菌感染症は致死
的である。また、カテーテル関連菌血症 Catheter-line associated blood stream infection（CLABSI）の治療や感染防止対策は複数
のカテーテルが挿入された ICU では大きな課題となるだろう。当院では ICT が毎日 ICU のミーティングに参加し、ICU の重症感
染症診療に直接関わっている。薬剤部は広域抗菌薬の長期使用や抗 MRSA 薬使用を全例把握し、抗菌薬 Stewardship を実施する
ことにより、抗菌薬の適正使用を推進している。これら多岐にわたる地道な ICT 活動の結果、MRSA 感染や CLABSI は有意に減
少した。また、2010 年より血液培養の提出件数が 4 倍に増加したにも関わらず、真菌感染症は 2010 年以前には年に 8-14 件発生し
ていたものが、2014 年にはついに 0 件の発生状況となった。すべての広域抗菌薬に対する Antibiotic Use Density（AUD）は減少し、
院内で検出される緑膿菌の各種抗菌薬に対する耐性率が低下した。1． 病院感染の実態調査当院では全病棟において様々なサーベ
イランスを実施している。MRSA 罹患率サーベイランス（2011 年 1 月より開始）CLABSI サーベイランス（2012 年 1 月より開始）
アルコールジェル使用量サーベイランス（2012 年 4 月より開始）サーベイランスを開始後 MRSA 感染、CLABSI は有意に低減し、
アルコールジェル使用量は 3 倍程度に増加した。サーベイランスによる監視効果と推測される。2．感染症教育・啓蒙活動 ICT に
は月に約 50 例以上の相談があり、現在までに 3200 例を越える相談があった。ICT 研修会は年に 5 回開催している。感染に関する
メールを配信し、すべての職員に感染症の基礎を啓蒙している。これら数々の教育・啓蒙活動の成果として、起炎菌を同定するた
めの血液培養の提出数と 2 セット率が 90％以上に増加した。3．抗菌薬適正使用の推進当院では 5 種の抗 MRSA 薬の使用の際、
ICT に事前に相談するシステムを確立した。抗菌薬の血中トラフ測定が必要なグリコペプチド系（VCM と TEIC）とアルベカシ
ン（ABK）では薬剤師が投与計画を立てている。トラフ測定が必要のない抗 MRSA 薬（LZD と DAP の 2 種）でも ICD に事前に相
談がある。抗 MRSA 薬の使用の際、事前相談率は 2014 年以降 100% となった。ICT が抗 MRSA 薬の適正使用を推進することにより、
抗 MRSA 薬の使用量全体が著しく減少した。また、感染制御専門薬剤師（BCICPS）が広域抗菌薬の 2 週間以上の症例を全例把握
して ICD に報告し、ICD がカルテをチェックし、治療方針について介入する。以上の様な抗菌薬適正使用の取り組みにより抗緑膿
菌活性を持つ抗菌薬の使用は著明に減少し、この結果緑膿菌の耐性率も低下した。

SY18-4

抗菌薬適正使用チームが耐性菌を減らす

静岡県立こども病院

小児集中治療科

伊藤 雄介、佐藤 光則、川崎 達也
【背景】近年世界的に耐性菌が問題となっており既存の抗菌薬の適正使用が求められている。静岡県立こども病院では 2006 年より
infection control team（ICT）が継続的な活動を行っているが、抗菌薬の適正使用に関しては一部抗菌薬の許可制と使用理由書の
提出など、その活動は限定的であった。耐性菌の問題は院内も例外ではなく、例えば緑膿菌のカルバペネムに対する感受性は年々
低下し、2007 年に 87% であったものが 2013 年には 70% 台となり、実臨床での抗菌薬選択にも直結する喫緊の課題となっていた。
これらの現状を打破すべく、2014 年より ICT から派生する形で少人数の抗菌薬適正使用チーム（Shizuoka Children’s Hospital
Antimicrobial Team; 通称 SAT）を発足した。
【チーム概要】医師 3 名（小児集中治療科 PICU 医師 2 名、総合診療科医師 1 名）
、感染認定看護師、薬剤師、検査技師の 6 名で構成。
コンサルテーション対応を主体として、その他マニュアルの整備や広域抗菌薬の使用例に対しての積極的介入等を行った。医師は
日替わりで専用 PHS を所持し常時のコンサルテーションに対応、週 1 回のラウンドと院内クラウドを活用し情報と介入戦略につい
て共有している。
【研究目的】SAT 活動の根幹であるコンサルテーション件数と内容について検討し、あわせて SAT の発足前後における抗菌薬の
使用量、緑膿菌のカルバペネムに対する感受性を比較した。
【結果】チーム発足前のコンサルテーション件数は年間 30 件程度であったものが年間 315 件と増加し、内訳は抗菌薬選択に関して
48%、投与期間に関して 5% であった。血液培養陽性者や長期広域抗菌薬投与者への逆介入も 15% あった。2013 年度の院内全体の
カルバペネムの DOT（のべ使用患者日数 / 総入院患者日数× 1000）は 26.5 であったものが 2014 年度には 18.6、2015 年度は 9.9 に低
下した。集中治療領域においても PICU では 2013 年度 41.9、2014 年度 27.4、2015 年度 16.0 と経時的に低下した。SAT チームのメン
バーが在籍していない CCU では 2013 年度 78.4、2014 年度 87.4 と低下しなかったが 2015 年度は 41.1 と低下傾向となっている。院内
全体の緑膿菌のカルバペネム感受性率は 2014 年末には 93% に回復した。
【考察】抗菌薬適正使用チームの発足により院内の抗菌薬の適正使用が進み、広域抗菌薬の総使用量を減少させることができた。
過去の研究において、抗菌薬の適正使用プログラムと耐性菌減少との関係に関しては証明できているものは多くはないが、当院で
は今回感受性の回復を得ることができた。抗菌薬適正使用チームの発足のみが寄与しているわけではないが、院内における適正使
用の文化づくりに大いに貢献していると考えている。集中治療領域は、抗菌薬の使用が多く、かつ耐性菌の有無が治療効果や予後
に非常に左右される領域である。集中治療室に適正使用チームのメンバーが在籍している意義も含めて、抗菌薬適正使用チームの
成果を報告したい。
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SY18-5

感染制御の視点から見た Peripherally inserted central catheters（PICCs）の可能性

東京ベイ・浦安市川医療センター
舩越 拓、藤谷 茂樹
Peripherally inserted central catheters（PICCs）は挿入時の合併症の少なさから近年使用が拡大している中心静脈へのアクセス
方法である。また、特定行為ができる看護師の育成事業に PICC 挿入が含まれていることもあり今後も施行数が増加していくもの
と考えられる。
感染制御の観点からは使用の増加とともに PICCs 関連の血流感染の報告も増えてきており、通常の中心静脈カテーテルに比べ血
流感染を減らしたとする報告が散見される。しかし、血栓症などの合併症が増えるなどの報告もあり、集中治療領域での実態は、
未だ詳細が明らかでない。
当セッションでは PICCs を感染対策という点から論じるとともに、実際の使用経験を交えたデータを提示しながら PICCs の可能
性を検討していきたい。

SY18-6

中心静脈カテーテル関連血流感染症予防のために～クロルヘキシジン v. ポビドンヨード～

武蔵野赤十字病院救命救急センター、2）日本集中治療教育研究会

1）

安田 英人 1,2）、讃井 將満 2）、小室 哲哉 2）、畠山 淳司 2）、松窪 将平 2）、河野 真二 2）、山本 泰史 2）、安藤 幸吉 2）、瀬尾 龍太郎 2）、
志馬 伸朗 2）
ICU における医療において輸液療法は必要不可欠である。その輸液療法のためには当然のことながら静脈カテーテルが必要となる
が、静脈カテーテルは ” 異物 ” であり、血管内に留置することにより必然的に感染のリスクとなる。そのリスクは ” 異物 ” であるが
ゆえにゼロにはなりえず、どのような静脈カテーテルでもそのリスクからは逃れられない。近年では末梢静脈カテーテルによる血
流感染も注目されているが、ICU 内では挿入件数も多く、カテーテル感染のリスクが一番高い中心静脈カテーテルによる血流感染
に関して留意しなければならず、どの集中治療医もその安全管理に精通しておく必要がある。カテーテル関連血流感染症には様々
な要因が関与するが、カテーテル刺入部からの皮膚常在菌の混入はその一つである。その予防のためにはカテーテル挿入時及び
日々の管理における皮膚消毒薬が重要となる。本邦で使用可能なカテーテル挿入時の皮膚消毒薬には 10% ポビドンヨード、0.5%
クロルヘキシジンアルコール、1% クロルヘキシジンアルコールがあり、本邦のガイドラインでは同等とされているが、欧米のガ
イドラインではクロルヘキシジンアルコールを推奨している。しかし欧米で一般的に使用出来る濃度は異なり、欧米の推奨をその
まま本邦に適応することは単純ではない。そこで、本邦でどの消毒薬が推奨されるべきかの検証をすべく我々は上記 3 種の消毒薬
の有効性を多施設ランダム化比較試験で比較した。結果は、両クロルヘキシジンアルコールは 10% ポビドンヨードと比較し有意
にカテーテルコロニゼーションを減少させた。これにより中心静脈カテーテル関連血流感染症予防に対しては 0.5% クロルヘキシ
ジンアルコールでも十分に効果を示す可能性が示唆された。本シンポジウムでは本研究の結果を提示し、本邦におけるカテーテル
挿入前皮膚消毒薬として何を選択すべきか、これまでに報告されている他の研究も提示しつつ議論したい。
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SY18-7

PICC 論文

山形大学医学部附属病院

検査部・感染制御部

森兼 啓太
末梢挿入型中心静脈カテーテル（Peripherally inserted central catheter, PICC）の有用性を検証するため、PICC または中心静脈
カテーテル（Central venous catheter, CVC）を挿入された患者における、カテーテル関連血流感染（CR-BSI）などのカテーテル
留置中合併症に関するデータを収集し比較した。2005 年から 2007 年まで、8 施設よりデータ収集を行った。PICC を挿入された患
者群（以下 PICC 群）は 277 例、CVC を挿入された患者群（以下 CVC 群）は 276 例であった。PICC・CVC の選択は各医療施設の
基づき、無作為化は実施しなかった。Primary outcome はカテーテル関連血流感染（Catheter-related bloodstream infection, CRBSI）であり、その診断基準は国立大学附属病院感染対策協議会のものを用いた。PICC 群に 35 件、CVC 群に 53 件の CR-BSI が発
生し、1000 カテーテル日あたりの発生率は PICC 群で 5.6、CVC 群で 7.0 と PICC 群に低い傾向を認めた。挿入後 7 日以内に抜去さ
れたカテーテルのみの CR-BSI 発生率は、PICC 群で 1.6、CVC 群で 2.6 と差が拡大したが、有意差は認めなかった。両群をひとまと
まりにした CR-BSI 発生のリスク因子に関するロジスティック回帰分析では、カテーテルが PICC であることが感染リスク低下因
子であった（オッズ比 0.55、p=0.019）。挿入時の合併症では、CVC 群で気胸 5 件、動脈穿刺 2 件が生じた。PICC 群ではそれらは生
じなかったが、刺入部からの出血が 26 件と CVC 群（6 件）に対して有意に多かった。留置中の合併症では、PICC 群に静脈炎が 32
件、皮膚刺入部の痛みが 13 件発生し、いずれも CVC 群（0 件、4 件）に対して有意に多かった。抜去理由では、CVC 群において
発熱（51 件）や敗血症疑い（29 件）が PICC 群（32 件、15 件）より有意に多かった。得られたデータを元にした推計では、本研
究の対象と同数の 553 人の患者群において全員に PICC を使用したと仮定した場合、CVC 使用の場合と比べて CR-BSI 発生を 39 件
減少させ、抗菌薬を約 1600 万円、入院日数をのべ約 820 日削減させることができると推定された。以上、PICC と CVC の使用に関
する CR-BSI を含めた合併症を多面的に比較することができた。また、PICC の CVC に対する有用性が示唆されるデータが得られ、
このデータなどにもとづいて、2010 年の診療報酬改定において PICC の保険償還価格 13,800 円が設定された。それまでは標準型
CVC として Single lumen1,740 円、Multi-lumen2,870 円の設定であり、医療施設において PICC を使用する障壁が一気に低くなった
と言える。

SY18-8

VAE サーベイランス、VAC データ管理の感染症管理応用

京都大学医学部附属病院

感染制御部

高倉 俊二
人工呼吸器関連肺炎（VAP）の発症にはさまざまな院内感染管理上の因子が複雑に関与する一方で、正確に診断を下すことは
きわめて困難である。それゆえに VAP は診断よりも VAP と「みなして」広域抗菌薬が開始されることが極めて多い。開始された
抗菌薬は改善がなければ終了も変更もできず、改善すれば効果ありとして継続される。このような状況は耐性菌の選択増殖によっ
て感染管理をより困難な状態に陥れ、かつ、広域抗菌薬の必要性を強化する。つまり人工呼吸管理は、感染伝播防止策徹底の難し
さと広域抗菌薬使用の悪循環から逃れがたい。
したがって、ICU の感染管理においては「抗菌薬をどれだけ使用抑制・中止・de-escalation できるか」
、その中でも抗菌薬を開
始するに至るような人工呼吸管理下の悪化イベントをいかに減らすか、減らせるかが大きな軸となる。この目標に対して感染管理
側は従来から、VAP を診断し発症数・発症率をモニタリングする、という切り口からアプローチしてきた。しかし、この数年で
の人工呼吸器関連事象（VAE）サーベイランスへの大きな流れは、VAP サーベイランスが必然的に執着せざるを得なかった、肺
炎だという診断の拘束から距離をおき、「広域抗菌薬を使用せざるを得なかった状況」を対象としている点で画期的な転換である。
言い換えれば、VAP という “ 目に見えない敵 ” を可視化させる物差しが VAE や VAC の基準であるとも言える。そのデータは発症
例・発症率のモニタリングのためのものであるが、より広い視野から捉えると、人工呼吸管理下における呼吸状態の悪化と抗菌薬
の開始・変更という事象そのものを捉え、それらの背景・誘因・きっかけは何だったかを、感染症か否かという束縛から離れて探
索するツールになるはずである。
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SY18-9

VAP の予防

医療法人鉄蕉会亀田総合病院

集中治療科

林 淑朗
VAP 予防においてもまず、手指衛生遵守率向上や医療従事者への教育といった院内感染対策に普遍的な戦略が重要である。しか
し VAP 予防により特異的な介入に限定すれば、気管挿管の機会や人工呼吸器装着期間を減少させる戦略と、口腔咽頭への病原性
細菌定着やこれらを含む唾液の下気道への垂れ込みを減少させる 2 つの戦略がある。
気管挿管及び人工呼吸が VAP の主たる危険因子であるので、気管挿管の機会や人工呼吸装着期間を必要最小限にすることは重要
である。浅い鎮静や 1 日 1 回の鎮静薬の中断、筋弛緩薬使用の回避、早期からの呼吸理学療法、人工呼吸離脱可能性の日々の評価
等はいずれも人工呼吸期間を短縮するのに寄与する可能性があり、VAP 予防のみならず人工呼吸を受ける集中治療患者に対する
全体の医療の質を改善しうるプラクティスとして受け入れられている。気管挿管の機会を減らすという点では、非侵襲的陽圧換気
は、COPD や免疫不全のような VAP のリスクの高い集団における急性呼吸不全では気管挿管による人工呼吸に比して VAP 予防に
有用であるかもしれない。近年世界的に急速に普及しつつあるネーザルハイフロー療法も急性呼吸不全における気管挿管の機会を
減らすことが期待されている。
口腔咽頭への病原性細菌定着やこれらを含む唾液の下気道への垂れ込みを減少させる戦略としては、半座位の維持、気管チューブ
の適切なカフ圧の維持が一般的に推奨され、また気管チューブの改良、口腔咽頭消毒、選択的消化管除菌などが研究されてきた。
半座位の維持は最も容易な介入であり VAP バンドルの一項目でもある。適切なカフ圧の維持も VAP 予防以外の目的でも重要であ
る。気管チューブ自体に対する改良では声門下のカフ上に貯留する分泌物を吸引できる機能や銀コーティングが施された気管
チューブに VAP 予防効果が示されている。しかし、これら特殊な気管チューブ導入の前に、標準的な集中治療の質が担保される
ことが優先されなければならないし、また本邦における費用対効果検証もなされるべきであろう。クロールヘキシジンによる口腔
咽頭消毒は国際的に広く行われている VAP 予防戦略の 1 つであるが、日本では粘膜へのクロールヘキシジンの使用が禁忌である
ため実行できない。また、ポピドンヨードに同様の効果があるかも不明である。選択的消化管除菌は RCT、メタ解析で VAP 予防
効果が示されたにもかかわらず、一部の国々でしか受け入れられていない。VAP 予防効果のみならず薬剤耐性菌増加に対する懸
念が根強く、さらなる RCT が必要と考えられている。

SY18-10 人工呼吸器関連肺炎の予防を目的とした経口挿管患者に対するディスポーザブル口腔ケアキットの有用性
兵庫医科大学
兵庫医科大学

1）
4）

歯科口腔外科学講座、2）兵庫医科大学病院
救急・災害医学講座

歯科口腔外科、3）兵庫医科大学病院

救命救急センター、

門井 謙典 1,4）、岸本 裕充 1）、木崎 久美子 2）、藁田 希世和 3）、岡崎 理絵 3）、坂田 寛之 4）、宮脇 淳志 4）、小谷 穣治 4）
【背景】集中治療領域において、人工呼吸器関連肺炎（VAP）は頻度の高い院内感染症の一つであり、死亡率や入院期間、医療費
を増大する。VAP の予防には口腔ケアが重要とされるが、その標準的な方法は未だ確立されていない。経口気管挿管患者では、
気管チューブに沿って口腔細菌が咽頭部を経由して誤嚥しないように、口腔・咽頭の汚染物を確実に吸引・回収することを重視す
べきである。ところが、従来の口腔ケア方法では歯面や舌背部に付着していた細菌を咽頭部に落下させている可能性を否定できな
い。一方、米国 CDC「医療関連肺炎予防のガイドライン 2003」で推奨されている「包括的口腔衛生プログラム」を容易に実践で
きるようキット化された「Q・Care」は、ディスポーザブルの吸引歯ブラシと吸引スワブ、抗菌性を有する湿潤ジェルがパッケー
ジされており、口腔ケア中に生じた汚染物の回収に有用と考えられる。そこで本研究では、VAP の予防を目的とし口腔ケア方法
の介入研究（前向きランダム化比較試験）を行った。
【方法】当院に救急搬送され、経口気管挿管となった患者を対象とした。1
日の口腔ケア回数は 3 回で、介入群の口腔ケアには「Q・Care」を使用し、対照群は従来通りの口腔ケア（市販歯ブラシとスワブ
で清掃した後に、精製水 10ml で洗浄し吸引する方法）とした。CPIS（Clinical Pulmonary infection Score）スコア 6 点以上を
VAP と診断した。
【結果】介入群では有効症例数 20 のうち VAP 発症は 3、対照群では有効症例数 16 のうち VAP 発症は 9 であり、
介入群で VAP 発症が有意に減少した（p ＜ 0.01）。
【考察】
「Q・Care」を用いた口腔ケアは従来の方法よりも看護師の負担を軽減し、
VAP 予防にも有効であったが、さらに VAP の発症を少なくするには、ケア回数を増やすなどの追加介入が必要と思われる。

－ 258 －

シンポジウム 19

2 月 13 日
（土） 14：40～16：40

特定行為に係る看護師の研修制度の実際と課題

SY19-1
厚生労働省

第 9 会場

特定行為に係る看護師の研修制度について
医政局

看護課看護サービス推進室

山口 道子
現在、少子高齢化の進展に伴い、医療の需要は増大するとともに高度化・複雑化が進んでいます。そのような中で質が高く安全な
医療を提供するために「チーム医療」の推進は不可欠です。また、団塊の世代がすべて後期高齢者に達する平成 37（2025）年に
向け、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続
けることができるよう、「地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）
」の構築が進められています。 看護
師の特定行為に係る研修制度は、こうした背景から、今後の在宅医療等を支えていくため、個別に熟練した看護師のみでは足りず、
医師または歯科医師の判断を待たずに、手順書（医師又は歯科医師による指示として作成する文書）により、一定の診療の補助（特
定行為）を行う看護師を計画的に養成し、確保していくことを目的として創設されたものです。この制度は特定行為を手順書によ
り行う看護師に対して、厚生労働省が指定する指定研修機関における特定行為研修の義務を課すもので、本年 10 月 1 日に施行とな
りました。 本日は、特定行為に係る研修制度創設の背景と制度概要についてご説明いたします。今後、関係各位のご理解・ご協
力を賜りながら、全国の多くの看護師の方が、この研修を受講できるように、この制度の円滑な施行・運用及び指定研修機関の確
保をしていく所存です。

SY19-2

自治医科大学看護師特定行為研修センターの取り組み

自治医科大学

看護師特定行為研修センター

村上 礼子
平成 27 年 9 月に自治医科大学看護師特定行為研修センター開所式が開催され、10 月 1 日からは、北は北海道、南は宮崎県までの研
修生 30 名を対象に、本研修がスタートしました。
本研修センターでの研修目的は、地域医療及び高度医療の現場において、医療安全を配慮しつつ、高度な臨床実践能力を発揮し、
自己研鑽を継続しながらチーム医療のキーパーソンとして機能できる看護師を育成することです。
また、研修目標として以下の 4 点を挙げています。
1．地域医療及び高度医療の現場において、迅速かつ包括的なアセスメントを行い、当該特定行為を行う上での知識、技術及び態
度の基礎的能力を養う。
2．地域医療及び高度医療の現場において、患者の安心に配慮しつつ、必要な特定行為を安全に実行できる基礎的能力を養う。
3．地域医療及び高度医療の現場において、問題解決にむけて、多職種と効果的に協働できる能力を養う。
4．自らの看護実績を見直しつつ、標準化する能力を養う。
現在、研修生は、臨床推論・フィジカルアセスメント、病態生理・疾病論等の共通科目について 1 月中旬まで e ラーニングを受講し、
その後筆記試験を受け、合格後、2 月、3 月と共通科目の実習を履修することになります。さらに、共通科目の履修を終えた研修
生は、4 月から特定行為の各区分別科目の研修が始まります。なお、本研修センターでは、21 区分ある特定行為研修のうち 19 区分
の研修を行います。研修生は 19 区分から希望の特定行為区分を選択申請し、研修を受けます。特定行為の区分別科目の実習では、
本研修センターの大学附属病院や大学附属さいたま医療センターだけでなく、指導者・指導補助者の確保等条件が整えば、研修生
の自施設で実習ができるようにすることを方針として運営しています。また、本研修センターの指導体制は、研修の専任責任者の
ほか、医師を始めとして、看護師、薬剤師、臨床工学技士、臨床検査技師、栄養士など、多数の指導者・指導補助者がいます。
研修生は全員、病院施設や訪問看護ステーションの現場で働く看護師であり、仕事と研修の両立は容易なことではありません。研
修センターとしては、1 人でも多くの研修生が、平成 28 年 9 月に 1 つでも多くの特定行為区分を修了できるよう、日々、研修生の
努力をバックアップしている状況です。
まだまだ、研修制度そのものが始まったばかりで、周知はもちろん、今後どのように発展していくのか、指定研修機関の担うべき
責務は計り知れないところではありますが、今回のシンポジウムにて、本研修センターの取り組みを広く知っていただきつつ、参
加者の皆様とともに今後の活動の示唆を得られれば幸いです。
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SY19-3

特定行為研修制度を包含した大学院の診療看護師教育について～循環器関連中心に～

愛知医科大学

看護学部

クリティカルケア看護学

松月 みどり
愛知医科大学看護学部大学院は平成 27 年 10 月に全国 14 施設のひとつとして特定行為研修制度の教育施設として認定されました。
先行して行っていた看護師の特定行為研修教育試行事業は平成 24 年から参加しており，大学院教育を開始していました。現在，
卒業生は愛知医科大学病院の GICU，プライマリーセンターなどで卒後臨床研修に励んでいます。実際は研修というより，医師と
看護師の中間の重要な役割を担っており，それらの部署の医療の質は格段に向上しております。卒業生たちにつきましては 12 月
に厚生局の指定に係る実施調査も受けました。研修修了者として履修免除の方法については，2 年間のカリキュラムで終了した内
容を丁寧に突合票で時間計算をし，読み替え作業を行い，履修免除の確認を実施しました。その結果，実習経験できていない項目
は，新たに実習病院を確保し患者さんにご協力いただき，追加臨床実習を実施しました。臨床実習直前にはシミュレーションで訓
練し安全に実施できることを確認し，実際の患者さんで臨床実習しています。このように新たな制度では，
「医療安全管理上の配慮」
が重要なキーワードであることから，フロントランナーは試行事業の時期から良い場合も，悪い場合もいつも注目されています。
インシデントやアクシデントが発生しなくて当たり前であり，その視点からも教育では安全に実践できるポイントを身につけるこ
とが重要あると考えている。そのためには講義で学んだ臨床推論，病態生理，診断学などの知識や事例検討や OSCE，実習そして
臨床実習が一つの線でつながる，切れ目のない習得を目指すことが肝要である。医学部と病院を併設している大学院で行っている
教育の特徴の一例を述べると。身体を生理学的，解剖学的，病態学的，診断学的に理解するためには，人体解剖実習を行っている
ことである。看護学生時に解剖実習を経験している方も多いと推測します。聴診器で心音や呼吸音を聞くためには，どの位置で聞
くとどのような音に変化するのかなどの，フィジカルアセスメントの講義と演習内容や，レントゲン画像の読影などと関連付ける
ことで明確に納得することができる工夫をしている。また，病態薬理学の講義は，イオンチャネルなどの分子生物学の基礎知識か
ら丁寧に積み上げて薬物動態が理解できるように工夫している。シュミレーションセンターには専従のプロフェッショナルの職員
が責任者として配置されているので，講義の組み立てなどにもシナリオから相談に乗っていただき，限られた時間で納得度の高い
演習を工夫している。 今回は，その他，医学部が併設されている看護学部で大学院教育として行っている特定行為研修の内容に
ついて，21 行為区分の中から循環器関連と循環動態に係る薬剤関連を中心に具体的にご紹介し，みなさまとの意見交換ができた
ら幸いです。

SY19-4

特定行為に係る看護師研修制度の実際と課題－日本看護協会看護研修学校が実施する特定行為研修－

日本看護協会

看護研修学校

認定看護師教育課程

集中ケア学科

中田 諭
2014 年 6 月「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（医療介護総合確保推
進法）の成立を受けて 2015 年 3 月 13 日の「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四
号に規定する特定行為研修に関する省令」が公布された。これを受けて、日本看護協会は、
「特定行為に係る看護師の研修制度」
に対する基本的な考え方と今後の活動方針をまとめた。その基本方針は「本制度の意義は特定行為のみを行うのではなく、看護の
関わりの中で特定行為も含めた医療を提供することであり、本研修を修了した看護師が看護の専門性を発揮した活動を展開できる
よう研修を推進する」であった。また、本制度を活用した大学院教育の推進、大学院以外での特定行為研修について、必要な行為
区分を組み合わせたモデルカリキュラムの公表や制度開始に合わせ、当面、認定看護師を対象とした研修を実施することであった。
認定看護師は現在 21 分野 15,965 名（2015 年 12 月時点）が認定されており、医療現場での実践力が認められ診療報酬など社会的に
も評価されるようになった。この認定看護師の持つ看護の実践力と専門性を特定行為を活用した看護に活かすことで更なる看護の
発展と認定看護師のキャリアを上げる手段とすることが可能である。
2010 年から 2012 年にかけて日本看護協会看護研修学校では救急分野、皮膚・排泄分野、感染管理分野の認定看護師を対象とした
特定能力養成調査試行事業を実施した。試行事業の修了者らは、特定行為の実践によって早期介入による入院期間の短縮や合併症
予防、安全性の担保、患者や他職種からの満足度の高さなど多くの成果を示すことによって、認定看護師はあらゆる医療現場での
ニーズに応えた活躍が期待できることを示した。日本看護協会看護研修学校は平成 27 年 10 月 1 日付で指定研修機関の指定を受け、
本年度は、本会で行った養成調査試行事業の修了者を対象に特定行為研修を実施し、平成 28 年度は認定看護師対象の特定行為研
修を計画している。
シンポジウムにおいては、認定看護師教育課程で実施している認定看護師を対象とした特定行為研修の現状について紹介し、研修
制度についての理解を深める機会にしたい。
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2 月 13 日
（土） 9：00～10：00

早期離床を推進する

SY20-1

第 11 会場

術後回復促進策による早期離床の試みー周術期を通した工夫による食道がん術後 1 日目からの 100m 歩行の実現ー

神奈川県立保健福祉大学
神奈川県立がんセンター

1）

3）

保健福祉学部
消化器外科

栄養学科、2）神奈川県立がんセンター

麻酔科、

谷口 英喜 1,2）、尾形 高士 3）、高野 修身 2）
【目的】当施設では、2012 年以降、ERAS プロトコールを改訂した Modified ERAS プロトコール（MERAS）を様々な術式に適応
し早期離床の実現へ向けた工夫を実施してきた。本研究では、MERAS が適応されている待機的食道がん手術に Goal directed
therapy（GDT）による術中の輸液適正化を新たに行い、早期離床への影響を評価した。
【方法】対象は待機的食道がん手術症例で、
2012 年 6 月からの 1 年間に MERAS が適応され術中は自由輸液が実施されたヒストリカル（H）群と 2014 年 5 月からの 1 年間に
MERAS が適応され GDT が実施された介入（G）群。研究デザインは、前向比較研究とした。G 群では、麻酔管理に症例毎に目標
を定めた stroke volume index（SVI）値を指標とした輸液適正化を実施した。評価指標は、術後 1 日目における歩行距離とした。
H 群および G 群ともに GDT 以外の術後回復促進策は同様で、患者には、術後回復促進に向け、術後早期離床プログラム（理学療
法士、看護師、医師の監視のもとセーフティウォーカーを活用した 100m 歩行）を術前説明から勧奨した。【結論】解析対象は H
群 43 例、G 群 49 例。両群において背景に違いはなく、手術時間が G 群で長かった【H 群 vs G 群 ; 380（132, 516）分 vs 409（299,
646）分】。術後 1 日目に歩行が可能であった症例は G 群で有意に多く【9.3 例 ,4% vs 83.7 例 ,41% ,P ＜ 0.0001 】
、歩行可能症例にお
いて両群間で歩行距離に差はなかった【100（100, 100）m vs 100（20, 100）m, P=0.585】
。術後の在院日数は、両群において差が
認められなかった【15（15, 110）日 vs 15（15, 79）日 , P=0.957】
。術後回復促進策に関する先行研究結果から、術後 1 日目の早期
離床の可否が予後に影響することが示されている。本研究の結果から、MERAS に術中 GDT を加えることで術後の循環血液量不
足に伴う離床困難症例が減少し、早期離床が実現されたと考えた。一方、単項目介入では、在院日数の短縮は達成できないという
課題も明らかになった。

SY20-2

当院における早期離床プログラム－急性 B 型解離 100 例の早期合併症および遠隔期予後－

山形大学

医学部

第二外科

中村 健、内田 徹郎、浜崎 安純、中井 信吾、中橋 健太、舩田 敏子、林 潤、山下 淳、五味 聖吾、貞弘 光章
【はじめに】急性 B 型解離の内科療法による院内死亡率は高く約 10% と言われるが罹患患者には高齢者が多く、安静降圧を行いつ
つも早期の離床を目指すというある種ジレンマを抱えた治療が標準として行われている。当院では合併症を伴わない急性 B 型解離
は日本循環器学会のガイドラインを参考に急性期は収縮期血圧で 120 未満を目標とし、CT で病状の増悪が無ければ翌日には飲水、
内服を開始し発症 1 週間後には立位および離床を目指すプログラムを標準として行っている。急性期合併症の発生および遠隔期予
後について検討した。【対象と方法】2004 年 7 月から 2015 年 4 月までに当院で治療を行った急性 B 型解離は 127 例であり、その中
で初診時に合併症を有さず保存的加療が選択された 100 例を対象とした。発症後 1ヶ月以内に合併症を発生した群を C 群、非発生
群を N 群として比較検討を行った。それぞれの平均観察期間は N 群 36.1 ± 32.2 か月、C 群 28.6 ± 30.3 か月であった。【結果】C 群は
7 例（7%）であり合併症の内訳は再解離が 3 例（3％）、エントリーの拡大が 1 例（1%）、分枝虚血が 1 例（1%）、破裂が 1 例（1%）
、
多臓器不全 1 例（1%）であった。死亡は 2 例（2%）で 1 例は破裂による食道穿破、もう 1 例は多臓器不全が死因であった。平均年
齢は N 群 /C 群＝ 69.5/74.0 歳であり大動脈イベントフリーは全体（100 例）で 1 年 /3 年 /5 年 =78/66/55（%）イベントフリーサバ
イバルは 1 年 /3 年 /5 年 =96/93/86（%）、N 群：99/98/95（%）
、C 群 :67/60/33（%）であった。
【結論】遠隔期大動脈関連イベント
発生率に比較しサバイバルは良好だがこれはステントグラフトなど低侵襲治療が導入され治療成績が良好であるためと考えられ
る。早期離床プログラム中に発生した急性 B 型解離の合併症は重篤であるが全体としての死亡率は低い。積極的な早期離床は良好
な遠隔期予後を期待できる可能性が高い。
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SY20-3

救命救急センターにおける早期離床に向けた取り組みと今後の課題

杏林大学医学部付属病院

高度救命救急センター

海田 賢彦、加藤 聡一郎、庄司 高裕、宮内 洋、樽井 武彦、山田 賢治、山口 芳裕
【背景と目的】近年 ICU 退室後の身体機能障害、神経精神障害が問題視され、重症患者における早期離床の有用性が注目されている。
早期離床を推進するにあたり前提をなすのは充分な鎮痛と浅い鎮静管理である。当救命救急センターにおいても、2010 年に
RASS、2012 年に BPS を導入し、充分な鎮痛と浅い鎮静を目標に管理を行っている。
本研究は、RASS 及び BPS の導入前後で臨床データを比較し、早期離床に向けた取り組みの効果を検証し、現状の課題を抽出する
ことを目的とした。
【方法】2008-9 年（前期）と 2013-4 年（後期）に、当センターに搬送され、気管挿管及び鎮静鎮痛管理を必要とした症例（急性期
死亡例等除く）を対象とし、鎮静・鎮痛剤の種類、使用量、気管挿管期間、ICU 滞在期間、事故抜管等の合併症の発生率を後方視
的に検討した。
【結果】症例数は前期 306 例、後期 298 例で、患者背景に有意な差異は認めなかった。気管挿管期間は前期 4.5 ± 4.6 日、後期 3.7 ± 3.5
日、ICU 滞在期間は前期 11.6 ± 13.3 日、後期 8.5 ± 10.3 日であり、ともに有意に短縮していた（p ＜ 0.05, p ＜ 0.01）またこの傾向は
内因性疾患において特に顕著であった。
【考察】当センターにおいては、RASS 及び BPS 導入により、気管挿管期間、ICU 滞在期間が有意に短縮し、早期離床が進んでい
ることが明らかになった。しかしながら重症敗血症、重症外傷、重症熱傷等、呼吸・循環動態が不安定な患者も多く存在するため、
早期離床を開始する明確な基準が必要であると思われた。また、リハビリとの連携、スタッフ人員の確保の重要性は明らかである
が、課題も存在した。現状と課題を報告し広く議論を進める。

SY20-4

当院 ER-ICU における人工呼吸器管理患者に対する早期リハビリテーションの効果

岸和田徳洲会病院

1）

リハビリテーション科、2）岸和田徳洲会病院

永井 佑典 、篠崎 正博
1）

救命救急センター

2）

【はじめに】人工呼吸器管理患者に対する早期リハビリテーション（以下，早期リハ）については様々な効果が報告されているが，
本邦においてはまだまだ多くの施設で標準的な介入に至っていない．当院では理学療法士（以下 PT）が介入し，可能な限り早期
からの離床や体位管理等を行っているが，その開始時期に関しては医師からの指示により決定されており，全症例に対して早期リ
ハが行えていないのが現状である．
【目的】当院救命救急センターICU（以下 ER-ICU）における人工呼吸器管理患者に対する早期リハが，人工呼吸器離脱，退院時の
ADL に与える影響を調査すること．
【方法】対象は 2014 年 4 月～2015 年 3 月に当院 ER-ICU にて 48 時間以上人工呼吸器管理を必要とした症例 95 名のうち，死亡症例を
除く 47 名．挿管から 3 日以内に PT 介入した症例を早期リハ群，挿管から 4 日以降に PT 介入した症例を介入遅延群とし，2 群間で
の入院期間，人工呼吸器装着期間，転帰，退院時 Barthel Index（以下 BI）を調査し検討した．
【結果】PT 開始までの日数と人工呼吸器装着期間の間に弱い正の相関がみられた（p ＜ 0.05，r=0.23）
．また早期リハ群（n=21）は
介入遅延群（n=26）と比較し，退院時 BI が有意に高く（53.6 vs 14.6，p ＜ 0.01）
，自宅退院率も高かった（48% vs 12%，p ＜ 0.01）．
入院期間に差はみられなかった．
【まとめ】当院においても，早期からの PT 介入が人工呼吸器装着期間を短縮させることが示唆された．また，退院時の ADL を改
善させ，自宅退院率を向上させることが明らかとなった．このような効果を提示することで，医師への早期 PT 介入指示の啓蒙を
行い，早期リハが標準的介入となるよう進めていきたい．自施設における効果を提示することが早期リハを推進する一助となると
考える．
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SY20-5

小児 ICU における早期リハビリテーションの効果と課題

国立成育医療研究センター
国立成育医療研究センター

1）
3）

看護部、2）国立成育医療研究センター
リハビリテーション科

集中治療科、

稲元 未来 1）、壷井 伯彦 2）、林 健一郎 2）、上久保 毅 3）、並木 亮 3）、金子 節志 1）、江藤 瑞貴 1）、福原 由香 1）
【はじめに】当センター小児 ICU（以下 PICU）では、2012 年より看護師が中心となって看護師、ICU 医師、リハビリテーション（以
下リハビリ）医師、理学療法士からなるリハビリ推進チームを結成した。2015 年からは PICU 専従理学療法士（以下 PT）を加え
て重症小児に対する早期リハビリを行っている。今回、取り組み内容とその効果、課題について報告する。
【取り組み内容】医師、
看護師、PT 間で安静度とリハビリ内容の共有のためのリハビリ実施表を導入した。また、患者の方針決定やリハビリ推進のため
の多職種カンファレンスを実施し、リハビリオーダー方法を変更した。【方法】取り組み前に PICU に入室した症例と、後に入室
した症例で、リハビリ実施単位数と有害事象発生率を比較した。また、同期間の 16 歳未満肝移植術後入室症例を抽出し、リハビ
リ介入率、オーダーまでの日数、PT 介入までの日数、リハビリ進行度、人工呼吸器装着日数、ICU 在室日数を比較した。患者のデー
タ収集に際しては、院内の倫理委員会の承認を得た。【結果】取り組み前後でリハビリ実施単位数は増加した。有害事象は、リハ
ビリ中の肺高血圧の悪化 1 件であった。取り組み前後で肝移植術後症例の月齢および予測死亡率に有意差はなかった。リハビリの
介入率は有意に増加し、リハビリオーダーまでの日数、PT 介入までの日数、PT による座位までの日数は有意に短縮した。人工呼
吸器装着期間・ICU 在室日数には有意な差は認められなかった。【考察】リハビリ運用システムの再構築によってリハビリを円滑
に開始できるようになった。現時点で人工呼吸器装着期間や ICU 在室日数の短縮には至っていない。今後、リハビリ内容の充実
を図り、廃用症候群の予防や離床進度、退室後の発達への影響等について調査することが課題であり、これにより重症小児に対す
るリハビリの適切な評価が可能となる。
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第 11 会場

集中治療室入室患者の妄想的記憶や記憶の欠落の実態とその要因

日本医科大学武蔵小杉病院
山口 貴子、菊池 美穂、加藤 由、石川 秀一、月岡 悦子、福永 ヒトミ
【目的】近年、集中治療室（ICU）退室後の集中治療後症候群（PICS）が注目されている。PICS の一つである抑うつ症状や心的外
傷ストレス障害（PTSD）は ICU 滞在中の妄想的記憶・記憶の欠如が関連しているとされているが、その要因やせん妄との関連性
などいまだ明らかにされていない点も多い。そこで今回、記憶の歪みの実態と要因を明らかにし、ICU 看護の示唆を得る目的で本
研究を行った。【用語の定義】記憶の歪みとは、ICU 入室中に、不思議な出来事や納得できない出来事があった、あるいは ICU 入
室中の出来事を全くもしくは部分的に想起できない状態を指す。
【方法】平成 26 年 8 月～平成 27 年 1 月一施設の大学病院 ICU に予
定手術で入室した患者で、ICU 入室前にせん妄や精神疾患を有する症例、Mini Mental State Examination（MMSE）で重度認知
機能障害と評価された患者を除外した 21 症例を対象とした。ICU 退室後 1 週間に、インタビューガイドを用いて半構成的面接を行
い逐語録とした。言葉の持つ意味の類似性に基づいてカテゴリー化し質的帰納的に分析した。また、面接で得られたデータをもと
に患者を歪みあり・なしの 2 群に分け、基礎情報、ICU 入室前の MMSE 及び Hospital Anxiety and Depression scale（HADS）に
よる不安・抑うつ評価から要因を分析した。
【結果・考察】記憶の歪みありと判定された患者は 13 /21 名（62％）であり、そのうち、
せん妄患者は 4 名であった。患者はせん妄評価ツールなど客観的な評価スケールでは測れない苦痛を抱えていることを理解する必
要がある。記憶の歪みの発症要因では、鎮静時間で有意であった。深鎮静や鎮静薬の長期使用が PTSD や妄想的記憶に関与してい
る報告もあり、本研究においても鎮静薬の使用は可能な限り最小限にとどめることが記憶の歪み予防として有用な可能性が示唆さ
れた。記憶の歪みの実態として、患者の語りから 39 のコード・12 のサブカテゴリー〈非現実的な体験〉〈記憶の欠落〉〈記憶が欠
落し特徴的な記憶が残る〉
〈不快な感覚〉の 4 のカテゴリーが抽出され、対処方法として、
〈他者に打ち明ける〉
〈自己処理〉
〈回避〉
の 3 つのカテゴリーが抽出された。そこから、ICU における必要な看護として「早期からのモビライゼーションや五感に働きかけ
るケア」
「身体的・精神的苦痛の除去と侵襲の少ないケアの追及」
「繰り返しの現状説明と、患者が回復を実感できるような関わり」
「精神的安寧を与える環境調整」「看護師が積極的に患者の訴えに耳を傾ける」
「患者にとっての重要他者が患者の記憶の再構築を
サポートできるよう支える」等の看護ケアが導き出された。
【結論】記憶の歪みはせん妄でない患者でもみとめられた。鎮静時間
が記憶の歪みに影響している可能性がある。記憶の歪みの実態から必要な看護ケアの示唆を得た。

SY21-2

心臓血管外科患者のストレスと術後認知機能低下および ICU 滞在日数の関係

高知県立大学

1）

看護学部、2）近森会近森病院心臓血管外科、3）近森会近森病院看護部

井上 正隆 1）、入江 博之 2）、池淵 正彦 2）、手嶋 英樹 2）、谷脇 和歌子 3）、池田 光徳 1）
【目的】術後せん妄は生命予後悪化につながる可能性がある。唾液中バイオマーカーは不安の指標となることが先行研究で明らか
にされているが、臨床で用いた研究は少ない。本研究は心理的ストレスへの高い反応性が認められているクロモグラニン A（CgA）
を心臓血管外科手術患者に対し測定し、術後認知力低下（postoperative cognitive dysfunction：POCD）やせん妄発症との関連性
を検討した。
【方法】2013 年 11 月から 2014 年 6 月に高知市の A 病院において CABG13 例、弁膜症手術 14 例、大動脈人工血管置換術 2 例、その
他複合手術 6 例を受けた予定手術患者計 35 例を対象とした。除外項目は 60 歳未満、鎮痛剤服用などであった。EuroSCORE-II の平
均は 4.82 ± 12.09 であった。Fast-track 法に準じ、早期気管挿管抜去及びリハビリテーションなどをルーチンに行った。ICDSC
（Intensive Care Delirium Screening Checklist）で術後の認知力やせん妄を診断した。本スケールは 4 から 8 点をせん妄としている
が、これに加え 1 から 3 点を認知力低下あり（せん妄前駆状態）とし、術直後、術後 2 時間、術後 1～5 日目の計 7 ポイントで測定
した。唾液採取は、術前日、術直前、術直後を上記に加えた計 9 ポイントで実施し、CgA 濃度を測定した。研究は、研究者が所属
する大学、研究協力施設の倫理委員会の承認を取得した。
【結果】18 名（51.4%）に術後認知力低下を、4 名（11.4%）にせん妄を認めた。術後認知力低下の発症危険因子を検討し、NYHA、
EF、EuroSCORE-2、手術時間、術中水分出納などに有意な差は認めなかったが、せん妄に関しては手術時間に有意差を認めた。
術前日 CgA 値を用い、術後認知力低下及びせん妄の発症予測を検討した結果、AUC：0.76（p=0.03、95%CI：0.55-0.99）
、感度は 0.857、
特異性は 0.750 であった。
【結論】術前日 CgA 値は術後認知力低下及びせん妄の発症予測に有用であると思われ、看護師の臨床判断に活用できると期待でき
る。
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SY21-3

ICU 入室患者の妄想的記憶と退院後の生活についての調査

岡山赤十字病院、2）岡山県立大学

1）

藤田 知幸 、高橋 徹
1）

保健福祉学部

2）

ICU 入室中に患者の体験する妄想的記憶は、ICU 退室後も不快な記憶として留まると言われている。しかし、少数例での記述的な
報告はあるものの、妄想的記憶が退院後の生活に及ぼす影響についての報告は少ない。今回、妄想的記憶と ICU 入室中の患者特
性や退院後の健康、精神状況等との関係をより明らかにするために調査したので報告する。【方法】2012 年 7 月から 2 年間に ICU
に入室し 24 時間以上人工呼吸管理を受けた患者に対し、属性、せん妄発症等についてデータ収集した。意思疎通の可能な患者に
対して ICU 退室 2 週間以内に入室中の記憶について面談調査をし、退院半年後に日常生活についての質問紙を郵送した。妄想的記
憶と患者データの分析はχ 2 検定またはロジステック回帰分析を SPSS Ver.23.0 for Mac にて行った。本調査は当該施設にて倫理
委員会審議判定の承認を得て、面談時に同意書類への署名と質問紙の返信によって調査参加患者の承諾とした。【結果】患者 150
名中妄想的記憶のある患者は 55 名（37％）、このうち看護師によって妄想的記憶を記録されていたのは 11 名（20％）であった。妄
想的記憶のある患者の特性は、高い GCS、高い AaDO2、低い P/F ratio、せん妄発症の無いことであり（p ＜ 0.05）
、APACHE 2
score、年齢、ICU 在室日数、人工呼吸管理日数、鎮静、抑制時間等との関係はなかった。また、妄想的記憶はせん妄発症患者で
より不快に捉えられていた（p ＜ 0.05）。妄想的記憶を質的に分類した結果、被害妄想が妄想的記憶を不快にする要因であった。妄
想的記憶の有無で退院半年後の主観的健康度と PTSD 徴候に関係はなかったが、被害妄想を持つことで退院半年後に軽度の過覚醒
徴候を示す傾向にあった。【結語】妄想的記憶は、認知・意識レベルの良い、酸素化障害のある患者で記憶に留まっていた。妄想
的記憶に対する不快感はせん妄発症患者で強かったが、妄想的記憶は退院後の生活に影響を及ぼしていなかった。意思疎通が困難
なため人工呼吸管理中の患者の妄想は把握し難いが、特にせん妄発症患者の被害妄想に対しては察知し傾聴して不安を軽減できる
よう、長期にわたり支援の必要なことが示唆された。

SY21-4

人工呼吸患者におけるせん妄発症と妄想的記憶の関連

筑波大学附属病院
筑波大学附属病院

1）
3）

ICU、2）筑波大学大学院人間総合科学研究科フロンティア医科学専攻、
救急・集中治療部

吉野 靖代 1）、卯野木 健 1）、櫻本 秀明 1）、大内 玲 1,2）、星野 晴彦 1,2）、松石 雄二朗 1,2）、丸島 愛樹 3）、水谷 太郎 1,2）
【背景】ICU 退室後の妄想的記憶は、心的外傷後ストレス障害（PTSD）の発症に関連し、その発症率は 8～35％とされる。妄想的
記憶は、ICU 退室患者の 26～46％と比較的高率に認められ、ICU におけるせん妄状態が妄想的記憶の形成に関与する可能性がある
が、その実態は不明である。【目的】人工呼吸療法中のせん妄発症と ICU 退室後の妄想的記憶の関連を明らかにする。【方法】ICU
に 48 時間以上滞在し、人工呼吸管理を 24 時間以上受けた 18 歳以上の患者を対象とし、高次機能障害・精神障害のある患者は対象
から除外。ICU 滞在中 1 日 2 回 CAM-ICU によるせん妄評価を実施、その後 ICU 退室 5～10 日以内に研究者が患者訪問を行い妄想的
記憶の評価となる ICU メモリーツール、PTSD 尺度である IES-R を調査した。得られた結果は SPSS を使用し解析した。【結果】
ICU 退室後の患者の 66％に妄想的記憶が認められた。ICU におけるせん妄の発症率は、ICU 退室後に妄想的記憶をもつ患者で 72％
と、妄想的記憶のない患者のせん妄発生率（35％）よりも高率であった。この結果は多変量解析により APACHE2 スコア、鎮静
深度の RASS で補正した後も同様であった（オッズ比 4.324； 95％信頼区間 1.144-16.341, p=0.031）
。また、妄想的記憶をもつ患者の
IES-R スコアは妄想的記憶がない患者に比べ有意に高かった。【考察】せん妄時の体験は ICU 退室後も患者の記憶として残り、妄
想的記憶の形成に影響していると考えられる。せん妄が妄想的記憶を介して PTSD と関連している可能性がある。
【結論】本研究
において、人工呼吸療法中のせん妄発症は、ICU 退室後の妄想的記憶の増加と関連がある事が示唆された。
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シンポジウム 22

2 月 13 日
（土） 8：00～9：50

Systematic review を行うときの問題点と解決法

SY22-1

第 13 会場

メタ解析：閉鎖式気道吸引は人工呼吸器関連肺炎の発症予防に関連あるか？

倉敷中央病院総合診療科、2）浦添総合病院救命救急センター

1）

栗山 明 1）、藤永 潤 1）、馬越 紀行 1）、髙田 忠明 2）
【背景】閉鎖式気道吸引（CTSS）が開放式気道吸引（OTSS）と比較して、人工呼吸器関連肺炎のリスクを減少させるかどうかは
まだ議論の余地がある。CTSS と OTSS を比較したランダム化比較試験のメタ解析を行った。
【方法】PubMed, the Cochrane Central Register of Controlled Trials, Web of Science, Google Scholar および臨床試験レジストリ
から該当するランダム化比較試験を検索した。最終検索日は 2014 年 10 月 27 日に行った。言語による制限は設けなかった。人工呼
吸器関連肺炎の発症を主アウトカムとして、CTSS と OTSS を比較したランダム化比較試験を対象とした。副次アウトカムは死亡
率と人工呼吸期間とした。ランダム効果モデルを用いてメタ解析を行った。Trial Sequential Analysis（TSA）も感度分析として行っ
た。結果はリスク比（RR）と 95％信頼区間（CI）で表記した。
【結果】1929 名の対象者を含む 16 件のランダム化比較試験を対象とした。OTSS に比較して、CTSS は人工呼吸器関連肺炎の発症
を減少させた（RR 0.69; 95 % CI 0.54–0.87; Q= 26.14; I2= 46.4%）
。OTSS と比較して CTSS は死亡率減少（RR 0.96; 95 % CI 0.83–1.12;
Q= 2.27; I2 = 0.0 %）や人工呼吸器期間短縮（WMD -0.45days; 95 % CI -1.25 to 0.36; Q= 6.37; I2 = 5.8 %）には関連しなかった。
TSA の結果、人工呼吸器関連肺炎発症の 20％のリスク比減少のエビデンスは無かった。本研究の限界としては、対象となった研
究が詳細を述べていなかったこと、結果として質の低い研究と評価せざるを得なかったことが上げられる。
【結論】現在のエビデンスに準拠するのであれば、人工呼吸器関連肺炎の発症に関して、CTSS は OTSS に劣らないことが示唆さ
れた。しかし、この結果を実証もしくは反証するために質の高い研究が必要である。
当日は研究の過程を含めて説明する。

SY22-2

重症急性膵炎における蛋白分解酵素阻害薬の動注療法に関するシステマティックレビュー

慶應義塾大学医学部 内科学（消化器内科）、2）神戸大学医学部附属病院 麻酔科、
国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科、4）自治医科大学附属さいたま医療センター

1）
3）

堀部 昌靖 、江木 盛時 、佐々木 満仁 、讃井 將満
1）

2）

3）

集中治療部

4）

目的重症急性膵炎に対するプロテアーゼインヒビターの持続的局所動注療法の効果に関するシステマティックレビューとメタアナ
リシスを行った。方法検索単語として "Pancreatitis” と “Regional arterial infusion" を用い、PubMed、医中誌にて文献検索を行っ
た。成人の重症急性膵炎においてプロテアーゼインヒビターの持続的局所動注療法の効果を検討している全ての言語の論文を対象
とした。結果検索された 371 の論文から抄録、本文を参考とし、本研究の目的に合致する 8 つの観察研究と、2 つのランダム化比
較試験が選ばれた。8 つの観察研究においてはプロテアーゼインヒビターの持続的局所動注療法は死亡率（オッズ比 ; 0.40,
p=0.0001）と外科的な処置（オッズ比 ; 0.22, p ＜ 0.0001）の両方のアウトカムに対して有意に下げていた。2 つのランダム化比較試
験においては、死亡率（リスク差 ; -0.12, p=0.33）と外科的な処置（リスク差 ; -0.14, p=0.16）の両方のアウトカムに対して有意差
を認めなかった。 結論プロテアーゼインヒビターの持続的局所動注療法は重症急性膵炎において死亡率と侵襲的処置の必要性を
下げる可能性がある。しかし、今回の結果を検証するには大規模な多施設研究が必要である。
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SY22-3

Recombinant human soluble thrombomodulin in severe sepsis: a systematic review and meta-analysis

大阪府立急性期・総合医療センター

1）

山川 一馬

高度救命救急センター、2）大阪大学医学部

生体統御医学

救急医学講座

1,2）

演者は、Systematic review（SR）をはじめる前は、医療統計の専門的知識は全くなかった。そのような演者が如何にして SR 論
文を執筆するに至ったか、度重なる困難をどう乗り越えたかについて 1 例のケースレポートとして発表する。
1）SR 論文の概略
遺伝子組み換えトロンボモジュリン製剤（rTM）は、近年、敗血症性 DIC 症例に対して評価されつつあるが、質の高い RCT も限
られており、これまで SR・メタアナリシスは行われてこなかった。我々は、RCT（3 研究 /838 例）および観察研究（9 研究 /571 例）
に対して、それぞれメタアナリシスを行い、その有用性について検討した。その結果、rTM 投与は、統合リスク比 0.81（95% 信頼
区間：0.62-1.06）で、有意ではないものの死亡率改善に寄与する可能性が明らかとなった。有害事象としての出血性合併症は増加
しなかった。
2）SR を始めるきっかけ
3）まずどこから手をつけたらいいのか
4）解析は難しいようで意外と簡単、でもやっぱり難しい
5）初回投稿雑誌は reject、再投稿まで 1 年を要した
6）査読プロセスと採択後の注意点
7）SR 論文の格を上げるコツ
大規模臨床研究と違い、SR を行うに際して必要な予算はほとんどない。研究そのものに掛かる時間（症例集積期間など）は、数
年はかかることが多い臨床研究と異なり、さほど必要ではない。基礎研究と異なり余った時間で少しずつ自分のペースで進めるこ
とができる。実臨床で多忙を極める一般救急集中治療医にとって、多くの点で最適な臨床研究スタイルのひとつであると考えられ
る。
演者は、本 SR 論文が採択されて以降、一年間で 3 本の SR 論文を作成した（1 本は投稿中）。多くの研究がそうであるように、いか
に『生みの苦しみ』を乗り越えるかが一番のポイントになると考える。
本発表が聴衆のみなさまが SR を始めるきっかけになれば演者にとって一番の幸せである。

SY22-4

Timing of tracheostomy in ICU patients: a systematic review of randomized controlled trials

京都府立医科大学

麻酔科学

細川 康二
【背景】人工呼吸器を長期に必要とする患者に適応される気管切開を、ICU 患者に早期に導入する戦略が臨床転帰を改善するかど
うか議論が続いている。早期の定義が異なる複数の研究をまとめたメタ解析の結果は一定していない。【方法】PubMed と
CENTRAL を検索し得られた候補から、早期気管切開と後期とで死亡率等を比較したランダム化比較試験を選択した。選んだ研
究を、予め定めた 3 研究群（4 日以内の早期と 10 日より後の後期を比較した研究、4 日以内と 5 日より後、10 日以内と 10 日より後）
に分類し、それぞれでメタ解析した。【結果】12 の研究を解析の対象とした。4 日以内に施行する超早期気管切開群は、10 日以降
に行う群に比して著しく気管切開率を上げる（95%：52%）一方で、死亡率は同等であった（OR 0.79［0.45,1.38］
, p=0.41）。10 日
以内の早期気管切開群では、10 日以降と比べて気管切開率の差は小さく（76%：51%）、人工呼吸フリー生存日数が多く（OR 2.10
［0.44,3.76］, p=0.01）、死亡率が低い傾向にある（OR 0.78［0.59,1.03］
, p=0.08）
。
【考察】4 日以内の早期に行う気管切開と 10 日以内
と区別して解析することで、早期の気管切開戦略の中でも、10 日以内の気管切開に有用性が示唆された。
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2 月 14 日
（日） 8：00～9：50

Post Cardiac Arrest Syndrome

SY23-1

第 5 会場

当院における小児心停止後症候群の現状と課題について

熊本赤十字病院

こども医療センター

大平 智子、武藤 雄一郎、小原 隆史、三浦 義文、市坂 有基、平井 克樹
【はじめに】小児心停止後症候群（以下 PCAS）においても成人と同様、救命の連鎖としての集学的管理が重要である。【目的】当
院の小児 PCAS 症例における現状と課題について明らかにする。
【対象と方法】2009～2014 年度の 6 年間に当院で経験した PCAS
症例に対し、管理や予後などの全体像および前後 3 年間を比較した PICU 開設前後での変化について、診療録を用いて後方視的に
検討した。
【結果】当院小児心停止例は 6 年間で 104 人、年齢の中央値は 2 歳 11ヶ月、院内 33 人、院外 71 人で、死亡は 68 人であった。
心停止の原因は外因 40 人、内因 46 人、不明 18 人であった。心停止例のうち PCAS 例は 38 例（35％）であった。PCAS 例の中で心
停止時間が約 20 分以内であった 19 人のうち 11 人に厳密な体温管理が行われていた（目標温度が 34 度台 3 人、35 度台 2 人、36 度台
6 人）。その 11 人において 1 年後 PCPC1 であった症例は、34 度台 1 人、35 度台 1 人、36 度台は 3 人であった。また発症 6 時間以降に
37.5 度を超える例が散見されたが、ほとんどが転院症例であった。前後 3 年間の比較では、心停止数が前 47 人／後 57 人、院外で
の BLS 施行率が前 35％／後 50％であった。ヘリ搬送例は前 3 例（うち現場救急 0 例）／後 13 例（うち現場救急 7 例）であった。ま
た PCAS 例が前 14 人／後 24 人であった。【考察】当院 PCAS 例では平温療法であっても全身管理を厳密に行うことで神経学的予後
良好な症例が散見された。また前後 3 年間比較で PCAS 例の増加がみられたが、熊本県 14 歳以下の死亡数に調査期間中大きな変動
はなく、PCAS 例増加の背景には、院外での BLS 施行率の増加やドクターヘリ導入や PICU 開設による重症患者集約があると思わ
れた。今後の課題としては、搬送中の体温管理を含めた全身管理を更に充実させることがあげられた。

SY23-2

小児心停止後症候群（PCAS）における予後予測因子の検討

成育医療研究センター

1）

集中治療科、2）成育医療研究センター臨床研究開発センター開発企画部

其田 健司 1）、井手 健太郎 1）、壷井 伯彦 1）、青木 智史 1）、小林 徹 2）、西村 奈穂 1）、中川 聡 1）
【目的】日常臨床で一般的に用いられ、かつ迅速に結果が得られる検査より PCAS の予後予測因子を探し出すこと。
【 方 法 】2009 年 1 月 よ り 2015 年 5 月 に 当 院 PICU で PCAS 管 理 を 行 っ た 小 児 を PICU 退 室 時 の Pediatric Cerebral Performance
Category（PCPC）が 3 以下の予後良好群と 4 以上の予後不良群に分けて検討した。
【結果】対象は 70 例で、予後良好群 41 例・予後不良群 29 例であった。両群間で年齢・性別・発症前 PCPC・低体温療法の有無に有
意差はなかったが、血糖・乳酸・ナトリウムは有意に異なった（下表）。ROSC 直後から早期の血糖と乳酸、ROSC 後 6 時間以降の
ナトリウムで 0.8 以上の高い area under the ROC curve（AUC）を認めた。
【考察】血糖・乳酸・ナトリウムは異なる時間帯で高い AUC を示し、実臨床で用いることのできる予後予測因子となる可能性が示
唆された。今後、身体所見・画像検査・電気生理学的検査を含めた予後予測モデルを検討する。
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SY23-3

心停止後症候群における転帰予測 : 対光反射測定による脳幹機能評価の有用性

日本医科大学大学院

1）

横堀 將司

、山口 昌紘

1,2）

医学研究科

救急医学分野、2）日本医科大学付属病院

、五十嵐 豊

1,2）

、恩田 秀賢

1,2）

、桑本 健太郎

1,2）

救命救急科

、荒木 尚 1,2）、増野 智彦 1,2）、布施 明 1,2）、横田 裕行 1,2）

1,2）

【はじめに】従来、心停止後症候群（PCAS）の転帰評価に聴性脳幹反応（ABR）が用いられてきた。しかし ABR は専門的技術を
要し簡便に測定できなかった。一方、対光反射速度や反応時間を迅速測定できる Infrared pupillometer が普及しつつあるが、
PCAS 患者における Pupillometry の脳幹機能評価・転帰予測への応用の可否は明確ではない。Pupillometry と ABR とを比較し、
また患者転帰との相関性を検証し、臨床的意義につき検討した。【対象および方法】2015 年 1 月より当院に入院した PCAS 患者に、
ABR と Pupilometry を同時施行した（NPi100、NeuroOptics 社製）
。I-V 波の潜時（msec）と NPi（Neurological Pupil Index）、最
大瞳孔径 MAX（mm）、最小瞳孔径 MIN（mm）、瞳孔収縮率 %CH、瞳孔収縮開始時間 LAT（sec）
、平均瞳孔収縮速度 CV（mm/
sec）
、最大瞳孔収縮速度 MCV（mm/sec）および平均散大速度 DV（mm/sec）を比較した。退院時 CPC と各パラメータにおいて
比較を行った。t-test および chi-square test を用い、p ＜ 0.05 を有意とした。
【結果】30 症例、58 回測定を行った。ABR 潜時と
LAT は正の相関を示し（β 0.064、R2=0.206）、％CH、CV、MCV、DV は負の相関を示した。CV は転帰良好群（CPC1/2）で、
不良群と比し有意に高値であった。（1.007 vs 0.361 mm/s, p=0.008）【考察および結語】対光反射潜時と瞳孔収縮速度は、ABR 潜
時の延長および患者転帰を推測しうる指標である。簡便かつ迅速な Pupillomerty は PCAS 患者において付加的あるいは代用的な、
新しい治療・転帰予測モニタリングとなる可能性が考えられた。現在進行している多施設研究の結果が待たれる。

SY23-4

心停止蘇生後における aEEG を用いた神経学的予後予測モデルの検討

東京都立墨東病院救命センター
杉山 和宏、柏浦 正広、明石 暁子、田邉 孝大、重城 未央子、山岸 利暢、横山 太郎、湯川 高寛、濱邊 祐一
【背景】近年、成人の心停止蘇生後の神経学的予後予測における aEEG の有用性が報告されている。我々は第 42 回日本集中治療医
学会学術集会で心停止後 24 時間以内の continiuous normal voltage（CNV）への回復は神経学的予後良好の所見と報告した。また
先行研究では経過中の Burst suppression（BS）、復温時もしくは心停止後 72 時間の時点での flat（FT）もしくは low voltage（LV）
は予後不良の所見と報告されている。今回、これらの知見をあわせ aEEG の予後予測モデルを作成し自験例を用いその有用性を検
討した。【方法】aEEG の予後予測モデルとして、心停止後 24 時間以内の CVN を予後良好、経過中の BS もしくは心停止後 48 時間
での flat または LV を予後不良、その他を判定保留とした。対象は 2013 年 1 月から 14 年 12 月に当施設に入院した心停止蘇生後で低
体温療法を受け aEEG を装着された症例とした。対象症例に上記の予後予測基準を適応し、この結果と退院時の CPC を比較し的
中率を検討した。神経学的予後は CPC1,2 を良好、CPC3-5 を不良とした。【結果】対象は 39 例。年齢の中央値 63 歳、心停止時間の
中央値 23 分で退院時 CPC1,2 は 19 例（ 49% ）、CPC 3-5 20 例（51%）であった。aEEG の予後予測モデルの判定では予後良好 18 例、
不良 14 例、判定保留 7 例であり、全体の的中率は 77%（31/39 例）であった。CPC1,2 の症例での的中率は 89%（17/19 例）で、
CPC3-5 では 70%（14/20 例）であった。心停止後 24 時間では 26 例（67%）が判定され的中率 96% であった。【考察・結論】今回用
いた aEEG の予後予測モデルは早期の神経学的予後良好例の同定に優れる。最終的に判定保留となった例の多くで測定時間の不足
があり、より長時間の記録を行うことで予後不良例の予測能の改善も期待される。
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SY23-5

心肺停止蘇生後の人工呼吸管理における Conservative oxygen therapy の効果

Department of Intensive Care, Austin Hospital, Australia、2）Australian and New Zealand Intensive Care Research Centre、
School of Nursing and Midwifery, Deakin University

1）
3）

田中 愛子 1）、Glenn Eastwood1,2,3）、Rinaldo Bellomo1,2）
Mechanically ventilated（MV）cardiac arrest（CA）survivors admitted to the intensive care unit（ICU）are initially typically
sedated and on mandatory mechanical ventilation. A conservative approach to oxygen therapy management may feasibly and
safely reduce exposure to unnecessary oxygen delivery.We performed a retrospective nested cohort study to evaluate the
introduction of a conservative approach to oxygen therapy（target SpO2 88-92% using the lowest FiO2 ）during the first 24 h of
ICU admission for resuscitated CA patients.We studied 912 ABG datasets: 448 ABGs from 50 ‘conventional’ and 464 ABGs from
50 ‘conservative’ group patients. There were clear differences between the groups in relation to oxygen therapy（PaO2 and FiO2
）
over the first 24 hours
（p ＜ 0.001）,the use of spontaneous ventilation
（1 vs 9 patients, p = 0.001）
, and exposure to a FiO2 of 0.21
（0 vs 19 patients, P = 0.001）. In addition, more conservative group patients received a spontaneous MV mode throughout the
study observation（2% vs 18%; p = 0.001）. We found no differences in the proportions of the patients discharged from our
hospital with good neurological outcomes［CPC 1 or 2］among survivors（p = 0.67）and ICU length of stay was significantly
less for conservative oxygen therapy patients（p = 0.04）. Our findings provide preliminary evidence to support further
investigations of conservative oxygen therapy and its impact on patient outcomes in mechanically ventilated CA patients
admitted to the ICU.

SY23-6

院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法の実行可能性と安全性

慶應義塾大学医学部救急医学教室、2）慶應義塾大学医学部循環器内科、
日本医科大学大学院医学研究科加齢科学系専攻細胞生物学分野

1）
3）

多村 知剛 1）、林田 敬 1）、鈴木 昌 1）、佐野 元昭 2）、渋沢 崇行 1）、吉澤 城 1）、小林 陽介 1）、太田 成男 3）、福田 恵一 2）、堀 進悟 1）
【緒言】分子状水素は多面的効果を有し、虚血再灌流障害に有効である。我々は動物実験で、水素ガス吸入療法（HI）が自己心拍
再開（ROSC）後の脳・心機能を改善し、生命予後も改善することを報告したがヒトでの検討はない。【目的】心停止後患者に対
する HI の実行可能性と安全性を調査することである。
【対象と方法】2014 年 1 月以降に院外心停止のため搬入された患者。適応は
年齢 20-80 歳、病院前もしくは救急外来で ROSC 後も GCS ≦ 8 の者。発症前の脳機能カテゴリー（CPC）3,4、救命を希望しない、
原疾患が外傷・急性大動脈解離・末期癌、50％酸素投与下で経皮的酸素飽和度＜ 94％、昇圧薬投与後も収縮期血圧＜ 90mmHg、
ROSC から HI 開始まで 12 時間以上を要する者、妊婦は除外とした。HI は集中治療室入室後、体温管理療法と並行し 2% 水素を用
いて 18 時間行った。主要評価項目は搬入から 1 週間の有害事象とし、独立データモニタリング委員会が有害事象と HI との因果関
係を判定した。副次的評価項目は 90 日生存率と 90 日神経転帰良好（CPC1,2）の割合とし、2013 年 1 年間の歴史的対照群と比較した。
検定は Fisher の直接法を用いた。【結果】試験期間中 21 人が ROSC 後に入院した。16 人を除外し、5 人に HI を行った。年齢 65 ±
14 歳、男性 3 人（60%）、心原性 3 人（60%）、初期調律心室細動 4 人（80%）
、全例に目撃あり、バイスタンダーCPR 実施 4 人（80%）、
推定心停止時間 16 ± 5 分、低体温療法実施 4 人（80%）
、ROSC から HI 開始まで 4.9 ± 1.2 時間であった。HI に起因した有害事象は
認められなかった。90 日生存は 4 人（80%）、90 日 CPC1,2 は 4 人（80%）であった。対照期間に ROSC 後入院した 12 人のうち、本
研究の適応 / 除外基準を満たしたのは 5 人であった。90 日生存は 4 人（80%）、90 日 CPC1,2 は 3 人（60%）で、HI 群と比較して生
存率（P=0.50）、CPC1,2 の割合（P=0.78）に有意差を認めなかった。
【結語】心停止後患者に対する HI は実施可能で安全であった。
今後 HI の有効性の検討が必要である。
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SY23-7
順天堂大学

心肺機能停止蘇生術後の抜管困難症となる要因の検討
静岡病院

救急診療科

柳川 洋一、日域 佳、小日向 麻里子、吉澤 俊彦、小畑 宏介、石川 浩平、大坂 裕通、大出 靖将
目的：心肺機能停止（CPA）蘇生術（CPR）後の抜管困難症となる要因を明らかにすること方法：2013 年 10 月から 2015 年 7 月ま
での間、当院に内因性 CPA により搬送され、心拍再開を得て 1 週間以上入院となった症例とした。除外項目は、CPA 時の CPR と
して気管挿管は施行されなかった症例とした。対象を 2 週間以上、抜管できなかったもしくは一度抜管したが再挿管された症例を
抜管困難症例群、2 週間以内に抜管し、再挿管しなかった症例をコントロール群とした。両群間で、年齢、性別、既存の呼吸器疾
患の既往、CPA の原因が心原性か否か、CPA 時の目撃者の有無、bystander CPR の有無、胸骨圧迫時間、現場初期心電図が電気
ショック適応波形か否か、来院時の base excess 値、低体温療法施行の有無、CPR によるフレイルチェスト合併の有無、2 週間以
内の意識回復の有無、一月後の Cerebral Performance Category（CPC）に関して検討を行った。結果：20 例が対象となった。こ
のうち 8 例が抜管困難群、残りの 12 例がコントロール群となった。抜管困難群は 8 日目に途中死亡した 1 症例を除き、7 例全例が
蘇生後 2 週間の時点で人工呼吸器が必要な状態であった。抜管困難群はコントロール群と比較し、女性比率、平均年齢、呼吸器疾
患の既往、胸骨圧迫によるフレイルチェストの合併率、平均 CPC 値が統計学的に有意に高値であった。一方、抜管困難群はコン
トロール群と比較し、2 週間以内の意識回復率は低値を示した。結語：高齢、女性、呼吸器疾患の既往、胸骨圧迫によるフレイルチェ
ストの合併、遷延性意識障害の症例は、心拍再開を得ても、蘇生後 2 週間の時点では人工呼吸器からの離脱は困難で、最終転帰も
不良となる可能性が高い。
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肺血栓塞栓症治療

SY24-1

2 月 14 日
（日） 9：00～10：10

最前線

第 6 会場

広範型肺血栓塞栓症への治療戦略

日本医科大学付属病院

心臓血管集中治療科

山本 剛
広範型肺血栓塞栓症では急性の右心不全からショックに陥る。適切な治療が行われない限り、多くは数時間以内に死亡する。した
がって救命のためには迅速で的確な診断、治療が重要になる。初期治療では、酸素投与、未分画ヘパリンボーラス、容量負荷を行
う。循環虚脱例には経皮的心肺補助装置を導入する。広範型への標準治療は血栓溶解療法であるが、血栓溶解療法による肺動脈圧
低下が得られるまで、あるいは血栓摘除術スタンバイの間に血管収縮薬の投与を考慮する。血管収縮薬の中でもノルエピネフリン
が最適と考えられ、α受容体刺激による血圧上昇を介した冠血流増加と、β 1 刺激による直接的な強心作用により右室機能を改善
する。血栓溶解療法では、肺動脈内血栓の溶解により肺動脈血管抵抗が減少し、血行動態や右室機能の早期改善がもたらされる。
また、肺血流の増加に伴いガス交換も改善する。本邦では mutant t-PA のモンテプラーゼが、不安定な血行動態を伴う急性血栓塞
栓症に対して保険適応になっている。血栓溶解療法の絶対禁忌は活動性出血、2ヶ月以内の脳梗塞、脳出血の既往、相対禁忌は大
手術後 10 日以内、15 日以内の重症外傷、1 か月以内の脳神経外科手術あるいは眼科的手術などである。禁忌事項に含まれる多くは
肺血栓塞栓症の誘発因子でもあり、重症例では相対禁忌事項があっても救命のために血栓溶解療法を選択せざるを得ない場合もあ
る。血栓溶解療法が禁忌、あるいは血栓溶解療法に効果が不十分な症例には、外科的血栓摘除あるいはカテーテル治療を考慮する。
どちらを選択するかは施設の専門によって判断する。カテーテル治療では血栓塞栓の範囲、量に合わせて手技の選択や血栓溶解薬
量の調節が可能であり、速やかに肺血流の改善や肺動脈圧の低下がみられる。ICU では重症度の高い循環虚脱例や血栓溶解薬の禁
忌例が少なくないため、呼吸循環管理、診断、治療を実施するにあたり、集中治療医だけでなく、循環器内科医、放射線科医、心
臓血管外科医、臨床工学技士など集学的にアプローチすることが重要である。

SY24-2

慢性血栓塞栓性肺高血圧症治療の最前線

国立病院機構

岡山医療センター

循環器内科

松原 広己
慢性血栓塞栓性肺高血圧症（chronic thromboembolic pulmonary hypertension; CTEPH）は，急性肺塞栓症の 4％程度が移行する
とされる稀な合併症である．CTEPH は肺動脈血栓内膜摘除術により根治が可能な唯一の肺高血圧症であるが，本邦では末梢優位
に病変が局在する高齢女性の症例が多いことから，手術不適と判断されることが多い．こういった手術不適な症例に対して内科的
治療が適応となる．近年，肺高血圧症治療薬の一つであるグアニル酸シクラーゼ阻害薬のリオシグアトが CTEPH に対して有効で
あることが報告され，CTEPH 治療薬として承認されるに至った．今やリオシグアトは，手術不適な患者に対する内科的治療の世
界標準となった．一方，本邦においては手術不適な患者に対するインターベンション治療が発達してきた．その効果は肺動脈血栓
内膜摘除術に匹敵するものの，高率に発生する術後合併症が問題であった．様々な努力と技量向上の結果，インターベンション治
療の安全性は飛躍的に向上した．今や CTEPH のインターベンション治療は世界に普及しつつある．今回は CTEPH の内科的治療
の最新の知見について概説したい．
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SY24-3

急性広範型肺塞栓症に対する外科的アプローチ

弘前大学大学院

医学研究科

胸部心臓血管外科

福田 幾夫
肺塞栓症（PE）は主に下肢で形成された血栓が、肺動脈を閉塞することにより起こり、その病態は肺動脈有効断面積の減少によ
る急性右心負荷と、換気血流不均衡による低酸素血症である。塞栓が肺動脈主幹部や左右主肺動脈を急激に閉塞した広範型 PE で
はショックあるいは心肺停止に陥る。PE の治療としては、1）循環呼吸動態の安定化、2）血栓進展および血栓源からの再塞栓の
防止、3）肺動脈再灌流療法に大別できる。1）では昇圧剤・酸素投与、人工呼吸、補助循環（PCPS）が重症度に従って行われる。
2）は抗凝固療法と下大静脈フィルターによる移動血栓の補足である。3）は血栓溶解療法、カテーテル治療、外科的血栓除去術が
ある。急性 PE の肺塞栓除去術の適応は、心肺停止や重症ショックで PCPS を導入したもの、広範型 PE で血栓が大きく血行動態が
不安定で血栓溶解療法の効果発現まで待てないもの、大手術や脳血管障害など血栓溶解療法禁忌例、血栓溶解療法無効例、右心系
浮遊血栓などである。日本胸部外科学会の症例数調査では、わが国では 1997 年 ~2013 年までの 16 年間に 1186 例の肺塞栓除去術が
行われ、在院死亡は 259 例、通算手術死亡 21.3% であった。とくに 2010 年から 2013 年末までの 4 年間では 352 例の手術で、在院死
亡 63 例、通算手術死亡 17.9% と改善が見られている。PCPS 導入例の救命率は 73~81% と報告されている。心停止から PCPS 導入
まで 30 分以上を必要とした症例の予後は不良である。肺塞栓除去術の手術死亡率は決して低くはないが、対象が自然予後で死亡
率 50％以上の致死的病態を対象としており、救命的治療としては大きな意義がある。Takahashi らは PCPS 導入 16 例を含む 24 例
に対する肺塞栓除去術の救命率を 87.5％、ハーバード大学からは、105 例の広範型・亜広範型 PE105 例の手術救命率 93.4% と報告
している。我々は妊婦 3 例を含む PE26 例で手術救命率 96.2% であった。もっとも重篤な合併症は体外循環離脱困難で、いわゆる
acute on chronic PE では血栓のみの摘除では肺高血圧が改善しない。また、PE 発症後時間がたった症例で器質化が始まった血栓
を肺動脈壁から無理に剥がそうとすると、肺動脈を損傷し、致命的な肺出血を起こすことがある。広範型 PE は重篤な疾患である
が、集中治療と積極的な再灌流療法で救命可能であることを集中治療医、循環器内科医、麻酔医、心臓血管外科医は認識すべきで
ある。
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先天性心疾患の全身管理

SY25-1

第 7 会場

先天性心疾患の全身管理 呼吸・循環相互作用

京都府立医科大学付属病院

集中治療部

徳平 夏子
【はじめに】呼吸と循環は密接に関連している。例えば呼吸仕事量増大による循環負荷や、左心機能低下による肺水腫は呼吸仕事
量を増悪させる、などであるが、先天性心疾患症例において、この呼吸循環相互作用は顕著であり、呼吸は循環を規定する重要な
要素である。
【肺血管抵抗】先天性心疾患において、肺血管抵抗の管理が重要となる。肺血管抵抗は、高濃度酸素・一酸化窒素・
アルカローシス・PDE 阻害薬・エンドセリン受容体拮抗薬・過膨張及び無気肺を避ける、などで低下するが、呼吸管理の基本
的なパラメーターである吸入酸素濃度と血中二酸化炭素分圧は、肺血管抵抗に影響する因子の中でも重要とされ、肺血管抵抗を管
理する上で呼吸管理が重要であることがわかる。シャントが存在する場合、肺体血流比は、シャントの大きさ、大血管の狭窄、肺
血管抵抗、体血管抵抗によって決まる。このうち集中治療室で関与出来るのは血管抵抗である。例えば、肺血流増多型循環の場合、
過剰な肺血流増加を回避する為には、肺血管抵抗を下げない管理が必要となる。また、Blalock Taussig shunt 術後は、シャント血
流量によって肺血管抵抗の管理は変わる。その他吸痰などで肺血管抵抗が変わり循環動態への影響をみる場合もある（刺激による
肺血管収縮：肺高血圧発作 pulmonary hypertensive crisis :PH crisis、または気道ドレナージによる肺血管抵抗低下、など）。フォ
ンタン手術（total cavopulmonary connection TCPC）でも肺血管抵抗の管理は重要で、静脈血はポンプ作用無しに受動的に体心
室へ流れるために、肺血管抵抗を低く保つことが重要である。陽圧換気離脱による肺血管抵抗の低下、及び陰圧呼吸による静脈還
流増加はフォンタン循環において有効であり、このためフォンタン手術後では早期の陽圧換気離脱が重要となる。
【まとめと補足】
先天性心疾患の管理において呼吸循環相互作用は顕著で、安定した循環動態：シャント性疾患ではバランスのとれた肺体血流比を
保つ為に、フォンタン循環では適切な前負荷を維持する為に、肺血管抵抗の安定した管理が重要である。このため人工呼吸管理の
みならず、鎮痛・鎮静を含めた基本的全身管理が前提であることを補足とする。

SY25-2

先天性心疾患術後の LOS の評価について

大阪府立母子保健総合医療センター

ScvO2、Lac とともに CO2 gap は有効な指標となり得るか

集中治療科

赤松 貴彬、橘 一也、竹内 宗之
先天性心疾患において、低心拍出症候群（Low Output Syndrome：LOS）をしばしば経験する。特に人工心肺離脱後、6～12 時間
以内に 25～65％で起こるとされ、難治性のショックに陥る場合もあり、迅速な対処が必要である。原因としては人工心肺そのも
のに起因した全身の炎症、低体温の影響、心筋の一過性の虚血・再灌流や心筋の切開の影響などが考えられている。バイタルサイ
ン、臨床症状から予測することは重要であるが、客観的な評価も必要である。心エコーは経時的な心機能評価に関しては最も有用
な評価法であるが、酸素需要供給のバランスを示すものではなく、正確な評価には熟練が必要であり誰もが出来る訳ではない。そ
の他に LOS を評価する指標として、混合静脈血酸素飽和度（SvO2・ScvO2）や血中乳酸値が用いられることがある。ScvO2 は酸
素 供 給 量（Oxigen delivery:DO2） を 反 映 さ れ る と さ れ、 有 用 と 考 え ら れ て い る が、 酸 素 供 給 量 と 酸 素 消 費 量（Oxigen
consumption:VO2）の比を反映しているに過ぎない。ScvO2 の低下が心拍出量の低下であるというのは VO2 が一定であるという
前提の解釈である。嫌気性代謝が亢進し、VO2 が低下し始めるような病態においては DO2 や心拍出量を反映していない可能性が
ある。成人も含めた研究においては、ICU 入室時に ScvO2 が高値を示した群（80％以上）の方が死亡率が高かったという報告もあ
る。乳酸値に関しても嫌気性代謝の指標には、なり得るものの、カテコラミンの影響や、肝機能によっても左右され、この値のみ
で LOS を予測することは困難である。近年、動脈血と混合静脈血との CO2 分圧の差（CO2 gap）が注目されており、敗血症領域
では報告が挙げられている。敗血症においては、高サイトカイン血症のため、酸素の抽出障害、すなわち十分な DO2 があっても
組織へ O2 を取り出すことが出来ない状態に陥るとされ、嫌気性代謝につながると考えられている。このような場合、DO2 が十分
あったとしても VO2 が低下しているため、ScvO2 は低下しにくいと予想される。CO2 gap は組織血流低下による組織低酸素によっ
て上昇するとされ、嫌気性代謝下では特に有用である可能性がある。当院においても、心臓血管外科術後の小児において ScvO2
とともに ICU 入室時の CO2 gap を調査した。半年間 72 症例の平均値は 9.9mmHg と高値であった。正常値とされる 6mmHg 以下の
症例と 7mmHg 以上の症例で比較検討したが、ICU 入室時の乳酸値は 13.4mg/dl vs 17.9mg/dl（p=0.16）
、ICU 滞在日数は 5.08 vs 7.18
日（p=0.19）と有意とは言えないまでも CO2 高値群の方が重症であると示唆された。これらの結果からも CO2 gap は LOS の補助
的な指標としては有効な可能性があり更なる調査を進めている。このように先天性心疾患術後の管理においては、バイタルサイン
や、臨床症状に加え、ScvO2・乳酸値・CO2 gap を参考にしながら、心拍出量を推測し、迅速な対応をすることが必要である。
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SY25-3

先天性心疾患の全身管理

静岡県立こども病院

LOS の治療 - その考え方と実際

循環器集中治療科

大崎 真樹、齋藤 千徳、粒良 昌弘、三浦 慎也、中野 諭、濱本 奈央
急性期循環管理の根本的な考え方は、酸素需要に見合った酸素供給をいかにして保つかということである。この「酸素需要と供給
のバランス」という観点から LOS の治療を考えてみる。
＜酸素供給量＞酸素供給量は心拍出量 x 酸素含有量と表され、心拍出量は一回拍出量 x 心拍数で規定される。一回拍出量を規定す
るものは拡張末期容量と収縮末期容量である。一回拍出量を最大化するためには拡張末期容量を最大化し収縮末期容量を最小化す
れば良いわけであるが、そのためには 1）前負荷をかける（必要十分な輸液） 2）後負荷を下げる（血管拡張剤） 3）心収縮力の
増加（強心剤）といったことが必要になる。至適心拍数は心室容量や狭窄・逆流の有無など血行動態により異なるため、解剖・残
存病変を理解した上で、個々の患児に合わせて最適化する必要がある。特に開心術後には一時的に心室内伝導が変化することがあ
り、一時ペーシングによる心室再同期が有効な場合もある。シャント系の血行動態では肺体血流比を調整することにより、心拍出
量は同じであっても体血流を増加させることができる。同様に体肺側副血行路が想定以上に発達している場合、同じ心拍出量で
あっても体血流が少なくなるためコイル塞栓術などでこれをコントロールすることも時に必要となる。酸素含有量も酸素供給量の
重要な規定因子であり、2 心室循環では PaO2、SaO2 とも高めの維持を心がける。単心室循環では体血流と酸素含有量の積が最大
化する点を目指してコントロールする。Hb 濃度と予後の関係に関しては諸説あるが、少なくとも単心室循環の LOS では Hb 濃度
は高めに保つべきであろう。
＜酸素需要量＞酸素需要量は基礎代謝により大きく規定される。そのため体温コントロール、適切な鎮静が重要となる。必要であ
れば筋弛緩も追加し可能な限り酸素需要量を抑える。また人工呼吸は呼吸筋補助により酸素需要量を低下させるだけでなく、右心
バイパス術後以外での循環補助作用もあるため非常に大切である。
この酸素需要量と供給量の両者をコントロールしながらバランスを取っていく訳だが、最大限の内科的治療を行っても酸素需要に
供給が追いつかない場合、機械的補助循環（ECMO/VAD）を考慮する。
上記のような LOS 治療の基本的な考え方を概説し、ベッドサイドでは実際にどう対応していくのかを症例を提示しながらお話し
したい。

SY25-4

CHD 術後の AKI

岡山大学病院

1）

麻酔科蘇生科、2）川崎医科大学

麻酔・集中治療医学

杉本 健太郎 、戸田 雄一郎 、清水 一好 、末盛 智彦 1）、金澤 伴幸 1）、野々村 智子 1）、川瀬 宏和 1）、塩路 直弘 1）、黒江 泰利 1）、
岩崎 達雄 1）
1）

2）

1）

先天性心疾患（CHD）の術後に起こる問題点には術後出血・低心拍出量症候群・呼吸不全・急性腎傷害（AKI）などが挙げられ
るが中でも近年 AKI は重要な話題となっている。AKI 発生率・AKI 発生後の予後については報告によって様々であるが，CHD 術
後患者の 28-52% に AKI が発症するといわれている。一旦 AKI が発生すると人工呼吸時間・ICU 滞在時間が延長し、5-9 倍死亡率が
上昇するとの報告がある 1）。AKI 発生のリスクファクターとしては、年齢・術前の腎機能低下・チアノーゼ・手術の複雑さ・長
い人工心肺時間・術中の低血圧・低心拍出量が挙げられる。小児 AKI 診断基準としては、RIFLE・pRIFLE・AKIN・KDIGO の 4
つの診断基準が主だったものであり、完全には統一されていないのが現状である。すべて血清 Cr 値と尿量を用いた診断基準であ
るが、血清 Cr 値は腎機能が悪化してから遅れて上昇してくるため、血清 Cr 値よりも早期に患者の状態を表す指標が望ましい。
CHD 術後 AKI の早期診断のためのバイオマーカー研究は多数あり、有用性が報告されている。NGAL（neutrophil gelatinaseassociated lipocalin）
、L-FABP
（liver fatty acid-binding protein）
、シスタチンC、KIM-1
（kidney injury molecule 1）
、IL-18
（interleukin
18）などが代表的なバイオマーカーである。NGAL については、2005 年の Mishra らの報告では、人工心肺後 2 時間の尿中 NGAL は、
術後 3 日目までの AKI 発生を感度 100％・特異度 98％で特定するという結果であった 2）。L-FABP については、2008 年の Portilla
らの報告では、人工心肺後 4 時間の尿中 L-FABP は、術後 3 日目までの AKI 発生を感度 71％・特異度 68％で特定するという結果で
あった 3）
。また、演者らは 2015 年に尿中アルブミンの有用性を報告しており、術直後 ICU 入室時の尿中アルブミンは、術後 3 日
目までの AKI 発生を感度 56％・特異度 77％で特定するという結果であった 4）。現在、小児 AKI の予防については確立されたもの
はないが、バイオマーカーを用いて AKI を早期診断し、早期介入を行うことにより AKI を予防できるようになる可能性がある。1
David M. Axelrod et al. Acute kidney injury in the pediatric cardiac patient. Pediatric Anesthesia（2014）24, 899-9012 Jaya
Mishra et al. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin（NGAL）as a biomarker for acute renal injury after cardiac surgery.
Lancet（2005）365, 1231-383 D Portilla et al. Liver fatty acid-binding protein as a biomarker of acute kidney injury after cardiac
surgery. Kidney International（2008）73, 465-4724 Sugimoto K et al. Urinary Albumin Levels Predict Development of Acute
Kidney Injury After Pediatric Cardiac Surgery: A Prospective Observational Study. J Cardiothorac Vasc Anesth（2015）May 22
［Epub ahead of print］
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Frail の問題点と取り組み

SY26-1

第 12 会場

フレイルの課題と対策

国立長寿医療研究センター
荒井 秀典
少子高齢化により、現在高齢者人口は 26％を超えており、約 10 年後の 2025 年には 75 歳以上の後期高齢者が 2000 万人を超えると
推定されている。このような人口構成の変化を示すわが国においては、外来患者、入院患者とともに高齢化し、いかに加齢に伴う
様々な問題に対処するかが、患者の予後の改善だけでなく、QOL の改善、再入院の予防につながる。加齢に伴い、様々な疾病へ
の罹患が増えるが、同時に臓器機能が徐々に低下し、生理的な予備能が減少する。65 歳以上 75 歳未満の前期高齢者と 75 歳以上の
後期高齢者を比較すると、後期高齢者においては加齢による様々な生理的予備能の衰えにより、外的なストレスに対する脆弱性が
高まり、感染症、手術、事故を契機として要介護状態に陥ることが増えてくる。このように、加齢とともに環境因子に対する脆弱
性が高まった状態が「フレイル」であるが、もともと虚弱と訳されていた概念である。フレイルは、高齢者の生命・機能予後の推
定や包括的医療を行う上でも重要な概念であり、介入可能な病態であることから高齢者の健康増進を考える上では、すべての国民
が理解すべき概念である。本シンポジウムでは、その概念、病態生理、適切な介入方法などについて述べたい。

SY26-2

集中治療領域における早期フレイル対策

JA 愛知厚生連海南病院

リハビリテーション科

飯田 有輝
フレイルは高齢者の生活機能を障害する主要な因子とされ、地域住民高齢者における有病率は、65 歳以上で約 10%、80 歳以上で
30% 以上と、加齢とともに増加することが示されている。またフレイルは身体的・精神的機能が減弱している上に予備能が低く、
比較的軽症の疾病や外傷などをきっかけに容易に生活自立レベルの低下や要介護状態に陥る。そのため、高齢化率の高い本邦にお
いて、フレイル対策は急性期においても大きな主関心事となっている。フレイルの診断基準は Fried らの提唱した Cardiovascular
Health Study（CHS）の基準がよく用いられ、体重減少、易疲労性、活動レベル低下、筋力低下、歩行速度低下の 5 つの構成から
なる。すなわちフレイルは、食欲低下（低栄養）、免疫能低下、サルコペニア、インスリン抵抗性、神経疾患を原因とし、さらに
これらの要素は複合的に負の連鎖を引き起こし、病態を進行させることが示されている（フレイルサイクル）
。
ICU で管理される重症患者では、全身性の筋力低下を主体とした機能障害である ICU 関連筋力低下（ICU-acquired weakness;
ICU-AW）や、ICU 管理由来のせん妄が高率に発生する。ICU 退室後も続く ICU-AW ならびにせん妄は強力な予後不良因子であり、
関連する医原性リスクをいかに軽減するかは ICU の重要な取り組みとなる。発生要因として、全身性の炎症や、血糖上昇、筋蛋
白異化、筋不活動、過鎮静、薬剤性などが挙げられている。これらの因子は、フレイルあるいはフレイルサイクルの発端になり得
るリスクファクターとして考えることができる。つまり、ICU 管理によって引き起こされるフレイルがあり、言い換えれば、医原
性リスクを最小限に止めることが ICU 由来のフレイル対策として重要な取り組みとなる。また、手術前や ICU 入室時に併存する
フレイルは予後不良因子であるとの報告が多数みられる。当院の心臓外科術患者で 3-methylhistidine を用いた検討では、術前患者
の 30% にフレイルを認め、フレイルが術後筋蛋白異化亢進の独立した予測因子として示された。このように、フレイルに侵襲が
加わることで異化が亢進しさらに病態が悪化すると考えられ、既にフレイルに陥っている患者のスクリーニングと、フレイル患者
に対する病態悪化予防策の構築が必要となる。
集中治療領域におけるフレイル対策として確立したものはまだないが、原疾患の治療のみではなく、フレイルの主要な原因であ
る筋力低下や低栄養、ならびに高齢者に特徴的な症状や病態に視点を当てた包括的な取り組みが並行して必要となる。
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SY26-3

当院におけるフレイルの評価と対策

済生会熊本病院

1）

リハビリテーション部、2）済生会熊本病院

岡田 大輔 、中村 通孝 、西上 和宏
1）

2）

集中治療室

2）

人口の高齢化に伴い、フレイルを有する患者が増加している。その評価方法としては、Fried らの CHS index が国際的に用いられ
ているが、身体的なフレイルの評価が中心となっている点など、問題点が指摘されている。当院では、独自に 6 つの評価項目（5m
歩行速度、握力、ADL、体重減少、精神的消耗度、認知機能）からなる Saiseikai Frailty Score（SFS；0-6，最重症 6 点）を設定し、
フレイルの評価を行っている。特徴は、身体的・精神的な評価と認知機能の総合的な評価が行える点である。 我々は、循環器疾
患、特に治療そのものが高齢で併存症を有している患者を対象としている経カテーテル的大動脈弁植え込み術の術前・術後評価に
SFS を用いており、患者選択から治療後の患者状態評価における有用性を確認している。 集中治療が必要な高齢者においても、
フレイルの評価は重要である。フレイルの合併が、せん妄を増加させ、ADL 低下の要因となり、患者の QOL を長期にわたり低下
させることが報告されている。また、ICU-Acquired Weakness などの合併に伴い、集中治療室での管理中にフレイルを呈する症
例を多く経験する。そのため、入院前の状態を評価することに加え、入室中に患者がフレイルを呈しているかを評価する必要性が
ある。 現在、集中治療室入室中の患者のフレイル評価に SFS の使用を開始しており、身体的フレイルだけでなく、鎮静剤使用
などの影響で見逃されることの多い認知機能障害や精神的な問題に対する評価を行っている。入室中の患者の多くがフレイルを呈
しており、改善のためには多職種による多面的なアプローチが重要である。 本シンポジウムでは、当院のフレイルに対する取り
組みについて報告するとともに、今後の対策について議論したい。

－ 277 －

シンポジウム（合同企画）1

2 月 13 日
（土） 9：00～10：50

急性心不全国際会議 : Topics of acute heart failure: the patient with AHF on the ICU/CCU

JS1-1

第 5 会場

Asian acute heart failure guidance

Cardiology and Intensive Care Unit, Nippon Medical School Musashi-Kosugi hospital, Japan
Naoki Sato
Acute heart failure（AHF）is increasing in prevalence and is a public health problem in the Western countries as well as in
Asia. The most critical issues of AHF are high mortality and readmission rates. To solve these issues, recently several AHF
practical guidances have been published by European and American groups. Indeed, most of AHF managements are conducted
despite lack of evidence by emergency physicians, intensivists, cardiologists, and internal medicine physicians. However, these
guidances suggest that cooperation and homogenization of AHF management are key in improving the outcome. In Asian
countries, there are variations for pharmacological and non-pharmacological managements. Therefore, Asian AHF guidance
should be also needed to achieve the same goal of the Western AHF guidances. In this lecture, first, the differences in AHF
managements between Asian countries will be shown. Second, I would like to emphasize the benefit of “the earlier, the better”
AHF management based on evidences including Asian studies.
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Organ damage in acute heart failure

Department of Anesthesia and Critical care, University Hospitals Saint Louis-Lariboisière; U942 Inserm; University Paris
Diderot, Paris, France.
Alexandre Mebazaa
Acute heart failure（AHF）is defined as a rapid onset of or deterioration in the signs and symptoms of heart failure（HF）
with an abnormality of cardiac structure or function, and requiring urgent treatment. It may present as new HF（also called de
novo HF）or worsening HF in the presence of chronic HF. This definition already described repeatedly in various ESC
guidelines is still valid. Acute heart failure is seen today as related to congestion rather than low cardiac output. Congestion
helps to maintain cardiac output but has some side effects upstream the ventricles. This includes organ congestion leading to
alteration in their function. The paper explains how to assess organ dysfunction in acute heart failure.
1. Assessment of cardiorenal syndrome
Both cardiovascular and renal diseases are common and frequently coexist in the same patient. Acute renal dysfunction
occurs as a consequence of new kidney injury or acute deterioration of pre-existed chronic kidney disease. Compared with new
onset kidney injury, acute deterioration of pre-existed chronic kidney disease was associated with higher risk for in-hospital
mortality, long hospital stay, and failure in renal function recovery. Five categorizes of cardiorenal syndrome（CRS）are
described. Serum creatinine is used to derive the glomerular filtration rate（GFR）as an indicator of kidney function
nevertheless in ICU patients GFR is frequently overestimate due oedema and volume overload typical for AHF.
Several new biomarkers of early stage of kidney damage, cystatin C and neutrophil gelatinase-associated lipocalin（NGAL）,
have been identified to diagnosis early AKI before a significant increase in serum creatinine level and can lead to earlier specific
therapies to repair or prevent progression. Cystatin C is a protein produced at a constant rate by all nucleated cells, entirely
filtrates by glomeruli and metabolized by tubules cells. Increase serum Cystatin C（sCyC）levels is a biomarker of glomerular
function. If the predictive ability of sCyC for AKI are still debated but sCyC appeared to be a good biomarker of AKI（38）.In a
meta-analysis of 19 studies with 3,336 patients, sCyC appeared to be a good biomarker of AKI（39）ref with a sensitivity and
specificity respectively 86% and 82%. In AHF patient, sCyC was a stronger predictor of the length of hospitalization or death or
rehospitalization during 1-year follow-up. sCyC seems to be a promising new risk marker to perform more accurate risk of
patients with AHF.
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Many studies analyzed the role of NGAL as an early diagnostic marker for AKI in AHF. Plasma NGAL levels do not
adequately predict AKI in some studies but in other admission NGAL measurement appears a sensible tool for worsening renal
function during hospitalization and prognosis. A cut off of 134 ng/ml has been related to worsening renal function with
sensibility and specificity at 92% and 71% respectively.
To variation between studies could be link to the fact that studies did not use identical definitions for AKI, and this definition
is critical in biomarker research. Further clinical trials are needed to determine the diagnostic utility of sCyC and NGAL as a
biomarker of AKI. In most cases patients with AHF are admitted with clinical signs and symptoms of congestion and fluid
overload. These biomarkers cannot be yet recommended because of a lack of evidence of cost effectiveness. In addition,
creatinine is still the preferred marker for serial monitoring of renal function in individuals.
2. Assessment of liver function
Abnormal liver function tests（LFTs）in HF patients occur from different mechanisms lack of perfusion and congestion. A
decreased cardiac output state leading to impaired organ perfusion is associated with acute centrilobular hepatocellular damage,
ischemic hepatic then necrosis are mainly related to aspartate transaminase（AST）
, alanine transaminase（ALT）
, and bilirubin.
Whereas, elevated right atrial filling pressures with increased central venous pressure and systemic congestion lead to
congestive hepatic injury and are related to all liver function tests, especially gamma-glutamyltranspeptidase（GGT）
, alkaline
phosphatase（ALP）,and bilirubin.
Threes larges cohorts studied the abnormal LFTs in AHF: A post hoc analysis of 1134 patients of SURVIVE trial（The
Survival of Patients With Acute Heart Failure in Need of Intravenous Inotropic Support）
, the AHEAD trial（Acute Heart
Failure Database）with 8818 patients, and a post hoc analysis of the trial EVEREST（Efficacy of Vasopressin Antagonism in
Heart Failure Outcome Study with Tolvaptan）with 2061 patients. The prevalence of abnormal LFTs was between 46-76% at
admission.
Abnormal alkaline phosphatase was associated with marked signs of systemic congestion and elevated right-sided filling
pressure and associated with worse 180-day mortality. Abnormal transaminases were associated with clinical signs of
hypoperfusion and with greater 31-day and 180-day mortality compared with normal transaminase profiles. LFTs abnormalities
were strongly associated with AHF severity（left ventricular ejection fraction and NYHA functional class）and clinical
manifestation. Two other studies showed prognostic value of total bilirubin levels. Low albumin levels also have been found to
have prognostic value in patients with acute decompensated HF.
After elimination of potential biliary tract obstruction and/or primary hepatic pathology abnormal LFTs signify the presence
of cardiohepatic syndromes and, give indication on the the mechanism of liver injury and heart dysfunction: liver congestion in
case of elevated AP and/ or liver ischaemia in case of elevated transaminases. More studies are necessary to evaluate the
kinetic of the abnormal LFTs but abnormal LFTs may therefore offer a guide to manage the AHF patients: reducing congestion
in cases of increased AP and/or towards improving perfusion in cases of increased transaminases. Alterations in liver function
also lead to changes in liver drug metabolism and reductions in the synthesis of plasma protein binding with impact on drug
effects（like anticoagulant agents）.
References
1. 	Mebazaa A, Yilmaz MB, Levy P, Ponikowski P, Peacock WF, Laribi S, Ristic AD, Lambrinou E, Masip J, Riley JP,
McDonagh T, Mueller C, deFilippi C, Harjola VP, Thiele H, Piepoli MF, Metra M, Maggioni A, McMurray JJ, Dickstein
K, Damman K, Seferovic PM, Ruschitzka F, Leite-Moreira AF, Bellou A, Anker SD, Filippatos G. Recommendations on
pre-hospital and early hospital management of acute heart failure: a consensus paper from the Heart Failure
Association of the European Society of Cardiology, the European Society of Emergency Medicine and the Society of
Academic Emergency Medicine--short version. Eur Heart J. 2015 Aug 7;36（30）:1958-66
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and outcome in acute decompensated heart failure. Eur Heart J. mars 2013;34（10）:742‑749.
6. 	Seronde M-F, Gayat E, Logeart D, Lassus J, Laribi S, Boukef R, et al. Comparison of the diagnostic and prognostic
values of B-type and atrial-type natriuretic peptides in acute heart failure. Int J Cardiol. 9 oct 2013;168（4）:3404‑3411.
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For Respiratory support in AHF

Department of Intensive Care Medicine, University of Barcelona, Spain
Josep Masip
Although the vast majority of patients with acute heart failure（AHF）have shortness of breath, less than half show significant
hypoxemia. Mild hypoxemia may be treated with conventional oxygen therapy（COT）
, but for patients with acute cardiogenic
pulmonary edema（ACPE）and some with cardiogenic shock, noninvasive ventilation（NIV）must be considered. There are
essentially three forms of NIV in AHF:
CPAP is the oldest and simplest technique and may be administered without a ventilator, which is an advantage in low-equipped
areas like pre-hospital or emergency rooms. There is strong evidence of its benefit in terms of reducing respiratory distress,
endotracheal intubation（EI）rate and even mortality in high risk patients, as shown in some meta-analyses.
HFNC is a novel technique consisting of the application of heated and humidified high flow gas through an adjusted nasal
cannula. The device provides a low level of CPAP reducing upper airflow resistance and producing a tracheal gas insufflation
effect. It has been mainly used in mild or sub-acute cases of AHF.
NIPSV is the basis of NIV. It is always used with PEEP（bilevel）. NIPSV provides an inspiratory help that seems more
appropriate in patients with concomitant COPD or significant hypercapnia. Expertise and appropriate equipment are necessary
to get synchrony between patient’s efforts and the ventilator. There is significant evidence of the advantages of NIPSV in
patients with ACPE, with faster improvement in respiratory distress and a reduction in the EI. Its impact on mortality or its
superiority versus CPAP is still inconclusive.
The success rate using NIV in APE is high. Patients with altered mental status, ARDS, high severity index, copious secretions,
extremely high respiratory rate, severe hypoxemia and shock are more likely to fail. Lack of improvement after 60-120 min may
be an indication for EI. The EI rate has dramatically decreased in the last decades. After EI patients generally show hypotension
that requires vasoactive agents. Because mechanical ventilation（MV）may reduce preload and afterload, AHF decompensation
may be seen after its withdrawal during weaning. Ultrasound-guided therapy, negative cumulative fluid balance and biomarkers
may be useful in this context.
A particularly difficult scenario may be seen in patients with acute right ventricular（RV）failure because MV increases RV
afterload. In addition to RV infarction or severe pulmonary embolism, RV failure may occur in nearly 25% of ARDS patients.
Protective MV with low plateau and driving pressures, limitation of CO2, PEEP settings according to RV function and the
prompt use of prone position are some of the goals for the prevention.
Patients with refractory hypoxemia and those who also have inotropic resistant cardiogenic shock may require extra-cardiac
membrane oxygenation（ECMO）.
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Acute efficacy and safety of vasodilators（carperitide or nicorandil）in patients hospitalized for acute decompensated heart failure

Division of Cardiology, Sekikawa Hospital, Tokyo, Japan
Katsuya Kajimoto
Acute decompensated heart failure（ADHF）is defined as gradual or rapid progression of the signs and symptoms of heart
failure that results in the need for urgent treatment. Patients with ADHF need to be stabilized by early administration of
diuretics, vasodilators, inotropes, and/or noninvasive ventilation. Recently, it has been suggested that early initiation of treatment
with some of the newer pharmacological agents may achieve a more favorable outcome. Among the currently available
vasodilators, natriuretic peptide preparations such as nesiritide and carperitide（recombinant human brain and atrial natriuretic
peptide, respectively）achieve significant reduction of the venous and ventricular filling pressures with subsequent rapid
improvement of dyspnea or orthopnea. Nesiritide was reported to achieve a significantly greater decrease of the left ventricular
filling pressure compared with nitroglycerin, suggesting that it is indicated as the initial treatment for patients with ADHF and
dyspnea at rest. Carperitide has been approved for ADHF in Japan, and it was reported that signs and symptoms were
improved by carperitide therapy in approximately 80% of ADHF patients with an adequate systolic blood pressure. Recently, it
has also been reported that intravenous infusion of nicorandil can immediately improve hemodynamics of ADHF patients.
Nicorandil is a nicotinamide ester that dilates the peripheral and coronary resistance vessels by acting on the ATP-sensitive
potassium channel, and also possesses a nitrate moiety that promotes systemic venous and coronary vasodilatation, leading to
the improvement of dyspnea in patients with ADHF. Several recent sets of guidelines for the management of ADHF have
suggested that vasodilator therapy should be considered for ADHF patients with a high to normal BP on admission and should
be avoided in those with a low BP. However, these guidelines do not specifically address the strategy for early medical
treatment, because there is limited evidence about the efficacy of the pharmacological agents currently used for ADHF.
Therefore, in this session, we plan to show an acute efficacy and safety of initial carperitide or nicorandil therapy in patients
hospitalized for ADHF.
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蘇生ガイドラインはこう変わった

JS2-1

第 6 会場

蘇生ガイドライン 2015 の概要―GRADE システムの活用

静岡県立総合病院
野々木 宏
心肺蘇生ガイドラインは 2000 年に国際蘇生連絡委員会（ILCOR）と米国心臓協会（AHA）により世界共通のガイドラインが作成
され、その後、国際的な科学的勧告（心肺蘇生と緊急心血管治療のための科学と治療の推奨にかかわる国際コンセンサス、
CoSTR）として地域の独自性を考慮しつつ 5 年ごとに改定されている。本邦では CoSTR2010 に基づき日本蘇生協議会（JRC）蘇
生ガイドライン 2010 が作成された。本年 10 月 16 日 CoSTR2015、AHA と欧州蘇生協議会（ERC）ガイドラインとともに 2015 年版
が 同 時 発 表 さ れ た。2015 年 版 で 最 も 注 目 さ れ る 変 更 点 は ガ イ ド ラ イ ン の 作 成 で GRADE（Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation）システムを採用したことである。このシステムはシステマティクレビュー（SR）お
よび診療ガイドライン（CPG）におけるエビデンスの質を評価し CPG に示される推奨の強さをグレーディングするための透明性
の高いアプローチである。このようなエビデンス推奨の変更に加え、この 5 年間で本邦からも多くのエビデンスが発信されて、
CoSTR2015 に適用されている。JRC の 8 つの作業部会（一次救命処置、二次救命処置、小児、新生児、急性冠症候群、脳神経蘇生、
普及教育のための方策、ファーストエイド）の主な勧告をあげる。心停止の予防に重点を置き、熱中症、入浴関連死など防ぎうる
心停止についての情報を強化した。 呼吸をしているかどうかわからないなど、心停止かどうかの判断に自信が持てなくても、心
停止でなかった場合を恐れずに、ただちに心肺蘇生と自動体外式除細動器（AED）の使用を開始することを強調した。 119 番通
報により、救急車を呼ぶだけでなく、電話で心停止の判断についての助言や胸骨圧迫の指導を受けることの大切さを強調した。す
べての市民が、心停止の疑われるあらゆる人に対して胸骨圧迫を行うこととしたうえで、訓練を受けておりその技術と意思がある
場合は、人工呼吸も行うべきとした。 胸骨圧迫と AED の使用法に内容をしぼった短時間の講習や、学校における心肺蘇生教育の
強化により受講機会を増やし、市民による心肺蘇生のさらなる実施率向上を目指した。 医療機関で行われる体温管理療法や脳機
能モニタリングなど、心拍再開後の集中治療ケアを強調した。急性心筋梗塞の発症から治療までの時間を短縮するために、市民が
早く症状に気づいて 119 番通報を行い、消防機関、医療機関の連携を強化することの重要性を強調した。脳卒中患者の救命と後遺
症軽減のため、市民啓発、救急医療体制の整備、血栓溶解療法の対象患者の拡大、最新の脳血管内治療を含めた超急性期治療の重
要性を強調した。
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蘇生ガイドライン 2015―ACS 概説

静岡県立総合病院
野々木 宏
国際蘇生連絡委員会（ILCOR）からの国際的なコンセンサス（CoSTR）に基づき、2010 年に引き続き日本蘇生協議会によるガイ
ドラインが AHA や欧州蘇生協議会と同時発表された。心停止の予防として院外心停止の最多の原因である急性心筋梗塞への対策
が引き続き強調された。ILCOR では、急性冠症候群（ACS）が独立した章として CoSTR 作成が実施された。18 のトピックが取り
上げられ、プレホスピタルから来院 1 時間以内の診療に関する CoSTR が報告された。発症から再灌流療法までを 2 時間以内、最初
に接触した医療従事者（主に救急隊）からカテーテル治療までを 90 分以内と勧告され、従来の来院から治療までの D2B 時間 90 分
以内より更に短縮することが求められている。時間遅延の要因として、まず発症時の患者の迷いによる時間遅延があり、ファース
トエイドの章では、市民への ACS を疑う警告症状の啓発が求められている。次に救急車に 12 誘導心電図を搭載し、その情報を事
前に伝達すること、この搬入前の情報により受け入れ病院は、事前に急性心筋梗塞の診断が可能となり、あらかじめカテーテル検
査室やスタッフの確保が可能となり、これらにより転帰が改善することが示された。低リスク評価と共に高感度トロポニンを来院
時と 2 時間後に測定することで ACS の除外が可能であることが示された。酸素投与については、正常酸素血症では酸素投与により、
酸素投与しない群に比較し梗塞サイズが大きいことが示され、ルーチンの酸素投与が勧告されなくなった。広域地域での搬送時間
による遅延がある場合には、特に発症から 2 時間以内では非専門病院での血栓溶解療法の実施が勧告された。全国的に PCI 実施可
能な体制が確保されている数少ない国であり、その有用性の国際発信が待たれる。心拍再開後ケアでは、ST 上昇あるいは非上昇
を問わず急性心筋梗塞による心停止例では、体温管理と共に緊急 PCI が勧告された。以上の CoSTR について GRADE システムに
よる評価と勧告について概説する。
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一次救命処置

帝京大学

医学部

救急医学講座

坂本 哲也
日 本 蘇 生 協 議 会（JRC） は 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular
Care Science With Treatment Recommendations（CoSTR）の科学的根拠に基づいて JRC 蘇生ガイドライン 2015 を作成した。
CoSTR 2010 に準拠して作成された JRC 蘇生ガイドライン 2010 を元に、CoSTR2015 で新たに GRADE の方法論により評価された
項目を取り入れた。CoSTR 2015 で検討されなかった項目は、JRC の BLS 作業部会で 2010 年以降の研究に対してエビデンスを評価
して加筆修正した。加盟するアジア蘇生協議会（RCA）において RCA adult BLS algorithm for lay rescuers を作成し、JRC との
整合性を持たせた。JRC 蘇生ガイドライン 2015 の一次救命処置の章では、さまざまな背景をもつ市民が、あらゆる年齢層の傷病
者へ対応する場合を想定した共通のアプローチを作成した。重要なポイントは、
1）訓練を受けていない救助者は、119 番通報をして通信指令員の指示を仰ぐこと。一方、通信指令員は訓練を受けていない救助
者に対して電話で心停止を確認し、胸骨圧迫のみの CPR を指導すること。
2）救助者は、反応がみられず、呼吸をしていない、あるいは死戦期呼吸のある傷病者に対してはただちに胸骨圧迫を開始すること。
心停止かどうかの判断に自信が持てない場合も、心停止でなかった場合の危害を恐れずに、ただちに胸骨圧迫を開始すること。
3）心停止を疑ったら、救助者は気道確保や人工呼吸より先に胸骨圧迫から CPR を開始すること。
4）質の高い胸骨圧迫を行うことが重要である。胸骨圧迫の部位は胸骨の下半分とし、深さは胸が約 5cm 沈むように圧迫するが、
6cm を超えないようにすること。1 分間あたり 100～120 回のテンポで胸骨圧迫を行い、圧迫解除時には完全に胸を元の位置に戻す
ため、力がかからないようにすること。胸骨圧迫の中断を最小にすること。
5）訓練を受けていない救助者は、胸骨圧迫のみの CPR を行うこと。
6）救助者が人工呼吸の訓練を受けており、それを行う技術と意思がある場合は、胸骨圧迫と人工呼吸を 30：2 の比で行うこと。
とくに小児の心停止では、人工呼吸を組み合わせた CPR を行うことが望ましいこと。
7）人工呼吸を 2 回行うための胸骨圧迫の中断は 10 秒以内とし、胸骨圧迫比（CPR 時間のうち、実際に胸骨圧迫を行っている時間）
をできるだけ大きく、最低でも 60％とすること。
8）市民による AED プログラム普及の重要性が国際的に確認されたこと。AED が到着したら、すみやかに電源を入れて、電極パッ
ドを貼付すること。AED の音声メッセージに従ってショックボタンを押し、電気ショックを行った後は直ちに胸骨圧迫を再開す
ること。
9）CPR と AED の使用は、救急隊など、二次救命処置（ALS）を行うことができる救助者に引き継ぐか、呼び、呼びかけへの応答、
普段通りの呼吸や目的のある仕草が出現するまで繰り返し続けることである。
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JRC ガイドライン 2015 ALS の update

愛媛大学大学院医学系研究科

救急医学分野

相引 眞幸
2015 年に ILCOR（International Liaison Committee on Resuscitation: 国際蘇生連絡委員会）が作成した CoSTR（Consensus on
Resuscitation Science and Treatment Recommendations）2015 では、2 次救命処置（ALS）に関する PICO questions で検討され
たものは 42 項目で、2010 年から進歩があったものや重要なものが厳選され大幅に減らされた。その CoSTR2015 をもとに JRC ガイ
ドライン 2015 が作成されたが、日本の地域性も加味されている。今回のガイドラインの ALS 部分における主な改正点は、CPR 中
および自己心拍再開後の酸素投与、モニターや診断法、アドレナリンの投与量やその時期、抗不整脈薬の選択、体外循環補助を用
いた CPR、心停止後症候群への体温管理、体温管理と予後評価、てんかん発作への積極的治療などであり、その内容を概説する。
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JS2-5

普及・教育のための方策（EIT）

日本赤十字社医療センター 麻酔科、2）帝京大学福岡医療技術学部医療技術学科、
京都大学環境安全保健機構健康管理部門 / 附属健康科学センター

1）
3）

加藤 啓一 1）、漢那 朝雄 2）、石見 拓 3）
CoSTR2015 EIT の治療勧告はこう変わった
科学的な検証に基づくガイドラインの改訂が心停止傷病者の救命率向上に結実するためには、蘇生教育およびシステムレベルの普
及が不可欠である。普及・教育についてレビューをする EIT 章が CoSTR2010 において創設され、求められるレベルに応じた医療
従事者のチーム内でのトレーニングの重要性と、データに基づく継続的な質向上の重要性を掲げている。初めての改訂となる
CoSTR2015 では17 の PICO が選定され、日本版ガイドラインでは BLS から3 つのPICOをEITに移動させ、20 のPICOを取り扱った。
CoSTR2015EIT 治療勧告の主な変更点
・トレーニングにおける CPR フィードバック器具の利用は、技能習得に有用である。
・1～2 年の再トレーニングサイクルは、BLS/ALS 技能を維持するには十分ではない。
・質の評価と改善を進めるシステムを導入するべきである。
・データに基づくデブリーフィングは、チームの質改善の助けとなる。
・院外心停止を疑う事案の情報提供に、スマートフォンなどソーシャルメディアを活用する。
・心停止疑い事例に対し、通信司令員は通報者に胸骨圧迫のみの心肺蘇生を指導する。
JRC 蘇生ガイドライン 2015「普及・教育のための方策」はこう変わった
救命に影響するシステムの要因
普及・教育は、医療機関だけではなく、厚生労働省、総務省、文部科学省、消防機関、日本赤十字社等が関わる領域である。EIT
作業部会では、わが国の事情を鑑み、院外心停止の社会復帰率を高めるための方策、PAD プログラムに関わるわが国における
AED 普及の現状と課題、口頭指導の現状と改善にむけた取り組みなどいくつかの重要なトピックスを補強した。特に、院外心停
止の社会復帰率を高めるための方策の中では、わが国の特徴として JRC 蘇生ガイドライン 2010 に記載した胸骨圧迫のみの CPR ト
レーニングの普及に加え、市民に対する心停止判断の教育、学校における BLS 教育の普及について具体的に言及し、市民による
心肺蘇生のさらなる実施率向上を目指した。また、通信指令員を含めた口頭指導実施者に対する教育と継続的な質の改善の重要性
についても触れた。
心停止に陥るリスクのある市民・院内患者の認識と予防
突然の心停止の原因となり得る活動状況・影響する環境要因、特に窒息、入浴関連死、熱中症、運動中の心停止、心臓震盪、アナフィ
ラキシー、偶発的低体温症、電撃、雷撃など、防ぎうる心停止の原因となり得る要因を紹介し、心停止の予防の重要性を強調した。
救命処置に関する倫理と法
アドバンス・ディレクティブの項を強化するとともに、バイスタンダーの救命処置への参加をさらに促すための倫理的、法的課題
について言及した。

JS2-6

今後の課題

国立循環器病研究センター

心臓血管内科部門

田原 良雄
「記録、それは破られるためにある！」とスポーツ界では言う。かつて、
「ガイドライン、それは破るためにある！」と偉人が言っ
た。「ガイドラインを破るとはどういうことか？」と大多数が疑問に思うだろうが、その説明は、ガイドラインとは最新のエビデ
ンスの集大成であるから、その殻を破るような仕事をしなければ新しいエビデンスは誕生しないということであった。決してガイ
ドラインに記載してあることを否定するのではなく、それを前提として次の仕事をしなさいという若手研究者に対するメッセージ
である。そもそもガイドラインとは非専門領域の医療従事者への道しるべとなるものであり、ガイドラインの利用方法の多くは推
奨度に基づいた日常診療の実践ということになるが、ガイドラインには次のガイドラインに対するメッセージが含まれている。わ
が国でも 2015 年 10 月 16 日に ILCOR（International Liaison Committee On Resuscitation：国際蘇生連絡協議会）による CoSTR
（Consensus on Science with Treatment Recommendations：最近のエビデンスに基づいた科学と治療勧告についてのコンセンサ
ス）に基づいた JRC（日本蘇生協議会）蘇生ガイドライン 2015 がオンライン発表された。このガイドラインの大きな特徴は、
Knowledge Gap（今後の課題）が記載されていることである。ガイドラインは論文に基づいた最新のエビデンスを集大成した過
去の記録であり、参考文献となる論文に記載されている結果から逸脱することのない各国共通の推奨度が記載されているが、この
Knowledge Gap には未来へのメッセージが含まれており、自由度が大きい。すなわち、わが国の各学会から参集した各担当者の
思いが込められている。ガイドラインが発表された直後の今こそ、Knowledge Gap を読み、わが国の総力を集結して次の蘇生ガ
イドライン 2020 への挑戦を始める時期である。本講演では主な Knowledge Gap を紹介することで会場の聴衆がそれぞれの立場で
次の 5 年間の挑戦内容を連想していただき、明日からの日常診療が輝かしいものとなれば幸いである。
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パネルディスカッション 1

2 月 12 日
（金） 15：40～17：40

急性脳症

PD1-1

第 7 会場

小児急性脳症補助治療に対するスコーピングレビュー（プロトコル）

トロント大学

1）

トロント小児病院

青山 和由 、椎間 優子
1）

麻酔科、2）兵庫県立こども病院

小児救急医療センター救急科

2）

急性脳症とは、広範囲の急性脳機能障害であり、意識変容、行動変化、もしくは痙攣などの症状を呈する。急性脳症の原因は多岐
に渡り、小児では年齢に応じて原疾患の頻度が変化する。急性脳症の治療は、原疾患に特異的な治療を基本とし、原疾患に応じて
ステロイド投与、免疫療法、血液浄化療法や低体温療法などの補助治療が施行されることもある。エビデンスの存在しない補助治
療は当然避けられるべきにも関わらず、小児急性脳症という大きなカテゴリーの元、エビデンス無視の補助治療が施行されている
事態も事実である。本学会の小児集中治療委員会は、このような事態を考慮し、既存のエビデンス（小児急性脳症の補助治療）を
整理するためのワーキンググループを要すると判断し、我々はスコーピングレビューという手法を用いて、本プロジェクトを行う
こととした。スコーピングレビューとシステマティックレビューは異なる。システマティックレビューでは特異的な臨床疑問に答
えを追求するのに対して、スコーピングレビューではエビデンスが混沌としている興味領域の中で現在どのようなエビデンスがど
のような比重で存在しているのかを明らかにするという非特異的な臨床疑問の答えを模索する。スコーピングレビューもシステマ
ティックレビューもプロトコルを作成し、研究結果の反復性を科学的に保証することは共通している。ただし、スコーピングレ
ビューでは臨床疑問がより広範囲を対象とし、利用する文献データベースもより多岐に渡る。本発表では、スコーピングレビュー
とシステマティックレビューの研究手法の違いを説明しながら、我々が作成している小児急性脳症補助治療に対するスコーピング
レビューのプロトコルを示し、パネルディスカッションを通じてプロトコルの問題点やその解決方法を考察することが目的であ
る。

PD1-2

Glasgow Coma Scale によるけいれん重積型脳症の早期診断

長野県立こども病院

1）

小児集中治療科、2）長野県立こども病院

神経小児科

天笠 俊介 、松井 彦郎 、宮本 和 、染谷 真紀 、佐藤 公則 、黒坂 了正 1）、北村 真友 1）、笠井 正志 1）、福山 哲広 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】 けいれん重積型脳症（AESD）は初回けいれん後、一過性に意識が改善傾向を示し画像では初期変化を認めないことが多
い。そのため、複雑型熱性けいれんとの鑑別が困難であり、二相目のけいれん、または画像所見が出現してから診断がつくことが
多い。【目的】 AESD を早期に鑑別するため、AESD と複雑型熱性けいれんの意識状態を比較検討する。【方法】 対象は 2010 年 8
月～2015 年 7 月の 5 年間に発熱、けいれん、意識障害で長野県立こども病院小児集中治療に入室した症例のうち、最終診断が
AESD、複雑型熱性けいれんだった症例。対象を複雑型熱性けいれん、予後不良 AESD、予後良好 AESD に分類し、Glasgow
Coma Scale（GCS）をはじめのけいれん開始時間から継時的に比較検討した。退院時の Pediatric Cerebral Performance Category
≧ 2 を予後不良とした。
【結果】 対象は 49 例で、そのうち複雑型熱性けいれん 39 例、AESD 10 例（予後不良 7 例、予後良好 3 例）だっ
た。1・6・12 時間時の GCS は 3 群間に有意差を認めなかった。24 時間の GCS は予後不良 AESD で複雑型熱性けいれん、予後良好
AESD と比較して優位に低かった（P ＜ 0.05）。予後良好 AESD は全例 24 時間時意識清明だった。24 時間時の GCS ≦ 14 は予後不良
AESD に感度 100%、特異度 87% だった。また、複雑型熱性けいれんでは継時的に GCS の改善を示しているのに対し、予後不良
AESD は 6 時間以降の意識の改善が乏しかった。24 時間時の GCS ≦ 14 かつ 6 時間時から 24 時間時にかけて GCS が 2 以上改善しな
いことは、予後不良 AESD に感度 100%、特異度 95% だった。
【結語】 AESD の診断には継時的な GCS による意識障害の評価が重
要である。24 時間以内の GCS による継時的評価により、予後不良の AESD に対する集中・専門治療の早期介入の実現性が示唆さ
れた。
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PD1-3

小児けいれん重積型脳症に対する ICU 治療とサイトカイン・ケモカイン

岡山大学

大学院

1）

小児医科学、2）岡山大学病院

高度救命救急センター

野坂 宜之 、畑山 一貴 、クナウプ 絵美里 、塚原 紘平 2）、氏家 良人 2）、森島 恒雄 1）
1）

1）

2）

【背景】急性脳症はサイトカインストーム型、神経興奮毒性型（けいれん重積型を含む）
、代謝異常型の大きく 3 つに分類されている。
今世紀初頭に多発したインフルエンザ脳症ではサイトカインストームの関与が積極的に疑われ、厚生労働省研究班インフルエンザ
脳症ガイドラインはこれを標的として作成された経緯がある。当院ではこのガイドラインをもとに、小児急性脳症全般に対して
34℃48 時間低体温療法、ステロイドパルス、大量ガンマグロブリン、エダラボンを主軸とした脳保護・集中治療管理を提供して
きた。最近、低致命率（約 5%）である一方で高い確率（約 25%）で神経後遺症をもたらす「けいれん重積型脳症」が問題になっ
ている。しかし、ガイドラインに示された治療法のサイトカインストーム型以外の脳症に対する有効性は明らかではない。そこで、
我々は当科に入院し上記治療を受けた「けいれん重積型急性脳症」患者を後方視的に複数の側面から検討した。本発表では、特に
サイトカイン・ケモカインの推移について神経学的転帰も含めて論じ、今後の課題を抽出・議論する。
【方法】対象はけいれん重
積型脳症として上記治療を施行し、経時的に血清検体が保存されていた 6 例（1 回目のけいれん重積エピソード後に介入した 4 例と、
2 回目のけいれん重積エピソード（2 相目）後から介入した 2 例）
。治療介入前に採取した髄液・血清に加え、低体温療法中と復温
完了後に採取した血清のサイトカインプロファイルを、マルチプレックスアッセイキットを使用して作成した。さらに、そのプロ
ファイルと神経学的転帰（発症後 6ヶ月時点の PCPC を含む）との関連性を評価した。【結果】2 相目のエピソードを呈した 2 例に
神経学的後遺症（6ヶ月後 PCPC：2 と 4 が各 1 例）を残した。1 回目エピソード後に介入した 4 例は全例 PCPC1 であった。治療前
時点では血清、髄液ともに各種ケモカイン（MCP-1, IP-10, IL-8, MIP1a）が上昇していた。治療介入により血清中のサイトカイン・
ケモカインは抑制されたが、神経学的後遺症群では復温完了後にケモカイン（MCP-1, IL-10, MIP1a）が再び上昇した。
【結論】当
院の脳症治療戦略は 2 相目エピソード後のけいれん重積型脳症例に対して改善の余地があり、ケモカインが治療標的の一つの鍵で
あるかもしれない。なお、サイトカイン・ケモカイン動態に限らず、レドックス制御など複数の側面から病態や治療を検討してい
くことが重要である。また、脳症の分類に応じた治療戦略の再構築が必要である。

PD1-4

小児急性脳症の治療と予後の検討ー当院における方針の決定と治療の変遷ー

熊本赤十字病院

小児科

三浦 義文、平井 克樹、小原 隆史、市坂 有基、大平 智子、武藤 雄一郎
【背景】小児急性脳症に対する脳低温療法は現時点で効果が期待されている治療法である。しかし、温度管理設定や併用する治療
も施設によって様々で、当院においても治療方針は少しずつ変化させているのが現状である。
【目的】急性脳炎・脳症に対する治
療の変化によって、患者の予後に変動が見られるか検討する。
【方法】2006/6/1-2015/5/31 の過去 9 年間に急性脳症の診断にて当
院に入院した患者 37 例。サイトカイン型 7 例、興奮毒性型 26 例、分類不能 4 例であった。興奮毒性型のうち低体温療法を施行した
重症例 17 例を後方視的に検討した。予後判定因子には PCPC を利用した。
【結果】PCPC1 点が 2 例、2 点が 9 例、3 点が 6 例であった。
4 － 6 点の例は認めなかった。治療は低体温＋ステロイドパルス＋バルビツレート療法、低体温＋バルビツレート療法、平温＋バ
ルビツレート療法など、治療時期によって変遷が見られたが、治療予後には明らかな差は認めなかった。
【考察】低体温療法＋ス
テロイドパルスの併用では、感染などの合併症の増加を示唆する報告もある。今回の検討においては、平温療法が積極的な冷却と
同等の効果がある可能性が示唆された。当院での治療合併症等についても合わせて報告する。小児急性脳症は症例数が多いわけで
はなく、現在エビデンスに基いた確立した治療法と言えるものはない。そのため各施設での経験に合わせた治療がなされているの
が現状である。診断・予後評価についても統一されているとは言いがたく、施設間での比較検討自体も困難であることがエビデン
スの集積をさらに困難としている。今後多施設での統一した基準が作成されることが望まれる。
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PD1-5

当院 PICU で経験したけいれん重積型脳症の検討

静岡県立こども病院

小児集中治療科

金沢 貴保、川崎 達也、伊藤 雄介、菊地 斉
【背景】急性脳症の補助療法は、γグロブリン療法、ステロイドパルス療法、シクロスポリン療法、低体温療法、血液浄化療法な
ど種々の治療があり、一部治療効果があるという報告はあるものの、その効果は定まっていない。当院 PICU では開設当初は補助
療法としてステロイドパルス療法、低体温療法、血液浄化療法などを施行していたが、臨床的効果に乏しく、ここ数年は補助療法
自体を施行していない。当院での治療方針の変遷をふまえ、急性脳症に対する補助療法が神経学的予後を改善させうるかを今回検
討した。
【研究デザイン】後ろ向きコホート研究【対象】H19.6 から H27.4 の期間、当院 PICU に入室したけいれん重積型脳症の 43
例【目的】急性脳症に対する補助療法が神経学的予後を改善させうるかを検討【方法】診療録および患者データベースよりデータ
集計を行い、対象患者を補助療法群、非補助療法群の 2 群に群分けをした。主結果を脳症罹患 6 か月後の PCPC、副結果を人工呼
吸器日数、循環作動薬投与日数、ICU 日数、入院日数として比較検討を行った。【結果】補助療法群 24 例（ステロイドパルス療法
24 例、γグロブリン療法 4 例、低体温療法 7 例、血液浄化療法 3 例 重複例あり）
、非補助療法群 19 例であった。罹患前 PCPC およ
び ICU 入室時 PIM2 は 1［1-1］vs.1［1-1］（p=0.94）、5.1［1.3-8.7］vs.4.2［1.3-6.3］
（p=0.74）
、
（中央値［四分位範囲］
）
、
（補助療法
群 vs. 非補助療法群）と差は認めなかった。罹患 6 か月後の PCPC は、2［2-3.5］vs.2［2-3］（p=0.81）と補助療法の神経学的予後改
善に対する効果は示されなかった。補助療法の各サブグループ解析でも同様の結果であった。人工呼吸器日数、循環作動薬投与日
数、ICU 日数においてはそれぞれ p=0.06、0.01、0.08 と補助療法群で長くなる傾向を認めた。【結語】当院 PICU における検討では
急性脳症に対する補助療法は神経学的予後改善に効果を示さなかった。当日は急性脳症の診断や神経学的予後判定のピットフォー
ルなどについても言及し発表したい。

PD1-6

小児急性脳症の多施設後方視的検討

熊本赤十字病院

小児科

平井 克樹
小児医療において急性脳症は診断治療に難渋する上に、予後不良の割合が高い疾患である。小児の急性脳症は日本で多く経験され、
諸外国からの知見が蓄積されにくく診断・治療法が未確立である。そのため現場での対応に難渋し、結果、予後不良の転記を辿る
ことも未だに少なくない。急性脳症の診断は、意識障害の確認、血液・髄液検査、頭部 CT、頭部 MRI、脳波などを駆使した上で、
インフルエンザ脳症ガイドラインの診断基準などを参考になされることが多い。しかし近年、Nagase らの報告 1）に代表されるよ
うに、ある一定の基準を設けそれを急性脳症の治療開始基準とする施設もある。 急性脳症の治療には、人工呼吸管理、抗痙攣剤
の使用や体温コントロールなどの中枢神経管理など高度な集中治療が必要とされる一方で、ステロイドパルス療法、γグロブリン
療法、免疫抑制療法など、内科的な治療法も様々である。また、これらの診断・治療法には質の高いエビデンスを背景に構築され
てるとは言い難い現状が存在する。 第 42 回日本集中治療医学会学術集会におけるシンポジウム「小児における神経集中治療ガ
イドライン作成に向けて～心拍再開後・重症頭部外傷・急性脳炎脳症を始めとして～」において、私は急性脳炎脳症に対する集学
的治療とその予後を発表させて頂いた。そこで集中治療医、小児集中治療医、小児科医、それぞれの立場より、小児の急性脳症に
対する御意見を頂いた。急性脳症は 1）痙攣重積型急性脳症（AESD）
、2）急性壊死性脳症（ANE）
、3）出血性ショック脳症（HSES）
などに大別されるが、どの種類の急性脳症も適切な診断・治療法が明らかになっていない。そこで現状を少しでも改善するために
も小児急性脳症を経験する施設において、前述の 3 タイプの急性脳症に対して施行されている診断と治療および予後に対する臨床
研究（多施設後方視的検討）を企画させて頂いた。2012/4/1 から 2015/3/31 の 3 年間を対象期間としたアンケート調査である。現在、
調査は進行中であり、本学会ではその途中経過を報告させて頂きたい。まずは、小児急性脳症に対する現在日本で行われている診
断 - 治療 - 予後の関連性を少しでも論じれたらと考えている。1）Therapeutic indicators of acute encephalopathy in patients with
complex febrile seizures.Nagase H,Nakagawa T,Aoki K,et al. Pediatr Int. 2013 Jun;55（3）:310-4. PMID:23279186
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2 月 12 日
（金） 15：40～17：10

敗血症関連脳症

PD2-1

第 11 会場

敗血症関連脳症の病態生理

東京医科大学

医学部

麻酔科学分野

内野 博之、千々岩 みゆき、原 直美
敗血症関連脳症（Sepsis Associated Encephalopathy:SAE）の脳障害発症機序は特定されておらず、その標的分子も明らかではな
い。SAE の臨床症状は倦怠感や注意力の低下などの軽い症状から深い昏睡に至るまでの広い幅を有している。特に、認知機能障
害の評価に対しては特異的な評価法やバイオマーカーが無く、鎮静についても SAE に特異的な鎮静法は見出されていない。適切
な検査にも関わらず、SAE は、発熱性の意識障害の他の原因を除外して残された原因として特定される場合が多い。高い死亡率
にもかかわらず、SAE の治療は、根底にある感染とせん妄やてんかん発作の対症療法に制限されている。敗血症の診断基準を満
たす前の段階でもすでに SAE が存在している可能性がある。SAE の発症機序として、a）白血球が炎症性メディエータや O2-・ラ
ジカルを産生 b）分子鎖アミノ酸・芳香族アミノ酸不均衡 c）偽神経伝達物質の増加 d）フリーラジカル e）血液脳関門の破綻 f）脳
血流の変化と g）脳自動調節能の障害などによる脳内微小循環障害（MD）が脳障害を惹起すると考えられているが明確ではない。
SE を想定した我々の回盲部結紮穿刺による腹膜炎性敗血症モデル（CLP モデル）による脳症のこれまで研究から、SAE 誘発には
ミトコンドリア機能不全が重要な役割を担う可能性が示唆された。本セッションでは SAE の病態生理についてこれまでの報告で
得られきた知見を示すとともに我々の敗血症モデルマウス（CLP マウス）による脳症に対して脳メタボローム解析を施行した結
果を示すとともに Mitochonndrial Permeability Transition（MPT）に伴うミトコンドリア機能不全や脳内酸化ストレスの重要性
にも焦点を当てて概説し、人 SAE の病態生理について討論をしてみたい。

PD2-2

高齢者における敗血症性脳症の病態とその対策

東海大学医学部付属八王子病院、2）東海大学医学部外科学系

1）

井上 茂亮 、日上 滋雄 、杉田 真理子 、猪口 貞樹
1）

1）

1）

救命救急医学

2）

少子高齢化は日本が抱える大きな社会問題である。2030 年には 65 歳以上人口は約 3500 万人に達し、総人口の約 30% を占めるとい
われている。高齢者では呼吸器や心臓、肝・腎・筋骨格系の機能が低下するとともに、加齢に伴い免疫機能も変化することから、
軽度の侵襲や局所感染から多臓器障害を呈する重症敗血症に陥りやすく、その予後も不良である。 敗血症性脳症は敗血症に伴う
多臓器障害の一つとして近年特に注目されており、ICU におけるせん妄や昏睡との関連性も数多く報告されている。また加齢は敗
血症性脳症や ICU せん妄のリスクファクターであることが知られている。高齢者ではアルツハイマー病や認知症・動脈硬化や糖
尿病などの基礎疾患を有しているだけでなく、加齢よる脳血流関門の破綻と炎症系サイトカインおよび免疫応答細胞の脳内侵入と
脳内炎症が、敗血症性脳症や ICU せん妄と関連しているという基礎研究も報告されている。本講演では高齢者の加齢に伴う身体的・
免疫学的変化・中枢神経へのインパクトを解説するとともに、今後本邦で爆発的に増加しうる高齢者敗血症・敗血症性脳症への治
療アプローチを考察する。
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PD2-3

敗血症関連脳症は脳波でとらえられるか？システマティック・レビュー

京都府立医科大学

麻酔科学

細川 康二
敗血症性脳症の病態生理は複雑である。敗血症性脳症と診断される患者で、脳波や誘発電位に異常が見られるとの報告があるため、
これらが脳症の診断や予後判定にどれほど寄与するかについて、システマティック・レビューを行い検討した。
【方法】脳波や誘
発電位とセプシス等を検索語として PubMed を電子検索した。このリストから、成人を対象として脳波が敗血症性脳症の診断にど
れほど影響を与えるかを調べた臨床論文を選んだ。【結果】17 の論文を研究対象にした。セプシス時の脳波異常は、background
異常が 12-100%、triphasic wave が 6-12% と報告されていた。2 研究で、epileptiform discharge や electrographic seizure が集中治
療を要するセプシス患者で非セプシス患者に比べより多く見られた。1 研究で、バックグラウンド異常が脳症の重症度に関連した。
徐波化や suppression、triphasic wave が死亡率の増加に関連した。幾つかの研究で、quantitative EEG 解析の結果や誘発電位の
所見が、セプシス患者と非セプシス患者で異なっていたが、患者転帰は評価されていない。
【結論】脳波や誘発電位の異常は、敗
血症患者の多くで見られる。しかし、脳波が敗血症性脳症の診断確率を上げ、予後を適切に判定することを示す証拠は十分ではな
い。

PD2-4

敗血症関連脳症に対する神経モニタリング

日本大学医学部

救急医学系

救急集中治療医学分野

伊原 慎吾、櫻井 淳、平林 茉莉奈、小松 智英、杉田 篤紀、山口 順子、木下 浩作
敗血症関連脳症は感染に起因した SIRS の結果生じたびまん性脳障害と考えられており、頻度は敗血症患者の 9-71% とされている。
神経学的所見はせん妄から昏迷、不穏などを示し、より重症の場合に昏睡となり、GCS8 点以下の症例の死亡率は 63% との報告も
ある。敗血症関連脳症の原因は多くの病態を含み。血液脳関門の破綻、神経伝達に関わるアミノ酸の不均衡、脳内微小膿瘍、サイ
トカイン・酸化ストレスの影響、肝腎など多臓器障害の影響など多因子が転帰に影響する。敗血症関連脳症に対する特別な治療指
針はなく、現時点では敗血症そのものの治療と支持療法を行っているのが現状である。敗血症患者は種々の原因で脳血流が低下す
る。低血圧による血圧の低下の他に、炎症や過換気による脳血管の収縮により脳血流低下が引き起こされる。また血管内皮障害に
よる脳微小循環障害もみられる。脳血流が低下した結果、Cerebral metabolic rate of oxygen（CMRO2）に見合うだけの酸素供給
が得られない可能性がある。通常、脳血流が低下すると autoregulation が働き脳血流を維持するように働くが、このような敗血症
患者では autoregulation が障害されている症例もみられる。敗血症治療を成功させるためには全身臓器の管理が必要であるが脳
をターゲットとしたモニタリングについての報告は少ない。当施設ではこれまでも積極的に敗血症患者のモニタリングとして、
「脳
指向型モニタリング」を行ってきた。その結果、脳組織酸素飽和度が低下する症例や脳波の徐波化を示す症例があり、全身病態の
改善と共に正常化する症例が確認された。頭部 MRI を施行できた症例の中で、大脳基底核の信号異常を認める症例を経験した。
この症例では経過中に遷延する低血圧・低酸素状態を合併しており、
「脳指向型モニタリング」での敗血症関連脳症の解明が今後
の課題となる。本セッションでは、当施設で経験した敗血症患者に合併した意識障害患者に対して MRI 検査、脳波の持続モニタ
リング、脳酸素飽和度測定を行った具体的な症例を提示して、敗血症関連脳症での「脳指向型モニタリング」とその必要性につい
て言及する。
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PD2-5

敗血症患者における睡眠脳波モニタリング

山口大学大学院医学系研究科

1）

救急・総合診療医学分野、2）山口大学医学部附属病院

藤田 基 、宮内 崇 、小田 泰崇 、鶴田 良介
1）

2）

1）

先進救急医療センター

1,2）

睡眠は脳神経機構の相互作用により調節される生命の維持に必要不可欠な生理現象であり、脳の休息・回復、成長、創傷治癒、免
疫の増強というさまざまな働きから重症患者においても重要な生理学的意義を有すると推測される。ICU 患者の多くに睡眠障害が
生じることが知られており、睡眠潜時（寝つき）の悪化、睡眠効率の低下、REM 睡眠の減少、睡眠の断片化が報告されている。
オピオイドやベンゾジアゼピン系鎮静薬などの鎮痛・鎮静薬は，睡眠脳波に影響することが報告されており、また、深睡眠と
REM 睡眠の減少はせん妄の発症と関連しているとの報告がある。したがって、ICU 患者において「睡眠」の質を評価することは、
適切な鎮痛・鎮静管理につながる可能性がある。従来睡眠の評価は、ポリソムノグラフィによる睡眠解析（R & K マニュアル）で
行われてきたが、ICU 患者においてそれを適応させることは妥当とは言えない。近年、高速フーリエ変換法による脳波の周波数解
析による ICU 患者の睡眠解析法が報告された（1）。これは 1 チャンネル脳波で睡眠の深度を決定する新規の方法で、ICU Depth
Of Sleep（IDOS）と命名されている。IDOS インデックスは脳波のガンマ／デルタバンド比をもとに算出しており、睡眠深度をリ
アルタイムに計測することが可能である。今回、我々はこれを参考に敗血症患者における睡眠脳波モニタリングを行い、敗血症患
者の睡眠の質の評価を行った。パイロットスタディにおいて、鎮静を要さない比較的安定した患者においては、周波数解析による
睡眠の評価が可能であり、深睡眠の減少、中途覚醒を認めた。鎮静薬を持続投与中の患者では、鎮静薬が脳波に様々な影響を及ぼ
すことが知られており、多臓器障害をきたした重症患者では、脳波の変化が実際の大脳機能の障害なのか、鎮静薬の影響なのかの
判別を慎重に行わなければならない。ICU 患者における睡眠の評価に関して、評価方法の検討も含め、今後データを集積し報告す
るつもりである。（1）Reinke L, et al. Intensive care unit depth of sleep: proof of concept of a simple electroencephalography
index in the non-sedated. Crit Care. 2014;18:R66.
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2 月 13 日
（土） 8：00～9：30

ICU クリニカルラダーを用いた人材育成

PD3-1

第 9 会場

クリニカルラダー導入に向けた教育体制の構築

地方独立行政法人

大阪市民病院機構

大阪市立総合医療センター

植村 桜、宮原 聡子、松村 京子、木村 千穂、川口 なぎさ
当院では優秀な看護職員の育成を目指し、2004 年度からキャリア開発ラダーを導入している。キャリア開発ラダーの特徴は、ク
リニカルラダーという看護実践能力の段階を示すだけではなく、目標管理の一環として、個人と組織の双方が支援ツールとして活
用できる仕組みにある。しかし、キャリア開発ラダーは全看護職員を対象としているため、看護実践目標が抽象的であり、専門領
域における看護実践能力の評価基準や評価方法は明確でない。そこで、キャリア開発ラダーと連動したクリティカルケア領域のク
リニカルラダー（以下、ラダー）を導入する準備を進めている。ラダーの導入には、組織の背景や教育方針を踏まえた看護実践目
標を掲げ、到達段階に連動した教育体制を構築することが重要である。
2013 年度に当院のクリティカルケア領域（ICU・救急・HCU/CCU）の看護師 131 名を対象に専門領域の教育体制に関する質問紙
調査を実施した（回答者 128 名：回収率 97.7％）。その結果、全部署において、初心者～エキスパートレベル共通で教育ニーズ
（Off-JT）の高い項目は「急変の予測」「人工呼吸器装着中の患者の看護」「フィジカルアセスメント」であり、部署別で有意差を
認めた項目は「災害看護」
「薬剤管理」
「急変の予測」
「家族看護」であった。レベル別で有意差を認めた項目は「終末期ケア」であっ
た。レベル別の到達段階に応じた共通項目とサブスペシャリティにあたる部署別項目の 2 本柱の教育体制の構築が必要であると考
える。
教育体制の構築には、Off-JT と OJT の連動、教育担当者の疲弊や研修増加に伴う時間外勤務の増加、勤務形態の多様化による院
内教育機会の減少などの課題を抱えている。エキスパートの活用、時間内研修の拡充、e ラーニングシステムの導入などの対策を
掲げ変革の最中にある現状を報告するとともに、人材育成を目指した教育体制の構築について議論を深めたい。

PD3-2

ICU 看護師の実践能力の維持向上のための ICU クリニカルラダー作成導入と活用について

独立行政法人国立病院機構

東広島医療センター

當麻 麻美
A 病院 ICU ではここ数年、年間約 20％のスタッフが退職、育休、配置換えとなり、ICU 看護実践能力を維持することが困難な状
況となった。そこで個々の課題や目標を明確にし、実践能力の維持向上を図るため、平成 25 年度より ICU クリニカルラダー（以
下 ICU ラダー）を作成し、平成 26 年度より運用を開始した。
ICU 看護師は、高度な臨床判断能力と多くの看護スキルが求められる。そのため ICU ラダーの看護実践能力を評価するための技術
チェック表（ICU 技術チェック表）を、専門的知識と技術を段階的に身に付けることができるように作成した。さらに今まで病棟
看護管理者の暗黙知で開始していた救急外来業務、カテーテル治療介助、各勤務の ICU リーダーを ICU ラダーの到達目標や看護
実践能力の項目に組み入れて作成し可視化した。
平成 26 年度 ICU ラダー評価を行ったスタッフに対してアンケートを実施した。その結果「チャレンジ事項の明確化」については、
できた 10％、まあまあできた 74％、「弱み・苦手分野の明確化」については、できた 11％、まあまあできた 84％、
「自己の目標の
明確化」についてはできた 5％、まあまあできた 69％と半数以上のスタッフが「個々のチャレンジすべき事項」
「弱み・苦手分野」
「目
標」を「明確にできた」「まあまあできた」と回答した。これより看護実践能力を評価するための ICU 技術チェック表を評価する
ことが、ICU 看護師として求められる看護実践能力を認識し、個々の目標を明確にすることができたと考える。しかし平成 26 年
度は ICU ラダーを評価したが、その結果を用いた教育を行うことができていない。よって平成 27 年度は ICU ラダーを用いた教育
内容を検討し、実施する予定である。また、新人教育では院内共通の技術チェック項目に ICU ラダー技術チェック表の項目を追
加し、定期的に技術テストを実施したり、中途採用・配置換えスタッフに対しては ICU ラダー技術チェック表の評価を、定期的
に実施する予定である。
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PD3-3

病院看護部のクリニカルラダーシステムと連動させた “ICU チェックリスト ” 導入の効果

大阪大学医学部附属病院

集中治療部

佃 順子、山本 貴子
【はじめに】当院では 10 年前よりクリニカルラダーを導入しているが、新人看護師が補助人工心臓装着の成人患者を受け持たなけ
ればならない当科の重症度にマッチしない部分も多く、集中治療看護の評価をどのように行うかが課題であった。そこで、新人か
ら一人前までの連続するチェックリストを作成し、改訂を行いながら 5 年間運用を継続している。院内ラダーとの連動とその効果
や問題点について報告する。【ICU チェックリスト活用の実際】ICU チェックリスト項目の抽出とチェックリストの作成を行い、2
年目は活用と項目・到達時期とレベル・評価の修正 、3 年目はローテーター・2～3 年目 ICU チェックリストの作成 と進めたが、
抽出されたチェック項目は 170 項目以上で、実施することへの疲労感や効果の “ 見える化 ” が課題とされた。実際の得点率では全体
の 70％達成者が半数に満たない状況もあり、4 年目から ICU 一人前となる到達期間を一年半に延長し、チェックリスト内の到達時
期の見直しと院内ラダー項目の統合を行った。5 年目は体系化された教育システムの構築を目標とし、到達度の評価を行うための
ベンチマークの設定を行い、ラダー1 の申請・一人前・2～3 年目チェックリスト・ラダー2 申請に進むための目標値とした。 1 年
での得点率、到達度とも全体の 70～80％であり、一人前となる期間設定は適正であると考えられた。また、業務リーダー全員か
らなる “ リーダー会 ” がこのシステムを支援し、個々の教育方針などが話し合われた。【考察】当科のエキスパートレベル取得看護
師は、対象経験者の 8 割を占めており、教育や管理が比重を占める経験者は院内のラダーシステムで自己のキャリア開発を計画で
きている。一方で、院内のラダーシステムと ICU の特性が大きく相違するのは、基礎的な知識・技術の習得部分であり、その時
期を支えるチェックリストの導入で、一人前までの個別性のある教育に活用できると考えられる。

PD3-4

キャリアラダーと部署クリニカルラダーを基盤とした人材育成の取り組み

徳島大学病院

看護部

中山 志津
当院看護部のキャリアパスは、キャリアラダー（クリニカルラダー）をスタンダード、ミドル、ハイの 3 つに区分し、それぞれを
2 つのキャリアレベルに分け、3 段階 6 レベルと設定している。スタンダードレベルの看護師教育として、1）新人看護師の教育（キャ
リアレベル 1）、2）若手看護師の教育（キャリアレベル 2）を行い、キャリアレベル 2 を達成すると一人前と認められる。各部署に
おいては、キャリアラダーと、部署における専門的な看護実践能力を獲得するための専門性のある部署クリニカルラダーとを連動
させて、教育・人材育成を行っている。当院の集学治療病棟は ICU・HCU・SCU の 3 ユニットから構成されており、平成 22 年度
より新人看護師が配属されるようになった。集学治療病棟は、専門性が高く、一般病棟では習得できない特殊な知識・技術を習得
できる機会がある一方で、ゼネラリストとして求められる看護実践能力の習得状況に偏りがあることが、教育上の課題となってい
た。そこで、在籍ユニットでは経験できない看護実践能力の習得と、バランスの取れた看護師の育成を目指し、ユニット間ローテー
ション研修を計画した。 研修対象は新卒で集学治療病棟に配属され、一般病棟での勤務経験を有していない 3 年目看護師 5 名
（ICU：3 名、HCU：1 名、SCU：1 名）とし、
「キャリアレベル 1」と「部署クリニカルラダー1：ICU・HCU・SCU」の取得状況の
分析結果から自己の課題を明確にし、研修前にローテーション部署の指導者とヒアリングを行い、共通の到達目標を設定し教育内
容を検討した。また 3 年目看護師が、1 ユニット 2ヶ月という限られた研修期間に効果的に学び実践できるように、指導者が中心と
なってサポート体制を整えた。ローテーション研修で、在籍ユニットでは経験できない看護を経験したことにより、3 年目看護師
5 名全員が「キャリアレベル 1」を取得することができた。また、3 年目看護師より「研修を通じて、習得できた知識・技術が自己
のスキルアップに繋がり、日々の看護場面でも今までとは違った視点や自信を持って看護を提供することができるようになった」
などの意見もきかれ、在籍部署での看護実践能力向上に繋げることもできた。その他に、この研修を通して若手看護師の人材育成
だけではなく、指導者の育成やユニット間の相互支援もはかることができた。今後は、さらに改良を加え研修プログラムとして定
着をはかり、人材育成に役立てていきたい。
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終末期医療の選択にかかわる患者・家族に対し倫理的行動がとれる ICU 看護師の育成

北海道大学病院

ICU 救急部ナースセンター

高岡 勇子
2014 年日本集中治療医学会看護部会では、集中治療に携わる看護師の実践能力の向上と主体的なキャリア形成の支援を目的に「集
中治療に携わる看護師のクリニカル・ラダー」を提示した。その中で臨床実践能力、組織役割遂行能力、自己教育研究能力ととも
に看護倫理に関する項目がおかれ、段階的に倫理的ジレンマへの気づき、患者の権利擁護、患者・家族の意志決定支援ができるこ
とが示されている。当施設で用いている看護実践能力開発ラダーでも、看護実践能力の項目の中で上位レベルでは倫理的行動がと
れることが求められており、看護管理者は看護師の倫理的対応力向上に向けた教育や支援を行う必要がある。近年、当施設におい
ては、患者の意思が確認できない中で患者家族が終末期医療に関する意志決定を行う状況が増えている。対応にあたっては、厚労
省や関連学会からの終末期医療に関するガイドラインや勧告等をふまえ、当部署において作成した終末期医療に関する指針に則り
医療チームで対応を行っている。その中で看護師には倫理的行動とともに、看護師としての役割発揮が求められている。そこで、
計画的に教育機会を設け、看護者の倫理綱領（日本看護協会）や部署の指針の読み合わせなどの学習会、事例検討、倫理カンファ
レンスの実施などに取り組んできた。看護師それぞれのキャリアや部署経験の違いなどで差はみられるものの、取り組みによって
患者擁護の視点、患者・家族の背景や価値感、意思決定に至った理由などに関する情報収集への意識、また倫理原則や倫理綱領を
倫理問題特定の際の根拠として説明に活用できるようになるなど変化がみえてきた。さらに終末期の判断の難しさを実感したり、
多様で個別的な患者・家族の価値感や状況を共有・検討することで患者・家族の理解が深まり、より具体的な支援を家族と相談し
ながら行えるようにもなってきた。今回、終末期医療の選択にかかわる患者・家族に対しより良い支援を行うために行ってきた、
倫理的行動習得に向けた取り組みと課題について報告する。
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ワークショップ 1

2 月 12 日
（金） 15：10～16：10

患者重症度評価に何が必要か

WS1-1

第 1 会場

患者重症度評価のためのデータ収集方法

産業医科大学病院

医療情報部

林田 賢史
集中治療領域における機能評価等を進めるにあたり、患者の重症度をどのように評価するかは重要な課題である。そこで本発表で
は、患者重症度の評価のためのデータ収集方法のあり方（収集する項目や収集する手段等）について考えてみたい。
具体的には、
【1】患者重症度評価の目的（そもそも重症度評価は何のために実施するのか）
、
【2】目的を達成するために必要なデー
タ収集の基本的な考え方・方針（その目的を達成するために、どのような方針でデータを収集すべきか）について、まず整理を試
みたい。
また、日本においては、患者の診療に関する大量のデータとして DPC データが存在しており、DPC データとのリンケージは種々
の分析を充実させるために有用である。そこで、【3】DPC データとのリンケージにおける留意点（DPC データとのリンケージを
スムーズに行うためにどのような点に留意すべきか）について情報提供したい。
集中治療領域における患者の重症度評価は重要な課題である。本発表を通じて、データ収集方法に関する考え方やあり方を共有し
ながら、「患者重症度評価に何が必要か」について一緒に考えることが出来れば幸いである。

WS1-2

“ 患者重症度評価に何が必要か ” と “ なぜ患者重症度評価が必要か ”

愛媛大学医学部付属病院集中治療部
土手 健太郎、池宗 啓蔵、出崎 陽子
一般の ICU においては、“ 患者重症度評価に何が必要か ” の前に “ なぜ、患者重症度評価が必要か ” から考えなくてはならない。そ
もそも、患者重症度評価としてよく用いられる acute physiology and chronic health evaluation 2（APACHE 2）スコアとは、集
中治療室入室患者における病態の重症度を客観的に評価するために作られた予後予測法である。これを創った Knaus は、自身の
瀕死の Sepsis 患者の治療の経験から、“ 当時（1978 年）は、重症患者の予後を評価する方法が無かったので、自身の行った臨床決
断が正しかったかを立証することができなかった。これを克服するために APACHE を作った ” としている。最初は、それぞれの
患者の予後を評価する方法として作られたものである。それが、現在では施設間での治療成績の比較に用いられるようになり、こ
の比較を行う事で各施設での医療の質の評価ができるようになった。このことが “ 患者重症度評価がなぜ必要か ” のひとつの解答
となっていると考える。そのため、私たちは、過去に、ICU で何らかの研究をするには、ICU 入室患者の重症度評価が必要と考え
た。そこで、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業 ICU 部門の研究として、ICU における感染サーベイランスを行った時に、
同時に ICU 入室患者の重症度評価の収集も行った。即ち、一般の院内感染に関する指標（VAP、CAUTI、CRBSI などに必要な指標）
とともに、年間収容患者数、APACHE2 による重症度評価、標準化死亡率、ICU 在室日数、在院日数、デバイス利用率を集計した。
この研究は、2000～2005 年まで 5 年間継続され、2001 年の参加施設は大学病院や総合病院など 23 施設、全集計患者は、11445 人 /
年であった。集計された結果は解析され、それぞれの施設への還元情報として、参加施設全体の臨床指標（平均値）と、施設間比
較に関しては箱ひげ図を用いて全体のばらつきを示し、当該施設の臨床指標は、その施設だけが認識できるように図示した。その
後、必要な指標の入力に時間がかかることや、入力に対する還元情報が見合わないとのことより、参加施設は減少し、当初の予定
の 5 年後に大規模な研究に発展させることができずに終了した。この間、データを提出する側とデータを収集する側のそれぞれの
問題点について述べることで、“ 患者重症度評価に何が必要か ” と “ 患者重症度評がなぜ必要か ” について考えていきたい。
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患者重症度評価に何が必要か

東京慈恵会医科大学附属病院

集中治療部

内野 滋彦
一般に、ICU における患者重症度評価の方法には幾つかの種類がある。具体的には、まずバイタルサインや血液検査などを用いた
もの、臓器不全をスコアリングしたもの、そして看護労働の面から見たものなどである。このうち、病院退院時の予測死亡率を算
出することを重要視して作成されたものはバイタルサインや血液検査などを用いた一般重症度スコアであり、APACHE, SAPS,
MPM といった種類が存在する。例えば臨床研究など、患者重症度評価を必要とする場面は多く存在するが、本発表では国や地域
における多施設のデータ比較を目的とした national database における患者重症度評価において、どの項目を収集し、どのように予
測を行うべきかについて考えたい。
また、ICU 機能評価委員会による ICU 入室患者登録システム（Japanese Intensive care Patient Database, JIPAD）のデータを用い、
本邦における患者重症度評価についても考察を加えたい。その中で、JIPAD では APACHE III を主な重症度スコアとして使用し
ており、APACHE II を選択しなかった理由についても解説する予定である。
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ワークショップ 2

2 月 12 日
（金） 15：40～17：40

Post-Intensive Care Syndrome

WS2-1

第 6 会場

Post-Intensive Care Syndrome

高知大学医学部

麻酔科学・集中治療医学講座

山下 幸一
近年、高齢化と集中治療の適応拡大により集中治療室で治療を受ける患者数は激増し、加えて治療技術の発展がともなって入室期
間も長期化する傾向がある。しかも、集中治療を受けた患者はその後長期の通院や入退院を繰り返す可能性が高く医療費の高騰に
もつながっており集中治療後の医療環境を整えることは急務と考えられる。このように重症疾患の治療後に発症した長期にわたる
身体的、精神的、認知的障害やその家族の精神的障害は Post-Intensive Care Syndrome（PICS）と呼ばれ近年注目されている。
PICS は、2010 年に the Society of Critical Care Medicine で開催された集中治療後の治療や長期の患者ケアに関わる関係諸団体（31
団体）が集まり開催された会議（a stakeholders` conference）で提唱された概念である（Needham DM et al. Crit Care Med 2012;
40: 502-509）
。これまで集中治療は臓器別の病態にのみ注目し、機能的な障害には注目してこなかった歴史がある。このような背
景をもとに、この会議では 1）集中治療後の患者と家族の長期予後を理解すること、2）協力する関係諸団体と共通の理解をもつ
こと、3）患者と家族に対する治療戦略と財源を理解すること、4）関係諸団体による長期予後の改善法を模索することを開催目的
として掲げている。そして、PICS の原因・危険因子・自然経過が検討され、患者側（PICS）では、呼吸器合併症（肺容量の減少）、
集中治療後筋力低下（critical illness polyneuromyopathy; CIPM）
、身体的機能障害（ADL）
、精神障害（抑うつ、PTSD）
、認知障
害などが生じ、家族側（PICS-F）では、精神障害（抑うつ、PTSD、不安、悔やみ）などが生ずることが明らかにされた。また、
PICS を治療・予防する手段としてリハビリテーションの効果が期待された。しかし、これまで PICS に対して有効性を示した論文
は少なく、最近の Systematic Review でもリハビリテーションの PICS に対する効果は未確定と結論づけられている（Mehlhorn J
et al. Crit Care Med 2014; 42: 1263-1271）。しかも、現在は保険点数（財源）の関係でリハビリテーションを長期わたり受けらる
ことは不可能であり今後の課題と考えられている。一方、PICS の実態が疫学や評価方法が不十分なため研究成果との格差が大き
いことも問題とされている。PICS は、患者本人だけでなく家族や社会に対しても大きな影響を及ぼすため、今後集中治療医等の
専門医、家庭医、在宅ケアに関わる諸団体が協力し PICS の実態を解明していく必要があると考えられる。本ワークショップでは、
最近の文献をもとに PICS を概説することを目的とする。

WS2-2

長期アウトカム評価におけるエビデンス構築の困難さ

北摂総合病院

呼吸器内科

福家 良太
近年の医療の進歩に伴う ICU 患者の生存率の向上に伴い，ICU 退室後，さらには退院後の運動機能，認知機能，精神の障害といっ
た後遺症を有する患者が増加している。これらの患者は長期的な死亡あるいは QOL の低下として認知されるようになり無視でき
ない状況となっている。そこで PICS（Post-Intensive Care Syndrome）という疾患概念が提唱され，既に米国集中治療医学会にお
いては 2 回のコンセンサス会議が行われている。
この PICS への適切な予防介入を行う以上は，PICS のリスク因子，診断をまず知る必要があり，その上で有効な介入の模索が検
討される。現在，本邦では世界に先駆けて PICS を盛り込んだ日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 を作成中であるが，明確な
推奨を出すにはエビデンスが脆弱であるという問題がある。確かに PICS に関する報告は多く，多岐にわたるが，そのほとんどは
観察研究であり，種々の交絡因子の排除が困難であるがために RCT（無作為化比較試験）と結果に乖離が生じうる。近年，
Propensity Score Matching 解析により観察研究の質を高める手法もとられているが，それでも RCT との結果の乖離が生じること
は集中治療領域において報告されているため，解釈に注意を要する。複数の RCT で機能予後が評価されているのはリハビリテー
ションと鎮痛鎮静の領域のみであり，その他の領域の RCT によるエビデンスはあくまでも二次解析に留まり，検出力や長期
follow に伴う多数のサンプル脱落が問題となる。過去の観察研究結果やエキスパートオピニオンから「おそらくは好ましいもので
あろう」と考えられている介入が RCT で評価するとむしろ悪化させてしまうケースもあり，我々医療従事者の根底にあるバイア
スをもとにした質の低い研究デザインによるエビデンスへの警鐘と考えられる一傍証であろう。しかし，一方で RCT を行うこと
自体困難を極めることも現実である。PICS の評価となれば年単位での長期 follow が必要となり，さらには対象集団の入院時のみ
ならず疾患罹患前の状態の ADL，QOL の把握も必要となる。
また，PICS は必ずしも治癒しうる疾患ではないことは多くの医療従事者が現場で痛感することである。特に高齢患者において
は不可逆な機能低下を生じることも多く，ADL，QOL の低下は必至となり，自宅退院が困難となる。このため，PICS の議論にお
いては，同時に End-of-Life を併せて考慮する必要があり，より評価を難しくさせている。
今後，PICS に関連した研究はさらに多く報告されることが予想されるが，同時に PICS はその特性ゆえに，その国の医療背景や
社会・経済，さらには文化・宗教に至るまでさまざまな影響を免れない。このため，PICS の周知のみならず，本邦独自の研究が
必要であり，さらには限られた医療財政の中での行政とも連携した取り組みが必要となる。今後の PICS の研究をどのように行っ
ていくべきか，積極的な議論がなされていくことを切望する。
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ICU 退室患者の妄想的記憶

筑波大学

附属病院

1）

卯野木 健 、吉野 靖代
1）

集中治療室、2）筑波大学

大学院

人間総合科学研究科

フロンティア医科学専攻

1,2）

ICU 退室後の患者の中に「殺されそうになった」「追いかけられた」などの妄想的な記憶をもつ患者いる。この妄想的な記憶は、
私たちからみると真実ではないが、患者本人にとっては現実に起きた出来事と捉えられていることもあるし、あるいは、患者本人
も現実に起きた出来事ではないと思っているが、現実に起きたかのように思い出せる記憶として刻み込まれていることもある。こ
れらの妄想的な記憶は不快な思い出として患者の心に残り、妄想的記憶は ICU 退室後の PTSD と関連していると考えられている。
しかし、どのような患者に妄想的な記憶が生じるのか、また、どのような機序で生じるのかに関しては未だ不明な点が多い。本発
表では、ICU 退室患者の妄想的な記憶に焦点をあて、わかっていること、わかっていないことを明らかにし、課題を共有したいと
考えている。

WS2-4

大切な家族員が集中治療を受けることによる家族への長期的影響

一般社団法人

平成紫川会

小倉記念病院

立野 淳子
近年の医療の進歩は目覚ましく、複数疾患を併せもつ重症患者でも救命できる機会が増えています。しかし、命は助かったけれど
も、長期的には死亡率が上昇することや QOL が低下していることは無視できない問題です。今や、集中治療の目指すところは、
命を救うことに留まらず、その先の長期的な QOL の回復にあります。2012 年、米国集中治療医学会（SCCM：Society of Critical
Care Medicine）の合同カンファレンスにおいて、重症患者が集中治療を受けた後の後遺症として PICS（Post Intensive Care
Syndrome: 集中治療後症候群）の概念が示されました。加えて、ICU 退室後の長期アウトカムを改善するための指針が提示された
ことも集中治療のゴールをより後方にシフトする考え方を促進させたともいえます。 PICS とは、重症疾患後に発症もしくは悪
化した身体面、認知面、精神面の機能障害であり、これらが複雑に影響しあうことで患者や家族の QOL が低下すると考えられて
います。PICS では、ICU で集中治療を受けた生存患者のみならず、家族のメンタルヘルスにも影響を及ぼすことが示されています。
大切な家族員が生命の危機に直面し、集中治療を受ける状況は家族にとっても計り知れないストレスです。また、家族の一人が入
院することにより、家族内の役割の変化や経済的問題、時には、患者に代わって様々な意思決定を求められるなど、家族は多重ス
トレスを抱えています。先行研究によると、患者の ICU 入室中のみならず、退出後においても家族が高い割合で不安や抑うつ、
PTSD などの症状を有していることが明らかにされており、QOL の低下を招く重大な問題として捉えられています。 本シンポ
ジウムにおいて、私は、メインテーマである PICS の中でも家族のメンタルヘルスに着目し、その現状や家族ケアについて文献や
事例を通して整理したいと思います。そして、本シンポジウムを通して、大切な家族員が集中治療を受けることが家族にどのよう
な影響を及ぼすのか、そして予防や症状を改善のためにすべき家族ケアとは何かついて皆様と議論できればと思います。
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ワークショップ 3

2 月 12 日
（金） 15：40～17：40

臨床研究を始めよう

WS3-1

第 12 会場

臨床研究のネタを見つけるには？

神戸大学医学部附属病院

麻酔科

江木 盛時
臨床研究の題材は日常の診療の中に転がっていると良く言われる。しかし、実際に臨床研究の題材を見つけるのは難しいことであ
る。臨床研究の題材をみつけるには、日常の診療を疑問を持ちながら行い、その疑問を過去の論文や教科書で調べることを繰り返
すことが重要である。本演題では、臨床研究の題材を探していくための方法をいくつか紹介する。
1; この施設でのやり方は・・・です。“。
新しく赴任した病院でいわゆるその病院特有の治療を教わった事はないだろうか？あるいは、新しく赴任してきた先生に病院のお
作法を教えたことはないだろうか？すんなりと受け入れることができる内容であれば良いが、初めて聞いた方法や理論であれば、
過去の論文や教科書でその内容を調べてみると良い。世界に発信すべき内容かもしれない。
2; 予測指示
予測指示は、ベッドサイドに医師がいない状況で行われている医療である。予測指示の多くは、“ 患者がある状態になったら、処
置 A を行う “ という定型文で形成される。医師への確認の手間を省いて処置が開始できるため予測指示を好んで使用する施設もあ
る。はたしてこの処置 A は患者に有益に作用しているだろうか？副作用は生じていないだろうか？治療のトリガーとなる状態は
適切に選択されているのであろうか？過去の論文や教科書でその指示に根拠があるのか調べてみると良い。指示をコピー＆ペース
トして、全ての患者で一様に行っている治療こそ臨床研究の題材になりうるのかもしれない。
3; ガイドライン
ガイドラインは臨床実践のバイブルの様に扱われる。全ての推奨を確実に行う事が良い医療と考える方もおられるかもしれない。
しかし、ガイドラインの内容にはグレードが存在する。グレードの低い推奨はその確信度が低い事を示しており、いまだ決定的な
エビデンスが存在しない事、わかっていないことが多い事を示している。また、エビデンスが存在しないがエキスパートの意見を
利用して推奨を提示している項目もあるであろう。これは、確たる研究が何も存在しない分野であることを示してくれている。こ
のようにガイドラインに記載はあるものの、実際には今後も研究を行うべき分野は多くある。ガイドラインが今後の臨床研究の必
要性を示すという役割も担っていると考えれば、ガイドラインは臨床研究の題材のバイブルでもある。
4; ケースレポート
医師であれば、患者を助けたいと思うのは当然である。その真摯な治療の中で考慮した治療や着目した患者情報に関して、過去の
論文や教科書でその内容を調べてみると良い。日常の診療を行う中で臨床研究の題材を発見できるのは真摯に医療を行っている医
師にのみ許されるのかもしれない。治療や患者さんの経過をまとめて考察するケースレポートは重要であるし、ケースレポートを
まとめている間に臨床研究の題材に出会う事も少なくない。

WS3-2

I have a good clinical question and passion to test it: how can I start?

Department of Intensive Care Medicine, St. George Hospital, Australia
Manoj Saxena
Six ingredients that are needed at the start of a research journey are: finding the right mentor（teacher or guide）; being in a
supportive environment; learning to communicate with many different types of people; finding money to support a ‘program of
research’; patience, and dispassionate interest in the answer to the question.
The mentor: this person needs to have expert content knowledge of the area around the clinical question and also expertise in
the methodologies that are needed to answer the clinical question. The mentor needs to be approachable and be well connected
with their peers（to facilitate their student’s journey）
, and have the time to give to their student.
The environment: both the clinical work environment and the family situation need to be sympathetic to the needs of the clinical
researcher. Very often several feasibility studies need to be conducted prior to constructing a definitive clinical trial to answer
the clinical question; this means that the journey can take between 5-10 years and during this time the clinical researcher has
huge demands on their time. Colleagues and family need to be understanding and supportive.
Communication: it is very important to be able to communicate the importance of the question in a manner that is appropriate
to the understanding of a broad group of people. Not just our peers but also other non-medical staff, patients, their relatives and
the public. Being able to express the importance and generate enthusiasm and interest across a broad range of people helps us
succeed. It will also help others succeed too in the future by generating the right environment for clinical practice and research
to occur together as part of our daily routines.
Funding: Obtaining money from grants is an important way of indirectly receiving the endorsement of our peers or funding
bodies. It also enables us to offer others payment in return for helping us. It gives the researcher credibility.
Nurture a patient personality: this is needed because the journey may involve many frustrations. For example, the regulatory
framework for the conduct of research can appear complex and bewildering. This does become easier with time.
Maintaining a dispassionate interest in the answer to the clinical question: we should use our enthusiasm, together with a
scientifically rigorous approach, to define an important hypothesis and to design the optimal experiment, but we should refrain
from desiring a particular outcome, as this will introduce biases. Our purpose is to bring humanity closer to the truth; our
clinical question should aim to improve health and reduce suffering of the patients that we serve.
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統計解析は研究計画の段階で立てよう

大阪大学大学院医学系研究科臨床統計疫学
新谷 歩
臨床研究、基礎研究を問わず、大切な研究結果をいざ世に送りだそうという時、統計解析で大変苦労した、査読者から解析が間違っ
ていると指摘を受けて途方に暮れたという経験を持つ方は多いのではないでしょうか。 近年多くの国際ジャーナルでは統計専門
家による査読が行われ、統計を如何に適切に行うかが研究の質を決めると言っても過言ではありません。統計専門家による査読時
に一番問われるのは、統計解析手法が研究前に決められていたか（A Priori）という点です。 とりあえずデータをとって、解析
は後付け（Post-Hoc）というような解析では、得られた結果に再現性が取れないということが知られています。本講演では、統計
解析計画を事前に決めておく重要性についてお話します。

WS3-4

臨床研究を行う際のデータベースの作成法

岡山大学病院

集中治療部

鈴木 聡
データベースは、研究デザインや統計解析計画に基づいて収集したデータを管理するために重要な役割を担っている。具体的な役
割としては、データの入力、保存、更新、監視を行うと同時に、統計解析用にデータ書式を整えることである。
データの入力に際しては、入力が容易なフォームの作成、データ入力後の定期的なデータ保存、セキュリティやデータの質の維持
が重要となる。また、データ入力が完了すればすぐに統計解析が可能となるわけではなく、データのクリーニングが必要となる。
この作業は、統計解析を行う上で、非常に重要なステップであり、かなりの手間をかけて行う必要がある。その後、ようやく統計
解析に必要な書式でデータの抽出可能となる。臨床研究を行う際のデータベース作成に際して重要な点を以下に列挙する。
1. データテーブルの作成
・横列（行）に対象者個人の記録、縦列が属性を表す
・新たな ID の割り付け（連結可能匿名化）
・データ辞書の作成
2. データ入力
・以前は紙ベースの症例報告書（Case report form）を用いたデータ収集が一般的
・現在は電子化された書式に入力することが多い
・検査データなどのインポート
・セキュリティ対策
3. データの解析へ向けて
・データのクリーニング
・その他のデータベースとの統合（merge）
・統計解析をしやすいデータ型に変換
・データの保存、バックアップ
・統計解析用のデータ抽出
本発表ではこれらのポイントを中心に、発表者が実際に行った臨床研究（Crit Care Med. 2014）の実例を提示しながら、臨床研
究用データベースの作成方法について概説する。
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多施設ランダム化比較試験を計画実行して見えたこと

武蔵野赤十字病院救命救急センター、2）日本集中治療教育研究会

1）

安田 英人 1,2）、讃井 將満 2）、小室 哲哉 2）、畠山 淳司 2）、松窪 将平 2）、河野 真二 2）、山本 泰史 2）、安藤 幸吉 2）、瀬尾 龍太郎 2）、
志馬 伸朗 2）
臨床研究は臨床的な疑問から研究計画を立て、研究を実行し、データ解析、報告、といった手順を踏む。これらの手順の中で一番
重要なのは研究計画である。研究計画の段階で不備があれば、それは後々の結果に大きな影響を及ぼす。しかし研究計画といえど
もとても範囲が広く、どのようなことを念頭に研究計画を立てたら良いか不明なことも多い。そのような中で近年ではランダム化
比較試験の CONSORT2010 などで臨床研究の報告の仕方が規定され、それに沿った臨床研究を行うことが推奨されており、沿っ
ていない場合にはランダム化比較試験といえどもエビデンスレベルが下がってしまう。しかしそれらの構成要素が後にどのような
点で重要となるのか、という点においては、一度経験しなければわからないことも多い。より良い研究結果を得るために、どのよ
うにしたら研究の質、データの質を高められるのかという点に着目し、データ収集を終えた多施設ランダム化比較試験から得られ
た反省点をあえて批判的に吟味し、今後の臨床研究に生かすべき点について議論する。
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ワークショップ 4

2 月 13 日
（土） 9：40～10：50

集中治療から始める地域連携・在宅支援

WS4-1

第 9 会場

ICU から在宅を考える

千葉県済生会習志野病院

集中管理室

鎌田 あゆみ
団塊の世代が後期高齢者となる「2025 年問題」に向けて診療報酬の改定や様々な法整備が進んでいます。「病院から在宅へ」打ち
出された指針は（1）医療提供体制の再構築と（2）地域包括ケアシステムの構築です。今までは病院に入院していた方たちも自宅
で在宅医療や看護・介護を受けながら生活する方の増加が予測されています。 高度急性期医療の進歩により救命された方でも後
遺症を残したまま自宅に戻られたり、在宅療養されている方が症状悪化し ICU で治療を受けることもあり、集中治療と地域や在
宅の関係が変わってきています。 私は集中ケア認定看護師として ICU で勤務しながら、週に一日は併設の訪問看護ステーショ
ンへ出向し訪問看護に携わっています。ICU で人工呼吸器管理を行い、治療を終え自宅退院された 60 台前半の女性の方を引き続
き訪問させてもらうという経験をしました。その方は長期の入院で筋力が低下し家の中を伝い歩きで移動し入浴も一人では行えま
せん。訪問した際には病状の観察や清潔援助・下肢のリハビリ・日常生活の援助と家族支援を行っています。そこで感じるのは早
期リハビリテーションの大切さと、その方の生活背景を把握し早期から家族支援を始めることが退院後の在宅療養を成功させるポ
イントだということです。また、神経難病で今後気管切開をするかどうかの意思決定支援の場への同行や、気管切開しないと決断
し自宅で NPPV を装着しながら療養していた方の呼吸状態をアセスメントしながらの療養支援、以前勤めていた病院の集中治療室
で関わり気管切開をした状態で自宅へ戻り療養している方との再会などさまざまな経験をしました。訪問看護ステーションのス
タッフへの援助としてはフィジカルアセスメントの勉強会や症状に合わせたケアプランのアドバイスを行っています。私自身は病
院で治療を受けている患者が自宅へ戻り療養している姿を見ることで、入院中のケアで不足していたことはなかったか？と振り返
るきっかけになりました。そして ICU という医療機器が多くの生体情報をもたらしてくれる環境ではなく、血圧計とパルスオキ
シメーターしかない環境での対象に合わせた観察とフィジカルアセスメントをする機会に触れることで、五感すべてを投じ相手と
向き合う機会が得られたことはとても貴重な時間になりました。これらの体験から ICU から考える在宅医療や、在宅医療を受け
ている方の支援を振り返りたいと思います。

WS4-2

集中治療から始める地域連携・在宅支援

～看護専門外来における役割～

兵庫医科大学病院
山岡 綾子
65 歳以上の人口は、現在 3,000 万人を超えており、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）以降は、国民の医療や介護
の需要がさらに増加することが見込まれている。このため、厚生労働省においては、2025 年（平成 37 年）を目途に、高齢者の尊
厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ
う、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進している。
当院は特定機能病院であり、高齢者・複合合併症を持ちながら侵襲の高い治療を受けられる患者が多数いるため、早期回復、合併
症予防、患者・家族の意思決定支援といった患者・家族を中心とした看護支援が必要である。
心臓血管外科部門においては、平均年齢 71．2 歳の患者が手術療法を受けている。このため、心臓血管外科看護専門外来では患者・
家族に対し、入院前では病状説明、手術方法や入院から集中治療室を経て、退院までの経過など周術期オリエンテーション、周術
期口腔管理、心不全予防行動などについて指導を行っている。この段階を経て、入院中の生活支援、術後早期回復を目指したケア、
自宅での生活を視座においた退院指導や社会資源の活用を行い、患者がその人らしく、元の生活に戻れるよう、支援を行っている。
疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるためには、地域における医療・介護の関係
機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要であることは周知のとおりである。しかしながら、
大学病院の現状として、医療機関や介護施設、訪問看護ステーションなどと地域連携をどのように行うかということ、急性期を担
う看護の役割として退院後の在宅支援を見据え、それぞれ外来部門や病棟部門、集中治療部門といった分化した部門の「強み」を
つなげ、実践するかが問われている。
「おまかせ医療」であった時代は終わり、患者自らが治療を選択するといったように患者の自律が守られ、その人らしく生きるこ
とが尊重される時代である。当院のような先進医療を行う大学病院においては、重篤な病状や複合合併症を患いながら外科的治療
を受けるといったハイリスク患者が多数いるなかで、『患者が治療を受け、住み慣れた場所と元の生活に戻る』ということは最良
のゴールであると考える。
当院心臓血管外科看護専門外来における実際の介入をもとに集中治療から地域連携についてこれからの課題などみなさまと考えて
いきたい。
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WS4-3

ICU から始める社会復帰への移行と transition of care

Division of Pulmonary & Critical Care Medicine University of Nevada School of Medicine, Las Vegas, Nevada, USA
Hidenobu Shigemitsu
集中治療は重症患者のケアーに携わり、医療システムの中で最も高い位置 にある医療を提供する場と認識されている。ICU で診
断と治療が進み、多 くの患者がいずれは退院し、地域の介護施設および住宅介護などを通して 社会に送り出される形が多く見ら
れる。Transition of care, いわゆる医療のケアーの移行医療の質や医療安全、患者とその家族の医療システムに対する満足度、お
よび医療費削減に密接に関わっている事から国際的には telemedicine、nurse practitioner、ソーシャルワーカー、などを使った移
行モデルなどが報告されている。これから日本の集中治療が確立されていく中で、どのように患者が ICU から社会に順調に復帰
できるプロセスを考えていく重要性が求められている。

WS4-4

当院における早期リハビリテーションの現状と ICU 退室後の長期的予後改善への取り組み

国立病院機構 名古屋医療センター リハビリテーション科、2）国立病院機構
金沢大学大学院医薬保健研究域保健学系

1）

3）

名古屋医療センター

集中治療科、

渡辺 伸一 1,2）、櫻木 聡 1）、金谷 貴洋 1）、大野 美香 2）、森田 恭成 2）、鈴木 秀一 2）、染矢 富士子 3）
人口の高齢化に伴い , 高齢患者の手術，麻酔症例は増加している . 一般に高齢者の緊急開腹手術周術期に呼吸不全を合併すると重
篤な状態になることが多く , 人工呼吸器管理が必要となる . しかし , 人工呼吸器管理に伴うベッド上安静により長期間不動状態にな
ると全身的な筋力低下（ICU-acquired weakness,ICUAW）を起こし 1 年後においても筋力の低下や倦怠感が残存していると報告
されている . 最近では，ICU 入室中から ICU 退室後において持続する機能障害を post-intensive care syndrome（PICS）と呼ぶ概念
が提唱されている．そのため , PICS を予防するためにも ICU 在室中からの早期離床が重要と考えられる．しかし PICS の発生につ
いては基礎疾患による侵襲みならず，医療行為・ICU 環境・患者の精神的要因による侵襲の関連も示唆されており , ICU における
侵襲の長期予後への影響を認識し，在宅を見据えた上での多職種協働での介入が重要と思われる .
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WS4-5

地域連携における薬剤師のかかわり

帝京大学ちば総合医療センター

薬剤部

三浦 幹剛
集中治療室に入院される多くの患者は、容態の改善と共に転院、在宅療養、施設入所のいずれかを選択することとなる。それに伴
い薬剤の投与方法も持続点滴静注→間欠的静注→経口投与へと変化していく。退院後の患者の薬物療法が有効に継続できるように
するには、在院中からできる限り準備をしておく事が必要である。地域の医療機関に転院する場合には、対応する医療機関で投薬
可能な医薬品の有無の確認や情報収集を行い調整する場合がある。在宅療養や施設入所する場合には、処方により地域の保険薬局
から医薬品を受け取ることになるため、退院までの薬物療法の経緯や副作用歴などの注意点の情報を保険薬局の薬剤師に提供する
必要がある。集中治療にかかわる薬剤師は、集中治療室に入院中のことだけではなく、地域の医療機関の薬剤師や保険薬局の薬剤
師へ情報の提供と共有化を図る必要がある。特に保険薬局の薬剤師との情報共有は、医師、薬剤師、看護師等多職種がそれぞれの
専門性を生かし、チームとして患者を支援する地域連携・在宅支援を行うために重要である。そのため現在、病院と保険薬局の薬
剤師が情報を共有し、患者さんが入院してからも、退院してからも充実した医療を受けることができるように連携する薬薬連携が
進められている。薬薬連携を行う上で最も重要なことは、薬物治療上の疑問点などが生じた時に、相互に相談できる関係が構築さ
れていることである。そのためには、病院と保険薬局の薬剤師が「顔の見える関係」であることが必要であり、病院と保険薬局の
薬剤師が合同で参加できる研修会・意見交換の場を定期的に持つなど、地域としての取り組みが重要となる。また、情報を提供し、
円滑に連携を図っていく上では、お薬手帳の活用や退院時処方のほか薬学的問題点と経過、今後の継続的に確認してほしい内容（検
査値・TDM のデータを含む）、服薬説明時の留意点を記入できる統一された書式を作成し活用することが望まれている。しかし
ながら患者個々の情報の共有化を進めるには課題も多い。この点について当院での薬薬連携推進の取り組みを通して報告する。今
後、集中治療からはじまる地域医療・在宅支援を推進するために集中治療にかかわる薬剤師は、どのような取り組みを行う必要が
あるか討論したい。

ワークショップ 5
編集委員会企画 看護研究

WS5

2 月 14 日
（日） 10：15～11：00

論文が学会誌に掲載されるまでの道のり

第 9 会場

- 査読者はこうみる -

東京慈恵会医科大学医学部看護学科、 岡山大学病院、3）大阪警察病院、4）聖路加国際大学

1）

2）

高島 尚美 1）、藤井 玲子 2）、大江 理英 3）、櫻井 文乃 4）
臨床看護師には、臨床の場で生じた看護上の問題や課題に対する「研究的な姿勢」が求められます。その理由は、日常的なその姿
勢や研究成果が看護実践や看護の知識体系の改善となり、患者への質の高い看護の実現に結びつくからです。看護研究を実施した
ことがある看護師は、社会的貢献だけでなく、研究活動を通じて自分の仕事をみつめ、客観的に科学的に対象をとらえるという経
験となり、自身のものの見方や考え方にも影響があったことを自覚しているのはないでしょうか。そして、それらの研究は公表さ
れ、その知見を広く共有していくべき使命を持っています。最近、看護系投稿論文数は増えてきています。ところが、多忙な中で、
なんとか学会発表まではやってはみたものの、論文として投稿したことがない、あるいは投稿したのだけれども、査読者からのコ
メントが多くて修正が大変だったので途中で挫折した方、今悩んでいる方、将来のために知っておきたい方、さまざまな方がいらっ
しゃることと思います。 この企画では、査読者は投稿論文をどのようにみているのか？を提示します。論文が採択されるために
は、査読者や編集委員のチェックポイントを知っておくことも意義があります。なぜなら、それは投稿論文を掲載するために十分
とされる条件だからです。論文の評価視点は、文献クリティークの視点であったり、ご自分自身の研究デザインや計画のチェック
ポイントでもあり、それらを知っておくことは、質の高い研究を実施し論文化する際にも有効です。それは、看護研究を成功に導
くためのカギです。 お気軽にお立ち寄りください。
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ワークショップ 6

2 月 14 日
（日） 8：30～10：00

はじめてのメタ解析，システマティックレビュー

第 11 会場

WS6
東京北医療センター 総合診療科、2）東京大学大学院医学系研究科 救急医学、3）都立広尾病院 救命救急センター、
東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻臨床疫学 ･ 経済学、5）横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部、
6）
自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔科・集中治療部
1）
4）

南郷 栄秀 1）、福田 龍将 2）、中島 幹男 3）、笹渕 裕介 4）、武居 哲洋 5）、讃井 將満 6）
臨床医やコメディカルの皆さんが、目の前の患者さんに「ある治療や看護やリハビリを行うべきか」などのいわゆる臨床的疑問
（CQ）を持ったとします。自分の中で明確な答えがない場合、既存の文献にヒントを求めますよね。その際、どのような資料に当
たるでしょうか。
忙しい私たちは、まず UpToDate に当たったり、PubMed や医中誌で検索されるレビュー（review）を参考にする場合が多いで
しょう。これらの文献レビューはナラティブレビュー（NR）（narrative：物語風の）と呼ばれ、いわゆる二次資料の範疇に含ま
れます。NR は、一次資料である RCT（無作為化対照試験）や観察研究などの研究結果をまとめて一定の見解を示したものです。
しかし、どの論文を選択するか、複数ある研究結果をどのように重み付けしてまとめるかは筆者に任され、筆者の主観や好みを取
り除くことができません。
一方、同じレビューと言えども、系統的な “ 決まった ” 方法で一次資料を集め、評価し、各研究を重み付けして結果を束ねて示し、
ある CQ に対して一定の見解を示す作業がシステマティックレビュー（SR）
（systematic：系統的な）と呼ばれるプロセスです。
また、その中で、各研究を重み付けして結果を束ねる統計手法がメタ解析です。NR と異なり SR では、各種のバイアスをできる
だけ排除した形で CQ に対する中立的な回答を得ることができ、CQ の解決ばかりでなく、診療ガイドライン作成、新たな研究の
発案において威力を発揮します。
本ワークショップは、「SR やメタ解析の結果の見方は概ね知っているが、実際にどのような作業をしているか知りません」
、し
たがって「論文として読んだ SR が研究としての質が保証され、結果が信頼できるかわかりません（= 批判的吟味ができません）
」
と仰る医師やコメディカルを主な聴衆と想定し、企画されました。このような主旨のもと、まず日本の第一人者である南郷 栄秀
先生をお招きし「総論：システマティックレビューの概念、批判的吟味」と題したご講演いただきます。
その後、二つの身近な CQ を題材としてさらに理解を深めていただきます。「実例で学ぼう 1：腹臥位療法」は東京大学大学院医
学系研究科 救急医学の福田 龍将 先生に、「実例で学ぼう 2：EGDT」は都立広尾病院救命救急センターの中島 幹男 先生にお願い
しました。ここまでくるとおそらく多くの方が「もしかして自分にも SR ができるのではないか」と思うはずです。最後に「これ
では基本的過ぎて自分には…」と仰る方を対象に、ネットワークメタ解析、メタ回帰分析などの新しい概念に関して東京大学大学
院医学系研究科 公共健康医学専攻臨床疫学 ･ 経済学の笹渕 裕介 先生に解説していただきます。座長の横浜市立みなと赤十字病
院 集中治療部の武居 哲洋 先生と私からは、皆様の声を代表し “ いまさら聞けない素朴な疑問 ” をぶつけてみたいと思います。たっ
た 90 分ですが、“ 腑に落ちる ” を実感していただけるでしょう。
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Pro-Con 1

2 月 12 日
（金） 9：00～9：50

VCV vs. PCV

PC1-1

第 2 会場

Pro-Con VCV vs. PCV "VCV"

神戸市立医療センター中央市民病院

救命救急センター

瀬尾 龍太郎
VCV と PCV の間で人工呼吸患者の予後が変わるとの報告はないが、VCV はいくつかの点で PCV より有利かもしれない。
1）安全性： 現代の人工呼吸管理において、容量損傷と圧損傷の予防に努めることはコンセンサスがあると言っていいだろう。
VCV と違い PCV では一回換気量が規定できないため、容量損傷が発生してしまう可能性がある。また、非常に多くの医療者が
「PCV では圧損傷が起きにくい」と誤解しているようであるが、自発呼吸がある場合には、PCV であってもプラトー圧は容易に 30
cmH2O を超えうることを知っておく必要がある。
2）モニタリング： 多くの人工呼吸器では、VCV 管理中には吸気終末ポーズを設定できるため、持続的に静的コンプライアンスの
モニタリングが可能である。さらに、矩形波を用いると気道抵抗も経時的にモニタリングができ、循環動態が破綻するような重症
喘息発作といった閉塞性障害に対して、治療の有効性をリアルタイムに判断する事が可能である。加えて、ピーク圧とプラトー圧
を継続的にモニタリングする事で、気道内圧が上昇した際に、その原因がコンプライアンスの低下か気道抵抗の上昇かを判断する
事ができる。残念ながら PCV 管理下では、一回換気量が低下した際に、その原因を人工呼吸器のグラフィックからは判断するこ
とは困難である。
また、PCV の利点とされる最高気道内圧の制限や同調性について、VCV であっても漸減波を用いると同様の利点を得る事ができ
る。

PC1-2

PCV の方が VCV より安全・快適である

徳島大学病院

ER 災害医療診療部

今中 秀光
PCV と VCV の間で人工呼吸患者の予後が変わるとの報告はないが、PCV はいくつかの点で VCV より有利かもしれない。
1）安全性： VCV で一回換気量を制限しても、吸気努力が強く二段吸気が発生すれば結果的に一回換気量が増大してしまう。
PCV では気道内圧を制限し、人工呼吸に関連した肺損傷を抑制することが期待される。特に脆弱な小児肺、不均一分布の肺病変
では気道内圧の制限が重要である。ただし PCV でも一回換気量を制限する必要がある。
2）換気分布： VCV では良い肺胞ばかりが換気され、肺損傷を誘発するおそれがある。PCV での換気分布は肺胞の特性に従う。
3）同調性： VCV では吸気流量パターンが固定されるので、自発呼吸の強い患者との同調性は悪い。PCV では流量パターンが吸
気努力に従って変動するため、自発呼吸との同調性に優れる。
4）呼吸仕事量の調節： PCV 設定圧を段階的に下げることにより、患者の呼吸仕事量を徐々に増やし人工呼吸器から離脱するこ
とができる。
5）リークへの対応： 気管チューブ周囲からのリークがあると VCV ではリーク分だけ一回換気量が低下するが、PCV では比較
的保たれる。
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Pro-Con 2

2 月 12 日
（金） 8：30～9：10

電気刺激療法：muscle wasting を予防する

PC2-1

第 4 会場

電気刺激療法 :muscle wasting を予防する , Pro

北里大学病院

リハビリテーション部

神谷 健太郎
ICU-AW の病態や ICU 退室患者の身体機能が長期にわたって低下している実態が明らかとなるにつれ、骨格筋の機能や量の保持
が集中治療における大きな関心事となっている。神経筋電気刺激（neuromuscular electrical stimulation, NMES）は、患者の意識
状態に関わらず骨格筋を収縮させることができるため、ICU-AW の要因の一つである身体不活動に対する介入手段として期待さ
れ、近年、いくつかの無作為化比較対照試験が報告されている。必ずしもすべて positive study ではないが、NMES の responder（よ
り効果の高い集団）についても明らかになりつつある。
本セッションでは、Pro-Con のルールに従い徹底的に Pro の立場で議論を展開したい。

PC2-2

ICU における電気刺激療法の適用について

神戸市立医療センター中央市民病院

1）

リハビリテーション技術部、2）神戸大学大学院保健学研究科、3）救急部、4）循環器内科

岩田 健太郎 1,2）、井澤 和大 2）、西原 浩真 1）、坂本 裕規 1,2）、朱 祐珍 3）、瀬尾 龍太郎 3）、北井 豪 4）
電気刺激療法は、患者の病状や環境要因などにより十分な運動が行えない場合に活用される療法の一つである。近年、電気刺激療
法は、慢性心不全、慢性呼吸不全、膝関節疾患など、身体活動が制限される患者に対する筋萎縮の予防や筋力増強の代替運動とし
て、注目されている。また、超急性期における電気刺激療法の安全性や筋萎縮予防の効果についての報告も散見され、今後の展開
が期待されている。一方、電気刺激療法の問題点の一つとして、電気刺激によって誘発される筋収縮は、生理的筋収縮とは異なる
という点が挙げられる。通常の生理的な随意収縮は、神経線維の興奮のタイミングが個々の線維によりずれ、細い神経線維で支配
される疲労の遅い遅筋から収縮する。それに対して、電気刺激では、神経線維の興奮のタイミングが同期し、閾値の低い太い神経
線維で支配される速筋から収縮を始める。したがって、表面電極を用いた通常の電気刺激では、遅筋が十分に活動するという絶対
的根拠は未だ得られていない。そのため、電気刺激療法単独での抗重力筋の筋萎縮防止、電気刺激による有酸素運動効果について
は、一定の見解は得られていないものと思われる。実際、健常筋では電気刺激による筋力増強が可能であることが報告されている
が、随意収縮が可能であれば、随意的筋力増強訓練（自動抵抗運動）の方が効果はより大きいことが証明されている。また、電気
刺激による筋力強化の効果が得られるまでの治療期間は、随意的な最大筋力が増大するまでに 4～6 週間以上は必要とされる。筋
持久力増強や筋の断面積の増加にはさらに数週間を要する。一方、心臓外科手術および周術期管理の進歩により、術後リハビリテー
ションは早期化している。高橋ら（2012 年）は、心臓外科待機手術後患者の約 8 割において、ガイドライン通りに手術後のリハビ
リテーションが進められ、病棟内歩行自立までの平均日数は 4.3 日であったと報告している。ICU に滞在する患者のうち、この電
気刺激療法が従来治療に加えて有効である可能性があるのは、どのような患者群であるのか、今後の更なる検討が必要であると考
えられる。本セッションでは ICU における電気刺激療法の現状とその課題について我々の経験を踏まえて議論したい。
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Pro-Con 3

2 月 12 日
（金） 9：10～9：50

電気刺激療法：循環 / 代謝への影響

PC3-1

第 4 会場

ICU リハビリテーションにおける神経筋電気刺激療法の安全性と有効性

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 リハビリテーション科、2）愛知厚生連海南病院 リハビリテーション科、
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 リハビリテーション部、4）名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 リハビリ部門、
5）
愛知厚生連海南病院 心臓血管外科、6）名古屋大学医学部附属病院 外科系集中治療部、
7）
名古屋大学大学院 医学系研究科 心臓外科学、8）名古屋大学大学院 医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻

1）
3）

岩津 弘太郎 1）、飯田 有輝 2）、河野 裕治 3）、小林 聖典 4）、山崎 武則 5）、貝沼 関志 6）、碓氷 章彦 7）、山田 純生 8）
ICU での集中治療管理を必要とする重症疾患患者は、病態や治療に伴う侵襲、過度の安静、低栄養、そして薬剤の副作用などに
より全身性の筋力低下を来たしやすい。この重症疾患患者に特異的に認められる筋力低下は長期にわたって残存し、患者の生命予
後ならびに長期機能的予後を悪化させる要因となることが知られている。したがって、重症疾患患者における筋力低下の予防なら
びに改善方策の開発は、集中治療領域におけるリハビリテーションの重要な関心事となっている。
安静臥床は筋力低下の主要な危険因子であることから、従来から早期離床介入が ICU リハビリテーションにおける標準介入と
して推奨されてきた。しかしながら、実臨床における ICU では、重篤な病態やそれに伴う自覚症状などにより積極的な随意運動
が困難な症例も多く、早期離床介入のみで十分な筋活動量を確保する事に難渋することも多い。
神経筋電気刺激療法（neuromuscular electrical stimulation: NMES）は、随意努力を必要とせず他動的に筋収縮を誘発すること
が可能なことから、自発的に十分な筋活動量を確保することが困難な症例における早期離床介入の補足・代替療法として有用性が
期待できる。先行研究では、腹部外科手術後や敗血症、人工呼吸器管理中の患者において NMES が有害事象なく骨格筋量や筋力
の低下を抑制したことが報告されている。これらの報告は、ICU における筋力低下の予防方策として NMES が適用可能であるこ
とを示唆している。しかしながら、NMES を ICU リハビリテーションの標準介入として臨床応用するには検討すべき課題がある。
まず、ICU では循環動態が不安定なために積極的な離床介入が困難な症例を多く経験するが、このような患者に対する NMES の
安全性については詳しく検討されていない。また、ICU の重症疾患患者は骨格筋タンパクの異化作用が亢進し同化作用が低下して
いることが知られているが、このような時期における NMES が骨格筋のタンパク代謝に与える影響についても明らかでない。さ
らに、重症疾患患者の中には NMES により有効な筋収縮を得ることが困難な症例が存在することも報告されている。したがって、
ICU において NMES を適用するにあたっては、これらの課題が検討されると共に、どのような対象に NMES が有効か、すなわち
その適応が整理される必要があるものと思われる。本ワークショップでは、循環・代謝の観点から ICU における NMES の安全性
と有効性に関する我々の自験例を提示し、今後の課題と共に ICU における NMES の適応について検討したいと思う。

PC3-2

電気刺激療法：循環 / 代謝への影響

長崎大学病院 リハビリテーション部、2）長崎大学病院 集中治療部、
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科内部障害リハビリテーション学

1）
3）

花田 匡利 1）、森本 陽介 1）、及川 真人 1）、俵 祐一 1）、矢野 雄大 1）、名倉 弘樹 1）、関野 元裕 2）、松本 周平 2）、東島 潮 2）、神津 玲 1,3）
ICU 獲得性筋力低下（intensive care unit-acquired weakness; ICU-AW）では，全身性の炎症による代謝亢進状態を基盤に多臓器
不全，不動，高血糖，薬剤などが修飾要因となって筋蛋白分解が亢進，骨格筋萎縮が進行すると考えられている．したがって
ICU-AW の発症および進行予防のためにはリスク要因の特定とともに早期からの介入が重要であるが，全身状態が不安定な重症患
者では，適用できる介入手段が限られている現状にある．骨格筋を他動的に収縮させる神経筋電気刺激療法（Neuromuscular
electric stimulation; NMES）は，その有効性が期待できる数少ない手段であり，現在までに多くの臨床研究によって検討が行われ
ている．しかしながら，その成績は必ずしも一定しておらず，否定的な結果も含まれている．演者らは ICU 入室患者に骨格筋萎
縮の進行抑制目的に NMES を適用するものの，NMES の効果より病態の進行が早く筋萎縮の予防が困難といった問題に直面する
ことが少なくない．重症患者，特に敗血症患者の急性期では，全身性炎症による代謝亢進状態が持続するとともに，カテコラミン
製剤や大量輸液投与による全身性の浮腫を呈する．このような病態は NMES の non-responder として報告されており，演者らの経
験でも効果を示すことができていない．Segers らは敗血症，浮腫，カテコラミン製剤投与患者において，NMES は有効でなかっ
たとしており，この事実を裏付けている．また，代謝亢進状態では，電気刺激による筋収縮が筋蛋白の分解をさらに亢進させてい
る可能性も否定できない．研究報告をどのように解釈すべきかという問題に加えて，NMES の目的，適応，方法論（刺激強度・
頻度・施行時間・介入時期など）としての実施プロトコールが確立されていない実情もあり，臨床現場でのいささかの混乱は否定
できない．今回の Pro-Con では，ICU 患者に対する NMES の現状と課題，特に「循環・代謝への影響」も含めて批判的に吟味し，
自験例とあわせて検討，討議させていただく予定である．
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Pro-Con 4

成人 ICU 患者の鎮静にベンゾジアゼピンはもはや不要か？

PC4-1

2 月 12 日
（金） 9：00～9：50

第 6 会場

成人 ICU 患者の鎮静にベンゾジアゼピンはもはや不必要である？

東北大学大学院医学系研究科

麻酔科学・周術期医学分野

吾妻 俊弘
1950 年 代、Roche 社 の 研 究 者 で あ っ た Sternbach は、 化 合 物 R0-6-690 が 強 力 な 催 眠 鎮 静 作 用 を 持 つ こ と を 偶 然 発 見 し た。
chlordiazepoxide と呼ばれるこの物質は、改良型として開発・販売された diazepam とともに Roche 社を国際的巨大製薬企業とし
て押し上げる莫大な利益をもたらすこととなった。その後の 50 年間に、六員環であるベンゼン環と七員環ジアゼピン環が縮合し
たベンゾジアゼピン環を基本骨格として持つ誘導体が次々と合成・市販され臨床で活用されてきた。また、ベンゾジアゼピン系鎮
静薬の GABAA 受容体αサブユニットへの結合による薬理作用は、薬理学・生理学の基礎として多様な研究が進められてきた。
diazepam の注射薬は 1969 年より日本でも発売が開始され、1988 年に販売開始された水溶性で短時間作動型のベンゾジアゼピン注
射薬である midazolam とともに、人工呼吸中の鎮静薬として広く使用されてきた。1968 年に国立大学附属病院として初めて開設
された東北大学病院集中治療部においても、呼吸管理中の鎮静として長らく midazolam を用い、鎮痛作用を持つ ketamine と併用
する「ケタドル」や fentanyl と併用する「フェンタドル」について 1990 年代に報告してきている。
1995 年に導入と覚醒が速やかで調節性に優れる propofol が発売され、さらに 2004 年には呼吸抑制作用がほとんど無く浅い鎮静レ
ベルを維持しやすいα 2 アドレナリン受容体作動薬 dexmedetomidine が発売され、それぞれの長所と短所を考慮して鎮静を行うよ
うになってきていた。東北大学病院集中治療部においても、2004 年以後は propofol が 50％、dexmedetomidine が 30％、midazolam
が 20％程度の割合で「三剤鼎立」の様相であった。
しかし、最近はベンゾジアゼピンの長期投与や高用量投与による覚醒遅延や過鎮静、離脱困難やせん妄・認知機能障害に関する報
告が続くようになり、徐々に第一選択の鎮静薬としては用いられなくなってきていた。さらに 2013 年に発表された SCCM/ACCM
の PAD guidelinesでは “We suggest that sedation strategies using nonbenzodiazepine sedatives（either propofol or
dexmedetomidine）may be preferred over sedation with benzodiazepines（either midazolam or lorazepam）to improve clinical
outcomes in mechanically ventilated adult ICU patients（+2B）
.”、2015 年の日本集中治療医学会 J-PAD ガイドラインでは「人工
呼吸管理中の成人患者に鎮静薬を投与する場合には、ベンゾジアゼピン系鎮静薬よりも非ベンゾジアゼピン系鎮静薬を優先的に使
用することを提案する（+2C）」と記載されるに至り、もはや「ベンゾジアゼピンは不必要」ともとれる状況になってきている。
ガイドラインでの推奨の根拠となる報告などを検討し、本当に「不必要」なのかどうかを会場の皆さんと考えていきたい。

PC4-2

ベンゾジアゼピンは使わざるを得ない場合と、使いたい場合がある

和歌山県立医科大学

医学部

救急集中治療医学講座

加藤 正哉、宮本 恭兵
ICU での鎮静においてベンゾジアゼピンの使用機会は減少しており、プロポフォールやデクスメデトミジンの使用が増加してい
るのは事実である。自施設においてもベンゾジアゼピンを第一選択として使用する機会は少ないが、選択的に使用する場合と、使
わざるを得ない場合の 2 通りの意味で「もはや不要」とは言えないのが現状である。
鎮静薬剤選択に関する国内外の鎮静鎮痛ガイドラインを参照するかぎり、
「鎮静薬の第一選択はベンゾジアゼピンより非ベンゾジ
アゼピンの方が良いかもしれない」と控えめな提案がなされているに留まる。一方で、不隠、アルコール離脱、深鎮静を要する症
例などにおけるベンゾジアゼピンの有用性についても明記されている。自施設 ICU において過去 3 年間に人工呼吸管理を要した重
症敗血症 76 例を振り返ってみると、10 例（13%）において他薬剤無効、深鎮静が必要などの理由のためベンゾジアゼピンの持続
投与がおこなわれていた。安価で血行動態に影響しにくく、深い鎮静深度が得られやすい薬剤として、ベンゾジアゼピンはまだま
だ使用の余地があると思われる。
ミダゾラムに代表されるベンゾジアゼピン持続投与の不利益として、
「譫妄が多い」
、
「人工呼吸管理期間や ICU 滞在期間が延長す
る」などが挙げられているが、これらの多くについて確定的な知見が得られているわけではないことに注意が必要である。譫妄発
生率や ICU 滞在期間については、Riker らの RCT（SEDCOM）においてベンゾジアゼピン投与により、有意な譫妄の増加や、ICU
滞在期間延長が認められている。この試験が有名なため、ベンゾジアゼピンはいかにも悪い薬剤であるかのような印象で捉えられ
る傾向にあるが、他の試験をみると譫妄発生率や ICU 滞在期間に差がないとする RCT の方がむしろ多く、観察研究でも意見は一
致しない。
人工呼吸管理期間については前述の SEDCOM 以外にも多くの RCT においてベンゾジアゼピン群で 1-2 日の延長が認められている
ことは確かなので、持続投与する際には注意が必要である。ベンゾジアゼピン投与に伴う不利益が報告されている過去の試験では、
最近の主流である浅鎮静や、一日一回の鎮静薬中断など、鎮静薬の蓄積を避ける対策が必ずしもおこなわれているわけではないの
で、鎮静薬の選択よりも蓄積を避けるような鎮静方法の選択の方が重要である可能性もある。死亡率という最も重要なアウトカム
について差を認めた大規模試験は存在しないことをあわせて考えると、ベンゾジアゼピンは言われているほど悪い薬ではなく、実
臨床においてはまだまだ必要な薬剤である。
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Pro-Con 5

2 月 12 日
（金） 9：00～9：30

鎮静中断 VS 中断しない

PC5-1

小児領域での鎮静中断

静岡県立こども病院

第 7 会場

～小児だからこそ、あえて 鎮静中断～

小児集中治療科

伊東 幸恵、川崎 達也
小児は常に落ち着きがない。ついさっきまで安静にしてよく眠っていたと思っても、突然覚醒し激しく泣く。これは小児にとって
はごく当たり前のことで、病気の児でもまた同様である。
ICU 管理において、鎮静が必要不可欠であるのはいうまでもないが、深鎮静により人工呼吸期間や ICU 滞在期間の延長を始め、種々
の有害事象をもたらすとされている。成人では浅鎮静が推奨され、多くの文献でその手段について、鎮静中断（daily sedation
interruption）やプロトコールに基づいた鎮静、あるいはそれらの併用といった方法が検討されている。
小児でも浅鎮静の方法に関する報告は複数あるが、いずれも解釈には注意を要し、決定的な方法論の優劣に関しては成人同様結論
はでていない。
また、小児における望ましい鎮静度は不明である。健康な児でも両親と引き離され様々なデバイスを着けられて一人で過ごすこと
が耐えられないことからわかるように、成人で推奨される「アイコンタクトがとれる」程度の鎮静度で安静を保てる児は、ごく一
部にすぎない。実際の管理においては、望ましい鎮静度を一概に決めることは難しく、疾患や重症度はもちろん、年齢や精神運動
発達の程度、児のキャラクターや病棟への慣れ・不慣れによって大きく変えざるをえないことはしばしばある。
さらに、覚醒度が安定しないという特性のため、一定の鎮静レベルを維持するのは難しい。常に目標の鎮静度を維持しようとする
と、結果的により深い鎮静度となりやすい。さらに小児に使用可能な鎮静薬は成人に比べて限られていて鎮静度の細かな調節は難
しいことが多く、また耐性・蓄積・離脱の問題もよく経験する。
これらの点を考えると、忙しい日常臨床の場では、例えば鎮静プロトコールを作成し、その有効性を検証し、導入・維持していく
よりも、それぞれの児の目標鎮静度を決めながらも一日一回鎮静中断を試み、覚醒を確認したら必要に応じて鎮静を再開するとい
うのは許容できるし、現実的であろう。
小児だからこそ、鎮静中断は有用であると、文献的考察もふまえて提案したい。

PC5-2

小児人工呼吸患者の鎮静中断を行う前に解決すべき問題点

大阪府立母子保健総合医療センター

集中治療科

小山 英彦、橘 一也、竹内 宗之
【背景】成人人工呼吸患者の鎮痛・鎮静においては、十分な鎮痛管理のもと浅鎮静あるいは一日一回の鎮静中断が推奨されている。
同様の鎮痛・鎮静の管理法が小児人工呼吸患者でも可能であるのか、あるいは予後にどのような影響を及ぼすかの検討は未だ不十
分である。数少ない報告の中で、小児を対象とした鎮静中断の RCT では、一日一回の鎮静中断を行う方が有意に人工呼吸期間や
ICU 滞在日数が短縮したと報告している（Gupta 2012）
。一方で、小児を対象とした鎮静中断を含む鎮痛・鎮静のプロトコールを
用いた管理法は、プロトコールを用いない管理法と比較して人工呼吸期間や ICU 滞在日数短縮とは関連がなかったとの多施設
RCT の報告もある（Curley 2015）。われわれは自施設経験から、小児人工呼吸患者における鎮静中断は困難であると考える。
【鎮静中断が困難と考える根拠】（A）小児ならではの理由：（1）プロポフォールの使用は禁忌：成人を対象とした鎮静中断の研究
の多くでは、調節性が良好で中断後比較的早期に覚醒するプロポフォールが使用されている。海外の小児鎮静中断の報告でも、プ
ロポフォールが使用されている場合もある（Curley 2015）
。本邦において、小児人工呼吸管理中のプロポフォールの使用は禁忌で
あり、多くの施設でミダゾラムが使用されているが、ミダゾラムは中断してもいつ覚醒するか予測が不可能であり、小児での鎮静
中断時の管理を困難にしている。（2）鎮静レベルの維持および評価が困難：小児では安定した鎮静レベルを維持することが困難な
ことが多い（Verlaat 2013）。我々は State Behavioral Scale で－ 2 と評価した患児が、そのしばらく後に突然覚醒し、計画外抜管
となった症例を数例経験した。これを予防するためには、鎮静レベルをこまめに評価する必要があるが、穏やかに寝ている子供を
鎮静レベル評価のために頻回の刺激によってその都度覚醒させることは現実的でないと思われる。
（3）挿管状態の理解：小児に挿
管下での人工呼吸の必要性を理解してもらうのは不可能であり、鎮静中断は困難である。状況が理解できない症例への覚醒下の気
管吸引などのストレスは、心的外傷後ストレス障害の発生の可能性も否定できない。
（B）海外との管理の相違、特に看護体制の違い：海外集中治療室の管理体制は、常に患者：看護師が 1：1 もしくは 2：1 の体制で
ある。当センターが過去 3 年間に経験した計画外抜管は 6 例で、その発生時間帯は日勤帯が 1 例で、準夜帯および深夜帯が 5 例であ
り、勤務している看護師数に関連している可能性が示唆され、海外との看護体制の違いが我が国での鎮静中断を困難にしている可
能性がある。
【結論】小児においても、一日一回の鎮静中断やできるだけ浅鎮静での管理が予後改善に影響を及ぼす可能性はあるかもしれない。
しかし、それを実際に行うには改善すべき点がまだ残されていると我々は考える。
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Pro-Con 6

2 月 12 日
（金） 9：30～10：00

血液培養小児で 2 セット VS 1 セット

PC6-1

第 7 会場

重症小児診療では血液培養を 2 セット

松戸市立病院

小児医療センター

小児集中治療科

岡田 広
重症小児診療において、血液培養を 2 セット以上採取することは重要であると考える。以下、1, 現在推奨されている内容、2, 血液
培養のセット数を増やすことの臨床的意義、3, 実際の臨床に適用するための方法、に関して順に述べる。1, 重症小児の敗血症診療
に際して血液培養のセット数を比較検討した報告はないものの、小児集中治療領域での海外の成書や、本邦における専門家の見解
として、抗菌薬投与前の血液培養は 2 セット以上の採取が推奨されている 1）,2）。これは、成人での推奨と同様 3）,4）であり、成人
での知見を小児領域にそのまま外挿可能かどうかは議論の余地があるとしても、重症敗血症診療にあたって起因菌の同定に努める
ことの重要性に異論はないと思われ、このための方策として血液培養を 2 セット以上採取するという推奨は、成人か小児かに関わ
らず理にかなっていると考える。2, 重症小児に対する血液培養のセット数で我々の診療が変わり得るかということは興味深い議論
であるが、敗血症診療に限定した報告ではないものの、小児において血液培養の採取量やセット数を増やすことで培養の陽性率が
上昇するという報告は散見される 5）～11）。これらの報告を敗血症診療においても適用可能だとすれば、血液培養の採取量やセッ
ト数を増やすことで起因菌の判明率を上昇させられる可能性はあり、これに基づいて起因菌ごとの抗菌薬の変更や de-escalation、
投与期間の決定といった臨床的に非常に重要な方針変更がなされる可能性がある。このことは、目の前の患者の予後はもちろん、
未来の患者の予後をも改善させる可能性のある行動である。3, 重症小児に対する実臨床で、血液培養を 2 セット以上採取すること
はときに困難である。しかし、各種点滴（末梢静脈ライン、動脈ライン、中心静脈ラインなど）の確保時にも培養検体を採取でき
ることの意識を徹底することで、実際の臨床現場においても治療早期に血液培養 2 セット以上を採取することは十分に可能である。
また、培養採取のために抗菌薬が必要な児に対する治療開始が遅れてはならないことは言うまでもないことであるが、一方で小児
集中治療室の普及 / 増加により、抗菌薬投与開始をあせることなく安全性を担保したうえで「待つ」ことも場合によっては可能で
あると考える。そのような状況では全身状態の慎重な観察と適切なタイミングでの治療介入を前提として、血液培養の追加採取を
ぜひ検討すべきと思われる。1）日集中医誌 2014;21:67-882）ROGERS’ TEXTBOOK OF Pediatric Intensive Care3）日集中医誌
2013;20:124-1734）Crit Care Med 2013;41:580-6375）J Clin Microbiol 1979;9:88-926）Pediatrics 2007;119:891-8967）Pediatr Infect
Dis J 1997;16:381-3858）Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2002;87:F25-289）J Clin Microbiol 2000;38:2181-218510）J Clin Microbiol
2009;47:3482-348511）Pediatr Blood Cancer 2015;62:1421-1426

PC6-2

こどもではしっかりとれば 1 セットで良い。実際ほとんどが 1 セット

兵庫県立こども病院

小児感染症科

笠井 正志
1）ガイドラインでの記載 Surviving Sepsis Campaign guidelines（SSCG2012）では、
「Blood cultures should be obtained before
administering antibiotics when possible, but this should not delay initiation of antibiotics.」と推奨されているが、解説には一切 2
セット以上必要であるという記載は存在しない。また、日本集中治療医学会小児集中治療委員会編集による「日本での小児重症敗
血症診療に関する合意意見」には、「抗菌薬開始前に血液培養を 2 セット以上採取する。ただし，このために抗菌薬投与が遅れな
いようにする。
」と意見されている。しかし、2 セット以上採取することに関する解説は存在しない。2）小児感染症の教科書での
記載小児感染症の教科書とされる Principle and practice of Pediatric Infectious Diseases（fourth edition）の血液培養に関する記
載 は、「Although a single sampling may be sufficient for many patients with bacteremia, multiple samples are appropriate in
certain circumstances . と記載があるのみ、積極的に推奨しているとは考えられない。3）臨床研究採取量を考慮した上での、複数
セットと 1 セットを直接比較した臨床研究（ランダム化比較試験、前向きコホート研究）は存在しない。1 本のボトルでは偽陰性
が 37～44% あり、複数ボトルを使用することで検出率は上がるという報告がある（J Clin Microbiol. 1991;29（2）:359-62. Pediatr
Infect Dis J. 1994;13（3）:203-6.）。また採血量 2ml × 2 セットは、2ml × 1 セットよりも培養陽性率が高い（J Pediatr. 1996;128
（2）:190-5.）という報告も存在する。しかし、これらの陽性率向上の理由として、セット数よりも採血量が関与している可能性が
あるため、複数セットが真に陽性率向上に有用か結論は出ていない。現実的な問題として、小児は採血が困難であり採取量を規定
して行う血液培養の研究は困難である。上記 1）～3）を勘案すると、陽性率向上のみを目的として、小児とっては侵襲的な検査
である採血を「ルーチンに」複数セット行うのは、児や採取者や負担をかけ、かえって血液培養採取がされなくなる可能がありえ
る。現状考えるべきことは、1 セットでも陽性率を向上させることが最優先である。ボトルに記載している量を適切に接種する
（Pediatrics 2007;119:891-6）こと、嫌気ボトルの併用（Korean J Lab Med. 2011; 31（2）:101-6. Pediatric Infect Dis J. 2002; 21
（5）:443-6.）することから始めてみるべきである。まずは気軽にかつより適切な方法を現場に周知させることが最優先である。そ
のためには小児血液培養採取に関する実践的なガイドラインが必要である。
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Pro-Con 7

2 月 12 日
（金） 8：30～9：20

敗血症に対する血液浄化療法 sepXiris VS. PMX

PC7-1

第 10 会場

敗血症に対する血液浄化方法 sepXiris

八戸市立市民病院

臨床工学科

小橋 秀一
2014 年 7 月に CRRT 用のサイトカイン吸着膜である sepXiris が発売となった。「持続緩徐式血液濾過器 2 特殊型」という新たな医
療材料名称が設けられ、適応に “ 重症敗血症及び敗血症性ショックの患者 ” が追加されている。
それ以前の敗血症に対する血液浄化法は、エンドトキシン吸着の PMX やサイトカイン吸着の PMMA-CRRT が各施設で行われて
いており、治療を行う際の注意点として PMX は直接血液吸着法のため凝固トラブルを起こしやすいこと、PMMA-CRRT は吸着
面積を大きくするためにプライミングボリュームが増大すること、吸着原理がはまり込みのため濾過による hemofilter の目詰まり
を起こすことがあった。
AN-69ST 膜である sepXiris は、通常の CRRT を行いながら浸透吸着により、少ないプライミングボリュームでも効率の良いサイ
トカイン除去能力を有し、高い透水性能を持つため濾過を行っても目詰まりの心配が無いという特徴がある。
当院の敗血症に対する血液浄化方法の選択として、病態の基本は高サイトカイン血症であるということに注目し、humoral
mediater network を断ち切ることを目的として sepXiris によるサイトカイン吸着除去を行っている。
当院が PMX ではなく sepXiris を選んだ理由として、DAMPS の概念から PAMPS の一つに過ぎないエンドトキシン除去より、
Alarmin なども含め産生されたサイトカインを除去する方が合理的と考えたことにある。
サイトカイン吸着膜による比較となるが、当院が敗血症患者に対して CRRT を施行した 28 日後救命率は、PMMA 膜で CH-1.8W で
50%（N=34）、sepXiris100 では 77%（N=44）となり sepXiris の有用性を感じられた。
（log-rank test, P ＜ 0.05）
さらに、敗血症以外の CRRT 施行患者の多くも高サイトカイン血症状態と考え、敗血症の診断の無い患者に使用した結果、28 日
後救命率は CH-1.8W で 58%（N=40）から sepXiris100 で 83%（N=24）とこちらも上昇した。
（log-rank test, P ＜ 0.05）
これらから、敗血症をはじめとした高サイトカイン血症に対して、サイトカイン吸着膜を使用した積極的除去の重要性を再認識し、
現在はほぼすべての CRRT 患者に対して sepXiris を使用している。

PC7-2

敗血症に対する血液浄化療法：PMX

小牧市民病院

臨床工学科

神戸 幸司
現在、敗血症の定義は改定されると言われているが、日本版敗血症診療ガイドラインによる定義では、
「感染によって発症した全
身性炎症性反応症候群（Infection-Induced SIRS）とあり、また SIRS の定義の 4 項目中 2 項目以上が該当する場合」とされている。
また、「判断には補助的指標を参考にする。」と示され、更に敗血症への全身管理と補助療法の中で重症敗血症に対する血液浄化療
法（RRT、CRRT）や敗血症性ショックに対する PMX 等の項目が記載されている。しかし、血液浄化療法に関する明確な方向性
は示されていないのが現状である。特に PMX に関しては敗血症性ショックの病態での敗血症性炎症反応を惹起する病原体関連分
子パターンの一つに過ぎないエンドトキシン（ET）のみを除去する治療が有効かとの意見もある。しかし、PMX の有効性に関し
ては適正なタイミングで施行することにより、敗血症に伴う諸症状、臓器障害、生命予後を改善することが国内外で多数確認され
ているのも事実である。今後は、ET 除去の生物学的意義が明確化されると共に、PMX の効果が得られる可能性のある患者に対し
て施行タイミングの見極めが出来るようになることが必要となるもの考える。PMX の保険算定基準の ET 血症であるが、ET 値を
正確に検出する測定系が確立されておらず本邦の比濁時間分析法は、一部の先端的施設を除き診断に十分な感度とは言い難い現状
である。しかし、作用機序の中心は血中からの ET 除去であるため、PMX 治療の適応の判断基準となる ET レベルの測定は必要で
ある。海外では、ET レベルの測定として Endotoxin Activity Assay（EAA）が用いられており、敗血症治療との関係を検討した
論文が多数報告されている。EAA は米国 FDA で診断薬として認可されており、本邦においても複数の医療機関で臨床検討されて
いる。当院でも、PMX を適正なタイミングで施行するために敗血症症例において、EAA と各種バイオマーカーを測定している。
敗血症症例への血液浄化療法の提供の際、抗凝固の管理、交換時期、単独使用か CRRT との併用かといった施行管理を CE として
の視点において、高 ET 血症状態で尿量が確保されていれば、ET 除去目的が主体の PMX 単独使用を選択する。また、腎障害や肝
障害など多臓器不全の状態であれば、腎代替療法としての CRRT の併用を考慮する。その際、サイトカインの除去目的であれば、
これに続く選択肢として AN69ST や PMMA 膜の適用といった判断が必要となる。今回、PMX 施行例での EAA 及び ET 値、各種
バイオマーカーの変化と PMX 導入基準、治療効果等を含め報告すると共に PMX の臨床効果について繊維状吸着材（PMX-F）表
面への血液細胞吸着、活性化好中球の除去など PMX による直接的な吸着によるものか、一連のカスケード反応の一部反応過程の
阻害の結果生じる ET 吸着以外の機序についても文献的考察を加える。
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Pro-Con 8

2 月 13 日
（土） 8：00～8：50

集中治療専門医は super-speciality

PC8-1

第 1 会場

集中治療専門医は、Super-specialty ？

東京ベイ浦安市川医療センター
藤谷 茂樹
新専門医制度が、2017 年度より導入され、今後の日本集中治療医学会での履修項目がより厳格になることが予想される。世界各
国で異なる集中治療専門医制度をとっており、主に 3 つに分けられる。Supra-specialty model（基幹となる分野の専門医資格取得後、
集中治療専門医の取得ができる）、Single-specialty model（1 つの専門医コースからのみ、集中治療専門医の取得が可能）、
Multiple sub-specialty model（基幹専門医コースがそれぞれの専門医コースの中に、集中治療専門医のトレーニングコースを要し
しており、その内容はそれぞれの基幹コースにより異なる）の 3 つのモデルがある。ヨーロッパでのアンケート調査では、地理的
な問題もあり混在したプログラムが多く、コンピテンシィーベースの CoBaTrICE （Competency Based Training programme in
Intensive Care Medicine for Europe）研修システムの形態をとっている。その内訳は、Supra-specialty（39%）
, Multiple subspecialty（30%）, Single sub-specialty（22%）となっている。現在、本邦での集中治療専門医は、救急医、麻酔科医が基幹である
ことが多く、Multiple sub-specialty model が多く該当している。しかしながら、研修内容の標準的な質が保証されているわけでな
く、米国の ACGME に習った新専門医制度では、米国と同様な仕組みで、Supra-specialty model が主流になる。そのためには、日
本集中治療医学会では、ある一定の基本系となるプログラム作成が必要となり、これが集中治療専門医を標榜するための必要条件
であると考えている。この Supra-specialty model で専門医教育をするためには、一施設で履修することができない場合も有り、そ
の場合、他施設もしくは off-the-job training などカリキュラムのモデルを提示することも必要であろう。また、Supra-specialty
model プログラムの質を評価するための客観的な指標が必要になり、標準的な集中治療医育成が全国の普及に繋がる。

PC8-2

集中治療専門医は subspecialty である

帝京大学

医学部

救急医学講座

坂本 哲也
日本集中治療医学会の専門医制度・審査委員会（松田兼一委員長）が 2015 年に実施した専門医資格に関する調査によれば、集
中治療専門医 1,218 人中 740 人（60.8%）から回答を得て、基本領域の専門医（指導医、認定医を含む）を持つ者（複数領域の重複
あり）は、麻酔科 471 人（38.7%）、救急科 347 人（28.5%）
、内科 104 人（8.9%）
、外科 72 人（5.9%）
、小児科 22 人（1.8%）
、脳神経
外科 20 人（1.6%）、整形外科 2 人（0.2%）、産科婦人科 1 人（0.1%）
、泌尿器科 1 人（0.1%）
、リハビリテーション科 1 人（0.1%）で
あり、麻酔科と救急科の専門医で過半数を占めていた。麻酔科専門医 4,045 人の 11.6%、救急科専門医 4,065 人の 8.5% が集中治療専
門医を取得していることになる。American Board of Medical Specialties の報告書（2013-2014）によれば、Critical Care Medicine
は他の subspecialty と異なり 6 つの基本領域により提供されている。米国内の Critical Care Medicine 専門医数は 15.510 人で、領域
別 で は Anesthesiology 1,612 人（10.4%）、Emergency Medicine 56 人（0.4%）
、Internal Medicine 9,545 人（61.5%）
、Obstetrics
and Gynecology 3 人（0.0%）、Pediatrics 1,790 人（11.5%）
、Surgery 2,504 人（16.1%）であり、Internal Medicine が最多である。
Internal Medicine 専 門 医 204,538 人 の 4.7%、Anesthesiology 専 門 医 46,636 人 の 3.5% が Critical Care Medicine 専 門 医 で あ る。
European Diploma in Intensive Care Medicine で は 受 験 資 格 と な る 基 本 領 域 を Anaesthesiology、General/Internal Medicine、
General Surgery、Accident & Emergency Medicine、Paediatrics とし、Intensive Care Medicine も基本領域として認めている。
日米欧で基本領域の構成に違いはあるが、他の subspecialty に比べて、多種にわたる基本領域の上に構築されている点が特徴であ
る。集中治療専門医は急性期重症患者の生命維持と治療における最後の砦である集中治療分野を担う医師である。わが国では特定
集中治療室管理料を算定するために、専任の医師が常時、ICU にいることが求められているため、集中治療医が診療を行う場を
ICU に限らざるを得ない状況が多い。しかし、集中治療を必要とする患者は、発症直後から集中治療専門医の管理下に置かれるの
が理想であり、そのためには、診療の場を病院外の発症現場から病院の初療室を経て ICU に至るまでの全経過とすることが望ま
れる。また、病院内で発生する重症患者に対しても、Medical Emergency Team や Rapid Response System の核となり ICU の外
まで手を伸ばして対応することが望まれる。これらは集中治療専門医を中心とした看護師や臨床工学技師等による集中治療チーム
によって達成されうる。各自の得意とする領域の急性期重症患者管理に情熱を持つ基本領域の医師達が、集中治療医学を
subspecialty とした知識と技能を共通概念として持った上でチームを構築することが実戦的である。
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Pro-Con 9

2 月 13 日
（土） 9：00～9：50

High-flow nasal cannula 酸素療法 VS. NPPV

PC9-1

第 3 会場

High-flow nasal cannula 酸素療法

岡山大学病院

麻酔科蘇生科

岡原 修司
集中治療室（ICU）での呼吸管理は日々進歩している。その中でも非挿管患者の呼吸管理を大きく変化させたといっても過言では
ないのが、High-flow nasal cannula oxygen 療法（HFNC）である。本邦では 2012 年より導入され、非侵襲的陽圧換気（NPPV）
と比較して同等の臨床効果が有りながらも、より低侵襲的であるため、それまで NPPV を施行していた症例を HFNC で管理する
機会が増加している。当院 ICU でも HFNC 導入前後で、NPPV 施行症例がほぼ半減（62 例／年→ 34 例／年）した。
HFNC の特徴は、1．自由に酸素濃度の設定が可能であること、2．十分な加温加湿が得られること、3．流量に応じた軽度の気道
内陽圧による吸気サポートと PEEP 効果があること、4．解剖学的死腔のウォッシュアウトによる呼吸回数の減少と呼吸仕事量の
軽減が得られることである。多くの研究で、HFNC による呼吸回数の低下や動脈血液ガス分析など呼吸パラメーターの改善、呼吸
困難感の改善などの臨床的な効果が示されている。また、近年 NPPV と比較した臨床研究でも HFNC の有用性が報告されている。
急性低酸素血症に対する効果を評価した FLORALI study では、HFNC 群では呼吸管理期間の短縮と死亡率の低下を示した。また
PaO2/FIO2 ratio ＜ 200 の重症症例において HFNC 群で挿管率が有意に低い結果を示した。心臓血管外科術後の低酸素血症を対象
とした BiPOP study でも、NPPV と比較して HFNC の治療効果の非劣性が報告されている。
実際の臨床現場では、酸素と空気の配管があれば場所を問わず使用することが可能で、例えば気管支内視鏡検査や心臓カテーテル
検査中にも簡単に導入することができる。また NPPV と比較して、装着に伴う不快感が少ないのが大きな特徴である。NPPV では
マスクフィッテングが問題となることが多く、適切なマスクフィットが得られないと皮膚障害や呼吸器との非同調、不穏の原因と
なり得る。HFNC ではこれらの問題点やそれに対する鎮静薬を回避できることも大きな利点であると言える。
HFNC は NPPV と同等以上の臨床効果をもたらし、簡便に施行可能な上に、より非侵襲的で、すぐれた忍容性を有しているため、
急性呼吸不全に対する第一選択は HFNC が適切であると考える。

PC9-2

NPPV

かわぐち心臓呼吸器病院
竹田 晋浩
HFNC は快適に酸素療法を受けられ、より侵襲的治療を避けられる可能性があり、最近よく用いられる治療方法である。利点とし
て、飲食や会話ができる、睡眠時の妨げにならない、早期にウィーニングや回復が可能。医療側からの利点は、患者からの不快の
訴えが減少、酸素供給装置やインターフェイスを交換しなくて済む、患者とのコミュニケーションがとりやすい、非侵襲的に高い
治療効果が得られ、侵襲的治療回避の可能性が高まる。ある程度の有効性は認められているが非常に限定的である。I 型呼吸不全
では欠点として、PEEP はかけられるが非常に低い、超重症例では対応が困難、口呼吸の場合、酸素濃度が低下する、インターフェー
スが顔の動きにより適切な位置からずれることがある、いつ NPPV に切り替えるのか判断が困難。II 型呼吸不全では軽症は有効な
ことがある。しかし急 II 型呼吸不全に対する NPPV の有効性が確立しているため、その使用は非常に限られる。このセッションで
は NPPV が現時点では優れた治療方法であることを述べたい。
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筋弛緩薬を用いた人工呼吸管理は重症 ARDS に必要である

PC10-1

2 月 13 日
（土） 8：00～8：50

第 4 会場

筋弛緩薬を用いた人工呼吸管理は重症 ARDS に必要である。Pro

トロント大学

こども病院

吉田 健史
近年、重度 ARDS に対する早期かつ短期間（48 時間）の筋弛緩が、90 日後生存率を改善させるという臨床結果が示された
（NEJM2010）。また、重度 ARDS に対する筋弛緩の効果は、酸素化能を改善し（筋弛緩終了後も）その酸素化能を維持、血中及び
気管支肺胞洗浄中のサイトカインの減少も伴っていた（CCM2004、CCM2006）
。さらに、米国からの報告でも、severe sepsis で
人工呼吸管理の患者に対して早期の筋弛緩の使用は、病院内の死亡率を低下させることが明らかとなった（CCM2014）。こうした
ARDS に対する筋弛緩の有用性を示す臨床のデータに加えて、我々は経肺圧や肺局所換気パターン（Pendelluft）の観点から重度
ARDS に対する自発呼吸の有害性を報告してきた（CCM2012、CCM2013、AJRCCM2013、CCM in press）
。特に ARDS が重度に
なると、呼吸器系コンプライアンスの低下と強い呼吸困難感を反映し、プラトー圧は高くなり自発呼吸努力も強くなることが示さ
れている（CCM2013）。そのため重度 ARDS では、高い経肺圧が発生し Pendelluft 効果も大きくなりやすく、背側肺を中心に大き
な tidal recruitment が起こり肺傷害の悪化につながる（CCM in press）
。このような理由から、重度 ARDS の患者は筋弛緩の最も
良い適応である。実際の臨床で重度 ARDS に対して筋弛緩を安全に導入するためには、筋弛緩導入前の準備が非常に重要となる。
また患者によって筋弛緩を導入することができない場合、自発呼吸をどのようにコントロールするかも大きな課題である。この
セッションでは、重度 ARDS に対する筋弛緩の理論と実践を述べ、筋弛緩が重度 ARDS に有用であるというエビデンスを示したい。
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筋弛緩薬を用いた人工呼吸管理は重症 ARDS に必要である , Con

自治医科大学附属さいたま医療センター

麻酔科・集中治療部

讃井 將満
筋弛緩薬は、長期にわたりステロイドと並ぶ ICU 獲得性筋力低下（ICU-acquired weakness: ICU-AW）のリスク因子と考えられ
てきた。言い方を変えれば、多くの集中治療医にとって、筋弛緩薬は、ARDS や喘息重積発作などの急性呼吸不全において、手を
尽くした後の最終手段（last resort）と呼ぶべき存在であった。少なくとも僕にとってはそのような存在で、これには、筋弛緩薬
が被疑薬に挙がった重症 ICU-AW の一例を経験したことが大きく関与している。単なる経験バイアスから逃れられない臨床医の
悲しい性かもしれないが、原疾患が治り意識も良く尿も出ているのに、数カ月後も呼吸器から離脱できず、どんなに理学療法を続
けても筋力は重力に抗してかろうじて動く程度にしか回復しない姿を思い出すと、今でも心が傷む。
ところが近年ステロイドこそが強力な ICU-AW のリスク因子であり、筋弛緩薬はリスク因子でないという見解が提示されるよ
うになった。実際、重症 ARDS 患者に筋弛緩薬を使用すると予後が改善することを示した Papazian らの RCT でも、筋弛緩薬は
ICU-AW を増加させなかった。それを含む 3 件の RCT を対象とした 2013 年のシステマティックレビューでも同様の結果であった。
果たして筋弛緩薬は、ICU-AW のリスクという汚名を完全に払拭したのであろうか。
周知の通り、非脱分極性筋弛緩薬はアミノステロイド系とベンジルイソキノリン系に大別され、ロクロニウムやベクロニウムは
前者、シスアトラクリウムは後者に属する。1990 年代にアミノステロイド系筋弛緩薬とステロイドを併用する患者で高率に ICUAW を発症するという報告が相次いだ。ステロイドとアミノステロイド系薬に共通するステロイド骨格に病態解明のヒントが隠さ
れているのではないかと疑うのは自然の流れだが、今となっては彼らのリサーチテーマとしての意義は薄れてしまった。
なぜなら、欧米の ICU では 1990 年代後半に良好な薬理学的プロファイルも味方して、シスアトラクリウムへの転換が進んでし
まったからである。実際 2000 年以降、筋弛緩薬と ICU-AW との関連に言及する報告は激減し、ロクロニウムによる ICU-AW の動
物実験がわずかに認められるのみである（ちなみに結果は “ クロ ” であった）。上記 3 件の RCT で使用された筋弛緩薬も全てシスア
トラクリウムであった。良い代替薬があるのに、あえて患者をリスクに曝す道理が立つはずがない。実に単純な、そしてシスアト
ラクリウムを使用できない我が国にとっては悲しい話である。
重症 ARDS に対する筋弛緩薬はレスキュー療法の一つに位置付けられている。確かにベッドサイドで吸気努力が強く経肺圧が
いかにも高そうな患者を見ると、筋弛緩薬を使おうという誘惑にかられることも多い。しかし、腹臥位や ECMO などの代替療法
があり、シスアトラクリウムが使用できない現状を考えると、僕の中で筋弛緩薬の地位が last resort から上がることはない。もち
ろんこの現状を黙って放置しておくほど鈍い感受性は持ち合わせていないつもりではあるが……。
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2 月 13 日
（土） 14：40～15：30

脳保護のための低体温療法

PC11-1

第 6 会場

Hypothermia for brain protection, Pro

Department of Intensive Care Medicine, St. George Hospital, Australia
Manoj Saxena
The use of cold temperatures as a therapeutic technique in Medicine has a long history and dates back to Hippocrates, who
advocated that wounded soldiers were packed in snow and ice. Thomas Bell（1829）and James Arnott（1851）both described
the sustained application of surface cold to reduce local tumor growth and relieve regional pain and inflammation.
In 1938 Dr Temple Fay（Temple Hospital, Philadelphia, America）described a case series of over 83 patients treated with local
reduction in brain temperature for a heterogeneous group of central nervous system disorders that included tumors and
osteomyelitis of the skull. The description of the procedure for regional, brain selective hypothermia was as follows: “an old
water cooler, some rubber tubing and a discarded carbon dioxide capsule with two metal tubes soldered into its neck was all the
apparatus available at first ...（the）metal capsules ... were properly sterilized and introduced into the brain through a trephine
or craniotomy opening of the skull, adjacent to the lesion”. Sixty-six patients also received induced hypothermia（“generalized
refrigeration”）. This case series probably included the first case of traumatic head injury treated with this approach. The
author described a marked improvement in agitation with the intervention.
Subsequently to this initial case series, hypothermia was been associated with brain protection in diverse pathological settings
that include cold-water submersion injuries, cardiac surgery, surgery on the aortic arch, intracranial vascular and major
oncological surgery, neonatal birth asphyxia, cardiac arrest and traumatic head injury.
The data that is available from animal models of ischaemic stroke and traumatic head injury support these clinical approaches.
The animal models provide not only a mechanistic understanding of the benefit of hypothermia, but also evidence that
hypothermia improves both histopathological and neurobehavioural outcomes, when compared to normothermia.
Hypothermia does provide brain protection, but there are still many issues on which we need further clarification（e.g. the
optimal timing, depth and duration of the intervention, and patient selection）
.
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脳保護のための低体温；CON

神戸大学医学部附属病院

麻酔科

江木 盛時
心停止や頭部外傷患者では、意識レベルの回復が患者予後の規定因子といって過言ではない。従って、脳損傷患者に対する脳保
護療法は極めて重要である。約 15 年前に心室細動あるいは脈圧の無い心室頻脈を生じた患者を対象に軽度脳低体温療法の有効性
を検討する 2 つの無作為化比較試験（RCT）が報告された（N Engl J Med. 2002. 346（8）: 557-63, 549-56.）
。両 RCT では、目標体
温 32-34℃（12-24 時間）の軽度低体温療法が、退院時および 6ヶ月後の良好な神経学的回復の割合を有意に増加させる事が示された。
心室細動あるいは脈圧の無い心室頻脈を生じた患者に対する軽度低体温療法（32-34℃）は国際的ガイドラインにおいてもその使
用を推奨されてきた（Circulation. 2010;122）。
しかし、軽度低体温療法は安全な治療ではない。本治療の施行により、肺炎の発生率（リスク比；1.44, 95%CI 1.10-1.90）および
敗血症の発生率（リスク比 1.80 95%CI 1.04-3.10）が有意に増加する事が報告されており（Crit Care Med. 42（2）
）
、凝固異常・
電解質異常・不整脈などの合併症も発生する。また、シバリングの制御、復温時の体温制御や冷却用のデバイスの使用など軽度低
体温療法は注意点も多く、単純な治療ではない。推奨の根拠となった 2 つの RCT はいずれも小規模研究であり、研究開始時の神
経学的な評価が欠落している事や、コントロール群が発熱している事などのいくつかの問題点が指摘されている。病院外心停止を
呈した 1359 患者を対象に、病院到着前に冷却生理食塩水投与による軽度低体温の導入は、死亡率・神経学的回復に有意な影響を
与えず、再心停止の頻度を有意に増加させた（JAMA. 2014.311（1））。また、頭蓋内圧が上昇した頭部外傷患者に対する軽度低体
温療法（目標体温 32-35℃）と通常管理（平均体温 37℃前後）を比較した無作為化比較試験では、軽度低体温療法は、良好な転機
の発生率を有意に減少させ（p ＝ 0.03）, 死亡率を有意に増加させた（p=0.047）
（N Engl J Med. 2015）
。上記の 2RCT の如く、脳保
護目的の低体温が望ましくない転機を招く可能性も指摘されている。
病院外心停止を呈した 950 名の昏睡患者を対象に無作為化後の 36 時間、目標体温を 33℃で管理する方法と 36℃で管理する方法
を 比 較 し た RCT で は、 試 験 終 了 時 の 死 亡 率、 無 作 為 化 後 180 日 後 の 死 亡 率 お よ び Cerebral Performance Category scale と
modified Rankin scale で評価された神経学的機能に関して、両管理方法は同等であった（N Engl J Med. 2013. 369（23）
）
。
低体温療法に伴う合併症や副作用およびその施行に関する仕事量を考慮すると、軽度低体温療法ではなく、発熱を制御して 36℃
で体温コントロールする方法が望ましいかもしれない。事実、アメリカ心臓学会は心停止後患者の体温管理の推奨温度を 32―
34℃から 32―36℃に改訂している（Circulation. 2015;132）
。
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2 月 13 日
（土） 9：00～9：50

重症患者には経静脈栄養 or 経腸栄養

PC12-1

重症患者には経静脈栄養

大阪大学

栄養ディバイス未来医工学共同研究部門

第 12 会場

井上 善文
栄養療法として静脈栄養はダメ、という傾向が強いが、なぜであろう。経腸栄養法の方が「better」であると考えられている。そ
の理由は、（1）費用がかからない、（2）安全である、（3）より生理的である、
（4）胃腸管の機能と形態の保存を促進する、
（5）
bacterial translocation を予防する、（6）予後を改善する、などである。これらの理由は、事実に基づいているかのように受け入
れられている。静脈栄養を選択するべきだ、というと、最初から間違っている、かのような雰囲気になってしまっている。おかし
い。 歴史を振り返ると、食べられない患者さんに対する栄養管理法として、1966 年に Dudrick SJ が TPN の成功例を報告して、
画期的な治療法として受け入れられた。この方法によって救命できた患者がどれほどいるか。欠点ばかり挙げられて、TPN はダメ、
ということになってしまっている。Dudrick の言によると、IVH という用語が使われたために、過剰栄養、高血糖、肝機能異常と
いうイメージができてしまった、ということである。 Bacterial translocation が起こるのは、TPN をしているからではない。絶
食にしているからである。腸管粘膜の萎縮も同様である。適正な TPN 管理が行われていないから、こういう問題が起こる、とも
いえよう。適正なエネルギー、たんぱく質投与量となっているか？脂肪乳剤はちゃんと投与されているのか？これらの投与量は、
ちゃんと計算されているか？特に糖質の投与量は計算されているか？過剰な投与のために高血糖を引き起こしているのではない
か？そういうことも考えるべきだろう。また、カテーテル管理が適正に行われていないから血流感染が起こるのである。 もちろ
ん、経腸栄養が実施できる症例に対しては経腸栄養が優先的に選択されるべきである。しかし、すべての症例に対して経腸栄養が
実施できるわけではない。経腸栄養だけで必要なエネルギー量、栄養量を投与できるのは困難な場合も多い。さまざまな欧米での
検討結果でも、明らかに経腸栄養が有利であるという結論は出ていない。とすると、症例によって、静脈栄養と経腸栄養を使い分
ける、組み合わせる、そういう考え方も必要であろう。また、経腸栄養を必要栄養量を投与しなければならないと考えるのではな
く、腸管の機能を維持するための、luminal nutrition として利用するという考え方もある。 『重症患者には経静脈栄養』という、
一見、不利な立場での Pro-Con ではあるが、原点に立ち返り、栄養療法としての静脈栄養の意義について考えながら議論してみた
い。

PC12-2

重症患者には経腸栄養

高知大学

医学部

麻酔科学・集中治療医学講座

矢田部 智昭
重症患者における栄養療法は近年，重要な治療法の 1 つとして注目が集まっている。しかし，まだまだエビデンスが十分でなく，
様々な議論があるのが現状である。栄養投与経路もその 1 つである。経口摂取が最も望ましいが，重症患者では困難であり，経腸
栄養か経静脈栄養の選択が必要となる。各種ガイドラインにおいては腸管が使用可能であれば経腸栄養を早期に開始することが推
奨されている。経静脈栄養に比して高血糖の危険も少なく，生理的である経腸栄養の利点を示しながら，重症患者には経腸栄養と
いう立場で議論を進めたい。
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Pro-Con 13

2 月 13 日
（土） 14：40～15：30

重症患者へのカロリー投与は Full vs. Under

PC13-1

第 12 会場

重症患者へのカロリー投与は十分に：Pro

藤田保健衛生大学

医学部

麻酔・侵襲制御医学講座

中村 智之、西田 修、原 嘉孝、山下 千鶴、柴田 純平、早川 聖子、河田 耕太郎、内山 壮太、幸村 英文、栗山 直英
重症患者における至適エネルギー投与量やその達成時期は明らかになっていない。各栄養管理ガイドラインでは推算式（25kcal/
kg/ 日前後）や間接熱量計による設定を推奨している。しかし、推算式はエキスパートオピニオンであり明確なエビデンスはなく、
間接熱量計はその時点での消費エネルギー量を算出するが、それが本当に適切なエネルギー投与量であるかは不明である。
各栄養ガイドラインでには、これらのエネルギー投与量を開始後 7 日間は達成しないことを推奨しているものもある。これは至
適投与量が明らかになっていない中で、overfeeding を確実に回避するための工夫である。overfeeding では高血糖による糖毒性と
栄養ストレスが惹起される。高血糖は厳密な血糖管理で回避されるが、栄養ストレスは血糖管理で制御できず、autophagy をはじ
め、筋・蛋白・アミノ酸代謝異常、細胞傷害の修復遅延などを引き起こす。侵襲時の異化亢進は「内因性エネルギー供給」として
捉えられるが、これは臨床で測定することはできない。そのため、外因性エネルギー供給である栄養療法を行う際には、侵襲に応
じた内因性エネルギー供給を考慮しなければ、常に overfeeding に陥る危険性をはらんでいる。目標量に到達しない栄養療法は
underfeeding と言われ、overfeeding を回避するために近年許容されつつある。具体的には、推算式や間接熱量計から算出したエ
ネルギー投与量の 60% 程度までのエネルギー投与を 1 週間程度行うことを指す。
Underfeeding は本邦 ICU における重症患者でも推奨されるだろうか。答えは「否」と考える。本邦 ICU 症例群は平均 BMI22 程度、
平均年齢 68 歳、と報告されている。underfeeding 推奨の根拠となる海外 RCT の多くは、栄養障害がない、BMI27～30 の過体重な
若年症例が多く、本邦 ICU 症例群と背景が大きく異なる。元々、栄養療法による改善の見込みが少ない症例群の可能性がある。
underfeeding では、エネルギー負債による予後悪化が懸念される。累積エネルギーバランスが -10,000kcal を越える場合、それ以
下に比べ死亡率が上昇することが指摘されている。やせ型で高齢な本邦 ICU 症例において、マイナスバランスのエネルギー負債
がどこまで許容されるか不明であるが、欧米の症例に比べて許容値が狭い可能性が高いことは容易に想像できる。栄養状態が悪い
症例や高齢な症例では、栄養療法による予後改善効果が高いことを示唆する研究もある。
適切な栄養モニタリングを行いながら、over でも under でもない必要十分量のエネルギー投与が行われることが理想である。自
施設での症例を提示し、十分なカロリーを投与する方がよいという立場から述べたい。

PC13-2

重症患者のカロリー投与は少なめに -permissive underfeeding の効果 -

徳島大学大学院

医歯薬学研究部

代謝栄養学分野

堤 理恵
重症患者における栄養療法の重要性は広く認識されている。しかし一方で、その量や質、投与方法については議論が多いのが現状
である。栄養投与量については、より速やかな目標栄養量の達成が ICU 滞在期間の短縮と関係するという報告があるのに対し、近
年では Permissive underfeeding の効果を主張する報告も多い。
我々は以前より、当院 ICU 入室中の患者のエネルギー消費量および呼吸商の測定を継続して行っている。重症患者のエネルギー
消費量はこれまでに考えられてきた値よりも低いこと、また侵襲時のエネルギー消費量の増大は極めて一時的であるという結果を
得た。侵襲や炎症によってエネルギー消費量は増大するが一方で人工呼吸器装着や鎮静などにより消費量を低下させる因子も多く
存在すると考えられた。さらに、患者の体組成評価を行ったところ、目標エネルギー投与量を達成している群とそうでない群の筋
肉量や体脂肪量の減少率に有意な差は認められなかった。
敗血症モデルマウスおよび培養細胞を用いて基礎的研究を行った。マウスに LPS を投与し OxyMax にて代謝変動を計測したとこ
ろ、LPS 濃度依存的にエネルギー消費量は低下した。また血液中の ATP も LPS 濃度依存的に低下した。マウス骨格筋細胞 C2C12
に LPS 処理を行いフラックスアナライザーにてミトコンドリアの酸素消費量を測定したところ、LPS 濃度依存的に酸素消費量は低
下した。LPS 非存在下では糖・アミノ酸濃度依存的に代謝は亢進するが、LPS 存在下では糖濃度が高くなると代謝は抑制に働いた。
このことから、炎症状態においては糖を投与しても侵襲時の代謝破綻は改善されないが、アミアミノ酸の投与効果は期待できると
考えられた。
重症患者においては各栄養素の投与についてはさらに検討すべきであるが、カロリーは十分投与する必要はないと考える。
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ケースカンファレンス

この患者の循環管理と呼吸管理をどう考える？ -

CC1

2 月 13 日
（土） 8：00～9：00

循環器医と集中治療医の管理はどう違う？ -

第 5 会場

循環器医 & 集中治療医の最強タッグを目指して - 症例に学ぶ -

日本医科大学武蔵小杉病院

循環器内科

高木 宏治
集中治療管理において、循環器内科医が関わることが少なくなっている。
今後も CCU が集中治療室から独立している施設が増加してくることを考えると、今後益々、集中治療専門医と循環器内科専門医
の連携が重要であると思われる。
このような点を踏まえて、集中治療専門医と循環器内科専門医がともに知恵を出し合い、連携をとる重要性を改めてお互いに認識
し合うことが求められると考える。
高齢患者の増加にも伴って、複合的な要素が重なり合って重症化している患者が増えている。
従って、単にガイドラインを順守した治療のみでは対応が困難である場合も少なくない。
重度の慢性閉塞性肺疾患や肺炎を合併した急性心不全患者に対する呼吸管理や心機能低下患者の敗血症治療（early goal directed
therapy）での循環管理などで悩んだケースはないだろうか。
このようなケースにおいて、循環管理や呼吸管理、感染管理等々、適切な集中治療管理を行うに際して、それぞれのエキスパート
が情報共有して対応することが理想的である。
今回は、敗血症、ARDS、急性心不全、心臓術後管理などをテーマに実臨床でよく遭遇する悩ましい症例を呈示し、アンサーパッ
ドを使用し、会場一体となって議論できるよう新たな試みを行う予定である。
このセッションを通じて、循環器内科専門医が呼吸管理を中心とする集中治療管理を学び、一方で、集中治療専門医には、循環器
内科専門医が考える循環管理を知っていただける良い機会になるようにしたいと考えている。

委員会報告 1
JIPAD ICU 機能評価委員会

CR1

2 月 12 日
（金） 16：20～17：20

第 1 会場

JIPAD update 2016

東京慈恵会医科大学附属病院

1）

内野 滋彦 、橋本 悟
1）

集中治療部、2）京都府立医科大学附属病院

集中治療部

2）

ICU 機能評価委員会の活動として行っている ICU 入室患者登録システム（Japanese Intensive care Patient Database, JIPAD）
の現状を報告する。 JIPAD は 2011 年 11 月に ICU 機能評価委員会の事業計画として活動を開始し、収集項目の決定、コアプログ
ラムの作成、各企業への協力依頼などを経て、2013 年 9 月に日本集中治療医学会会員向けに参加公募、そして 2015 年 3 月より正式
にデータ収集を行う施設を募集した。2015 年 11 月現在、18 施設がデータ登録を開始し、そのうち 14 施設が継続的なデータ収集を
行っており、約 9300 症例のデータが蓄積されている。本委員会報告までには 1 万例を超えると予想されることから、今回初めて、
蓄積症例についての解析結果を発表する予定である。 また、今後の JIPAD の方向性、具体的には収集項目の改定案を提示したい。
さらに、現状の入力方法などの問題点、また各部門システムを構築しているメーカー側の対応状況などについても解説を加えたい。
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委員会報告 2

2 月 12 日
（金） 9：30～10：50

第 10 会場

臨床工学技士：業務検討委員会 集中治療室の臨床工学技士 24 時間常駐体制 その後の検証 ～何が変わったのか？これから何をすべきか？～

CR2-1

集中治療室における臨床工学技士業務の実態調査報告 - 第 2 報 -

日本集中治療医学会臨床工学部会

集中治療業務検討小委員会

宗万 孝次、松山 法道、原田 俊和、吉岡 淳、中村 充輝、松田 真太郎、木村 政義、加納 隆
一般社団法人日本集中治療医学会の臨床工学部会では、特定集中治療室管理料 1,2（以下管理料とする）を取得する際に、臨床工
学技士が院内に常駐することが条件となったため、昨年度より業務内容および処遇について調査を行っている。今年度も本学会臨
床工学部会員等への郵送および電子メール等での回答依頼を行った。回答方法は Web アンケート方式のみでの回答とした。有効
回答数は 211 件で昨年度より 30 件増加し、管理料を取得していると回答した施設は 87（34.7%）件と昨年度のアンケート時より 65
件増加した。宿直・夜勤にかかる問題点は、「専用の当直室がない」「翌日（明け）休みがない」という回答が 40％程度であった。
業務に関して、持続血液浄化の夜間・休日の臨床工学技士の関わりについては 23％の施設で対応していないと回答があった。
ECMO・PCPS 実施時の夜間・休日の関わりについては、30％の施設で対応していないと回答があった。本アンケートを踏まえ昨
年度の結果と比較し臨床工学技士の ICU での関わりについて問題点を提示したい。

CR2-2

多施設研究による臨床工学技士 24 時間勤務体制の有用性の検討

済生会横浜市東部病院

1）

森實 雅司

臨床工学部、2）日本集中治療教育研究会

CE 部会

1,2）

【背景と目的】臨床工学技士（以下 CE）の院内 24 時間常駐の有用性は明確でない。CE の 24 時間勤務体制の有用性を検討する目的
で、多施設における持続的腎代替療法（以下 CRRT）に関わる業務が日勤帯・夜間帯にどの程度発生するかを明らかにし、臨床工
学技士の院内常駐体制の有無による医師・看護師の業務負担の差を検討した。
【方法】研究への参加は、日本集中治療教育研究会 CE 部会を通じて呼びかけるか、個別に依頼して募った。急性期病院 24 施設に
おいて 2013 年 1-12 月までに行われた CRRT1785 例 6024 回路交換を対象とし、初回 CRRT の導入および回路交換が行われた時間帯
別総数および代行体制を CE 常駐の有無で比較した。
【結果】CE 常駐ありの施設は 12 施設（50％）であった。全症例のうち日勤帯（9-17 時）：夜間帯（17-9 時）に CRRT が導入された
時間帯別総件数の比は 49.1：50.9 であった（ns）。全症例のうち 1732 症例（97.0%）は特定集中治療室および救命救急センターICU
で導入されていた。対象期間中の CRRT 回路交換回数のうち、日勤帯（9-17 時）：夜間帯（17-9 時）に実施された回路交換の時間
帯別総件数の比は 70.6：29.4 であった。CE 常駐なしの施設における夜間のプライミングや返血操作はほとんど医師・看護師によっ
て行われ（p ＜ 0.05）、24 時間勤務体制ありの施設に比べて実施が控えられていた（p ＜ 0.05）
。
【考察】本研究において、半数の施設で CE が 24 時間院内常駐していなかった。全体の CRRT の約半数は夜間帯に導入され、回路
交換の約 30％が夜間帯に実施されていた。CE 院内常駐体制のない施設では、夜間帯に医師・看護師がプライミングや開始操作・
返血操作を実施する場合が多く、夜間帯に実施された CRRT 導入や回路交換の頻度が低かった。CE が夜間帯も院内に常駐するこ
とは、時間帯を問わず発生する急性血液浄化療法の導入対応や発生したトラブルへの対応とその予防、医師や看護師の業務負担軽
減の可能性が示唆された。日本集中治療医学会が ICU の人員配置と運営方針が患者の予後に与える影響を明らかにする目的で実
施した調査（日集医誌 2011;18：283-94）では、CE の ICU への配置による患者転帰改善の可能性が示されている。本研究では、
97% の CRRT が特定集中治療室または救命救急センターICU で導入されており、CE が集中治療室において昼夜を問わず急性血液
浄化療法関連業務に携わることは患者転帰の向上を期待できる可能性がある。本研究の問題点として、CE の 24 時間院内常駐の施
設割合は本邦の現状を必ずしも表さないこと、本研究は介入をともなわない後ろ向き調査であること、医療安全への効果や患者転
帰への効果も示されておらず、人件費に対する費用対効果も検討されていないことなどが挙げられる。
【結語】CRRT に代表される急性血液浄化関連業務は昼夜を問わず発生しており、専門家である臨床工学技士の 24 時間勤務体制は
医師・看護師の業務負担軽減につながる可能性がある。
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特定集中治療室管理料は臨床工学技士の集中治療室業務を減退させる？

山形大学

医学部

附属病院

臨床工学部

吉岡 淳、石山 智之、斎藤 大樹
当院の臨床工学技士（以下 CE）は 12 名で、平成 26 年 4 月より CE の宿日直体制（勤務時間 8:00～翌朝 8:00、宿直相当時間帯 0:00～
6:30、宿日直勤務者 1 名）にて 24 時間院内常駐を開始した。そして、同年 6 月に国立大学法人病院では最初となる特定集中治療室
管理料 1 を取得した。インセンティブとして、宿日直手当 1 回につき 5,900 円、宿直相当時間帯に従事した場合には超過勤務手当、
オンコール手当（待機 1 回につき 3,600 円、救急対応 1 回につき 3,000 円）が支給されている。宿直相当時間帯での対応件数は、平
成 26 年は平均月 100.4 件（3.3 件 / 日）だったが、平成 27 年には平均月 177.8 件（5.9 件 / 日）となり件数が約 2 倍に増えた。当初は
特定「集中治療室（での）」管理料を取得するために開始した宿日直体制だったが、今では依頼を受ける業務内容に変化が見られ、
病棟からの生体情報モニタートラブル、手術室への人工心肺、顕微鏡や内視鏡等での技術提供、カテ室での PCPS、IABP 操作など、
依頼件数の約 7 割は集中治療室以外からの部署が占めている。そのため、夜間に宿日直者が集中治療室での人工呼吸器、CRRT（持
続的腎代替療法）、緊急アフェレーシスなどの業務に従事できない状態も発生している。更には、宿日直体制導入後は非番、代休（土
日祝日出勤、当直、出張）により日勤帯の勤務者数が減少したことで人手不足となり、日勤帯での集中治療室業務への人員確保も
難しくなった。人数が少ない施設で宿日直体制を敷くと日勤帯、夜間における臨床工学技士の集中治療室業務を減退させる可能性
があり、それを防止するためには超過勤務の増加、夏期休暇や年休、代休の返上を行い対応している。今後は、特定「集中治療室」
管理料の名前に合った臨床工学技士の活躍が期待され、1. 常時、
【集中治療室】に勤務していること、2.【集中治療認定臨床工学技
士】の誕生、3.【集中治療認定臨床工学技士】が、常時、院内に勤務している、などの特定集中治療室管理料に関する施設基準の
見直しが考えられる。そのためには、24 時間常に集中治療室で従事できる臨床工学技士の業務体制を確立する必要があり、目標
実現のため集中治療業務検討小委員会に期待される役割も大きい。
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各国の専門医制度，教育プログラムと日本集中治療医学会の教育プログラム

CR3-1

2 月 13 日
（土） 10：00～12：00

第 1 会場

Education Program in My Country（ESICM）

Department of Intensive Care, CHIREC Hospitals, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
Daniel De Backer

CR3-2

Education Program in My country（ANZICS）

Department of Intensive Care Medicine, St. George Hospital, Australia
Manoj Saxena
The College of Intensive Care Medicine in Australia and New Zealand assumed responsibility for training in Intensive Care
Medicine from January 2010. Prior to that date a Joint Faculty of Intensive Care Medicine, that was a conglomerate of the
Royal Australasian College of Physicians and the Australia and New Zealand College of Anaesthetists, had responsibility for the
training program. The training program is flexible and allows trainees to undertake training in conjunction with Anaesthesia,
Physician training and Emergency Physician training.
After completing an undergraduate training program, most prospective intensive care trainees will complete 2-3 years of
general postgraduate training that exposes them to General Medicine, Medical subspecialties and Surgery. Some will undertake
a year of Critical Care training that may include 3-month terms of anaesthesia and intensive care, as well as other acute medical
or surgical specialties.
The Intensive Care Medicine training program involves an additional 6 years and includes 6 months of basic training in
Intensive Care Medicine, 12 months of Anaesthesia, 12 months of Medicine, 24 months of Core Intensive Care Medicine and a 12
month Transitional year. Training must include a 6-month elective, exposure to paediatrics and 3 months in a rural hospital.
During the training program, the trainee must pass both parts of the Fellowship examination（Basic Science and Clinical
components）, complete a Formal Project and have been judged to be performing at the level of a specialist by their supervising
consultants（Regular In Training Evaluation Reports）
.
Most trainees will pass the clinical component of the Fellowship exam in their second year of Core Intensive Care Medicine.
The transition year is a post-Fellowship year that is designed to prepare the trainee for consultant practice.
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Education Program in My Country（KSCCM）

Department of Anesthesiology & Pain Medicine, Chonbuk National University Medical School, Korea
Dong-Cham Kim

CR3-4

日本における集中治療専門医制度

日本集中治療医学会専門医制度・審査委員会委員長／山梨大学医学部救急集中治療医学講座
松田 兼一
日本における専門医制度は，これまでは任意団体である各医学会が主体となって認定してきた．集中治療専門医も同様で，当学会
認定の専門医数は 2015 年 9 月 1 日現在 1218 人である．2015 年 9 月に集中治療専門医に行ったアンケートでは，集中治療専門医以外
に習得している専門医として，回答者 740 人中，麻酔科学会専門医・認定医が 471 人（64％），救急医学会専門医が 347 人（47％）
，
内科学会総合内科専門医・認定医が 104 人（14％），外科学会専門医・認定医 72 人（9.7％）等が挙げられた．前記以外の専門医資
格を習得している医師も多数存在したことから，他科同様，集中治療専門医においても一人の医師が複数科の専門医資格を有する
ことがわかる．専門医が乱立する中で，2014 年 5 月，国民及び社会に信頼され，医療の基盤となる専門医制度を確立することによっ
て専門医の質を高め，良質かつ適切な医療を提供することを目的として日本専門医機構が設立された．本機構によって 2017 年 4 月
から始められる新たな専門医制度に向けて，基本 19 領域の制度改革が現在進められているところである．集中治療はサブスペシャ
リティ領域に属している事から，基本領域の専門医制度改革を見据えた上で集中治療専門医制度の見直しが必要となる．先に行っ
たアンケートでは，集中治療専門医が ICU 以外の勤務場所を有するのは 572 人（77％）
，週 40 時間以上 ICU で勤務する集中治療専
門医は僅か 224 人（30％）であった．これは集中治療専門医として集中治療に専従している専門医が希有であることを表している．
集中治療専門医の質の向上と共に集中治療に専念できる環境をどの様に整えるかを見据えながら，実態に即した専門医制度を構築
していかなければならない．また質の高い集中治療を国民に提供するとともに日本の集中治療専門医の存在感を世界に顕示するた
めに，専門医制度の充実と教育プログラムの整備を行う様努力すべきである．集中治療専門医を目指す医師のみならず国民にも納
得して頂き，さらに専門医である事に誇りが持てる様な専門医制度・教育プログラムを，非常に困難を伴うと予想されるが，皆で
知恵を出し合って整備すべきと考える．
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PICU 教育

埼玉県立小児医療センター集中治療室・救急準備担当
植田 育也

CR3-6

集中治療専門医像のパラダイムシフトに相応した教育プログラムの更新について

日本集中治療医学会教育委員会
貝沼 関志、橋本 悟、松田 兼一、六車 崇、斎藤 憲輝、七戸 康夫、坂本 照夫、水谷 太郎、安宅 一晃、佐藤 直樹
日本集中治療医学会（以下、学会）は 2011 年度理事会で「
（集中治療専門医像は）コンサルタント的立場でなく、ICU というユニッ
トをうまく使い専従性を増すことによって集中治療を実践する立場をとることをめざす」ものとして、従来の各診療科の枠を超え
た独自の一分野としての集中治療医学の立場を打ち出した。学会は 2013 年に集中治療部で働く医師が共通して使用できる集中治
療教育プログラム第 2 版を策定した。すなわち、基盤診療科が何であろうと、集中治療専門医になるまでに取得すべき必要最低限
の内容は同一であるとした考え方である。日本専門医制評価・認定機構（以下、機構）は 2013 年 6 月 17 日理事会において本学会
専門医制度を認定し日本集中治療医学会をサブスペシャルティー領域の学会として位置づけた。現在、集中治療専門医新規申請に
あたっては、教育プログラム第 2 版に基づく診療実績表提出が必須であり、2015 年専門医試験は専門医テキスト第 2 版をベースと
して出題している。現在、機構は基盤診療科専門医取得後に集中治療専門医となるための教育・研修に 3 年程度必要であろうとの
見解を表明している。この点からは、現行制度の基盤診療科専門医取得後最短 1 年で集中治療専門医申請が可能となっている制度
を見直す必要がある。現行の診療実績表では L-2 レベル 41 項目で 1 項目 2 例計 80 例の 70% 以上の記載、L-3 レベル 40 項目で同様に
70% 以上の記載でよしとし、更に各項目 3 例目の記載を認めているのでさらに少ない項目数でも申請が可能となっている。すなわ
ち、基盤診療科別の集中治療専門医としての部分を排除できない内容である。これは新専門医制度発足時のあくまでも過度的措置
としてとられたものと考えられる。今後は、施設によっては経験が難しい疾患（例えば多発外傷、妊産婦緊急、大手術後管理、中
毒、移植、小児先天性疾患など）の診療能力も含めた minimum requirement（機構の言ういわゆるコアとなる部分）の習得を実
現する教育・研修システム（病院群）の構築が必要となる。また、集中治療というサブスペシャルティー分野は各基盤診療科の診
療の進歩を絶えず吸収しながら発展する特性を持つことから、同時併行的に各々の基盤診療科の診療能力を継続的に維持すること
ができるような集中治療教育・研修期間の設定も必要である。現在の機構の考え方を制約と捉えるのでなく、基盤診療科専門医取
得の上で更に高度のサブスペシャルティー領域としての集中治療専門医を育てるための追い風として捉え、各基盤診療科別の集中
治療専門医の部分を脱却し、名実ともにサブスペシャルティー領域の独立した集中治療専門医像を育てるという思考のパラダイム
シフトが必要であろう。この観点からどの基盤診療科からであろうと、その専門医取得後に 3 年程度で更に習得すべきコアとなる
集中治療診療能力とは何かを教育プログラム更新のなかで明らかにする必要がある。
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日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会

CR4-1

2 月 13 日
（土） 16：40～17：05

第 1 会場

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成の概要

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会
西田 修、小倉 裕司、井上 茂亮、射場 敏明、今泉 均、江木 盛時、垣花 泰之、久志本 成樹、小谷 穣治、貞広 智仁、志馬 伸朗、
中川 聡、中田 孝明、布宮 伸、林 淑朗、藤島 清太郎、升田 好樹、松嶋 麻子、松田 直之、織田 成人、田中 裕
世界では、数秒に 1 人が敗血症で亡くなるといわれる。エビデンスに基づく質の高いガイドライン（GL）を作成することの社会
的意義は非常に高い。国際 GL として Surviving Sepsis Campaign GL があるが、わが国独自の GL が日本集中治療医学会によって
2012 年に発表された。2016 年の発表を目指した改定に際し、日本救急医学会との合同委員会が組織された。単なる改訂版の位置
づけではなく、一般臨床家にも理解しやすい内容とすることで広い普及を目指している。委員とワーキンググループ合わせて 73
名で構成され、小児を含む計 19 領域を網羅する大規模 GL である。今回取り上げる項目は以下の 19 項目であり、※は今回新たに
取り上げる項目である。
・敗血症の定義と診断
・感染症の診断
・抗菌薬治療
・画像診断
・感染巣に対する処置※
・初期蘇生と循環作動薬
・呼吸管理
・ステロイド
・免疫グロブリン
・DIC 対策
・DVT/VTE ※
・輸血用血液製剤※
・栄養管理
・血糖コントロール
・AKI（Acute kidney injury）※、急性血液浄化療法
・鎮痛・鎮静・せん妄※
・PICS（Post Intensive Care Syndrome）※、ICU-AW（ICU-acquired weakness）※
・体温管理※
・小児※
である。日本の実情に合わせた組織編成とし、中立的な立場で活躍するアカデミック GL 推進班を組織した。質の担保と作業過程
の透明化を図るため、相互査読、討議のオープン化などの制度を採用し、最終的に作業過程と討議過程の公開を行う予定である。
大規模 GL 作成のモデルを目指すとともに、若手を中心とした人材の育成とネットワーク構築などを図り、GL を離れて多施設研究
や独自のシステマティックレビューなど、新たなエビデンスの構築などを行う機運が高まることを期待している。ガイドラインの
概略について紹介する。
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日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016

作成の流れ

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会
松嶋 麻子、西田 修、小倉 裕司、井上 茂亮、射場 敏明、今泉 均、江木 盛時、垣花 泰之、久志本 成樹、小谷 穣治、貞広 智仁、
志馬 伸朗、中川 聡、中田 孝明、布宮 伸、林 淑朗、藤島 清太郎、升田 好樹、松田 直之、織田 成人、田中 裕
「日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016」は、日本集中治療医学会により、2014 年 7 月に第 1 回委員会が開催され、エビデンス
に則り、日本の実情、日本独自の治療を考慮したガイドラインを作成することが合意された。その後、12 月の第 2 回委員会からは
日本救急医学会との合同委員会となり、重症敗血症の診療に関わる救急・集中治療の医師が合同で行う大規模なプロジェクトと
なっている。当初、2012 年に出された「日本版敗血症診療ガイドライン」の改訂版という位置づけで敗血症に特化した項目だけ
を取り上げることも検討されたが、重症敗血症の診療に必要なエビデンスを一つにまとめることを目的に、全身管理や補助療法を
含む 19 項目（19 班）を対象とすることになった。各班には班長以下、3～8 名の若手を含む救急・集中治療医が動員されたが、当初、
診療ガイドラインの作成やそれに必要な systematic review（SR）に精通するメンバーが少なかったため、Medical Information
Network Distribution Service（Minds）が開催する講習会にメンバーが参加し、具体的な方法を学んだ。2015 年 2 月には各項目の
clinical question（CQ）案が出され、3 月には CQ 案を公開してパブリックコメントを求めた。パブリックコメントも考慮して 4 月
の第 3 回委員会では 100 件の CQ を採用し、SR に向けて文献検索を開始した。ここで、作業量とガイドライン作成の期限を考慮し、
今回は CQ に合致する SR がすでに存在する場合は、それを用いて推奨を提示する独自の方法をとることになった。各班で既存の
SR、randomized controlled trial（RCT）を網羅的に検索し、その有無に従って、各班が SR を行い推奨提示する CQ と、既存の
SR を用いて推奨提示する CQ に分類した。また、文献検索の結果、既存の SR も RCT も存在しない CQ については expert opinion
（EO）を示すこととした。その結果、12 月の第 6 回委員会までに、28 件の CQ で各班が本ガイドライン独自の SR を行い、36 件の
CQ では既存の SR を用いて推奨を提示することが定まった。その他の CQ では推奨の根拠となる SR や RCT がなく、EO となる見
通しである。この分類については、各班の文献検索に加え、ガイドライン作成メンバー約 70 名の中で相互査読を行い、重要な文
献の漏れがないことを確認した。これらの作業過程や文献検索、SR の結果などについては「日本版重症敗血症診療ガイドライン
2016」の公開とともに付録として公開し、今後の改訂作業の貴重な資料として後進に引き継ぐ予定である。この様に、今回のガイ
ドラインでは、重症敗血症の診療に関わる多数の救急・集中治療医の協力により、エビデンスに基づいた透明性の高い診療ガイド
ラインの作成に努めている。
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日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 における推奨設定方法

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016

作成特別委員会

山川 一馬、西田 修、小倉 裕司、江木 盛時、松嶋 麻子、井上 茂亮、角 由佳、林田 敬、福田 龍将、安田 英人、原 嘉孝、
松田 明久、矢田部 智昭、山下 和人、坂本 壮、近藤 豊、櫻谷 正明、射場 敏明、今泉 均、垣花 泰之、久志本 成樹、小谷 穣治、
貞広 智仁、志馬 伸朗、中川 聡、中田 孝明、布宮 伸、林 淑朗、藤島 清太郎、升田 好樹、松田 直之、織田 成人、田中 裕
診療ガイドラインとは、『エビデンスのシステマティック・レビューと複数の治療選択肢の利益と害の評価に基づいて患者ケアを
最適化するための推奨を含む文書』と定義される。現在改訂作業中の日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 は、19 領域におい
て合計 100 を超える臨床上の課題（clinical question: CQ）を設定した多領域をカバーする大規模ガイドラインである。ガイドライ
ン利用者の利益に資するよう、科学的根拠に基づいた透明性の高い推奨を提示するため、精度の高いガイドライン作成方法を採用
している。
今回我々が採用する推奨決定の方法は、日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部（Minds）の提唱する『ガイドライン作成の手引
き 2014』に基づいている。まず、現状において利用可能なエビデンスの質・量を判断基準とし、既存のシステマティック・レビュー
論文を使用して推奨設定する CQ、独自にシステマティック・レビューを行い推奨設定する CQ、エビデンスが不十分であるため
エキスパートコンセンサスに留まる CQ、に大別した。前者二つに適応した推奨設定の方法について述べる。
推奨は、エビデンスの質（A,B,C,D）の評価過程と、その後の推奨の強さ（1 or 2）の評価過程に大別される。エビデンスの質の
評価に際しては、『エビデンス総体（Body of Evidence）
』の重要性が強調されている。システマティック・レビューを行うことで
各 CQ に適合した研究論文を抽出した後、アウトカムごとにエビデンスの質をエビデンス総体として評価し統合することが求めら
れる。その評価の根拠となるのは、統合エビデンスの確信性に影響し得る 5 要因（バイアスリスク、非一貫性、不精確さ、非直接性、
出版バイアス）である。
その後に設定する推奨の強さについては、Minds2014 では『益と害のバランス』の重要性が強調されている。診療ガイドラインで
は、ある臨床状況で選択される可能性がある複数の介入方法（診断、治療、予防、介護など）を比較して、最善と考えられる方法
を推奨するが、その際に、介入の有効性と同等に、介入がもたらす有害面にも注意を払うべきという点を強調したものである。
本発表ではガイドライン作成における推奨の設定方法について、具体例を提示しながら分かりやすく解説する。
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委員会報告 5

2 月 13 日
（土） 8：20～8：50

小児集中治療委員会

CR5-1

PICU の現状

宮城県立こども病院

1）

第 7 会場

全国調査報告
集中治療科、2）小児集中治療委員会

小泉 沢 1,2）、竹内 宗之 2）、中川 聡 2）、植田 育也 2）、清水 直樹 2）、多賀 直行 2）、平井 克樹 2）、戸田 雄一郎 2）、志馬 伸明 2）
小児集中治療委員会では、我が国の小児集中治療施設（PICU）の現状を把握するとともに、小児救命救急・集中治療医療体制の
課題を認識することを目的として、2013 年度より小児集中治療施設データベースの構築をはじめた。対象施設は、特定集中治療
室管理料もしくは小児特定集中治療室管理料を算定し、専ら小児集中治療に携わっている施設（ユニット）とした。今年度は、全
国 27 施設（29 ユニット）を対象にアンケート調査を依頼した。調査項目は、2015 年度の病院体制・ICU 体制（病床、施設認定など）
と診療体制 （医師・看護師・臨床工学技士などのマンパワー）
、2014 年入室患者統計（症例数、入室経路、治療内容、患者予後
など）等である。本学会では調査開始後 3 年間の動向を踏まえ、その集計結果を報告する。

CR5-2

小児集中治療室での長期滞在患者の多施設実態調査

大阪府立母子保健総合医療センター

集中治療科、2）日本集中治療医学会

1）

竹内 宗之

小児集中治療委員会

、志馬 伸朗 、植田 育也 、小泉 沢 、清水 直樹 、多賀 直行 、戸田 雄一郎 2）、中川 聡 2）、平井 克樹 2）

1,2）

2）

2）

2）

2）

2）

小児専門の集中治療室で治療されている重症小児の死亡率は、そうでない場合と比較すると低い（Farrell 2004）
。重症小児の予後
を改善するためには、小児専門の集中治療室は全国に約 50 施設程度配置されることが望まれると報告されている（桜井 2006）。
しかし、現状では、小児特定集中治療室管理料を算定している施設は全国で 5 箇所しかない。現行の小児特定集中治療室管理料と
特定集中治療室管理料 1/2 かつ小児加算の間には診療報酬的には大差がない。このことは、経営上のインセンティブを与えにくい
ことにより、新たな小児集中治療室を整備する妨げとなっている懸念がある。
〔目的と方法〕本調査の目的は、小児特定集中治療室管理料の算定可能期間を適正化するために、
（1）全国の小児集中治療室にお
ける平均滞在日数と、14 日を超えて滞在している患者数を把握すること、次に、
（2）それらのデータを、長期滞在が予想される
患者・病態群毎に解析し、長期化する患者群を明らかにすること、とした。調査（1）は 2014 年に、調査（2）は 2015 年に、小児
集中治療連絡協議会のメーリングリスト参加 29 施設に対しアンケートを配布して行った。
〔調査結果（1）〕11 施設から回答を得た。2013 年の計 4105 名の入室患者において、平均滞在日数は 7.8 日、14 日を超えて滞在する
患者数は 396 名で全体の 9.7％であった。14 日を超えたために算定できない病床の全入室日数に占める割合は 24％であった。
〔調査結果（2）
〕8 施設から回答を得た。2014 年の 3897 名の入室患者における結果を図に示す。HLHS を含む RACHS-1 スコアが 4
以上の心臓手術、心筋炎・心筋症、ECMO や RRT 施行症例、ARDS、気管狭窄・低形成、食道閉鎖などが、それぞれの患者群に
属する患者の 3 割以上で 14 日を超えて集中治療室に滞在していた。
〔まとめ〕重症小児では全体に集中治療室滞在期間が長く、小児特定集中治療室管理料を算定できない日数が多いことがわかった。
また、長期化しやすい疾患・病態群を明らかにすることもできた。これらの知見は、小児特定集中治療室管理料の見直しにおける
重要な基礎資料となるかもしれない。
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委員会報告 6

2 月 13 日
（土） 17：40～18：00

人工呼吸器関連事象検討委員会

CR6

第 8 会場

人工呼吸関連事象

三重大学医学部附属病院救命救急センター、2）日本集中治療医学会人工呼吸関連事象委員会

1）

今井 寛 1,2）、中橋 奨 1）
2013 年 1 月、the U.S. Centers for Disease Control and Prevention（CDC）より ventilator-associated event（VAE）の定義とサー
ベイランス法が発表された。これは従来の ventilator-associated pneumonia（VAP）サーベイランスが有す懸念から、発展的に構
築された概念である。Quality indicator（QI）として、より整合性のある the National Safety Network（NHSN）への報告を担保
する試みでもある。VAE は、人工呼吸患者の呼吸機能の急性増悪エピソードを抽出する事からアルゴリズムが構成され、3 つの
tier か ら 成 る：a）ventilator-associated condition（VAC）
, b）infection-related ventilator-associated complication（IVAC）, c）
possible VAP（PVAP）。全体的特徴は、1）潜在的な予防可能性に着目し、人工呼吸に関連する種々の呼吸器合併症を包括して扱
い、2）PEEP・FiO2 変更に基づいた簡便・客観的・自動化可能なサーベイランスで、3）人工呼吸 /ICU 期間延長、死亡率増大に
関係する。しかし VAE は従来の VAP サーベイランスとは性質を大きく異にする為、本邦の集中治療領域において標準的 QI とし
て如何に利用すべきか、さらなる検討が必要である。最近の国内学会にて VAE 研究報告を散見するも、何れも規模は小さく、実
態は未確定で、reference standard も存在しない。そこで日本集中治療医学会 VAE 検討委員会は、本邦の VAE に関する多施設共
同疫学研究を発意し、まずは pilot study として有志 6 施設にて調査を試みた。本調査は、VAE 発生状況の概要把握を目的に、
2014 年 1～12 月、ICU にて入室・加療された患者を対象に行った。主要調査項目は、ICU 患者数、人工呼吸患者数、総人工呼吸器
日数、VAE 発生件数、及び死亡数とした。結果は、参加 6 施設の総 ICU 患者数 4070 例で、内、人工呼吸患者数は 1720 例、総人工
呼吸器日数 9297 日だった。ICU 死亡は 181 例だった。VAE 件数は VAC:37、IVAC:25、PVAP:16、各々発生割合は対 1000 人工呼吸
器日数比 : 1.18、0.54、0.54 であった。VAE 例における ICU 死亡は 11/37 例（29.7%）であった。フィッシャー正確確率検定では、
VAE の有無と ICU 死亡は有意に関係した（p ＜ 0.001）。VAE 調査自体は比較的簡便に実施可能であった。しかし多くの先行研究
と比較し、VAE 発生が際だって小さく、さらなる精査を要すると推察する。また VAE 発生と患者予後との関係調査が須要と思わ
れた。
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委員会報告 7

2 月 13 日
（土） 8：00～8：50

早期リハビリテーション検討委員会

CR7

第 11 会場

「早期リハビリテーション～根拠に基づいたエキスパートコンセンサス～」経過報告

藤田保健衛生大学病院

1）

麻酔・侵襲制御医学講座、2）東京工科大学医療保健学部

西田 修 1）、高橋 哲也 2）
平成 26 年度より、日本集中治療医学会では、集中治療領域における早期リハビリテーションの内容や体制の標準化を進めるこ
とを目的に、
「早期リハビリテーション検討委員会」が組織された。本エキスパートコンセンサスは、当初は「早期リハビリテーショ
ンガイドライン」という形式で検討されていたが、日本人に対する質の高い治療のエビデンスを集めることは困難であり、日本で
作成されるほとんどの治療ガイドラインは「エキスパートコンセンサス」に相当するとの考えから、早期リハビリテーションの手
順を示す手引きとして「早期リハビリテーション～根拠に基づいたエキスパートコンセンサス～」を作成することになった。この
エキスパートコンセンサスはあくまでも最も標準的な治療指針であり、実際の診療行為を強制するものではない。また、最終的に
は施設の状況や個々の患者の状況に応じて、リハビリテーションの内容は決定されていくべきだが、経験の浅い医療スタッフが多
い施設や、集中治療室で早期リハビリテーションを積極的に実施していない施設において、大いに参考になるマニュアルとなるこ
とが期待されている。 このエキスパートコンセンサスはマニュアルや手引きの位置づけといえども、日本集中治療医学会が公式
に発表する以上、委員会では質の担保が重要である。たとえば、執筆者が自分達の主張を述べるために、それを後押しする論文を
適当に見つけてきて引用することは普通に行われていることだが、これでは、充分な質の担保がない。否定する内容の論文が排除
されているかもしれないからである。その項目に関するエビデンスについてバイアスがかからないように収集される必要がある。
早期リハビリテーション検討委員会では、Web 会議を含め複数回の会議を積み重ね、220 の Clinical Question（CQ）から、36 に
CQ を絞り、さらに、CQ － Answer という形で執筆するものを 23 個にまで絞り、現在、ドラフトの作成に取り掛かっている。
このコンセンサスでは、エビデンスレベルのランク付けをしないことにしている。今回のエキスパートコンセンサスは、エビデン
スレベルのランク付けをすること以上に、早期リハビリテーションの現状をまとめ、更なるエビデンス構築が必要であることを改
めて認識すること、その中で新たなリサーチクエスチョンの誕生を期待したり、集中治療領域における早期リハビリテーションの
内容や体制の標準化に向けた第一歩を踏み出すことが、大きな目標の一つでもある。 今後さらに詳細な検討が行われ、他学会の
意見も参考にして完成度を増し、集中治療領域における早期リハビリテーションの認知や普及・定着にむけて、そして何より最良
のリハビリテーションが患者に提供され、広く臨床に貢献することを期待している。 本セッションでは、現在までの進捗状況を
医師と理学療法士それぞれの立場から報告いただく。

CR7-1

早期リハビリテーションに関する多施設アンケート調査報告

岡山赤十字病院 リハビリテーション科、2）日本集中治療医学会 早期リハビリテーション検討委員会、
日本集中治療医学会 早期リハビリテーション検討委員会担当理事

1）
3）

小幡 賢吾 1,2）、安藤 守秀 2）、飯田 有輝 2）、尾崎 孝平 2）、神津 玲 2）、小松 由佳 2）、高橋 哲也 2）、山下 康次 2）、西田 修 3）
2014 年に本学会にて早期リハビリテーション検討委員会が発足され，現在本委員会では早期リハビリテーションの指針として『早
期リハビリテーションエキスパート コンセンサス』を作成中である．これらを作成するにあたり，現時点での集中治療域におけ
るリハビリテーションの状況や問題点を把握する必要があった．そのため，われわれは 2015 年 1 月に集中治療専門医研修認定施設
に対し早期リハビリテーションに関するアンケート調査を行った．対象は集中治療専門医認定施設施設責任者（医師）で，アンケー
トを開始した 2015 年 1 月の時点では 284 名であった．方法はアンケート用紙への直接回答で，返信用封筒にて直接返送を依頼した．
アンケート内容としては 1. 各施設の集中治療室に関した概要，2. 集中治療室内における早期リハビリテーション実施状況，3. 集中
治療室内における早期リハビリテーションの実際から構成されている．180 件の返信があり，回収率は 63.4% と非常に高いもので
あった．今回はこれらの結果報告を行う．
近年，集中治療領域におけるリハビリテーションは盛り上がりを見せ，各施設においてもなんらかの形でリハビリテーションス
タッフが関わることが増加しているのではないのかと思われる．しかし自身の施設で行っていることが他施設と比べてどうなのか
を知ることは困難である．
今回のアンケート調査報告は，他施設との相違を知ることができ自身の施設においてより良い早期リハビリテーションを行うため
の参考になるのではないかと考えている．
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CR7-2

早期リハビリテーションエキスパートコンセンサス，呼吸器系の CQ とコンセンサスについて

大垣市民病院 呼吸器内科、2）長崎大学 大学院 医歯薬学総合研究科 保健学専攻、
聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部、4）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部
5）
長崎大学病院 リハビリテーション部

1）
3）

理学療法学科、

安藤 守秀 1）、神津 玲 2）、横山 仁志 3）、有薗 信一 4）、花田 匡利 5）
早期リハビリテーションエキスパートコンセンサスにおいて，私達は主として呼吸器系の CQ をまとめ，それに対するコンセンサ
スの作成を行った．私達の担当した CQ は以下の 8 項目である．1. 早期離床や早期からの運動は挿管人工呼吸患者においても安全
に実施し得るか．2. 早期離床や早期からの運動はせん妄を改善するのか．3. 早期離床や早期からの運動はせん妄を予防するか．4.
適正な鎮痛鎮静プロトコールは早期リハの効果を促進するか．5. 呼吸理学療法は呼吸器合併症を予防するか．6. 呼吸理学療法は無
気肺の解除に有効か．7. 早期からの口腔や嚥下機能への介入は誤嚥性肺炎を予防できるか（挿管中，抜管後）
．8. 集中治療室での
早期離床や早期からの運動の中止基準（進行基準）は．このうち 1-4 および 8 は主として早期離床に関連する項目であり，早期離
床や早期からの運動は挿管人工呼吸患者においても安全であることと，早期離床はせん妄を改善することにおいて私達の見解は一
致している．しかし早期離床のせん妄予防効果については十分に期待はされるがまだ直接検証されておらず現時点では明らかでは
ない．また適正な鎮痛鎮静プロトコールは早期リハビリテーションの実施に必要であると考えられるが，実際にそれが早期リハの
効果を促進することはまだ示されていない．従ってこれらはこれから検証されなければならない．集中治療室における早期離床の
中止および進行の基準についてはこれまでに幾つかの提案が成されており，その内容も概ね一致しているが，一つ一つの基準の妥
当性の検証はまだこれからの段階であると考えられる．5-6 は呼吸理学療法に関する項目であるが，早期リハビリテーションにお
ける呼吸理学療法の位置づけは明確でなく，委員会においても呼吸理学療法に関する項目は CQ として不要ではないかとの意見も
出されていた．しかし呼吸管理中の患者に対してアプローチする以上，呼吸に関する項目を検討することは矢張り必須であると私
達は考えている．ここで重要なことは，排痰や呼吸練習を中心とした従来型の呼吸理学療法は集中治療の領域おいて一般に無効で
あり，漫然とこれを行うことは推奨されないこと，これに対し非挿管患者に対する間欠的 CPAP 療法や挿管中の患者に対するマ
ニュアルハイパーインフレーションなどのリクルートメントに関連した手技は無気肺や肺炎など呼吸管理に関連した呼吸器合併症
を防止する可能性があることである．従って呼吸理学療法に対する視点を今後は変えていく必要があると考えられる．以上のコン
センサスを代表的な文献を紹介しながら解説する．

CR7-3

「早期リハビリテーション：根拠に基づいたエキスパートコンセンサス」について～理学療法士の立場から～

市立函館病院

1）

山下 康次

中央医療技術部

リハビリ技術科、2）日本集中治療医学会

早期リハビリテーション検討委員会

、安藤 守秀 、飯田 有輝 、尾崎 孝平 、小幡 賢吾 、神津 玲 、小松 由佳 2）、高橋 哲也 2）、西田 修 2）

1,2）

2）

2）

2）

2）

2）

近年、集中治療を要する重症患者の早期リハビリテーションが注目されている。それらの多くは、鎮静をコントロールし、患者
の自発性を促し早期リハビリテーションや早期離床を開始する、というものである。2009 年に Lancet に掲載された Schweickert
らの報告Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for mechanically ventilated patients in intensive
care（Awakening and Breathing Controlled trial）: a randomised controlled trial. は、非常にインパクトのある論文であり、早期
リハビリテーションの変革に大きな影響を与えた。一方で、本邦における集中治療室での早期リハビリテーションは、実施されて
いる施設は増加傾向にあるものの経験的な側面で実施されているのが現状である。第 41 回の本学術集会にて、小幡らが報告した
集中治療領域での理学療法に対するアンケート調査では、リハビリテーションの重要性や必要性を認識しながらも、多職種の連携
や協働には多くの課題や問題があるとの結果であった。そこで、本学会早期リハビリテーション検討委員会では、早期リハビリテー
ションの手順を示す手引きとして「早期リハビリテーション～根拠に基づいたエキスパートコンセンサス～」
を作成することとなっ
た。本エキスパートコンセンサスは、早期リハビリテーションの歴史的背景、早期離床の定義・効果・対象・開始および中止基準、
集中治療室でのリハビリテーション実施体制（多職種の役割も含め）などを多職種が執筆することにより構成されている。本書の
目的は、早期リハビリテーションの現状をまとめ、更なるエビデンス構築が必要であることを改めて認識すること、その中で新た
なリサーチクエスチョンの誕生を期待し、集中治療領域における早期リハビリテーションの内容や体制の標準化に向けた第一歩を
踏み出すこと、が大きな目標の一つでもある。今回、理学療法士の立場から、理学療法関連の CQ に対してどのようなコンセンサ
スが出来上がりつつあるのか、理学療法士として作成に関わり、コンセンサス作成の意義と課題、の 2 点について報告させていた
だく。本委員会報告後に会場の皆さまより、多くのご批判ならびにご助言をいただき、エキスパートコンセンサスのさらなる充実
を図ることができれば幸いである。
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委員会報告 8

2 月 13 日
（土） 15：40～17：40

日本から evidence を発信しよう

CR8-1

第 13 会場

プロテアーゼインヒビターの持続的局所動注療法は重症急性膵炎に対して効果を認めなかった

慶應義塾大学医学部 内科学（消化器内科）、2）国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科、
自治医科大学附属さいたま医療センター 集中治療部、4）慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学、
5）
大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター、6）広島市立広島市民病院 麻酔集中治療科、
7）
関西医科大学内科学第三講座（消化器肝臓内科）、8）産業医科大学 救急医学講座
1）
3）

堀部 昌靖 1）、佐々木 満仁 2）、讃井 將満 3）、杉山 大典 4）、岩崎 栄典 1）、澤野 宏隆 5）、後藤 隆司 6）、池浦 司 7）、金井 隆典 1）、
真弓 俊彦 8）
背景この研究の目的は急性壊死性膵炎を含めた重症急性膵炎におけるプロテアーゼインヒビターの持続的局所動注療法の有効性と
安全性の検討である。方法この研究は日本の 44 施設で行われた後ろ向き多施設観察研究である。2009 年から 2013 年の間に重症度
判定基準（2008 厚生労働省）により重症急性膵炎と診断された 18 歳以上の患者を対象とした。プロテアーゼインヒビターの持続
的局所動注療法と死亡率、感染率、侵襲的処置率の 3 つのアウトカムの関連を多変量解析にて検討した。結果集まった 1159 人のデー
タのうち、多変量解析を行うために必要な全てのデータを有していた 1097 人を用いて解析した。374 人（34．1％）の患者がプロ
テアーゼインヒビターの持続的局所動注療法の治療を受けており、723 人（65．9％）が治療を受けていなかった。多変量解析に
おいて、プロテアーゼインヒビターの持続的局所動注療法は死亡率（オッズ比：0.79, p=0.36）
、感染率（オッズ比：0.97, p=0.89）
、
侵襲的処置率（オッズ比：0.76, p=0.19）のいずれのアウトカムとも有意な関連は認めなかった。また、関連する合併症の発生率
は 7．7％（29/374）であった。結論プロテアーゼインヒビターの持続的局所動注療法は重症急性膵炎に対して効果を認めなかった。

CR8-2

NEuromuscular pathology in CRitically ill patients: an autOPSY study: “NECROPSY study”

横浜市立みなと赤十字病院

集中治療部

武居 哲洋、畠山 淳司
重症患者のびまん性四肢筋力低下が話題となっているが，実際に重症患者の神経筋にいかなる変化が起こっているかの情報はきわ
めて限られている。重症患者コホートにおける左右対称性の四肢筋力低下をきたす症候群として，ICU-acquired weakness（ICUAW）という概念が知られるが，人工呼吸を 3 日以上要した患者の 33%（de Letter MA. Crit Care Med 2001）
，敗血症，多臓器不全，
長期人工呼吸のいずかに当てはまる重症患者の 46%（Stevens RD. Intensive Care Med 2007）に ICU-AW が発症したとされる。
これらの知見はおもに，臨床所見や電気生理学的検査から得られたものであり，ときに診断目的の筋生検が行われることがある。
しかし，重症患者の四肢の神経・筋，脳神経支配の神経・筋，呼吸筋や横隔神経を含む体系的な神経・筋の剖検研究は，我々の知
る限り存在しない。NECROPSY study は，ICU-AW 発症の有無にかかわらず，3 日以上の人工呼吸を要した患者の様々な部位の
神経筋病理所見を，体系的に明らかにしようという多施設共同剖検研究である。昨年の本学術集会において，5 症例の中間解析を
報告した。その後さらに現時点で 5 症例の剖検症例が追加されたため，2 回目の中間解析を報告したい。
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CR8-3

 工呼吸療法に関する疫学研究
人
A cross-sectional study on mechanical ventilation practices in Japan: MVP investigation

日本医科大学千葉北総病院

1）

齋藤 伸行 、讃井 将満
1）

救命救急センター、2）自治医科大学さいたま医療センター

集中治療部

2）

背景：人工呼吸器に発展の結果、選択できるモードは多岐にわたるが、その手順は施設ごとで異なっている。今回、我々は本邦に
おける人工呼吸療法の実態を調査することを目的に１日横断的研究を行った。方法：倫理員会により承認を受けた 49ICU（41 施設）
において任意の３日間における午前８時における 18 歳以上の人工呼吸器装着患者を調査した。研究期間：2014 年７月から 2015 年
９月まで。結果：調査日において 1522 人が ICU に入院中であり（ICU 占有率：80%）、人工呼吸装着患者は 549 人であった。解析
可能であった 491 人の平均 ICU 入院日数は５日（中央値）,人工呼吸期間５日であった。人工呼吸開始の理由では、急性呼吸不全
（73.7%）が最も多く、急性呼吸不全では術後患者が 40% を占めていた。人工呼吸器からの離脱（以下 , 離脱）を企図していなかっ
た患者（347 人）において、もっとも採用されていた人工呼吸器モードは、spontaneous support（PS）モード（37.8%）であった。
呼吸器モードの選択は、ICU タイプや病院所在地域で不均一性を認めた。離脱を企図していた患者（135 人）の 70% で PS モード
が使用されていた。結語：離脱時期にかかわらず、PS モードが最も人工呼吸器モードとして採用されていた。本邦の人工呼吸療
法の実践には、明らかな不均一性が存在していた。UMIN000012749.

CR8-4

人工呼吸患者における酸素投与に関する多施設観察研究（ABOVE study）の Preliminary result の報告

ABOVE study investigators（ABOVE study）
人工呼吸の大きな役割は、酸素を生体に供給し、二酸化炭素を体外に排泄することである。近年、hyperoxia（高酸素血症）と
ICU 患者の予後悪化との関連が報告されている。しかし、本邦の人工呼吸患者における酸素投与法に関する疫学情報はほとんど存
在しないため , 人工呼吸中の酸素投与の現状やその予後との関係に関する検討はいまだ行われていない。また、重症患者における
酸塩基平衡に関する研究は多くは一施設の後ろ向き研究であり、人工呼吸法に関する情報を伴ったものは存在しない。” 人工呼吸
患者における酸素投与と酸塩基平衡変化に関する多施設観察研究；ABOVE study” は、本邦の多施設において、人工呼吸器設定と
血液ガス分析および酸塩基平衡に関する情報を集積し、人工呼吸を要する集中治療患者における現在の人工呼吸法、酸素療法およ
び酸塩基平衡の現状を明らかにし、患者予後との関係を検討する前向き研究である。ABOVE study の Preliminary result の報告
を報告する。

－ 331 －

CR8-5

集中治療のシミュレーショントレーニングコースの必要性に関するアンケート調査

日本医科大学

1）

外科系集中治療、2）ハワイ大学

梅井 菜央 1）、Berg Benjamin2）、市場 晋吾 1）、竹田 晋浩 1）、杉田 慎二 1）、坂本 篤裕 1）
【緒言】集中治療では、重症患者の管理、迅速かつ適切な判断、侵襲的な手技、チーム医療などを危機的な環境で行うことが要求
される。従来は、これらの知識や手技を実際の現場で患者を治療することで取得してきたが、今日では研修前に最低限必要な知識
や手技を習得していることが望まれる。今回、専門医習得を目的に集中治療の研修を希望する医師が研修前に訓練できるシミュ
レーショントレーニングコースの必要性についてアンケート調査を実施したので報告する。【方法】2015 年 7 月 17 日から日本集中
治療医学会専門医研修認定施設の責任者に対してアンケート調査を行った。調査項目は、集中治療室での研修・指導状況、シミュ
レーショントレーニングの必要性と構成内容とした。
【結果】アンケート開始 5ヶ月の時点で回答は 53 施設（回収率 20％）であった。
集中治療室での研修状況に関しては、年間に研修を行う医師の数は 1 人の施設が最も多く、独自の教育プログラムがある施設は
17% のみであり、シミュレーショントレーニングを行っている施設は 26.4% と少なかった。集中治療の研修で最低限取得すべきで
あると思われる手技上位 3 つは、気管挿管、バッグバルブマスク換気、中心静脈カテーテル挿入であった。それらの手技に関して
施設長が研修前にできていると判断した割合は、気管挿管 57%、バッグバルブマスク換気 68%、中心静脈カテーテル挿入 42% であっ
た。最低限取得すべき知識上位 3 つは、重症患者の身体所見、ショックの鑑別、人工呼吸器の初期設定であった。それらの内容に
関して施設長が研修前に取得している判断した割合は、重症患者の身体所見 36% 、ショックの鑑別 43%、人工呼吸器の初期設定
28% であり、最低限の手技より低かった。また、68% の施設長が研修前のコースに興味があると答えおり、2 日間のコースで講義
にシミュレーションを加えたコースの希望が高かった。
【まとめ】半数以上の医師が、侵襲的な手技ができず、最低限必要な知識
がない状態で集中治療室での研修を始めている。集中治療の教育プログラムがある施設やシミュレーショントレーニングを行って
いる施設は少なく、学会主導で研修前のシミュレーショントレーニングコースを作成し、集中治療の研修の質を向上させるべきで
ある。

CR8-6
高知大学

1）

集中治療室における蛋白質投与量に関する多施設観察研究
医学部

麻酔科学・集中治療医学講座、2）神戸大学附属病院集中治療部、3）徳島大学病院救急集中治療部

矢田部 智昭 1）、江木 盛時 2）、西村 匡司 3）
集中治療患者における不適切な栄養療法は，高い合併症，死亡率，入院コストの増加の独立した危険因子である。集中治療患者の
栄養療法に関するガイドラインも存在し，この中で，蛋白投与量は 1.3-2g/kg/ 日が推奨されている。しかし，蛋白投与量と患者予
後に関する前向き比較試験はなく，また，ガイドラインの根拠となる研究の多くは欧米で行われたものである。集中治療患者にお
ける予後には人種差がある可能性も指摘されており，蛋白投与量が本当に予後に影響を与えるのか本邦の集中治療患者において検
討する必要がある。本研究は，人工呼吸を要する集中治療患者を対象とし，1. 日本における蛋白投与量の現状を明らかにする，2. 蛋
白投与量と予後との関係を検討することを目的とした多施設観察研究である。現在，症例登録中であり，研究の概要についてお示
ししたい。
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CR8-7

急性期患者における FFP 投与と急性期出血に関する前向き観察研究 =PLATEAU= の紹介と参加施設の募集

神戸大学医学部附属病院

麻酔科

江木 盛時、長江 正晴、溝渕 知司
新鮮凍結血漿製剤（frozen fresh plasma: FFP）は、凝固因子補充による出血傾向の治療および観血的処置時の出血予防を目的に
使用される。生理的な止血効果を期待するための必要な PT（プロトロンビン時間）％は、20～30％程度であるとされ、PT―INR
が 1.5 以上にならないと，FFP 投与の凝固能に対する効果はないと考えられている。
（Transfusion 2005；45：1234-5 ）
。厚生労働
省の輸血指針における FFP の輸血基準は、（1）PT-INR 2.0 以上あるいは、PT％ 30％以下 ,（2）APTT の上限値の 2 倍以上 , 3）低
フィブリノゲン血症（100mg/dL 未満）とされている。これらの基準は急性期患者以外の患者を含めた包括的な指針であり、敗血
症患者・多発外傷患者・重症術後患者などの急性期患者における FFP 投与基準として適当であるかどうかは検討されていない。
ガイドラインにおいても、FFP 投与に関しては、記載が存在しないか、エキスパートの意見として提案がされている。
急性期患者における出血性合併症の発生は、患者予後悪化と強く関連する事を考慮すると、急性期患者における FFP 投与と出血
性合併症発生に関するエビデンスの蓄積が必要と考えられる。急性期患者における FFP 投与と急性期出血に関する前向き観察研
究（PLATEAU）は、ICU に 48 時間以上滞在する重症患者を対象に、FFP の予防的投与が Major bleeding 発生に与える影響を検
討する多施設前向き観察研究である。本演題では、その研究計画を報告する。PLATEAU study に興味がある先生方と共に研究を
遂行出来ることを祈念している。
＝ PLATEAU study で集積する予定の情報＝
・患者情報（年齢・性別・体重・身長・ICU 入室理由・APACHE II）
・輸血の有無（濃厚赤血球輸血・血小板輸血・クリオ製剤輸血・フィブリノゲン製剤投与）
・FFP 投与の情報（投与単位・投与タイミング・投与理由）
・抗凝固薬および抗線溶薬の使用の有無
・日常診療で測定された凝固検査（PT・APTT・フィブリノゲン・血小板数）
・ICU 入室中の出血性合併症の有無
・ICU 入室後 28 日後の患者状態

CR8-8

アジア諸国の ICU スタッフにおけるストレスと燃え尽き症候群の調査

徳島大学大学院

救急集中治療医学

中瀧 恵実子、西村 匡司
【背景】ストレスは緊張や重圧の感覚、燃え尽き症候群は感情の疲弊、自我喪失、達成感の喪失を含む多面的な徴候と定義される。
医療職は他の職種と比較し、燃え尽き症候群が 40% 多いという報告がある。特に ICU で働く医師や看護師は重症患者の治療に加え、
倫理的に難しい判断が必要な患者の死に遭遇する機会が多いなど、ストレスが多く燃え尽き症候群になりやすい可能性がある。燃
え尽き症候群の発症に影響するのは仕事量のみではなく組織的要因（ICU のポリシー、患者 / 看護比など）、個人的要因（年齢や
性別、結婚、教育水準、経験年数など）が考えられる。さらに文化や経済力などの違いもストレスの多寡や燃え尽き症候群の発症
に影響を与える可能性がある。アジア諸国の ICU で働く医師や看護師のストレスや燃え尽き症候群の実態把握や多国間比較を行
い、職場環境改善に役立てることを目的としアンケート調査による研究を企画した。
【対象と方法】対象は ICU で 6ヶ月以上働いている医師または看護師である。除外対象は NICU または PICU 勤務、勤務歴が 6ヶ月
未満とした。アンケート項目は「全般的情報」、「燃え尽き症候群の危険性」および「強いストレスの危険性」から成り、回答者は
ウェブサイト上のアンケートへ回答する。回答は匿名で収集され、本研究の中央機関である Asian Critical Care Clinical trials が
管理、解析を行う。集計結果は各国のコーディネータに提供される。
【評価項目】主要評価項目はストレスおよび燃え尽き症候群の頻度と程度。副次評価項目はストレスおよび燃え尽き症候群に関わ
る組織的および個人的危険因子である。ストレスおよび燃え尽き症候群が診療ガイドラインを遵守しないことの潜在的な原因と
なっていないか評価する。
【進捗状況】徳島大学病院臨床研究倫理審査委員会で承認されアンケート調査を開始する予定である。
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2 月 14 日
（日） 10：00～10：30

社会保険対策委員会

CR9-1

第 3 会場

特定集中治療管理料 1 及び 2 に関する実態調査報告 2016

日本集中治療医学会社会保険対策委員会
志馬 伸朗、遠藤 重厚、山本 剛、土井 松幸、坂本 哲也、下村 陽子、武居 哲洋、森崎 浩
平成 26 年度診療報酬改定において、本邦の特定集中治療室を層別化し、より高度な「設備」と「診療体制」を整えた highintensity unit にこれまでの 40-50％増となる管理料加算が新たに設定された。その加算申請には、ハード & ソフト両面から数値的
施設基準を満たすことに加え、専従する医師要件として特定集中治療に関する十分な知識と経験を有することの証明が求められて
いることは特筆すべきである。 社会保険対策委員会では、委員会活動の一環として特定集中治療室管理料加算その 1/2 算定施設
におけるストラクチャ、プロセス、アウトカムを含めた実態検証を 2014 年より年次調査として行っている。各地方厚生（部）局
による施設基準の届出受理状況公開データを元に、全国の同管理料算定施設を抽出した。2015 年 9 月末時点で 81 施設（うち日本
集中治療医学会専門医研修施設 60）が同定された。これらに対し書面形式による実態調査を行わせて頂いたので、その概要を報
告する。 本調査結果を踏まえ、日本における特定集中治療室のあり方と保険診療体制について、会員諸氏とさまざまな議論や意
見交換の場が提供出来れば幸いである。

CR9-2

我が国の地域医療構想：集中治療室の位置づけも含めて

厚生労働省医政局地域医療計画課
細川 康二
我が国では、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて、少子高齢化が進行する。疾病構造の変化が予想される中で、医療の
機能分化・連携を推進し、質が高くかつ効率的な医療提供体制を整えるとともに、回復期医療から在宅医療及び介護との連携が今
後ますます重要となる。こうした変化が求められる中で、2014 年 6 月、医療介護総合確保推進法が成立し、翌年 3 月には地域医療
構想ガイドラインが策定された。2014 年から病床機能報告制度が始まり、各医療機関は病棟ごとの医療機能として、高度急性期、
急性期、回復期、慢性期のうちいずれに属するかを報告することとなり、具体的な医療行為の数と合わせて公表されることになっ
た。客観データを見ながら、地域の 2025 年の姿について、都道府県での議論が行われている。全国を 344 に分けた 2 次医療圏を基
本とする構想区域で、地域での会議が始動し、医療機能の分化や連携の強化について議論を始めているところも多い。こうした取
組と介護保険事業計画に定める事業も合わせて、誰もが可能な限り住み慣れた生活の場において医療・介護サービスが受けられる
地域包括ケアシステムが構築されていくことが期待されている。今回の講演では、こうした医療提供体制の変化の中での地域医療
構想の概要と目指すべき姿について概説するとともに、病床の機能として高度急性期機能を担う集中治療室の今後のあり方につい
ても考えたい。
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2 月 14 日
（日） 10：30～10：50

学術集会あり方検討委員会

CR10

学術集会あり方検討委員会

藤田保健衛生大学

1）

医学部

第 3 会場

委員会報告

麻酔・侵襲制御医学講座、2）学術集会あり方検討委員会

西田 修 1,2）、学術集会あり方検討委員会委員 2）
学術集会は、学術面でも経済的な面でも、また、国際交流の観点からも学会の大きな柱である。会員数が 1 万人を数える現在でも、
企画、運営のほぼすべてを会長が行い、多額の費用を支払ってコンベンション会社に運営準備・運営を依頼している。学術集会の
あり方を様々な角度から見直す目的で 2014 年に本委員会が設立され活動を行っている。これまでに、学術集会運営細則作成、開
催地の固定化、学術プログラム委員会の立ち上げ、運営準備の学会事務局本体による一部内製化の移行とそのためのコンベンショ
ン会社の選定、抄録のフォーマット化、一般演題の質に応じた発表形式の差別化、優秀演題賞の新設、事前登録のあり方、プレ・
ポストコングレスのあり方、海外演者招聘費用の規定、開催中の委員会会議の原則廃止などを決定してきた。これまでに決定して
きた内容や、今後の活動内容などを報告する。

委員会報告 11
ECMO プロジェクト委員会

CR11

2 月 14 日
（日） 10：20～10：50

第 6 会場

ECMO プッロジェクト委員会報告

かわぐち心臓呼吸器病院
竹田 晋浩
体外式膜型人工肺（Extracorporeal membrane oxygenation: ECMO）は、重症呼吸不全や心不全患者の呼吸・循環維持を目的と
した機械的補助装置である。しかし ECMO は侵襲性の高い治療であり、それゆえ管理に熟練したチームと高性能のシステムが不
可欠である。2009 年 CESAR study は、RCT にて成人呼吸不全に対する ECMO の有用性を証明した。また、2009 年に流行した
H1N1 インフルエンザでは、重症例が ECMO を使用し救命された。しかし本邦においては 2010 年度の ECMO を使用した重症イン
フルエンザ肺炎患者の生存率は 36% で、海外の報告と比較し明らかに悪かった。当学会と日本呼吸療法医学会は、この問題点を
改善するために ECMO プロジェクトを発足させた。ECMO の成績は改善してきているのだろうか？良い方向に向かっていること
に間違いはないと思われる。 本講演では、現在の状況ならびに今後の問題点を述べる。
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集中治療看護人員配置検討 WG の調査報告―ICU 看護の質を考える―

CR12

2 月 14 日
（日） 9：30～10：15

第 9 会場

集中治療室（ICU）等における診療・看護の実態調査

名古屋市立大学病院 看護部、2）大阪大学医学部付属病院 看護部、3）自治医科大学附属さいたまメディカルセンター
信州大学医学部附属病院 看護部、5）兵庫医療大学 看護学部、6）日本医科大学付属病院 看護部

1）
4）

看護部、

丸谷 幸子 1）、稲垣 範子 2）、八木橋 智子 3）、下村 陽子 4）、網島 ひづる 5）、鈴木 智恵子 6）
【目的】 本調査は日本集中治療医学会看護部会が実施し、その目的は、今後、求められる医療機関の機能分化・強化に応じたより
密度の高い診療体制に対応できる看護師の配置（人員・専門性）への示唆を得るために、集中治療室（ICU）等における診療・看
護の現状を明らかにすることである。【方法】 調査は、日本集中治療医学会認定登録施設（256 施設）の看護管理者を対象に、郵
送による自記式質問紙調査を実施した。質問内容は施設・ICU 等の概要、看護人員体制、看護師教育、2011～2013 年における感
染症サーベイランス・計画外抜管件数、看護人員体制に対する意見などである。調査は 2014 年 10 月に実施した。倫理的配慮として、
調査目的・参加の自由、プライバシーの確保について示し調査票の返送をもって参加の承諾を得たものとした。得られたデータの
管理は本学会の情報管理ガイドラインに沿って行った。
【結果】 本調査の有効回答数は 95 施設（有効回収率 37.1％）であった。本
調査に参加した施設の 92％で特定集中治療室管理料 1-4 を取得しており、7 割が一般 ICU であった。 看護師の人員配置はすべて
の施設において既定の 2 対 1 は確保されていた。しかし、
「現行では不十分」
「状況によって現行では不十分」という意見がほぼ 6
割を占めていた。その理由は、＜患者の緊急・重症度が高い＞＜複雑・高度な医療処置・生命維持装置への対応＞＜高齢・小児患
者の増加＞＜安全の確保＞＜患者・家族への看護の充実＞＜看護師の実践力の低下＞などであった。また、71 施設（74.7％）に集
中ケア認定看護師が配置されていたが、急性・重症患者看護専門看護師は 12 施設（12.6％）のみであった。ICU に新卒者が配属さ
れる施設は 85 施設（89％）、新卒者数は平均 7.4 人であり、独り立ちする時期は入職後 12ヵ月とする施設が最も多かった。独り立
ちは＜基本的なケアが提供できる＞＜疾患に対応した看護ケアが指導者と共に実施できる＞などから判断していた。また、2011
年～2013 年の 3 年間の人工呼吸器関連肺炎、中心静脈ライン関連血液感染、MRSA 新規発生率は減少していたが、尿道留置カテー
テル関連尿路感染の発生率は増加していた。2013 年の計画外抜管は前年度と比較して増加していた。
【結論】 本調査結果から、
集中治療医療の高度化や集中治療を必要とする患者の重症度を鑑み、また、密度の高い診療体制に対応できる医療チームの一員と
して、24 時間ベッドサイドで患者の安全と質の高いケアを提供するためには、看護師配置要件 2：1 はもとより、状況によっては
それ以上の人員配置が必要である。加えて、新卒者の配置数や教育の難しさを考慮して、専門的に集中治療・看護を学び、卓越し
た看護実践力を有する看護師の配置が必要であることが示唆された。特に、認定・専門看護師の配置や相談体制の充実が必要であ
ると考える。
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倫理委員会報告

―DNAR の歴史を展望し現在の問題点を探る―

CR13-1

DNA 指示の倫理

京都大学

文学研究科

2 月 14 日
（日） 8：30～10：30

第 10 会場

児玉 聡
DNR 指示の原則は患者の自律性の尊重と治療の無益性であるが、日本国内では DNR 指示とは何かということが十分に理解されな
いまま現場で運用されている懸念がある。本報告では、DNR 指示の倫理的問題について検討する。具体的には、DNR 指示の定義
の問題、医師から一方的に出される DNR 指示の問題、またガイドラインおよび教育の必要性を中心に論じる。

CR13-2

DNAR が心肺停止前の治療方針に与える影響：症例検討

呉共済病院 麻酔・救急集中治療部、2）東京ベイ・浦安市川医療センター、3）北海道大学病院、4）熊本大学医学部付属病院、
済生会山口総合病院、6）松江赤十字病院、7）日本大学医学部附属板橋病院、8）岡山大学病院

1）
5）

石川 雅巳 1）、則末 泰博 2）、丸藤 哲 3）、木下 順弘 4）、田村 高志 5）、橋本 圭司 6）、木下 浩作 7）、氏家 良人 8）
DNAR とは、心停止時に患者が望まない CPR などが行われることを防止し、自然な死を迎えるための事前指示である。しかし、
DNAR の定義に対する理解不足および混乱から、本来心停止時のみに適応されるはずの DNAR が、心停止以前の未だ治療を考慮
すべき状態にまで影響を与えてしまい、様々な弊害を生じている。本セッションではいくつかの症例を提示し、心停止以前の状態
において DNAR の有無が医療従事者の判断にどの様な影響を与えるかを検討する。
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CR13-3

Do Not（Attempt）Resuscitate, DN（A）R 指示の歴史と現状

済生会熊本病院 検体検査管理室、2）熊本大学医学部附属病院、3）日本大学医学部附属板橋病院 救命救急センター、
松江赤十字病院 集中治療科、5）呉共済病院 麻酔・救急集中治療部、6）済生会山口総合病院 麻酔科・集中治療科、
7）
国立病院機構 大阪医療センター 集中治療部、8）北海道大学病院 先進急性期医療センター
1）
4）

澤村 匡史 1）、吉里 孝子 2）、木下 浩作 3）、橋本 圭司 4）、石川 雅巳 5）、田村 高志 6）、木下 順弘 7）、丸藤 哲 8）
米国で 1960 年に閉胸式心臓マッサージを伴う蘇生方法の有効性が報告されてから，胸骨圧迫，人工呼吸，電気ショックが心停
止患者への蘇生処置（Cardio-Pulmonary Resuscitation, CPR）として広がっていった。当初は術中の心停止，突然の心停止などを
対象に施行されていたとされるが，具体的な適応や，実際の蘇生率，蘇生後の予後などが理解されないまま広く心停止患者へ施行
された。その結果，悪性腫瘍の末期の患者を初めとする，本来適応ではない患者にまで CPR が施されるようになり，やがてこれ
に疑問を持つ者は，CPR を施さない Do Not Resuscitatie（DNR）という指示を暗黙のうちに出すようになる。その決定は医療者
の独断の場合もあったとされ，これが問題視される。1974 年 American Medical Association が，心停止でも CPR の適応とはなら
ない患者がいることに言及し，DNR 指示は診療録に明記されるべきであるとした。この後終末期医療をめぐる裁判，立法が相次
ぐのであるが，どれも共通しているのは自己決定権の尊重を重視する事である。また，宗教界からも声明が出され，大統領委員会
報告書にも盛り込まれるなど，米国では医療界のみではなく広く DNR が議論された。1991 年には自己決定権法，ジョージア州で
の DNR 法，翌年のイリノイ，モンタナ州での DNR 法が成立するなど，法的にも DNR が許容，保護されるようになっていく。さ
らに，当時の Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization が DNR 指示のガイドラインを有することを認可の条
件としたため，現在はほぼすべての施設でガイドラインがあるとされている。一方，我が国でいつから DNR の概念が普及し出し
たかは定かでないが，少なくとも 1980 年代の和文雑誌には DNR の論文が散見されるようになる。米国と違い，法的に DNR が問
題となったり関連法が成立したりしたことがないことは，現状に大きな影響があると思われる。DNR は現行法では治療の差し控
えとしてとらえられるため，終末期であること，本人の意思があることが DNR 指示が出せる患者の条件と考えられる。しかし，
自己決定権は米国ほど重要視されてはいないこと，特に救急・集中治療領域では「終末期」の判断が難しいことに加え，高齢者へ
の対応，
「治療の中止は許されないが差し控えは許される」と誤解されていることなど，倫理的・法的な問題が潜んでいる。患者
が適切な医療を受け，或いは適切な人生の最終段階を迎えるために，我が国の DNR の現状を把握するための調査が必要である。

CR13-4

看護師として DNAR の現状と課題を考える

小倉記念病院、2）熊本大学医学部附属病院

1）

立野 淳子 1）、吉里 孝子 2）
複数疾患を併せ持ち、急性病態にある患者に医療やケアを提供する集中治療領域では、患者の “ 急変 ” はいつ起きてもおかしくな
い状況にあります。故に、DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）指示の有無は、看護師にとっても重要な情報の一つです。
DNAR とは、心肺停止の状況において、蘇生の可能性が低いあるいはない場合に、患者または代諾者の意思決定を受けて CPR
（CardioPulmonary Resuscitation）を行わないことです。業務の中で日常的に確認している DNAR 指示ですが、これまで DNAR
が適切に使用されていないのではないかという議論が、医師だけでなく、看護の領域においても幾度となく行われてきました。し
か し、 現 場 で は、「DNAR 指 示 が で て い る の に、 ど う し て 昇 圧 剤 を 増 や し た り、NPPV（Noninvasive Positive Pressure
Ventilation）をつけるの？」、「（もう救命は難しいだろうに）どこまで治療を続けるの？」または「DNAR 指示がだされたけど本
当に救命の可能性がないのか？」、などといった DNAR に関連したジレンマが、今なおしばしば聞かれます。さらに臨床を概観す
ると、DNAR 指示が患者中心という患者の権利や尊厳を重視した考えから、拡大解釈され使用されている現状も見受けられ危惧
する一因でもあります。今年度、日本集中治療医学会倫理委員会では、DNAR を検討課題の一つとしており、私たちは、看護の
視点から、DNAR の現状を把握し、課題を明らかにしていきたいと考えています。そこで、本交流集会では、これまで行われた
DNAR に関連した先行研究や事例を基に、看護の視点から DNAR の現状や課題を整理したいと思います。本交流集会を通して、
参加された皆様と DNAR の現状や課題についてディスカッションできればと考えています。
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CR13-5

DNAR と POLST が集中治療に提起する諸問題―3 学会合同ガイドラインを踏まえて

日本集中治療医学会倫理委員会
貝沼 関志、丸藤 哲、石川 雅巳、則末 泰博、澤村 匡史、木下 浩作、田村 高志、木下 順弘、橋本 圭司、氏家 良人
日本集中治療医学会は 2014 年 11 月に「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン～3 学会からの提言」を日本救
急医学会、日本循環器学会とともに策定した。このガイドラインでは救急・集中治療における終末期での治療の差し控え・減量・
終了の具体的な選択肢として、心停止時に心肺蘇生を行わないことを、医療チームが患者や家族と合意して行うという選択肢があ
ることを示している。この選択肢をとりうる場合の根拠として、それが、患者の意思に沿った選択であること、患者の意思が不明
な場合は患者にとって最善と考えられる選択であることを明記している。一方、JRC ガイドライン 2015 では、第 8 章 普及教育の
ための方策のなかで、このガイドラインが既に集中治療室等で治療されている急性重症患者を対象としているものであり、救命処
置や集中治療を開始する際の倫理的な手順を示しておらす、具体的に患者の終末期に対して集中治療を開始する倫理的手続きを想
定したものでない、と指摘している。これに関して日本集中治療医学会は 2012 年 10 月に終末期医療に関して市民の皆様への提言
として終末期に至った場合の事前の意思を表明しておくことを推奨している。一方、日本臨床倫理学会は 2015 年に POLST（DNAR
指示を含む）作成に関するガイダンス、書式の雛形を提示している。これは、
「生命を脅かす疾患に直面している患者」の医療処
置に関する医師による指示書であり、概ね a）緩和的ケア処置の優先、b）集中治療を含まない医療処置、c）集中治療を含む医療
処置、の 3 段階に分けた指示を記載している。これまでわが国では DNAR の名のもとに蘇生処置以外の治療やケアを差し控えると
いうことがしばしば生じており、POLST が蘇生処置を含めた更に広範囲の医療やケアに関する患者の事前の意思を受けて医師が
作成しておく文書として普及するならば意義あるものと考えられる。ただし、POLST の多くが ICU 入室前に作成されることが想
定されることから、最新の集中治療に関しての知識不足や患者への伝達不足などにより本来集中治療で恩恵を受ける可能性のある
患者が ICU 入室前の POLST 記載のために集中治療を受けられなくなる可能性を排除する努力が必要であり、最新の集中治療に精
通した医師（集中治療専門医等）が POLST 作成に関わる必要性を認識しておかなればならないだろう。また、POLST は集中治療
を検討する時期あるいは集中治療入室後に変更が可能でありこの時点で集中治療医がそれに大きく関わる必要がある。以上から、
日本集中治療医学会が、「3 学会合同ガイドライン」に加えて、ICU 入室前後において終末期に至る可能性のある患者の集中治療
を開始する倫理的手続きについて議論を行い提言することは、
「市民への提言」の延長線上に当然なされるべきものである。今回
の DNAR および POLST と関連させて集中治療を開始する倫理的手続きに関する議論を本学術集会で深めることは有用であろう。
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委員会報告 14

2 月 14 日
（日） 10：30～10：50

機関誌編集委員会

CR14-1

日本集中治療医学会雑誌の近況

東邦大学

医療センター大橋病院

第 10 会場

麻酔科

小竹 良文
本発表では、昨年同様、日本集中治療医学会雑誌（以下和文誌）の近況、とくに投稿原稿に関して編集委員会で議論となった事例
を紹介し、今後和文誌への投稿を考えている若手集中治療医に対して有益な情報源となることを目的とする。昨年は症例報告およ
び短報における結語、論文執筆に関する guideline の紹介、privacy に関する配慮、参考文献、改訂時のカバーレター等に関して紹
介した。本年度はさらに、最近の学術論文タイトルの方向性、統計学的処理の適否、図表の作成法、二重投稿、類似投稿に対する
考え方、査読審査まえの返却例などに関して言及する予定である。

CR14-2

Journal of Intensive Care（JIC）へ論文投稿のすすめ

日本集中治療医学会英文機関誌作成委員会
丸藤 哲
JIC は日本集中治療医学会が BioMed Central 社と提携して発刊する peer-reviewed online free-access journal です。紙媒体の雑誌
はなく、掲載決定された投稿論文は online 上で全世界に速やかに公表され世界中の読者が自由に閲覧可能です。掲載と同時に
PubMed に収載され、世界的医学文献検索システムから公表論文へのアクセスが可能です。論文著作権は日本集中治療医学会では
なく、採択論文の著者に帰属します。このような出版形態は世界的趨勢でありますが、集中治療領域での採用はアジア・環太平洋
地域では JIC が嚆矢となります。2013 年 5 月 22 日の投稿受付開始以来順調に投稿論文数が増加し、2015 年は約 250 編が投稿されま
した。集中治療医学のみならず急性期医療に関する様々な情報を国際的に共有する場を提供することを使命として質の高い科学論
文を出版して参ります。会員諸氏がふるって JIC へ論文投稿をすることを期待致します。
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委員会報告 15

2 月 14 日
（日） 10：00～10：50

Rapid Response System 検討委員会

CR15-1

第 11 会場

千葉大学での Rapid Response System の実例

Rapid Response System 検討委員会
中田 孝明、安宅 一晃、新井 正康、川崎 達也、川原 千香子、児玉 貴光、仙頭 佳起、藤谷 茂樹、藤原 紳佑、三宅 章公、
織田 成人
【背景】千葉大学医学部附属病院では，院内急変に対する早期介入により重症化や死亡を減らすことを目的に Medical Emergency
Team（MET）による Rapid Response System（RRS）を導入している．今回，RRS 検討委員会の委員会報告から実例紹介として，
導入・運用方法の実際を中心に示す．【方法・結果】当施設の病床数は 835 病床（ICU/CCU 22 床，NICU/GCU 12 床）．ICU は救
急科・集中治療部の医師が中心となって診療を行う close type で，対象患者は救急・外科・内科系の mixed type である．2012 年 2
月に Code Blue システムから MET を中心とした RRS に移行している．MET の構成は救急科・集中治療部の当番勤務医師（2 名以
上）と救急外来・ICU を担当する看護師（必要時には臨床工学技士）
（1 名以上）である．MET 発動基準は，特定のバイタルサイ
ン基準は設けず，
「突然の卒倒」「意識消失」「呼吸不全」
「緊急の気道確保を要する場合」
「ショック」
「心停止」
「高エネルギー事
故（敷地内の交通事故・転落等）」「現場スタッフのみでの救急処置対応が不十分な場合」
「発見者が必要と判断した場合」を用い
ている．対象者は外来 / 入院患者，職員，面会者，業者を含めた全ての院内滞在者としている．MET call の連絡先は救急科・集
中治療部の責任医師が携帯するホットライン専用 PHS とし，その PHS 番号は各部署で掲示し，携行用の医療スタッフマニュアル
の背表紙にも記している．MET call は全職員（医師・看護師・コメディカル・事務職員）が発動可能で，MET call の内容は，
ICU，救急外来，救急科・集中治療部 医師控室内のスピーカーで通話内容が情報共有される仕組みとしている．MET の普及を目
的に，MET 導入時から現在まで，病院内セミナー・講演（全職員を対象とした医療事故防止セミナー，病棟単位での院内急変対
応セミナー，院内講演会など）を積み重ね，MET 件数は 1 年目 83 件，2 年目 122 件，3 年目 131 件と増加傾向にある（計 336 件，5.8
件 /1000 入院患者数）．また診療記録の補助・データ収集・解析を目的に要請者と MET が記入するために活動記録シートを作成し，
データ収集を行っている．収集されたデータは，毎月 MET コアメンバーミーティングで review している．また導入後 1 年経過時
に，導入前後 1 年の検討を行い，病院全体としての死亡退院率に有意な変化を認めないが，予期せぬ重篤な急変事象は減少する傾
向を認めることを報告している（Kawaguchi R and Nakada TA. Acute Medicine & Surgery. 2015; 2: 244-249）
．
【結語】当施設で
導入している MET を用いた RRS を実例として報告した．

CR15-2

Rapid Response System に関わる用語の日本語訳と定義

Rapid Response System 検討委員会
川崎 達也、安宅 一晃、新井 正康、川原 千香子、児玉 貴光、仙頭 佳起、中田 孝明、藤谷 茂樹、藤原 紳佑、三宅 章公、
織田 成人
本邦でも入院患者の有害事象を減らす方策として Rapid response system（以下 RRS）の導入が広がりを見せつつある中で、RRS
に関する研究報告が増加する一方で、用語の使用や解釈に混乱が見られる。しかし、RRS の普及をさらに促進し、多施設症例レ
ジストリをはじめとする臨床研究を実施するために、用語の統一は不可避である。国際的にも用語の統一が図られる方向にあるこ
とを受けて、当委員会では RRS に関して頻用される用語の日本語訳と定義について検討を重ね、以下のように決定したことを報
告する。
1）RRS の訳語を「迅速対応システム」とし、「重症化しつつある患者を早期に認識し、予期せぬ心停止や予期せぬ死亡などの重
篤有害事象を防ぐための全病院的なシステム」と定義した。
2）RRS の シ ス テ ム を 構 成 す る 4 つ の 要 素 に 関 す る 用 語 と し て、Afferent limb/component, Efferent limb/component, Patient
safety/process improvement limb/component, Governance/administrative structure limb/component の日本語訳と定義を定め
た。
3）RRS 起動を受けて対応するチームの構成を指す用語である、Medical emergency team（MET）
, Rapid response team（RRT）,
Critical care outreach team（CCOT）については日本語訳を設けず、定義のみとした。
4）RRS 導 入 に よ る ア ウ ト カ ム 評 価 の パ ラ メ ー タ と し て、Unexpected cardiac arrest, Unexpected death, Unplanned ICU
admission などの日本語訳と定義を定めた。
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CR15-3

RRS オンラインレジストリ－ National Early Warning Score（NEWS）を用いたスコアリングによる評価－

Rapid Response System 検討委員会
藤谷 茂樹、安宅 一晃、新井 正康、川崎 達也、川原 千香子、児玉 貴光、仙頭 佳起、中田 孝明、藤原 紳佑、三宅 章公、
織田 成人
背景・目的 2014 年に RRS オンラインレジストリを、藤谷班科研費で作成して以来、2 年が経過する。現段階で、31 施設が登録し
ており、症例数も 1900 例に達している。日本臨床救急医学会の患者安全検討推進委員会ワーキンググループ、日本集中治療医学
会での委員会活動として、定期的な議論を重ねている。当初は、RRS の起動基準として、シングルパラメーターを用いていたが、
昨今の流れとして 2015 American Heart Association ガイドラインでは、院内心停止への対応システムについて言及されており、
急変前にそのリスク を評価するスコアリングシステムが有効であり、その点数を院内急変対応に取り入れることが推奨されてい
る。スコアリングにより観察頻度、診療病棟の決定を行う方向に向かっている。その中で、英国が導入している National Early
Warning Score（NEWS）での発表が多く、1500 症例のデータ解析を行った。対象・方法 2014 年 1 月から 2015 年 8 月までに、RRS
オンラインレジストリに登録された 1500 症例について NEWS のスコアリングの記載のある成人症例について RRS 転帰、一ヶ月死
亡率について解析した。26 参加施設のうち、小児専門病院と療養病床が半数を占める 2 施設は除き、登録された症例を NEWS の
バイタルサインを含む 7 つの含む項目でスコアリングし推奨されている 3 段階に重症度分類（low、medium、high の順にリスクが
上がる）し解析した。結果 1500 症例中 2 施設を除く 1074 症例のうち NEWS 項目に記載もれのないのは 426 症例あり、Low 群 95 例、
Medium 群 113 症例、high 群 219 症例であった。RRS 転帰は、low 群で ICU 入室 7.4%（7/95）
、一般病棟のまま 76.8%（73/95）、
死亡 0% であった。Medium 群では ICU 入室 16.8%（19/113）
、一般病棟のまま 60.2%（68/113）
、 死亡 0% であった。High 群では
ICU 入室 36.5%（80/219）、一般病棟のまま 47.0%（103/219）
、 死亡 1.4%（3/219）であった。また 1ヶ月後の死亡率は各群で 2.1%
（2/95）, 7.1%（8/113）, 13.2%（29/219）であった。 考察従来のシングルパラメーターに比べ NEWS のスコアリングを用いる方が
リスク層別化に有用であることが示唆された。ただし NEWS 項目すべてにデータ欠損のない症例は 40% であり、その中でも呼吸
数の欠損が最も多かった。今後医療安全文化向上のためにもバイタルサインである呼吸数測定への教育と対策が望まれる。

CR15-4

院内心停止レジストリー

Rapid Response System 検討委員会
三宅 章公、安宅 一晃、新井 正康、川崎 達也、川原 千香子、児玉 貴光、仙頭 佳起、中田 孝明、藤谷 茂樹、藤原 紳佑、
織田 成人
2015 年 10 月に発表された国内外の蘇生ガイドライン 2015 において、院外とともに病院内心停止の予防の重要性が取り上げられた。
具体的な方策として国際蘇生連絡委員会（ILCOR）と日本蘇生協議会（JRC）は、院内心停止の発症や院内死亡を減少させるために、
早期警告スコア /response teams/MET system の導入を考慮することを提案している。わが国では、院外心停止は総務省により
全国登録がなされ、年間 13 万件の報告があり、すでに 100 万件を超す大規模データベースとなり世界に類を見ないものとなってい
る。そのデータベースの解析から救命率向上のための様々な情報が発信され、国際ガイドライン作成に大きな影響を与えている。
一方、院内での心停止の把握はほとんどなされず、急変対応の方策を検討するには極めて不十分な状況である。各関連学会による
ワーキングにより急変対応システム RRS（rapid response system）の導入とその登録方法が確立された（In hospital emergency）。
今後 RRS を全国レベルで導入していくためには、我が国における RRS の効果を検証することが求められている。そのためには
RRS のみではなく、蘇生行為がなされた院内心停止の全例登録は必須と考えられる。すでに院内心停止の先行登録として 2008 年 1
月から 2009 年 12 月までに施行された J-RCPR があるが、これらの登録システムを基盤に 2015 年 2 月より J-RESORT として院内心
停止レジストリーを開始した。JRCPR の項目に新たに院内心停止項目、Medical Emergency Team/Rapid Response Team 要請基
準の項目を加え、並びに症例対象を成人のみではなく小児にまで拡大した。先行する RRS レジストリーと J-RESORT とが両輪と
なって初めて我が国における RRS の有効性の検証が可能となると考えられる。これにより各施設が自施設の急変対応に対策立案
が可能となり、更に全国データとの比較で更に必要な対策がはかれるものと考えられる。学会ではその登録システムの詳細につい
て紹介し、今後全国的な活用を望みたい。
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CR15-5

Rapid Response System における国際情勢と海外交流

Rapid Response System 検討委員会
児玉 貴光、安宅 一晃、新井 正康、川崎 達也、川原 千香子、仙頭 佳起、中田 孝明、藤谷 茂樹、藤原 紳佑、三宅 章公、
織田 成人
【背景】1995 年に初めて報告された Rapid Response System（RRS）は、少しずつ知見を積み重ねて改善を繰り返してきた経緯が
ある。2005 年に International Conference on Medical Emergency Teams において概念や用語が整理されるようになり、国際的な
コンセンサスが形成されてきた。その結果として、医療安全を実現する重要なセーフティネットとして世界中に浸透するように
なった。今や RRS は医療安全には欠かせない重要な役割を担っているのである。【世界の趨勢】2013 年からはイギリスとオースト
ラリアが主導する多施設前向き観察研究である Medical Emergency Team: Hospital Outcomes after a Day（METHOD）study が
開始され、いよいよ多国籍による大規模研究が開始された。また、2014 年にオーストラリアからは RRS 導入後の 8 年間という長
期にわたる研究結果が報告されるなど、研究のあり方も大きく変化している。今日では運営面においても rover team という
response team の概念も登場し、その進化・改革は留まるところを知らない。【アジア圏における現状】その一方で、医療システ
ムや文化の差異からアジア圏では導入が遅れてしまっていたのが実情である。しかし、2005 年に國立臺彎大學醫學院附設醫院が
Clinical Alert System を導入、2008 年に韓国の Asan Medical Center も RRS を導入したことでようやくその萌芽が認められるよう
になった。少し遅れてわが国においては 2009 年に和歌山県立医科大学が RRS を導入したことが嚆矢となり、現在では数多くの医
療機関がコードブルーとは別のシステムとして採用するようになっていることは特筆すべきである。しかし、院内心停止のデータ
や RRS 導入の効果に関する研究結果については韓国からの報告が圧倒的に多く、わが国も私淑すべき点が多く存在することは間
違いない。【今後の展望】RRS を適切に発展させていくためには、国際的な動向を理解しておく必要がある。そのためには、集中
治療関係者は常に最新の情報を入手して、国際学会などの場を通じて議論を深めていかなかなければいけない。また、世界的には
後発となっているアジア圏ではあるが、西洋諸国とは異なる医療文化を踏まえた上での共同研究や交流を深めていくことが望まれ
る。
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2 月 14 日
（日） 9：00～9：50

Global Sepsis Alliance 委員会報告

CR16-1

第 13 会場

敗血症診療改善のために（Global Sepsis Alliance 委員会報告）

国立成育医療研究センター病院集中治療科
中川 聡
敗血症は、silent killer である。日本の年間の死亡者のうち、敗血症が原因である者は、約 11,000 人と発表されている。しかし、
日本の死亡統計では、がんなどの基礎疾患がある患者が敗血症で死亡した場合、死因は基礎疾患となるのが一般的である。こういっ
た状況を鑑みると、死亡に敗血症が関与している患者は、上記数字の数倍から 10 倍程度存在すると推察される。一方、重症敗血
症の死亡率は約 30％である。したがって、日本では、年間 20～30 万人程度、あるいはそれ以上の敗血症患者が存在しうる。敗血
症は重症化しやすく、多くの死亡に関与している。しかし、その問題が認識されていないことから、silent killer と称される。
重症化しやすい敗血症においては、早期認識、早期の治療開始、重症患者に対しての集中治療、臓器障害に対しての補助療法、
そして生存者に対してのリハビリテーションや長期支援といった連携が重要である。初期診療に従事している一般医家や救急外来
で診察をする医師、あるいは、入院中の病棟で最初に気づきうる看護師や医師が早期に敗血症に気づき治療を開始し、重症化した
場合は集中治療室での管理、臓器障害が生じた場合の専門診療科の医師の支援といった一連の連携が求められる。回復期において
は、機能障害のみならず認知障害などに対する積極的対応も求められる。また、社会復帰に向けての長期支援も不可欠となる。こ
のように「敗血症」は、集中治療関係者のみが知っていればよい病態のではなく、一般医家並びに多くの専門の医師、さらには、
看護師、理学療法士、臨床工学技士、薬剤師など多職種の方々にも知っていただきたい病態なのである。
敗血症診療改善のためには、医療機関での診断・治療のみがすべてではない。一般の市民の方々にも「敗血症」という言葉とそ
の病態をご理解いただくことは、早期の気づきという点で重要である。市民の方々に特徴的な症状を知っていただき、変だなと感
じたらすぐに医療機関を受診していただける体制を構築する必要がある。また、一部の敗血症はワクチンによって予防可能である。
こういった知識の普及も重要である。
当委員会では、敗血症診療において、集中治療を核としながらも、予防からリハビリテーションといった多岐にわたる専門領域
の医療職種の方々に、敗血症に対してさらに理解を深めていただくためのセミナーを展開している。また、一般市民の方々に向け
ての情報発信も行っている。今後は、厚生労働省や世界保健機関などにもこの敗血症の問題点を認知していただき、敗血症患者を
減らし、さらには敗血症による死亡を減少させることが当委員会の目指すところである。

CR16-2

市民への情報発信としてのホームページ

東海大学医学部付属八王子病院、2）Global Sepsis Alliance 委員会

1）

井上 茂亮 1,2）
感染により臓器障害を引き起こす重症敗血症の罹患率は世界中で増加しており、その死亡率は先進国においても約 30% と高い。ま
た 65 歳以上の高齢者の敗血症の 3ヶ月死亡率は成人と比較して約 4 倍高く（Inoue et al. Critical Care 2014）
、超高齢化社会に突入
した本邦において敗血症の予防と生存率改善に向けた包括的な対策は極めて重要である。しかしながら一般市民において敗血症の
認知は未だ低く、医療従事者においても敗血症の病態・予防・治療に関して正確な知識は十分共有されていない。また個人のホー
ムページやブログなど敗血症に関する断片的な情報は公開されているものの、本邦では公式の敗血症ホームページは存在しなかっ
た。このため 2015 年 9 月、日本集中治療医学会 Global Sepsis Alliance 委員会では、市民および医療従事者向けに敗血症公式ホー
ムページ SEPSIS JAPAN を作成し公開した（http://sepsisjapan.com/wsd.html）
。このホームページでは一般の方にもわかりや
すく敗血症の病態を解説するとともに、私達 GSA 委員の取り組みを紹介している。またこのホームページからリンクしているフェ
イスブックページでは 9 月 13 日の世界敗血症デーイベントの様子、一年に 3 回開催される敗血症セミナーの予定など、敗血症に関
する最新情報を随時公開することで、市民および医療従事者への情報発信を行っている。本発表では、敗血症公式ホームページの
立ち上げの取り組みから啓蒙活動状況を報告するとともに、今後のホームページの活用や展開について提案したい。
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2 月 14 日
（日） 10：00～10：50

臨床工学部門活動報告

CR17

第 13 会場

臨床工学部会活動報告

埼玉医科大学

保健医療学部

医用生体工学科

加納 隆
1．はじめに
日本集中治療医学会における臨床工学技士は、従来から学術集会における「臨床工学部門」として、一般演題発表やシンポジウ
ム等を行う機会を得てきた。その積み重ねの上に、2012 年に開催された第 39 回日本集中治療医学会学術集会（千葉）において、
学術集会のみでなく集中治療領域の臨床工学技士の学術活動をより推進すべく、念願の臨床工学部会を設立するに至った。これも
今まで我々臨床工学技士を支持して頂いた学会諸先生方ならびにその評価を得るに至った諸先輩方の活躍のお陰である。
さて、臨床工学部会は、毎年の学術集会における臨床工学部門プログラムを担当する学術集会企画小委員会をはじめとして、集
中治療業務検討小委員会、認定臨床工学技士検討小委員会、テキスト作成小委員会の 4 つの小委員会で構成され、部会役員が分担
する形でそれぞれの活動を行ってきたが、この度、本会の正会員・准会員制度と整合させるために、新たな組織編成が進むことに
なった。
2．新たな部会組織（案）
・日本集中治療医学会正会員の臨床工学技士を臨床工学部会員とする。
・臨床工学部会役員は正式には廃止し、現在の役員に対しては評議員への立候補を勧める。
・臨床工学部会部会長・副部会長は臨床工学技士の評議員の中から互選し決定する。
・臨床工学部会監事は廃止する。
・各地方会担当役員は各支部委員に移行する。
・学術集会時に開催されていた臨床工学部会総会は、臨床工学部会連絡会（仮）に名称変更し、部会員に対する CE 関連委員会か
らの活動報告ならびに部会員から意見を聞く場とする。
3．CE 関連委員会の設置
・小委員会は廃止し、必要な小委員会は本会における ad hoc な委員会として活動を行う（CE テキスト作成委員会と認定臨床工学
技士検討委員会は本会委員会として活動を行うことが決定）
。
・すでに本会委員会として活動している集中治療 CE 検討委員会は、臨床工学部会員ならびに医師・看護師の委員等の意見を参考
とし、臨床工学技士にとって何が必要であるか幅広く検討する。尚、集中治療 CE 検討委員会は必要に応じてワーキンググループ
を設置することができる。
4．おわりに
臨床工学部会は本会との一体化を進めると同時に、集中治療における臨床工学技士の専門性の追求の場として、今後とも発展し
て行かなくてはならない。今回の臨床工学部会連絡会（仮）では、新たな部会の組織編成の報告ならびに各委員会報告を中心に行
い、広く部会員の方々のご意見を伺う。
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ガイドライン 1

2 月 12 日
（金） 9：00～10：00

日本版重症患者の栄養管理ガイドライン

GD1-1

第 13 会場

「重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会」の委員会報告：全体像と作成法

兵庫医科大学

1）

救急・災害医学講座、2）日本集中治療医学会

重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会

小谷 穣治 、江木 盛時 、海塚 安郎 、亀井 有子 、神應 知道 2）、木下 浩作 2）、佐藤 格夫 2）、清水 孝宏 2）、清水 義之 2）、
志馬 伸朗 2）、白井 邦博 2）、巽 博臣 2）、西田 修 2）、東別府 直紀 2）、松田 兼一 2）、真弓 俊彦 2）
1,2）

2）

2）

2）

本ガイドラインは、2012 年 10 月に発足した日本集中治療医学会の重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会が作成した。海外
では重症患者を対象とした栄養管理ガイドラインが複数存在するが、本邦には存在しない。そこで、国際ガイドラインでは言及さ
れないが本邦で行われている治療、海外では行われているが本邦には存在しない治療なども考慮し、本邦の臨床に適応した推奨を
提示した。各推奨作成にあたって、既存のシステマティックレビューとメタアナリシス、国際ガイドラインの推奨の流用が可能か
を検討し、必要であれば可及的に Minds の方法を参考として委員会内でシステマティックレビューを行った。なお、生命予後を左
右する CQ が存在することから、本ガイドラインの名前に「栄養管理」ではなく「栄養療法」を用いた。本ガイドラインは本邦初
の重症患者を対象とした栄養管理ガイドラインであり、臨床の現場で適切に活用されることを期待している。

GD1-2

重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会の委員会報告：栄養投与ルート

兵庫医科大学病院

1）

救急災害医学、2）日本集中治療医学会

重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会

白井 邦博 、小谷 穣治 、江木 盛時 、海塚 安郎 、亀井 有子 2）、神應 知道 2）、木下 浩作 2）、佐藤 格夫 2）、清水 孝宏 2）、
清水 義之 2）、志馬 伸朗 2）、巽 博臣 2）、西田 修 2）、東別府 直紀 2）、松田 兼一 2）、真弓 俊彦 2）
1,2）

2）

2）

2）

栄養投与ルートについて、SCCM/ASPEN、ESPEN、CCPG の国際ガイドラインでは経静脈栄養よりも経腸栄養を推奨している。
そこで、当委員会は、経腸栄養と経静脈栄養についての RCT とメタ解析について検討した。死亡率は 34 編で検討されているが、
32 編で有意差を認めなかった。また 5 編の meta 解析では、死亡率に差を認めなかったが、Simpson らの meta 解析では、経静脈栄
養群で有意に死亡率が低かったが、24 時間以内の早期経腸栄養群との比較では有意差はなかったと報告している。最近、Harvey
らの ICU 患者を対象とした多施設大規模研究が報告されたが、死亡率に差を認めていない（経静脈栄養群：33.1 vs. 経腸栄養群：
34.2, p=0.57）。このため当委員会では、この論文を含めた 36 編のメタ解析を行ったところ、死亡率に有意差を認めなかった
（RR=0.98;95%CI 0.78-1.23,P=0.86）。感染症発症率については 33 編で検討されているが、6 編で経腸栄養群での有意な感染率の低下
を認めた。しかし先に述べた Harvey らの研究では、感染合併平均数において差を認めていない（経静脈栄養群：0.22 vs. 経腸栄
養群：0.21, p=0.72）。更に、6 編の meta 解析では経腸栄養群で有意な減少を認めた。このため当委員会は、Harvey らの研究の感
染症発症率など詳細を得ることが出来なかったので、36 編のメタ解析を行ったところ、経腸栄養群で感染症発症率が有意に低率
だった（RR=0.68; 95%CI 0.51-0.74,P ＜ 0.0001）。人工呼吸期間は 5 編の RCT と 1 編の meta 解析で、ICU 在院期間は 7 編の RCT と 2
編の meta 解析でそれぞれ検討されているが、有意差は認めなかった。更に、医療コストについて 8 編の RCT で検討しているが、
経腸栄養群での削減効果を示している。以上より，経腸栄養は経静脈栄養に比して死亡率の改善効果は認めないものの、感染症発
症の抑制や医療費の面で優位性がある。よって、循環動態が安定して消化管が機能している場合は、経腸栄養を優先することが勧
められる。このため本作成委員会では以下のように結論づけた。CQ: 栄養投与ルートは、経腸と経静脈のどちらを優先するべきか ?
経腸栄養を優先することを強く推奨する。（1A）（作成方法 C）
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GD1-3

重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会の委員会報告：経腸栄養

神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科、2）日本集中治療医学会

1）

重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会

東別府 直紀 、小谷 穣治 、江木 盛時 、海塚 安郎 、亀井 有子 、神應 知道 2）、木下 浩作 2）、佐藤 格夫 2）、清水 孝宏 2）、
清水 義之 2）、志馬 伸朗 2）、白井 邦博 2）、巽 博臣 2）、西田 修 2）、松田 兼一 2）、真弓 俊彦 2）
1,2）

2）

2）

2）

2）

CQ1. 経腸栄養の開始時期はいつが望ましいか ?
A1. 重症病態に対する治療を開始した後、可及的に 24 時間以内、遅くとも 48 時間以内に経腸栄養を開始する事を推奨する。
CQ3. 栄養チューブの留置位置の選択と経十二指腸チューブの挿入法 CQ3-1. 経腸栄養施行の際、経胃投与よりも、十二指腸以遠か
ら投与されるべきか？ A3-1. 誤嚥のリスクがある症例では幽門後からの経腸栄養を考慮することを弱く推奨する。
（2C）
CQ4. 入室後早期の経腸栄養の至適投与エネルギー量は？
A4-1. 重症化以前に栄養障害が無い症例では、初期の 1 週間は消費エネルギーに見合うエネルギー投与量を目指さないことを弱く
推奨する。
（2D）ただ、至適投与量に関しては、消費エネルギーの 1/4 程度、500kcal/ 日程度の研究があるが、推奨出来る結論は
出ていない（unknown field）
A4-2. 重症化以前に栄養障害がある症例では、至適投与量は不明である。しかし、エネルギー負債が大きくなり過ぎない程度の投
与量は必要である。（unknown field）
本ガイドラインでの本項目の推奨の文言は以上になっている。
早期経腸栄養はこれまでのガイドラインでも一致して推奨されていた。ICU 入室 24-48 時間以内に経腸栄養を開始する事により生
命予後を改善することが種々のメタアナリシス、観察研究より示されている。また、重症度が高ければ早期経腸栄養の効果はより
高くなると考えられている。
幽門後に栄養チューブの先端をおき、栄養剤を投与することに関しては、種々のメタアナリシスが発表されている。本委員会でも
メタアナリシスを行い、幽門後栄養は生命予後改善には寄与しないものの、肺炎発症率を低減する事が示された。ただ、本邦 ICU
のマンパワーを鑑み、全ての症例で幽門後栄養を推奨することは現実的ではなく、誤嚥リスクの高い症例に対して幽門後栄養を推
奨するとした。
消費エネルギーの 100% を ICU 入室後早期に投与すべきか否か、ICU 入室後早期の経腸栄養の目標については議論がある。消費エ
ネルギーの 25% 程度を目標投与量とする trophic feeding や消費エネルギーの 60-70% 程度を目標とする permissive underfeeding を、
消費エネルギーの 100% を目標とする full feeding を比較した研究群である。本委員会でそれらを用い、メタアナリシスを行ったが、
生命予後、感染症発症、在室日数など、種々の予後には経腸栄養投与量は影響しなかった。ただ、underfeeding により腎代替療法
を必要とする可能性が低減することが示され、また full feeding による利益は示されなかったため、ICU 入室後初期は full feeding
を行う事は推奨しないとした。ただ、上記の研究は BMI は 25 以上、50-60 代の若く , 栄養障害の影響を受けにくいと考えられる症
例が対象であったことには注意を要する。そのため、栄養障害がある症例の投与すべきエネルギーは不明であるとした。

GD1-4

「重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会」の委員会報告：静脈栄養（PN の開始時期 ,PN の至適投与量）

製鉄記念八幡病院

1）

救急・集中治療部、2）日本集中治療医学会

重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会

海塚 安郎 、小谷 穣治 、江木 盛時 、亀井 有子 、神應 知道 、木下 浩作 2）、佐藤 格夫 2）、清水 孝宏 2）、清水 義之 2）、
志馬 伸朗 2）、白井 邦博 2）、巽 博臣 2）、西田 修 2）、東別府 直紀 2）、松田 兼一 2）、真弓 俊彦 2）
1,2）

2）

2）

2）

2）

重症患者における急性期栄養療法の基本は , 栄養評価 , 早期経腸栄養 , 血糖値管理である . 栄養投与ルートとしては , 経腸栄養を優先
する . その中で , 静脈栄養（PN）を選択するケースは経腸栄養禁忌 , 腸管不耐症による実施不可症例 , もしくは経腸栄養開始後に目
標投与エネルギー量に達しない場合である . そのような背景のなか本ガイドライン（GL）では ,PN に関しても型どおり ,CQ. を設け
それに対する A. を作成した . 作成にあたり CQ1-4. は Systematic Review を行った . その結果 6 編が「経腸栄養が出来ない場合の静
脈栄養」に関して検討をした論文であった . 更に委員会で 6 編の論文を精査し , 今回 PN の章の推奨作成にあたり参照にすべき論文
を 3 編（Early PN Trial, EPaNIC Trial, SPN Trial）とした . 推奨を参考にするに当たり , 検討 3 論文の対象患者は , いずれも
BMI28 前後であり , 本邦の ICU 症例の BMI 分布とは大きく異なっている . そのため , 内因性エネルギーに依存する急性期栄養管理に
おいては , そのまま当てはめるには注意を要する点を強調しておきたい . 以下 CQ.-A. を列記する .CQ1. 静脈栄養の適応患者は？ A1.
重症化前に低栄養がない患者において , 初期 1 週間に経腸栄養が 20kcal/ 時間以上投与できれば , 目標量達成を目的とした経静脈栄
養を行わない事を弱く推奨する .（2B）CQ.2 静脈栄養の開始時期は？ A2. 持続的な経腸栄養によるエネルギー投与量量が平均 20
kcal/ 時間未満の症例での静脈栄養の開始時期は明確ではない .（Unknown field）CQ3. 静脈栄養のエネルギー投与量は？ A3. 急性
期における静脈栄養の至適エネルギー投与量は明確ではない .（Unknown field）CQ4. 静脈栄養時の組成はいかにすべきか？ A4.
静脈栄養を実施する場合にはブドウ糖輸液単独では行わないことを弱く推奨する .（1C）となり , 推奨事項は甚だ心許ないものであ
る . 現状においては急性期の静脈栄養の適応に関しては , 個々の患者の病態 , 栄養状態を勘案し , 開始時期 , エネルギー投与量の多寡
による有益性および有害性を考慮し決定されるべきである . 更に ,PN に特有の注意点としての , ビタミン・微量組成 , 投与経路に関
し以下の CQ.-A. を作成した .CQ5. ビタミン , 微量元素の投与を重症度の高い集中治療患者に行うべきか？ A5. 重症度の高い集中治
療患者への総合ビタミン剤 , 微量元素製剤の通常量の投与を強く推奨するが , 投与推奨量を決定する十分なデータはない（1B）
Refeeding syndrome を起こることが予測される患者には血中リン , マグネシウム , カリウムのモニタリングを推奨する（1C）
.CQ.5.
静脈栄養時に , 中心静脈アクセスを使用すべき場合は？ A.5. 中心静脈ルートは , 浸透圧比 3 以上の輸液製剤を用いる場合に使用する
ことを強く推奨する（1D）.
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GD1-5

「重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会」の委員会報告：血糖管理

神戸大学医学部附属病院

1）

麻酔科、2）日本集中治療医学会

重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会

江木 盛時 、小谷 穣治 、海塚 安郎 、亀井 有子 、神應 知道 2）、木下 浩作 2）、佐藤 格夫 2）、清水 孝宏 2）、清水 義之 2）、
志馬 伸朗 2）、白井 邦博 2）、巽 博臣 2）、西田 修 2）、東別府 直紀 2）、松田 兼一 2）、真弓 俊彦 2）
1,2）

2）

2）

2）

CQ1. ；目標血糖値はいくつにすべきか？
180mg/dL 以上の高血糖を呈した場合 , 血糖値を低下させるためにインスリン投与を開始する。血糖値のコントロールを行う際に
は , 目標血糖値は 180 mg/dL 以下とし , 血糖値を 80-110mg/dL に維持する強化インスリン療法は行わないことを強く推奨する
（1A）（作成方法 A）。
＜解説＞血糖値 180mg/dL 以上でインスリンプロトコルを開始することや 180mg/dL 以下を目標血糖値とすることの根拠は, NICESUGAR trial に由来している。患者の状態、重症度および医療者の判断によるが、重症患者では、経静脈栄養や持続経腸栄養によっ
て栄養投与される場合がある。この際のインスリン投与は、間歇的投与と比較して、持続的静脈投与の方が低血糖や血糖の変動が
少なくなると考えられており、各ガイドラインでも推奨されている。間歇的経腸栄養投与が行われている際には、間歇的インスリ
ン投与の使用も考慮する。
CQ2；血糖値測定をどのようにすべきか？
1）経静脈的インスリン療法をうけているすべての患者は血糖値とインスリン投与量が安定するまで 1-2 時間毎に , 安定したのちは
4 時間毎に , 血糖値を測定することを強く推奨する（1C）
。
（作成方法 C）
2）毛細管血を使用した簡易血糖測定法は血液ガス分析器による血糖測定と比較して測定誤差が大きく、正確性に欠けるため、血
液ガス分析器による血糖測定の使用を強く推奨する（1B）
。
（作成方法 C）
3）血液ガス分析器による血糖測定でも測定誤差が生じるため , 適宜中央検査室での血糖測定を行い , その正確性を確認することを
強く推奨する（1B）。（作成方法 C）
＜解説＞インスリン使用時に生じる危険な低血糖をさけるためには、頻回の血糖測定を行う必要がある。過去の急性期血糖管理の
研究では、血糖値は少なくとも 4 時間毎には測定されている。NICE-SUGAR study での通常血糖管理群 3013 名（目標血糖値；144180mg/dL）でも血糖値は少なくとも 4 時間毎に測定されていた。が、477 名（15.8%）において 41-70mg/dL の中等度低血糖が少
なくとも 1 度は生じ、15 名（0.5%）において 40mg/dL 以下の重度低血糖が少なくとも 1 度は生じていた。また、これらの低血糖発
生はいずれも死亡率増加と有意に関連していた。多くの重症患者の血糖測定では簡易血糖測定が選択されるが , その測定値は不正
確でしばしば高く見積もられるため , 低血糖の発生を見逃す可能性がある。従って、重症患者における血糖管理は血液ガス分析器
による血糖測定を使用する事が推奨される。しかし , 低血糖帯（血糖値 80mg/dl 以下）では、血液ガス分析器による血糖測定にお
いても有意に測定誤差の発生率が増加するため注意が必要であり , 中央検査室での血糖測定による再検を適宜行い , その正確性を
確認する必要がある。

GD1-6

経腸・静脈栄養療法中の患者管理

那覇市立病院

1）

看護部、2）日本集中治療医学会

重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会

清水 孝宏 、小谷 穣治 、江木 盛時 、海塚 安郎 2）、亀井 有子 2）、神應 知道 2）、木下 浩作 2）、佐藤 格夫 2）、清水 義之 2）、
志馬 伸朗 2）、白井 邦博 2）、巽 博臣 2）、西田 修 2）、東別府 直紀 2）、松田 兼一 2）、真弓 俊彦 2）
1,2）

2）

2）

重症患者の栄養療法の重要性が認識され各施設で盛んに栄養療法が普及してきている。栄養療法は急性期と慢性期では患者の状態
が異なるため管理が異なる部分も存在する。本ガイドラインは栄養療法中の患者管理として経腸栄養療法と静脈栄養療法の患者管
理について取り上げている。経腸栄養療法中の患者管理として胃管の位置確認、胃内残量の管理、経腸栄養投与中の体位、間欠投
与と持続投与、開放式・閉鎖式、便失禁管理システム、栄養チューブの口径、胃瘻の適応について。静脈栄養療法中の患者管理と
して中心静脈カテーテル挿入時の感染防御、中心静脈カテーテルの留置部位の選択、静脈カテーテルの交換について取り上げた。
これら患者管理は限られた研究報告の内容で、エビデンスに乏しい部分もある。しかし栄養療法を安全に行うための管理について
は一定の見解を示す必要がありガイドライン作成委員会で検討した。
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GD1-7

重症患者の栄養療法ガイドライン作成委員会」の委員会報告（小児の栄養管理）

大阪府立

1）

母子保健総合医療センター

集中治療科、2）日本集中治療医学会

重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会

清水 義之 、小谷 穣治 、江木 盛時 、海塚 安郎 、亀井 有子 、神應 知道 、木下 浩作 2）、佐藤 格夫 2）、清水 孝宏 2）、
志馬 伸朗 2）、白井 邦博 2）、巽 博臣 2）、西田 修 2）、東別府 直紀 2）、松田 兼一 2）、真弓 俊彦 2）
1,2）

2）

2）

2）

2）

2）

【はじめに】小児集中治療において栄養管理は支持療法の一つとして重要である。しかし、小児重症病態における栄養管理のガイ
ドラインとしては、2009 年に、米国静脈経腸栄養学会（A.S.P.E.N.）の重症病態小児に対する栄養サポートのガイドライン以外に
はない。今回のガイドライン作成に当たっては、先に作成された A.S.P.E.N. ガイドラインを基に、近年の小児集中治療における栄
養管理についての RCT を集積したものを加味して作成した。
【内容】8 つの小項目（A. 栄養療法の必要性、B. 栄養評価、C. エネルギー
投与量、D. 三大栄養素（多量栄養素）、E. 栄養投与ルートの決定、F. 免疫調整経腸栄養剤、G. 血糖管理、H. 経腸栄養投与プロトコー
ル、チーム医療）に分け、それぞれの項目でいくつかの Q&A と解説を加えた。これらの項目分けに関しては、基本的には A.
S.P.E.N. ガイドラインに準拠したが、血糖管理については 2009 年以降に、小児集中治療領域において、比較的大規模のエビデンス
がいくつか得られたので、
「G. 血糖管理」を項目として追加し、構造化抄録を作成した。以下にそれぞれの項目の要旨を示す。A. 入
室時の低栄養は死亡率や人工呼吸日数を延長させる。解決策は不明。B. 身体計測による栄養評価を行う。血液検査所見での栄養評
価は困難。C. エネルギー消費量は間接熱量計で計測できるが、理想の目標投与エネルギー量は不明。D. 炭水化物、たんぱく質、脂
質の適正な投与量は不明。エキスパートオピニオンのみ。E. 経腸栄養が優先される。幽門後投与は目標エネルギー投与により早く
到達する。F. 免疫調整経腸栄養剤投与を支持するエビデンスはない。G. 厳格な血糖管理は推奨しない。H. 経腸栄養プロトコール
やチーム医療は、臨床転帰に影響を及ぼすエビデンスはない。
【まとめ】小児分野における栄養管理のエビデンスは規模も数も少
ない上に、本邦におけるデータは乏しく、未解決の分野が多いが、成人のデータをそのまま小児にあてはめることは望ましくない。
そのような状況を鑑み、このガイドラインではできる限り小児集中治療分野のデータを基に作成した結果、多くの項目で、不明瞭
な部分が多く、推奨も弱い。しかし、エキスパートオピニオンのみに頼った推奨を行わず、不明瞭な部分を不明であると明らかに
することで、今後の小児重症病態における栄養管理の研究の方向性が示されたともいえる。この分野での今後の臨床研究の蓄積が
待たれることになる。
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ガイドライン 2

2 月 12 日
（金） 10：00～10：50

J-PAD ガイドライン

GD2-1

第 13 会場

集中治療領域における痛み・不穏・せん妄管理の現状調査

地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター、
学校法人鉄蕉館亀田医療大学看護学部看護学科成人看護学、3）日本赤十字社和歌山医療センター集中治療室、
4）
自治医科大学附属病院集中治療部、5）山口大学大学院医学系研究科救急・総合診療医学分野、6）兵庫医科大学集中治療医学科、
7）
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院、8）大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科救急医学講座、
9）
自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座集中治療医学部門
1）
2）

植村 桜 1）、古賀 雄二 2）、吹田 奈津子 3）、茂呂 悦子 4）、鶴田 良介 5）、西 信一 6）、長谷川 隆一 7）、行岡 秀和 8）、布宮 伸 9）
集中治療領域におけるせん妄は急性脳機能障害であり、患者の予後を悪化させる独立危険因子である。痛み・不穏・せん妄に対す
る包括的な管理は集中治療領域における重要課題である。
2014 年 8 月、日本集中治療医学会より、重症患者管理に携わるわが国のすべての医療者が、患者の痛み、不穏、せん妄をより総合
的に管理できるよう支援することを目的に、「日本版・集中治療室における成人重症患者に対する痛み・不穏・せん妄管理のため
のガイドライン（以下、J-PAD ガイドライン）」が作成された。
しかし、わが国の集中治療領域における痛み・不穏・せん妄管理の現状については、2012 年度の日本集中治療医学会専門医研修
施設を対象に実施した調査 1）を認めるのみで、J-PAD ガイドライン発行後の現状は不明である。
そこで、J-PAD ガイドライン検討委員会（ad hoc）が主体となり、J-PAD ガイドライン発行後、わが国の集中治療領域における痛
み・不穏・せん妄管理がどのように変化したのかを明らかにすることを目的に、日本集中治療医学会会員（準会員含む）10,744 名
（医師 7,077 名、看護師 2,904 名、臨床工学技士 447 名、理学療法士 143 名、薬剤師 52 名、その他 121 名）のうちメールアドレス登録
者 8,957 名を対象に、インターネットを利用したアンケート調査を実施した。調査内容は、対象者の基本属性、所属施設の概要、
J-PAD ガイドラインの認知度、活用度、J-PAD ガイドラインのクリニカルクエスチョンに準じた痛み・不穏・せん妄管理の現状、
J-PAD ガイドラインの導入・管理の促進・阻害要因の 53 項目であった。本調査の結果について報告する。
1）日本集中治療医学会規格・安全対策委員会，日本集中治療医学会看護部会．日本集中治療医学会雑誌 2012;19（1）: 99-106．

GD2-2

早期離床促進における末梢神経ブロックの役割

愛知医科大学

1）

医学部

麻酔科学講座、2）愛知医科大学病院周術期集中治療部

藤原 祥裕 1）、藤田 義人 1）、畠山 登 2）、木下 浩之 1）、神立 延久 1）、山田 満 1）、佐藤 祐子 1）、橋本 篤 1）、赤堀 貴彦 1）
2013 年に American College of Critical Care Medicine が中心となって公表された、
「成人 ICU 患者の疼痛、不穏およびせん妄の管
理に関する臨床ガイドライン」には、患者の痛みを正しく評価し、適切かつ十分な鎮痛を施すことの重要性が強調されている。集
中治療室における患者の痛みの原因・部位は多岐にわたるため、全身性鎮痛作用を有するオピオイドが集中治療室における鎮痛手
段の主流であることに変わりはない。しかし、オピオイドの鎮痛効果は体性痛や体動時痛にはあまり有効でないといわれている。
また、オピオイドの投与は悪心・嘔吐、便秘、鎮静、呼吸抑制などさまざまな副作用を伴い、場合によっては患者の早期離床・回
復の妨げとなる。とくに、外傷、術後の胸腹部痛は深呼吸、咳嗽反射の障害となり、呼吸器系合併症の発生を増加させる。四肢の
外傷、術後においても、不十分な鎮痛による交感神経緊張は血圧上昇、頻脈、血糖値の上昇などの原因となり、患者の治療を複雑
かつ困難にし、場合によってはリハビリの開始を遅らせる。 以前から、外傷、術後の痛みを和らげるため、集中治療室でも硬膜
外ブロックが用いられてきた。硬膜外ブロックは強力な鎮痛法であり、体性痛、体動時痛にも効果的である。しかしながら、硬膜
外ブロックには交感神経遮断による血圧低下、硬膜外血腫・硬膜外膿瘍による両下肢麻痺、運動麻痺などの合併症、副作用を起こ
す可能性がある。重症患者では、不安定な循環動態、出血傾向、敗血症など、硬膜外ブロックの実施を躊躇させる病態が併存して
いる場合が多く、必ずしもすべての重症患者が硬膜外鎮痛の恩恵にあずかることができるわけではない。 近年、超音波ガイド技
術の発達を契機として、末梢神経ブロックが手術麻酔領域で頻繁に用いられるようになってきている。末梢神経ブロックは、患者
の痛みを効果的に取り除くが、硬膜外ブロックのように硬膜外血腫、硬膜外膿瘍に伴う両下肢麻痺を引き起こす可能性はほとんど
ない。また、交感神経も遮断しないため血圧低下を起こしにくく、硬膜外ブロックが実施困難な患者にも使用可能である。もちろ
んオピオイド投与に伴うさまざまな副作用を起こす可能性もない。オピオイドや硬膜外ブロックによる鎮痛が不十分あるいは困難
な場合、第三の鎮痛法として集中治療室で末梢神経ブロックが活用できる場面は決して少なくない。 本発表では、早期離床促進
の面に焦点を当てながら、集中治療室における末梢神経ブロックの有用性に関して概説する。
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前橋日赤早期離床プロトコール導入により安全に早期離床を推進できる

前橋赤十字病院

高度救命救急センター

集中治療科救急科

劉 啓文、小倉 崇以、中村 光伸、宮崎 大、藤塚 健次、原澤 朋史
【背景】呼吸患者に対する早期離床の有用性は確立されて久しい。しかし、早期離床に関する報告の多くは専門の離床チームの存
在する欧米からのものが中心である。日本では ICU 内に専門の離床チームは存在せず、早期離床の文化は根付いていないと述べ
て遜色ない。本邦 ICU で早期離床を推進するには、日本の ICU 環境を考慮した独自の早期離床プログラムとシステムが必要である。
当院では前橋日赤早期離床プロトコールを 2015 年 6 月より導入し、当院 Closed ICU において、看護師、理学療法士と共に ICU 専
従医主導で早期離床を推進している。早期離床プロトコールの実施を含め、ICU 専従医が主導となってリハビリテーションを推進
するシステムは今まで報告がない。本検討ではプロトコール導入後の ICU 入室患者の離床状況を報告すると共に、ICU 専従医主導
によるプロトコールの安全性を検討することを目的とする。
【方法】2015 年 6 月以降に当院 Closed ICU に緊急入室した患者が対象。
18 歳未満、予定術後、ICU 再入室、循環器疾患、心臓血管外科術後患者、脳血管疾患、神経筋疾患、心肺蘇生後、完全不安定型
骨盤骨折などの安静度に制限のある患者は除外した。プロトコール導入後の離床状況および有害事象発生などの安全性について前
向きに調査した。なお当プロトコールによるリハビリテーションは、医師 1 名、看護師 1 名、理学療法士 1 名を基本人員として施
行された。【結果】対象患者は 110 人。そのうち 88 人に対しプロトコールに則したリハビリテーションが行われ、延べ 296 回施行
した。22 人はプロトコール導入前に退室となった。入室からリハビリテーション開始までの期間は平均 1.1 日であり、端座位以上
の活動性を離床と定義すると、離床達成までの期間は平均 1.6 日であった。リハビリテーションが行われた 88 人のうち、74 人（84％）
が ICU 内で端座位施行可能であり、そのうち 38 人（43％）はその後立位訓練まで訓練強度を拡大でき、最終的に 21 人（24％）が
ICU 内での歩行に至った。経口気管挿管による人工呼吸器管理下では 110 回、気管切開下では 30 回、NPPV または NHF 装着下で
20 回のリハビリテーションが施行された。カテコラミン使用下では 58 回、鎮痛鎮静下では 132 回のリハビリテーションが行われた。
有害事象として疲労または疼痛のためのリハビリテーションの中断を 10 回、一過性の起立性低血圧を 2 回認めたが、そのいずれも
が特別な介入の必要なく、安静のみで改善した。挿管チューブやライン類の事故抜去や転倒など、治療を有する有害事象の発生は
認めなかった。【結語】前橋日赤早期離床プロトコールの導入は、ICU に緊急入室患者に対するリハビリテーションの早期開始と
早期離床を実現させた。プロトコール適応による特筆すべき有害事象の発生はなく、医師主導によるプロトコール化されたリハビ
リテーションの安全性が確認された。今後、有用性についての更なる検討が必要である。

GD2-4

ICU 看護師に対する計画的行動理論に基づくせん妄評価の教育的介入

済生会熊本病院

集中治療治療室

村上 綾乃、池田 詩織、高山 洋平、坂本 美賀子、西上 和宏
【はじめに】当院では J-PAD ガイドラインで推奨されている Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit（CAMICU）を用いている。しかし、予備調査においてせん妄評価は曖昧であり、教材教育では知識向上がなかった。計画的行動理論を
用いて関連要因を検証したところ、動機（主観的規範）と知識不足（行動コントロール感）がせん妄評価を困難にしていると考え
られた。そこで、研究の目的は計画的行動理論に基づく教育介入を検証する。
【方法】ICU 看護師を対象に教育介入前を対照群、介入後を介入群とした。期間は 3 週間とし、方法は 1.CAM － ICU フローチャー
トを配布。2. 朝礼時に病棟師長が CAM-ICU をつけることを期待していると伝えた。3.CAM-ICU の実演を行った。4.1 週間後より
看護研究チーム員が個別指導を行った。5. 介入前後で
CAM-ICU 評価の目的、手順について質問紙（表 1 参照） 表１：質問紙の内容及び正解率の比較
質問紙内容
対照群
介入群
p値
にて評価を行った。質問は点数化（10 点満点）し、平
問１ 所見１～４をすべて行い、せん妄の有無を判定する
70%
96%
<0.01
均点±標準偏差で示し、各項目の正解率を比較検証し
問２ はじめの評価は RASS によって行う
84%
98%
0.01
た（p ＜ 0.05）。
問３ RASS －３以下は CAM-ICU 測定不可能であり、後で RASS を再
43%
80%
<0.01
【結果】対照群（n=55）平均点 6.2 ± 2 点、介入群（n=55）
評価する
平均点 7.9 ± 1 点で有意差があった（正解率は表 1 参照）。
問４ 所見１は精神状態の急性変動を過去 24 時間の BPS や GCS で判
48%
42%
0.44
定する
【考察】今回の介入では平均点が上昇し、教育介入と
して効果を認めた。師長による声かけによりせん妄評
問５ 所見２は注意力欠如を判定する
88%
93%
0.51
価に対する主観的規範が高められ、実演及び個別指導
問６ 例えば、１の時に手を握るように患者に伝え、１～９までの数
字を無作為に言い、１の時に手を握った回数と１以外に握りし
43%
91%
<0.01
による教育介入を行うことで行動コントロール感の向
めなかった回数の和で判定する
上につながった。しかし、質問紙上鎮痛・鎮静と混同
問７ 所見１と所見２がない場合、所見４で意識レベルの変化がない
52%
49%
0.70
しており CAM-ICU の手順を理解できていないと考え
か判定する
られる。課題として、用語の理解と CAM-ICU の手順
問８ 所見４で RASS －１～－３であれば低活動型せん妄。RASS ＋
43%
76%
<0.01
１以上であれば過活動型せん妄。RASS0 であれば所見３を行う
について継続教育を行う必要がある。
問９ 所見３では無秩序な思考について判定する
84%
84%
0.79
【結論】計画的行動理論を用いることで主観的規範と
問 10 石は水に浮くかなど４つの質問に、すべて正解であればせん妄
行動コントロール感が高まり、知識向上によりせん妄
54%
73%
0.05
ではない
評価の改善につがると予測される。
*

*

*

*

*

*p ＜ 0.05 chi-square test
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2 月 13 日
（土） 17：05～18：10

日本集中治療医学会・日本救急医学会合同日本版重症敗血症診療ガイドライン：シンポジウム
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第 1 会場

日本版敗血症ガイドライン（感染源のコントロール）

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会
中田 孝明、小豆畑 丈夫、大嶋 清宏、後藤 孝治、升田 好樹、西田 修、小倉 裕司、井上 茂亮、射場 敏明、今泉 均、江木 盛時、
垣花 泰之、久志本 成樹、小谷 穣治、貞広 智仁、志馬 伸朗、中川 聡、布宮 伸、林 淑朗、藤島 清太郎、松嶋 麻子、松田 直之、
織田 成人、田中 裕
感染源のコントロールは，severe sepsis/septic shock 患者の初期診療時に重要な項目の 1 つである．感染源のコントロールに関
する項目は，前回の日本版敗血症ガイドラインには記載されておらず，今回，日本版敗血症ガイドラインとしては初めて取り上げ
る項目である．ご存知のように Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2012（SSCG 2012）では，Source Control という項目が，
第一章「Initial Resuscitation and Infection Issues」に設けられている．内容は，2 つの総論的な CQ（
「感染源のコントロールが必
要な感染巣の早期検索・診断・処置の必要性（grade 1C）」と「より非侵襲的な処置の選択（UG）」））と 2 つの各論的な CQ（
「感
染性膵壊死に対する delayed intervention（grade 2B）」
「血管内留置デバイスが感染源として疑われた時の早期抜去（UG）」）で構
成されている．本領域は SSCG 2012 および関連文献から質の高いエビデンスが少ないことがひとつの特徴と言える． 現在作成
中の日本版敗血症ガイドラインでは，PICO 方式で CQ を作成しており，P（Patient）は感染源別に設定した．具体的には，感染
源のコントロール班 5 名およびガイドライン作成委員会で議論を重ね，source control に関する記載が必要と考えられる「腹腔内
感染症」
「感染性膵壊死」「血管カテーテル感染」「閉塞性尿路感染症」「壊死性軟部組織感染症」の 5 つを選択した．次に，I
（Intervention）は「タイミング（早期・後期）」「処置の種類（外科的手術・非侵襲的処置）」の 2 種類を選択し，O（Outcome）
は「死亡率・ICU 滞在期間，入院期間・合併症発症率」を設定した．そして randomized control trial，systematic review を中心
に文献検索し，これまでに報告されている知見を収集した．現在，CQ に対する答えとなる知見の評価行っている．これらの作業
で得られた結果に基づき，今後は推奨文の作成を行っていく予定である．

GD3-2

ICU-acquired weakness と Post-Intensive Care Syndrome

-CQ の策定からメタ解析まで -

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会
井上 茂亮、畠山 淳司、斉藤 伸行、福家 良太、近藤 豊、一二三 亨、武居 哲洋、西田 修、小倉 裕司、射場 敏明、今泉 均、
江木 盛時、垣花 泰之、久志本 成樹、小谷 穣治、貞広 智仁、志馬 伸朗、中川 聡、中田 孝明、布宮 伸、林 淑朗、藤島 清太郎、
升田 好樹、松嶋 麻子、松田 直之、織田 成人、田中 裕
ICU 退室後の亜急性期・慢性期の身体的・心理的な諸問題が注目される中、Society of Critical Care Medicine が ICU-acquired
weakness（ICU-AW）や Post-Intensive Care Syndrome（PICS）という概念を提唱した。ICU-AW とは、ICU に入室後に発症す
る急性の左右対称性の四肢筋力低下を呈する症候群である。PICS とは、ICU 在室中あるいは ICU 退室後，さらには退院後に生じ
る運動機能，認知機能，精神の障害である。そのどちらもが ICU 患者の長期予後のみならず、患者家族の精神にも影響を及ぼす
ものとして広く認識されはじめている。近年この PICS や ICU-AW などの亜急性期から慢性期の病態が ICU における重症敗血症患
者にも密接に関与しているという報告がなされるようになり、2016 年度版日本版重症敗血症診療ガイドラインにも独立した章と
して取り上げられることになった。そのなかで PICS・ICU-AW 班では、
「ICU-AW の予防に電気筋刺激を行うか？」
「ICU-AW の
予防に早期リハビリテーションを行うか？」「PICS の予防に早期リハビリテーションを行うか？」という 3 つの CQ を作成し、新
規 SR の必要性の有無を、相互査読を行いながら検討している。本発表では PICS および ICU-AW の新しい病態の概要・診断・予
防に関する最新の知見を解説するとともに、本ガイドラインにおける CQ 策定からメタ解析の経過を報告する。
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日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016：初期蘇生領域の CQ とガイドラインの方向性

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会
垣花 泰之、松嶋 麻子、久志本 成樹、松田 明久、神應 知道、井手 健太郎、安田 英人、櫻谷 正明、松田 直之、西田 修、
小倉 裕司、井上 茂亮、射場 敏明、今泉 均、江木 盛時、小谷 穣治、貞広 智仁、志馬 伸朗、中川 聡、中田 孝明、布宮 伸、
林 淑朗、藤島 清太郎、升田 好樹、織田 成人、田中 裕
日本集中治療医学会 Sepsis Registry 委員会により行われた 2007 年の重症敗血症および敗血症性ショックの診療結果報告によると、
わが国の敗血症性ショック患者の 28 日死亡率は 37.7～42.4％である。敗血症診療ガイドラインのより広い普及を目指し、現在、改
定版である日本版重症敗血症診療ガイ ドライン 2016 の策定作業が日本集中治療医学会と日本救急医学会による合同委員会を中心
に急ピッチで進行中である。そのなかで初期蘇生・循環作動薬班では、初期蘇生、輸液療法、昇圧薬、強心薬に関する 9 つの
Clinical Question（CQ）を作成し、新規 Systematic Review（SR）の必要性の有無を、相互査読を行いながら検討している。注目
すべきは、Early Goal-Directed Therapy（EGDT）の推奨度である。SCCG（Surviving Sepsis Campaign guideline）2012 では、
EGDT は敗血症性ショックに対する初期蘇生プロトコルとして推奨しており（grade 1C）
、日本版敗血症診療ガイドライン 2012 に
おいても、EGDT は推奨度 1A と高く評価されている。ところが、2014 年、2015 年に相次いで報告された 3 つの大規模 RCT
（ProCESS、ARISE、ProMISe）で、EGDT の有用性が否定され、米国集中治療医学会（SSCM）/ ヨーロッパ集中治療医学会（ESICM）
が作成しているホームページ上の SCC 6 時間バンドル（Surviving Sepsis Campaign Six-Hour Bundle）においても、前述した 3 つ
の大規模 RCT の結果を受けて、「CVP、ScvO2 を測定する」という項目が削除された。日本版重症敗血症診療ガイ ドライン 2016
作成においては、
「初期蘇生に EGDT を用いるか？」「初期輸液の輸液反応性の指標として CVP、SVV、心エコーのどれを指標に
するか？」
「初期蘇生の指標として ScvO2、Lactate は有用か？」などのクリニカルクェスチョン（CQ）を提示し、班内で新たに
SR を行いその結果をもとに推奨度を検討する予定である。それ以外に、アルブミンに関しては、日本版敗血症診療ガイドライン
2012 では、
「初期蘇生は EGDT に準じて施行し（1A），初期輸液には，晶質液だけではなく，アルブミン液と赤血球輸血を考慮す
る（2B）」と記載されている。SSCG 2012 では「重症敗血症および敗血症性ショックの輸液蘇生時の初期輸液としては晶質液を推
奨し（grade 1B）
、大量の晶質液を必要とする場合にはアルブミンの使用を考慮してもよい（grade 2C）」と記載されている。し
かし、近年発表された血清アルブミン濃度 3.0g/dL 以上を目標にした研究（ALBIOS trial）では、死亡率に有意差を認めていない。
そこで、日本版重症敗血症診療ガイ ドライン 2016 作成に向けて、
「初期輸液として晶質液、人工膠質液のどちらを用いるか？」
「初
期輸液としてアルブミンを用いるか？」等の CQ を提示し、班内で新たに SR を行いその結果をもとに推奨度を検討する予定である。
本シンポジウムでは、これらの関連事項も含めて初期蘇生・循環作動薬班の進捗状況などを報告する。

GD3-4

DIC 対策

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会
射場 敏明、小倉 裕司、松田 直之、松嶋 麻子、澤村 淳、廣瀬 智也、坂本 壮、山川 一馬、西田 修、井上 茂亮、今泉 均、
江木 盛時、垣花 泰之、久志本 成樹、小谷 穣治、貞広 智仁、志馬 伸朗、中川 聡、中田 孝明、布宮 伸、林 淑朗、藤島 清太郎、
升田 好樹、織田 成人、田中 裕
DIC 領域では以下に示す 5 つの CQ が取り上げられた。
「CQ11-1: 敗血症性 DIC の診断を急性期 DIC 診断基準で行なうことは有用
か？」「CQ11-2: 敗血症性 DIC にリコンビナントトロンボモジュリンは有用か？」「CQ11-3: 敗血症性 DIC にアンチトロンビンの補
充は有用か？」
「CQ11-4: 敗血症性 DIC にタンパク分解酵素阻害薬は有用か？」「CQ11-5: 敗血症性 DIC にヘパリン、ヘパリン類は
有用か？」。まず CQ11-1 については、診断基準の優劣を理論的に判断することは困難であることから、
「急性期 DIC 診断基準」の
特性を記述的に記載することが決定された。続いて治療薬の評価に関しては、いずれの CQ においても RCT のみを対象としてメ
タアナリシスを実施し、推奨が決められる方針となり、型通りに論文の一次スクリーニングが実施された。その結果、CQ11-2 に
ついては 3 文献、CQ11-3 については 5 文献、CQ11-4 については 4 文献、CQ11-5 については 9 文献が取り上げられた。各論文は担当
者によって吟味され、CQ11-2 については 3 文献（Aikawa 2011, Takahashi 2011, Vincent 2013）で、CQ-3 については 4 文献（Fourrier
1933, Kienast 2006, Nishiyama 2012, Gando 2013）が二次抽出され、担当者によるメタアナリシスが実施されることになった。一方、
CQ-4 および 5 については現在 2 次抽出が実施されている段階である。尚、暫定 CQ である「敗血症性 DIC に抗凝固療法は有用か？」
については、CQ として取り上げるか否かが討議されている。
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GD3-5

ステロイド，免疫グロブリン（IVIG）のガイドラインの作成過程の経過

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会
今泉 均、藤島 清太郎、升田 好樹、巽 博臣、藤村 直幸、後藤 孝治、早川 峰司、安田 英人、角 由佳、西田 修、小倉 裕司、
井上 茂亮、射場 敏明、江木 盛時、垣花 泰之、久志本 成樹、小谷 穣治、貞広 智仁、志馬 伸朗、中川 聡、中田 孝明、布宮 伸、
林 淑朗、松嶋 麻子、松田 直之、織田 成人、田中 裕
日本版敗血症ガイドラインにおけるステロイドと IVIG の作成過程に関して報告させていただきます。
ステロイドの重要臨床課題を PICO（Patients-Intervention-Control-Outcome）形式で４つのクリニカルクエスチョン（CQ）を設
定し回答を導く方針とした。CQ1「成人敗血症性ショック患者に低用量ハイドロコルチゾン（HC）投与を行うか？」の重大・重
要アウトカムとして 28 日死亡率，７日後ショック離脱率，合併症を検討することとし，SSCG2012 の文献検索期間以降の【（sepsis
or septic shock）X（glucocorticoid or steroid or hydrocortisone or methylprednisolone）X（meta-analysys or systematic review
or practice guideline or RCT）X（English or Japanese）X（Human）
】の文献を検索し該当した３文献を含む８文献を網羅した
Systemic Review（SR）が Wang らにより報告され（Anesth Analg 2014;118:346–57），AMSTAR 評価に合致したため採用した。
その後，新たな RCT を追加するため，bias 評価，非直接性評価を行い Forest plot, Funnel plot を作成しエビデンス総体の評価を行っ
た。CQ2「ステロイドの投与時期は早期投与か晩期投与か？」，CQ3「ステロイドの至適投与量，投与期間は？」，CQ4「どの種類
のステロイドを投与するか？」に関しては，投与時期や投与量，投与期間，ステロイドの種類を直接比較した RCT がないことから，
各々コントロールと比較したメタ解析データを基に検討した。
IVIG では CQ「成人敗血症患者に IVIG 投与を行うか？」を設定し，回答を導くために新たに SR を行った。
【
（sepsis or severe
sepsis or septic shock or septicemia or septicaemia or septic）X（immunoglobulin or IVIG or immuno globulin or immune
globulin or IgG）X（randomized controlled trial OR controlled clinical trial OR randomized clinical trial OR clinical trials OR
randomly）X NOT（animals NOT humans）】で検索した結果 981 件がヒットし，一次検索で 11 件に，二次検索で６件を選別した。
それを基に bias 評価，非直接性評価を行い，エビデンス総体を作成した。
エビデンス総体に益と害，コスト等を評価し，推薦を決定することになる。

GD3-6

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016：学会合同作成の意義と今後

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会
小倉 裕司、西田 修、井上 茂亮、射場 敏明、今泉 均、江木 盛時、垣花 泰之、久志本 成樹、小谷 穣治、貞広 智仁、志馬 伸朗、
中川 聡、中田 孝明、布宮 伸、林 淑朗、藤島 清太郎、升田 好樹、松嶋 麻子、松田 直之、織田 成人、田中 裕
近年、Surviving Sepsis Campaign Guideline（SSCG）の普及などにともない、敗血症診療は世界的に注目されている。SSCG では
改訂ごとに参加学会が増え、SSCG2012 には 26 学会（日本集中治療医学会・日本救急医学会含む）が参加し策定に協力した。日本
では 2012 年、本邦独自の治療法などを考慮した日本版敗血症診療ガイドラインが日本集中治療医学会から公表された。今回、日
本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 を作成するにあたり、より広い普及を目指して日本集中治療医学会と日本救急医学会によ
る合同委員会が組織された。19 領域にわたる各委員と若手を中心とするワーキングメンバー総勢 70 余名で構成されており、約 7
割のメンバーが両学会ともに所属する。ワーキングメンバーによる相互査読、討議のオープン化など作業過程の透明化を図り、ま
た 19 領域に属さない中立的立場のアカデミック推進班を組織して作業工程の統一化・補助を行い、ガイドライン全体の質を担保
している。日本集中治療医学会と日本救急医学会は、集中治療医学・救急医学という共通の学術フィールドを持ち、その中でも敗
血症診療は特に重要な位置を占める。両学会がお互いに協力し、それぞれの専門性を生かしながら、広く診療で活用できる質の高
いガイドラインを作成することは、今後の日本の敗血症診療を発展させる上で極めて重要と考えられる。また、両学会が連携する
ことで、より広い vision と信頼性を持ったガイドラインを多くの人に普及することが可能になり、実際の敗血症診療に貢献できる。
ガイドラインは今後国内だけでなく海外に向けても発信されるため、両学会が合同で作成した日本発の新たな情報として国際的に
も注目される。さらに、両学会の若手を中心としたワーキングメンバーが今回のガイドライン作成などを契機に積極的に交流し連
携していくことは、学会の枠を超えた新たな学術活動（両学会合同の多施設共同研究を含む）など、将来への貴重な橋渡しになる
と期待される。両学会がお互いに活性化し合い、今後共に発展するためにも大切な “ 種まき ” の役割を担うと考えられる。両学会
の知的連携・人的連携が図られる今回の重症敗血症診療ガイドライン作成は、今後の日本の敗血症診療を格段に充実し、海外へ向
けて強力に発信する上で重要な礎石になると考えられる。
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ガイドライン 4

日本集中治療医学会・日本呼吸療法医学会・日本呼吸器学会合同

GD4

2 月 13 日
（土） 17：40～18：20

ARDS 診療ガイドライン

第 4 会場

ARDS 診療のためのガイドライン

日本集中治療医学会

ARDS 診療のためのガイドライン作成委員会

橋本 悟、讃井 将満、江木 盛時、大下 慎一郎、塩塚 潤二、田中 竜馬、瀬尾 龍太郎、則末 泰博、林 淑朗、南郷 栄秀
わが国における ARDS 診療のためのガイドラインは 1999 年、日本呼吸療法医学会が作成したものが嚆矢とされる。その後このガ
イドラインは第 2 版が 2004 年に刊行されて以来、改訂されていない。一方その間に、日本呼吸器学会が同じく ARDS を対象とし
たガイドラインを 2005 年に、ついで 2010 年に第 2 版を刊行した。これら 2 つの学会が発刊したガイドラインは全く別個のものでは
あるが、日本呼吸器学会の作成したガイドラインの中で人工呼吸に関する記述については、先の日本呼吸療法医学会の発行したガ
イドラインの内容がほぼ引用されている。これらのガイドラインはいわゆる EBM（evidence based medicine）に基づいたものと
いうより、むしろ手引き書として良くできたものであったと言える。その中で、今回日本呼吸療法医学会は日本集中治療医学会と
共同してガイドラインを改訂することとなり 2 学会合同の委員会が 2014 年 7 月に発足した。そして日本医療機能評価機構の運営す
る Minds（Medical Information Network Distribution Service）とも共同して、EBM に基づいたガイドライン作りを進めていくべ
く、医療関係ではまだなじみの薄い GRADE システムに沿ったガイドラインを進めることとなった。この動きとは独立して日本呼
吸器学会も独自のガイドライン改訂を進めるべく 2014 年春に委員会が設立され、2016 年完成を目標にガイドライン改訂版を作成
することが決められた。このように一時は 2 つの委員会が独自にそれぞれのガイドライン改訂を模索することになっていたが、国
内に同じ疾患に対する複数のガイドラインがあってはならないとの声を受け、2014 年末に両学会のガイドライン委員会で話しあっ
た結果、3 学会合同かつ 2 委員会合同というやや変則的な形ではあるが、一つのガイドラインを作成することとなった。本ガイド
ラインは総論的な Part1（日本呼吸器学会ガイドライン作成委員会担当）と 23 個のクリニカルクエッションに対して GRADE シス
テムによるシステマティックレビューの結果を示す Part2（日本呼吸療法医学会 / 日本集中治療医学会合同ガイドライン作成委員
会）からなる。2015 年 11 月末現在、原稿はほぼ完成し、両委員会での相互チェックを行っていく予定である。Part2 のシステマ
ティックレビューにおいてはパネル会議による推奨度の決定を終えており、和文および英文での推奨文の作成を行っている。さら
にこの委員会報告の行われる 2016 年 2 月にはパブリックコメントを求めた後、AGREE2 に沿った内容の外部評価委員による評価
が始まっていると予想される。最終的に刊行は 2016 年夏を予定している。
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モーニングセミナー 1

2 月 13 日
（土） 7：45～8：45

重症敗血症における抗凝固療法の展望

第 2 会場

MS1
順天堂大学大学院医学研究科

救急災害医学

射場 敏明
敗血症に合併する凝固異常や播種性血管内凝固（DIC）の発症には、病原体由来の凝固活性化因子と、これらによる刺激によって
単球や血小板、血管内皮細胞などが発現する tissue factor の役割が大きいとされてきた。しかし最近は、このような機序に加えて
自然免疫の最前線で機能する好中球の細胞死、および死細胞から逸脱する damage-associated molecular patterns（DAMPs）の関
与も注目されるようになっている。すなわち炎症性刺激によって活性化された好中球は、血管内腔に接着した後に neutrophil
extracellular traps（NETs）を放出し、また細胞死（oncosis）をきたして周囲に DAMPs を放出し、これが特異的受容体に結合し
て局所的に凝固を活性化する。また一方で NETs は血管内皮細胞障害を誘導することによって血栓形成を刺激していることも明ら
かにされた。この一連の過程は病原体の “ 局所封じ込め ” を目的とした合目的的反応であると考えられており、実際に血栓形成を
抑制すると生存にとって不利に作用することが知られている。
血栓形成による封じ込めと協調して機能するのが、新たに明らかにされた好中球の細菌処理システムである。Neutrophil
extracellular traps（NETs）として知られるこの細菌処理システムについては、その構成成分であるヒストンや顆粒タンパクが強
力な凝固活性化作用を有していることから、敗血症における血液凝固への関与も注目されている。ヒストンについては、凝固活性
化とともに強力な血小板凝集作用を有していることが明らかにされ、血栓形成刺激として重要である。このようなヒストンの制御
系については、活性化にも障害緩和作用がみられることから、治療ターゲットとしての可能性が検討されている。そして生理的抗
凝固物質である活性化プロテイン C には、ヒストン障害緩和作用がみられることが報告されている。
以上をまとめると、敗血症における凝固の活性化は、そもそもは病原体の全身播種をくい止めるための自己防御反応の一環であ
るが、これが過剰となり、全身の微小血管内に血栓形成をきたすようになると、組織循環障害を招き、DIC として重要臓器の機能
障害を引き起こすことになる。このような状態では、抗凝固療法による病態の改善が期待されるが、現時点で有効性が検証された
抗凝固療法は存在しない。その理由としては、1）凝固の活性化は自己防御の一環として機能していること 2）抗凝固療法には出
血性有害事象がつきものであること などが考えられている。抗凝固療法は適切な対象に、適切なタイミングで、妥当な量を投与
しなければ有効性が得られない微妙な調整を要する治療なのであろう。

ランチョンセミナー 1
The latest advances in lung protective strategy

2 月 12 日
（金） 12：20～13：20

第 2 会場

LS1
CardioPulmonary Department, Incor - Heart Institute, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil
Marcelo Britto Passos Amato
Following this presentation the participant shall have an understanding of:
1. W
 hy and how APRV and PSV give much more control to the physician, while Proportional Modes give much more control
to the patient.
2. T
 he asynchronous nature of APRV and its consequences.
3. The basic principles governing the duration of ventilator-inspiratory-time during PSV（dependent on cycling-off criteria）
and proportional modes（more synchronous with neural drive）
.
4. H
 ow to improve the matching between neural-inspiratory-time versus ventilator-inspiratory-time during PSV.
5. When a liberal control of ventilation（proportional modes）may be bad.
This talk will review the main targets that should guide professionals during assisted mechanical ventilation. Three major
physiological constrains, usually resulting in opposite or encroached strategies, have to be smartly composed when ventilating
patients recovering from acute respiratory failure:
a）maintenance of low driving inspiratory pressures（to protect the lung against tissue inflammation and fibrosis）
,
b）maintenance of respiratory muscle activity（to avoid muscle atrophy, keeping respiratory pump power）; and
c）maintenance of good patient-ventilator synchrony（to avoid the need of excessive sedation, or to avoid excessive respiratory
muscle pump activation, which may lead to hemodynamic problems, fatigue, and ventilator induced lung injury）
.
Some strategies to optimize the 3 targets above will be discussed. Important clues to estimate the effective driving-pressure
during assisted breaths will be discussed,
The choice among the modes above will be dependent on the stage of disease and the intrinsic patient response to lung stretch
and to blood gases.
Some novel data acquired with dynamic CT and Electrical Impedance Tomography will show the dark side of spontaneous
ventilation. When it causes more damage than benefit, even if low tidal-volume is preserved.
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ランチョンセミナー 2

2 月 12 日
（金） 12：20～13：20

血管内カテーテル由来血流感染対策

LS2-1

第 3 会場

SPEED2：カテーテル関連血流感染対策再考

広島大学大学院医歯薬保健学研究院

応用生命科学部門

救急医学

志馬 伸朗
血管留置カテーテルに関連した血流感染症（catheter-related bloodstream infection: CRBSI）は、主として病院内、とりわけ
ICU における重要な感染性合併症の一つである。 医療関連感染症の発生はいずれも回避すべきものではあるが、CRBSI の特別な
問題は、急性期の重症敗血症 / 敗血症性ショックの合併に加え、二次的に心内膜炎、椎体炎、深部膿瘍などの遠隔臓器転移性感染
症を併発し、治療難渋性かつ致死的な病態に進展しうることである。したがって、CRBSI は限りなくゼロに近づけるという強い
心構えが、集中治療に関わる全ての医療従事者に必要である。
2015 年の学術集会における講演では、CRBSI 対策を以下の 5 項目（SPEED）にまとめて報告した。
1．Skin disinfectant 皮膚消毒
2．Preparation & Insertion technique 準備と挿入手技
3．Early removal 早期抜去
4．Empiric antibiotics 経験的抗菌薬
5．Dressings 刺入部管理
今年度の講演では、前回言及し得なかった項目を含め、最新の知見が輩出されている項目を中心に追加し、よりよいカテーテル
関連血流感染対策について考えてみたい。
特に以下の点に関して言及する
１．クロルヘキシジンを（もっと）活用する
２．エコーガイドは真に有用か
３．菌血症への対応：MRSA, カンジダ
４．動脈ラインを軽んじない：プレコーションと早期抜去
５．抗菌薬含侵中心静脈カテーテルの効果

LS2-2

「3M™ テガダーム ™CHG ドレッシング」を使用している現場の声

独立行政法人

国立病院機構

京都医療センター

救命救急センター

清水 克彦
血管内留置カテーテル由来感染の予防のための C D C ガイドライン 2011 によれば、“ カテーテル部位を覆うために、滅菌ガー
ゼか滅菌透明ドレッシングのいずれかを使用する ”（カテゴリーⅠ A）とあり、これまで当院でも何社かの透明ドレッシング材を
使用してきた。また同ガイドラインで “ 中心静脈カテーテルおよび末梢動脈カテーテル挿入前とドレッシング交換時に 0.5% を超え
るクロルヘキシジンアルコール製剤液で皮膚を前処置する ”（カテゴリーIA）とあり、こちらも当院救命救急センターでは 1 年前
よりすべての処置でクロルヘキシジンが使用され、これまで使用していたポピドンヨードが処置台より消えた。
救命救急センターでは患者の全身状態が悪化し感染のリスクが高い状況下でカテーテルを挿入されることが多い。そのため当救
命救急センターではカテーテルからの感染リスクを少しでも低下させることを目的に、上記ガイドラインに習い上記の二つの要素
を併せ持つクロルヘキシジン含有ドレッシング「3M™ テガダーム ™CHG ドレッシング」を、一年前から導入し、現在 CVC、UK
カテーテル挿入時にはルーチンで使用されている。
一年間使用した上で個人の主観では「薬剤付きドレッシング材による感染に対する安心感を得られる」と共に「剥がれにくい」
「出
血が少ない」等の感染とは違う操作性の利点、「薬剤付きドレッシング材の色素の影響から感染徴候を見落とす懸念」
「コスト面の
増加」などの課題が浮かんだ。しかしこれはあくまでの個人的意見であり、使用している他の看護師の評価は得られていなかった。
そのためこの機会を利用し、普段臨床でカテーテル管理をする当院の看護師が持つ「3M™ テガダーム ™CHG ドレッシング」の
評価をアンケートした。項目は「管理面」「感染面」「コスト面」を主にこれまで使用したドレッシング材との比較検討する視点か
ら得られた結果を報告する。
ただしアンケート結果はあくまでも当院看護師が持つ個人の主観的評価であり、CRBSI などの客観的評価ではない。今回の評
価を元に、それぞれの施設でクロルヘキシジン含有ドレッシングの導入を検討する時の一つの材料として参考にして頂ければ幸い
です。
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敗血症・多臓器不全に対する血液浄化

第 4 会場

LS3
東京大学救急部・集中治療部
土井 研人
敗血症・多臓器不全は集中治療領域における最も重篤な病態の一つであり、依然として高い死亡率を呈している。原因となる感
染症に対する治療（早期抗菌薬投与と感染巣コントロール）が重要であることは明らかであるが、一度多臓器不全に陥ると悪循環
から脱却できずに臓器障害が進展して死に至る。敗血症を契機とした多臓器不全の負の連鎖にはどのようなメカニズムが作用して
いるのであろうか ? これまでの研究から数多くの炎症性メディエーターが様々なタイミングで上昇し、病態形成に関与しているこ
とが明らかとなっている。一方、不全臓器数が増加するに従い、死亡率が上昇することも多数の疫学的検討から明らかとされてい
る。これらの知見は各臓器における炎症性メディエーターを介したクロストークが臓器障害を増幅している可能性を示唆する。
腎臓は生体内の恒常性を維持するための重要な臓器であるが、急性腎障害においては炎症性メディエーターの血中濃度が上昇す
ることが知られている。さらに動物実験によって、IL-6 – CXCL1 および HMGB1 – TLR4 という二つの経路が急性腎障害によって
惹起される肺への好中球浸潤に重要であることが示されている（肺腎連関）
。また、急性腎障害によって心筋細胞におけるミトコ
ンドリア断片化とアポトーシスが誘導され、心機能が低下することも明らかとなった（心腎連関）
。多臓器不全において急性腎障
害を合併した場合にはこのような負の臓器連関が誘導されている可能性が高いと思われる。
血液浄化療法は腎不全に対する腎代替療法として用いられることが多いが、特に急性腎障害に伴って著しい上昇を示す炎症性メ
ディエーターを除去することで、先に述べた腎臓を軸とした負の臓器連関を断ち切ることが可能ではないかと思われる。IL-6 や
HMGB1 は PMMA 膜や AN69ST 膜によって高効率に吸着されることが報告されている。敗血症・多臓器不全における血液浄化に
ついては腎代替を超えた役割が期待されており、新たな臓器連関のメカニズム解明と臓器クロストークを介在する因子の制御が、
敗血症・多臓器不全の予後改善に有用であると思われる。

ランチョンセミナー 4
劇症肝炎における血液浄化療法

2 月 12 日
（金） 12:20～13:20

5 会場

LS4
金沢大学医薬保健研究域
谷口

周術期管理学（麻酔・蘇生学）／金沢大学附属病院

集中治療部

巧

劇症肝炎の基本的な病態は、広範におよぶ肝細胞壊死と肝再生不全により高度の肝機能障害を認め、全身臓器にまで障害をきた
した状態である。基本的には可逆的な病態であるが、結局、肝再生が不十分なままになることが少なくなく、これ以上再生させる
治療法もない状態である。治療は、①原因の究明とその治療、②肝機能の維持、③全身管理と合併症の対応がある。その中でも、
肝機能維持を目的として血液浄化療法が治療法の一つとして挙げられている。
今回、劇症肝炎において行われている各種の血液浄化療法を取り上げる。従来から行われている血漿交換療法（PE）、血液ろ過
透析（HDF）
、さらに最近行われている高流量血液ろ過透析（High flow HDF）と我々の施設で開発し施行している持続的血漿ろ
過透析（CPDF）について症例を提示し、治療法の長所、短所、施行上の工夫に関して解説していきたい。
１）血漿交換（PE）
PE は患者血液を血漿分離膜で血球成分と血漿成分に分離し、こん睡起因物質を含む血漿成分を破棄するとともに、置換液を補
充する血液浄化療法である。置換液としては、新鮮凍結血漿（FFP）を用いることが多い。長所としては、肝性昏睡起因物質の除
去が可能であり、肝合成物質の補充も出来るということが挙げられる。短所としては、FFP に添加されているクエン酸ナトリウ
ム負荷による高ナトリウム血症、低カルシウム血症、代謝性アルカローシスといった合併症をきたす。
２）血液ろ過透析（HDF）
HDF はアンモニアなどの小～中分子量のこん睡起因物質の除去および、電解質の補正、水分出納管理に有用であり、PE ととも
に行われることが多い。単独で行う場合には、肝合成物質の補充目的として、FFP 投与が必要となる。患者の状況により、間欠
的に行う方法と 24 時間持続的に行う方法（CHDF）がある。
３）高流量血液ろ過透析（High flow HDF）
劇症肝炎において PE と HDF を組み合わせる方法が患者の状態を改善するが、中には、肝性脳症の増悪、脳浮腫の悪化をきたす
症例があることが示され、透析量のさらなる増加を目的に High flow HDF が行われるようになった。High flow HDF により、意
識の改善が認められ、PE と High flow HDF を組み合わせる方法が一般的となってきている。さらに、最近、High flow HDF と
FFP の補充でも十分有用であるとの報告も認められている。
４）持続的血漿ろ過透析（CPDF）
PE と HDF との組み合わせは、循環動態が不安定な患者では施行することが困難であり、また間欠的に行う場合には終了後より
徐々に肝機能の増悪を認めることがある。そのような患者において我々は、PE と CHDF を組み合わせて同時に一つのカラムで 24
時間持続的に行う方法を考え、CPDF として施行している。CPDF は Evacure EC-2A 膜を用いて、FFP24 単位／日を用いた血漿
交換と CHDF を同時に行う方法で、循環動態の不安定な患者で PE 等の血液浄化療法でも肝機能の増悪を認める患者において用い
ている。
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第 6 会場

Optimizing patient’s brain function after critical illness: ICU management via the PAD guidelines and beyond

LS5
Department of Pulmonary and Critical Care and Health Services Research, Vanderbilt University, USA
E. Wesley Ely
It is imperative societally and as healthcare professional that we increasingly focus on the public health problem of acute and
long-term brain dysfunction amongst critically ill patients during and following their illness. Delirium is an extremely common
organ dysfunction and a strong independent predictor of length of stay, cost of care, death, and long-term cognitive impairment
that resembles an acquired dementia of the severity of Alzheimer's disease or traumatic brain injury. Numerous modifiable
causes have been identified（including delirium duration）and workers all over the world are attempting to reduce the onset
and duration of delirium and both prevent and manage the long-term acquired dementia–like illness that ICU survivors suffer
from so severely. It is high time that medical interventions designed to improve neurological recovery are subjected to
appropriately designed and robustly powered randomized controlled trials. Now ICU’s are working diligently to implement the
SCCM’s PAD guidelines using the evidence-based ABCDEF Bundle as part of the ICU Liberation Collaborative. More
information is available at www.icudelirium.org and www.iculiberation.org.

ランチョンセミナー 6
未来の蘇生学

2 月 12 日
（金） 12：20～13：20

第 7 会場

LS6
ハーバードメディカルスクール・マサチューセッツ総合病院麻酔・集中治療科
市瀬 史
自動除細動器や低体温療法の普及により心停止患者の予後は改善しつつ有ります。しかし、院外心停止による死亡率および重篤な
神経学的後遺症の発症率は依然として高いままです。2015 年後半にアメリカ心臓協会などの新しい心肺蘇生法ガイドラインが発
表されました。多くの新しい情報が盛り込まれており、我々の様に日々の臨床で心肺停止患者の治療に当たる医療従事者に、重要
な指針を与えてくれます。しかし、残念ながら心停止患者の予後を大幅に改善するような、大きなブレイクスルーはこの 10 年以
上の間起きていません。例えば、体温管理や蘇生後の酸素濃度、アドレナリンの用量等を調節する事で、現在 10％程度の生存率
を 15％程度まで改善することは出来るかも知れません。運が良ければ 20％まで良好な神経予後を示す患者の割合を増やす事が出
来る日が来るかも知れません。しかし、その割合を 80％にすることは現在のアプローチでは無理です。5 人の心停止患者の内 4 人
を助けるためには、心停止と心肺蘇生に対する全く新しい発想、技術、薬剤、デバイスの開発が必要になります。このセミナーで
は、現在の医学的な常識にとらわれずに、どのような斬新な（あるいは奇抜な）アプローチが蘇生学にパラダイムシフトを起こせ
るかを考えてみたいと思います。
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第 8 会場

Improvement of patient outcome by the use of coagulation testing in the acute coagulopathy of trauma（ACoT）

LS7
Department of Surgery, Division of Acute Care Surgery, The University of Texas, USA
Bryan Cotton
Among those patients arriving to major trauma centers, 20-40% present with evidence of the acute coagulopathy of trauma
（ACoT）.Compared to patients without admission coagulopathy, those with ACoT have up to a 300% increased risk of mortality.
Recent studies have demonstrated that patients die from hemorrhage（or hemorrhage and coagulopathy is controlled）within 3
hours of admission. Rapid identification and immediate treatment of ACoT is critical. Unfortunately, most coagulation testing
focuses on a single part of cascade, are run on “spun-down” plasma only samples, and were never designed to assess
coagulopathy following injury or surgery. In addition, results are often flawed due to the differences in lab and clinical
environment. There is also concern of the lag time inherent in drawing blood, processing, and obtaining results.
Viscoelastic testing is run on whole blood samples, captures multiple components on the clotting cascade, and their results can
be visualized in real-time, allowing one to act on the values immediately. Rapid thrombelastography evaluates clot initiation and
thrombin generation（ACT, k-time）, clot acceleration and fibrinogen function（alpha）
, platelet function（mA）and fibrinolysis
（LY30）. Within minutes of arrival, r-TEG has been shown to predict blood and blood component transfusions in the first hours
of resuscitation.
Fibrinolysis as determined by r-TEG can also help guide anti-fibrinolytic therapy. Used as part of a clinical practice guideline,
several centers have replaced conventional coagulation tests with r-TEG and use these to guide their acute resuscitations of
severely injured and critically ill patients. These changes appear to more rapidly correct coagulopathy in these patients, while at
the same time reduce overall transfusions. These data appear to be reproducible in injured children as well. Finally, viscoelastic
testing appears equally as impressive in predicting post-operative and post-injury thromboembolic events, including deep venous
thrombosis, pulmonary embolism, vascular graft occlusion, myocardial infarctions and stroke. Elevated fibrinogen（alpha）and
platelet function（mA）appear able to identify those patients at highest risk upon admission from injury or immediately postoperatively.
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集中治療領域におけるハイフローセラピー戦略

LS8-1

第 9 会場

救急・集中治療領域におけるハイフローセラピー

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター／総合病院水戸協同病院

救急・集中治療科

長谷川 隆一
ハイフローセラピー（nasal high flow oxygen therapy; 以下 NHF）は、欧米では 1980 年代に臨床導入され、特に新生児領域で
は nasal CPAP の代用として普及してきた。一方成人に用いられるようになったのは、30L/ 分以上の高流量を送気できるブレン
ダーやタービンが開発されたここ数年のことになる。従ってその標準的な使用法や有用性に関する検討は現在様々な領域で行われ
ている最中で、救急・集中治療領域に加え一般急性期から慢性期、在宅医療、緩和医療の領域からも報告が増えている。
NHF の特徴として、①経鼻デバイスを用いることによる患者の快適性の向上や受入れ率の改善、②吸気流速を上回る流量を得
ることで吸入酸素濃度が安定し、高濃度酸素吸入も可能、③鼻腔や口腔といった解剖学的死腔の洗い出しによる換気効率の改善、
④ 3-5cmH2O 程度の PEEP 効果が得られ、肺の虚脱予防に有用、などがいわれている。注目されるのは、死腔の洗い出しと PEEP
効果であり、前者は血中の CO2 レベルの低下に寄与して換気量を減らすことにつながり、実際に NHF による呼吸数の減少が観察
されている 1）。また後者は CPAP の代わりとして心不全症例や無気肺症例にいいかもしれない。
救急外来において低酸素性急性呼吸不全症例を対象とした小規模 RCT では、NHF 群で呼吸困難スケールの改善と心拍数の有意
な低下を認め、快適度スコアも有意に高かった 2）。一方 ICU における NHF 導入前後の 4 週間ずつの観察研究では、導入後には鼻カ
ヌラやマスクなどの複数デバイス使用が有意に減少し、抜管後の NHF が増えた 3）。さらに ICU 退室患者数も増加したため、医療
コストは導入前、患者 1 名あたり AUD $32.56 から $17.62 まで低下した。他にも急性呼吸不全に対する NHF、酸素療法、NPPV を
比較した RCT では、NHF が最も生存率が良好と報告され 4）、NHF はかなり魅力的なデバイスのように見受けられる。
一方で NHF に固執すると NPPV や挿管・人工呼吸療法のタイミングが遅れて、患者の予後を悪化させてしまう可能性も考えられ
る。NHF は換気を補助するものではないので、酸素化障害に換気障害を合併する呼吸不全に対しては慎重に導入する必要がある
かもしれない。また NHF で悪化した場合に、直ちに挿管・人工呼吸とするか、NPPV を試みるかについてもデータは得られてお
らず、現状は症例ごとに検討することになろう。われわれの施設のデータも共有したいと思う。
1.	Vargas F, et al. Physiologic effects of high-flow nasal cannula oxygen in critical care subjects. Respir Care 2015; 60（10）:
1369-76.（PMID: 25944940）
2.	Rittayamai M, et al. Use of high-flow nasal cannula for acute dyspnea and hypoxemia in the emergency department. Respir
Care 2015; 60（10）: 1377-82.（PMID: 26060321）
3.	Fealy N, et al. Nasal high-flow oxygen therapy in ICU: A before-and-after study. Aust Crit Care 2015; pii; S1036-7314（15）
00069-7. doi: 10.1016/j.aucc.2015.05.003.［Epub ahead of print］
（PMID: 26092213）
4.	Frat JP, et al. FLORALI Study Group. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl
J Med 2015; 372（23）: 2185-96.（PMID: 25981908）

LS8-2

小児集中治療領域におけるハイフローセラピー戦略

長野県立こども病院

小児集中治療科

黒坂 了正
非侵襲的陽圧換気療法（noninvasive positive pressure ventilation: NPPV）は、成人分野では急性および慢性呼吸不全に対して
在宅から集中治療領域まで幅広く活用され、インターフェースの選択肢も多い。また、新生児分野では経鼻的持続陽圧呼吸（nasal
continuous positive airway pressure: NCPAP）が必須の治療法として長年使用されてきた。しかし、小児分野ではインターフェー
スの選択が困難な上に患児の協力が得難く、NPPV の積極的な導入は遅れていた。
近年、鼻腔高流量酸素療法（High-flow nasal cannula oxygen therapy: HFNC oxygen therapy）が注目されている。HFNC
oxygen therapy は NPPV の一治療法で、加温加湿下に最大 40-60 L/min の混合酸素を専用の鼻カニューラから供給する。気管支粘
膜の加湿保護、解剖学的死腔の呼気洗い出し、吸気抵抗の低下、呼気陽圧と肺コンプライアンスの改善により呼吸努力を軽減する。
また、鼻カニューラの装着に熟練度は必要なく、鼻中隔を圧迫せず、NCPAP の鼻プロングに比べて結露が格段に少ないため、装
着性や快適性の向上と皮膚損傷の予防に寄与している。当院では HFNC oxygen therapy の装着性と快適性に着目して NPPV 導入
対象患児へ積極導入し、NPPV の第一選択になっている。
昨年、新生児から成人まで単一機器で使用可能な（プレシジョンフロー）が発売され、小児分野でも医療環境に応じた機器やイ
ンターフェースの選択が可能になった。より一層の積極活用が期待される。
本セミナーでは小児分野における HFNC oxygen therapy の導入方法や治療効果について、自経験例を中心に最新の知見や課題
と今後の展望をふまえて紹介する。
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集中治療における神経モニタリング－ Intensivist のための minimum essential

第 10 会場

LS9
日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野
横堀 將司
神経集中治療の目的は二次的脳損傷をいかに予防し患者転帰を改善させるかにある。近年、より正確な病態把握のために、臨床
所見、血液生化学検査、画像診断、理学所見に各種神経モニタリングを複数組み合わせ評価する、いわゆる “Multimodality
monitoring”（MMM）の有用性が強調されている。2014 年の米国神経集中治療学会・欧州集中治療学会から発表された MM
Consensus Statement の中でも、意識や脳幹機能の評価が神経モニタリングの一つに含まれ、その重要性が強調されている。
従来、聴性脳幹反応検査（ABR）や脳波検査（EEG）などは測定や判読に専門的知識を要したが、近年では脳幹反射の一つで
ある瞳孔対光反射を簡便かつ定量的に測定できる Pupillomerty が普及しつつある。我々は ABR と Pupillometry のパラメータを比
較したが、瞳孔収縮速度が ABR 潜時の延長および患者転帰を予測しうる指標であることが明らかとなった。Pupillometry は ABR
の付加的あるいは代用的な、新しい治療・転帰予測モニタリングとなる可能性が考えられる。
また、前述の MM Statement の中では急性脳障害による意識障害患者への脳波測定が推奨されている。近年では脳波を持続測
定し、その振幅を加算表示しパターンを可視化する amplitude EEG（aEEG）が普及しつつあり、心停止後症候群（PCAS）の転
帰予測にこれが使用されるようになってきている。これによると continuous normal pattern が蘇生後 72 時間以内に出現しない場
合、あるいは 72 時間後も burst and suppression パターンを呈するものは転帰不良と認識されており、aEEG は蘇生後脳の viability
を評価するのに有用であるといえる。また aEEG は Non-Convulsive Status Epileptics（NCSE）の検出にも有用であるとされている。
本口演は、MM consensus の概要や神経モニタリングの自験例を提示することで、General intensivist にも利便性が高く理解し
やすい、神経モニタリングの minimum essential を提示できればと考えている。

ランチョンセミナー 10
2 月 12 日
（金） 12：20～13：20
Extra-corporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Therapy Whose Time Has Come

第 11 会場

LS10
Northeast Ohio Medical University. Departments of Surgery, The Summa Health Care System, Akron CityHospital. Akron,
Ohio
Michael S. Firstenberg
The use of extra-corporeal membrane oxygenation（ECMO）has increased significantly over the past few years as a therapy
for acute, severe, respiratory failure. While early experiences were associated with less than ideal outcomes, with better
technology, patient selection, and understanding of the physiology of respiratory failure, ECMO is being used more frequently to
save those patients who would otherwise die. Recently, randomized data has suggested improved outcomes in patients not only
treated with ECMO, but who are referred to centers and Teams with expertise in such complex pulmonary issues. Patient
selection has shown that improved outcomes are associated with earlier therapy prior to irreversible end-organ failure. Results
from international registry studies have shown early therapy in patients with limited organ dysfunction often have the best
chance of survival. Even patients with catastrophic problems can be successfully treated with ECMO as long as their base-line
co-morbidities do not limit long-term survival. In addition, strong Teamwork, attention to details, and allowing the lungs to “rest
and heal” have been shown to also improve the chance for a good outcome. Sometimes recovery may take weeks, but those who
do recover tend to have good outcomes and are able to return to their homes and families. Unlike so many other areas of
Medicine, success with ECMO is dramatic and is one patient at a time.

－ 362 －
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Noninvasive Ventilation in Acute Cardiogenic Pulmonary Edema

2 月 12 日
（金） 12：20～13：20

第 12 会場

LS11
Department of Intensive Care Medicine, University of Barcelona, Spain
Josep Masip
Noninvasive ventilation（NIV）refers to the application of positive intrathoracic pressure without endotracheal intubation
（EI）. The positive intrathoracic pressure improves oxygenation through the recruitment of collapsed alveolar units and the
increase of functional residual capacity among others. Main hemodynamic effects include a decrease in intrapulmonary
shunt and a reduction of venous return（preload）and systolic wall stress（afterload）
. In patients with normal cardiac
function, this may decrease blood pressure and cardiac output. Conversely, in some patients with elevated preload as those with
AHF, it may decrease pulmonary congestion and increase cardiac output. There are two main modalities of NIV. One is
“continuous positive airway pressure”（CPAP）, which is a simple technique that can be applied without a ventilator being
appropriate in low-equipped areas. The other is “pressure support ventilation with positive end expiratory pressure”
（NIPSV）that needs a ventilator and some expertise in tuning it.
Since 1985, numerous studies have demonstrated the superiority of NIV over conventional oxygen therapy（COT）in improving
gas-exchange and symptoms in patients with acute cardiogenic pulmonary edema（ACPE）
. Furthermore, several meta-analyses
were consistent in showing that CPAP and NIPSV reduce nearly to half the risk of EI when compared with COT. In addition,
both techniques tended to reduce mortality, which was statistically significant for CPAP. However, in 2008, the 3 CPO-Trial was
published. This was, to date, the largest randomized NIV trial, including more than 1000 acidotic ACPE patients attended in ER
in the UK. The study showed a faster improvement of respiratory failure with NIV compared to COT, but failed to demonstrate
a reduction in mortality. Several reasons might be argued to explain this discrepancy between this trial and the meta-analyses,
such as differences in the population, a high crossover rate or a very low EI rate（<3%）in the trial, among others. Although a
subsequent meta-analysis including this trial still showed a significant reduction of mortality with CPAP, predominantly in
patients with acute coronary syndromes, it is difficult to formulate a clear conclusion on this issue.
Several randomized studies have shown benefit with the use of CPAP in the pre-hospital setting. There is no evidence for the
superiority of one technique over the other. However, NIPSV provides a ventilatory support that would seem more appropriate
for patients with hypercapnia or fatigue. In patients treated with NIPSV, high FiO2 up to 100% should be used to rapidly
achieve SpO2- guided normal blood oxygenation, avoiding hyperoxia. The use of mild sedation, particularly opiates, is
recommended in anxious or poorly-adapted patients.

ランチョンセミナー 12
DIC の研究における最近の動向

2 月 12 日
（金） 12：20～13：20

第 13 会場

LS12
順天堂大学大学院医学研究科

救急・災害医学

射場 敏明
まず臨床面における抗凝固療法に関する最近の動向としては、システマティックレビューやメタアナリシス、Diagnosis
Procedure Combination（DPC）データを用いたプロペンシティーアナリシスなどの、新しい解析方法をもちいた有効性の再評価
がある。このような動きは、とりもなおさず新しい randomized controlled trial（RCT）がこの領域で行なわれていないことを反
映したものであるが、昨今は RCT の実施がきわめて厳しい状況であり、このような環境下では既報のデータを統合したり、ビッ
クデータを用いて後ろ向き検討を行なったりするなどして、治療効果を評価せざるを得ないであろう。
他 方、 基 礎 研 究 に 目 を 向 け る と、pathogen-associated molecular pattern（PAMPs）
, damage-associated molecular patterns
（DAMPs）の病態形成への関与、白血球や血小板、あるいは血管内皮細胞をはじめとする細胞系の形態、機能変化が新しいテー
マとして挙げられる。本セミナーにおいては、これらの概略を俯瞰的に解説する。

－ 363 －
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Usefulness of transpulmonary thermodilution systems in ICU patients

LS13-1

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

第 2 会場

循環動態モニターの基礎パラメータ

日本医科大学多摩永山病院救命救急センター
田上 隆
集中治療室に、循環呼吸動態が不安定な患者さん入室してきた。どうやら敗血症性ショックと ARDS であるらしい。少ない情
報から主治医として、何をどう考え、すぐに何をすべきか？状況証拠から病態を想像し、自己の知識・経験をもとに、最善な初め
の一手をうたなくてはならない。ただ、判断する根拠・情報は、しばしば主観的・定性的であることが多く、主治医として葛藤も
多い。
集中治療室で、循環不全に対する治療戦略を立てる上で、判断根拠となる情報は、信頼性が高く客観的・定量的であることが望
ましい。本セミナーでは、経肺熱希釈法システムから算出される、循環・呼吸のパラメータを紹介し、その妥当性と定量的評価方
法を概説する。対象は、経肺熱希釈法について聞いたことの無い方・使用したことが無い方・初めて使用してみようと考えている
方である。

LS13-2

Usefulness of transpulmonary thermodilution systems in ICU patients

Medical ICU, Bicêtre Hospital, University Paris-South, France
Jean-Louis Teboul
Transpulmonary thermodilution systems provide intermittent measurements of cardiac output（CO）and other variables by
applying the indicator dilution principles with temperature as the indicator. The transpulmonary thermodilution devices are less
invasive than the pulmonary artery catheter, even if they require insertion of a central venous catheter（for cold bolus
injection）and a thermistor-tipped femoral artery catheter. These devices combine transpulmonary thermodilution and pulse
contour analysis technologies.
The mathematical analysis of the thermodilution curve（blood temperature vs. time）allows calculation of the following
variables: 1）CO, 2）global end-diastolic volume（GEDV）
, a volumetric marker of preload, 3）cardiac function index and global
ejection fraction, indicators of cardiac systolic function, 4）extravascular lung water（EVLW）
, a measure of lung edema, and 5）
pulmonary vascular permeability index（PVPI）,a marker of lung capillary leakage. The measurement of CO by transpulmonary
thermodilution is precise provided that three cold boluses are injected. The bolus injection also serves to calibrate the femoral
artery pressure waveform analysis that provides real-time calculation of CO by using proprietary algorithms based on the
relationship between stroke volume and arterial pressure waveform. Good agreement with thermodilution CO has been reported
in hemodynamically unstable patients.
One major interest of the pulse contour analysis is to track in real-time, the short-term CO changes induced by therapeutic
tests such as volume challenges. These systems also provide automatic calculation of dynamic indices of fluid responsiveness
such as pulse pressure variation（PPV）and/or stroke volume variation（SVV）
. Using PPV and SVV to predict the
hemodynamic response to fluid infusion is based on the concept of marked heart-lung interactions during mechanical ventilation
in the case of cardiac preload-dependence and vice-versa. In situations where PPV and SVV are not valid（e.g. spontaneous
breathing activity, arrhythmias, low tidal volume）, monitoring pulse contour CO during volume challenges such passive leg
raising or end-expiratory occlusion test, can be reliably used to predict fluid responsiveness. The optimal clinical indication of
transpulmonary thermodilution devices is the situations where hemodynamic instability and lung injury coexist. Such systems
help clinicians to better manage fluid therapy or fluid depletion thanks to the knowledge of PPV, GEDV, EVLW and PVPI.
Septic patients with risks of increased permeability pulmonary edema（ARDS）or with cardiac dysfunction are excellent
candidates for the use of transpulmonary thermodilution devices.
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先進医療：細菌・薬剤耐性遺伝子検査システムによる敗血症の迅速診断

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

第 3 会場

LS14
国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター
大曲 貴夫
敗血症治療において、適切な治療開始の遅れは患者の予後や致死率に影響を与えるため、原因菌の同定結果および薬剤感受性試
験結果を基に、可能な限り早く適切な抗菌薬を投与することが極めて重要である。しかしながら、実際には血液培養試験陽性後、
細菌同定と薬剤感受性試験の最終結果が臨床に報告されるには数日を要する場合が多いため、現行の検査では臨床の要望に必ずし
も十分に対応できていない。
一方、細菌と薬剤耐性遺伝子を同時に検出・同定できる自動多項目同時遺伝子検出システム「Verigene システム」
（Nanosphere
社）が、欧米で体外診断用検査システムとして認可されている。このシステムは、血液培養試験 / 陽性培養液を検体に用いて、検
体の前処理から核酸の抽出、ハイブリダイゼーション、結果報告までを、専用自動装置内で 2 時間～2.5 時間以内に処理すること
ができる。そのため、米国では新たな敗血症の迅速診断検査システムとして、既に多くの施設で使用されている。
本システムによる試験には、2 種類の敗血症試薬パネル、BC-GP（グラム陽性菌用）、BC-GN（グラム陰性菌用）を使用する。
本邦でも、日本臨床微生物学会シンポジウム並びに日本感染症学会等で、両パネルの検出性能や試験結果による臨床介入試験の成
績について発表されており、敗血症の早期診断・治療における両パネルの臨床的有用性が、細菌検査技師、感染症専門医等に広く
認知されつつある。また、体外診断用医薬品としての審査も進んでおり、早急な薬事承認が期待されている（2015 年 10 月現在）。
当院では 2014 年 8 月より、Verigene システムを用いた敗血症の早期診断による先進医療が施行中である。本セミナーでは、先
進医療の概要、敗血症における細菌と薬剤耐性遺伝子の同時検出の意義等を、症例を交え紹介するとともに、将来的な展望につい
ても述べたい。
検出項目
< 細菌 >
Acinetobacter spp. Citrobacter spp. E. coli, Enterobacter spp.
Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae
Listeria spp. Proteus spp. Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens
Staphylococcus spp. S. aureus, S. epidermidis S. lugdunensis
Streptococcus spp. S. agalactiae S. anginosus Group S. pneumoniae S. pyogenes
< 薬剤耐性遺伝子 >
mecA, vanA, vanB, CTX-M, IMP, KPC, NDM, OXA, VIM
ランチョンセミナー 15
ICU 領域における神経筋電気刺激療法

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

第 4 会場

LS15
名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）
山田 純生
末梢骨格筋に対する神経筋電気刺激療法（NMES）は、1900 年代から主に運動器ならびに呼吸循環障害を有する慢性期の患者
に適応され、骨格筋肥大や最高酸素量の増大などの身体機能改善効果が報告されてきた。2000 年代に入り、COPD や慢性心不全
を対象としたランダム化比較試験（RCT）が多く報告されるようになり、最近（2010 年前後）では腹部外科術後患者を対象として、
術翌日からの早期 NMES による骨格筋断面積減少の抑制や骨格筋タンパク分解抑制効果が報告されるようになった。ICU 入室者
を対象とした報告では、骨格筋タンパク分解の抑制のみでなく、Critical illness polyneuropathy/myopathy の発生抑制効果が RCT
で報告されている。これら NEMS に用いられている刺激波形の詳細は不明であるものの、低周波矩形波が多い。しかしながら、
強度は “ 視覚的に筋収縮が確認できる程度 ” から “ 痛みに耐えられる十分な強度 ” まで幅広くまだ刺激方法にコンセンサスが取れて
いないことが分かる。我々もこれまでに同様の検討を重ねており、心大血管術後患者を対象として 1）骨格筋タンパク分解は術後
48 時間以内に促進すること、また 2）術後筋力低下とも関連すること、したがって、3）術後の ICU における NMES は手術侵襲に
よる骨格筋タンパク分解の抑制が介入標的となること、を指摘した。
ICU における NMES は、まだ確立した介入方策ではないものの、ICU 入室者特有の不安定な時期からの適応が可能であるだけに、
これまで効果的なリハビリテーション介入がなかった対象まで適応できる可能性は極めて高い。本講演では ICU 領域における
NMES の基本的考え方とこれまでの研究結果を概括し、最後に今後の検討事項について言及することで、ICU における NEMS の
現状と今後の方向性を示してみたいと思う。
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2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

新たな敗血症マネジメント - 臓器障害と DIC 対策 -

LS16

第 5 会場

2020 年に向けた敗血症治療戦略 ‐ 抗凝固療法の実臨床および基礎研究の知見をふまえて ‐

佐賀大学救急医学講座
阪本 雄一郎
SSCG では、敗血症における DIC を積極的に治療すべきであるとは述べていない。本邦では、DIC に関して日本血栓学会学術標
準化委員 DIC 部会ガイドライン、日本版敗血症診療ガイドラインが作成され普及しつつある。特に日本版敗血症診療ガイドライ
ンにおいては、DIC の診断は、日本救急医学会を中心に作成された急性期 DIC 診断基準が推奨されている。また、治療開始時期に
関しては、急性期 DIC 診断基準で DIC と診断された時点で開始することが望ましいと記されている。日本救急医学会の報告では、
重症敗血症患者の DIC 合併例では、28 日の死亡率が約 2 倍になることが示されている。敗血症と DIC が密接に関連していることは
臨床現場においては認識されていることが多いが客観的な敗血症関連マーカーや凝固関連マーカーとの関連からその密接な関係性
を示す。
また、欧米においてもリコンビナント活性化プロテイン C 製剤の推奨が敗血症ガイドラインから除かれた後の今後の 5 年間、
2020 年までに可能性が考えられる治療法に関する報告等もなされている。Global Sepsis Alliance が設立され、敗血症の罹患率の
減少や死亡率の低下を目的に 2012 年から 9 月 13 日を World Sepsis Day と定め、敗血症の治療において重要な点は早期診断、早期
治療、専門診療科の連携、リハビリテーションなど多岐にわたるが医療機関同士の連携も極めて重要であるため一般市民も含めた
形での啓蒙活動は効果的であると考えられる。この機関による目標の区切りも 2020 年とする報告も認められる。
自件例として、敗血症に対する抗凝固療法の効果に関して、実臨床や動物実験を通して、DIC そのものに適応を有するリコンビナ
ントトロンボモジュリン製剤（以下、rTM）、AT 低下を伴う DIC に適応を有するアンチトロンビン製剤等の薬剤が有効であるか
否かに関してデータを提示する。さらに凝固系の検討が可能なあらたなツールを用いて、血管内皮細胞障害を模した環境下におい
て、rTM が敗血症患者の血液内の環境を変えることが出来るのか否かに関して時間経過とともにデータを示す。また、今後の敗
血症治療における着目点として凝固反応に関する更なる解明と敗血症における免疫抑制状態における対応等が今後の課題と考えら
れるが抗凝固薬の効果として文献的な報告例を示す。

ランチョンセミナー 17
Fluid Management in Sepsis – The role of Dynamic Measure

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

第 6 会場

LS17
Department of Surgery and Emergency Medicine. Section of Acute Care Surgical Services, Surgical/Trauma Critical Care.
Barnes Jewish Hospital, USA, Washington University, USA
Tiffany M. Osborn
The incidence of severe sepsis and septic shock in adult is estimated to range from 56-91 per 100,000 populations per year.
Affected patients have high rate of death, complications, and resource utilization. Early, goal-directed therapy（EGDT）is
recommended in international guidelines for the resuscitation of patients presenting with early septic shocks. However, adoption
has been limited, and uncertainty about its effectiveness remains. To address these problem, multicenter trials of EGDT（Early,
goal-directed therapy）were conducted in the United States（protocolized Care for Early Septic Shock “ProCESS”）
, Australasia
（Australasian Resuscitation in sepsis Evaluation “ARISE” trial）
, and England（protocolized Management in sepsis “ProMISE”
trial）.
This session by Dr. Osbourn, one of the ProMISE researhers, will explain and discuss the following;
● Role of Fluid in sepsis – What we know from ProCESS, ProMISE & ARISE
● Limitations of Pressure Measures
● Role of Dynamic Measures
● Future Directions for Fluid Management
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2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

ICU 感染制御：今改めて考える改善への道

第 7 会場

LS18
広島大学大学院救急医学／広島大学病院高度救命救急センター･ 集中治療部
志馬 伸朗
集中治療室における感染制御は、患者生命予後に直結する重症感染症や、ユニットの効率的運営、あるいは病院経営に関わる重
要な問題である。国立大学病院集中治療部協議会では、“ICU 感染防止ガイドライン ” を作成、2013 年には改訂版を公表し、ICU に
おける感染予防の改善を目指してきた。一方、米国疾病管理予防センター（CDC）は 2002 年に薬剤耐性菌防止キャンペーン
Campaign to Prevent Antimicrobial Resistance の中で耐性菌感染症防止のための 12 ステップを公表し、その後も継続的に抗菌薬
耐性予防のキャンペーンを張り続けている。この内容は耐性菌対策というよりは、ICU における感染予防策そのものである。
問題は、これらのガイドラインやキャンペーンにも関わらず、臨床現場では依然として感染制御の不十分さが指摘されることが
多いことであろう。本講演では、最近の知見や臨床経験の紹介を交えながら、既存のガイドラインを超えた ICU 感染制御の内容
改善への方向性を探りたい。
具体的には、以下の点に着目して最近のトピックをまとめ概説する予定である。
1．抗菌薬スチュワードシップ：適切な感染症診療につながる抗菌薬適正使用に向けた具体的方策とは ?
2．カテーテル関連感染症（血管内、尿道バルン）：何が必要で、不要なのか？
3．人工呼吸器関連肺炎：予防策とサーベイランスの問題点再考

ランチョンセミナー 19
ICU design

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

第 8 会場

LS19
Department of Intensive Care Medicine, University Hospital Bern（Inselspital）and University of Bern, Bern, Switzerland
Jukka Takala
Literature on intensive care design is limited and based largely on expert opinions and consensus statements or guidelines. Such
guidelines may use nursing, the effect of design on infection control, or present ICU design as part of hospital and healthcare
facilities.
Such guidelines for hospital construction and design often fail to address the changes that take place in healthcare delivery in
the near and midterm future. ICU’s will certainly continue to exist over the next decades, but the general hospital context
around them is likely to change substantially.
Outpatient care will increase, and inpatient care areas change from units with regular beds to high-dependency care areas that
provide flexible change in the intensity of monitoring, vital function support, and nursing care. Hospital construction must
therefore provide more flexibility for ICU design. Flexibility will be an important principle in both construction and in the modes
of operation. Two critical resource factors – money and the availability of skilled personnel – will shape the operating modes.
The solutions for future ICU design depend on many factors within the hospital, in healthcare in general, as well as in society as
a whole. This presentation focuses on designing the ICU using the different core processes of the ICU and the hospital as the
basis. The patient care process has the central role in this.
ICU design is influenced by many factors that are not directly related to patient care within the ICU or even within the hospital.
In order to assess which design features are optimum for a specific ICU, it is useful to consider separately 1）the environmental
conditions outside the hospital that are likely to influence the ICU; 2）the environmental conditions within the hospital that are
likely to influence the ICU; 3）the core processes within the ICU itself; and 4）the main support processes influencing the ICU.
The environmental conditions outside the hospital that should be considered include:
How many ICU patients is the catchment area of the hospital likely to produce? The number of emergency patients depends
primarily on the population characteristics and care expectations, whereas the need for intensive care after elective surgery and
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other interventions depends on surgical and other interventional services and strategy.
How is healthcare organized in the catchment area – do multiple hospital with ICUs serve the same area? The roles of private
and public health care and the paths of patient flow should also be considered.
What is the hospital’s mission and strategy and are they likely to change? What are the political plans of the government for
healthcare and its financing? What future scenarios can you envision in the next 5, 10, 15 years?
The environmental conditions within the hospital that should be considered include: The mission of the ICU, and the presence of
different ICUs within the hospital.
The clinical specialties that are available in the hospital, and the actual and expected patient mix for intensive care.
Problems with nosocomial infections in the hospital.
The organization structure of intensive care and other clinical services.
The availability and organization of other High Dependency Care Units（other ICUs, intermediate-care or step-down units,
postanesthesia care units）.
Sufficient availability of skilled staff.

An interdisciplinary intensive care concept with concentrated resources and structure offers advantages that should be
considered in the ICU design. At least following potential advantages can be foreseen:
Efficient and controlled resource allocation; systematic application of best practice models; easier optimization of care processes
and continuous presence of ICU professional staff.
The core processes of the ICU depend on the characteristics of the hospital. Three common main horizontal processes can be
used as the basis: patient care process, education, and optionally, research. The relative weight of these processes may have
consequences for the unit design. In addition, support processes are essential. The most relevant for design are logistics,
information technology, controlling, and administration - these should be adapted to the main processes.
Health care has is confronted with increased uncertainties in the future. Therefore, ICU design should consider flexibility as an
essential design goal at all levels.
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ランチョンセミナー 20

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

救急集中治療におけるβ遮断薬の有用性

第 9 会場

LS20
金沢大学附属病院

集中治療部

岡島 正樹
ヒトは、永い進化の過程で、身体的危機に対しきわめてすぐれた代償機構を備えてきた。その担い手の 1 つが、交感神経系である。
特に、生命を脅かす危機的状況に対しては、過剰に代償しなんとしても生命を維持しようとする。つまり、交感神経系の活性化は、
生きぬいていくうえで必要不可欠な機構である。一方、交感神経の過剰な活性化は、臓器虚血などの身体的悪影響を及ぼすことも
しばしばある。たとえば、大量出血をした場合、交感神経が活性化し、血管を収縮することで、平均血圧を維持し、腎血流を減少
させ、体液喪失を回避させる。一方、そのような代償機構としての末梢血管収縮や体液のセントラルシフトは、多臓器の血流不足
をまねき、交感神経活性化による代謝亢進と相まって、組織の酸素需要と供給のバランス破綻をきたしやすい環境をつくる。さら
に、交感神経の過剰活性化による頻脈性不整脈を合併した場合、さらに組織酸素供給が不足し、負のドミノが動き出し、臓器機能
障害に陥る。交感神経の代償機構は諸刃の刃である。
当然だが、救急や集中治療室に入室する患者の特徴上、その重篤な状態から、交感神経活性による代償機構がフル活動している。
そして、生命維持機構の例にもれず、過剰に代償することが多いことを経験する。特に、心臓手術 / 非心臓手術後、急性心不全、
敗血症を含む重症感染症は、救急や集中治療室入室患者の中でも交感神経系が活性化しており、頻脈性不整脈を合併しやすく、血
行動態を含めた管理に難渋することが多い。
交感神経の活性化の最もわかりやすい表現型の 1 つが、心房粗細動を含む頻脈性不整脈であろう。勿論、交感神経が活性化する
ような水面下で進行する危機的病態を検出することが、最重要課題である。しかし、一般的に心拍数が 200 拍 / 分以上になると心
室への血液充満が不足し心拍出量が減少して血圧を維持できなくなる。また、130 拍 / 分以上が持続すると左室拡張不全が生じ、
うっ血性心不全を来す。また、頻脈状態が続けば、頻脈誘発性心筋症となり低心機能に陥る。よって、不整脈発症の原因となる病
態がコントロールされるまで、この頻脈性不整脈不整脈をマネージメントすることは重要である。
このように交感神経の活性化の程度をコントロールすることは、クリティカルケアにおいて重要であり、その武器は当然βブ
ロッカーということになる。ただし、βブロッカーも諸刃の刃であり、危機的身体にとって必要な交感神経活性化までも抑制して
しまうと、さらにクリティカルな状況を悪化させてしまうこともある。
そこで、主に術後、心不全、敗血症における頻脈性不整脈などの交感神経過緊張の弊害とβブロッカーを用いた調節について、
成功例や失敗例などの症例を中心に紹介したい。そして、当施設での若干の集積データを加え、クリティカルケアにおけるβブロッ
カーの可能性を探り議論したい。

ランチョンセミナー 21
やさしく学ぶ、重症患者の栄養療法

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20
～便失禁ケアシステムの意義を交えて～

第 10 会場

LS21
京都大学医学部附属病院

初期診療・救急科

佐藤 格夫
重症患者の栄養管理において各国でガイドラインなどが作成され、日本集中治療医学会においても「重症患者の栄養療法ガイド
ライン」を作成しています。各国の栄養ガイドラインが作成されることで、曖昧な提言しかできない部分、主張が異なる部分、逆
に主張が一致する部分などが明らかになりました。そして、ガイドラインの改訂の際に推奨するべく内容を確立するために、次々
と大規模な RCT が行われました。その結果、栄養療法として混沌とした状態を生じさせてしまいました。みなさんもよく話題を
聞いていると思いますが、免疫修飾栄養素などは大変革をもたらした領域の一つです。
本セミナーでは『栄養療法の基本の見直し』、『最近の世間をにぎわせた RCT』、『注意をするべく病態や病状』を取り上げなが
ら解説をしていきます。
『栄養療法の基本の見直し』としては、若手を指導する場合に、医師・看護師問わずこれは知っておかないといけない内容を簡
潔に解説したいと思います。『最近の世間をにぎわせた RCT』を解説することで、実際に世界ではどこに着目をして臨床研究が行
われたのか、その結果がどんなことであり世間を騒がせた RCT となったのかなど解説をしたいと思います。また、世間を騒がせ
ていない RCT も一部解説をできたらと思います。『注意をするべく病態や病状』として下痢を中心に取り上げたいと思います。特
に重度な下痢の場合の対応を皆で考えていきたいと思います。
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ランチョンセミナー 22

集中治療分野の鎮痛と解熱を考える

LS22-1

～アセトアミノフェン静注液の役割～

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

第 11 会場

重症患者の発熱に対するアセトアミノフェン静注液の可能性を探る

岡山大学病院集中治療部
鈴木 聡
1. 本邦におけるアセトアミノフェン静注液の位置づけ
敗血症患者または SIRS 患者における発熱に対する薬物解熱処置として、欧米ではアセトアミノフェンの使用がファーストライン
となっている。一方、2009 年に行われた調査では、本邦における敗血症患者に対する解熱処置としてのアセトアミノフェン使用
率は、欧米諸国と比べて非常に低い状況であった（Crit Care. 2012）。この背景としては、調査当時に本邦において使用可能なア
セトアミノフェンの剤形が経口剤または坐剤しか存在しなかった事、使用可能な用量が少なかった事などが考えられる。その後、
2013 年 11 月に本邦でもアセトアミノフェン静注液が使用可能となり、また用量拡大も認められた。アセトアミノフェン静注液は
他剤形と比較し、より早くより高く血漿中濃度のピークが得られ、安定した薬物動態を示す。そのため、即効性が求められる急性
期患者や、内服薬の吸収が不安定な集中治療室患者では実用的であると考えられ、本邦でもその使用用途の拡大が期待される。
2. 重症患者の発熱に対するアセトアミノフェン静注液は善か悪か？
集中治療を要する重症患者において、発熱は頻繁に見られる症状の一つである。発熱により代謝の亢進、中枢神経障害の発生、患
者不快感を生じるため、これらの生理学的ストレスを軽減する目的で、解熱処置が行われることが多い。しかし一方で、解熱処置
によって血圧低下、免疫システムの抑制など生体にとって有害な作用を及ぼす可能性もある。現在のところ、重症患者において解
熱処置を行うべきかどうかの明確なエビデンスは存在せず、アセトアミノフェン投与に関しても、果たして有益なのか、無益なの
か、または有害なのか、一定の結論は得られていないのが現状である。
本セミナーでは、昨年発表されたこれまでで最大規模の RCT である HEAT trial（N Engl J Med. 2015）の結果も踏まえて、現在
利用可能なエビデンスを整理し、集中治療での解熱処置としてのアセトアミノフェン静注液の現在の位置づけ、今後の展望に関し
て概説する。

LS22-2

集中治療分野でのアセトアミノフェンによる鎮痛

愛知医科大学麻酔科学講座
藤原 祥裕
アセトアミノフェンは現在世界中で最も数多く使用されている鎮痛薬の一つである。1873 年に開発されたアニリン系の鎮痛薬で
あるが、現在生き残っているアニリン系の鎮痛薬はアセトアミノフェンのみである。鎮痛効果としては必ずしも強力な作用を有す
るわけではないが、過量投与による肝障害以外危険な副作用もほとんど起こさないため、数多くの一般用医薬品にも含有されてい
る。したがって、集中治療を受ける重症患者にも比較的使用しやすいと一般的には考えられている。アセトアミノフェンはそれ自
身では鎮痛薬として不十分かもしれないが、マルチモーダル鎮痛の一環として、オピオイドなど他の鎮痛薬や区域麻酔と併用しそ
れらの使用量を減ずることによって、それらの副作用、合併症を減らしながら、より質の高い鎮痛を実現できると期待されている。
大変興味深いことに、アセトアミノフェンは初めに合成されてからすでに 100 年以上経過しているにもかかわらず、その正確な
鎮痛機序は明らかにされていない。しかし近年、中枢性、末梢性鎮痛機序に関する研究が進み、その機序が明らかになりつつある。
従来、アセトアミノフェンは非ステロイド消炎鎮痛薬と異なりシクロオキシゲナーゼに対する影響はないといわれてきたが必ずし
もそうともいい切れないことが解明されてきた。また、非ステロイド消炎鎮痛薬に比べ、アセトアミノフェンはアスピリン喘息の
誘発、消化性潰瘍、腎機能障害、抗血小板作用などの副作用が少ないと考えられてきたが、これらの副作用と全く無縁というわけ
でもない。アセトアミノフェンが喘息を誘発する可能性は少ないが、幼少時にアセトアミノフェンを多用するとその後喘息を発症
しやすくなることが知られている。また、アセトアミノフェンは血小板機能には影響を与えないが、ワルファリンの代謝に影響す
るため、ワルファリンを内服している患者では注意が必要である。アセトアミノフェンの過量投与は急性劇症肝障害の原因として
は有名であるが、肝機能障害の患者に対する通常量のアセトアミノフェン投与が肝機能を悪化させるか否かについては論争があ
る。
いくつかの研究が集中治療領域におけるアセトアミノフェンの有用性と安全性を証明しているが、さまざまな理由で集中治療室
における重症患者に対する使用をためらう医師も少なくない。こうした懸念が合理的なものであるか否か、エビデンスに基づいて
検証する。
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ランチョンセミナー 23

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

Pulmonary Mechanics

第 12 会場

LS23
Department of Anaesthesia, Harvard Medical School/ Massachusetts Genaral Hospital, USA
Robert M Kacmarek
Evaluation of pulmonary mechanics has long been a part of patient assessment during mechanical ventilation but it the bedside
calculation of lung mechanics has increased and decreased over the years. Most recently there has been increased interest in
pulmonary mechanics, not just respiratory system mechanics but also lung and chest wall mechanics as well as the careful
assessment of transpulmonary pressure.
The typical patient mechanically ventilated in control ventilation has his total respiratory system compliance（tidal volume
divided by plateau pressure – total PEEP）and airways resistance（peak pressure minus plateau pressure divided by flow）
determined on a regular basis. These calculations are preformed with the use of airway pressure. However, this compliance
determination only provides an assessment of the total respiratory system not the lung and chest wall independently. This is
normally adequate for the average patient mechanically ventilated, but with patients whose plateau pressure begins to exceed
28 cmH2O, or those who have increased intra-abdominal pressure or massive body size more detailed lung mechanics data is
frequently necessary.
In order to determine lung and chest wall compliance and transpulmonary pressure an esophageal catheter reflecting pleural
pressure is needed. During passive ventilation the pressure measured by the esophageal catheter is a reflection of the pleural
pressure and can be directly used to calculate chest wall compliance（tidal volume divided by esophageal plateau pressure
minus total PEEP）and transpulmonary pressure（airway pressure minus esophageal pressure）. If the respiratory system
compliance is measured at the same time the lung compliance can be easily calculated（1/respiratory system compliance = 1/
lung compliance minus 1/chest wall compliance）.
The transpulmonary pressure has become the most important of these variables to measure in critically ill patients. The end
inspiratory plateau transpulmonary pressure is the best reflection of over distention and should not be allowed to exceed about
20 to 25 cmH2O. This measurement is the only way to accurately determine if a plateau pressure above 28 cmH2O is not
resulting in over distension. The end expiratory transpulmonary pressure has been used to set PEEP. However recent data
indicates that the best decremental compliance PEEP plus 2 cmH2O is equal to the PEEP level that results in a positive end
expiratory transpulmonary pressure. The placement of an esophageal catheter should always be considered if concern over
airway pressures exists.
ランチョンセミナー 24
早期目標指向型治療は必要か？有用か？

2 月 13 日
（土） 12：20～13：20

第 13 会場

LS24
公立豊岡病院

但馬救命救急センター

小林 誠人
救急・集中治療領域における重症患者管理で循環管理は必要不可欠である．輸液を負荷すべきか？血管作動薬を使用すべきか？
輸血は必要か？特に出血性ショック，敗血症性ショックの患者の周術期管理はまさにこのような状況である．
救急・集中治療はチーム医療である．多職種が協働して，最短かつ低侵襲で治療戦略・循環管理の向かうべき方向の答えにたど
りつくにはどうすれば良いか？これらの答えは血行動態モニタリングから得られる情報に依存するところが大きく，各施設での治
療プロトコールには少なからずこれらの情報が盛り込まれていると考える．
近年，ProCESS trial，ARISE trial，ProMISe trial の 3 つの RCT で，敗血症性ショックに対する早期目標指向型蘇生・治療（Early
Goal-Directed Therapy; EGDT）が予後改善につながらないことが示された．しかしこれら論文の内容を紐解けば，EGDT そのも
のが否定されたわけではなく，CVP や ScvO2 といった目標値の妥当性，輸血や強心薬といった目標に至る方法の有効性について
疑問が投げかけられる内容となっている．
このように循環管理を 100% 反映する目標値もデバイスも存在しない現状で，ショック患者の初期蘇生・治療にどのようにあた
れば良いのであろうか？チーム医療の中で何が共有すべき情報なのか？本講演では，周術期管理における動脈ラインを介した観血
的動脈圧測定から連続的に心拍出量を測定するモニタリングデバイス「FloTrac Sensor」と，中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）の
連続測定可能な「PreSep catheter」を用いた循環管理の実際を提示し，前述の RCT の結果・内容と照らし合わせ，臨床現場で少
しでも役に立てる血行動態モニタリングの活用方法を提示する．
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2 月 14 日
（日） 12：20～13：20

VAP を予防するための口腔ケア・オーラルマネジメント～Q・care を使いこなす～

第 2 会場

LS25
兵庫医科大学

歯科口腔外科学講座

岸本 裕充
人工呼吸器関連肺炎（ventilator-associated pneumonia; VAP）の発症には，口腔や咽頭部の菌の存在，気管チューブを含めた呼
吸回路の汚染など，多く要因が関わることが知られている．したがって，バンドル（bundle ＝「束」の意味）アプローチとよば
れる，VAP の発症要因に対する複数の介入を組み合わせた対応が重要とされる．その介入の内容として，ベッドの頭部（head of
bed; HOB）挙上や，鎮静の休止，手洗い，などが知られており，米国 IHI（Institute for Healthcare Improvement）のように「口
腔ケア」を含むバンドルもある．
「口腔ケアをしているのに VAP が減少しない」という臨床現場での悩みの声は珍しくなく，海外の研究報告で「歯みがきによる
VAP 減少効果」を否定するものもある．たしかに，VAP 減少という「結果」はそうであったかもしれないが，その原因を 2 つの
面から分析するべきある．
1 つは，バンドルの概念から，口腔ケア以外の HOB 挙上や手洗いなど，他のケアが適切であるかを，各介入のコンプライアン
スも含めて確認すべきである．日常（＝研究では対照群）の VAP 発症率が高い場合には，たとえ口腔ケアによる介入が適切であっ
ても，その効果が表れにくい可能性がある．
もう 1 つは，口腔ケアの手技・回数などに問題がないかを確認しなければならない．歯垢はバイオフィルムであり，その破壊は
口腔の総菌量や病原性を低くするために重要であることは自明であるが，歯垢中の菌が口腔ケアによって飛散して咽頭に落下する
ことは盲点となりやすい．咽頭の菌量が増えれば，気管チューブに沿った菌の気管への垂れ込み，という面では，むしろ危険な状
況になっている場合がある．
米国の ICU で広く普及している口腔ケアキット Q・Care は，米国 CDC のガイドラインで推奨されている「包括的口腔衛生プロ
グラム」を実践できる製品である．この Q・Care による簡単な口腔ケアで VAP の予防に成功して施設もある．本講演では，Q・
Care の使用法とともに，口腔ケアの鍵である吸引による「汚染物の回収」と「保湿」の 2 つについて解説する．

ランチョンセミナー 26
AKI に対する CRRT に新たな展開はあるのか？

2 月 14 日
（日） 12：20～13：20

第 5 会場

LS26
東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部
土井 研人
ICU における急性腎障害（acute kidney injury: AKI）は、敗血症・多臓器不全に合併して発症することが大部分であり、血液
浄化療法として持続的腎代替療法（continuous renal replacement therapy: CRRT）が選択されることが多い。しかし、CRRT の
開始・終了基準、モダリティー・浄化量・フィルター・抗凝固薬などの治療条件については一定の見解は得られておらず、ガイド
ラインにおいても高い推奨が示される項目は少ない。一方、我が国においては、CRRT は限られた施設においてのみ施行可能な特
殊な治療ではなく、数多くの CRRT が広く行われている現状がある。確固たるエビデンスに乏しいものの、現実的に CRRT を用
いた治療を行う場合、どのような根拠・理由付けをもって診療を行えばよいのであろうか ? 最近、日本からトップジャーナルに
CRRT に関する臨床研究が多く発表されるようになった。これらをレビュウするとともに、我々が行ったアンケート調査の結果を
示すことで、AKI に対する CRRT に新たな展開が期待できるかどうかを議論したい。
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2 月 14 日
（日） 12：20～13：20

重症敗血症における補助療法の現況 - エビデンスの整理と本邦疫学調査の結果の解説

第 6 会場

LS27
兵庫医科大学医科大学

救急・災害医学講座

小谷 穣治
本邦の重症敗血症患者の治療では国際的に最も汎用されている SSCG2012 で推奨されていない、または言及されていない治療が
保険収載され、実際に医療現場で行われている。具体的には、抗凝固療法としてのアンチトロンビン（本邦では DIC に対して適
応がある）、静脈投与免疫グロブリン（Intravenous Immunoglobulin、IVIG）の投与は SSCG では行わないことが推奨され、急性
血液浄化法や蛋白分解酵素阻害薬は言及されていない。日本救急医学会 Sepsis Registry 特別委員会では、2010 年 6 月 1 日から 2011
年 5 月 31 日までの 1 年間に、日本救急医学会 Sepsis Registry 委員会委員の所属する 15 施設の集中治療室に入院し、登録された
severe sepsis 症 例 に 関 す る 多 施 設 共 同 前 向 き 調 査（JAAM SR Advanced 、Japanese Association of Acute Medicine-Sepsis
Registry-Advanced version の略）で対象となった 624 例のデータを解析した。全体では、静脈投与免疫グロブリン（Intravenous
Immunoglobulin、IVIG）の施行率が 34.6% と最も高く、また、septic shock 症例では 44.0% と、より重症例で投与されていた。国
際的には IVIG の効果が認められていないものの、本邦では IVIG が保険収載されているためと考えられる。引き続きアンチトロン
ビン（antithrombin）が 28.4%、蛋白分解酵素阻害薬（protease inhibitor, PI）が 19.4%、リコンビナントトロンボモジュリンが
17.6% のように抗凝固療法が続き、シベレスタットナトリウム水和物も 15.7% あった。一方、血液浄化療法では、non-renal CHDF（腎
不全治療を目的としない持続的血液濾過透析）が 15.6%、high flow-volume CHDF（調査では具体的な濾過量や透析液流量は問う
ていない）が 2.7%、polymyxin-B immobilized column direct hemoperfusion（PMX-DHP）が 9.6% と比較的施行率が低かった。支
持療法の施行率は選択的消化管除菌（selective digestive decontamination, SDD）が 3.0%、免疫調整経腸栄養剤（immune-modulating
diet、IMD、製品や内容は問うていない）が 11.4% と著しく低かった。また、本調査、および日本集中治療医学会 Sepsis Registry
委員会による同様の調査を合併したものを統計的に解析したところ、IVIG 投与と敗血症性ショックの生存が有意に関連した。本
日は、本邦で独自に行われている治療のエビデンスの整理をし、本邦疫学調査の結果を解説し、さらに我々の IVIG の基礎実験
data も紹介して、今後の新しい治療開発の方向についても触れてみたい。

ランチョンセミナー 28
大量出血に伴う凝固異常の評価と治療

2 月 14 日
（日） 12：20～13：20

第 7 会場

LS28
慶應義塾大学医学部

麻酔学教室

香取 信之
日本麻酔科学会の行った麻酔偶発症例調査（2004 － 2008）では、術中に心停止に至った 2291 例中、術前からの出血や術中の大
量出血など出血が関与していた症例は 33％を占めている。したがって止血管理は、周術期の重要課題の一つである。術中出血は
比較的短時間のうちに大量出血する場合と持続的に長時間出血し結果的に大量出血となる場合に分けられるが、いずれの場合も必
ず晶質液または人工膠質液による輸液療法が初期治療となり、二次治療として組織酸素供給維持・改善を目的とした赤血球製剤投
与が行われる。厚生労働省の「血液製剤の使用指針」では新鮮凍結血漿や血小板濃厚液の投与は循環血液量の 100% 以上の出血を
生じた時点が目安となっているが、最近では先行する輸液・赤血球製剤の投与によって血漿成分が希釈され、より早い段階で希釈
性凝固障害が生じることが指摘されている。救急や周術期などの急性期の血液凝固障害には外科的出血による血小板や凝固因子の
喪失・消費だけではなく、この希釈性凝固障害が大きく関与しているため、創部での出血原因を把握しにくくなる。急性期血液凝
固異常の治療に際しては、①血液凝固異常と外科的出血の鑑別をすること、②血液凝固異常の原因と程度を速やかに把握すること、
③病態に応じた治療計画を立てること、④治療効果を判定し、次の治療計画を立てること、が求められるが、ここで大きな問題と
なるのが血液凝固異常を評価する検査である。血液凝固は複数のセリンプロテアーゼの連続的な反応によって成立する生理現象で
あり、止血に必要なフィブリンの産生までにはある程度の時間を必要とする。また、中央検査室での検査には検体の採取から運搬・
検体処理・測定という工程が必要であり、血液凝固系の検査は結果を得るまでに時間がかかるという認識が一般的である。しかし、
救急および術中の患者は病態が急速に変化するため、検体採取から結果を得るまでの時間は病態の評価や治療方針の決定、ひいて
は患者の予後に大きく影響する。このような状況では治療の現場で検体採取直後に検査を行える point-of-care（POC）モニターが
有用である。POC モニターには、迅速性、簡便性、正確性、再現性などが求められるが、特に重要なのは迅速性である。急性期
の血液凝固障害治療が全般的に経験に依存する傾向にある一因は中央検査室での検査が迅速性に乏しいところにあり、POC モニ
ターの活用は血液凝固障害の治療を客観的な指標に基づいた、より適正な方向へと導いてくれる可能性が高い。日本においても治
療現場で使用できる血液凝固 POC モニターは複数存在するが、本セミナーではヘモクロン シグニチャーエリートによる凝固能評
価と急性期血液凝固障害の治療について概説する。
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2 月 14 日
（日） 12：20～13：20

ICU で間接熱量計をどのように活かすか

第 8 会場

LS29
自治医科大学附属さいたま医療センター

集中治療部

讃井 將満
重症患者におけるエネルギー過少投与や過剰投与は予後の悪化と関連がある。実際、国際的研究で ICU 入室 12 日間のエネルギー
投与量不足と 60 日死亡率に関連があったり［1］、特に静脈栄養による過剰投与が感染症の増加や人工呼吸器日数の増加などの弊
害を生じることも示された［2］。これは、必要エネルギーを同定するための基準となるエネルギー消費量（energy expenditure：
EE）を簡便かつ正確に知ることが難しかった、また EE を正確に知ることの患者アウトカムへの影響を検討する臨床データが不足
していたという歴史と無縁ではないだろう。
そのような歴史的背景のもと、各種の予測式が発達した。中でも Harris-Benedict 式は最も普及した予測式であったが、求めた
予測 EE と測定される EE との間には大きな乖離があることが指摘され［3］
、Harris-Benedict 式を用いた EE の計算は過去のものに
なりつつある。それに代わり、25kcal/kg/ 日など、体重ベースに必要エネルギーを予測する極めてシンプルな方法が現在主流であ
るが、病態や臨床経過が加味されず、使用する体重も統一されていない（理想体重 vs 実体重 vs 他）ことに対する違和感は消え
ない。
このような不確実な予測式を使用しなければならないというジレンマ、臨床的に使用に耐え得る間接熱量計が登場し EE 測定が
容易になったこと、それを用いた臨床的データの増加などもあり、現在専門家は「必要エネルギー量の決定には、間接熱量計を用
いて EE を測定するのが最良であり、それが利用できない時に体重ベースの予測式を用いる」ことを推奨している［4］
。
間接熱量測定法は、呼気ガス分析によって酸素消費量（VO2）と二酸化炭素産出量（VCO2）を測定し、安静時エネルギー消費
量（resting energy expenditure: REE）と呼吸商（respiratory quotient: RQ）を算出する方法である。この算出には、1949 年に
Weir によって発表された REE（kcal/day）= 3.941 × VO2（L/day）+ 1.106 × VCO2（L/day）− 2.17 × 尿中 UN（g/day）が
使用されてきた（臨床的にはタンパク質代謝による熱量の割合を 12.5% とし、
［3.94 × VO2（ml/min）+1.11 × VCO2（ml/min）］
× 1.44 が用いられることが多い）［5］。このように原理はシンプルである。しかし機器が進歩した現在でも、正確な測定にはいく
つかのチェックポイントがあることに変わりない。
本講では、まず間接熱量測定法の原理や測定法に簡単に触れた後、栄養療法における間接熱量測定法の現在の臨床的立ち位置を
明らかにしたい。さらに、間接熱量測定法を栄養管理だけでなく、呼吸管理や循環管理のツールとして応用する試みについてお話
ししたい。
引用文献：1. PMID 19572118、2. PMID 21714640、3. PMID 25605706、4. PMID 24434033、5. PMID 15394301

ランチョンセミナー 30
尿中 NGAL からみた AKI バイオマーカーの発現機序

2 月 14 日
（日） 12：20～13：20

第 10 会場

LS30
京都大学メディカルイノベーションセンター、2）京都大学腎臓内科

1）

森 潔 1）、横井 秀基 2）、柳田 素子 1,2）
【腎障害バイオマーカーとしての尿中 NGAL】1993 年に neutrophil gelatinase-associated lipocalin（NGAL）は好中球の分泌顆粒から、
機能未知で gelatinase B（4 型コラーゲン分解酵素）と一部共有結合している分泌蛋白として同定された。2002 年に NGAL は胎児
腎の分化誘導活性を有することが示された。2003 年にマウス腎虚血再灌流障害の 3 時間後から NGAL 発現が亢進することが報告さ
れ、その後、数多くの腎障害モデルにおいて腎臓での NGAL 発現が増加することが確認されている。2005 年にヒト急性腎障害
（AKI）において腎組織、血液、尿中に NGAL が集積し、NGAL の投与はマウス腎虚血再灌流障害を軽減することが明らかとなった。
また 2005 年に小児開心術において、手術 2 時間後に尿中 NGAL が著しく増加した症例では、1-3 日後に血清クレアチニンが 1.5 倍以
上に増加し、その時点で AKI と診断されることが報告された。2008 年には救急外来受診時に尿中 NGAL 高値を示した症例では、
その後血清クレアチニンが増加し AKI と診断される可能性が高い一方、脱水である可能性は低く、血清クレアチニンよりも有用
であった。2012 年に日本人 ICU 患者の検討で、尿中 liver-type fatty acid-binding protein（L-FABP）は腎実質性 AKI・腎前性 AKI
の両方で増加するが、尿中 NGAL は腎前性 AKI（脱水）ではあまり増加しないことが示された。また急性非代償性うっ血性心不
全において、尿中 NGAL はフロセミド不応性を予測することが報告された。
【NGAL の増加する病態および作用】NGAL の産生は AKI のほか、細菌感染・炎症・脂肪成熟・癌などでも亢進する。NGAL には
上記の腎臓への作用のほか、大腸菌や結核菌の増殖を抑制する静菌作用、リンパ球や赤芽球へのアポトーシス誘導作用、血管周囲
線維化の増強作用、脳内の炎症・細胞障害増強作用などもあることが明らかとなってきている。
【尿中 NGAL の由来】慢性腎臓病を含めた種々の腎疾患を検討した結果、尿中 NGAL は糸球体、近位尿細管、遠位ネフロンのどの
部位の障害によっても増加し、治療に伴って減少することが明らかとなっている。現在、AKI の尿中新規バイオマーカーとして
NGAL のほかに L-FABP、KIM-1、IL-18、TIMP2 などが注目されているが、いずれも分子量はアルブミンの 1/3 から 1/2 程度であり、
正常血液中にも存在しており、絶えず糸球体から尿中へ濾過されているものと想定される。AKI においては、尿細管細胞が壊死・
脱落しなくとも、近位尿細管の極性消失、再吸収能低下によって、血液由来蛋白の尿中排泄が起こるはずであり、このことは尿中
バイオマーカーに普遍的に見られる現象として認識すべきであろう。

－ 374 －
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2 月 14 日
（日） 12：20～13：20

ICU における antimicrobial stewardship の実践

第 11 会場

LS31
広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学／広島大学病院高度救命救急センター･ 集中治療部
志馬 伸朗
抗菌化学療法の適正使用管理（antimicrobial stewardship）は、ほぼ全ての ICU が抱える重要な課題である。ICU 患者の約半数
が何らかの感染症を併発しており、予防投与も含めると ICU 患者の 3/4 が何らかの抗菌薬投与を受けているとの報告がある［EPICII
研究］
。そのため抗菌療法が個々の患者診療並びに病院全体に及ぼすインパクトは十分に大きい。ICU 患者は重症であるが故に、
感染症治療を失敗しないことを第一義として広域 / 多剤抗菌薬投与が行われる傾向が強い。しかし周知の通り、抗菌薬は諸刃の剣
であり、耐性菌感染症や抗菌薬関連有害事象（腎傷害、アレルギー、関連腸炎など）の危険因子となり、逆に生命予後を悪化させ
る危険性を孕んでいる。したがって、如何にすれば最小限の抗菌薬で最大の感染症治療アウトカムが得られるのかを常に意識しな
がら抗菌薬を使用しなければならない。
抗菌薬適正使用の鍵は、適切な初期抗菌薬の選択と de-escalation にあるだろう。本講演においては、とりわけ ICU で問題となる
敗血症性ショックや人工呼吸器関連肺炎などを中心に、1）初期抗菌薬投与に際しての抗菌薬選択と処方のポイント、2）微生物学
的検査およびバイオマーカ（とりわけプロカルシトニン）を利用した抗菌薬の早期中止あるいは狭域化のポイントについて、筆者
の経験や実例を挙げながら検討してみたい。
本講演が、個々の ICU における抗菌化学療法実践の改善のためのヒントとなることを願っている。

ランチョンセミナー 32
全身性炎症管理バンドル 2016：病態生理学的診断と治療

2 月 14 日
（日） 12：20～13：20

第 12 会場

LS32
名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

松田 直之
【はじめに】集中治療のアイデンティティとして，炎症と自律神経を制御することは不可欠である。患者が既に全身性炎症や持続
的交感神経緊張にある場合，集中治療の門が開かれる。炎症管理の一つとしての敗血症は，現在，病態生理学的解釈と観察管理項
目の整理により，既に死亡しないレベルに当講座の理念は発展した。一方で，既に全身予備力が低下している場合，自力生活が困
難な場合，治療費や生活能力不能を含めた社会的背景がある場合などの看取り領域にも，全身性炎症や敗血症が合併する。全身性
炎症や敗血症の治療においては，初期診療の段階から急性腎傷害や血管内皮細胞傷害などの生体内後遺症を残さない管理が期待さ
れる。本講演では，炎症期間短縮のための病態生理学的管理バンドルを「2016 年度版全身性炎症管理バンドル」として整理する。
【講演内容】敗血症管理バンドルを Main 7（M7）& Sub 6（S6）として日本救急医学会で公表したのは 2012 年である。その後，
2013 年に M13S6 バンドルに増量し，管理における取捨選択とアセスメント記載などから，病態生理学的教育を再編成し，毎年の
改定を重ねている。全身性炎症管理 M13 & S6 バンドル 2016 として，以下のメインブランチ 13 項目の解釈と考察を行う。1. Blue
Revolution NAGOYA: 接触感染予防策への創造，2. 炎症と虚血の評価：Alert Cell activity・CRP 波形下面積理論，3．Early Goaldirected Nutrition NAGOYA 経腸栄養ブランチ，4．殺菌的抗菌薬の使用ブランチ：起炎菌の定期的解析と抗菌薬の PK/PD の実施，
5．原尿管理ブランチ：腎臓の病態生理に則った腎臓管理・肝腎エコー管理，6．血液浄化ブランチ：CHF・PMX-DHP の適正使用，
7. 鎮痛・鎮静バンドル：MERIT NAGOYA trial，8．末梢気道開放バンドル：HFNC と BiPAP の有効利用・PEEP 実践主義，9．
輸液適正化ブランチ：波形解析とエコーに基づく輸液管理，10．カテコラミン選択ブランチ：ノルエピネフリン使用基準・エピネ
フリンチェレンジテス NAGOYA 2016，11．血管内皮保護ブランチ：AT 活性アプローチ法・血小板数アプローチ・皮膚 CRT ア
プローチ法・Passive Leg アプローチ法，12. 超急性期免疫管理バンドル M7，13. 急性期リハビリテーション進展ブランチ。
【結語】
集中治療には，
「急性期診断学」と「急性期治療学」の能力を発展させ，瞬間における対応改善能力を育成することが不可欠である。
このために必要な病態生理学的事象と治療を，新規に整理する方針としたい。
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ランチョンセミナー 33

集中治療で必要な薬剤、投与法と機器の安全管理について

LS33-1

2 月 14 日
（日） 12：20～13：20

第 13 会場

みんなでポンプを安全・スマートに～集中治療におけるシリンジポンプ・輸液ポンプ使い方・管理のコツ～

杏林大学医学部付属病院（集中ケア認定看護師）
露木 菜緒
「集中治療における投薬治療において、シリンジポンプ・輸液ポンプの使用は「あたりまえ」であり、
「欠かせないもの」である。
集中治療に携わる看護師として、ポンプを使いこなす事はもちろんであるが、投与している薬剤や投与量にも注意を払わなければ
ならない。薬剤、投与量とバイタルサインから病態を推測し、先手をうつ事が重要である。より質の高い判断を行うためには、バ
イタルサインの経時記録だけではなく、正確な投薬記録、機器の設定記録が重要となる。特にポンプにおいては、台数も多く、そ
れぞれ違う薬剤の投与に用いられるため、正確かつタイムリーな記録には多くのリソースが必要である。最近では重症記録が IT
化され、看護師もその恩恵を受けている。今後は医療機器の進化、とくに IT 機器との連動により、記録業務の自動化など看護業
務の負担軽減をサポートできると考える。本講演では看護師からみた輸液・投薬環境について述べるとともに、輸液投与デバイス
について海外事例もまじえて紹介しながら、より安全かつ迅速な薬剤投与環境について考えたい。
」

LS33-2

ハイブリッド機器管理って知ってます？～機種統一の新しい考え方～

近畿大学医学部附属病院

臨床工学部

高田 裕
集中治療における臨床工学技士の役割は数々あるが、シリンジポンプ・輸液ポンプの選定や教育、保守点検等の管理は病院運営
にも関わる重要な業務である。機器選定やその後の管理の観点において、手術室や集中治療室のような多くのポンプを同時に使用
する部署と、一般病棟では機器に対する要望や重視する点が違ってくる事が多くみられる。従来の機種統一では手術室や集中治療
室で求められる、設置性や視認性、将来の IT 化要望などと比べ、シンプルである事、だれでも使える事が重要視され、結果とし
て麻酔科、集中治療部が望む機能を持つ機器が導入出来ない事がしばしばあった。
本講演ではテルモ社「スマートインフュージョンシステム」の導入にあたり、
「ハイブリッド機器管理」と言う考え方を取り入
れた。この新しい機器管理の考え方を紹介するとともに、高度化する重症管理における臨床工学技士の役割について将来展望を交
えて述べたい。
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2 月 12 日
（金） 17：20～18：50

第 5 回 MIICS～ICU における人工呼吸器関連事象（VAE/VAC/IVAC/PVAP）のマネジメントの最前線～

ES1-1

第 3 会場

集中治療における人工呼吸器関連肺炎への展望

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

松田 直之
【はじめに】集中治療領域では人工呼吸器を使用するために，従来，人工呼吸器関連肺炎（VAP: Ventilator Associated Pneumonia）
として，注意喚起されてきた。人工呼吸器関連肺炎は，人工呼吸開始 48 時間以降に新たに発生する肺炎であり，気管挿管されて
いること，人工呼吸開始前に肺炎のないことが条件となる。1．胃内で増殖した細菌が気管内へ移行するパターン，2．口腔・鼻腔・
咽頭の細菌の定着が気管内へ以降するパターン，3．気管チューブ内に菌が繁殖するパターン，4．人工呼吸器の回路汚染によるパ
ターンなど，細分化されて評価されてきたが，当施設などでは丁寧な気道管理と全身管理において，人工呼吸器関連肺炎は決して
多いものではなく，この死亡も認めない。厚生労働省院内感染対策サーベイランス（JANIS）の 2014 年データでは，解析対象患
者 33,369 名中 395 例（約 1.2%）の人工呼吸器関連肺炎の発症である。この第 1 位検出菌 20.1% が緑膿菌であるということは，免疫
低 下 症 例 に 発 症 し て い る こ と が 予 測 さ れ る。 第 2 位 検 出 菌 は，19.1% の MRSA で あ る。Centers for Disease Control and
Prevention（CDC）は，2013 年 1 月に人工呼吸器関連肺炎の阻止に向けての新たな管理用語として，Ventilator-Associated Event
（VAE），Ventilator-Associated Complication（VAC），Infection-related Ventilator-Associated Complication（IVAC）を提起した。
これを基盤として，全国国公立大学病院集中治療部協議会は人工呼吸器関連肺炎 VAE/VAC/IVAC 調査委員会を立ち上げ，日本
集中治療医学会人工呼吸器関連事象検討委員会（Ad Hoc）と連動している。本講演は，以下の流れに準じて，討議を進める。
【内容】1．人工呼吸器関連肺炎の動向，2，人工呼吸器関連肺炎の起炎菌と薬剤感受性の動向，3．CDC における VAE/IVAC 調査
と国際論文，4．全国国公立大学病院集中治療部協議会の方向性，5．人工呼吸器関連肺炎における免疫管理。以上を 2016 年にお
ける集中治療の展望としてまとめる。

ES1-2

人工呼吸器関連肺炎のマネージメント

広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学
志馬 伸朗
人工呼吸器関連肺炎（ventilator-associated pneumonia: VAP）は、気管挿管下人工呼吸の開始 48 時間以降に新たに発生する肺
炎で、人工呼吸患者の最重要合併症である。VAP 患者の死亡率は約 30％と高く、その対応には難渋することが多い。
発症を未然に防止しうる予防策の適用が勧められるが、実際のところ VAP 発生から生命予後までも改善することが証明されて
いる単独の手法は、選択的消化管内殺菌しか存在しない。しかし、本法は侵襲的かつ手間のかかる方法であり、耐性菌選択など副
作用の懸念からわが国では一般的でない。予防効果判定に用いられてきた VAP サーベイランス手法を、VAE（ventilator-associated
events）に変更する流れがあるが、これにより VAP 予防策への関心がさらに低下する危険性もある。
診断、治療に関しても、依然として未解決問題が少なくない。まず、VAP の診断にはゴールドスタンダードがなく、主観的か
つ曖昧な診断により治療が開始されてしまう。正確な診断を目的とした気管支肺胞洗浄（BAL）を用いた定量培養手法についても、
生命予後改善観点からは疑問も呈されている。治療に関しては、経験的治療の重要性が指摘される一方で、広域多剤抗菌薬使用の
過剰適用と予後悪化の危険性に対する警鐘的報告もある。さらに、治療期間の設定やデエスカレーションの可否や内容についても、
議論が続いている。
本講演では、これらの問題点を中心に、現在得られる臨床的エビデンスを見直し、今後のよりよい実践につなげるための方向性
を模索してみたい。
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経口気管挿管患者に対する口腔ケア・オーラルマネジメント

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座
岸本 裕充
気管挿管中の患者では，気管チューブの通過によって喉頭蓋と声門の閉鎖が困難になるため，口腔や咽頭の汚染物が気管に垂れ
込むリスクが高まる．加えて，気管チューブが留置されると粘液線毛機能や咳嗽反射が障害され，またチューブの表面に細菌性バ
イオフィルムを形成しやすく，広義の誤嚥性肺炎とも言える人工呼吸器関連肺炎（VAP）が成立しやすい状況にある．
したがって，口腔環境の悪化は VAP の重大なリスク要因であり，逆に口腔衛生を改善させると，VAP の発症予防に繋がるとさ
れている．しかしながら，経口気管挿管中の患者では，気管チューブやバイトブロックの存在のため，口腔ケアが容易でない，と
いうジレンマがあり，有効な口腔ケアのプロトコールの確立が望まれてきた．
口腔の専門家からのアドバイスとして，VAP の発症予防を目的とした口腔ケアにおいては，以下を意識すべきである．
1）歯垢と舌苔はバイオフィルムの性質を有し，浮遊している菌よりも抗菌治療の感受性が低い．したがって，バイオフィルムの
破壊には，ブラッシングのような物理的清掃が化学的清掃よりもベターである．
2）口腔清掃後に，口腔咽頭の奥までしっかり吸引することは，元々歯垢や舌苔に含まれていて，口腔清掃時に飛散した菌の回収
に必須である．洗浄の併用は，口腔咽頭の浄化には有効な手技であるが，気管チューブの留置や鎮静による咳嗽反射の低下によっ
て，汚染物の不顕性誤嚥を生じるリスクを考慮して，実施の是非を検討すべきである．
3）唾液分泌の低下に加えて，経口気管挿管中は閉口できないためにバイオフィルムが蓄積しやすいので，スプレーによる加湿と，
開口状態の口にマスクを装着したり，粘膜面に湿潤ジェルを塗布することによる蒸発予防による保湿を考慮すべきである．
4）予定手術後に ICU に収容される患者には「周術期の口腔機能管理」を推奨している．術前の専門的歯面清掃によって歯肉縁上
の歯垢を完全に除去できる．また，動揺歯の抜歯や固定などの歯科治療を併施することで，口腔環境を整備できる．
オーラルマネジメントとは，口腔ケアだけでなく，的確な評価に基づいて歯科治療や患者教育なども提供する，という概念であ
り，VAP の発症予防にきわめて有用である．
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2 月 12 日
（金） 16：40～18：10

” 栄養療法 ” 初心者のための経腸栄養セミナー

ES2-1

第 10 会場

早期経腸栄養の重要性とたんぱく質投与の意義

高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座
矢田部 智昭、横山 正尚
近年，栄養療法は集中治療領域において重要な治療法の 1 つとして積極的に実践されている。特に，経腸栄養は腸管粘膜を維持し，
バクテリアルトランスロケーションの予防に有用とされ，経静脈栄養よりも推奨されている。また，その開始時期についても，入
室後，24-48 時間以内のできるだけ早期に開始することが各種ガイドラインで推奨されている。早期経腸栄養が死亡率や感染症を
減少させるといわれるが、まだエビデンスが十分でないのも事実である。しかし、早期経腸栄養が明らかに有害であるというエビ
デンスもなく、「使える腸は使う」ことは生理的であり、重要な治療と考えられる。一方、栄養療法においては、その組成にも目
を向ける必要がある。特にたんぱく質については、アメリカやヨーロッパのガイドラインにおいて，1.2-2.0g/kg/day の投与が推奨
されている。しかし，この蛋白投与量が患者予後を改善するという明確な根拠は今のところない。また，集中治療患者における予
後には人種差が指摘されていること，また，体型も欧米人と日本人では異なっており欧米の結果を日本人に当てはめるには疑問も
ある。本邦における報告では，蛋白投与量は 1.0-1.1 g/kg/day を目標としており，実際の投与はその 35％程度であるという報告も
ある。我々の施設における後方視的な検討でも，生存群と非生存群で蛋白・アミノ酸投与量に有意差はなく，0.6-0.7g/kg/ 日であっ
た。しかし，ICU 退室時のリハビリの状態は，蛋白・アミノ酸投与量の多い群でいい可能性が示唆された。このことは，たんぱく
質の投与は死亡率には寄与しないかもしれないが，ICU で治療された患者さんのその後の社会復帰には貢献する可能性がある。栄
養療法はまだまだ，エビデンスが十分でない領域であるが，その意味について，今，分かっていることとこれから期待されること
を本セミナーでは概説したい。

ES2-2

流動食の種類と選択～ペプチド流動食～

徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野
堤 理恵
重症患者の栄養管理の重要性は広く認識されてきつつある一方で、侵襲下においては有効な栄養指標や予後指標はなく、栄養投
与量や適切な栄養組成についても統一した見解はないのが現状である。しかし、近年の報告によれば栄養投与法や栄養剤の選択が、
臓器障害や感染制御に影響し、さらには予後をも左右しうることが証明されている。
栄養剤は窒素源の違いにより消化の必要性が異なり、半消化態栄養剤、消化態栄養剤、成分栄養剤にわけられる。半消化態栄養
剤は，窒素源がタンパク質であり，消化の過程が必要であるのに対し，窒素源が低分子ペプチド（ジペプチドないしはトリペプチ
ド）からなるものを消化態栄養剤、アミノ酸のみからなるものを成分栄養剤といい、消化吸収の低下した患者にも用いやすい。消
化態栄養剤（ペプチド）は成分栄養剤（アミノ酸）よりもさらに消化吸収に優れており、下痢だけでなく便秘や腹部膨満の改善に
も有用である。また、乳清ペプチド（ホエーペプチド）は、BCAA の多さ（タンパク異化抑制）、抗酸化能、インスリン抵抗性改
善作用などの効果も報告されている。
本発表では、当院で導入している経腸栄養剤アルゴリズム、栄養剤の選択方法を紹介するとともに、演者らが検討してきたペプ
チド流動食の効果についてヒトおよび動物実験の結果を報告することとする。また、こうした栄養療法の中で生じてくる価格の問
題、検査値異常時などにおける対処方法について当院での経験を紹介し、フロアのみなさんとよりよい栄養療法の進め方を議論し
たい。
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早期経腸栄養開始時の条件、合併症対策

札幌医科大学

医学部

集中治療医学

巽 博臣
重症患者における早期経腸栄養は、一般的に ICU 入室後 24～48 時間以内に開始、とされているが、循環動態が安定していれば
早期に腸管を使うべきである。絶食期間が長期化するほど腸管麻痺は遷延し、さらに腸管粘膜萎縮、腸管免疫能・防御能の低下、
腸内細菌叢の変化などから bacterial translocation（BT）が生じる。BT は経腸栄養の摂取により予防できると考えられ、静脈栄
養管理中でも早期から少量でも栄養剤を投与することが望ましい。
経腸栄養の投与が難しい疾患・病態としては、消化管に問題のある場合のほか、大動脈手術後（腸管の虚血や虚血再灌流障害の
可能性がある）や循環動態が高度に不安定なショックなどが挙げられる。これらの疾患・病態が否定されれば、臓器不全を伴う重
症例でも経腸栄養の適応となる。
腸管の機能を腸蠕動音や排便・排ガスだけ評価することは難しい。高度侵襲後はこれらのサインが確認されるまでに数日を要す
ることがあるが、確認できなくても経腸栄養は安全に開始できる。しかし、合併症の発症や病態の悪化を防ぐため、栄養剤の増量
は慎重に行う。
侵襲に伴う腸管蠕動麻痺は経腸栄養開始後の嘔吐や誤嚥性肺炎の発生に関連し、経腸栄養の開始遅延や中止にもつながる。経腸
栄養施行中の嘔吐・誤嚥リスクを低減する対策として、上半身の 30-45°挙上、間欠投与から持続投与への変更、腸管蠕動改善薬の
投与、経胃投与から経空腸投与への変更、などがある。一方で、上半身挙上のまま持続投与する際の仙骨部褥瘡発生に対する懸念、
腸管蠕動改善薬の副作用や保険適応外使用、早期の経空腸投与による胃出血の増加など、嘔吐・誤嚥の対策を行う上での障壁も少
なくない。
経腸栄養開始後は排便管理の成否が重要となる。下痢に伴い、栄養成分の吸収不良、循環血液量減少、電解質異常、肛門周囲の
皮膚炎や創汚染などが問題となる。下痢発生時は炎症や感染に伴う下痢を否定し、経腸栄養に関連する下痢を鑑別する。対処法と
して、投与量・投与時間の調節、経空腸投与から経胃投与への変更、腸管蠕動に関与する薬剤の調整、下痢に有効な漢方薬や止痢
薬の投与、栄養剤の変更などが挙げられる。食物繊維含有、低浸透圧、脂肪 / 乳蛋白非含有の栄養剤のほか、窒素源がペプチドで
配合されている栄養剤（消化態栄養）が下痢に有効となる可能性がある。また、栄養剤の半固形化も下痢を抑制すると考えられ、
近年、細径チューブで投与できる粘度のもの、胃酸で半固形化するもの、栄養剤に先行して投与し消化管内で半固形化させる増粘
剤などが市販され、重症患者でも応用可能となっている。しかし、これらの栄養剤の成分や半固形化の有用性についてのエビデン
スはまだ不十分であり、現実的には栄養剤の変更は try & error となることも多い。
安全かつ適切な経腸栄養管理のためには、栄養ガイドラインを参考に施設の実情に合わせたプロトコールを作成し、個々の症例
の病態に応じた調整が不可欠と考える。
イブニングセミナー 3
ARDS に対する肺保護換気戦略 ～早期肺保護の重要性～

2 月 12 日
（金） 17：20～18：20

第 11 会場

ES3
東京女子医科大学麻酔科学教室
小谷 透
ARDS は呼吸不全で入院し治療が開始された後でも発症する。このことは、治療早期の対応によっては ARDS への進展を防止で
きる可能性を示しており、いまだ 3 割以上という高い死亡率を示す ARDS の治療において重要なアプローチと考える。
過去には、人工呼吸開始前に ARDS と診断された症例の 6 割が NPPV 開始後 ARDS 基準から外れたとの報告がある 1）。最近では、
ARDS に対し人工呼吸を早期から開始する戦略が様々な場面で提唱されている。ある前向きコホート研究では、最初の人工呼吸器
設定での 1 回換気量の増加は、2 回目以降の変更での増加よりも死亡率が上がることが示されている 2）。また、人工呼吸開始後最
初の PEEP 上昇で P/F が増加する症例では死亡率低下が確認されているが、最初の PEEP 変更は初期設定後 140 分（69-249 分）と
いう早い時期に行われている 3）。脳死体からの臓器提供において、心臓や腎臓が 9 割以上提供されるのに対し、肺は 18％しかドナー
臓器として利用されていない。しかし、臓器提供前の換気モードの変更により 82％が移植適応となり、3 年後の生着率も 9 割を超
えた 4）。重症外傷例における ARDS 発生率と死亡率についてシステマチックレビューで得られた値（14.0%、14.1%）と自施設での
肺保護換気の早期導入（1.3%、3.9%）とでは有意な差を認めた 5）。
動物研究では、腸管動脈結紮と回盲部結紮穿孔による 2 ヒット敗血症モデルに対し、実験開始当初から異なる 2 つの換気設定で
管理したところ、臨床的にも病理組織学的にも ARDS 発生度に有意な差が認められた 6）。
ICU 機能の 1 つは臓器機能のモニタリングである。ARDS at risk の患者を早期に抽出し監視下において、患者に適した肺保護戦
略をカスタマイズしていくことが、ARDS の予後を改善させる可能性がある。このことは集中治療医学の役割を明確にするうえで
も重要なポイントと考える。
参考文献
1）Ferguson ND. Intensive Care Med. 2004;30:1111
2）Needham Dm. Am J Respir Crit Care Med. 2015;191:177
3）Goligher EC. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190:70
4）Powner DJ. Prog Transplant. 2010;20:269
5）Andrews PL. J Trauma Acute Care Surg. 2013;75:635
6）Roy S. Shock. 2013;39:28
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イブニングセミナー 4

新たな敗血症バンドルを考察する～多臓器不全へ立ち向かう～

ES4-1

2 月 13 日
（土） 16：50～18：50

第 2 会場

敗血症における感染症バンドル

広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急医学
志馬 伸朗
感染症は、敗血症の根源となる病態であり、その適切な制御が敗血症の予後を決定づける重要な因子であることに異論はないだ
ろう。2012 年に報告された surviving sepsis campaign guidelines（SSCG）においても、認識初期 3 時間以内に行うべき “3 時間バ
ンドル ” の項目の中に、感染症診療に関連した ｢血液培養の採取｣ と、｢広域抗菌薬の経験的投与｣ が含まれている。
これらに項目が初期バンドルに含まれることは極めて合理的である。すなわち、複数の臨床研究及びこれらをまとめたシステマ
ティックレビュー/ メタ解析より、敗血症患者における初期経験的抗菌薬の適切性（感染巣に適切な移行能を有し、のちに判明す
る原因微生物に対して感受性を有するもの）こそが、敗血症患者の生命予後を改善させる一つの因子であることが判明している。
また、原因微生物を同定し適切性を評価するためには、抗菌薬投与前に血液培養および想定される原因臓器からの膿性献体を微生
物検査に提出しておくことが不可欠である。
初期抗菌療法の後、培養同定感受性結果に基づき適切な標的抗菌薬に変更することも忘れてはならない。より狭域の抗菌薬への
変更、あるいは、可及的早期の抗菌薬中止は、抗菌薬の過剰投与とそれに伴う耐性菌選択リスクや抗菌薬関連腸炎等副作用の回避、
手間やコストの減少に繫がる重要な因子である。
これらを踏まえ、本講演では、現時点までに得られるエビデンスに基づいた敗血症時における抗菌治療の原則をまとめる。さら
に、実際の臨床現場の現状も踏まえながら、敗血症時における感染症バンドルの提案を試みたい。

ES4-2

臓器障害と DIC を考える

兵庫医科大学

救急・災害医学講座

小谷 穣治
欧米では、Surviving Sepsis Campaign guideline（SSCG）に見られるように、重症感染症の議論は 1992 年の敗血症の診断基準
策定以来、敗血症を対象として研究と議論が進んできた。一方、本邦における重症感染症の病態の解明と治療は、DIC エキスパー
トコンセンサスに見られるように、凝固障害を中心に議論が重ねられてきた。対象が敗血症と DIC で異なってはいるが、日本救
急医学会 Sepsis Registry 特別委員会では、2010 年 6 月 1 日から 2011 年 5 月 31 日までの 1 年間に、日本救急医学会 Sepsis Registry 委
員会委員の所属する 15 施設の集中治療室に入院し、登録された severe sepsis 症例に関する多施設共同前向き調査（JAAM SR
Advanced 、Japanese Association of Acute Medicine-Sepsis Registry-Advanced version の略）を行った。対象となった 624 例の
データ解析では、ショックのない重症敗血症の 37.4%（128/342）、敗血症性ショックの 58.2%（164/282）に急性期 DIC 診断基準に
より DIC と診断されていた。また、DIC なし（n=332）、DIC あり（n=292）それぞれで、蛋白分解酵素阻害薬が 24（7.2%）
、97（33.2%）、
シベレスタットナトリウム水和物が 43 例（13.0%）、54 例（18.5%）
、antithrombin が 37 例（11.1%）140 例（47.9%）、recombinant
thrombomodulin（遺伝子組換えトロンボモジュリン製剤）が 20 例（6.0%）、90 例（30.8%）に投与されていたことから、本邦にお
ける敗血症治療では、少なくとも抗凝固療法は多くの症例で SSCG2012 の推奨に従っていなかった。
本邦における DIC 診断は、旧厚生省 DIC 診断基準（1988 年改訂）により行われていたが、臨床症状がスコアに含まれているため、
DIC が進行しないと診断されにくく、治療開始が遅れる、フィブリノゲンが診断項目に含まれているために感染症では肝予備能低
下の影響を受けやすい、などの問題があった。そこで、早期に治療を開始でき、それによって予後の改善が期待できる診断基準と
し て、 日 本 救 急 医 学 会 DIC 特 別 委 員 会 に よ り、 急 性 期 DIC 診 断 基 準 が 策 定 さ れ た。 特 筆 す べ き は、SAC（SIRS-Associated
Coagulopathy）の概念を導入し、スコアに SIRS 項目の数を入れたこと、旧厚生省 DIC 診断基準にあった臨床症状とフィブリノゲ
ンを削除したこと、血小板減少率を反映させたことである。多施設共同前向き試験結果報告により、急性期 DIC 診断基準が、旧
厚生省 DIC 診断基準より早期に DIC を診断することが可能であった、臓器不全および死亡率と有意に関連したことが報告されて
いる。本講演では、これら Sepsis Registry の結果、急性期 DIC 診断基準と臓器不全の関係、抗凝固療法としての antithrombin、
recombinant thrombomodulin の最近のエビデンスの整理を解説したい。
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ES4-3

重症敗血症に対するトロンボモジュリン製剤の治療バンドルにおける位置づけ

順天堂大学大学院救急災害医学教室／順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科
井上 貴昭
敗血症は、未だ世界的にも死亡率 40％以上の予後不良の病態であり、surviving sepsis campaign guideline（SSCG）や、本邦では
日本版敗血症診療ガイドラインに代表される各種集約的治療により、その予後の改善に努めてきた。SSCG2012 が公表されて数年
を経過し、一部見直しを要する点も報告されている。特に、Disseminated Intravascular Coagulation（DIC）に関する対応策は、
欧米と本邦と大きく異なるところであるが、2012 年に公表された日本版敗血症診療ガイドラインでは、敗血症性 DIC 対策につい
てその推奨度が明らかにされた。その後本邦を中心に抗 DIC 治療薬に関する数々の報告がなされ、2015 年に日本集中治療医学会
と日本救急医学会により、改訂された新しいガイドラインでも、抗 DIC 薬の見直しが加わった。
我々は、敗血症性 DIC 病態の本態である、“ 炎症と凝固の crosstalk” の観点から、白血球の流動性に注目し、敗血症性 DIC の重
症度評価・治療効果判定に取り組んできた。またこれまで、“ 敗血症を確実に診断できるバイオマーカーはない ” とされている敗
血症の予後予測のための oxidative stress の定量評価の有効性を報告してきた。本レクチャーでは敗血症、敗血症性 DIC に関する
各種集中治療を見直し、現状のガイドラインから変わりつつある治療方針と、新たな推奨指針に注目し、自験例で得られた知見を
加味して報告する。

ES4-4

敗血症性 DIC のパラダイムシフト

福岡大学医学部救命救急医学講座
石倉 宏恭
敗血症が重症化（severe sepsis，septic shock）した場合、炎症反応の亢進と並行して凝固反応や免疫反応が異常亢進状態となり、
その結果、血管内皮細胞傷害や血管内微小血栓形成が生じる。これらの変化は末梢循環障害を来し、組織は低酸素状態となり、最
終的に組織低酸素の遷延は臓器障害へと進展する。
近 年、 特 に 凝 固 と 炎 症 の ク ロ ス ト ー ク が 注 目 さ れ、 日 本 救 急 医 学 会 は こ の 病 態 を SIRS 関 連 凝 固 異 常（SIRS-associated
coagulopathy；SAC）と呼称するよう提唱した。この SAC 病態で中心的役割を担っているのが Thrombin（Th）であり、敗血症
性 DIC において、Th を如何に制御するかが極めて重要となる。
Th の生体内制御物質としては血管内皮細胞上に存在する Thrombomodulin（TM）と流血中に存在する Antithrombin（AT）が
ある。これまでの in vitro の報告では TM は速やかに Th に結合し、AT は緩やかに結合して Th を失活させる。また、TM は Th・
TM 複合体を形成した後、プロテイン C を活性化プロテイン C（以下、APC）に変換することで、間接的な抗凝固作用を発揮する。
さらに、TM や APC には抗炎症作用の存在も明らかとなった。以上より、TM は敗血症性 DIC（つまり、SAC）の制御機構として
不可欠な糖蛋白質であると考える。
これまで、敗血症の治療法に関する多くの臨床試験が実施されたにもかかわらず、良好な結果が得られていない。その理由のひ
とつは、これら試験の患者母集団の選択にあると考える。有益な結果を得るためには、適正な患者層に的確な薬剤を選択して投与
する必要性がある。これを達成するためには、敗血症性 DIC に対して、凝固・炎症の双方の病勢を理解した上で、治療に介入し
なければならないと考える。
本セミナーでは、① DIC 治療の必要性、②あらたな敗血症性 DIC の診断指針、③敗血症性 DIC の病勢から見た DIC 治療薬の選択、
④ DIC 治療薬の臨床的評価について遺伝子組み換えヒト TM 製剤を中心に述べる。
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イブニングセミナー 5

ICU での Early Mobilization

〜患者本来のあるべき姿へ導くケアとは〜

2 月 13 日
（土） 17：20～18：20

第 11 会場

ES5
杏林大学医学部付属病院

集中ケア学科

小松 由佳
クリティカルケア領域での Early Mobilization は、過去数年間の臨床的および科学論文で数多く報告され、非挿管患者を中心に
多くの施設で実施されてきた。ここ数年は、患者の退院後の QOL や ADL の自立を向上させる，ICU 滞在日数・在院日数短縮，せ
ん妄期間や人工呼吸器離脱日数へ貢献していることが大きくクローズアップされ、先進的な ICU では挿管患者の立位や歩行を積
極的に実施している施設も多い。
そもそも、従来までは人工呼吸器が装着された途端、患者のストレス緩和目的で深鎮静管理をされることが一般的で、“ 人工呼
吸中管理＝鎮静薬投与 ” といったことが ICU ルーチンとして処方されていた時代に、Petty TL（1998）はその患者の姿をみて
“sedated patients, lying without motion, appearing dead” in a state of “suspended life.” と声明を研究者達に訴え、2000 年頃か
ら尊厳（人間が人間らしくあること，人間の本来あるべき姿）を守る医療がされはじめたといっても過言ではない。最近は、包括
的な取り組みとして ABCDEF bundle が認知されつつあり、浅鎮静もしくは鎮静中断中の Early mobility が実施され、短期的の
みならず、数年後の QOL を向上させる長期的な効果があると示され、その重要性が認識されてきた。では、多数の文献で報告さ
れている Early mobilization とはどのようなことをいうのだろうか。Mobilization とは “ 動作および、そのために準備すること ” を
意味しており、早期から医療者が行なう関節可動域訓練（他動運動）や体位変換、体幹バランストレーニング、座位、立位、歩行
などが含まれる。しかし近年では “ 早期離床 ” というベッドから降りて動作する、つまり立位、歩行に焦点が当てられる傾向だが、
患者本来のあるべき姿へと導くためのケアを実践するためには個々の病態・病期に合わせた mobilization のバリエーションが必須
である。そこで、今回、ICU における患者本来のあるべき姿へと導くための Early mobilization としていくつかの方策を紹介して
いきたい。
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優秀演題 1

AW1-1

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 1 会場

低体温症の実態－ Hypothermia STUDY2014 中間報告－

昭和大学 医学部 救急医学、2）日本医科大学 大学院 医学研究科 救急医学分野、
富山大学 大学院 医学薬学研究部 危機管理医学、4）山口大学 大学院 医学系研究科 救急・生体侵襲制御医学分野、
5）
横浜旭中央総合病院 脳血管センター、6）東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター、
7）
会津中央病院 救命救急センター、8）東京大学医科学研究所

1）
3）

三宅 康史 1）、横田 裕行 2）、奥寺 敬 3）、小田 泰崇 4）、北原 孝雄 5）、清水 敬樹 6）、白石 振一郎 7）、坪倉 正治 8）、中村 俊介 1）、
若杉 雅浩 3）
【目的】日本救急医学会熱中症に関する委員会では、2011 年冬に続き 2 回目の低体温症に関する全国調査を行ったのでその結果を
報告する。
【方法】倫理委員会の承認を得た救急医療機関において、2013 年 12 月から 2014 年 2 月までの 3 か月間に深部体温 35 度以
下を示す低体温症例について、前もって配布したデータシートに元好き疫学調査を実施した。【成績】128 施設から、705 例の登録
があり、男性：女性＝ 370：315、平均年齢は 70 歳代であった。発生場所は屋内：屋外＝ 517:165、病態としてエネルギー摂取不足、
エネルギー利用障害、外的環境の各症例数は 121、102、458 であった。寒冷暴露の原因として疾患 258、外因 181、うち外傷 45（う
ち交通事故 8）、酩酊 30、薬物中毒 29（自殺企図含む）、溺水 11、遭難 7 など、不明 117 であった。疾患では感染症 53、脳血管障害
52、低血糖 51 などであった。家族同居が 55%、独居 31%、住所不定 1%、また生活保護が 9% に見られた。日常生活動作は自立
58%、要介助 26%、全介助 7% であった。CPAOA は 72 あり、後遺症なく退院 357、後遺症あり退院 161、死亡 51 であった。
（症例
数についてはすべて不明を除いた）【考察】高齢化、孤立化の進行により、既往歴のある高齢者が、周囲の見守りなく低温環境で
長く過ごしてしまい低体温症に陥る症例が多く、後遺症率、死亡率も高い。【結論】熱中症と同様に、生活環境と原疾患の適切な
コントロールにより予防可能な病態と考えられる。

AW1-2

閉鎖式導尿バッグの空気による流出を阻害する要因について

東京都立多摩総合医療センター

看護部

東川 恵利子、星 英輝、佐藤 英樹、勝 博史
【目的】 閉鎖式導尿バッグの管内に存在する空気の位置によって、管内の圧がどのように変化するかを調査する。
【方法】研究方法：
1. 閉鎖式導尿バッグの管が水平の場合と臨床で管理されている状態に近い管にたわみがある場合の 2 つの状態で調査した。2. 尿の
代用として生食を使用し、管にたわみがある場合の膀胱側とバッグ側の生食を流さない状態と流した状態の圧を測定した。3. 空気
の位置により管内の圧がどのように変化するかを検証した。 本研究は、器具を使用した実験研究であり、生体によるデータ収集
はないため、倫理的な問題は生じることはない。【成績】1. 管が水平で生食で満たした管内に空気を注入し生食を流した結果、膀
胱側もバッグ側も圧は 0mmHg であった。2. たわみがあり膀胱側に空気がある場合、生食を流した状態の平均圧力は、膀胱側
－ 15.30mmHg、バッグ側－ 26.93mmHg であった。3. たわみがありバッグ側に空気がある場合、生食を流した状態の平均圧力は、
膀胱側
－ 34.83mmHg、バッグ側－ 25.73mmHg であった。 【考察】1. 管が水平の場合、流体に働く力は横向きであり、空気
の浮力は上向きのため水平方向の抵抗なりにくく、流れを阻害する力とならなかったと考える。2. 膀胱側に空気がある場合、流体
の流れる方向と相反する向きに空気の浮力が働くことで流れる流体の抵抗となり、生食の流出を阻害する要因となり得ることが考
えられる。3. 空気がバッグ側にある場合、流れる方向と同じ方向に空気の浮力が働くため、浮力が尿の流出を阻害する要因とは考
えられにくい。
【結論】1. 水平の状態では、空気の存在にかかわらず、膀胱側もバッグ側も管内の圧は同じであり、空気による流
体の圧力損失に影響を及ぼさなかった。2. 管にたわみがあり空気の浮力と尿の流れが相反する位置に空気がある場合、尿の流出阻
害要因になり得ることが示唆される。
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AW1-3

心拍変動を用いた向精神薬中毒重症度評価

東京医科大学

救急・災害医学分野

藤川 翼、河井 健太郎、佐々木 博一、鈴木 智哉、東 一成、河井 知子、内田 康太郎、太田 祥一、三島 史朗、行岡 哲男
【目的】自律神経の活動評価が、向精神薬中毒症例における意識障害の継続時間の指標として有用か否かを評価する。
【対象】救急
隊現場到着時 JCS2 桁以上で当救命救急センターに搬送された向精神薬中毒症例を対象とした。自律神経評価のため、昇圧剤投与
例、不整脈例、降圧剤内服例を除外した。【方法】病着後から自律神経の評価を施行した。心拍変動を測定し解析にはフーリエ解
析を用いた。LF/HF を交感神経の指標、HF 成分を副交感神経活動の指標とした。24 時間以内に歩行可能となった群（A 群）
、24
時間以降の群（B 群）、コントロール群（C 群）に分け比較した。
【結果】A 群 14 例、B 群 15 例、C 群 10 例、意識状態改善までの時
間は A・B 群それぞれ 13.9 ± 5.9 時間（mean ± SD）、63.5 ± 15.0 時間であった。平均年齢、推定服薬量、来院時 GCS、収縮期血圧
は A、B 群に有意差は認めなかった。LF/HF は 3 群間で有意差は認めなかったが、HF は 3 群間で有意差を認めた。【結語】副交換
神経機能の指標の低下は抗精神病薬中毒症例の覚醒までの評価に有用であった。

AW1-4

熱中症の冷却法・冷却時間と予後の関連について

昭和大学

医学部

救急医学講座

神田 潤、三宅 康史、中村 俊介、有賀 徹
【目的】熱中症における冷却法には補液のみ（補液）、体内冷却（体内）
、体外冷却（体外）とその併用（併用）があり、各々の冷
却法と予後の関係を検討する。
【方法】日本救急医学会が 2006 年から 2012 年に実施した Heat Stroke STUDY（合計 5353 症例）のデータを用いた。深部体温 38 度
以上の症例（803 症例）において、熱中症重症度スコア、冷却法（補液、体内、体外、併用）
、38 度までの冷却時間、予後（生存・
後遺症の有無）の関連について、分割表検定（カイ 2 乗検定・Fisher 直接検定）
・t 検定を用いて検討した。
【結果】38 度以上の症例に限定しても、熱中症重症度スコアは 4 点以上で予後が有意に悪化していた。冷却法について、体外、併
用の 2 群で予後が有意に良かったが、2 群間では予後と冷却時間に有意な差は認めなかった。予後良好群（99 ± 173min）では悪化
群（116 ± 187min）に対して、冷却時間が 60 分以内の症例が有意に多かったが、平均値については両群で有意な差は認めなかった。
【結論】熱中症では、速やかな冷却が予後の改善に有用であると推定される。冷却法について、体外冷却単独もしくは体内冷却と
の併用の双方が同等に有用だと考えられる。調査全体における深部体温の報告が少なく、今後も継続した調査の必要性が示唆され
た。

－ 385 －

優秀演題 2

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

AW2-1

出血性ショック後蘇生の急性腎障害における IL-10 のアポトーシスとオートファジーの影響について

近畿大学

医学部

救急医学

第 4 会場

救命救急センター

村尾 佳則、濱口 満英、松島 知秀、植嶋 利文
【はじめに】出血性ショック後の急性腎障害において IL-10 ノックアウトマウスでは尿細管における腎障害が軽減された結果が得ら
れた。また、出血性ショック後の腎障害に Heat Shock Protein 群の発現の関連性を報告した。今回、私どもはアポトーシス関連蛋
白である Caspase-3 とオートファジー関連蛋白である LC-3 がどのように影響を及ぼしたかを検討した。【方法】wild type の
C57BL6/J マウスと IL-10 ノックアウトマウスを用い、全身麻酔下に左大腿動脈に PE10 のカテーテルを挿入し、ヘパリン 100U/kg
を投与後脱血し血圧を 40 ± 5mmHg に 60 分保つモデルを作製した。蘇生液として脱血血液の 2 倍量のラクテートリンゲル液と脱
血血液を作成し、無処置の Control 群間での 2、4、24、48 時間後の Caspase-3,LC-3 の発現を DAB 染色を行い検討した。【結果】
Caspase-3 は wild type、ノックアウト群ともに尿細管において、発現は少なかった。LC-3 は wild type に多く発現し、ノックアウ
ト群では発現は抑制されていた。【考察】出血性ショック後の腎尿細管においては、IL-10 が LC-3 の発現を増強する働きがあると
考えられ、オートファジーが関与している可能性が考えられた。

AW2-2

溶血性尿毒症性症候群の病態における補体系レクチン経路活性化の関与

聖マリアンナ医科大学

救急医学、2）ブリガム・アンド・ウィメンズ病院

1）

尾崎 将之

麻酔科

、下澤 信彦 、森澤 健一郎 、柳井 真知 、和田 崇文 、藤谷 茂樹 1）、Gregory Stahl2）、平 泰彦 1）

1,2）

1）

1）

1）

1）

【背景】腸管出血性大腸菌感染に伴う溶血性尿毒症性症候群（STEC-HUS）の病態は依然解明されていない。しかしながら補体 C5
に対する抗体であるエクリズマブが STEC-HUS に対し奏功した症例が報告されており、その病態に補体活性化が関与しているこ
とが推察される（N Engl J Med. 2011;364:2561-2563）
。我々は補体系の中でも特にレクチン経路がその病態に関与すると考え、マ
ウスを用いて STEC-HUS の病態における MBL の役割について研究を行った。【方法】ヒトのレクチン経路を再現するため、野生
型マウスのマンノース結合レクチン（MBL）をノックアウトし、ヒトの MBL（MBL2）をノックインしたマウスが作成されてい
る（Am J Pathol. 2015;185:347-55）。このマウスに志賀毒素を腹腔内投与（125pg/g）し、4 日後に腎機能マーカー測定、糸球体濾
過量（GFR）測定、腎臓組織の採取をおこなった。また MBL2 に対するモノクローナル抗体 3F8 を前投与したマウスに対し志賀毒
素投与を行い、同様に腎機能及び腎組織の評価を行った。【結果】志賀毒素投与マウスでは血清クレアチニン値及びシスタチン C
値の上昇と、GFR の低下を示した。腎の組織学的所見として、HE 染色では近位尿細管の脱落、抗フィブリン抗体を用いた免疫染
色では糸球体へのフィブリン沈着を認めた。MBL2 に対するモノクローナル抗体 3F8 の前投与によりこの STEC-HUS 疾患モデル
における腎機能マーカー値上昇、GFR 低下、腎病理異常所見はいずれも改善を示した。
【考察】本研究では STEC-HUS 重症化には
補体系レクチン経路の活性化が関与していることが動物モデルにおいて示された。補体レクチン経路は凝固系を活性化することが
知られており、微小血栓の発生に関与している可能性がある。また、MBL2 をノックインしたマウスにおいて MBL2 の阻害が志賀
毒素による腎機能障害の重症化を軽減することが示された。今後 3F8 が STEC-HUS の治療にに応用される可能性が示唆された。
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AW2-3

下行大動脈血流 VTI 比測定による体肺動脈短絡術後の急性期肺血流量評価

兵庫県立こども病院

心臓血管外科

長谷川 智巳、大嶋 義博、田中 敏克、圓尾 文子、佐藤 有美、祖父江 俊樹
【目的】 チアノーゼ性心疾患に対する体肺動脈短絡手術では、術後急性期に肺血流過多による systemic low output に陥ることがあ

る。グラフトのサイズや経路の選択などによって至適な肺血流量の確保に努めるが、術後急性期には手術侵襲や人工心肺の影響に
よる換気不良などから、肺血流の過多を推定することは困難であることが多い。今回、体肺動脈短絡術後の急性期肺血流量評価の
【方法】 2010 年 4 月から 2014 年 8 月ま
ため、心エコーによる下行大動脈血流 VTI 比（dAo-BFR）測定の有用性に関して検討した。
でに当院で施行された体肺動脈短絡術 73 例（Norwood 手術を除く）のうち、術後心エコーにて dAo-BFR を測定した 53 例を対象
として後方視的検討を行った。dAo-BFR は、経胸壁心エコーによる横隔膜レベルでの下行大動脈パルスドプラーから、収縮期順
【結果】 dAo-BFR は、術直後 0.50 ± 0.15, 術後 1 日目 0.56 ± 0.12, 2
行性血流に対する拡張期逆行性血流の VTI 比として計測した。
日目 0.55 ± 0.14, 7 日目 0.45 ± 0.11。dAo-BFR ＞ 0.8 を 6 例に認め、うち 4 例が肺血流過多による systemic low output となり、絞扼（3
例）やクリップ（1 例）によるシャント血流量調整を要した。これら高肺血流性イベントが発生する dAo-BFR の cutoff 値を 0.8 と
すると、感度 100％、特異度 97.1％であり、シャント血流量、SpO2、血中乳酸値、base excess と比して、感度・特異度ともに有意
【結
に良好であった。また、多変量解析にて dAo-BFR ＞ 0.8 のみが高肺血流性イベントの有意なリスク因子となった（P ＜ 0.0001）。
論】 経胸壁心エコーによるパルスドプラーを用いた dAo-BFR 測定は、低侵襲かつ簡便にベッドサイドで繰り返し行うことができ、
体肺動脈短絡術の術後急性期肺血流量の評価法として有用である。dAo-BFR ＞ 0.8 は高い感度・特異性を持って高肺血流性イベン
トを予測し、事前のシャント血流量調整を行うための有効な判断指標となり得ると考えられた。

AW2-4

Sonoclot を用いた血液凝固管理が人工心肺下開心術の周術期輸血量に及ぼす影響

北見赤十字病院

1）

麻酔科、2）札幌医科大学

医学部

麻酔科、3）市立釧路総合病院

汲田 翔 、川口 亮一 、西原 教晃 、枝長 充隆 、山蔭 道明
1）

2）

3）

2）

麻酔科

2）

汲田 翔、川口亮一、西原教晃、枝長充隆、山蔭道明北見赤十字病院麻酔科札幌医科大学医学部麻酔科学講座【背景】心臓手術で
は人工心肺による血液凝固能障害が懸念されるが、止血のための輸血製剤投与に関する明確な指標はない。Sonoclot は、フィブリ
ン形成能を評価できる Point-of-care モニタリング機器であり、新鮮凍結血漿（FFP）の投与指標に活用できる可能性がある。今回、
人工心肺下開心術を対象に、Sonoclot 使用症例と非使用症例の輸血量について後ろ向き検討を行った。
【方法】過去 1 年間の人工
心肺下開心術のうち 40 歳以上の患者を対象とし、Sonoclot 使用群（S 群、n=18）と非使用群（Cont 群、n=18）に分けた。人工心
肺離脱後の FFP 投与基準は、S 群では Sonoclot のフィブリン形成能指標である clot rate が、Cont 群では麻酔科医および心臓外科
医の臨床的判断が用いられた。術中の赤血球濃厚液（RBC）および濃厚血小板（PC）の投与基準、術後の輸血・凝固管理基準は
両群共通であった。術中の輸血量と出血量、および術後 18 時間以内の出血量と輸血量を両群で比較した。統計学的検討には
MannーWhitney の U 検定を用い、p ＜ 0.05 を有意とした。【結果】両群の患者背景、手術因子、術前血算・凝固能（Hb、血小板、
PT-INR、APTT、フィブリノゲン）に有意差は認めなかった。S 群の術中 FFP 投与量（2［0.25-4］単位）は Cont 群（6［4-8］単位）
と比較し、有意に少なかった（p ＜ 0.001）。また、S 群の術中 RBC 投与量（0［0-2］単位）は Cont 群（2［0.5-5.5］単位）と比較し、
有意に少なかった（p ＜ 0.05）。術中の出血量、術後の輸血量、出血量、および血算・凝固能は両群で有意差を認めなかった。
【結語】
心臓手術における Sonoclot の使用は、有害事象を認めることなく人工心肺離脱後の輸血量を減少させることが示された。
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優秀演題 3

AW3-1

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 6 会場

日本語版 CAM-ICU フローシートが最も推奨される ICU せん妄評価ツールである

学校法人鉄蕉館

亀田医療大学

成人看護学

古賀 雄二、宮崎 俊一郎
【目的】代表的な ICU せん妄評価ツールである日本語版 CAM-ICU 、日本語版 CAM-ICU フローシート、日本語版 ICDSC の 3 ツー
ルのいずれが最も推奨されるツールかを検証する。【方法】精神科医が評価する DSM-IV-TR をせん妄診断基準として 3 ツールの妥
当性・信頼性を検証後、患者への評価負担を比較する。妥当性検証は精神科医群の DSM-IV-TR、リサーチナース（RNs）群とスタッ
フナース（SNs）群の 3 ツールの評価結果から感度・特異度を算出した。ICDSC はカットオフ値の検討も行った。信頼性検証は 3 ツー
ルごとに RNs-SNs 間の評価の一致度をκ係数で算出した。また、ツールの特性を考慮し、ICDSC についてはレトロスペクティブ
な使用方法に限定した調査を行った。所属機関研究倫理委員会の承認（H24-46-2）を得て、国内 2 カ所の大学病院 ICU で調査した。
【結果】対象者数 82 名、年齢（mean ± SD）68.5 ± 10.3 歳、RASS-0.33 ± 2.5 であり、11 名（11.8%）は挿管管理中であった。精神
科医（DSM-IV-TR）判定は 18 名（22.0%）がせん妄で、不活発型せん妄 17 名（94.4％）
、活発型せん妄 1 名（5.5%）であった。
CAM-ICU は RNs と SNs それぞれの感度が 83％と 78％、特異度が 95％と 97％、一致度κ＝ 0.85 であった。CAM-ICU フローシート
は感度が 78％と 78%、特異度が 95% と 97％、一致度κ＝ 0.81 であった。CAM-ICU と CAM-ICU フローシートの結果の一致度は、
κ＝ 0.96～1.0（p ＜ 0.001）と高度であった。また、CAM-ICU フローシートは CAM-ICU と比べて、所見 2 で 12.2～29.7%、所見 4
で 95.1～97.6% の評価回数低減が可能であった。ICDSC はカットオフ値を 3 点とした場合、感度が 66.7％と 72.2％、特異度が 78.1％
と 71.9％、一致度κ＝ 0.55 であった。
【結論】日本語版 CAM-ICU と日本語版 CAM-ICU フローシートおよび日本語版 ICDSC の 3 ツー
ルは基準関連妥当性と評価者間信頼性が示された ICU せん妄評価ツールである。3 ツール中で最も推奨されるツールは、日本語版
CAM-ICU フローシートである。

AW3-2

手術後せん妄発症と手術前後での関連因子の検討

群馬県立心臓血管センター
群馬県立心臓血管センター

1）

3）

リハビリテーション課、2）群馬県立心臓血管センター
循環器内科

心臓血管外科、

山下 遊平 1）、生須 義久 1）、高柳 麻由美 1）、満山 兼一郎 1）、長谷川 豊 2）、江連 雅彦 2）、金子 達夫 2）、大島 茂 3）
【背景】高齢化に伴い，心疾患有病率は増加し心臓血管外科手術を施行する患者も増加し，ICU 関連症候群や手術後せん妄といっ
た合併症が問題となる．手術後せん妄の発症要因は多岐に渡り，多因子に対応した多角的なアプローチを実践することがせん妄の
発症率を減少させると報告されている．一方で手術後せん妄において手術前からせん妄発症因子を検討した報告が少ない．【目的】
本研究では，手術後せん妄発症の手術前後でせん妄を発症する因子の検討を行った．【対象・方法】平成 26 年 9 月から平成 27 年 4
月までに当院にて待機的に心臓血管外科手術を施行した患者 88 名（平均年齢 65 ± 12 才，男 60 名）を対象とした．手術前に精神機
能について HADS（Hospital Anxiety and Depression Scale）
，ADL については BI（Barthel Index）
，認知機能については MMSE
（Mini-Mental State Examination）を使用して評価をおこなった．手術後には経口挿管抜管後 7 日目までの期間でせん妄について
CAM-ICU（Confusion Assessment Method for the ICU）
，手術経過における水分の出入量変化について経時的に調査した．CAMICU にて陽性と判断された群をせん妄群，その他を非せん妄群として 2 群間で，各指標の比較検討を行った．統計処理には Mann
Whitney U test を用いた．【結果】手術後せん妄は 11 名（12.5%）に認めた．また，せん妄群では非せん妄群と比較して抑うつが
高く（p=0.003）
，認知機能が低く（p=0.031），手術後に除水量が少なかった（p=0.03）
．その他の項目では統計学上の有意な差は
認めなかったが，年齢が高く，BI が低い傾向にあった．【まとめ】手術後せん妄は，手術前の認知精神機能に影響を受けており年
齢や ADL 能力とも関連している可能性が示唆された．手術後より早期にリハビリテーションを行うことに加え，手術前より認知
精神機能や ADL 能力の改善を目的としたリハビリテーションを行い手術に備える必要が示唆された．
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AW3-3

全身炎症の早期における情動変化の解析～全身炎症モデルラットの扁桃体ドパミンの動態～

名古屋大学

1）

医学部

市川 崇 、西脇 公敏
1）

附属病院

麻酔科、2）名古屋大学大学院

医学系研究科

麻酔・蘇生医学

2）

【目的】 敗血症は感染症を原因とする全身炎症反応症候群であり、脳を含めた様々な臓器に障害を引き起こす。敗血症性脳症
（SAE:sepsis-associated encephalopathy）は他の臓器障害よりも早期に起こりやすく、その臨床症状の中心はせん妄である。せん
妄の発生要因には情動の易変動性が関与し、情動反応の処理は、扁桃体が主要な役割を担うことが知られている。しかし、全身炎
症の早期における情動変化のメカニズムは明らかになっていない。本研究の目的は、全身炎症を引き起こしたラットの扁桃体ドパ
ミンの動態を調査し、SAE の病態の一端を明らかにすることである。【方法】 SD 系雄ラットに LPS（10 mg/kg, 20 mg/kg）を 1
回腹腔内に投与し、全身炎症モデルを作成した。LPS 投与後、予め全身麻酔下にて扁桃体に埋め込んだ probe とマイクロダイアラ
イスシステムを接続し、同部位でのドパミン量を経時的に測定した。またオープンフィールド試験にてラットの活動性を評価した。
【結果】 扁桃体ドパミンの放出量は、LPS20 mg/kg 投与群において、投与直後より著しく増加し、120 分後にピークに達した。そ
の後、いったん減少したが、180 分後に再び有意な増加がみられ、緩やかに減少した。一方、対照群および 10 mg/kg 投与群では
ドパミン放出量の増加を認めなかった。オープンフィールド試験では、LPS 投与群（20 mg/kg）において対照群と比較して投与
直後から有意に活動性が低下し、180 分後には全く活動しなくなった。【結論】 ラット扁桃体において、全身炎症の早期からドパ
ミン放出量が増加し、ラットの活動性が低下することが明らかになった。SAE の早期における情動の易変動性には、扁桃体ドパ
ミンの動態が関与している可能性がある。

AW3-4

くも膜下出血後の Goal Directed Therapy

東京女子医科大学東医療センター 救急医療科、2）山口大学 医学部
日本医科大学 医学部 高度救命救急センター、5）東京医科歯科大学

1）
4）

脳神経外科、3）長崎大学
医学部 脳神経外科

医学部

脳神経外科、

磯谷 栄二 1）、米田 浩 2）、堀江 信貴 3）、横堀 將司 4）、小幡 佳輝 5）
［背景］くも膜下出血後の循環管理としては、triple H 療法が有名であるが、現在に至るまでこの治療法の検証は行われていない。
［目的］多施設共同前向きコホート研究である SAH PiCCO study は、2009 年 10 月に始まり 2012 年 4 月に終了し、現在その成果が
英文雑誌上で紹介されている。SAH PiCCO study によって明らかとなったくも膜下出血後の循環動態に基づく新たな Goal
Directed Therapy を提唱する。［方法］破裂脳動脈瘤の止血術後に、PiCCO plus モニタリング下に循環動態管理を行った。患者基
本情報以外に、PiCCO plus モニタリングで得られる指標について検討を行った。これらのデータは、SAH PiCCO データバンクに
登録された。［結果］本多施設共同研究には、9 施設から計 204 例の登録が行われた。59％の患者には triple H 療法が施行され、
35％の患者に遅発性脳虚血（delayed cerebral ischemia; DCI）が発症した。Triple H 療法施行群、非施行群間で、DCI の発症率に
有意差はなかった（Tagami T. et al. Neurocrit Care 2014）
。DCI 発症の危険因子を検索したところ、低心臓拡張末期容量（Global
End-diastolic Volume Index; GEDI）、高末梢血管抵抗係数（Systemic Vascular Resistance Index; SVRI）
、低心拍出量係数（Cardiac
Index; CI） で あ っ た（Yoneda H. et al. Stroke 2013）
。GEDI を 822ml/m2 以 上 に 保 つ こ と で、DCI の 発 症 率 は 有 意 に 減 少 し、
GEDI を 921ml/m2 以下に保つことで、肺水腫の発症率は有意に減少した（Tagami T. et al. Crit Care Med 2014）
。
［結語］以上の
結果から、我々は triple H 療法に代わる新たな goal directed therapy として、くも膜下出血後には GEDI を 822ml/m2 以上 921ml/
m2 以下に保つことで、DCI の発症を抑制するとともに、肺水腫の合併を低下させることができると提唱する。
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優秀演題 4

AW4-1

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 2 会場

本邦における重症急性膵炎の原因別における患者背景および予後の検討：多施設後方視的観察研究結果

武蔵野赤十字病院

1）

救命救急科、2）慶應義塾大学

消化器内科、3）自治医大さいたま医療センター

岸原 悠貴 、堀部 昌靖 、讃井 將満 、安田 英人 、本澤 大志 、三浪 陽介 、東 秀律
1）

2）

3）

1）

1）

1）

麻酔集中治療部

1）

【背景】急性膵炎には様々な原因が知られており、他国では重症急性膵炎の原因と年齢との関係が研究されているが、本邦ではそ
の原因別の死亡率や重症度は定かではない。
【目的】重症急性膵炎の原因と死亡率や重症度との関係を検討する。【対象】2009 年 1
月から 2013 年 12 月までに、本邦 18 施設の救命救急センターに入室した 1159 例の重症急性膵炎症例【方法】重症急性膵炎の原因別
（胆石性 n=241、アルコール性 n=456、ERCP 後 n=110、高 TG 性 n=26、特発性 n=240、その他 n ＝ 86）に分類し、死亡率や重症度、
APACHE2 score 及び厚生労働省急性膵炎予後因子などとの関係を検討した。
【結果】原因別は胆石性 71（62-79）
、アルコール性
49（40-61）、ERCP 後 70.5（57.8-78）、高 TG 性 38（30-44.5）
、特発性 68.5（51.3-77）
、その他 64（48.3-74.3）であった。APACHE2
score/ 厚生労働省急性膵炎予後因子は、胆石性 12（8-18）/3（2-4）
、アルコール性 11（6-17）/3（1-5）
、ERCP 後 11（8-17）/2（1-4）、
高 TG 性 12（7-18）/5（3-5）、特発性 16（19-13）/3（2-5）
、その他 13（9-22）/3（1-4）であり、それぞれ有意差を認めた（p=0.0009、
p=0.0013）。病院死亡率は胆石性 14.1%、アルコール性 8.1%、ERCP 後 17.3%、高 TG 性 7.7%、特発性 16.7%、その他 20.9% であり、
有意差を認めた。
（p=0.0012）。
【結語】 本邦における重症急性膵炎の原因と年齢との相関を認めず、これはすでに他国（中国、ヨー
ロッパ）で示された結果と同様であった。また、APACH2score と厚生労働省急性膵炎予後因子の間と、原因別の病院死亡率に関
して有意な差を認めた。

AW4-2

Sepsis-induced cardiomyopthy における可逆性心筋虚血の関与

東北大学病院

1）

循環器内科、2）東北大学病院

鈴木 秀明 、工藤 大介 、久志本 成樹
1）

2）

高度救命救急センター

2）

背景：敗血症の急性期には、可逆的な心機能低下である sespsis-induced cardiomyopathy（SIC）を合併し、SIC 合併例では予後が
悪いことが報告されている。しかし、その病態は明らかではない。方法：左室収縮不全を合併した敗血症性ショック患者 6 名（66.0
± 6.6 歳 , 男／女 4／2 名 , 左室駆出率＜ 50%）を対象とした。書面による同意を得て、急性期（診断後 3 － 8 日）及び慢性期（診断
後 27 － 90 日）に 99mTc-MIBI SPECT を撮影し、取り込み率（%）により心筋血流を評価した。1 名の患者では、123I-MIBG SPECT
及び 18F-FDG PET を用いて心臓交感神経、糖代謝についても評価した。結果：左室駆出率、及び心筋血流は、慢性期と比べ急性
期で有意な低下を認めた（左室駆出率 , 急性期 , 34.2 ± 2.4 vs. 慢性期 , 63.0 ± 2.8%, P=0.0004; 心筋血流 , 急性期 , 68.6 ± 2.4 vs. 慢性期 ,
74.3 ± 1.4%, P=0.027）。1 名の患者では、心筋血流の低下に一致して、糖代謝の亢進、交感神経分布の低下を急性期で認め、慢性
期には回復した（図）。結語：SIC の病態には可逆性心筋血流低下が関与する可能性がある。
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AW4-3

プレセプシン（可溶性 CD14）は小児敗血症において細菌感染症に特異的とは言えない

日本大学医学部

救急医学系

救急集中治療医学分野

平林 茉莉奈、澤田 奈美、伊原 慎吾、堀 智志、山口 順子、小豆畑 丈夫、木下 浩作
【目的】近年敗血症に特異性の高いバイオマーカーとして、プレセプシンが報告された。成人救急医学分野では、救急外来受診時
のプレセプシン値が敗血症患者の予後予測因子として有用である可能性が示唆されている。小児重症患者は、ウイルス感染による
敗血症様症状を呈し、細菌感染症との鑑別に苦慮する症例をたびたび経験する。しかし、小児敗血症に対するプレセプシンの有用
性に関する報告は少なく、我々はプレセプシンが小児敗血症において、入院時に細菌感染症とウイルス感染症を鑑別出来るかにつ
いて検討した。
【方法】期間は 2014 年 6 月から 2015 年 7 月の 1 年間とした。対象は、当 ICU に入院した 16 歳未満の小児で、ICU 入
院時に敗血症が疑われた症例とした。方法は診療録を後方視的に検討した。ICU 入院初日に測定したプレセプシンのカットオフ値
は基準値の 500pg/ml とした。また、血液培養陽性もしくは各種感染臓器の培養陽性の場合に、細菌感染症による敗血症とした。
予後予測因子として、小児予測死亡率（PIM2:Pediatric index of mortality）を適用した。
【結果】対象症例は 19 例であった。プレ
セプシン陽性例は 5 例で、平均値は 725pg/ml（最小値 609 pg/ml、最大値 918 pg/ml）であった。そのうち、細菌感染症による敗
血症と診断出来た症例はなかった。PIM-2 の平均値（最小値、最大値）は、プレセプシン陽性例は 20.8%（2.6%、56.8%）、プレセ
プシン陰性例は 7.4%（0.8%、46.5%）であった。【考察】プレセプシン陽性症例において、全例で細菌感染症は認めなかった。プ
レセプシンは小児敗血症症状を呈する患者に対し、細菌感染症に特異的とは言えず、ウイルス感染症との鑑別は出来ないと考えら
れる。しかし、プレセプシン陽性例は予測死亡率が高く、予後予測因子に成りうる事が示唆された。

AW4-4

重症敗血症に対するストレス潰瘍予防の効果

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学、2）自治医科大学、3）東京医科歯科大学

1）

笹渕 裕介 1）、松居 宏樹 1）、Alan Lefor2）、伏見 清秀 3）、康永 秀生 1）
【目的】Surviving Sepsis Campaign Guidelines において、出血リスクのある重症敗血症患者に対するストレス潰瘍予防が推奨され
ているが、重症敗血症患者での出血予防の効果を調べた研究はない。一方、ヒスタミン H2 レセプター阻害薬やプロトンポンプイ
ンヒビターによるストレス潰瘍予防は肺炎や Clostridium difficile 腸炎を増やすと報告されている。この研究の目的は重症敗血症患
者に対するストレス潰瘍予防の効果を検討することである。【方法】厚生労働科学研究 DPC データ調査研究班データベースを利用
して 2010 年 7 月から 2013 年 3 月の期間 526 病院に重症敗血症で入院した 70,862 名を対象とした。傾向スコアによってそれぞれ
17,239 人の入院 2 日以内にストレス潰瘍予防を投与された患者と投与されなかった患者とをマッチングした。
【結果】マッチング
を行った群で比較すると、ストレス潰瘍予防を受けた患者は受けなかった患者と比較して 30 日以内の消化管出血が減少（0.4% vs.
0.6%, p=0.019）したが、30 日以内の死亡は差がなかった（16.4% vs. 16.2% p=0.715）。一方ストレス潰瘍予防を受けた患者は受け
なかった患者と比較して入院後肺炎が増加（4.0% vs. 3.3%, p=0.001）したが、Clostridium difficile 腸炎の罹患は差がなかった（1.4%
vs. 1.3%, p=0.346）
。【結論】重症敗血症患者におけるストレス潰瘍予防による消化管出血のリスク低減効果はごくわずかであるこ
と、肺炎のリスクが増加することから、出血リスクのない患者におけるルーチンでのストレス潰瘍予防の必要性は乏しいと考えら
れる。
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優秀演題 5

AW5-1

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

院外心停止患者の蘇生努力の医学的無益性の量的判断における初期波形の重要性

東京大学大学院医学系研究科

1）

福田 龍将

第 4 会場

救急医学、2）東京大学医学部附属病院

、大橋 奈尾子 、松原 全宏 、土井 研人 、橘田 要一

1,2）

1）

2）

2）

救急部・集中治療部

、中島 勧 2）、矢作 直樹 1,2）

1,2）

【背景】院外心停止で観察される初期波形の多くは Non-shockable rhythm である。Non-shockable rhythm は、
「目撃なし」や
「Bystander CPR なし」と同様に、転帰不良と関連していると考えられている。しかしながら、初期波形ごとの詳細な転帰の検討
は行なわれていない。【目的】本研究は、目撃も Bystander CPR もない Non-shockable rhythm の院外心停止における、初期波形
と神経学的転帰の関係を検討することを目的とした。
【方法】総務省消防庁の救急蘇生統計データを用いて、2005 年 1 月から 2010
年 12 月に日本で発生した成人の目撃も Bystander CPR もない Non-shockable rhythm の院外心停止患者 213,984 人について検討し
た全国規模集団ベース後ろ向きコホート研究で、主要評価項目は心停止から 1ヶ月後の神経学的転帰とした。
【結果】対象は
213,984 人（ 男 性 59.1 ％, 平 均 年 齢 72.0 ± 16.7 歳 ） で、Pulseless Electrical Activity（PEA） は 31,179 人（14.6 ％）
、Asystole は
182,805 人（85.4％）であった。心停止後 1ヶ月の神経学的転帰は PEA 群で良好であった（1.4％ vs. 0.2％, p ＜ 0.0001）
。交絡要因（年
齢、性別、心停止の原因、エピネフリン投与の有無、高度気道確保の有無、救急要請から患者接触までの時間、暦年）調整後も、
PEA は良好な神経学的転帰と関連があった（adjusted OR 7.86; 95％CI 6.81-9.07）
。年齢によるサブグループ（18-64, 65-84, ≧ 85 歳）
解析では、PEA では≧ 85 歳の患者群でさえ神経学的転帰良好な生存者の割合は 1％以上であったのに対して、Asystole では全て
の年齢層で 1％未満であった。【結論】院外心停止の治療において、PEA と Asystole は Non-shockable rhythm として同様に扱われ
ることが多いが、量的医学的無益性の観点からは明確に区別されるべきである。

AW5-2

非高齢者や非心原性心停止では即時の心肺蘇生は迅速な通報より優先されるべきかもしれない

金沢大学、2）石川県立中央病院、3）金沢大学附属病院救命センター

1）

稲葉 英夫 1,3）、明星 康裕 2）、太田 圭亮 2）、後藤 由和 1）、前田 哲生 1,3）、船田 晃 1,3）
【目的】迅速な通報または心肺蘇生の院外心停止の予後に対する効果を比較する。【方法】2005 から 2012 年の間に我が国で記録さ
れた 952,288 件の院外心停止のうち、41,734 件は市民により目撃され、病院前の医師の関与がなく搬送され、バイスタンダーによ
る自発的な心肺蘇生を受けていた。これらの心停止から、以下の 3 群の心停止を抽出した。Immediate Call+CPR : 即時の心肺蘇
生と迅速な通報（N=10,195、目撃後 1 分以内に心肺蘇生または通報、心肺蘇生と通報の時間差は 1 分以内）、immediate Call-first:
迅速な通報優先（N=1820、目撃後 1 分以内に通報、心肺蘇生は通報後 2～4 分）
、immediate CPR-first: 即時の心肺蘇生優先（N=5446、
目撃後 1 分以内に心肺蘇生開始、通報は開始後 2～4 分）
。機能良好 1ヶ月生存を 3 群で比較、心停止原因（心原性 / 非心原性）、年齢、
バイスタンダー（家族 / その他）との交互作用を検討後、各サブグループで予後を Call-first 群と CPR-first 群で比較した。
【成績】
Call+CPR、Call-first、CPR-first の各群の全体での生存率は、それぞれ 11.5、12.4、11.5% であり、有意な差はなかった。各サブグ
ループで単変量で有意であった因子を含めた多変量解析を行った結果、CPR-first 群は Call-first 群よりも、非心原性心停止におい
て 2.01（95%CI: 1.39-2.98）倍、非高齢者において 1.38（1.09-1.76）倍、機能良好 1ヶ月生存を改善することが判明した。
【結論】通
報の大きな遅れをもたらさない心肺蘇生優先の一次救命処置行動が、十分な技術を有する一人のバイスタンダーが非高齢者ならび
に非心原性の心停止を目撃した場合には推奨される。
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AW5-3

小児患者を対象とする Rapid response system の長期的効果

静岡県立こども病院

1）

小児集中治療科、2）静岡県立こども病院

MET 部会

川崎 達也 、関根 裕司 、唐木 克二 、諏訪 まゆみ 、塩崎 麻那子 2）、稲員 恵美 2）、金沢 貴保 1）、菊地 斉 1）、伊藤 雄介 1）
1）

2）

2）

2）

【背景・目的】入院患者に発生する予期せぬ心停止や予期せぬ死亡などの重大な有害事象を減らす方策として、近年 Rapid
response system（以下 RRS）が注目されている。小児患者を対象とした RRS の有用性については評価が定まっておらず、わが国
では広く普及するには至っていないが、当院では 2009 年 9 月に全国に先駆けて RRS を導入し 5 年余にわたって運営してきた。今回、
当院における小児 RRS の長期的効果を検討した。
【方法】2007 年 4 月から 2015 年 3 月までの院内死亡率、予期せぬ病棟心停止の発生率、および PICU 入室症例の転帰の RRS 導入前
後（前 2007 年 4 月から 2009 年 3 月；後 2010 年 4 月から 2015 年 3 月）の変化、および全期間における経年的変化を後方視的に比較し
た。
【結果】RRS 導入以降の総起動件数は 156 件、起動頻度は 1,000 入院あたり 5.6 件、1,000 入院日数あたり 0.36 件であった。RRS 対象
外である新生児病棟患者を除き、1,000 入院あたりの院内死亡率は RRS 導入前 8.18 より導入後 5.30 へと有意に低下した（p ＜ 0.01）。
院内死亡率の低下は経年的傾向としても有意であった（p ＜ 0.05）。一方、病棟での予期せぬ心停止の発生率は、RRS 導入前 1,000
入院あたり 0.88 件、導入後 1.09 件と変化を認めなかった。病棟からの PICU 入室患者の死亡率は RRS 導入前後で 11.5% から 2.1% に
まで有意に低下しており（p ＜ 0.001）、PIM2 予測死亡率で調整した標準化死亡比（以下 SMR）も 1.09 から 0.26 へ有意に低下して
いた（p ＜ 0.0001）。なお、対照として、同期間に院外から PICU に入室した患者の死亡率、SMR とも変化を認めなかった。これら
の入院経路別の PICU 入室患者の SMR の変化は経年的傾向としても同様であった。
【結論】小児患者を対象とした RRS 導入に伴い、院内死亡率が減少した。この効果は重症化しつつある入院患者に対する早期介入
が促されたためと考えられた。

AW5-4

小児の中心静脈穿刺のアウトカム；超音波ガイドとランドマーク法の比較；システマティック・レビュー

京都府立医科大学 麻酔科学、2）京都医療センター
京都府立医科大学附属病院 集中治療部

1）
3）

救命救急センター／救命救急科、

細川 康二 1）、志馬 伸朗 2）、橋本 悟 3）
【背景】小児の中心静脈穿刺失敗率を、超音波ガイドと体表解剖等を利用するランドマーク法とで比較した場合、過去のランダム
化比較試験（RCT）を集めたシステマティック・レビューでは有意差が示されない。代表的な合併症である動脈誤穿刺率に関し
ても同様である。しかし、小児対象の観察研究結果からこの 2 法で成功率や合併症発生率が同等とは考えにくい。【目的】超音波
ガイドの有用性を示すこと、示されない場合はその理由を導くこと。
【方法】関連する用語を用いて PubMed を電子検索して得ら
れたリストから、上記 2 法を比較した観察研究および RCT の中で、穿刺成功率か動脈誤穿刺率をアウトカムに含むものを選択した。
抽出した数値を用いて、ランダム効果法によるメタ解析を行い、オッズ比を推定した。【結果】15 の研究（観察研究 , 6; RCT, 9）
から得たアウトカムをメタ解析に用いた。穿刺失敗率は、超音波ガイド群がランドマーク法群に比して有意に低かった（OR, 0.20
［0.07-0.61］, p ＜ 0.01）。動脈誤穿刺率も、超音波ガイドで有意に低かった（OR, 0.35［0.18-0.70］, p ＜ 0.01）
。サブグループ解析で、
ランドマーク法での失敗率が低い研究サブグループでは、穿刺成功率に 2 法の間で有意差が認められなかった。
【考察】観察研究
と RCT の結果を集計した本研究から、小児の中心静脈穿刺に、超音波ガイドはランドマーク法に比して患者利益を増やしそうだ。
ただし、ランドマーク法での失敗が少ない（たとえば、経験の豊富な施行者が行う）状況では、超音波ガイドが失敗率を減らさな
い可能性がある。
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O1-1

気道・呼吸・呼吸管理①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 2 会場

Identifying Patients at Risk for Respiratory Depression

University of Hawaii、2）Respiratory Motion, Inc.、3）West Virginia University、
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School

1）
4）

Daniel Eversole2）、Voscopoulos C1）、Eamon Fleming2）、Diane Ladd3）、Ed George4）
Introduction: Opioid-induced respiratory depression（OIRD）and post-operative apnea（POA）are difficult to predict after
surgery. Pre-existing obstructive sleep apnea（OSA）diagnosis has been associated with post-operative respiratory
complications. However non-invasive respiratory volume monitoring（RVM）of minute ventilation（MV）, tidal volume and
respiratory rate may be a better predictor of post-operative OIRD and apnea.Methods: Digital respiratory traces were collected
from patients undergoing elective surgery. “Predicted” MV（MV PRED）and “Percent Predicted”（MV/MV PREDx100%）were
calculated. Patients with MV ＜ 80%MV PRED prior to opioid were classified as “At Risk” and patients with MV ＜ 40% MV PRED（＞
2 minutes）post-opioid were classified as “Un-Safe” and experiencing OIRD. Results: 21/176 patients had OSA and 6/21 had
POA. 38/176 patients showed POA but 32 of those did not have OSA. OSA had sensitivity 16% for predicting POA; specificity
89%, positive predictive value（PPV）21%, negative predictive value（NPV）78%. 93/176 patients received opioids; 19/93
showed OIRD. OSA was only 5 % sensitive in predicting OIRD; specificity 88%, PPV 10%, NPV 79%. “At-Risk”（MV ＜ 80%MV
PRED）status pre-opioid predicted OIRD with 95% sensitivity; specificity 74%, PPV 49%, NPV 98%. Conclusions: OSA diagnosis is
a poor predictor of apnea and of OIRD. RVM MV prior to opioid administration was a sensitive predictor of “Un-Safe” MV postopioid. RVM can identify and quantify respiratory compromise in the PACU, ICU, or GHF that can contribute to pain
management protocols.

O1-2

Risk Stratification Using a Respiratory Volume Monitor

University of Hawaii、2）University of Texas Southwestern Medical School、
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School、4）Respiratory Motion, Inc.

1）
3）

Daniel Eversole4）、Christopher Voscopoulos1）、Kimberly Theos1）、H.A. Tillmann Hein2）、Edward George3）
Background: Late detection of respiratory depression（RD）in non-intubated patients compromises patient safety. Decline in
minute ventilation（MV）is the earliest sign of RD. A non-invasive Respiratory Volume Monitor（RVM）provides MV
measurements enabling clinicians to PREDict & quantify respiratory compromise. The purpose was to determine if stratifying
based on MV on PACU arrival could identify patients at higher risk for RD.Methods: RVM & opioid administration data from
PACU patients following joint-replacement surgery were collected. “ PREDicted” MV（MV PRED）& “Percent PREDicted”
（MVMEASURED /MVPRED x100%）were calculated. Prior to opioid administration, patients were classified as either “Not-AtRisk”（MV ＞ 80% MVPRED）or “At-Risk”（MV ＜ 80% MVPRED）. “Low MV” was defined as MV ＜ 40% MVPRED. We compared the
incidences of Low MV following a single opioid dose, POA, & Low MV at discharge.Results: 74/150 PACU patients received
opioids. By 15 mins after opioid administration, 32%（24/74）developed Low MV. The risk-stratification identified 22/24
patients（92% sensitivity）. Only 46% of them had POA & the majority had Low MV without POA. At discharge, 29/150
patients had Low MV & those receiving opioids were 50% more likely to display Low MV（23% vs. 16%）.Conclusions: RVM
can detect patients at-risk for opioid-induced RD and/or experiencing POA. Implementing these findings could optimize higher
acuity care to at-risk patients. Monitoring of MV can guide opioid-dosing regimens & increase patient safety across the
continuum of care.

O1-3

当院 ICU における挿管チューブの自己抜管症例の検討

岡山赤十字病院

麻酔科

大岩 雅彦、角谷 隆史、石川 友規、三枝 秀幸、石井 瑞恵、佐藤 幸子、岩崎 衣津、奥 格、福島 臣啓、時岡 宏明
【背景】挿管チューブの自己抜管は一定の頻度で起こるとされている。自己抜管は、計画抜管より再挿管率が高く、再挿管に至っ
た症例は院内死亡率、合併症頻度が上昇すると言われている。しかし、自己抜管の再挿管率、予後に関する系統的な報告はみない。
当院 ICU における自己抜管に関して検討した。
【方法】平成 25 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの 2 年間の自己抜管症例を対象とした。自己抜管後に酸素マスクで経過をみ
る事ができた群（M 群）と再挿管に至った群（R 群）の 2 群に分けた。再挿管率、合併症頻度、予後について検討した。
【結果】人工呼吸を行った症例は 590 例で、自己抜管をした症例は 41 例（7%）であった。そのうち、入室 24 時間以内に自己抜管
をした 8 例を除いた 33 例を対象とした。対象の平均年齢は 65.7 歳、男性 24 例、女性 9 例であった。自己抜管症例の再挿管率は 48%
であった。M 群（17 例 /33 例）と R 群（16 例 /33 例）で比較を行った。M 群では合併症は起こっておらず、死亡例も認めなかった。
R 群では 5 例（31%）で自己抜管後に誤嚥性肺炎や循環の変動の合併症を認めた。また R 群で 3 例（19%）が死亡した。M 群と R 群
で、患者背景、抜管前の PaO2/FIO2 比、PaCO2 値、呼吸数等に有意な差はなかった。
【考察・結語】人工呼吸患者の予期しない自己抜管は一定の頻度で起こる事は避ける事ができない。当院での計画抜管における再
挿管率は 7% であるのに対して、自己抜管における再挿管率は 48% と高かった。また、再挿管された症例は 5 例（31%）で合併症
を認め、3 例が院内死亡した。自己抜管の頻度は計画抜管の時期と鎮静方法等に関係するが、当院での自己抜管の頻度が許容でき
るか否かの判断は明らかでない。しかし、再挿管された例は予後が悪化する可能性がある事から、自己抜管時の再挿管の判断はで
きるだけ速やかに行い、自己抜管に関連した合併症を防ぐ事が必要である。

－ 394 －

O1-4

小児集中治療室における事故抜管に関連する因子

国立成育医療研究センター

集中治療科

渡辺 太郎、松本 正太朗、西村 奈穂、中川 聡
【背景】小児の集中治療の質を向上するうえで事故抜管（以下 UE）を防ぐことは重要である。UE は気道の合併症、循環動態の悪
化を招き、挿管期間の延長、呼吸器関連肺炎、死亡など悪い転帰と関連する。小児において危険因子としては年齢、挿管チューブ
の種類、鎮静度、計画抜管に向けた Weaning 中などが知られている。また当院では UE を減らすべく経鼻挿管による管理を積極的
に行っているが、その有効性に関する報告は少ない。【目的】当院における UE の現状を把握し、経鼻挿管の有効性とともに関連
する因子を明らかにする。【対象】2012 年 4 月から 2015 年 3 月までの 3 年間に国立成育医療研究センターの集中治療室（ICU）に入
室した 16 歳未満の挿管症例。【方法】症例対照研究。UE のあった症例を UE 群とし、UE のなかった症例を PE 群とした。UE 群 1
症例に対して 4 症例を年齢と時期を合わせて PE 群からランダムに選択した群を Control 群とした。【結果】挿管症例 1,106 例（総挿
管期間 8,682 日）のうち UE は 26 症例（0.30 UE／100 挿管日数）だった。UE 群と PE 群の単変量ロジスティック回帰分析では、1
歳未満（オッズ比 3.51, 95% 信頼区間 1.46-8.42）が UE と相関した。UE 群と Control 群の条件付き単変量ロジスティック回帰分析は
挿管期間（1.04, 1.01-1.07）、入室期間（1.04, 1.02-1.07）
、挿管困難例（3.42, 1.08-10.8）
、経鼻挿管（0.135, 0.0414-0.44）
、VAP（7.31,
1.81-29.5）が UE と相関した。それぞれの因子をステップワイズ法による多変量ロジスティック回帰分析した結果、入室期間（1.04,
1.02-1.07）と経鼻挿管（0.143, 0.05-0.43）が相関した。【結語】事故抜管は 1 歳未満の症例に多く、入室期間の延長という転帰に関
連し、経鼻挿管は事故抜管を防ぐうえで有効である可能性が示唆された。

O1-5

咳嗽時の腹腔内圧上昇によって計測される咳嗽強度は再挿管を予測しうるか

東京ベイ・浦安市川医療センター

集中治療科、2）聖マリアンナ医科大学

1）

片岡 惇 、岡本 賢太郎
1）

、川口 剛史

1,2）

、内藤 貴基 、藤谷 茂樹

1,2）

1）

救急医学

、則末 泰博 1）

1,2）

【背景】自発呼吸トライアル（SBT）成功例であっても、抜管後喀痰排出困難により再挿管される患者は珍しくない。そのため抜
管時は、呼吸状態の改善確認とともに、咳嗽ができることを確認する必要がある。咳嗽の強度は理論的には腹腔内圧の一過性上昇
能力と正の関係があるとされるが、これまで過去に咳嗽時の腹腔内圧と抜管の関係を調べた研究はない。本研究では SBT 成功後
の患者の咳嗽強度を咳嗽時の腹腔内圧の上昇という客観的指標で測定し、咳嗽時の腹腔内圧が低いことが再挿管率と関連するかを
調べた。
【方法】当院 ICU に入院し、挿管・人工呼吸管理をされていて SBT をクリアした患者を対象に、前向き観察研究を行った。
抜管直前にベースラインおよび自発および誘発咳嗽時の膀胱内圧を測定した。膀胱内圧の測定は当科レジデントが行い、再挿管を
判断する指導医には結果はブラインドされた。アウトカムは抜管失敗とし、抜管失敗は抜管後 72 時間以内に再挿管となったこと
と定義した。
【結果】2015 年 4 月から 7 月までに当院 ICU に入院した 78 名を対象患者とした。抜管成功群が 70 名、抜管失敗群が 8
名（10%）であった。年齢、挿管期間、抜管前の酸素化や Rapid Shallow Breathing Index については両群間で差は認めなかったが、
APACHE2 スコアは抜管失敗例で有意に高かった（p=0.048）。抜管失敗例の咳嗽時腹腔内圧上昇は抜管成功例と比べ低い傾向で
あったはが、統計学的に有意ではなかった（23.0 ± 20.4cmH2O vs 37.5 ± 22.7cmH2O, p=0.095, OR=0.963 95%CI=0.921-1.007）。咳
嗽時腹腔内圧上昇が 20cmH2O 以下であることをカットオフとすると、有意に抜管失敗を予測できた（p=0.041）。【結語】咳嗽時
の腹腔内圧上昇は再挿管を予測しうる。最終的な結論にはさらなる症例集積が必要である。

O1-6

当院 ICU における抜管後再挿管症例の検討

滋賀医科大学
滋賀医科大学

1）
3）

医学部付属病院
医学部付属病院

救急集中治療部、2）滋賀医科大学
麻酔科

医学部付属病院

救急集中治療医学講座、

藤井 恵美 1）、宮武 秀光 1）、清水 淳次 1）、今宿 康彦 3）、山根 晢信 1）、辻田 靖之 1）、田畑 貴久 2）、高橋 完 1）、江口 豊 2）
【背景】人工呼吸器装着時間は患者予後に関連する独立した危険因子の一つである。しかし抜管を急ぎ再挿管となれば長期人工呼
吸の合併症を悪化させ、さらには死亡率の上昇を招くと報告されている。今回我々は抜管後再挿管に至った症例に対し、再挿管と
なる危険因子につき検討を行った。
【対象と方法】当院 ICU に入室した成人患者のうち 2013 年 4 月から 2015 年 7 月の間に抜管を試みた症例を対象とした。全例で抜管
前に SBT 成功、カフリークテスト陰性を確認している。抜管後 48 時間以内に再挿管となった症例を再挿管群とし、抜管成功群と
再挿管群を年齢、性別、抜管直前ステロイド使用、入室時 SOFA、APACHE、挿管期間、抜管時 P/F 比、RSBI、抜管時 SIRS ス
コア、血液検査（血算・凝固・生化学）、抜管前日の IN/OUT にて比較検討を行った。
【結果】対象症例は 261 例で、そのうち再挿管となったのは 12 症例（再挿管率 4.5%）であった。年齢、性別、入室時 SOFA、入
室時 APACHE を含め、患者背景に統計学的有意差を認めなかった。抜管時の指標にて 2 群を比較したところ、挿管期間が有意に
長く（1.00 日 vs 4.50 日 ; p=0.005）、RSBI 値が有意に高かった（42.5 vs 63.0; p=0.034）
。交絡因子として抜管時 P/F 比、RSBI 値、挿
管期間、前日の INOUT、抜管当日の CRP 値、抜管当日の白血球数を加えた強制投入法によるロジスティック回帰分析を行ったと
ころ、抜管当日の白血球数のみが有意となった（odds ratio, 1.17; 95%CI, 1.030-1.337、p=0.016）。
【考察】今回の検討では、再挿管の危険因子といわれている呼吸評価の指標に対し多変量解析を行ったが、いずれも有意とはならず、
抜管当日の白血球数に対してのみ有意差が認められた。白血球数は炎症や感染における迅速な指標の一つであり、他の指標では捉
えきれていない何らかの炎症が、抜管時における分泌物増加や気道の浮腫などを誘発し、再挿管の原因となっている可能性がある
と考えられた。
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口演 2

O2-1

気道・呼吸・呼吸管理②

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 2 会場

人工呼吸療法に関する疫学研究

日本医科大学千葉北総病院

1）

齋藤 伸行 、讃井 將満
1）

救命救急センター、2）自治医科大学さいたま医療センター

集中治療部

2）

背景：人工呼吸器に発展により様々な換気モードが使用されるようになった。しかし、患者の重症度やタイミングによって、モー
ドの選択は様々であり、さらに施設ごとで異なっている。本邦では現時点で人工呼吸療法に関する疫学調査はなく、施設間の使用
モードや離脱までのプロセスの違いについては不明である。そこで、我々は本邦における人工呼吸療法の実践を調査することを目
的に 1 日横断的研究を計画した。方法：倫理員会により承認を受けた集中治療室および救命救急センターにおいて、特定した 1 日
に人工呼吸療法を実施している患者すべてを対象として以下の項目を調査する。調査項目：施設の特徴、患者背景、人工呼吸器設
定、換気状態、使用薬剤（鎮静薬・鎮痛薬など）、合併症予防策など。研究によるインパクト：本邦における標準的な人工呼吸療
法の実践が把握でき、さらに国際的比較も可能となる。本研究は、日本集中治療医学会 CTG の承認を受け、昨年の本学会で中間
報告を行った。現在、全国の 41 施設 46ICU が参加し、平成 27 年 9 月 30 日に研究終了予定である。最終報告を本学会で行う予定で
ある。

O2-2

従量式換気と従圧式換気はどのように選択されているか

新潟大学医歯学総合病院

高次救命災害治療センター

本田 博之、上村 夏生、鈴木 友康、青木 信将、新田 正和、本多 忠幸、遠藤 裕
【目的】新しい人工呼吸様式の効果を検討する際、比較対象として選択された従来の人工呼吸器の設定が実状を正確に反映してい
るかどうかが問題となりうる。そこで、従来の換気様式として設定されることの多い従量式換気（Volume-controlled ventilation;
VCV）と従圧式換気（Pressure-controlled ventilation; PCV）がどのように選択されているのかを明らかにすることにした。
【方法】
当施設は 10 床の Open ICU で、集中治療担当医が 24 時間常駐して各科主治医と協力して診療にあたっている。人工呼吸器の設定
に関するプロトコルは無い。2014 年 11 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日までに ICU に入室して人工呼吸管理を受けた 18 歳以上の患者を
対象とし、入室直後の人工呼吸器の設定で VCV もしくは PCV が選択されたものを抽出した。入室 48 時間以内の積極的治療辞退例、
ICU 在室中に死亡した症例は除外した。
【結果】VCV は 107 人、PCV は 90 人で選択されていた。VCV 群と PCV 群を比較したところ、
PCV 群は APACHEII スコアと SOFA スコアが高く、人工呼吸管理期間と ICU 在室日数が長かった。また、PCV 群は初期設定にお
ける換気パラメータにおいて最高気道内圧が低く PEEP が高かったが、一回換気量には差が無かった。予定術後入室患者と緊急入
室患者に分けて解析してもほぼ同様の結果が得られた。
【考察】一回換気量を適切に調節しようとした場合、重症例では VCV より
PCV の方が低い最高気道内圧と高い PEEP を達成しやすいのかもしれない。
【結語】重症度によって換気様式の選択には差が存在
した。臨床研究を計画したり結果を反映させたりする際に、このような差も考慮に入れるべきである。

O2-3

間質性肺炎急性増悪例の人工呼吸器設定についての検討

東京医科歯科大学
東京医科歯科大学

1）
2）

大学院医歯学総合研究科
大学院医歯学総合研究科

生体集中管理学、
統合呼吸器病学

若林 健二 1）、足立 裕史 1）、立石 知也 2）、稲瀬 直彦 2）、中沢 弘一 1）
【背景】間質性肺炎急性増悪（IPAE）は予後不良の病態で、best supportive care（BSC）にとどまる症例も散見される。一方で
免疫抑制剤や PMX 吸着療法を併用した、積極的治療を行う際の呼吸管理法に関しては統一した見解がない。今回我々は ICU 入室
した IPAE 症例の呼吸管理における特徴を検討した。
【方法】2008 年～2015 年の IPAE 延べ 50 例に関して、診療録を参照し
て検討を行った。酸素投与もしくは人工呼吸器設定については、入室
治療開始後最初の血液ガス採取時のものを記録した。
【結果と考察】気管挿管例は 54%、NPPV もしくはネーザルハイフロー
（HFNC）を使用した例は 24% であった（表 1）。挿管例では高い気道内
圧の使用を避けた結果として高い FiO2、hypercapnia の傾向を認め、ま
た ICU 滞在日数は長期化していた。NPPV と HFNC 施行例における高
い ICU 退室率は、比較的軽症、もしくは BSC として挿管を希望しなかっ
た症例が多いためと考えられた。
【結語】IPAE の重症症例における挿管管理では permissive hypercapnia
を念頭に置いた、低めの気道内圧で呼吸管理を行う傾向が認められた。
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O2-4

小児 ARDS 患者に対する HFOV 使用例の検討

国立成育医療研究センター病院

集中治療科

芳賀 大樹、井手 健太郎、西村 奈緒、中川 聡
【背景 / 目的】小児 ARDS に対する high-frequency oscillatory ventilation（HFOV）の適応は定まっていない。HFOV は持続的で
高い胸腔内圧から酸素化改善に寄与する反面、循環障害を来すリスクがある。HFOV が有効ではない症例の識別から適応を探る。
【方法】2010-2014 年に当 PICU に入室した小児 ARDS 症例のうち HFOV を使用した症例を後方視的に検討。チアノーゼ性心疾患の
症例は除外。患者背景および HFOV 導入前から導入後 24 時間までの呼吸器条件、酸素化 / 換気能、循環の各指標を記録し、生存 /
死亡例を比較検討した。【結果】対象は 36 例。全例 HFOV 導入前に conventional mechanical ventilation を使用。以下平均（±標
準偏差）で記載。導入時の患者背景は、月齢 37.9（± 50.9）
、体重 11.9kg（± 9.3）
、男児 11 例（30.6%）
、PaO2/FiO2（P/F）124（±
49.3）、Oxygenation Index（OI）16.7（± 8.2）、PELOD score 16.9（± 9.0）
、Catecholamine Index（CAI）12.2（± 23.5）
、死亡率
は 38.9%（14/36 例）であった。傷病内訳は pulmonary ARDS14 例、extra pulmonary ARDS 22 例であった。生存 / 死亡例の比較
では、背景に差なし。Δ CAI-12h（12 時間値と導入時の差）が死亡をよく識別し（曲線下面積 0.81 ± 0.161）、カットオフ値をΔ
CAI 5 上昇と設定すると、死亡に関して感度 100%、特異度 54.5%、また生存曲線にて優位差（p=0.0001）を得た。同様にΔ P/
F-24h、Δ pCO2-6h も死亡と相関を認めた。【結語】予後予測として以前から報告ある酸素化の指標以外に、循環 / 換気の指標が有
用であるとの結果を得た。Δ CAI-12h 5 以上の上昇は死亡予測として有用なツールとなるかもしれない。

O2-5

小児における NIV-NAVA（Non-Invasive Ventilation with Neurally Adjusted Ventilatory Assist）の有用性

長野県立こども病院

総合周産期母子医療センター

新生児科

小田 新、中村 友彦、山口 由美
NAVA は横隔膜電気的活動（diaphragm electrical activity; Edi）を用いて人工呼吸を調節する新しい人工呼吸モードである。Edi
によって、呼吸開始のタイミングだけでなく、供給圧、吸気時間が患者自身によって規定され、患者－呼吸器間の同期性が大幅に
改善する。NPPV として NAVA の技術を応用したものが NIV-NAVA と呼ばれている。NPPV のうち、CPAP・DPAP・SiPAP に
は基本的に同期性がなく、BIPAP は小児、特に新生児ではリークによって同期が困難であった。ところが NIV-NAVA はリークの
多少に関わらず、Edi によって呼吸器が圧を供給するため同期性が改善し、理想的な NPPV となりうる。当院では NIV-NAVA の
使用症例を蓄積しつつあるので報告する。
2015 年 8 月現在で合計 5 例に使用した。症例 1、2、3 は超低出生体重児の再挿管症例に用いた。3 例とも修正 30 週ころに抜管し、
DPAP・SiPAP を用いたが、酸素化不良により再挿管となり、NIV-NAVA を用いて再び抜管し、成功した。症例 4 は完全大血管転
位で、Jatene 術後に心不全・ECMO 管理となり、1 か月間以上の長期人工呼吸管理からの離脱が進まなかったが、NAVA と NIVNAVA を用いて離脱できた。症例 5 は右気管支食道起始症、総肺静脈還流異常症の児で、右肺摘出術後、抜管はできたが気管軟化
症のため DPAP 依存状態となった。啼泣に伴い軟化症からの Spell 症状がみられたが、NIV-NAVA 装着後、安静を保てるようにな
り、Spell が見られなくなった。
NIV-NAVA は、酸素化が安定し、呼吸筋の廃用萎縮からの回復を促し、快適性が増して安静度が向上していた。いずれも患者と
人工呼吸器との同期性が改善していることが大きく影響していると考えられた。
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口演 3

気道・呼吸・呼吸管理③

O3-1

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 3 会場

顕微鏡的多発血管炎によるびまん性肺胞出血は急性心不全より CT 値が高い

日本赤十字社

和歌山医療センター

集中治療部

小谷 祐樹、辻本 登志英、亀井 純、山田 裕樹、千代 孝夫
【背景】びまん性肺胞出血（diffuse alveolar hemorrhage: DAH）は典型的には両側びまん性浸潤影を呈し、急性心不全（AHF）
と鑑別困難である。DAH の原因になる顕微鏡的多発血管炎（MPA）は、肺病変のみで発症し、血痰を伴わない例もあり診断が遅
れやすい。診断には気管支肺胞洗浄が重要で、CT で DAH を疑えれば、速やかに気管支肺胞洗浄へ進める。DAH は AHF より血
液成分を多く含む分、CT 値が高いと推測される。【目的】MPA による DAH の浸潤影が、AHF の浸潤影より CT 値が高いか検証
する。
【方法】＜対象＞（1）2010 年 4 月から 2015 年 7 月に当院救急外来から入院した MPA による DAH 症例と、2015 年 1 月から
2015 年 7 月に当院救急外来から集中治療室に入室した AHF 症例のうち、（2）来院時の単純 CT で両側浸潤影を呈したもの。＜ CT
値の測定方法＞浸潤影内で、25mm2 の矩形で 1 回測定。＜他の調査項目＞年齢、性別、血痰の有無、慢性腎臓病の有無、ヘモグ
ロビン値、血清クレアチニン値、急性腎障害の有無、胸水の有無。＜解析＞連続変数は Mann-Whitney の U 検定、名義変数はカイ
二乗検定で行い、JMP11（SAS Institute Inc., Cary, NC, USA）を使用した。
【結果】DAH は 8 例、AHF は 13 例。CT 値は DAH で
高値だった（中央値 42.9HU vs -101.4HU、p=0.0002）。また DAH の方が、年齢が高く（79 歳 vs 70 歳、p=0.015）、ヘモグロビン値
が低く（7.3g/dL vs 10.7g/dL、p=0.017）、急性腎障害が多く（6/8 例 vs 2/13 例、p=0.006）
、胸水が少なかった（4/8 例 vs 13/13 例、
p=0.005）
。
【結論】浸潤影の CT 値を用いて、MPA による DAH と AHF は鑑別しえる。また CT 値が高い場合、MPA による DAH
を疑い、気管支肺胞洗浄を検討すべきである。

O3-2

CT 画像と比較した Electrical Impedance Tomography による ARDS 肺の評価

山形大学

医学部

1）

救急医学講座、2）山形大学

医学部

麻酔科学講座

小野寺 悠 、松浦 優 、百瀬 望 、森谷 真知佳 、鈴木 博人 2）、岡田 真行 2）、中根 正樹 1,2）、川前 金幸 2）
1）

2）

2）

2）

はじめに：ARDS 患者を同じ人工呼吸条件とし CT と EIT を順に施行し、肺における含気状態と換気状態を比較検討した。対象と
方法：PSV（PEEP 20、PS 5 cmH2O）で人工呼吸中の 78 歳男性。P/F 100、自発呼吸は、VT 300ml、RR 30 回 / 分。CT 室で同じ
条件で人工呼吸を行いながら CT を撮影し、続いて EIT の測定を行った。EIT は乳頭から 4cm 頭側及び 2cm 尾側の 2 カ所で測定し
た。EIT の画像を左右、腹側・背側の 4 領域に分割し全体を 100％としたときのそれぞれの領域が占める割合と同領域の肺の CT 値
から推測される肺の状態と比較した。結果：頭側の CT のスライスではほぼ全域にわたってすりガラス影が広がっていた。右腹側、
背側、左腹側、背側の順に EIT で換気を占める割合（％）
：CT 値（Hounsfield Unit；HU）はそれぞれ 24：-374 、15：-367 、39：
-406 、18：-466 であった。尾側の CT スライスではすりガラス影は斑状に散在していた。EIT で換気を占める割合：CT 値はそれ
ぞれ 15：-469 、27：-378 、28：-608 、22：-325 であった。考察：CT 値 -500 HU 以上の含気が悪い領域でも換気が行われており頭
側のスライスの所見では腹側優位に換気が行われていた。同領域での換気は tidal recruitment を生じている可能性が高く、腹側
でより強いストレスを受けていると考えられた。また、尾側のスライスにおける左腹側の領域では CT 値が -500 HU 以下であり含
気が比較的良い領域であったが、EIT においては他の領域と同程度しか換気が行われていないことが明らかとなった。結語：
ARDS 症例の肺を CT と EIT で同時に評価した結果、動的含気領域、静的含気領域、動的無気肺領域、静的無気肺領域の存在が明
らかとなり、EIT の情報だけでは背側に存在する動的無気肺領域（tidal recruitment）の判別が困難であった。

O3-3

ECMO 使用患者における予後因子としての赤血球分布幅

広島大学大学院

救急医学

大下 慎一郎、木田 佳子、京 道人、島谷 竜俊、鳥越 勇佑、鈴木 慶、山賀 聡之、岩崎 泰昌、廣橋 伸之、志馬 伸朗
【背景】赤血球分布幅（RDW）は赤血球径の多様性を示す指標であり，赤血球膜の不安定性や赤血球産生・半減期に影響を与える
炎症の存在を示す．RDW は，種々の呼吸器・循環器疾患の予後因子であることが報告されている．
【目的】ECMO を使用して加療した急性呼吸不全患者における，予後因子としての RDW の有用性を評価する．
【方法】対象は，2005 年～2015 年に当院 ICU へ入院した急性呼吸不全患者のうち，ECMO を使用して加療し 14 日以上生存した患
者 36 名．臨床背景，RDW 初期値・経時的変化と予後との相関を解析した．
【結果】対象は男女比 27:9，平均年齢 62 ± 2 才，追跡期間 185 ± 51 日，ECMO 使用期間 17 ± 2 日．ECMO 生存離脱は 25 名（69%）だっ
たが，その後 9 名（25%）は死亡した．死亡予測 ROC 曲線の AUC は，入室時 RDW, 0.440; 7 日目 RDW, 0.633; 14 日目 RDW, 0.833
であった．死亡例は生存例に比べ，RDW の経時的上昇率が高度であった（p=0.037）．RDW のカットオフ値を 17% とすると，14
日目 RDW 高値群は低値群に比べ，ECMO 生存離脱率が低値（p=0.006）
，ICU 在室期間が長期（p=0.005）
，全生存率が低値（p ＜ 0.0001）
だった．14 日目 RDW 高値，BMI 高値は，APACHE II・ECMO 使用期間で補正した多変量解析で，独立した予後不良因子であっ
た（RDW, HR, 1.59; 95%CI, 1.23-2.05; p=0.0004; BMI, HR, 1.19; 95%CI, 1.07-1.33; p=0.0018）. 14 日以上 ECMO を使用した患者（n=16）
のサブ解析でも，14 日目 RDW と BMI は独立した予後因子であった．
【結語】14 日目 RDW 高値は，ECMO で治療した急性呼吸不全患者における予後因子となる可能性がある．
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O3-4

iPS 細胞から 2 型肺胞上皮細胞への分化誘導

岡山大学病院

麻酔科蘇生科、2）岡山大学病院

1）

林 真雄 、神崎 浩孝 、松岡 義和 、森松 博史
1）

2）

1）

薬剤部

1）

【はじめに】近年 iPS 細胞から様々な細胞を分化させそれを再生医療として応用しようという試みがなされている。すでに心筋細胞、
神経細胞、肝細胞等はその分化の過程が広く研究されている。我々は iPS 細胞から、より迅速で安価に 2 型肺胞上皮細胞を分化さ
せる方法を模索しており、iPS 細胞から 2 型肺胞上皮細胞を分化させることに成功したので報告する。
【方法】マウス iPS 細胞
（miPSC、（理研 BRC、茨木、日本））を ESGRO 2i medium（Merck Millipore, MA, USA）にて feederless 培養した後、IMDM,
Ham’s F12, Ultra pure BSA, L-Glutamine, N2supplement, B27 supplement（Thermo fisher scientific, MA, USA）, Ascorbic acid
（Sigma-aldrich, MO, USA） を 混 合 し た 培 地（Differentiation medium, DM） を 基 本 の 培 地 と し て、 そ れ に Activin A, 物 質 A,
Fibroblast growth factor 2（FGF2）, Fibroblast growth factor 10（FGF 10）, Wnt3a（R&D systems, MN, USA）, 物 質 B
（Sigma-aldrich, MO, USA） などの分化誘導物質を添加して様々な条件で培養し比較検討した。2 型肺胞上皮細胞に分化している
かどうかは Surfactant protein C（SFTPC）をマーカーとして RT-PCR により判定した。
【結果】SFTPC が確認されたのは Activin
A を添加し（DM+Activin A）、24 時間培養した後 DM+ 物質 A+ 物質 B にて 24 時間培養。その後 DM+Fibroblast growth factor 2
（DM+FGF2）にて 7～13 日培養したもののみであった。また、物質 A+ 物質 B で培養しなかった場合は同じ期間培養しても
SFTPC が確認できなかった。（物質 A、物質 B は特許に関係する可能性があるため明らかにせず。）【考察】2 型肺胞上皮細胞への
分化誘導には物質 A と物質 B の存在が非常に重要であると考えられた。

O3-5

n-3 不飽和多価脂肪酸は LPS 刺激による HMVEC － L 血管内皮モデル血管透過性を有意に減少させる

兵庫医科大学救急・災害医学講座、2）神戸大学大学院保健学研究科病態代謝学

1）

尾迫 貴章 1）、坂田 寛之 1）、山田 太平 1）、山下 勇人 2）、石川 倫子 2）、宇佐美 眞 2）、中尾 篤典 1）、小谷 穣治 1）
【目的】敗血症に続発する急性呼吸窮迫症候群の本態は、惹起される肺毛細血管透過性亢進による白血球遊走および肺水腫にある。
n-3 不飽和多価脂肪酸（以下 n-3 PUFAs）、特にドコサヘキサエン酸（以下 DHA）やエイコサペンタエン酸（以下 EPA）は好中球
浸潤を減弱せしめ、また細胞間密着結合再構築を通して血管内皮の血管透過性亢進を抑止することで、LPS 誘発急性肺傷害を軽減
させるとされている。しかし、血管透過性制御因子と n-3 PUFAs の関連性についての報告はない。今回我々は、n-3 PUFAs は肺
毛細血管内皮細胞における LPS 誘発透過性亢進を軽減させるとの仮説を立て、肺毛細血管透過性に対する n-3 PUFAs の効果、お
よび LPS 刺激下における透過性に関係する遺伝子発現を検討することとした。
【方法】fibronectin-coated transwell の apical 面に播
種した HMVEC-L を用いた。細胞は n-3 PUFAs である DHA もしくは EPA にての前処置後に、LPS（1 μ g/mL）投与し急性肺障
害モデルとした。毛細血管透過性は transwell の apical 側から basal 側への FITC 標識アルブミンの移行を測定した。細胞間接着タ
ンパクの mRNA 発現および細胞基質間接着の調節因子はリアルタイム PCR にて測定した。VE-cadherin の発現および分布は免疫
蛍光染色にて評価した。数値は平均±標準偏差にて表し、Tukey-Kramer’s post hoc test にて解析した。p 値＜ 0.05 を以て、統計
学的有意とした。【結果】LPS 刺激下において DHA および EPA は、4 時間後および 8 時間後の HMVEC-L 血管内皮モデル透過性を
有意に減少した。DHA は、IL-6 mRNA 誘導を有意に減弱させ、EPA は H1R-mRNA および IL-6 mRNA 誘導を有意に減弱させた。
DHA および EPA は、VE-cadherine の崩壊を抑制した。
【結語】LPS 刺激下における DHA/EPA の血管透過性、および血管透過性
に関与する遺伝子発現への影響を、HMVEC-L 血管内皮モデルを用い検討した。n-3 PUFAs は、敗血症に続発する急性呼吸窮迫症
候群の重症化を抑制する可能性を秘めている。

O3-6

呼吸音自動解析能を有する新たな電子聴診器の開発

広島大学大学院

1）

救急医学、2）県立広島病院

救急科

山賀 聡之 、大下 慎一郎 、貞森 拓磨 、儀賀 普嗣 2）、岩崎 泰昌 1）、廣橋 伸之 1）、志馬 伸朗 1）
1）

1）

1）

【背景】呼吸音聴診は非侵襲的で簡便性，迅速性に優れ，科学技術が発達した現在においても，肺病態生理の評価に重要な情報を
もたらす．しかし，呼吸音評価は客観性に乏しく，適切な評価には十分なトレーニングが必要である．さらに，国際基準の定義で
は，各呼吸音の周波数に重複がある．このため，より簡便・正確に呼吸音を評価する新技術の開発が必要である．
【目的】呼吸音
自動解析能を有する新たな電子聴診器を開発すること．【方法】呼吸音の解析・可視化を行うタブレット・コンピューターおよび
呼吸音の集音感度を高めた集音マイクを，パイオニア社と共同で開発した．従来の呼吸音解析は，周波数・音長の解析が主体であっ
たが，我々はこれらに加え，副雑音種ごとに固有の周波数構造および発現タイミングに基づいて音の傾向を特徴量化することによ
り，聴診した呼吸音に含まれる副雑音を表現する手法を構築した．呼吸音は健常人・患者 85 名から計 878 音を収集した．3 名の呼
吸器専門医が独立して，正常呼吸音，副雑音（水泡音，捻髪音，笛声音，類鼾音）に分類し，3 名の判定が一致した分類を最終判
定とした．本電子聴診器の解析精度を ROC 解析で評価した．【結果】副雑音の診断力における AUC は，捻髪音 0.936（95%CI
0.918-0.954），水泡音 0.740（0.690-0.789），笛声音 0.743（0.698-0.788）
，類鼾音 0.909（0.884-0.933）であった．ROC から設定した各
副雑音の感度，特異度，正診率は，捻髪音：88％，85％，86％，水泡音：76％，58％，60％，笛声音：69％，72％，71％，類鼾音：
84％，83％，84％であった．【結語】4 つの副雑音の自動解析が可能なシステムを開発した．
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口演 4

O4-1

気道・呼吸・呼吸管理④

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 3 会場

国内初の乳児施設間 ECMO 搬送を行い救命した、百日咳感染に伴う呼吸不全の一例

東京都立小児総合医療センター

1）

救命・集中治療部、2）あいち小児保健医療総合センター

集中治療科

渡邉 伊知郎 、齊藤 修 、居石 崇志 、本村 誠 、中山 祐子 、新津 健裕 、清水 直樹 、池山 貴也 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

【背景】ECMO は小児の重症呼吸不全・循環不全に対する救命の要である。海外では通常の治療では安全に搬送すらできないこれ
ら重症小児患者に対して、ECMO 搬送チームが専門施設への搬送を行うが、わが国ではこの体制は整っていない。今回国内で初
の乳児の施設間 ECMO 搬送を行い、救命に至った一例を経験したため報告する。
【症例】愛知県で生後 2ヶ月の女児が百日咳感染
に伴い呼吸不全を発症。前医で iNO を併用した、HFOV による呼吸管理でも酸素化が維持できず、VV-ECMO が導入された。人
的不足より長期管理継続は困難と判断され、当院へ搬送依頼があった。当院救命救急科・集中治療科医、看護師、臨床工学技士、
および紹介元施設の集中治療科・小児外科医によるチームで、都内当院まで約 340km を陸路で搬送した。搬送中一時的な ECMO
流量の低下、加温水の漏出を認めたが、有意な有害事象なく帰還。入院後 2 日目（ECMO 病日 17）に肺高血圧症が増悪し VAECMO への転換を要したが、ECMO 病日 27 に VV-ECMO へ再転換、ECMO 病日 50 に ECMO 離脱に成功した。当院入院 3ヶ月後
に気管挿管・人工呼吸管理下に、前医へ後送搬送し、最終的には人工呼吸器からの離脱・神経学的に良好な転帰へと繋ぐことがで
きた。【考察】今回の事例発生前、当院では画像検査等の院内 ECMO 搬送や、院内・院外での ECMO トラブルシューティングに
関するシミュレーションへの多職種での参加を通し、ECMO 搬送の事前準備を行った。他施設の協力の下、マネキンを用いた
ECMO 施設間搬送のシミュレーションも行った。その背景にはこれまで搬送が必要と判断された症例の中に、搬送中の心停止や、
搬送自体を断念せざるを得ないといった、御家族および関係した医療者の世の辛酸を嘗める思いをした経験があった。それら救命
困難例には ECMO 搬送によって救命し得た例も多く含まれていると考えられ、今後新たな救命手段としてその安全性と質を高め
て適応を増やしていくことが肝要である。

O4-2

致死的気道閉塞の治療に Veno-Venous Extracorporeal Membrane Oxygenation（VV-ECMO）を使用し救命した一例

日本医科大学付属病院

外科系集中治療科

永本 盛嗣、梅井 菜央、市場 晋吾、杉田 慎二、竹田 晋浩、坂本 篤裕
【緒言】気道閉塞に対する治療は気管再建術、レーザー焼灼、バルーン拡張術、ステント挿入などがあるが、たいていの場合気管
支鏡での閉塞解除が可能である。しかし、大きい腫瘤がある場合、低酸素血症のため気管支鏡が難しいことがある。今回、左主気
管支閉塞に対し Veno-Venous Extracorporeal membrane oxygenation（VV-ECMO）を使用することで安全に気管支鏡での閉塞解
除が可能となった症例を報告する。【症例】70 歳男性。冠動脈バイパス術、ペースメーカー植え込み術の既往がありワルファリン
を内服中。咳嗽・血痰を主訴に他院を受診。心不全の増悪による呼吸不全を疑われ 3 日間人工呼吸管理されたが、呼吸状態が改善
しないために当院へ転院となった。来院時の呼吸状態は FIO2 1.0, PEEP 12cmH20 で pH 7.263, PaO2 50.8mmHg, PaCO2 56.5mmHg,
HCO3- 24.7mmol/L であり、胸部 X 線写真は左肺野全体の透過性低下がみられた。気管支鏡検査では左主気管支を完全に閉塞する
凝血塊があった。胸部 CT では左主気管支に 79 × 67mm の腫瘤影および縦隔リンパ節腫大があり、ワルファリン内服による気管支
粘膜腫瘍からの出血による凝血塊の閉塞を疑った。凝血塊除去を試みるも困難であり、気管支鏡検査中にさらに呼吸状態が悪化し
同条件で pH 7.12, PaO2 47.1mmHg, PaCO2 84.0mmHg, HCO3- 26.2mmol/L まで低下したため、VV-ECMO 導入下で気管支鏡を施行
し凝血塊除去を行う方針とした。VV-ECMO 導入後連日気管支鏡を行い、導入 4 日目に凝血塊を全て除去し気道は開通した。さら
に腫瘍部の生検を行い確定診断に至った。VV-ECMO 導入 5 日目に胸部 X 線写真上左肺野の透過性低下が改善しており、酸素化良
好であったため VV-ECMO を離脱した。
【結語】本症例では VV-ECMO を導入することで、患者を低酸素血症に陥らせず安全に気
管支鏡を行い腫瘍による凝血塊を除去し、確定診断と次の治療へのステップとなる ”Bridge to advanced therapy” が可能となった。

O4-3

気管切開孔用二腔気管支チューブを用いて人工呼吸器離脱に成功した術後有瘻性膿胸例

広島市立広島市民病院

麻酔集中治療科

松本 森作、小林 寛基、青山 文、寺田 統子、武藤 渚、釋谷 和子、鷹取 誠
ICU で分離肺換気を要する病態において二腔気管支チューブ（double lumen tube; DLT）が有用である。人工呼吸器離脱に関して
1 日 1 回鎮静中断（daily interruption of sedation; DIS）が推奨されているが、DLT 使用中の患者の鎮静中断は容易でない。今回、
分離肺換気を要する右肺有瘻性膿胸から ARDS を発症した症例に対し気管切開孔用 DLT を使用し人工呼吸器離脱に成功した例を
経験したので報告する。症例：68 歳男性。右肺癌に対して拡大スリーブ切除術が施行されたが、術後気管支断端瘻から MRSA 膿
胸を発症した。右胸郭開窓術を施行し、連日胸腔内洗浄を行った。開窓術後 7 日目から急速に呼吸不全が進行、肺浸潤影を認め重
症 ARDS と診断した。断端瘻からのリークが継続していたため DLT を挿管し ICU に入室、分離肺換気とした。挿管後はオピオイ
ド主体に鎮静を図るもファイティングを繰り返すため、やむなく筋弛緩薬を併用した。ICU での加療により呼吸状態は改善したた
め呼吸器離脱に向け鎮静薬減量を試みたがチューブ違和感が強く容易に不穏となり、DIS 失敗を繰り返した。断端瘻からのリーク
が続いていたため分離肺換気継続は必要であったが、DLT による呼吸管理では鎮静期間が延長すると考えられた。気管切開によ
る鎮静薬減量の可能性を期待し気管切開孔用 DLT（トラキオパート TM）を外科的に挿入した。翌日 DIS 施行したところ穏やかに
覚醒しその後は少量のオピオイドで RASS-1 程度に管理することが可能であった。入室後 20 日目にリーク消失を確認し、陽圧換気
の必要もなくなったため単孔気管切開チューブに入れ替え、呼吸器離脱に成功した。考察：分離肺換気を必要とする呼吸不全患者
の呼吸器離脱に気管切開孔用 DLT を使用した。鎮静薬の減量が可能となりより早期に呼吸器離脱が可能であったと考えられた。
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O4-4

骨髄移植後に認めた重症呼吸器合併症の 7 例

金沢大学付属病院

集中治療部

小池 康志、蜂谷 聡明、中村 美穂、相良 明宏、関 晃裕、佐藤 康次、越田 嘉尚、野田 透、岡島 正樹、谷口 巧
骨髄移植後の患者における呼吸器合併症は 30～60% に認められると報告されており、感染性肺障害および非感染性肺障害に大別
される。移植後早期は好中球減少をはじめとする免疫不全あるいは免疫抑制薬の投与などの影響により細菌、真菌、ウイルスの感
染性肺障害が多数を占める。一方、非感染性肺障害は診断に難渋することが多く、びまん性肺胞出血や特発性肺炎症候群、閉塞性
細気管支炎などがある。これら各疾患の特異的治療法の有効性を示す報告が散見されるが、一般に治療反応性に乏しく、予後不良
である。 今回、我々は、2007 年から 2015 年までに当院 ICU に入室した骨髄移植後の呼吸器合併症患者 7 例を経験したので、そ
の治療成績および転帰を報告する。年齢は 15～64 歳であり、男性 3 名、女性 4 名であった。ICU 入室時の P/F 比は平均 144.2 であっ
た。7 例中 5 例が化学療法後 nadir の状態であった。7 例中 3 例は肺胞出血、1 例は肺アスペルギルス症が最も疑われ、ほか 3 例は感
染性肺炎が疑われた。確定診断に至った症例は認めなかった。7 例中 5 例で気管挿管を行い、そのうち 2 例は体外式膜型人工肺を
導入した。治療法として全例に対して抗菌薬投与を行い、5 例に対してステロイドパルス療法を施行した。7 例中 4 例で気管支肺胞
洗浄を施行し、そのうち治療方針の決定に有用であったものは 3 例であった。骨髄移植施行後から呼吸器合併症発症までの日数と、
発症しやすい疾患の関連性は認めなかった。呼吸および全身管理に尽力したが、7 例中救命しえた症例は認めなかった。ICU 滞在
期間は平均 8.25 日であった。 骨髄移植後の呼吸器合併症を早期に鑑別する手段として気管支肺胞洗浄は有用となる可能性がある。
しかし、ひとたび発症し人工呼吸器管理を要するほど重症化すると、その予後は極めて不良となるため、重症化する以前に積極的
加療を行うことが必要と考えられる。

O4-5

当院における気道出血 36 症例の検討

国立病院機構災害医療センター

1）

救命救急センター、2）国立病院機構災害医療センター

臨床研究部

井上 和茂 、金村 剛宗 、金子 真由子 、高田 浩明 、神保 一平 、吉岡 早戸 、岡田 一郎 1）、霧生 信明 1）、加藤 宏 1）、
小井土 雄一 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】気道出血は気道閉塞，換気困難や低酸素血症を生じ，分離肺換気（DLV）や体外循環を要する場合もあり，迅速な診
断および適切な呼吸管理が要求される．【方法】2011 年 1 月～2014 年 12 月に当院へ救急搬送された内因性疾患，または外傷症例で
A～D の異常に対し気管挿管を行い，かつ気道出血を認めた症例を対象とした．来院時心肺停止症例は除外した．【結果】36 例が
該当した．死亡例は 8 例あり，呼吸不全が直接死因となったものは 4 例だった．生存群と比較し搬送時間・乳酸値が有意に高値を
示したが，vital sign や動脈血液ガス分析結果には有意差を認めなかった．原因は内因性疾患 : 外傷 =6 例 :30 例であり，年齢（中央値）
はそれぞれ 28 歳，68 歳で有意差を認めた．止血方法として，内因性疾患に対しては TAE 4 例，DLV 3 例が行われ，外傷に対して
は high PEEP 6 例，DLV 4 例，VV-ECMO 3 例が行われた．DLV または VV-ECMO を要した 10 例のうち 4 例が死亡したが，DLV
または VV-ECMO と死亡に関連はなかった．また，原因に関して死亡率との相関はなかった．【考察】来院時胸部 Xp や CT で今後
患側肺の出血や換気不全が予測される症例に対し，当院では積極的に DLV を行っている．しかし，定型的な気管挿管・人工呼吸
管理に加え，気道出血に対して DLV などで迅速に介入し呼吸管理を行った場合でも，内因性疾患では患者背景から，外傷では肺
挫傷や DIC による止血困難から，低酸素血症となり死に至る可能性がある．
【結語】当院における気道出血症例の検討を行った．
気道出血の重症度の早期評価とそれに伴う介入が重要である．

O4-6

Berlin 基準による non-ARDS 症例の 90 日予後の検討

公立陶生病院

呼吸器・アレルギー疾患内科

寺町 涼、谷口 博之、近藤 康博、木村 智樹、片岡 健介、松田 俊明、横山 俊樹
【背景】2012 年に Berlin 基準が提唱され，現在 ARDS の診断において PEEP ≧ 5cmH2O の酸素化が用いられている．PEEP ≧
5cmH2O 下の酸素化による重症度が予後に関連すると言われているが，PEEP 下で PaO2/FiO2（P/F）＞ 300 となり ARDS から逸脱
する症例（non-ARDS）でも死亡例は認められる．【目的】AECC 基準を満たす ARDS 症例の内 Berlin 基準により non-ARDS とな
る症例の予後を調べ，死亡に関連する因子を検討する．【方法】2007 年 5 月から 2013 年 3 月に当院呼吸器内科に入院した AECC 基
準による pulmonary ARDS 症例のうち NPPV を導入し PEEP 4-5cmH2O を用いて酸素化を評価した症例を検討した．Non-ARDS 症
例の 90 日予後を評価し，予後規定因子を後方視的に検討した．【結果】対象期間中 AECC 基準を満たした ARDS 症例 52 例の内，
Berlin 基準で non-ARDS と診断された症例は 22 例であった．年齢 72.1 ± 16.0 歳，男性 16 例（73%）
，APACHE2 score 12.3 ± 4.0，
SOFA score 3.6 ± 1.5．ARDS の原因疾患としては肺炎が 6 例（27%）で最多であった．NPPV 装着前の P/F 194.7 ± 45.7，PEEP
4-5 cmH2O 下の P/F 375.5 ± 52.7 であった．90 日死亡は 5 例（22.7%）で認められた．Logistic 回帰分析を用いた単変量解析では血
中トロンボモジュリン（p=0.040）が 90 日死亡の有意な予測因子であった．また 24 時間以内に酸素化の悪化を認め ARDS に再定義
された症例は 12 例（55%）で，これらの症例は酸素化が安定している症例に比べ 90 日死亡が有意に多い結果であった（5/12 vs
0/10; p=0.040）．
【結語】Non-ARDS の中にも死亡例は認められた．死亡例はいずれも早期での酸素化の悪化が認められ ARDS に再
定義された．Non-ARDS においても慎重に経過を追う必要がある．
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口演 5

早期離床・リハビリテーション①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

O5-1

集中治療領域における専従療法士体制が及ぼす影響

総合病院

国保旭中央病院

診療技術部

第 4 会場

リハビリテーション科

稲垣 京司、菊地 聡、藤本 幹雄、高橋 功
【目的】当院では集中治療室 / 救命救急センター（以下 ICU）における早期離床を促進するため 2013 年度より ICU に理学療法士（以
下 PT）を配置する専従体制を開始した。今回専従体制が離床開始までの日数、介入率、ICU 在室日数や在院日数に及ぼす影響に
ついて調査した。
【方法】2012 年度から 2014 年度までに ICU へ入室した患者のうち、入室前にリハ介入があったもの、ICU を転出する当日にリハ開
始したものを除いた PT 介入者 591 名を調査対象とした。これらを専従体制開始前の 2012 年度（185 名）
、PT1 名を配置した 2013 年
度（205 名）、PT2 名に増員した 2014 年度（201 名）に分けて後方視的に解析した。
【成績】カッコ内は 2012 年度、2013 年度、2014 年度の順に表記。離床開始までの日数（2.7 ± 3.2 日、2.0 ± 1.9 日、1.5 ± 1.5 日）、在
室日数（10.3 ± 16.1 日、7.6 ± 7.2 日、6.4 ± 5.7 日）、在院日数（43.1 ± 37.7 日、42.7 ± 40.2 日、37.1 ± 31.6 日）は短縮し、入室患者全
体からみた介入率（19.6％、18.7％、19.2％）は変わらなかった。
【結論】専従体制及び、増員では介入率に変化はなかった。
次に、開始までの日数、在室、在院日数は短縮した。処置や検査等の時間が把握でき、頻回に訪室することなく介入が可能となっ
た。また、PT 増員で重度介助者の車椅子乗車、複数回（AM・PM）実施が可能になった。
以上から専従体制は ICU リハ開始日数・在室日数・在院日数を短縮するのに有用で、その影響は、増員でより促進されると考察する。
多職種カンファには毎日平均 1～1.5 時間を要すため専従 PT は一般床 PT より担当人数、収益面で少なくなるが在室日数、在院日
数が短縮することで医療費削減等の一助になると考える。
今後の更なる早期離床の促進には集中治療早期リハ加算や専従体制加算等の新設を期待する。

O5-2

急性期早期離床を目指したシミュレーション実施報告

国立病院機構

1）

東京医療センター

リハビリテーション科、2）国立病院機構

東京医療センター

救急科

菅野 寛子 、石井 由紀 、大島 貴彦 、栗山 陽子 、妹尾 聡美 、太田 慧 、平田 尚子 、廣島 勉 、古野 薫 1）、菊野 隆明 2）
1）

1）

1）

1）

2）

2）

2）

1）

急性期の早期離床はせん妄の予防、日常生活活動の早期再獲得などに有用である。また、ICU における早期リハビリテーション（以
下、リハビリ）を安全かつ効果的に進めていくためには理学療法士（PT）、作業療法士（OT）などのリハビリ専門職種の積極的
関与は必要不可欠でありチーム医療として推進すべきである（日本集中治療医学会雑誌 2014；21：539 － 579）
。
当院救命救急センタ－（以下、センター）では 2015 年 1 月に包括的なリハビリ介入として早期離床チームを立ち上げ、同年 6 月
にセンターに PT1 名を専従配置するシミュレーションを 5 日間実施した。なお、OT についての専従配置は検討されていなかった。
PT はセンター内に在駐してリハビリを実施し、新入院カンファレンスや患者回診へ参加した。終了後、シミュレーションに参
加した医師・看護師に対しアンケート調査を行った。結果、情報共有がしやすい、時間調整がしやすいという意見がある反面、看
護ケアや処置の時間と調整が必要であるという意見もあった。また、PT の介入過程において高次脳機能障害や外傷などの器質的
障害で救命センター入室を余儀なくされている患者に対して早期 OT 介入の必要性を感じた。一方、シミュレーション前後でのリ
ハビリ診療報酬を比較したところ、センター内での診療報酬は介入前の約 3 倍となったが、PT1 人あたりの診療報酬は約 1/2 に低
減した。
上記結果を踏まえて、PT1 名の専従配置から PT2 名、OT1 名の兼任配置へ変更し 2 回目のシミュレーションを実施予定である。
1 回目から 2 回目のシミュレーションを実施するまでの経過を報告する。

O5-3

当院集中治療室における早期離床と予後の検討

愛知厚生連海南病院

1）

リハビリテーション科、2）愛知厚生連海南病院

大川 晶未 、飯田 有輝 、伊藤 武久 、三宅 健太郎 、水落 雄一朗
1）

1）

1）

2）

集中治療センター・麻酔科

2）

【目的】当院集中治療室（以下 ,ICU）における早期離床の現状と ICU 退室後予後との関係を検討すること .
【対象と方法】2014 年 4 月～2015 年 3 月までに当院 ICU に緊急入室となった症例のうち , カルテでの最終転機確認が可能であった
222 例を対象とした .ICU 在室中の離床進行状況 , 在室 , 退室後の理学療法介入頻度を検討し , また ICU 在室中のリハビリテーション
介入のあった群（以下 , リハ介入群）となかった群（以下 , 非介入群）で , それぞれ年齢 ,APACHE2,ICU 在室日数 , 在院日数 ,28 日生
存率 ,2015 年 7 月時点での生存日数（以下 , 生存日数）,最終転機 , 再入院率を比較検討した . なお , 離床進行基準は当院リハビリテーショ
ンプログラムに従った .
【結果】ICU 在室中のリハ介入群は 222 例中 128 例（57.6％）であった . リハ介入群において APACHE2,ICU 在室日数 , 在院日数が有
意に高かった .ICU 在室中の離床進行状況は , ベッド上運動療法を含む離床制限 48.4％, 端坐位 44.5％, 立位 , 車椅子移乗 5.5％, 歩行
1.6％であった .APACHE2 の点数が 20 点以上の症例で 2 群間の比較をしたところ , リハ介入群で 28 日生存率 , 生存退院数 , 生存日数
が有意に多く , 再入院率が少ない結果となった .APACHE2 の点数が 20 点以上の症例で退院時の転帰について , リハ介入群では自宅
退院 43.6％, 転院 15.5％, 非介入群では自宅退院 28％, 転院 15.8％であった . また退院時歩行レベルは , リハ介入群では歩行 48.5％, 車椅
子 10.7％, ベッド上 1％, 死亡退院 18.4％, 非介入群では歩行 31.6％, 車椅子 15.8％, ベッド上 1.7％, 死亡退院 49.1％とリハ介入群で移動能
力が高い傾向にあった .
【結語】ICU 在室中における早期リハビリテーション介入が予後を改善するかについては本邦ではあまり検討されておらず , 今回の
結果から少なくとも APACHE2 が 20 点以上の重症例ではリハ介入することの有用性が示唆された .

－ 402 －

O5-4

当院における ICU リハビリテーションの経過と課題

前橋赤十字病院

1）

リハビリテーション科、2）前橋赤十字病院

大崎 仁 、大竹 弘哲 、田中 真理子 、劉 啓文
1）

1）

1）

救急科

2）

【背景・目的】当院では全国に 24 施設ある高度救急救命センターの内の 1 施設であり、群馬県ドクターヘリ基幹病院である。現在
ICU は 12 床に増え、2012 年度からはリハビリテーション科の医師が就任、毎週 ICU カンファレンスに参加する事で早期離床に向
けて他職種での関わりがなされてきた。今回過去数年の ICU におけるリハビリの関わりを調べ、今後の課題を考えた。【方法】
2006 年度から 2013 年度にかけて ICU 入室した中で ICU よりリハビリを開始した患者を対象とした。ICU 入室からリハビリ開始ま
での期間、ICU 在院日数、全入院日数等を調査した。統計方法は Mann-Whitney の U 検定を使用し、有意水準 5％未満とした。
【結
果】2006 年度は 430 件中 51 件（12%）が ICU よりリハビリを開始し、2013 年度は 811 件中 225 件（28％）と介入率が増加した。
ICU 入室からリハビリ開始までは、2006 年度 8.8 ± 6.4 日から 2013 年度 4.1 ± 3.3 日と有意に減少し、ICU 在院日数も 2006 年度 17.4
± 16.0 日から 2013 年度 10.1 ± 12.9 日と有意に減少した。全入院日数は有意な差はなかった。
【考察と課題】早期リハビリテーショ
ンの必要性への認識が高まり、ICU からの介入件数が増加し、リハ職種が離床や合併症予防を行う事で ICU からの早期退室に繋
がっていると考える。ただし、2013 年度でも介入率は 30％程度であり、以前介入していない患者の廃用や合併症のリスクが考え
られる。現在、救急科の医師主導で早期離床のプロトコールを作成、一部を除いた疾患以外の患者に対して早期介入を開始してい
るが、それに応じてリハビリ職種も集中治療現場での知識やリスク管理等の周知徹底が行われていく必要があると考える。

O5-5

救急 ICU でリハビリテーションを施行した外傷患者の退院時 QOL の特徴

公益財団法人

1）

倉敷中央病院

リハビリテーション部、2）公益財団法人

川田 稔 、下雅意 崇亨 、沖 圭祐 、田村 暢一郎 、福岡 敏雄
1）

1）

2）

2）

倉敷中央病院

救急科

2）

【目的】救命できる患者が増加するに従い，集中治療を受けた後の長期生命予後や QOL の検討が必要となっている．ICU に入室す
る重症患者の QOL は，ARDS・敗血症・外傷および長期人工呼吸器管理となった患者で最も低値となる．今回，ICU に入室した
外傷患者の QOL を退院時に評価し特徴を明らかにすることとした．
【方法】EICU へ入院した 62 例で平均年齢 62 歳．男性 46 例，女性 16 例である．QOL の評価には SF36v2 を使用した．検討内容は，1. 当
院退院時の QOL を調べ国民標準値と比較する．2.ISS で軽症群（ISS ＜ 16），重症群に分け QOL・人工呼吸器使用率・在院日数・
自宅退院率を比較する．分析は，Mann-Whitney 検定を使用した．
【成績】標準値より各項目で低下し，特に PF（身体機能）・RP（日常役割機能：身体）は，10 点台で著明に低下していた．また重
症度別では，人工呼吸器使用率で有意差を認めた（p ＜ 0.05）が、その他の項目で有意差は認めなかった．PF は身体機能に制限を、
RP は活動に制限を感じているかどうかである．外傷患者は，解剖学的な面で身体機能に障害を生じることが多く，早期に復職や
社会復帰ができないことが影響した．また重症度別では，QOL 低下の要因に，人工呼吸器使用が挙がっており先行研究と同様で
あり妥当の結果であった．その他の項目で有意差を認めないのは，受傷や退院直後は身体機能の回復が十分でないため QOL は低
値となり，時間をかけて回復してくることが得点を低くし影響した．
【結論】急性期では，運動機能の低下から活動が制限され QOL の低下をきたすことが多い．今後は，ADL と QOL の関連の検討が
必要である．

O5-6

救急 ICU における内科系疾患患者の自宅退院に影響する要因の検討

公益財団法人

1）

下雅意 崇亨

倉敷中央病院

リハビリテーション部、2）公益財団法人

、川田 稔 、福岡 敏雄 、沖 圭祐

1,2）

1）

2）

倉敷中央病院

救命救急センター

1）

【目的】集中治療領域における退院転帰についての報告は本邦において未だ少なく、救急 ICU における内科系疾患の退院転帰の傾
向とそれに関わる要因を明らかにするため検証を行なったので報告する。
【対象と方法】対象は 2013 年 4 月から 2014 年 12 月の間に
救急 ICU に入室した患者で、リハビリテーション（リハ）を行なった内科系疾患患者 175 例とし、退院時の転帰を調査し自宅退院
群、転院群に分類した。さらに患者背景要因、入院中の要因、リハ実施状況について調査を行い、二群間において比較検討を行なっ
た。統計解析はχ 2 検定、Mann-Whitney の U 検定、対応のない T 検定を行った。群間比較で統計学的に有意差を認めた項目をも
とに、影響が強いと予測された項目を説明変数、退院転帰（自宅退院・転院）を目的変数として多重ロジスティック回帰分析を行っ
た。統計学的有意水準は 5％未満とした。【結果】自宅退院群と転院群の比較を行った結果、患者背景要因においては、年齢、
SOFA、APACHE2、ADL 自立度に有意差を認めた。入院中要因においては、人工呼吸器装着期間、入院時および退院時 Alb、リ
ハ開始時 MRCscore、初回端座位保持可能率に有意差を認めた。リハ進行状況ではリハ開始から端座位・起立・歩行開始日、歩行
自立率、在院日数、開始時と終了時の各 FIM 値の項目で有意差を認めた。多重共線性の影響を除去するため、終了時 FIM（運動）
および端座位開始日の項目を除外した上で多重ロジスティック回帰分析を行った結果、歩行自立率（オッズ比 19.43、95％CI5.66866.6）、起立開始日（オッズ比 1.296、95％CI1.074-1.565）
、入院前 ADL 自立度（オッズ比 3.139、95％CI1.132-8.703）が独立した要
因として選択された。
【結論】救急 ICU の入室患者は、入院前の ADL 自立度と、早期に起立を中心とした離床を図り、速やかに移
動能力の自立を図ることが重要であり、それらは退院転帰決定の影響要因となる。
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O6-1

心臓・循環・体液管理①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 5 会場

うっ血性心不全急性期に合併した急性腎障害の予後分析 ; KDIGO 基準を用いて

岐阜県総合医療センター

循環器内科

吉眞 孝、野田 俊之、荒井 正純、谷畠 進太郎、小野 浩司、廣瀬 武司、岩間 眞、小島 帯、割田 俊一郎、加藤 崇
【背景・目的】うっ血性心不全急性期の急性腎障害（AKI）の合併は生命予後と関連するといわれている。AKI の診断には、
RIFLE、AKIN、KDIGO といった複数の基準が存在する。最新の基準である KDIGO 基準は他に比べて感度が高く今後の普及が見
込まれるが、うっ血性心不全患者へ KDIGO 基準を用いて AKI を診断した報告は少ない。【対象・方法】2012 年 1 月から 2015 年 2
月に当院 CCU に入院したうっ血性心不全患者 493 例を対象とした。急性冠動脈症候群例ならびに急性期冠動脈造影施行例、右心
不全例、維持透析例は除外した。KDIGO 基準を用いて入院早期の AKI を診断し、院内死亡率と入院日数との関連を検討した。【結
果】1: 入院後 7 日間での AKI 合併について KDIGO 基準により判定したところ、nonAKI は 283 例、stage1 は 155 例、stage2 は 39 例、
stage3 は 16 例であった。2: 院内死亡率は non AKI で 3.28%（9 例）
、stage1 で 10.32%（16 例）
、stage2 で 17.95%（7 例）
、stage3 で
31.25%（5 例）であった。3: 平均在院日数は non AKI で 23.17 ± 15.79、stage1 で 28.22 ± 21.51、stage2 で 33.13 ± 25.44、stage3 で
54.31 ± 39.73 であった。4: 院内死亡率に関して、多変量解析を用いて分析すると、高齢、虚血性心疾患の有無、入院時血圧、AKI
合併が予後予測因子として有意であった。AKI 合併の影響はオッズ（95% 信頼区間）:4.67（1.93-11.3）であった。
【結語】うっ血性
心不全例に対しての KDIGO 基準を用いた AKI 診断は、院内死亡率ならびに在院日数の予測因子となりうることが確認された。

O6-2

FinGraph を用いた指先採血による Na、K 濃度と静脈採血による Na、K 濃度の比較試験

日本医科大学

1）

武蔵小杉病院、2）日本医科大学付属病院

曽根 教子 1）、高木 宏治 1）、徳山 榮男 1）、菊池 有史 1）、石川 昌弘 1）、佐藤 直樹 1）、清水 渉 2）
電解質異常を伴う疾患は様々であり、時に緊急対応を要する。救急医療現場においては、その異常を迅速に検知することは、初期
治療および刻々と変動する病態の状態を把握に不可欠である。Fingraph は血糖測定に準じた方法により、指先穿刺による採血で、
1 分間で血中ナトリウムとカリウム濃度の測定が可能であり、臨床的に有用であると考えられる。しかし、患者においてその精度
は十分に検証されていない。そこで当院内科・循環器科の患者を対象に、Fingraph による測定値と静脈採血による測定値の比較
を行い、測定精度を検証した。対象：内科・循環器科に受診、または入院した患者 102 名。結果：全測定値で比較検討した結果、
ナトリウム値（r=0.826, 95% 信頼区間［0.752-0.879］, P 値＜ 0.001）
、カリウム値（r=0.603, 95% 信頼区間［0.463-0.714］, P 値＜ 0.001）
といずれももそれぞれ有意な相関が認められた。結語：FinGraph は低侵襲かつ迅速に測定可能であり、それによって得られたナ
トリウム値、カリウム値は実臨床でも有用であることが示唆された。

O6-3

CONUT score は急性心不全入院患者における感染症発症の予測因子となりうる

呉医療センター
瀬川 貴嗣
【目的・背景】入院を必要とした心不全患者の死因の解析では、非心血管死が 23% に及び、その内訳として感染症はがんと並んで
主要な死因の一つであった（Circ J 2012；76：1662-1669）
。そこで我々は急性心不全患者の入院中の感染症発症の予測因子につい
て検討した。
【方法】対象は当院の救急病棟に緊急入院となった急性心不全患者 323 人で年齢 79.5 ± 11.3 歳 , 男性は 50.5％であった。
抗生剤治療を必要とする感染症の有無、ならびに関連する背景因子として、年齢 , 性別 , 既往歴 , Ejection Fraction（EF）, Na,
BUN, Cre, Hb, BNP などの各種心不全関連因子、入院時の栄養状態をカルテ記録から後ろ向きにコホート調査を行った。栄養状態
に関しては、CONUT score により評価した。【結果】入院中 102 人（31.6％）に感染症を発症した。単変量解析では感染症発症と
有意に関連した因子は年齢 , 脳卒中の既往 , EF, Hb, Killip 分類 , CONUT score であった . 多変量解析では CONUT score は前述の因
子と独立して有意な関連性を示した。ROC 解析にて CONUT score の至適カットオフ値は 5 点（AUC: 0.7）であり CONUT score
≧ 5 の多重ロジスティック解析における調整 Odds 比は 5.7（95％信頼区間 2.9 - 11.5）であった。
【結論】急性心不全入院患者にお
いて CONUT score を用いた栄養評価は各種心不全指標と独立して入院中の感染症発症の予測因子と考えられた。特に CONUT
score ≧ 5 の低栄養な急性心不全患者はハイリスクと考えられ注意が必要である。
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O6-4

ST 上昇型急性心筋梗塞症における適切な Door-in to Door-out Time の検討

済生会熊本病院

心臓血管センター

循環器内科

永野 雅英、西上 和宏、中尾 浩一、坂本 知浩
【目的】ST 上昇型急性心筋梗塞症（STEMI）では , 梗塞範囲を狭く抑えるためにも、できるだけ早い再還流療法が必要である . 現
在時間指標として door-to-balloon（DTB）time が広く使われているが , あくまでも PCI 施設内での時間経過のみであり , PCI 施設に
来院するまでの非 PCI 施設や搬送にかかる時間は考慮されていない . 最近では非 PCI 施設での時間経過を検討した door-in to doorout（DIDO）time が注目されている . 今回当院に紹介された STEMI での DIDO time の有用性について検討した .【方法】2013 年
に非 PCI 施設から当院に紹介搬送された STEMI 患者は 60 名であった . エンドポイントは院内死亡および冠動脈イベントの再発と
した .【結果】DIDO time の中央値は 70.5 分であった . DTB time と DIDO time の間に有意な相関は認めなかった . 推奨 DIDO time
30 分以内を満たすものは 10% のみであったが , 推奨 DTB time 90 分以内を同時に満たすものはさらに少なかった（6.7%）. DIDO
time を中央値で分け , DIDO time が長い群と短い群で予後を比較した . 単回帰分析では高齢（OR 1.117; p=0.041）, うっ血性心不全
（OR 32.800; p=0.002）, 長い DIDO time（OR 10.545; p=0.032）がエンドポイントの有意な予測因子であった .【結論】DIDO time
を短縮させることは、院内死亡等の予後改善に役立つ可能性がある .

O6-5

当院に来院した心原性院外心停止における冠攣縮の頻度と特徴についての検討

聖路加国際病院

1）

救急部、2）聖路加国際病院

羽田 佑 、望月 俊明 、大出 幸子 、石松 伸一
1）

1）

2）

臨床疫学センター
1）

【背景】当院では CPA で来院し、蘇生後脳低温療法を施行する患者に全例 CAG を施行する。冠動脈狭窄がない場合に急性期 Ach
負荷試験の施行の是非には議論がある。しかし冠攣縮の関与が不明なまま脳低温療法中に再度心停止を生じる危険性が報告されて
おり、当院でも同様の症例を経験した。【目的】当院における心原性院外 CPA の原因として冠攣縮が関与した頻度を調査する。そ
れらに共通する背景因子及び、冠攣縮の早期発見に関わる因子を検討する。【方法】2005 年 3 月 1 日から 2014 年 7 月 31 日の期間に
院外 CPA で当院に来院した患者から、蘇生後入院となり CAG と Ach 負荷試験をともに行い原因が同定された患者を抽出し、冠攣
縮群とそれ以外の群にわけ各因子を比較した。小児、外傷原因、中枢原因は除外した。統計手法は単変量解析には、カイ二乗検定
と Mann-Whitney の U 検定、多変量解析にはアウトカムを冠攣縮とした多重ロジスティック回帰分析を用いた。【結果】院外
CPA2604 名中、CAG を施行したのは 199 例で、Ach 負荷試験ともに行ったものは 50 例であった。心原性院外 CPA の中で、冠攣縮
群は 19 例（10％）で、非冠攣縮群は 31 例（15.6%）あった。CPA を来す冠攣縮の特徴としては、単変量解析では高齢（p=0.009）
、
低身長（p=0.032）
、高血圧既往（p=0.001）にて有意な差を認めたものの、多変量解析では高血圧既往（p=0.037）にのみ有意な差
を認めた。
【結語】心原性院外 CPA の原因として冠攣縮は 10% を占める。これらを早期に検出する因子として高血圧既往の影響が
強く関連している可能性はあるが、年齢、身長については今後慎重な分析が必要である。

O6-6

急性冠症候群におけるドクターヘリ搬送症例の臨床的特徴

日本医科大学

千葉北総病院

集中治療部

西郡 卓、小林 宣明、澁谷 淳介、塩村 玲子、岡崎 大武、鶴見 昌史、品田 卓郎、松本 尚、畑 典武、清水 渉
【目的】急性冠症候群におけるドクターヘリ（Helicopter emergency medical service, HEMS）使用の現状やその妥当性に関して
十分な検討はなされていない . 【方法】急性冠症候群で入
院した症例のうち , HEMS で搬送された HEMS 群 176 例と
その他の手段で搬送・受診した Non-HEMS 群 1011 例の比
較を行った .【成績】HEMS 群は Non-HEMS 群に比較し有
意に若年で（65 才 vs 67 才 , P=0.013）, 男性が多く（85%
vs 78%, P=0.04）, 前駆症状を有さない例が多く（34% vs
46%, P=0.004）
, 来院までの時間が短かった
（98 分 vs 273分 ,
P＜0.001）
. またHEMS群でST上昇型心筋梗塞の頻度
（72%
vs 57%, P=0.002）, Killip IV の頻度（17% vs 8%, P ＜ 0.001）
が多かった .【結論】HEMS は ACS において突然発症の重
症例を適切に選別し早期に医療機関へ搬送しており , その
適正使用が確認された .
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O7-1

血液・凝固線溶①

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 5 会場

繰り返す皮下出血から診断に至った後天性血友病 A の 1 症例

阪奈中央病院

1）

外科、2）東京大学医学部付属病院、3）JR 東京総合病院

倉田 秀明 1）、熊本 新一 1）、堀家 一哉 1）、遠藤 清 1）、井口 竜太 3）、中島 勧 2）、矢作 直樹 2）
症例は既往歴に脳出血をもつ 71 歳男性。来院 1 週間前に転倒、左大腿部皮下血腫が改善せず腫脹、疼痛が強いため救急要請された。
左大腿部に皮下血腫痕あり。受傷部位の腫脹、疼痛著名。足背動脈の触知微弱。造影 CT で extravasation ないものの痛みが強く歩
行できないため安静目的に入院管理となった。入院時血液初見：白血球数 12800/ μ l、赤血球数 253 × 104/ μ l、Hb8.5g/dl、Ht
25.1%、血小板数 31.9 × 104/ μ l、PT 12.0 秒、APTT 82.8 秒。点滴の刺入部の皮下出血も目立つようになり、出血傾向と APTT
の延長から後天性血友病 A を疑い追加した血液所見より凝固第 8 因子 1% 以下、凝固第 9 因子 47% であったため後天性血友病 A と
診断した。第 10 病日よりプレドニン 60mg/ 日の点滴を開始し、APTT の改善、臨床症状も軽快した。【考察】血友病 A は第 8 因子
に対する自己抗体が出現して内因性の第 8 因子が低下するために出血症状を呈する疾患である。高齢者と分娩後の女性に多く、
様々な基礎疾患を背景に発症することが知られており、迅速な診断と適切な止血および免疫学的治療が必要とされる。
【まとめ】
高齢者の繰り返す皮下出血という疫学・エピソードから後天性血友病 A を疑い、血液所見で診断に至ることができた。後天性血
友病 A は致死率が高く、早期に治療を開始しないと時に重篤な経過を辿る場合がある。突発する出血傾向、APTT 単独延長を認
めた場合、後天性血友病 A を鑑別の一つとして挙げ、迅速で適切な治療につなげる必要がある。

O7-2

特発性血小板減少性紫斑病を合併した感染性大動脈瘤・食道穿孔の血液凝固管理に ROTEM が有効であった 1 例

佐賀大学医学部附属病院

1）

麻酔科蘇生科、2）伊万里有田共立病院

谷川 義則 1）、中村 公秀 1）、山田 友子 1）、中川内 章 1）、松本 浩一 2）、坂口 嘉郎 1）
背景：特発性血小板減少性紫斑病（ITP）を合併した感染性大動脈・食道穿孔の周術期管理に関する報告例はこれまでない。症例：
40 歳、女性、身長 160 cm、体重 75 kg。ITP と糖尿病の既往があったが、
自己判断で加療を中止。肺炎球菌起因の感染性大動脈瘤で入院加療。
第 5 病日に動脈瘤破裂・食道穿孔を認め、緊急ステントグラフト内挿
術を施行。食道穿孔に対しては、凝固能回復後に外科的治療の方針と
した。ロミブロスチムとステロイドには治療抵抗性で、血小板は 1 万 /
ul 前後、EXTEM と FIBTEM の MCF は 53/14 mm であった。大量免疫
グ ロ ブ リ ン 療 法 後 の 血 小 板 は 4 万 /ul だ が、EXTEM と FIBTEM の
MCF は 70/24 mm と正常化し、第 60 病日に鏡視下食道切除・胃管再建
術を施行した。出血量は 200ml であった。術後は右胸腔内膿瘍の加療
を必要としたが、術後 30 日目に ICU を退室した。考察：ROTEM を用
いて血液凝固能を評価することで、血小板数は低値であったが周術期
に良好な止血管理を行うことが可能となった。

O7-3

小児開心術後の体外式心肺補助装置管理に血液弾性粘ちょう度検査が有用であった一症例

名古屋市立大学

大学院医学研究科

麻酔科学・集中治療医学分野

佐野 文昭、松本 梓、長谷川 達也、岡野 将典、小出 明里、米倉 寛、寺島 良幸、河野 真人、浅井 明倫、祖父江 和哉
【はじめに】小児開心術後の体外式心肺補助装置（extracorporeal membrane oxygenation; ECMO）は、術後出血と回路内血栓の
相反する状態が存在し、治療に難渋することがある。近年、生体反応に近い形で血小板、凝固因子、線溶状態などを総合的に診断
する血液弾性粘ちょう度検査（thromboelastgraphy; TEG）が注目されている。今回、小児開心術後の ECMO 症例に対し、TEG
を参考に周術期管理を行ったので報告する。
【症例】5 ケ月の染色体異常（Jakobsen 症候群）のある男児。左心低形成症候群に対し Norwood 手術が施行された。人工心肺離脱
直後から低酸素血症となり、ECMO 下に ICU 入室した。約 4 時間後には血小板数は基準値内、凝固系検査もほぼ基準値となったが、
ドレーン出血が持続するため TEG を施行した。抗凝固目的のナファモスタットによるカオリン作用減弱の影響を考え、Rapid
TEG を参考にした。結果は R time=0.6、K time=2.0、Angle=72.5、MA=54.0、LY30=0.3 であった。血小板機能を表す MA 基準値
下限、フィブリン機能を表す TEG Functional Fibrinogen MA 基準値内、ナファモスタットの血小板凝集抑制等を考慮し、血小板
輸血を行った。その後ドレーン出血は減少、循環は安定した。POD1 に出血は治まったが回路内血栓が出現しため、再度 TEG を
施行。ACT は 190 秒と延長していたが、R time=0.3 と凝固開始までの時間が基準値内であったためヘパリン持続投与を追加した。
その後血栓は増大せず、POD4 に ECMO 離脱、POD40 に退室した。
【まとめ】小児開心術後の ECMO 管理には、TEG が有用かもしれない。
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O7-4

心臓手術後 ICU 入室時の FIBTEM はフィブリノゲン値より新鮮凍結血漿の必要性予測に優れる

独立行政法人労働者健康福祉機構
すずかけセントラル病院 麻酔科

1）
3）

浜松労災病院

麻酔科、2）浜松医科大学医学部

麻酔・蘇生学講座、

鈴木 祐二 1）、木倉 睦人 1）、川島 信吾 2）、佐藤 恒久 3）、土井 松幸 2）、中島 芳樹 2）
目的）ICU 入室時のフィブリノゲン値および ROTEM（R）測定項目のうちフィブリン重合能を評価する FIBTEM と、新鮮凍結血
漿（FFP）の必要性および出血量との関連性を調べた。方法）人工心肺を用いた成人心臓手術 76 例（男性 44 人 ,57%）につき、
ICU 入室時のフィブリノゲン値、FIBTEM A10 と ICU 入室後 24 時間の FFP 輸血量、出血量との関連性について後方視的に調査し
た。輸血の適用は心臓外科主治医に一任された。統計処理は Student t-test、ROC 分析とその比較を用い、p ＜ 0.05 を有意な差と
した。結果）ICU 入室時のフィブリノゲン値は 178 ± 40（mg/dl）
、FIBTEM（A10）は 7.1 ± 2.8（mm）で FFP は 27 例（35％）に
投与された。FFP 輸血のカットオフ値はフィブリノゲン値：190（AUC 0.59, p=0.08）、FIBTEM（A10）
：7（AUC 0.68, p ＜ 0.01）だっ
た。フィブリノゲン値のカットオフ値の前後で比較すると、FFP 輸血量（単位）は差があり（1.4 ± 1.9vs0.5 ± 1.0,p=0.03）
、出血量
（ml）には差が無かった（589 ± 319vs507 ± 281,p=0.28）
。しかし FIBTEM のカットオフ値前後では、FFP 輸血量は差があり（2.0
± 2.3vs0.5 ± 0.9,p ＜ 0.01）、出血量にも有意な差があった（675 ± 309vs487 ± 287,p ＜ 0.01）
。さらに FFP の必要性についてフィブリ
ノゲン値と FIBTEM で ROC 曲線の比較をすると、FIBTEM はフィブリノゲン値よりも FFP 必要性の予測能が高かった（p=0.04）。
考察）従来のフィブリノゲン値よりもフィブリン重合能を評価する FIBTEM の方が、術後の FFP の必要性の予測能が優れ、適正
輸血の指針となりえることが示唆された。

O7-5

脳神経外科緊急手術時のワーファリン拮抗薬としてのクリオプレシピテートの有用性

焼津市立総合病院

救急科

富田 守
【目的】ワーファリン服用患者で超緊急の手術が必要な場合のリバースにクリオプレシピテート（以下クリオ）が有効か否かを検
討した。【対象】2014 年 6 月から 2015 年 6 月の期間で緊急の脳外科手術が必要となったワーファリン服用患者 6 例を対象とした。
平均年齢 75 才で、慢性硬膜下血腫 4 例、急性硬膜下血腫 1 例、小脳出血 2 例であった。【方法】クリオ製剤（1 パックは FFP480ml
から抽出し約 60ml）を緊急手術前に 2 または 3 パックを急速に点滴した。また、ケイツーを 10 または 20mg 静脈注射した。4 症例
では、初回投与から 60 分以降にクリオまたは FFP を追加投与した。PT（INR）、aPTT、各凝固因子（1-13 因子）活性をクリオ投
与前（A）、10 分後（B）、60 分後（C）、6 時間後（D）、24 時間後（E）で測定した。
【結果】各時間（A-E）における平均±標準偏
差は、INR：2.52 ± 0.8、1.96 ± 0.3、1.87 ± 0.2、1.44 ± 0.2、1.25 ± 0.1、aPTT（秒）
：38.8 ± 6.4、34.0 ± 2.0、33.4 ± 2.4、30.6 ± 1.4、
29.1 ± 2.5 であった。投与前とくらべ、INR、aPTT ともに統計学的に有意に 10 分後には改善していた。また、各凝固因子活性では、
全ての症例で、2 因子の活性が凝固に必要な活性値（40%）より低下していた。クリオ製剤投与により、10 分後には、1・2・7・9・
10・13 因子で統計学的に有意に活性％が増加した。
【結論】クリオは、FFP と比べ、心臓の悪い患者に容量負荷をかけることなく、
急速に投与可能である。2・7・9・10 因子の活性を上昇させ、凝固の改善に有用である。今後は、ワーファリンのリバースにクリ
オの適切な投与量の検討が必要である。

O7-6

ICU における深部静脈血栓・肺塞栓症のリスク因子解析

東北大学病院

高度救命救急センター

佐藤 武揚、久志本 成樹
【目的】 当施設における深部静脈血栓症（以下 DVT）の特徴を明らかにする【対象と方法】 当施設に 2010 年から 2014 年までに 3
日以上入室した 2611 例のうちで入院時には診断されず、入院後に画像上 DVT と診断された 56 症例を後方視的に解析した。原疾患、
入院時重症度、栄養経路、抗菌薬など薬物使用量について多変量解析を行い、臨床的特徴を検討した。数値は中央値（四分位）で
表記した。【結果】 単変量解析で APACHE-II score、SOFA score 高値などが関連する因子として抽出された。さらに多重ロジス
ティック回帰分析により中心静脈栄養例（p=0.0061, OR=0.95）
、手術施行例（p=0.0099, OR=3.20）が独立して DVT 形成に関与す
る独立した因子として抽出された。DVT 形成例の年齢は 61（36-70）歳で病院死亡は 6 例（9.0%）であった。APACHE-II score は
22（17-26）点、SOFA score は 8（6-10）点で、ISS score は 25（22.5-35）点であった。原疾患は熱傷、外傷が 32 例で重症敗血症が
14 例であった。中心静脈カテーテルは 44 例（77%）に留置歴があり、DVT が確認されたのは 18（12-43）病日だが、血栓形成部に
カテーテルが挿入された時期は第 1.5（0-8）病日であり、10（5-18）日間留置されており発見時にはほとんどが抜去後であった。
血栓形成が確認されるまでの間に脂肪乳剤は Propofol を含めて 22 例（39％）に使用されており投与経路は CV 経由が 13 例（59％）
であった。血栓予防策は 49 例（88%）に施行されていた。DVT 形成部位に挿入されていた CV カテーテルは 4 ルーメンが 23 例（48%）
を占めた。【考察】 ICU における DVT のリスクは高い入院時重症度、手術例、中心静脈栄養例で高くなり約 8 割が CV カテーテル
関連であった。特に初療時に使用された 4-lumen catheter が関与している可能性があり、脂肪乳剤との関連は明らかではない。
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2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 6 会場

間欠的騒音はラットモデルにおいてストレス反応を生じる

筑波大学

人間総合科学研究科

1）

救急・集中治療医学、2）筑波大学附属病院

看護部

星野 晴彦 、下條 信威 、櫻本 秀明 、卯野木 健 、大内 玲 、吉野 靖代 、松石 雄二郎 1）、Jesmin Subrina1）、河野 了 1）、
水谷 太郎 1）
1）

1）

2）

2）

1）

1）

【背景・目的】ICU 環境下ではアラーム音、医療スタッフ間の会話など 24 時間にわたり騒音が発生する。その平均音量は 57.6db、
最大音量が 90db と報告され、患者にストレスを生じ、認知機能低下との関連が指摘されている。先行研究では、ラットに対し
90db 程度の騒音を連続的に曝露させた際、ストレス反応の指標であるコルチコステロンの上昇、作業記憶の低下が示された。し
かし、90db 以下の連続音量では、ストレス反応が認められなかった。一方、ICU 環境では最大音量はストレスになり得る音量だが、
平均音量は低いため、生体のストレスになり得るかは不明である。本研究ではラットモデルにおいて ICU 環境を想定した間欠的
な騒音がストレス反応を生じるか否かを検討し、併せて作業記憶に与える影響も評価した。
【方法】ラットを対照群、連続騒音群、
間欠騒音群の 3 群に分け、防音箱内で 24 時間観察した。騒音の音量は先行研究から 90db とし、間欠的騒音のプロトコールは事前
実験の結果に基づき、騒音 30 秒・無音 3 分を繰り返した。騒音曝露後に、作業記憶の変化を Y-maze テストにより評価した。その後、
採血しコルチコステロンを測定した。結果】血中コルチコステロンは対照群と連続騒音群・間欠騒音群の間で有意差を認めた（p
＜ 0.05）。連続騒音群と間欠騒音群の間には有意差を認めなかった。3 群間に Y-maze テストで有意差は認められなかった（p=0.41）。
【考察】ラットのストレス反応の指標であるコルチコステロンの上昇は、間欠的騒音がストレス反応を生じることを示唆する。作
業記憶において、本実験で有意差が生じなかった理由は、騒音の影響以外に行動テストの方法が不適切であった可能性がある。今
後は他の行動実験手法も用いて記憶への影響を評価する。【結論】ラットモデルにおいて ICU 環境を模した間欠的騒音は連続的騒
音と同様にストレス反応を生じる。

O8-2

ミダゾラムは末梢性ベンゾジアゼピン受容体を介してマクロファージの免疫応答を調節する。

大阪大学

医学部

1）

附属病院、2）大阪大学

大田 典之 、山本 俊介
1）

医学部

麻酔集中治療医学

、堀口 祐 、藤野 裕士 、内山 昭則 1）

1,2）

2）

2）

【目的】ベンゾジアゼピン系薬物は GABA 受容体と関わる中枢性ベンゾジアゼピン受容体（CBR）を介して神経系に作用する。ベ
ンゾジアゼピンの作用部位として末梢性ベンゾジアゼピン受容体が存在することが知られている。一方でベンゾジアゼピンは免疫
細胞に対する作用も報告されているが、その作用メカニズムは不明であった。本研究ではマクロファージ細胞株（RAW264）を用
いてミダゾラムの作用メカニズムを解析し、末梢性ベンゾジアゼピン受容体を介して作用することを見出した。
【方法と成績】マウスのマクロファージ細胞株 RAW264.7 を対象とした。マクロファージを LPS で刺激すると細胞上の副刺激分子
（CD80, CD86）の発現が上昇し、炎症性サイトカインの IL-6 の産生が亢進した。マクロファージをミダゾラムで処理するとこれら
の活性化の反応の全てが抑制された。マクロファージには GABA 受容体と PBR の mRNA の存在が確認された。次にマクロファー
ジに対する CBR と PBR リガンドの反応を検討すると、ミダゾラムと同様の抑制性変化を起こすのは PBR リガンドであり、CBR リ
ガンドでは生じなかった。最後にミダゾラムは PBR を介してマクロファージに作用することを分子レベルで証明するために PBR
に対する siRNA をマクロファージに導入して PBR の発現を低下させたノックダウンマクロファージを用いた解析を行った。PBR
ノックダウンマクロファージではミダゾラムによる副刺激分子の発現と炎症性サイトカインの産生の抑制が解除された。
【結論】本研究からベンゾジアゼピンが免疫細胞に CBR ではなく PBR を介して作用することが初めて明らかになった。

O8-3

重症患者におけるスボレキサントのせん妄発症に与える影響

自治医科大学附属さいたま医療センター

1）

麻酔科

集中治療部、2）東京大学大学院

医学系研究科

公共健康医学専攻

増山 智之 、吉田 直人 、飯塚 悠祐 、小室 哲也 、神尾 直 、小林 雅矢 、八木橋 智子 、笹渕 裕介 2）、讃井 將満 1）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

【背景】重症患者において , 非ベンゾジアゼピン系不眠症治療薬であるスボレキサントのせん妄発症に与える影響は不明である . 今
回我々は , 重症患者におけるスボレキサントとせん妄発症の関連について検討した .
【方法】本研究は , 2015 年 1 月から 6 月 , 当院 ICU に 72 時間以上入室しせん妄評価をされた患者 121 例を対象とした後向きコホート
研究である . せん妄発症前にスボレキサントが投与された患者を投与群 , せん妄発症前に投与されていない患者を非投与群とした .
せん妄評価は CAM-ICU を用いた .
【結果】対象 121 例の男女比は 89:32, 年齢の中央値は 72 歳 , 入室の 67.8％は心臓血管外科術後 , APACHE2 スコアの中央値は 18 点 ,
全体のせん妄発症割合は 52.9％であった . スボレキサント投与群 23 例と非投与群 98 例を比較した . 入室時における両群間の患者背
景に有意差を認めなかった . ICU 入室後 , せん妄発症までの人工呼吸器時間は投与群で長く , プロポフォールの使用頻度は投与群で
高かった（それぞれ , 3.65 日 vs. 1.26 日 ; p=0.04, 60.9% vs. 25.5%; p ＜ 0.01）. 投与群で 17.4％, 非投与群で 61.2％の患者がせん妄を発
症した（オッズ比 0.14［95％ CI, 0.03-0.45］; p ＜ 0.01）. ロジスティック回帰を用い危険因子で補正しても , スボレキサントはせん
妄発症の減少と関連を認めた（オッズ比 0.14［95％ CI, 0.04-0.47］; p ＜ 0.01）. Kaplan-Meier 法によるせん妄発症日数の中央値は ,
投与群が 12.9 日 , 非投与群が 4.58 日 , logrank 検定による 7 日時点での非せん妄患者割合はそれぞれ 85.6％, 30.6％でスボレキサント
はせん妄発症頻度を有意に減少させた（χ 2=17.3, P ＜ 0.01）.
【結論】ICU 入室患者において , スボレキサントはせん妄発症の減少と関連を認めた . 今後のさらなる前向き研究が望まれる .
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O8-4

離脱症候群を起こすリスクファクターの検討

筑波大学附属病院

看護部

瀬端 龍太郎
離脱症候群を起こすリスクファクターの検討 Risk factor of the withdrawal syndrome:retrospective study 瀬端龍太郎 1）
、仁平か
おり 1）、榎本有希 2）1）筑波大学附属病院 小児 ICU、PICU, University of Tsukuba Hospital2）筑波大学附属病院 救急・集中
治療部、Department of Emergency and Critical Care Medicine University of Tsukuba Hospital【目的】クリティカルケアが必要
な小児患者は、ミダゾラムとオピオイドによる鎮静・鎮痛が必要である。総投与量や投与期間、減量方法によっては離脱症状を引
き起こす。離脱症候群の評価スケールとしては Withdrawal assessment tool Version 1:WAT-1（以下 WAT-1）があるが日本での
報告は少ない状況にある。今回、WAT-1 を使用しリスクファクターの分析を後方視的に検討したので報告する。
【対象・方法】先
天性心疾患の術後患者でオピオイドとミダゾラムを 72 時間以上持続投与した患者 39 例を対象とした。薬剤の減量開始から WAT-1
を 12 時間ごとに評価した。【結果】離脱症候群の発生率は 74.4％であった。月齢の中央値が 3.0［0.00-142.0］
、PIM2 が 1.8［0.8-11］
である。ロジスティック回帰分析単変量解析で離脱症候群発症と有意に関連が認められた項目は抱水クロラールの使用（p=0.0035）
オッズ比 35.0（95% 信頼区間 3.2100~382.00）、デクスメデトミジンの治療期間（p=0.01）オッズ比 1.96（95% 信頼区間 1.17~3.280）
・
漸減期間（p=0.00372）オッズ比 4.900（95% 信頼区間 1.67~14.300）
、ミダゾラムの漸減期間（P ＝ 0.0354）オッズ比 1.550（95% 信
頼区間 1.030~2.34）であった。【考察】デクスメデトミジンの反跳現象が WAT-1 の評価項目である発汗・興奮・筋緊張と重複する
部分があるため、さらなる検討が必要である。

O8-5

手術患者の悪夢発生に対する ICU 管理の影響 - プロペンシティスコア解析を用いた検討

奈良県立医科大学

麻酔科

集中治療部

園部 奨太、井上 聡己、内藤 祐介、寺田 雄紀、野村 泰充、安宅 一晃、川口 昌彦
【背景】かつては ICU 症候群と呼ばれるほど ICU 環境は術後譫妄などの発症因子になると言われてきた。ICU のモニターによるノ
イズ、密度の高い治療看護などにより過剰なストレスが患者にかかるために譫妄を発症しやすいと考えられている。しかしながら
最近環境因子よりも患者の重症度自身が譫妄発症に起因しているという意見も出ている。譫妄の症状に幻覚、悪夢などがあるが、
今回悪夢の発症を術後譫妄発症の指標とし、術後 ICU 管理された患者とそれに相当する術後 ICU 管理されなかった患者を抽出し、
術後悪夢発症における ICU の影響の調査を行った。
【方法】対象は当院の麻酔科にて管理された中等度リスク手術 12508 例症例で
ある。術後 ICU 入室有、無をアウトカムとし、麻酔台帳記載のロジスティック回帰分析をもとにプロペンシティスコア（PS）を
算出した。近似の PS を持つ症例ごとにマッチングし ICU 群、非 ICU 群に群わけし、麻酔科術後外来の記録からそれぞれの群の術
後の悪夢発生の頻度を調査した。術後悪夢発生頻度の比較に関しマッチング前はフィッシャー検定、マッチング後はマクネマー検
定を行った。
【結果】マッチング前は ICU 管理で悪夢の発生率が高かったが［ICU vs 非 ICU : 101/718（12.3%）vs 1147/10542（9.81%）,
odds ratio（CI）=1.29（1.03- 1.61）,p=0.022］、マッチング後は差がなかった［ICU vs 非 ICU : 81/561（12.6%）vs 73/569（11.4%）,
odds ratio（CI）=1.13（0.80-1.58）,p=0.54］。【結語】術後 ICU 管理は悪夢発生率を増加させなかった。

O8-6

ICU-AW への取り組み～NS サイドでのリハビリ導入を試みて

大津市民病院
佐藤 隆美、村松 明子、山田 親代、日隈 玲
ICU-AW 予防への取り組み
～NS の継続したリハビリ実施と大津市民病院 集中治療室○佐藤隆美 村松明子
山田親代 日隈玲【はじめに】ICU-AW は重症患者が ICU 滞在中に生じる全身が衰弱する神経、筋障害で左右対称の四肢麻痺を
呈する症候群である。A 病院 ICU での ICU-AW の発症頻度を把握するため、2015 年 1 月～3 月まで ICU に入室し、人工呼吸器装着
した患者に MRC スコアを測定した。その結果、対象患者のほぼ全てが ICU-AW の診断基準を満たした。その原因として、第一に
リハビリを理学療法士（PT）のみに委ねていたことが考えられた。また、A 病院 ICU では、浅鎮静に取り組み、1 日 1 回の鎮静中
断（DIS）を実施していたが、DIS と PT の訪床とのタイミングが合わず、リハビリ時には MRC スコアが低下していたのではない
かと考えた。そのため、鎮静コントロールおよびリハビリに重点を絞り、取り組みを実施した。
【方法】看護師によるリハビリが
実施できるよう、簡単な 6 種類の方法をスタッフに提示、浸透させ、少量で頻繁なリハビリを実施できるようにした。同時に、
ICU-AW への理解が深められるよう情報を提供した。鎮静は特別な指示がない限り日中は RASS-1～0 を目標とし、昼夜の変化を
つけるため夜間は RASS-2～-3 を目標とすることで ICU － AW の予防に努めた。
【倫理的配慮】A 病院倫理委員会の承認を得て行っ
た。
【結果】取り組みの前後を比較して有意差はなかったが、平均 MRC スコアは上昇した。【考察】A 病院 ICU では、PT による
リハビリは平日の限られた時間のみであり、休日は PT による介入がなく、継続したリハビリを実施できていなかった。看護師に
よるリハビリに取り組んだことで平均 MRC スコアが上昇したと考える。さらに、スタッフにリハビリの必要性、有効性を理解し
てもらうことができ、実践へと繋げる機会となった。今後、継続することにより ICU-AW の予防に努めていきたい。
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O9-1

小児・新生児①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 7 会場

超音波検査を用いた早産児における慢性呼吸障害の評価について

埼玉医科大学総合医療センター
櫻井 淑男、荒木 俊介、川崎 秀徳、金井 雅代、石黒 秋生、田村 正徳
はじめに： 早産児における慢性呼吸障害の評価は胸部レ線に基づいて行われてきた。一回ごとの胸部レ線の被曝量は少ないとは
いえ、長期入院中や退院後に繰り返される胸部レ線による総被曝量は無視できるものではない。 我々は、慢性呼吸障害の評価に
『被ばくのない』超音波検査を適用してその有用性について検討した。対象と方法： 2014 年 4 月以降当科に入院し、慢性呼吸障
害の診断を受けた児で肺エコー検査を行った児 19 名（GA 27.3+2.4wk, BW 930+370g）についてその結果を後方視的に検討した。
また、肺疾患以外の病名で入院した 6 名の児の肺エコーと上記結果を比較した。結果： 1）CLD36 の欧米規準に基づくと 19 名の
内訳は、軽症 4 名、中等症 6 名、重症 9 名であった。 2）19 名中 17 名で B ラインが認められ、17 名全例胸部レ線で異常陰影が認
められた。 3）B ラインが認められなかった 2 名は、検査日が日令 170 であり、そのうちの 1 名は、胸部レ線は正常化していた。 4）
肺疾患以外で入院した 6 名の患児の肺エコーでは、B ラインは認められなかった。考察： 新生児の肺エコーの論文が欧米雑誌に
散見されるようになったが、我国の NICU では肺エコーは普及していない。そこで今回慢性呼吸障害に対して肺エコー検査を適用
した。肺疾患のない 6 名の児では B ラインは認められなかったのに対して慢性呼吸障害と診断された 19 名の児の 89％に B ラインが
認められた。また、B ラインの認められなかった 2 症例は、すでに日令が 170 とかなり進んでおり、そのうちの 1 名は胸部レ線も
正常化していた。今後症例を重ねて、慢性呼吸障害に対して胸部レ線の代わりに超音波検査で経過観察できる可能性を検討する。

O9-2

機能的単心室患者術後横隔神経麻痺に対する非侵襲的陽圧換気の有用性と限界

京都府立医科大学

麻酔科

集中治療部

田畑 雄一、橋本 悟、徳平 夏子、井上 美帆、木村 彰夫、黄瀬 ひろみ、三井 誠司、成宮 博理
【目的】機能的単心室患者における術後横隔神経麻痺は呼吸・循環に負の影響があり、積極的に非侵襲的陽圧換気（以下 NIPPV）
の導入を行ってきた。その有用性と限界について検討した。【方法】2009 年 1 月から 2014 年 12 月の間に術後横隔神経麻痺を合併し
NIPPV を使用した機能的単心室患者を対象とし、診療録より後方視的に検討した。再挿管もしくは縫縮術を行わずに NIPPV を 24
時間以上離脱したものを離脱と定義し、離脱率ならびに再挿管・縫縮術要した症例を調査した。統計解析には Fisher の正確確立
検定を用いた。
【結果】対象患者は 20 例。年齢中央値は 13ヶ月（1ヶ月 -4 歳 10ヶ月）。術式はフォンタン手術後 7 例、グレン手術後
10 例、体肺動脈短絡術後 3 例であった。NIPPV 使用期間は中央値 5 日間（1-25）
。再挿管は 30%（6/20）
、横隔膜縫縮術は 35%（7/20）
で行われた。また人工呼吸離脱困難のため気管切開を要した患者は 2 例で、ともに両側横隔神経麻痺を合併していた。離脱率は月
齢 12ヶ月未満では 30%（3/10）と月齢 12ヶ月以上 90%（9/10）と比較し有意に低かった（p=0.02）。術式別離脱率はフォンタン手
術後 100%（7/7）、グレン術後 40%（4/10）、体肺動脈短絡術後 33%（1/3）。また NIPPV を 8 日間以上使用した症例での離脱率も
17%（1/6）と低かった。【考察】12ヶ月未満児では術後横隔神経麻痺に対する NIPPV の有用性は低い、乳児期における呼吸の未
熟性がその一因と示唆された。一方で術式による影響も示唆されたが機能的単心室患者の術式選択と年齢の関係を考慮すると、よ
り多数例での検討が必要と考えられる。また 8 日間以上の NIPPV 使用症例は 1 例を除き再挿管もしくは縫縮術を要し、横隔膜機能
の早期改善傾向を認めない場合の離脱を目的とした NIPPV 長期使用は有用とは言い難い。【結語】術後横隔神経麻痺に対する
NIPPV は、12ヶ月未満の患者もしくは 8 日間以上使用の際の離脱率は低く早期の介入を検討する必要がある。

O9-3

先天性心疾患術後の新生児症例における再挿管リスクファクターの検討

静岡県立こども病院

循環器集中治療科

三浦 慎也、濱本 奈央、大崎 真樹、中野 諭、齋藤 千徳、粒良 昌弘、宮越 千智
【目的】近年 Fast-track の普及により、心臓術後の呼吸管理は短くシンプルになっている。しかし依然として新生児や乳児早期の
児では人工呼吸期間が長く再挿管率が高いとされる。再挿管は ICU 滞在日数、合併症、死亡率の増加と関係があり、低年齢児の
術後呼吸管理は近年注目を集めている。我々は新生児期に心臓手術を受けた症例の再挿管率、原因、リスク因子を調査した。
【方法】
対象は 2011 年 1 月 -2014 年 12 月の間、生後 31 日以内に心臓手術を受け、当院 CCU に入室した症例。抜管失敗を 48 時間以内の再挿
管と定義し、再挿管の理由、背景、周術期の関連因子を調べた。データは、カイ二乗検定、t 検定で単変量解析を行い、有意な因
子はロジスティック回帰分析を用いて独立リスク因子を選定した。
【結果】121 の抜管事象（111 人）の中で、抜管失敗は 16 例（13%）
に生じた。日齢中央値は 13 日、60% が姑息術。再挿管例の合併症は、気道病変 5 例、染色体異常 3 例、不整脈 3 例、横隔神経麻痺
2 例。再挿管の理由は、呼吸 10 例、循環 5 例、出血 1 例。呼吸不全の中では気道病変や横隔神経麻痺が多く、循環不全の中では並
列循環児の低心拍出症候群が多かった。再挿管後 11 例は内科的治療のみで抜管に成功した。再挿管群で ICU 滞在日数が長かった
ものの、死亡率は 2 群間で有意差を認めなかった。再挿管のリスクファクターとして単変量解析では、日齢、気道病変、術前から
の呼吸管理、術後呼吸管理日数、二期的胸骨閉鎖、術後 ECMO 使用、CVP 高値、循環作動薬の使用があげられ（p ＜ 0.05）
、多変
量解析では気道病変が最も強力なリスク因子であった（EOR=19.1; p ＜ 0.01）
。
【結論】新生児期心臓手術における再挿管率は 13%
であった。再挿管理由は多岐に渡っていたが、内科的治療の最適化のみで改善することがほとんどであり、呼吸循環管理を始めと
する全身管理が最も重要と思われた。気道病変合併は最も大きなリスクファクターであり、特に慎重な対応が必要と考えられる。
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O9-4

小児集中治療室での気管切開までの期間と予後

静岡県立こども病院

小児集中治療科、2）静岡県立こども病院

1）

小児外科

和田 宗一郎 、菊地 斉 、伊藤 雄介 、金沢 貴保 、川崎 達也 、福本 弘二 2）、漆原 直人 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】長期人工呼吸管理が予測される患者に対する気管切開施行の時期に関して、成人領域では複数の大規模な研究がある。一方、
小児領域において気管切開やその施行時期についてこれまでの検討は少ない。
【目的】小児集中治療室における気管切開施行患者
の施術前の気管挿管期間を調査し、臨床的予後との関連を検討する。【方法】当施設開設から約 8 年間で気管切開が施行された患
者を診療録を用いて抽出し、後方視的に検討を行った。施術前の気管挿管期間が 14 日以内の群（早期群）と 15 日以降の群（後期群）
に分け、ICU 内での死亡、ICU 滞在期間、入院期間について比較を行った。
【結果】調査期間内に気管切開が施行された患者は 89
名で、年齢の中央値は 1.6（0.25-8）歳で 46 名（52%）に神経学的異常や多発奇形を伴う基礎疾患があった。気管切開前の気管挿管
期間の中央値は 13（6-26）日間であった。早期群（49 名）と後期群（40 名）では年齢、基礎疾患の有無、気管切開の適応病態、
予測死亡率に差を認めなかった。ICU 内での死亡は 2 名で、いずれも後期群の患者であった。ICU 滞在期間（早期群 14（9-20）日間 ,
後期群 35（25-65）日間 , p ＜ 0.05）, 入院期間（早期群 70（34-150）日間 , 後期群 119（61-241）日間 , p ＜ 0.05）はいずれも後期群
がより長期間であった。【結論】我々の検討では、気管切開前の気管挿管期間が長期となると、ICU 滞在期間や入院期間の延長を
きたす可能性が示唆された。

O9-5

術後予定外 ICU 入室に関する検討

国立成育医療研究センター

1）

秋山 類

有害事象に備え小児麻酔・集中治療に熟達した医師と ICU が必要である

手術・集中治療部、2）聖路加国際病院

、糟谷 周吾 、西村 奈穂 、中川 聡 、鈴木 康之

1,2）

1）

1）

1）

麻酔科・集中治療室

1）

【背景・目的】時に手術後の患者が有害事象のため、予期せず ICU に入室したり、手術経過・術後回復室での経過観察にて病棟帰
室に問題がないと判断された患者が時間を経て入室したりする。小児医療施設における手術患者の術後予定外小児集中治療室
（PICU）入室症例をまとめた報告は少ない。本報告ではこれらをまとめ、傾向と対応を検討する。
【対象】2012 年 1 月 1 日から
2015 年 3 月 31 日までの 3 年 3 か月に成育医療研究センター（以下、当院）麻酔科（以下、当科）が関与した麻酔症例のうち、術後
48 時間以内に PICU に入室した症例（以後、対象患者とする）とした。【方法】PICU に緊急入室となった患者一覧から診療録・麻
酔台帳を参照し症例を選択、後方視的に検討した。【結果】PICU 緊急入室症例 1502 例のうち、対象患者は全 57 症例（期間中手術
16955 件）、月齢中央値（四分位範囲）27（14-71）か月、体重 10（7.8-18）kg、PICU 在室日数 3（2-6）日、緊急手術後 16 例（28%）、
ASA PS-1 10 例（18%）、重篤な基礎疾患なし 18 例（32%）であった。すでに palliative care 中の 1 例が死亡、他は生存。PCPC 変
化は 1 低下 2 例、4 低下 1 例、5 低下 1 例（死亡例）であった。直接入室症例（D 群）38 例、病棟帰室後入室群（I 群）19 例の入室理
由は気道閉塞（D 群 /I 群）15/0、呼吸障害 8/5、循環障害 9/5、中枢神経系の障害 0/5、心停止蘇生後 4/0、その他 2/4 であった。
各症例の術中・術後経過を検討したが、対象患者に一定の傾向は得られなかった。
【考察】基礎疾患や PS には依存せず、小児手術
では様々な有害事象が起こる。当院では小児麻酔科医の存在、Rapid Response System の採用、院内急変を想定した PICU 運用に
より安全な医療に貢献していると思われた。【結語】小児手術を行う施設では小児麻酔・集中治療管理に熟達した医師と PICU が
必要である。

O9-6

沖縄県における小児集中治療室（PICU）設置および専従医配置が、地域の小児死亡にもたらした影響

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

小児集中治療科

藤原 直樹、制野 勇介、八坂 有起
【目的】第 42 回学術集会において、PICU 専従医体制が PICU 死亡を含む様々な臨床的アウトカム改善に寄与しうることを発表した。
今回、PICU 設置や専従医配置が地域社会に及ぼす影響を検証した。【方法】当院は 2006 年開院の小児・成人総合医療施設で、県
内の小児高次医療機関しての役割を担う。PICU（6 床）は内因・外因すべての小児重症患者に対応する県内唯一の病床で、開院
当初より稼働、2010 年度より新たに専従医による診療体制が導入された。病院開院前（前期：2002～2005 年）
・開院後（中期：
2006～2009 年）
・PICU 専従医配置後（後期：2010～2013 年）の 4 年ごと 3 つの期間に分けて、比較検討した。沖縄県内の小児人口（0
～14 歳）、小児死亡数、新生児死亡数、乳児死亡数、さらに NICU 死亡数の年次推移等を調査した。統計はカイ 2 乗検定を用いて
行い、P ＜ 0.05 で有意差ありとした。【結果】0～14 歳の全小児死亡数は前期 317 名・中期 264 名・後期 285 名で、小児人口 1,000 あ
たり前期 0.31・中期 0.26・後期 0.28 であり、前期と中期との間に有意に死亡率減少をみとめた。（P ＝ 0.049）PICU の対象となりう
る NICU 死亡を除いた小児死亡数は、前期 267・中期 195・後期 197 であり、前期と中期および後期の間で有意に死亡率が低下して
いた。
（P ＝ 0.002）当院における NICU 死亡を除いた小児死亡数は、前期 30 名（11.2％: 県内小児死亡数に占める割合）・中期 50 名
（25.6％）
・後期 68 名（34.5％）と年々増加し、小児病院以外での小児死亡の減少をもたらした。
【考察】小児病院開院や PICU 設置、
さらに専従医配置により、重症児集約化が進み、県内の小児死亡率低下につながった。さらなる予後改善のために、よどみのない
救急医療・安全な搬送システムの構築、多職種チーム医療の推進、PICU の拡充、さらにグリーフケアの充実等が課題である。
【結
論】小児専門医療施設の開院、PICU 設置および専従医配置により、地域の小児死亡率が低下した。
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O10-1

多臓器不全・敗血症①

第 7 会場

敗血症性 DIC 症例のプロテイン C 値の変動と転帰

日本大学

医学部

1）

千葉 宣孝

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

、齋藤 豪

1,2）

救急集中治療医学分野、2）日本大学病院
、櫻井 淳

1,2）

、木下 浩作

1,2）

救急科

1）

【目的】敗血症性 DIC 例におけるプロテイン C 値の変動率と転帰について検討した。【方法】対象は，敗血症性 DIC を発症した 117
例とし，DIC 発症時と 5 日後のプロテイン C（PC）値を測定した。
【結果】117 例のうち 51 例が死亡した。転帰と PC 変動率の関係は，
死亡群と比較して生存群で有意に PC 変動率が上昇していた（PC 変動率中央値：50．0％ vs. － 11．5％，P ＜ 0．001）。年齢，性別，
カテコラミン製剤，AT 製剤の使用，持続的腎代替療法を含めた転帰に対する多変量回帰分析では，PC 変動率は転帰に対する独
立した予測因子であった（オッズ比；0．88）。転帰に対する PC 変動率の ROC 曲線の ROC 下部面積は，0．81 で，PC 変動率 23％
が感度＋特異度の最高値を示した。
【結論】DIC 発症後の PC 変動率は，敗血症性 DIC 例の死亡を予測する有用な因子で，そのカッ
トオフ値は 23％であった。

O10-2

トロンボモジュリン遺伝子多型が重症敗血症の病態および転帰に与える影響

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学、2）久留米大学医学部 救急医学、
東京医科大学八王子医療センター 特定集中治療部、4）兵庫医科大学 救急・災害医学、5）君津中央病院
6）
千葉大学 バイオメディカル研究センター

1）
3）

救急・集中治療科、

渡邉 栄三 1）、坂本 照夫 2）、高須 修 2）、池田 寿昭 3）、小谷 穣治 4）、北村 伸哉 5）、寺竹 洋一 6）、幡野 雅彦 6）、織田 成人 1）
【背景】重症敗血症の転帰への遺伝子多型の関与が多く報告されている．一方近年，敗血症性播種性血管内血液凝固症（DIC）の
病態が治療対象として注目されてきた．
【対象・方法】2001 年より 2008 年までの当 ICU 入室重症敗血症患者 125 例（導出コホート），
および 2008 年より 2012 年までの上記 5 施設 ICU 入室重症敗血症患者 268 例（検証コホート）
，の二つの重症敗血症コホートを設定
した．遺伝子多型としては，DIC の背景病態において重要な役割を担うとされるトロンボモジュリンの遺伝子（THBD）に注目し，
その一塩基多型（SNP）を 13 種類搭載した SNP チップ（Asper Biotech 社製）を用いて，遺伝子多型解析を行った．また転帰に関
して genotype 別に有意差を認めた promoter SNP に対してルシフェラーゼ・アッセイを行った．【結果】導出コホートにおいて，
THBD の転写開始点より 1748 bp 上流の promoter 領域に位置する rs2239562 の SNP（-1748*G/C）において minor allele である C
allele の保有が，死亡率低下に有意に関与していた（p=0.033）
．この傾向は検証コホートでも維持され，2 つの統合コホートでも尚
有意に関与していた（p=0.028）．その結果を受けて，ルシフェラーゼ・アッセイで promoter 活性を比較したところ，単球系，血
管内皮系いずれの cell line においても，G よりも C allele の方が有意に promoter 活性が上昇していた（p ＜ 0.02）【結語】重症敗血
症患者の転帰に THBD 多型が関与しており，それによって生じた THBD 発現の相対的上昇が重症敗血症転帰に有利に働いた可能
性がある．この情報は，今後重症敗血症患者へのトロンボモジュリン製剤の投与対象を検討するうえでも注目すべきものと考えら
れる．

O10-3

DIC を伴った尿路感染症患者に対する AT3 および rTM 投与の効果：DPC データを用いた検討

産業医科大学

1）

医学部

救急医学講座、2）産業医科大学

医学部

公衆衛生学

大坪 広樹 、村松 圭司 、岡田 祥明 、米良 好正 、弓指 恵一 、高間 辰雄 1）、久保 達彦 2）、古屋 智規 1）、松田 晋哉 2）、
真弓 俊彦 1）
1）

2）

1）

1）

1）

【背景】アンチトロンビン 3（AT3）およびリコンビナントトロンボモジュリン（rTM）は、その有用性の根拠が不十分で、
Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2012 では推奨されていない。そこで我々は DPC データを用いて DIC を伴ったと考えられる
尿路感染症（UTI）患者を抽出し、AT3 および rTM の効果を検討した。【方法】2010～2012 年度 DPC 研究班調査データを解析対
象とした。DPC6 桁分類が敗血症もしくは DIC で登録された患者で、ICD-10 コードに UTI と考えられる疾患が病名として登録さ
れ た 患 者 を 抽 出（n=26938） し、 そ の 中 で DIC を 来 た し た 患 者（n=4380） を 対 象 症 例 と し た。 対 象 患 者 を Propensity score
matching の手法を用いて患者背景を揃え、AT3 および rTM 使用の有無で在院中死亡率の比較を行った。
【結果】DIC を伴う UTI
患者において、在院中死亡率は AT3 使用群（n=1,246）が AT3 非使用群（n=1,246）に比べて有意に低かった（26.7% vs. 31.9%, P
＜ 0.01）。また、rTM に関しても、rTM 使用群（n=560）が rTM 非使用群（n=560）に比べて在院中死亡率は有意に低かった（24.6
% vs. 33.6%, P ＜ 0.01）。【結語】DIC を伴う UTI 患者において AT3 および rTM 投与が予後を改善する可能性が示唆された。
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O10-4

敗血症の早期診断におけるプレセプシンの有用性

大阪市立大学医学部附属病院

救命救急センター

山本 朋納、西村 哲郎、晋山 直樹、加賀 慎一郎、寺田 貴史、内田 健一郎、森岡 貴勢、武貞 博治、溝端 康光
［目的］敗血症の早期診断におけるプレセプシン（PS）の有用性を調べるため、他の診断マーカーと比較検討を行った。
［方法］
2014 年 2 月から 2015 年 8 月までに当科に入院し SIRS 基準を満たした患者 109 例を、敗血症群（72 例）
、非敗血症群（37 例）に分け、
診断マーカーについて ROC 解析を行った。さらに敗血症群を septic shock 群（46 例）
、severe sepsis 群（14 例）
、sepsis 群（12 例）
に分けて比較検討した。SIRS 診断後第 1、3、7 日目に敗血症の診断マーカーとして PS、プロカルシトニン（PCT）
、CRP、白血球
数（WBC）を測定した。
［結果］第 1 日目の PCT は非敗血症群に比較し、severe sepsis 群、septic shock 群で上昇を認めた。一方、
PS は非敗血症群に比較し、全ての敗血症群で上昇していた｛PCT（中央値 , ng/mL）: 0.5 vs. 0.5 vs. 14.8 vs. 5.8、p ＜ 0.001；PS（中
央値 , pg/mL）: 308 vs. 587 vs. 813 vs. 1193、p ＜ 0.001；非敗血症群 vs. sepsis 群 vs. severe sepsis 群 vs. septic shock 群｝。また、
第 1 日目において敗血症群と非敗血症群を区別するための ROC 曲線下面積（AUC）は PS で 0.89 であり、PCT、CRP、WBC の
AUC よりも高かった。さらに高 PS 値（≧ 500 pg/ml）は odds ratio 63.5 で、sepsis 群と非敗血症群を区別し得た（95% CI: 4.8-833.9,
p=0.0016）。［結語］PS は重症敗血症・敗血症性ショックだけでなく、敗血症の早期診断にも有用であると考えられた。

O10-5

重症敗血症における ADAMTS13 活性低下は重症化と予後不良を予測する

東北大学病院

高度救命救急センター

吉田 良太朗、工藤 大介、佐藤 哲哉、宮川 乃理子、藤田 基生、野村 亮介、遠藤 智之、佐藤 武揚、入野田 崇、久志本 成樹
【目的】敗血症における ADAMTS13 の活性低下は重症化に関連する可能性が示唆されているが、十分な検討はなされていない。
本研究においては、重症敗血症における重症化と予後予測マーカーとしての ADAMTS13 の意義を明らかにすることを目的とした。
対象・方法 重症敗血症患者 58 例を対象とし、重症敗血症診断日に ADAMTS13 活性を測定し、経時的に評価した凝固・炎症性マー
カーおよび重症度スコア、28 日転帰との関係を解析した。【結果】診断日 ADAMTS13 活性は、入院時可溶性フィブリンモノマー
複合体、D-dimer、PIC、および ISTHDIC スコアと相関を認めた。また、7 日までの ISTHDIC スコアと SOFA スコアの最大値およ
び MODS-free days、DIC-free days と有意な相関を認めた。28 日死亡を目的変数とした ROC 解析による AUC は 0.746 であり、
51.5% をカットオフとすると感度 88.9%、特異度 65.2% であった。年齢、性別、APACHEII score で調整した COX 回帰分析では、
ADAMTS13 活性 50% 以下は生存期間に有意な影響を与えた（p=0.042, OR 4.302, 95%CI 1.056-17.522）
。年齢、敗血症性ショック
の有無、入院時 IL-6 値、ATIII、SOFA および APACHEII スコア、ADAMTS13 活性を説明変数とし、28 日死亡を目的変数とした
ロジスティック回帰分析では、ADAMTS13 活性が独立した死亡予測因子であった（p=0.009、OR 0.896, 95%CI 0.825-0.973）
。
【結論】
重症敗血症における入院時 ADAMTS13 活性は、凝固線溶異常の亢進に伴い低下し、重症化と転帰を予測する有用なマーカーであ
ることが示唆された。

O10-6

Organ system network disruption in non-survivor of critically ill patients

東京大学医学部附属病院

1）

救急部集中治療部、2）New York University, Langone's Child Study Center

浅田 敏文 1）、青木 悠太 2）、山本 幸 1）、土井 研人 1）、石井 健 1）、橘田 要一 1）、中島 勧 1）、矢作 直樹 1）
Objective: As interactions of each organ system have been conceptually known to play an important role during life-threatening
conditions, we quantitatively evaluated the organ system interactions in critically ill patients and examined the difference in
organ system network structure between the survivors and the non-survivors.Measurements and Main Results: 282 patients
who had been admitted to the ICU were enrolled. We analyzed associations among 9 representative laboratory variables of each
organ system using network analysis. We compared the network structure of the variables in the 40 non-survivors to that in the
40 survivors. Their baseline characteristics including the degree of organ dysfunction were matched using propensity score
matching method. Network structure was quantitatively evaluated using edge（significant correlation among variables evaluated
by p value）, weight（connective strength of edge evaluated by coefficient）, and cluster（group with tight connection
evaluated by edge betweenness）. Number of edges among the 9 variables was significantly fewer for the non-survivors than
for the severity-matched survivors（3 vs. 12, p = 0.035）. Mean weight of edges was significantly smaller for the non-survivors
（0.055 vs. 0.119, p = 0.007）. The 9 laboratory variables for the non-survivors were divided into a significantly larger number of
clusters（7 vs. 2, p = 0.001）. Conclusions: These observations suggest the necessity of assessment for organ system interactions
to evaluate critically ill patients.
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O11-1

心臓・循環・体液管理②

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 8 会場

急性 A 型大動脈解離患者に対する初期大量輸血療法が術後の臨床転帰に及ぼす影響

福岡大学病院

救命救急センター、2）福岡大学病院

1）

心臓血管外科

佐光 英人 、仲村 佳彦 、峰松 紀明 、和田 秀一 、田代 忠 2）、石倉 宏恭 1）
1）

1）

2）

2）

【目的】急性 A 型大動脈解離において、大量輸血療法を実施した症例の術後 ICU 管理および臨床転帰に及ぼす影響を検討する。
【対
象と方法】2013 年 4 月から 2015 年 3 月までの期間に、急性 A 型大動脈解離にて緊急人工血管置換術が施行され、術後 28 日以上生
存していた連続 37 症例を対象とした。今回の検討において、大量輸血療法は術前から 24 時間以内に赤血球、新鮮凍結血漿、血小
板の総輸血量が 40 単位 /m2 以上と定義とした。対象症例を通常輸血療法群（UT 群 :22 例）と大量輸血療法群（MT 群 :15 例）の 2
群に分類し、術後 ICU 管理および WHO performance status（PS）を用いた術後 90 日目までの臨床転帰を比較検討した。
【結果】
MT 群（68 ± 23 単位 /m2）は、UT 群（30 ± 6 単位 /m2）と比較し、平均年齢は有意に高かったが、その他の術前患者背景に有意
差は認めなかった。また、MT 群では 1 日平均利尿薬投与量が多く（9.0mg/ 日 vs.20.5mg/ 日 , p ＜ 0.05）、人工呼吸器離脱までの期
間が長く（5.0 日 vs.10.3 日 , p ＜ 0.001）、ICU 滞在期間が長かった（7.6 日 vs.12.7 日 , p ＜ 0.001）
。臨床転帰に関して、MT 群は UT 群
と比較し、術後 30 日、60 日、90 日後の WHO PS による臨床転帰に有意差を認めた（UT 群 vs.MT 群 =2.3vs.3.1, p ＜ 0.001; 1.4vs.2.2,
p ＜ 0.05; 0.6vs.1.5, p ＜ 0.001）。
【結論】急性 A 型大動脈解離における初期大量輸血療法は、術後 ICU 管理ならびに亜急性期の臨床
転帰に多大な影響を与える。

O11-2

急性 B 型大動脈解離後の急性腎障害と院内合併症の関連

東京都済生会中央病院

循環器科

高橋 寿由樹、平田 直己、中川 晋
【目的】様々な疾患で急性腎障害（AKI）が予後に悪影響を及ぼすことが知られている。本研究の目的は、急性 B 型大動脈解離
（ABAD）後の AKI 発症の規定因子、および AKI と院内合併症の関連を明らかにすることである。【方法】発症 48 時間以内に入院
した ABAD 患者のうち、透析例（n ＝ 1）、破裂による死亡例（n ＝ 2）を除いた連続 56 例を対象とした。AKI は KDIGO の基準を
用い、血清クレアチニン（Cr）値 0.3 mg/dl 以上の上昇（48 時間以内）、あるいは 50％以上の増加と定義した。AKI 群と非 AKI 群
で患者背景因子、解離の範囲、偽腔開存の有無、白血球数、CRP 値、血糖値、Cr 値、院内合併症（臓器虚血、急性肺障害など）
、
慢性期腎機能について比較検討した。【成績】非 AKI 群（n ＝ 36）と比べて、AKI 群（n ＝ 20）では入院時 Cr 値が高く（0.7［0.6
－ 0.8］mg/dl vs 1.0［0.9 － 1.2］mg/dl, p ＝ 0.0002）、高血圧が多かった（67% vs 95%, p ＝ 0.02）
。糖尿病は両群で同等であったが、
入院時血糖値は AKI 群で高値であった（129［113 － 154］mg/dl vs 149［137 － 161］mg/dl, p ＝ 0.02）
。入院時白血球数、CRP 値
には差がなかったが、最大白血球数（11,550［9,350 － 13,000］/ μ l vs 14,350［11,800 － 16,900］/ μ l, p ＝ 0.009）
、最大 CRP 値（11.0
［6.3 － 16.3］mg/dl vs 19.7［11.2 － 24.3］mg/dl, p ＝ 0.02）は AKI 群で高値であった。院内合併症は AKI 群で高率に認め（39% vs
70%, p ＝ 0.03）、退院時 Cr 値は高値であった（0.9［0.7 － 1.0］mg/dl vs 1.1［1.0 － 2.0］mg/dl, p ＝ 0.0001）
。多変量解析では、入院
時 Cr 値と腎動脈への解離進展が AKI 発症の強力な規定因子であった。【結論】ABAD では、入院時の腎機能および腎動脈への解
離進展が AKI 発症の独立した予測因子となり、AKI 合併例では炎症反応上昇とともに院内合併症が高率に認められた。

O11-3

腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術後の短期集中治療による type II エンドリーク減少効果

手稲渓仁会病院

1）

心臓血管外科、2）手稲渓仁会病院

麻酔科

栗本 義彦 、氏平 功祐 、西岡 成知 、伊庭 裕 、丸山 隆史 1）、八田 英一郎 1）、山田 陽 1）、中西 克彦 1）、横山 健 2）
1）

1）

1）

1）

【目的】腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術（EVAR）では一定の頻度で腰動脈からの逆流による type II エンドリーク
（II-EL）が術後残存し遠隔期に瘤径拡大に至る事が最大の問題となっている。ステントグラフトの種類により術後集中治療室にて
開始する短期間の降圧管理により II-EL 減少が得られる事を報告する。
【方法】2013 年より EVAR 直後 1 日目を集中治療室にて観
血的動脈圧モニターのもと平均血圧を 75-90 mmHg への降圧管理を開始し、術後 2 日目は病棟にて間歇的な血圧管理を施行した。
降圧管理治療群（治療群 , n=65）と 2012 年までに施行した術後降圧未介入群（対照群 , n=62）間で術後 6ヶ月時点での造影 CT に
よる II-LE の頻度を比較した。【成績】治療群と対照群間で年齢、性別、抗凝固剤 / 抗血小板剤の内服は 76.2 才 , 76.1 才、男性
93.8%, 85.5%、9.2% / 53.8%, 17.7% / 53.2% と差を認めなかったが、使用したグラフトは Excluder / Powerlink / Endurant で 29.2%
/ 12.3%, 58.5%, 25.8% / 32.3% / 41.9% と治療群で Endurant を多く使用していた（p=0.023）
。術後 6ヶ月での II-LE 残存率は治療群
と対照群で 15.4%, 33.9% であり、降圧により減少した（p=0.002）
。多変量解析により II-LE 残存因子は降圧（odds ratio 0.32）、
Powerlink（OR 0.26）、Endurant（OR 0.18）であった。グラフトの層別解析により Excluder 使用群では II-LE 発生率は降圧管理に
より 75.0% から 15.8% へ大きく改善されたが（p=0.001）
、Endurant 使用群では効果は少なかった。
【結論】EVAR 術後 2 日間の軽
度降圧管理により Excluder を用いた EVAR 術後の type II エンドリークの減少が得られた。低侵襲治療の EVAR であっても術直後
の集中管理により遠隔成績改善の可能性が示唆された。
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O11-4

食道穿孔の治療に胸部大動脈ステントグラフト内挿術を併用した 3 例

手稲渓仁会病院

1）

麻酔科集中治療室、2）手稲渓仁会病院

感染症科

上村 亮介 、山口 春子 、秋本 貴子 、横山 健 、片山 勝之 1）
1）

1）

2）

1）

胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術（以下 TEVAR）は低侵襲であることから急速に普及した。近年は、大動脈瘤自体
の治療以外への応用もなされ、その有用性の報告は散見される。今回我々は、食道穿孔の治療に際して TEVAR を併用した 3 例を
経験したため報告する。症例 1 84 歳女性。大動脈弓部置換術を施行された 8ヶ月後に繰り返す発熱があり、精査にて食道穿孔が
判明した。人工血管感染が疑われ、大動脈破裂のリスクが高いことから再手術が考慮されたが、再置換のリスクは高いと判断した。
TEVAR を先行して行い、2 日後に食道抜去、大網充填を施行した。全身状態は改善し、約 5ヶ月後に食道再建を行い、自宅退院
した。症例 2 77 歳男性。大動脈弓部置換術を施行された 1 年後に人工血管感染発症し、抗菌薬にて加療されていたが、経過中に
食道穿孔を来した。症例 1 と同様に、TEVAR、食道抜去が予定されたが、予定手術前に感染のコントロール不良となり、ショッ
ク状態となった。緊急手術となり、一期的に TEVAR と食道抜去を行った。人工呼吸からの離脱は困難で、リハビリ目的に転院と
なった。症例 3 85 歳男性。魚骨による食道異物にて当院へ搬送された。魚骨は上部消化管内視鏡にて摘出されたが、2 日後から
吐下血が出現した。魚骨による食道穿孔と大動脈食瘻と診断された。高齢、塵肺があることから、侵襲度を勘案し TEVAR を選択
した。その後保存的に食道穿孔は改善し、自宅退院した。食道穿孔にて大動脈破裂の危険性がある場合や大動脈食道瘻のケースで
は、早期の出血のコントロールと感染の制御が肝要である。根治的外科治療が望まれるが、侵襲度が高い。高齢者や合併症を持つ
患者においては TEVAR を併用する事が有用である可能性がある。

O11-5

急性肺血栓塞栓症の予後と，症状出現から治療までの時間についての検討

日本医科大学千葉北総病院 循環器センター、2）日本医科大学千葉北総病院
日本医科大学付属病院 循環器内科

1）
3）

集中治療室、

宗像 亮 1）、栗原 理 1）、岡崎 大武 2）、鶴見 昌史 2）、小林 宣明 2）、品田 卓郎 1）、高野 雅充 2）、畑 典武 1）、清野 精彦 1）、清水 渉 3）
【目的】急性肺血栓塞栓症（APE）の予後は、決して良好とはいえず、APE の疑いがあれば早期に抗凝固療法が勧められている。
症状発現から治療までの時間と APE の予後と関連を検討したものは少ないため、検討を行った。
【方法】1996 年 3 月から 2013 年 12
月まで APE と診断し入院した 108 例（男性 34.3％, 平均年齢 61 ± 14 歳）を登録した。症状発現から医療機関を受診し治療が開始
されるまで 48 時間以上要した群（DL 群）と 48 時間以内で治療開始された群（P 群）に分け、臨床背景、入院時所見、血行動態、
院内予後を検討した。【成績】院内死亡は 108 例中 16 例（14.8％）であり，DL 群の死亡率は 42 例中 11 例（26.2％）と P 群 66 例中 5
例（7.6％）に比し有意に高かった（p=0.008）．また、DL 群では有意に男性、入院時の心拍数、ヘモグロビン値が高かった（47.6
vs 25.8%; p=0.024, 90.5 vs 68.2％; p= 0.007, 96.3 vs. 79.5 / bpm; p=0.006, 13.0 vs 11.9 g/dl, p= 0.024, 各々）
。年齢、深部静脈血栓症
の合併率、重症広汎型の肺動脈血栓塞栓症合併率、入院時収縮期血圧、PaCO2 と PaO2 / FiO2 比については、両群間で差を認め
なかった（61.8 ± 12.6 vs. 59.7 ± 16.3 歳 ; p=0.45, 73.4 vs 79.2％; p= 0.493, 23.8 vs. 22.7％; p=0.89, 108 ± 47 vs. 110 ± 36 mmHg,
36.4 ± 17.2 vs. 35.9 ± 9.5 Torr ; p=0.85, 229 ± 123 vs. 234 ± 117 ; p=0.10）
．多変量回帰分析において、症状発現から治療介入ま
での時間が長いことは、院内死亡の独立した危険因子であった（オッズ比 4.6，95% 信頼区間 1.2 - 17.7, p = 0.025．年齢、性別、
心拍数、重症度で補正）。【結論】症状発現から治療介入までのタイミングと APE の予後について検討し、良好な予後を得るため
には早期受診と診断、迅速な治療介入が重要であることが示唆された。

O11-6

慢性血栓塞栓性肺高血圧症の 8 症例の検討

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

塩屋 悠斗、東 倫子、海野 仁、日下 琢雅、田村 有人、江嶋 正志、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】慢性血栓塞栓性肺高血圧症（chronic thromboembolic pulmonary hypertension：CTEPH）は，肺動脈が器質化血栓
により慢性的に閉塞を起こし，肺高血圧症による呼吸不全と循環障害を認める病態である。CTEPH の 8 症例の診断と治療に関し
て報告する。【症例】症例は，男性 2 例，女性 6 例の平均年齢 46（37~73）歳の 8 症例であり，初発症状はすべて呼吸困難だった。
胸部 X 線像，心電図，心エコー図において，肺高血圧症と右心不全所見を認めた。肺動脈カテーテルによる肺動脈圧は，平均 79.5
± 11.5 /44.5 ± 18.5 mmHg だった。肺動脈造影では，区域性もしくは亜区域性の肺動脈狭窄ならびに動脈先細り像，動脈壁不整像，
血管中断像を認めた。全例にワーファリンを投与し，PT-INR を平均 1.95 ± 0.43 に調節した。その他，全例に利用薬と抗エンドセ
リン受容体薬を投与した。一方，さらに 8 例中 6 例にはグアニル酸シクラーゼ活性化薬を投与したが，肺血圧の改善が乏しく，経
皮的肺動脈形成術（balloon pulmonary angioplasty：BPA）を施行することで改善した。
【結語】私たちの集中治療管理の検討では，
CTEPH に対して内科的治療はほぼ無効であり，経皮的肺動脈形成術等が必要となると評価された。が見込めるため，早期診断と
集中治療による右心不全の治療と併行して，BPA による外科的加療のセッティングを考慮する。

－ 415 －

口演 12

O12-1

外傷・熱傷①

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30
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来院時凝固障害は重症鈍的外傷の独立した予後因子か？

りんくう総合医療センター

大阪府泉州救命救急センター

石井 健太、水島 靖明、井戸口 孝二、渡部 広明、松岡 哲也
【背景・目的】凝固障害は低体温、アシドーシスと並んで外傷死の三徴の一つとされる。来院時の止血・凝固系検査の中に重症鈍
的外傷の予後予測因子があるか検討した。
【対象・方法】2006 年 1 月から 2014 年 12 月に当センターへ入院となった Injury Severity Score（以下 ISS）16 以上の鈍的外傷で、
来院時心肺停止を除いた 1128 例を後ろ向きに検討した。在院死亡を目的変数とし、年齢、ISS、Revised Trauma Score（以下
RTS）と来院時止血・凝固系検査値を説明変数としたロジスティック回帰分析を行った。
【結果】1128 例中、在院死亡は 145 例（12.8%）であった。死因は一次的脳損傷 79 例（54.5%）
、出血 47 例（32.4%）
、多臓器不全・
敗血症 9 例（6.2%）
、高位頸髄損傷 4 例（2.8%）、その他 6 例（4.1%）であった。年齢、ISS、RTS に来院時血小板値、プロトロンビ
ン時間％（以下 PT%）、活性化部分プロトロンビン時間（以下 APTT）
、フィブリノーゲン値、D-dimer 値、アンチトロンビン 3 値
を説明変数に加えたロジスティック回帰分析では、年齢、ISS、RTS に加え、PT%（調整オッズ比 0.971, 95%CI, 0.959-0.983; P ＜
0.001）、D-dimer（調整オッズ比 1.008, 95%CI, 1.005-1.010; P ＜ 0.001）が独立した予後因子であった。説明変数に来院時体温、Base
Excess、血清乳酸値を加えても、PT%、D-dimer は独立した予後因子であった。また、転院症例および病院前診療で輸液が行わ
れた症例を除いた 762 例における解析、頭部単独外傷を除いた 753 例の解析においても、PT% と D-dimer は同様に独立した予後予
測因子であった。
【結論】重症鈍的外傷において来院時 PT 延長および D-dimer 高値は独立した予後不良因子である。

O12-2

頭部外傷における脳実質損傷の指標としての D-dimer の可能性

独立行政法人

国立病院機構

災害医療センター

脳神経外科

八ツ繁 寛、早川 隆宣、住吉 京子、重田 恵吾、百瀬 俊也、榎本 真也、佐藤 慎、平 直記
【目的】頭部外傷において、他の外傷と比較して凝固線溶系の異常が比較的多くみられる。近年転帰との関係が示唆されおり、重
要な maker ともいえる。今回、急性硬膜外血腫（AEDH）と急性硬膜下血腫（ASDH）の比較的重症の症例と対象とすることで、
凝固線溶系の検査所見が脳実質損傷の評価となりうるか検討した。
【方法】2008 年 1 月から 2015 年 4 月までで開頭手術を行った重
症の ASDH と AEDH を対象とした。来院時の採血結果を収集し、統計学的に検討を行った。【結果】血腫除去術を施行したのは
ASDH76 例、AEDH42 例であった。手術は、開頭血腫除去と脳圧亢進が予想される場合は外減圧と硬膜形成を追加した。退院時
GOS は、AEDH の GR・MD で 78.6％、ASDH の GR・MD で 25％であり、ASDH の転帰は不良であった。また、Mann-Whitney の
U の検定で、118 症例の血小板数、PT-INR、フィブリノーゲンを比較すると有意差はでなかった。欠損値もあったため 51 例で比
較した D- ダイマーは ASDH で有意に高値であった。【考察】AEDH は、脳実質損傷が硬膜下血腫に比して一般的に少なく、転帰
良好であるとされる。ASDH は、脳挫傷などの脳実質損傷の合併も多く、他の頭蓋内血腫に比較して転帰不良とされている。頭部
外傷では、脳組織に豊富に存在する組織因子が血液と接触することにより、凝固亢進を認め、線溶も活性されると考えられている。
したがって、脳実質損傷が強いと思われる ASDH で D- ダイマーが有意に高いことから、D- ダイマーが脳実質損傷の程度を示す指
標となりうる可能性が示唆された。

O12-3

高齢外傷患者における急性腎傷害に関する前向き観察研究

倉敷中央病院

1）

救急科、2）倉敷中央病院

藤永 潤 、栗山 明 、島田 典明
1）

2）

総合診療科、3）倉敷中央病院

腎臓内科

3）

【目的】重症患者における急性腎傷害（AKI）は死亡率の増加と関連しているとされる。過去の海外における後ろ向き観察研究で、
外傷患者における AKI の危険因子や発症率が報告されているが、患者層は比較的若年である。本研究の目的は高齢社会のわが国
での外傷患者における AKI の発症率や危険因子を把握することにある。
【方法】2014 年 6 月から 2015 年 5 月、当院救急 ICU に入室
となった全ての外傷患者を対象とした。外来診療のみの患者、救急外来で死亡した患者、入院の時点で緩和的医療を行うこととなっ
た患者、既に維持透析を行われている患者は除外した。AKI の診断、重症度は Kidney Disease Improving Global Outcomes
（KDIGO）の基準に基づいて行った。さらに 65 歳以上の高齢患者に関し AKI 発症の危険因子を検討した。【成績】患者は合計 154
名で injury severity score の中間値は 19（IQR,13-26）、年齢は 69 歳（IQR, 45-79）であった。AKI の発症率は 14.3%（n=22）で
Stage 1 は 17 名（77.3%）、Stage 2 は 2 名（9%）で Stage 3 は 3 名（13.6%）であった。65 歳以上では AKI はより高頻度に認めた（20.5%
vs 6.0%, p ＜ 0.01）。単変量解析ではアンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE-I）やアンジオテンシン II 受容体拮抗薬（ARB）との
関連（OR 3.47; 95% CI, 1.19-10.17）や慢性腎臓病との関連（OR 13.79; 95% CI, 3.09-61.54）が示唆された。過去に指摘されている
ような糖尿病や造影剤は危険因子とならなかった。結論：高齢の外傷患者では若年者より AKI を発症しやすい。CKD や ACE-I/
ARB の服用は AKI の発症の危険因子であることが示唆された。
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O12-4

Persistent inflammation, immunosuppression and catabolism syndrome（PICS）発症の関連因子についての検討

日本医科大学千葉北総病院

1）

救命救急センター、2）日本医科大学付属病院

高度救命救急センター

岡田 一宏 、齋藤 伸行 、柴田 あみ 、久城 正紀 、阪本 太吾 、八木 貴典 、原 義明 1）、松本 尚 1）、横田 裕行 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【背景】外傷後に ICU 長期滞在、繰り返す感染症、低栄養を伴うタンパク異化亢進、管理可能な臓器障害を呈する PICS という病
態が近年提唱された。しかし、その発症に関連する因子はいまだ明らかにされていない。
【方法】2011 年 8 月～2014 年 12 月まで当
院 ICU に 10 日間以上入院した外傷患者を診療録より後方視的に抽出した。これらのうち（1）ICU 入室後 10 日目の CRP ＞ 10 mg/
dL、（2）ICU 入室後 10 日目のアルブミン ＜ 2.5 g/L、（3）複数回の感染のエピソード、のうちすべてを満たした症例を PICS 群、
それ以外を non-PICS 群として予後の比較を行った。次に、PICS 群の関連因子を単変量解析にて抽出し、ロジスティック回帰にて
解析を行った。
【結果】対象は 60 例であり、うち PICS 群は 19 例（31.7%）であった。年齢は中央値 60 歳（IQR: 44 － 71.5）、ISS は
中央値 34.5（IQR: 29 - 41）であった。PICS 群では non-PICS 群に比し、入院死亡率が有意に高く（p = 0.031）
、28 日間の ventilator
free days が有意に短かった（p = 0.021）。単変量解析では ICU 入室後 10 日以内の感染のエピソード、ICU 入室後 7 日以降の経腸栄
養開始が有意に PICS と関連しており、ロジスティック回帰では年齢、ISS で補正したオッズ比はそれぞれ 25.2（95%CI: 4.08 －
156.02）、28.9（95%CI: 2.21 － 378.41）であった。【結論】PICS 群は non-PICS 群と比較し、入院死亡率が高く、長期の人工呼吸器
装着を要した。PICS の発症については ICU 入室後 10 日以内の感染と経腸栄養開始の 7 日以上の遅延が有意に関連していた。入院
早期の積極的な感染予防や早期経腸栄養開始が PICS の発症を予防できるかについては今後の研究課題である。

O12-5

尿中尿素窒素排泄量を指標に栄養を管理した 80％重症全身熱傷の一症例

浜松医科大学

1）

麻酔蘇生学講座、2）浜松医科大学

集中治療部

川島 信吾 、鈴木 祐二 、加藤 弘美 、成瀬 智 、御室 総一郎 1）、土井 松幸 2）、中島 芳樹 1）
1）

2）

2）

1）

【はじめに】重症熱傷患者は長期間過大侵襲下にあり、代謝動態が大きく変化する。炎症反応やエネルギー消費量の増大に対応す
るために内因性エネルギーとして筋肉からエネルギー基質が動員され、異化亢進状態となる。窒素不足状態が過大となると体蛋白
の消耗や免疫担当細胞の活性低下により，治癒が遷延し予後が悪化する。今回、重症熱傷患者の尿中尿素窒素排泄量（UUN）を
指標にして行ったので報告する。【症例】36 歳男性。身長 170cm、体重 70kg。既往歴に心室中隔欠損症手術、3 年前より鬱病。自
宅にて自殺目的で灯油に火をつけ全身に 86％熱傷を受傷。近医に救急搬送され、緊急の減張切開術を施行されたが重傷熱傷患者
の治療が困難なため、当院に搬送され ICU に入室した。人工呼吸管理にて大量補液行い、中心静脈、動脈圧ラインを確保後、経
管栄養用の小腸チューブを挿入し、入室当日より経管栄養を開始した。窒素、総エネルギー投与量の指標として、UUN を連日測
定し，正の窒素バランスを目標に経腸栄養剤（ぺプタメン AF®）を中心として投与した。UUN は 45 日後に最大 35 g/ 日となり，
62 日間の ICU 入室期間中は 10-30 g/ 日の高値を示していた。最大投与窒素量は 37.7 g/ 日，カロリーは 4,000kcal/ 日にもなったが、
明らかな BUN の上昇や高血糖を起こすことなく管理できた。血清トランスサイレチン濃度は 10-22 mg/dl であった。重症熱傷患
者であるにもかかわらず、数回に及ぶ手術にも創部や全身の大きな感染トラブルもなく良好な経過となった。
【結論】重症熱傷患
者の栄養管理において UUN のモニタリングは窒素，総エネルギーの投与量の指標として有用であった。

O12-6

高齢者急性硬膜下血腫に対する緊急血腫除去術の工夫による早期リハビリテーション

国立病院機構

1）

重森 裕

福岡東医療センター

脳血管センター、2）福岡大学病院

救命救急センター、3）福岡大学病院

、大蔵 裕子 、長島 亮太郎 、鈴木 祥子 、西田 武司 、岩朝 光利

1,2,3）

2）

2）

2）

2）

、石倉 宏恭

1,2,3）

脳神経外科

2）

【はじめに】急性硬膜下血腫（以下、ASDH）はこれまで広範囲減圧開頭術が施行されていた。その一方で、近年、極小開頭術で
も症例によっては神経学的予後が良好との報告が散見される。今回我々は、75 歳以上の高齢者 ASDH に対する内視鏡下小開頭血
腫除去術の適応について検討を行った。【対象と方法】2011 年 4 月から 2014 年 9 月までに当院救命救急センターに入院した ASDH
症例は 72 例で、このうち、75 歳以上の 28 症例を対象とし、内視鏡下小開頭血腫除去術を施行した症例について後方視的に検討を
行った。
【結果】対象は 11 例。入院時の GCS 中央値は 9.9（3-15）、退院時 GCS は死亡例を除いて全て改善していた。手術時間の中
央値は 92.5（50-222）分であり、死亡例を含む在院日数の中央値は、9.3（1-27）日であった。退出時 GOS は、GR=2 症例、MD=3
症例、SD=3 症例、VS=1 症例、D=2 症例であり、全例が翌日からリハビリテーション開始可能であった。【結語】様々な基礎疾患
を持つ可能性が高い高齢者 ASDH 症例は、予後不良である事が知られている。そのため早期にリハビリテーションを開始する事は、
合併症を減少させ転帰に大きく影響する可能性がある。高齢者 ASDH に対する内視鏡下小開頭血腫除去術は、術後リハビリテー
ションを早期に行うことを可能にし、治療法の一手段として有効であると考えられた。
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O13-1

看護技術・ケアの工夫

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 9 会場

術後ドレーンのミルキングによる陰圧の測定と看護師が行うミルキングの実態報告

東京都立多摩総合医療センター

看護部

看護科

田地 勝利、布施 健太、諸星 優子、阿部 拓実
1. はじめに
術後ドレーンは、閉塞予防の目的でミルキングを実施しているが、手技を詳細に規定したものはなく看護師個人の主観で実施している。ミルキングによる陰圧を明らかにした
先行研究はないため、安全で効果的に実施されているのか検証する必要があると考えた。そこで、ミルキング手技に関する実態と陰圧の変化について明らかにしたため報告する。
2．研究目的
看護師が実施するドレーンのミルキング手技の実態と陰圧の変化を明らかにする。
3．研究方法
1）期間 : 平成 26 年 5 月～平成 27 年 2 月場所 :A 病院 ICU 病棟対象 : 看護師 14 名
2）陰圧測定器を作成し、ミルキング時の陰圧について測定する。
3）ミルキングの手技をビデオにて撮影し実態を調査する。
4）粘膜を損傷しない吸引圧（26.6Kpa）を参考に、26.6kpa を超えないミルキングの長さを検証する。
4. 倫理的配慮
A 病院看護部倫理委員会で承認を得て、研究対象者に書面・口頭で説明し同意を得た。
5. 結果
1）ミルキングによる陰圧の最大値は 55.8kpa、最小値は 2.7kpa であった。
2）看護師が実施するミルキングの手技は統一されていなかった。
3）ミルキングの長さを 8cm 以内に設定すれば、粘膜を損傷しない吸引（26.6Kpa）を越えなかった。
6. 考察
本研究では、環境条件や使用器具などの条件を統一したが、看護師によりミルキングの陰圧に大きな差を生じていた。これは、ミルキングに関するビデオ調査から、手技や
手順が統一されていないことが要因であると考える。看護に関する文献において、ミルキングの原理や手技について明確に記載されたものが見当たらないため、個々の経験
や主観により実践されている。効果的なミルキングによる安全なドレーン管理を実施するためには、ミルキング手技の統一が必要であると考える。
7. 結論
1）ミルキングにより生じる陰圧は実施者により差がある。
2）ミルキングの手技は統一されていない。
3）ミルキングする長さを設定することにより過剰な陰圧が制限できる。

O13-2

気管挿管チューブ内のバイオフィルム形成の現状調査

社会医療法人

1）

雪の聖母会

聖マリア病院

E-ICU・CCU、2）社会医療法人

雪の聖母会

佐野 香織 、片原 美香 、田中 陽子 、木下 葉介 、藤田 敬生 、爲廣 一仁 、財津 昭憲
1）

1）

1）

1）

1）

2）

聖マリア病院

集中治療科

2）

【目的】4 年前までは人工鼻と閉鎖式吸引セットと 1 日数回の気管内トイレッティングで気道管理をしていたが、トイレッティング
不要論が出されてからトイレッティングは自然消滅した。4 年間は問題なく過ごせたが、今回気道熱傷患者の気道管理中に挿管
チューブ内に形成されたバイオフィルムの押し込みであわや窒息死と
なりかけた重篤な気道トラブル症例を経験した。そこで、気管チュー
ブ内バイオフィルム形成の現状を調査したので報告する。
【方法】トラブル後の気管挿管管理した患者全員の挿管期間と挿管
チューブを縦割りにしてバイオフィルムがチューブ先端から何 cm 付
着しているかを調べた。
【結果】現在まで 16 名の症例を検討した。平均挿管日数 =4.7 ± 3.3 日、
バイオフィルム形成長 =20 ± 8cm で、バイオフィルムは極早期にしか
も、対数曲線状に形成されている。
【結論】閉鎖式吸引と人工鼻だけではバイオフィルム形成阻止には不
十分である。

O13-3

スマートポンプ R を使用したカテコラミン製剤のシリンジ交換における循環動態の変化の検証

弘前大学

医学部附属病院

ICU

村岡 祐介、堀谷 あゆみ、山口 智子、赤牛 留美子、橋場 英二
【目的】当院 ICU では、平成 26 年にスマートポンプ R を導入しており、カテコラミン製剤のシリンジ交換時の血圧と脈拍のデータ
を収集し、循環動態の変化について検証する。【意義】スマートポンプ R の使用による循環動態の変化を臨床的に検証した先行研
究はなく、薬剤交換時の安全性や効率性の根拠が明確ではない。そこで、スマートポンプ R を使用したカテコラミン製剤のシリン
ジ交換における血圧と脈拍のデータを収集し、検証することは医学的に意義がある。
【倫理的配慮】弘前大学医学部附属病院医学
研究科倫理委員会の承認を得ている。【対象・方法】ICU でカテコラミン製剤が投与されている成人患者の内同意が得られた者 15
名（血圧は n=13、脈拍は n ＝ 12）を対象とした。シリンジ交換にあたってのプロトコールは（1）カテコラミン製剤のシリンジ交
換の連動時間は 30 分とした。
（2）カテコラミン製剤の交換は 100：0 から 0：100 に連動して交換される（トータル量が 100％となる）。
（3）モニターに記憶された連続データより収集し、記録する。データは交換時間から連動時間 30 分間、交換終了後 15 分間の血圧
と脈拍を、1 分毎に収集する。交換直前の血圧、脈拍と交換後の値を、繰り返しのある―元配置 ANOVA と Bonferroni の事後テス
トを用いて比較検討した。P ＜ 0.05 を有意差ありとする。データは平均±標準偏差（SD）とする。
【結果】血圧、脈拍はシリンジ
交換時の値と比べ、交換中も交換後も有意な変化を認めなかった。交換時の収縮期血圧は 110mmHg ± 20、交換中 19 分後に最も
低下し収縮期血圧は 101mmHg ± 23（SD）である。いずれも昇圧剤の使用に至った事例はなかった。
【結語】本研究において、スマー
トポンプ R を使用したカテコラミン製剤のシリンジポンプ交換時に、急激な循環変動をきたし、昇圧剤を使用した事例は生じな
かった。よって、安全なカテコラミン製剤のシリンジ交換方法の一つと考えることができる。
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O13-4

膵頭十二指腸切除症例における体温変化に対する年齢の影響

神奈川県立がんセンター
太田 康子、伊藤 聖恵、青山 徹、村川 正明、山奥 公一郎、渥美 陽介、風間 慶介、岸 ひろみ、森永 総一郎
背景： 手術中体温管理は術後の早期回復に影響する重要な因子であり，Enhanced Recovery After Surgery の一つのエレメント
とされている．消化器外科手術においては，術野である腹部以外の保温と加温をすることが一般的である．しかしながら，このよ
うな状況下での体温変化に対する年齢因子の影響は不明である．今回，70 歳以上の症例での全身麻酔導入後の膀胱温度変化を 70
歳未満の非高齢者と比較検討した．対象と方法： 2012 年 4 月から 2014 年 4 月までに神奈川県立がんセンター消化器外科で，膵癌
に対して 70 例の膵頭十二指腸切除が施行され，膀胱温度変化が測定できた 58 例を対象とした．手術は，ガイドラインに則ったリ
ンパ節郭清を伴う根治切除を施行した．患者の低体温予防策としては，加温器と保温シートなどを使用した．患者の膀胱温度の変
化は，全身麻酔導入後から 8 時間にわたって検討した．なお本研究は，神奈川県立がんセンターの倫理委員会の承認を受けた．収
集したデータは，個人が特定されないよう配慮した．結果： 70 歳以上の高齢者群（高齢群：35 例）と 75 歳未満の非高齢者（非
高齢群：23 例）の背景因子を比較すると，性別・術前の ASAPS・体重・BMI・術前併存疾患の有無に差はなかった．手術内容を
高齢群と非高齢群で比較すると，手術時間の中央値は 473 分（345-715）と 496 分（317-703）
，出血量の中央値は 850ml（305-6730）
と 760ml（265-4120）であった．膀胱温度の変化は，高齢者群では 36.2/36.2/36.4/36.6/36.9/37.0/37.3/37.5/37.8，一方で非高齢者群
では 36.3/36.1/36.3/36.6/36.9/37.1/37.4/37.5/37.8 で，年齢に伴う膀胱温度の変化に統計学的な有意差はみられなかった．結論：
今回の検討では，高齢群は非高齢群と比較して術中体温変化に年齢の影響はみられなかった． 70 歳以上の高齢者においても術野
である腹部以外の保温と加温をすることで，体温保持は可能と考えられた．

O13-5

ICU における患者の音環境について～環境調査と患者アンケートの結果から～

東北薬科大学病院、2）宮城大学看護学部

1）

菊地 寿美枝 1）、袋地 好美 1）、霜山 真 2）
【研究目的】A 病院 ICU 内の音に対する患者の捉え方と騒音レベルを明らかにし環境改善の示唆を得る。
【研究方法】対象：ICU に
入室した患者 37 名、調査期間 : 平成 26 年 4 月～5 月、調査方法：ICU 退室 3 日後に訪問し、独自に質問紙を用いて聞き取り調査を実
施した。調査内容：基本属性（性別・年齢・病室・在室日数）ICU 内の音の感じ方、気になる音の種類、音が気になった時間帯の
計 7 項目とした。騒音の調査については、ICU の 8 室中 4 室を選択し、ベッドの頭側にデジタル騒音計 SD-2200 を設置し音量を測
定した。測定時間に処置や申し送りなど音が発生しやすい時間帯（昼間 8 時・10 時・15 時・17 時、夜間 22 時・24 時・4 時・6 時）
とした。分析方法に基本統計量を算出し、患者の音の感じ方については、属性との関係を Mann-whitney の U 検定・KruskalWallis の検定を用いて、有意水準は 5％とした。なお、本研究は A 病院倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】有効回答は 37 名、
平均年齢 70 ± 10.3 歳。ICU 内の音について、気になると答えた人は 29.7%、やや気になるが 5.4%、気にならないが 65％であった。
気になった音は、医療機器音 35.2%、医療者の声 11.7%、氷枕を作る音 11.7%、BGM11.7% であった。時間帯別の平均音量は昼間、
53.6dB、夜間 46.0dB。24 時間の平均音量は 49.8dB。最大音量は、引出の開閉音 70.0dB、医療者の声 67.0dB、医療機器音 58.0dB であっ
た。
【考察】本調査より、環境省の基準値（昼間 50dB 以下、夜間 40dB 以下）を上回っており、患者にとって好ましい療養環境と
は言えないことが分かった。患者が気になる音と大音量を生じた音の種類は一致していないものもあり、音量だけの問題ではない
と考えられた。引き出しの開閉音や医療者の声など昼夜ともに基準値以上の騒音が発生していた。患者の約 3 割が医療機器音や医
療者の声などの音が気になっていることが明らかとなり、騒音に対する改善の必要性が示唆された。
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看護教育

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 9 会場

救命救急センター看護スタッフにおける環境音への配慮に向けた減音対策プログラムの開発と評価

国立病院機構東京医療センター 看護部
自治医科大学附属さいたま医療センター

1）

3）

救命救急センター、2）国立病院機構東京医療センター
看護部

救急科、

大泉 昌也 1）、佐藤 薫 1）、中丸 真 1）、福田 敦子 1）、斉藤 意子 1）、荒井 佑佳理 3）、太田 慧 2）
【はじめに】当院は、都心部に位置する全次型救命救急センター併設型の総合病院である。救命救急センターでは 1400 人／年以上
の緊急入院患者を受け入れており、昼夜を問わず人工呼吸器や体外循環装置など数々の生命維持装置下に治療を行っている。この
ため環境音が大きくなる要素が多く、入院患者の安楽な療養を妨げている可能性があると考え「当院救命救急センターにおける看
護師の環境音への意識と、騒音の実態調査」を行った。その結果「当院救命救急センターの環境音は WHO 及び環境省が定める療
養環境の基準値を大きく上回っていること」「環境音に対する看護師の意識は夜勤帯及び自身で音量調節できる音に対して高い傾
向がある」ことが判明した。この結果を踏まえ、救命救急センター看護スタッフに対して、環境音への配慮に向けた減音対策プロ
グラムを開発して教育を行い、その妥当性を評価した。
【方法】研究期間は平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月。当院救命救急センター
に勤務する看護師 8 名に対し、講義及びスピーカーを用いた音量体験、受講者同士のディスカッションを行い、介入前後での「音
への留意度」「環境音に対する理解度」「プロセス」の変化について自己記入式質問紙法を用いて評価した。
【結果】プログラム実
施 4 週間後の音への留意度（p ＝ 0.008）、理解度（p ＝ 0.041）は共に有意に上昇した。また、プロセス評価では「音に対する理解
の深まり」や「改善点の気づき」が認められ、減音対策プログラムは効果的であった。
【考察】留意度調査では、看護師自身が音
量調節できない項目においても有意な上昇を認めた。このことから減音対策プログラムの実施は、看護師の意識が低い項目にも変
化をもたらすことができると考える。また、理解度は少なくとも 4 週間は維持されたが、介入直後と比較すると低下しているため、
今後は定期的に介入を行っていくことが取り組みとして必要である。

O14-2

急変前の前駆徴候の気づきに向けた教育の取り組み予定外 ICU 入室患者の振り返り・シミュレーション教育より

独立行政法人

労働者健康福祉機構

香川労災病院

古味 秀美、島田 佐苗
院内急変で集中治療室へ入室した症例（以下予定外 ICU 入室症例と略す）は、平成 25 年度 51 名、平成 26 年度は 37 名であり、症
例に対する振り返りが行えていない。先行文献では、急変の 8 時間前に前駆症状が出現していると言われており、急変を未然に防
ぐことは重症化回避へとつながり、患者の予後を左右する。平成 25 年度予定外 ICU 入室患者の前駆徴候の有無を事後検証し看護
研究を行った。その結果、看護師は前駆徴候であることを認識できていない現状にあり、症例の振り返りやシミュレーションを通
して気づきを深め、状況判断能力を高める教育の検討が必要であることが示唆された。そこで院内クリニカルラダー内に急変前予
測について座学・シミュレーション教育を取り入れ、予定外 ICU 入室症例に対し該当病棟へ出向き振り返りを導入した。急変前
予測の研究後のアンケート結果、座学は急変前徴候を知り早期にアセスメントの大切さや報告の仕方が学習となった回答が多く
あった。シミュレーション研修の理解度は、
「前駆徴候について理解」94％、
「急変予測のアセスメントの理解」93％、
「報告の仕方」
88％が理解できている結果であった。自由回答では、グループワークを通じ他者の意見からの気づきが多く、急変予測をアセスメ
ントし行動することが大事であるとの回答があった。また振り返りを行うことで、フィジカルアセスメントで早期に異常に気づき、
急変前前駆徴候であることを認識し行動変容へつながることが明らかとなった。また、医師へ報告し、指示受け又は医師の来院ま
での時間をみると緊急性があるのか否かを系統立てて報告が出来ていない現状にあり、報告方法やタイミングが重要であることが
わかった。今後も急変前前駆徴候に気づける能力を身につけるためには、OJT と共に実際経験した症例の振り返りとシミュレー
ション教育を今後も継続していくことが大切である。

O14-3

当院における ICU 退室患者の呼吸数測定の現状

彦根市立病院

1）

ICU・CCU 病棟、2）彦根市立病院

循環器科

馬場 多恵 、中村 紀子 、佐伯 公亮 、池田 智之 、中野 顯 1,2）
1）

1）

1）

2）

【目的】呼吸数は循環動態や呼吸状態の変化に伴う血圧低下や SpO2 低下よりも早期に変化が表れる重要なバイタルサインである。
しかし実際の臨床現場ではその測定が省略されていることも多い。当院では平成 27 年 4 月より rapid response system（以下 RRS）
を導入した。RRS 導入前に一般病棟から ICU に緊急入室した患者の調査を行ったところ、ICU 入室までの呼吸数測定率は 6.1% に
過ぎなかった。そこで当院の一般病棟における呼吸数測定に関する実態調査を行い患者急変に関する教育活動の課題を見出すこと
を本研究の目的とする。【方法】平成 26 年度に ICU へ入室し一般病床へ退室した患者を対象とし、ICU 退室後 8 時間以内の病棟で
の呼吸数と SpO2 測定の有無、入院診療科や ICU 退室時の酸素療法の種類（人工呼吸器、高流量酸素、低流量酸素、酸素投与なし）、
ICU 退室時の呼吸数、SpO2 値について解析した。【結果】対象患者は ICU より一般病棟に移動となった 603 名であった。ICU 退室
後の呼吸数測定率は 12％、SpO2 測定数率は 80％。酸素療法別にみた呼吸数測定率は人工呼吸器が 46％と有意に高く（p ＜ 0.01）
、
SpO2 測定率は酸素投与なしが 75％と有意に高かった（p ＜ 0.01）。診療科別にみた呼吸数測定率は外科が 25％と有意に高く整形外
科が 2％と有意に低かった（p ＜ 0.01）。SpO2 測定率は循環器科が 90％と有意に高く脳外科が 71％と有意に低かった（p ＝ 0.013）
。
ICU 退室前の頻呼吸や徐呼吸の有無は病棟移動後の呼吸数測定率に影響していなかった。【結語】ICU 退室直後という比較的重症
な患者群でも呼吸数の測定率は低かった。診療科毎の呼吸数測定率にばらつきが見られたため病棟毎に呼吸数測定の重要性に対す
る理解のばらつきがあると思われた。また呼吸数測定率は人工呼吸器患者では他群より高かったが、半数以下の測定率であった。
RRS 教育活動の一環として呼吸数を含めた適切なバイタルサイン測定について理解を深めていく必要があると思われた。
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O14-4

看護におけるフィジカルアセスメント能力を評価する OSCE 評価表の一致率の検証

北海道科学大学

1）

保健医療学部

看護学科、2）札幌市立大学

石川 幸司 、中村 惠子 、菅原 美樹
1）

2）

看護学部

2）

【目的】本研究は、フィジカルアセスメント能力を測定する OSCE 評価表の妥当性を検証し、評価表における評価基準の作成方法
を構築する基礎資料とすることが目的である。
【方法】臨床経験年数が 2 年目の看護師 11 名を対象に OSCE を実施した。OSCE は対象者のフィジカルアセスメント能力を評価す
るものであり、身体徴候の観察や問診および身体診査を実施する「実施項目」
、得られた情報を評価する「判断項目」
、判断した情
報を記録する「記録項目」に分類した。この評価表を用いて、2 名の評価者で対象者を評価した。データの分析は、評価項目ごと
にκ係数を算出し、算出できない場合は平均値とその信頼区間を算出して一致率を評価した。κ係数が 0.8 以上の場合、評価者間
の一致率が高いと判断した。
【結果】評価者間の一致率が高かった評価項目数は、実施 27 項目中 23 項目（85.2％）、判断 15 項目中 12 項目（80.0％）、記録 21 項
目中 18 項目（85.7％）であり、記録項目の一致率が最も高く、判断項目が最も低かった。κ係数が算出できなかった 16 項目（実
施 5 項目、判断 3 項目、記録 8 項目）は、すべて 90％を超える平均値であり、高い一致率であった。
【考察】評価表の妥当性を高めるため、評価項目における判定基準を設定していた。実施および記録項目は、判定基準の明確性が
高い一致率につながった。一方、判断項目の一致率が低くなったのは、個人によって評価する基準が異なっていたと考えられる。
【結論】問診や身体診査の実施および記録に関する能力は、評価者間で一定の基準を用いて評価することができた。フィジカルア
セスメントにおける思考の判断に関しては、何を評価するのか、評価者間で評価基準を統一させ、明確に設定する必要がある。

O14-5

ICU 看護師による超音波検査の臨床活用ー膀胱エコーの有用性ー

横浜市立大学附属市民総合医療センター
横浜市立大学医学部 救急医学教室

1）
3）

高度救命救急センター、2）横浜市立大学大学院医学研究科

救急医学、

柴崎 有美 1）、寺西 広美 1）、株本 杏奈 1）、和田 陽子 1）、小幡 敏枝 1）、鈴木 久美子 1）、谷口 隼人 1,3）、中村 京太 2,3）、森村 尚登 2,3）
【はじめに】超音波検査（以下エコー）は簡便かつ非侵襲的なデバイスとして日常的に活用されており、ICU 看護師が基本技術と
臨床判断能力を獲得できれば、ICU 看護の質の向上につながると考えられる。
【目的】ICU 看護師による膀胱エコーの膀胱描出の
精度とエコーを用いたプロトコルの有用性を検討する。【方法】対象は 2014 年 9 月～12 月に当院救命救急センターICU に入室し、
膀胱留置カテーテルが挿入された症例 70 例。看護師 18 名に対し、機器の使用法と膀胱エコーに関する技能研修を実施した。次に
尿量低下時と 1 日 1 回定期的に看護師が膀胱エコーを施行するプロトコルを策定した。また尿量低下時以外にも、1 日 1 回膀胱エ
コーを施行し、実施後に看護師が膀胱描出の可否を記録した後に、医師が画像を事後評価した。
【結果】70 例に大使 189 回膀胱エコー
が施行された。医師と看護師で描出可否が一致したのは 152 回（80.4%）であった。尿量低下のプロトコルで膀胱エコーが実施さ
れたのは 12 例で、描出可否は 10 例（83.3%）で一致した。カテーテル閉塞が原因であった 3 例すべてを看護師が判断し、速やかに
閉塞を解除した。【考察】看護師による膀胱描出の精度は臨床的に有用な高さにあると考えられた。また、尿量低下のプロトコル
はカテーテル閉塞の迅速な解除を実施しており、有用であった。今後は下大静脈径など、看護師によるエコーの実施範囲を拡大で
きれば、ICU モニタリング機能の更なる強化につながるものと考えられた。

O14-6

急性期リハビリテーション時のブリーフィング・デブリーフィングの効果

北里大学病院
平賀 千江美、増田 正和、古市 則光、見井田 和正、田中 由梨亜
【目的】急性期リハビリテーション（以下リハビリ）は、生命維持に必要なルートが挿入された状態で行うことが多く、リスクが
高い。また、看護師、理学療法士等の多職種が関与し、その場で人数確保と役割を求められる為、コミュニケーション不足や役割
の明確性の欠如が生じる。安全性向上の為にブリーフィング・デブリーフィングを導入し、危険予知行動とインシデント件数の変
化を調査する事を本研究の目的とした。
【方法】対象：A 大学病院 GICU 看護師 23 名。調査期間：
（前）平成 25 年 11 月～平成 26 年 8 月、
（後）平成 26 年 9 月～平成 27 年 6 月。
導入前後でインシデント件数を比較。アンケートによる看護師の意識調査を実施。インシデント発生割合及びアンケート結果の統
計学的検定は、χ 2 検定を用いた。倫理的配慮：文書にて研究の概要、参加・不参加による不利益は生じない事、プライバシーの
保護について説明し、アンケート回収をもって承諾を得た。
【結果】導入前後でのインシデント件数は、前：リハビリ 603 件中 7 件、後：リハビリ 503 件中 2 件。統計学的有意差は認めなかっ
た（P ＝ 0.193）
。アンケート回収率 82.6％。ブリーフィング・デブリーフィング導入前後の変化は以下の通りで、すべての項目で
導入後に “ 出来た ” と回答した看護師の割合が増加。十分な人員確保が出来た：前 17.4％、後 52.2％（P ＝ 0.029）。役割と責任の理
解が出来た：前 21.7％、後 78.3％（P ＝ 0.001）。ルートの確認が出来た：前 26.1％、後 82.6％（P ＝ 0.001）
。ルート確認後に行う対
処行動として、ルートの整理・延長・固定の強化等が挙げられた。
【考察】ブリーフィング・デブリーフィングにより、メンタルモデルの共有が図られた結果、リハビリに関わるスタッフ全員でリ
ハビリに潜む危険を予知し、対処行動を取ることができたと考えられる。
【結論】ブリーフィング・デブリーフィングは、人員確保・役割と責任の明確化、ルートの安全に対する意識向上に効果があった。
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O15-1

多臓器不全・敗血症②

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 10 会場

救急外来における重症敗血症の初期所見

名古屋市立大学

1）

医学研究科

先進急性期医療学、2）大阪府立急性期・総合医療センター

松嶋 麻子 、中本 直樹 、吉川 吉暁 、藤見 聡
1）

2）

2）

救急診療科

2）

【背景】 重症敗血症は早期診断と治療が重要であるが、その初期症状は多彩であり早期診断は必ずしも容易ではない。日本集中治
療医学会の Global Sepsis Alliance（GSA）委員会では、敗血症の早期発見の手がかりとして、38℃以上の発熱、36℃以下の低体温、
90 回 / 分以上の頻脈、20 回 / 分以上の頻呼吸、意識の変容、全身の浮腫、四肢の冷感、低血圧を挙げ、一般市民に対しては、2 項
目以上を満たす場合に敗血症を疑い病院を受診するように勧めている。今回、救命救急センターに入院した重症敗血症について、
救急外来における初期診療所見を見直し、敗血症の早期発見の手がかりを検討した。【方法】 2013 年 4 月から 2015 年 8 月に救命救
急センターの集中治療室に重症敗血症で入院した患者を対象とした。後方視的に診療記録を見直し初療時のバイタルサインと
GSA 委員会が提示する基準を比較した。【結果】 対象患者は 120 例、救急隊により重症病態と判断され三次救急搬送されたのは
32 例、重症病態がなく二次救急搬送または独歩で来院されたのは 88 例だった。来院時の所見として、38℃以上の発熱または 36℃
以下の低体温を呈したのは 64 例（53%）、90 回 / 分以上の頻脈を呈したのは 86 例（72％）
、意識の変容は 61 例（51％）
、低血圧（収
縮期血圧 90mmHg 以下）は 29 例（24％）に認めた。呼吸数は 66 例（55％）しか記載がなく、その中で 20 回 / 分以上の頻呼吸は 52
例（79％）に認めた。全身の浮腫、四肢の冷感についての所見はほとんど記載がなかった。記載がある所見において、来院時に 2
項目以上の異常所見を呈したのは 100 例（83％）であった。【結語】 重症敗血症では、救急外来の初療時より、バイタルサインに
異常を示していることが多かった。救急外来を受診する患者において、GSA が提示する所見を複数項目認めた場合は重症敗血症
も考慮した診療が必要である。

O15-2

敗血症患者の頻脈性不整脈に対するランジオロールの使用経験

札幌医科大学

1）

医学部

麻酔科学講座、2）国立病院機構災害医療センター、3）札幌医科大学

木井 菜摘 、佐藤 昌太 、東口 隆 、巽 博臣 、升田 好樹
1）

2）

1）

3）

医学部

集中治療医学

3）

＜はじめに＞敗血症では血中カテコラミン濃度が上昇し、血圧上昇や臓器血流灌流量の維持を図る一方、adrenercic stress により
心機能抑制や難治性の頻脈性不整脈が生じることがある。塩酸ランジオロール（以下ランジオロール）は，超短時間作用性でβ 1
選択性の高い遮断薬であることから様々な場面での応用が期待されているが，敗血症性ショック時の頻脈性不整脈への使用は安全
性や有効性について十分に検討されていない。今回、当院 ICU にて敗血症性ショック患者に対するランジオロールの安全性と有
効性について後ろ向きに検討したので報告する。＜方法＞当院 ICU にて 2013 年 1 月から 2014 年 12 月までの 2 年間に敗血症性ショッ
ク治療中に頻脈性不整脈治療のためランジオロールを使用した患者を対象とした。＜結果＞調査期間内の対象症例は 19 例であっ
た。6 時 間 輸 液 量 は 39.3 ± 30.3ml/kg、24 時 間 輸 液 量 は 123.5 ± 79.1ml/kg、24 時 間 Lac ク リ ア ラ ン ス は 21.9 ± 40.6 ％ だ っ た。
APACHEII スコアは 23.1 ± 4.9 点であった。使用開始時ランジオロール投与量は 2.6 ± 1.9 μ g/kg/min で、平均使用日数は 5.6 ± 3.9
日であった。ノルアドレナリンを併用した症例は 8 例あり投与量は 0.12 ± 0.07 μ g/kg/min であった。使用開始時の不整脈は洞性
頻脈 6 例、心房細動 13 例だった。投与前後で血圧に有意な変化は見られなかったが（p=0.1045）、心拍数は有意に減少した（p ＜
0.0001）
。危機的血圧低下があり使用を中止した症例はなかった。心房細動 13 例のうち 11 例（84.6％）が洞調律に回復した。＜結
果＞蘇生開始後十分な輸液管理を行う事により、有意な血圧低下を伴わず、rate control および高い洞調律化が可能であり、敗血
症において安全に用いることができる可能性が示唆された。

O15-3

β遮断薬服用患者の敗血症の生命予後は良好である

旭川医科大学

1）

救急医学講座、2）旭川医科大学

集中治療部

岡田 基 、柏木 友太 、鷹架 健一 、中嶋 駿介 、林 健太郎 1）、長島 道生 2）、小林 厚志 1）、西浦 猛 1）、小北 直宏 2）、藤田 智 1）
1）

1）

1）

1）

【背景】敗血症におけるβ遮断薬の有効性が示唆されているが、ヒトでの有効性は必ずしも示されていない。一方、心不全や虚血
性心疾患においてβ遮断薬は生命予後を改善させることがすでに知られている。
【目的】平成 26 年 1 月より平成 27 年 6 月までに旭
川医大救命救急センターに敗血症と診断されて入院した患者 27 名のうち、β遮断薬をすでに服用している群（BB）11 名としてい
ない群（NB）16 名で、患者背景と予後を検討した。
【結果】敗血症の原因は、肺炎と尿路感染がそれぞれ BB: 45.5, 45.5%, NB:
43.8%, 50% だった。平均年齢は BB: 76.8 ± 9.9 歳で男性 63.6％、NB: 69.0 ± 19.9 歳で男性 37.5％だった。β遮断薬の種類と投与量は
ビソプロロール 7 例（平均 1.8mg）、カルベジロール 2 例（2.5mg）
、その他 2 例であった。BB 群は全例心不全と診断されており、
入院時の NT-proBNP は BB: 1807.8 ± 225.1pg/ml と著明な上昇であったのに対し、NB: 92.5 ± 17.7pg/ml と正常範囲だった。入院
時脈拍数は BB: 107.4 ± 21.8, NB: 114.4 ± 22.4/ 分、CRP 値は BB: 12.7 ± 13.7, NB: 12.5 ± 9.8mg/dl で差はなかったが、プロカルシト
ニン値は BB: 6.1 ± 3.1, NB: 12.9 ± 5.3ng/ml で NB 群が高値を示した。転院・退院までの平均在院日数は BB: 17.7 ± 5.4 日に対して、
NB: 7.2 ± 1.6 日と優位に短かったが、これは BB 群での透析例が 3 例（27.2%）含まれていることに影響された。興味深いことに、
NB 群で敗血症性ショック 4 例（25％）の全例が死亡例だったのに対し、BB 群ではショック 1 例を認めたが死亡例はなかった。
【結
語】β遮断薬をすでに使用している患者は、高齢男性で多く心不全を合併しているにもかかわらず、敗血症の生命予後は良好であ
る可能性が示唆された。
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O15-4

敗血症性ショックにおける臨床的に妥当な PVPI の上限値の検討

大阪市立総合医療センター

救命救急センター

重光 胤明、林下 浩士、山下 智也、大川 惇平、森本 健、師岡 誉也、石川 順一、福家 顕宏、有元 秀樹、宮市 功典
【背景】経肺熱希釈法（Transpulmonary Thermodilution，TPTD）は敗血症における循環管理に用いられる．その計測項目の一
つである肺血管透過性指数（Pulmonary Vascular Permeability Index，PVPI）は肺の血管透過性を表す指標とされ基準値は 1.0-3.0
である．しかし，PVPI が基準値内でも高値を示す時に P/F 比が低かったり，SOFA スコアが高いことはしばしば経験され，必ず
しも臨床像を反映しているとは言えない．【目的】当センターで行った TPTD の結果から PVPI の基準値を探る．
【対象】2011 年 4
月から 2015 年 6 月までの間，敗血症性ショックで入院し TPTD を用いて循環管理され，48 時間以上人工呼吸管理した 18 歳以上の
患者を対象とした．48 時間未満で TPTD を終了した症例は除外した．
【方法】診療録からの後方視的検討を行った．28 日後生存を
アウトカムとした Receiver Operator Curve（ROC）から PVPI のカットオフ値を求め，それを基準値として 28 日後生存，P/F 比，
28 日間 ventilator free days（VFD）
，肺血管外水分量指数（Extra Lungvascular Water Index, ELWI）
，SOFA スコアの差をみた．
【結果】対象は 59 例，年齢の中央値は 64 歳，男性が 35 例（59%）で 28 日間生存は 45 例（76%）であった．28 日後生死で分けた
PVPI の中央値は，生存群 vs 死亡群で 1.5 vs 2.7（p ＜ 0.01）と死亡群で有意に高かった．28 日後生存をアウトカムとした ROC から
求めた 48 時間後 PVPI のカットオフ値は 1.9（AUC 0.87，感度 0.82，特異度 0.86）であった．48 時間後 PVPI ＜ 1.9 と≧ 1.9 で比較
すると，28 日後生存は 34（94%）vs 11（48%）例（p ＜ 0.01）
，48 時間後 P/F 比は中央値で 373 vs 282（p=0.03）
，28 日間 VFD は
22 vs 2 日（p ＜ 0.01），48 時間後 ELWI は 8 vs 12mL/kg（p ＜ 0.01）と有意な差があった．また、48 時間後 SOFA スコアに有意差
はないが 8 vs 13（p=0.06）であった．【結論】PVPI ≧ 1.9 を基準値とすると予後悪化を反映し上限値として妥当である．今後，多
施設での検討が必要である．

O15-5

人工心肺補助管理中の continuous plasma diafiltration 併用によるサイトカイン除去と臓器障害への効果

金沢大学附属病院

集中治療部

中村 美穂、蜂谷 聡明、小池 康志、相良 明宏、関 晃裕、佐藤 康次、越田 嘉尚、野田 透、岡島 正樹、谷口 巧
【はじめに】経皮的心肺補助法（PCPS: Percutaneous Cardio Pulmonary Support）の使用は年々増加しており、その生存率は治療
中の臓器障害に応じて低下するとされる。今回 PCPS 管理中の CPDF（continuous plasma diafiltration）併用により、サイトカイ
ンクリアランスが良好であった症例を経験したので報告する。
【症例】13 歳男児、急性白血病で入院中、ICU 入室前日に寛解導入療法 2 クール目を施行された。翌朝より収縮期血圧 60mmHg、
EF 20-30% のびまん性心収縮低下あり、心原性ショックの診断で ICU 入室した。入室後心肺停止より PCPS 導入と高サイトカイン
血症に対して持続的血液濾過透析とエンドトキシン吸着療法（CHDF+PMX-DHP）を開始した。翌日の PT 活性 25%、NH3 149 μ
g/dl と肝障害もあり CPDF に変更、ICU day5 に CPDF 離脱した。
【結果】入室翌日以降、サイトカイン、Oxgen Index、P/F 比、PT 活性、NH3 値の改善を認めた。CHDF+PMX-DHP と比較し、
CPDF ろ液のサイトカインは高値であり、とくに肺障害のマーカーである sTNFR I, II の除去が良好であった。
【考察 / 結論】長期の体外循環を必要とする患者は増加しているが、補助人工心臓や移植可能症例は限定的であり、予後の改善に
は多臓器不全を抑えることが課題となる。近年血漿交換併用による臓器障害、死亡率の改善が報告されているが、急性肝不全に使
用される CPDF は血漿交換と同様にサイトカイン除去に有効である。本症例は CPDF 併用によりサイトカイン除去、Bil 低下、PT
活性の改善と肺・肝障害への効果を認めており、PCPS 使用時の CPDF 併用は、サイトカイン、血管内皮障害を減らし臓器障害を
改善し、予後の改善に繋がる可能性がある。今後症例の集積が必要である。

O15-6

敗血症性ショック患者の腎障害に対する保存的な血液浄化法の使用と予後

岡山赤十字病院

1）

麻酔科、2）岡山大学病院

集中治療部

溝渕 有助 、大岩 雅彦 、南 絵里子 、進 吉彰 1）、石井 瑞恵 1）、岩崎 衣津 1）、小林 浩之 1）、實金 健 1）、時岡 宏明 1）、川上 直哉 2）
1）

1）

1）

敗血症性ショックにおける血液浄化法に関して、早期の導入が良好な生存率、腎機能の回復によいとする報告がある。さらに nonrenal indication の血液浄化法を推奨する報告も多い。しかし、敗血症性ショックに対する積極的な血液浄化法は確立されたもので
はない。我々は敗血症性ショックの腎障害に対して、心臓超音波に基づく輸液療法、高い平均血圧の維持、利尿薬の持続投与を行
う。これらの治療に反応しない場合にのみ血液浄化法を行う。敗血症性ショックの腎障害に対する我々の治療戦略と予後に関して
報告する。
【対象と方法】2012 年 6 月から 2015 年 5 月に当院 ICU に入室し、非外傷性腹腔内感染症による敗血症性ショックの成人
症例を対象とした。初期輸液管理は、心臓超音波による前負荷等の心機能の評価に基づいた。血管作動薬は平均血圧 80mmHg を
目標に使用し、十分な左室前負荷にもかかわらず尿量が得られない場合はフロセミド、カルペリチドを持続投与した。血液浄化法
は急性腎障害で尿量 0.5ml/kg/h 以下が遷延して、うっ血、代謝性アシドーシス、高カリウム血症がコントロールできない場合に
のみ施行した。
【結果】対象は 46 例、男性 26 例、女性 20 例、平均年齢は 70.1 歳であった。血管作動薬はドパミン 98%、ノルアド
レナリン 93%、バソプレシン 43% が使用され、利尿目的でフロセミドの持続静注 43%、カルぺリチド 11% が投与された。ICU 入室
1 日目と 2 日目の輸液量と尿量は各々平均で 4354ml と 2395ml および 3478ml と 3707ml であった。クレアチニン、尿素窒素の最高値
は各々平均 2.17mg/dl、47.0mg/dl であった。血液浄化法施行例は 6.5%（3 例）で、慢性透析に移行した症例はなかった。院内死亡
率は 15.2% で APACHE2 による予測死亡率 45.8% と比較して良好であった。
【結語】腹腔内感染症による敗血症性ショックに対して、
適切な循環管理を行うことで、保存的な血液浄化法の施行にもかかわらず、良好な予後を示した。
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口演 16

O16-1

腎臓・腎機能・血液浄化①

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 10 会場

敗血症性急性腎障害におけるリポカリン型プロスタグランジン D 合成酵素（L-PGDS）血中濃度の検討

滋賀医科大学附属病院

1）

救急・集中治療部、2）滋賀医科大学

山根 哲信 、藤野 和典 、江口 豊
1）

2）

救急集中治療医学講座

2）

【背景】リポカリン型プロスタグランジン D 合成酵素（L-PGDS）は、脳、腎臓、血管内皮細胞に発現していることが知られており、
慢性腎障害や狭心症のマーカーとして報告されている。これまで、我々は敗血症患者において、血中 L-PGDS 濃度が上昇し、Cre、
D ダイマーと相関することを報告した。血中 L-PGDS 濃度と急性腎障害（AKI）との相関について検討した報告はまだ無い。今回、
我々は、敗血症性 AKI と血中 L-PGDS 濃度の相関ついて検討した。【方法】ICU に入院となった重症患者より血中 L-PGDS 濃度を
測定し、AKI 群（n ＝ 19）および非 AKI 群（n ＝ 19）に分けて比較した。また、KDIGO 分類のステージとの相関を検討した。さ
らに、AKI の有無、敗血症の有無によって 4 群に分け比較検討した。【結果】血中 L-PGDS 濃度は、AKI 群では非 AKI 群に比べ、
有意に高かった（125.0 vs 72.6 μ g/dl, p ＝ 0.001）。KDIGO 分類において、血中 L-PGDS 濃度は、ステージ 3 群では非 AKI 群に比べ
有意に高かった（162.3 vs 72.6 μ g/dl, p ＝ 0.001）。また、AKI の有無、敗血症の有無による 4 群比較においては、血中 L-PGDS 濃
度は、敗血症 AKI 群では非敗血症非 AKI 群に比べ有意に高かった。
（137.0 vs 72.2 μ g/dl, p ＝ 0.009）
【結論】血中 L-PGDS 濃度は
敗血症性 AKI の診断マーカーとして有用である可能性が示唆された。

O16-2

集中治療患者におけるクレアチニン・クリアランス測定値と糸球体濾過量推定値の比較：単施設後方視観察研究

医療法人鉄蕉会亀田総合病院

1）

集中治療科、2）東京医科歯科大学医学部附属病院

救命救急センター

軽米 寿之 、白石 淳 、山本 良平 、藤内 まゆ子 、佐藤 仁信 、松本 敬 、小林 宏維 1）、麻生 将太郎 1）、笹野 幹雄 1）、
林 淑朗 1）
1）

2）

1）

1）

1）

1）

【背景】eGFR や Cockcroft-Gault（CG）の式等による糸球体濾過量（GFR）推定値は、集中治療患者においても抗菌薬等の薬剤投
与量調節に用いられている。しかし、これら予測式は慢性腎不全の非重症患者データをもとに考案されたもので、急性期重症患者
における診断確度には疑問がある。
【目的】集中治療患者におけるクレアチニン・クリアランス（CrCl）測定値と予測式による GFR 推定値の比較
【デザイン】単施設後方視観察研究
【セッティング】日本の 3 次医療機関の混合 closed-ICU
【対象】2013 年 4 月から 2015 年 5 月までの 26ヶ月間に ICU に入室し、CrCl を測定した全ての患者
【方法】CrCl は主に抗菌薬投与量調節目的に必要と判断された場合に、原則 8 時間蓄尿を検体に用いて測定した。同一患者で複数
回 CrCl が測定された場合、初回測定値およびその同日の予測式による推定値のみ解析対象とした。Bootstrap 法（10000 回）を用
いて、eGFR と CrCl 測定値の差と 95% 信頼区間（95%CI）を求めた（CG 式についても同様）
。
【主要評価項目】CrCl 測定値と GFR 推定値の差
【結果】230 症例、658 回の CrCl 測定があった。eGFR は CrCl より 14mL/min/1.73m2［95%CI: 9.6-19.7］有意に低かった。CG 推定
値は CrCl よりも 18mL/min/1.73m2［95%CI: 13.7-22.8］有意に低かった。
【結論】集中治療患者おいて、予測式による GFR 推定値は、真の GFR を過小評価する可能性があり、これに基づいた投与量調節は、
抗菌薬等の治療失敗につながるかもしれない。

O16-3

腎臓超音波検査を用いた定常流型補助人工心臓装着患者での腎機能評価の試み

大阪大学

医学部附属病院

集中治療部

井口 直也、酒井 佳奈紀、内山 昭則、藤野 裕士
【はじめに】腎臓超音波検査、特に resistive index は集中治療を要する患者の急性腎傷害（AKI）の予測や診断に使用されている。
腎臓超音波検査指標は拍動流を前提として考えられており、近年急速に使用が増加している定常流型補助人工心臓（VAD）患者
では拍動がないため使用できない。一方で VAD 患者が AKI を発症した場合は移植登録に影響し、さらには予後も不良である事が
明らかになっており、VAD 患者の腎機能評価は重大な問題である。最近になり以前は検知できなかった末梢血流を明瞭に検出で
きる新しい超音波技術が開発された。
【目的】VAD 患者において、新しい超音波技術であるSuperb Micro Vascular Imaging（SMI）を用いて腎機能を評価できるか試みた。
【方法】VAD 装着術後に AKI を発症した患者を対象とした。AKI の診断は KDIGO 分類を用いた。集中治療部に入室中に腎臓超音
波検査を行った。SMI を用い、皮髄境界近傍の葉間動脈での流速の絶対値を計測し、超音波ビームとの角度補正値を算出した。ま
た腎全体に占める腎血流部分のカラー画素数（％）を経時的に計測した。カラー部分の画素数計測は専用ソフトを用いた。心電図
上の左室収縮末期および拡張末期において計測を行った。超音波検査による測定値と血清クレアチニン値との相関を検討した。
【結果】4 人の患者で計 21 ポイントのデータを取得した。全ポイントでデータ取得が可能であった。AKI は KDIGO stage 1 および
2 であった。心電図上の収縮末期および拡張末期での流速角度補正値（cm/ 秒）、カラー画素数（％）はそれぞれ 14.5 ± 6.2、10.6
± 4.6、15.5 ± 6.9、10.2 ± 4.4（平均±標準偏差）であった。心電図上の収縮末期および拡張末期での流速角度補正値およびカラー
画素数は血清クレアチニン値との相関が認められなかった。
【結論】VAD 術後の AKI 患者において、SMI を用いた葉間動脈での流速計測値およびカラー画素数計測値は血清クレアチニン値
と相関を認めなかった。
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O16-4

血液浄化を要した急性腎障害における ICU 死亡予測因子

東京大学

医学部

1）

救急部・集中治療部、2）東京大学

医学部

血液浄化療法部

土井 研人 、山下 徹志 、野入 英世 、松原 全宏 、石井 健 、矢作 直樹 1）
1）

2）

2）

1）

1）

【背景・目的】ICU における急性腎障害（AKI）は高頻度に発症し、強い予後規定因子である。血液浄化を必要とする重症例（dialysis
requiring AKI）では死亡率は極めて高いが、このような重症 AKI における予後予測因子を明らかにすることを目的とした。
【方法】
2013 年 10 月 ~2015 年 3 月の期間、東京大学医学部附属病院 ICU にて持続的血液濾過透析（CHDF）を必要とした AKI 症例において、
血液浄化開始時における臨床パラメーターおよび新規バイオマーカー（血漿 NGAL, HMGB1, NT-proBNP）を測定した。【結果】
98 症例（男：女 =76：22、年齢 65.5 ± 15.1 才）がエントリーされ、ICU 死亡率は 34.7%、院内死亡率は 46.3% であった。測定され
た項目のうち、血清クレアチニンは生存者において有意に高値であったが（生存 2.7［1.9-3.4］mg/dl vs 死亡 3.2［2.2-4.8］mg/
dl）
、新規バイオマーカーは両群で差がなかった。多重ロジスティック回帰分析にて検討したところ、SOFA スコア、乳酸値、PTINR が ICU 死亡と有意な関連を示した。この 3 項目の組み合わせによる死亡予測は、ROC 解析にて曲線下面積 0.828（0.731-0.896）
と高い精度を示した。【結論】Dialysis-requiring AKI の死亡予測においては、単一バイオマーカーではなく多臓器不全の重症度を
反映するパラメーターの組み合わせが有用である。

O16-5

KDIGO による診断基準を用いた心臓手術後急性腎障害の発症に及ぼす術前・術中因子についての検討

東北薬科大学病院

麻酔科

長屋 慶、伊藤 洋介、宇井 あかね、吉田 明子
心臓手術後に急性腎障害（AKI）を発症した患者では合併症が多く死亡率が高い。今回我々は AKI の診断に KDIGO（Kidney
Disease : Improving Global Outcomes）のクレアチニン基準を用い心臓手術後 AKI 発症の危険因子について後ろ向きに検討した。
【対象と方法】2010 年 1 月～2014 年 12 月に待機的に施行された心停止下心臓手術のうち透析、再手術症例を除く 247 例。術後 30 日
以内の AKI 発症の有無と術前因子（年齢、性別、身長、体重、Body Mass Index［BMI］
、既往歴、内服薬、推算糸球体濾過量［eGFR］、
ヘモグロビン［Hb］、左室拡張終期径／収縮終期径［LVDd/LVDs］、左室駆出率［LVEF］）、術中因子（術式、手術時間、人工心
肺［CPB］時間、出血量、尿量）について検討した。統計学的方法はカイ二乗検定、対応のない t 検定、多重ロジスティック回帰
分析を用い p ＜ 0.05 を有意差ありとした。
【結果】AKI 発症は 104 例（42%）であった。AKI 発症の有無で比較し単変量解析で p ＜ 0.1
であった因子のうち年齢≧ 80、BMI ≧ 25kg/m2、末梢血管疾患／糖尿病の有無、非ステロイド抗炎症薬内服、eGFR ＜ 60mL/ 分
/1.73m2、Hb ＜ 10g/dL、LVDd ＞ 55mm、LVEF ＜ 50%、術式（冠動脈バイパス術と弁同時手術）
、手術時間≧ 300 分、CPB 時間
≧ 120 分、出血量≧ 500g、尿量＜ 500mL について多変量解析を行った。AKI 発症の独立した因子は年齢、BMI、eGFR、術式、出
血量であった。【考察・結語】心臓手術後の KDIGO 分類による AKI 発症率は 20～50% といわれている。病因として術前の心不全、
腎機能障害に加えて CPB による低潅流、低体温、血液希釈、塞栓、手術侵襲による全身性炎症反応、種々の薬剤の影響などが考
えられている。高齢、肥満、術前からの腎機能障害、術式、術中出血量が AKI 発症の独立した危険因子であることが示され、概
ね文献的報告と一致するものであった。出血量に関しては輸液・輸血量や術中循環動態などについての検討を行っていないため今
後の検討が必要と思われた。

O16-6

小児持続的血液濾過透析に併発する、無尿の是非

東京都立小児総合医療センター

1）

救命・集中治療部、2）東京都立小児総合医療センター

臨床工学センター

宮原 瑤子 、居石 崇志 、渡邉 伊知郎 、本村 誠 、中山 祐子 、齊藤 修 、新津 健裕 、清水 直樹 1）、吉田 拓司 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

【背景】小児集中治療において持続的血液濾過透析（CHDF）は重要な治療手段である一方で、実施期間中にはしばしば無尿を経
験する。無尿に至ることが予後に影響するかどうかについてはわかっていない。
【目的】東京都立小児総合医療センター集中治療
室（以下、当院 PICU）において CHDF 実施中の無尿とその転帰について検討する。
【方法】平成 22 年 3 月 1 日から平成 27 年 8 月
31 日までに当院 PICU で CHDF を実施した 15 歳未満の患者につき診療録を元に後方視的に検討した。【結果】対象者は 112 名（年
齢（中央値）8 か月（日齢 1~14 歳）、体重 6.3kg（2~60.5Kg）
、適応 腎適応 81、非腎適応 31 例）で、ICU 滞在日数、CHDF 実施期間、
PIM2 スコア、の平均値（標準偏差 ; 範囲）はそれぞれ、34.6（37.3;2~266）日、15.3（17.7;1~94）日、16.6（20.7;0.4~99.2）% であっ
た。また ICU 退室時の死亡率は 40/112（35.7%）であった。12 時間以上持続する無尿を認めたのは 66 例（59%）で、ICU 退室時に
も CHDF を離脱できなかったのは 4 例（うち新規導入は 2 例）であった。無尿期間の有無と転帰に関するχ 2 値は 20, p ＜ 0.005 と無
尿期間がある群で有意に死亡数が増加していた。また、ロジスティック回帰分析では無尿期間と PIM2 スコアでオッズ比＞ 1 と転
帰と有意な関連性を示したが、性別・年齢・CHDF 実施期間では有意な関連性は示されなかった。同様に ICU 滞在日数に関して
も解析を行ったが、全ての項目に関して有意な関連性は示されなかった。
【考察】無尿期間の有無や長さが ICU 退室時死亡に影響
を与える可能性が示唆された。無尿の交絡因子として基礎疾患、重症度、血管作動薬やその時点での体液バランスなどの影響が考
えられ、利尿剤使用の意義についても検討が必要と考えられた。本発表では、これらに加え、pRIFLE などの腎機能評価もあわせ
て検討をすすめる予定である。
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O17-1

神経①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 11 会場

中枢神経モニタリングに関するアンケート

香川大学 医学部 救急災害医学、2）東京医科大学 麻酔科、3）国際医療福祉大学熱海病院 神経内科 同脳卒中・神経センター、
愛媛大学医学部救急医学、5）日本大学医学部 救急集中治療医学、6）大阪府三島救命救急センター、7）昭和大学医学部 救急医学、
8）
北海道大学 大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野、9）帝京大学医学部 救急医学
1）
4）

黒田 泰弘 1）、内野 博之 2）、永山 正雄 3）、相引 眞幸 4）、木下 浩作 5）、小畑 仁司 6）、三宅 康史 7）、澤村 淳 8）、坂本 哲也 9）
［目的］救命救急センターおよび日本集中治療医学会専門医研修認定施設（以下 ICU 専門医施設）における中枢神経モニタリング
の実施状況を調査する。［方法］救命救急センター（271 施設）および ICU 専門医施設（284 施設）に対して、2014 年 1 月 1 日～
2014 年 12 月 31 日の 1 年間に入院した 15 歳以上の神経集中治療対象症例における中心神経モニタリングの実施状況の記載を日本集
中治療医学会神経集中治療ガイドライン作成委員会から依頼した。神経集中治療対象疾患としては、心肺停止、クモ膜下出血、頭
部外傷、全身痙攣重積状態、原因不明の意識障害、術後意識障害（心大血管、脳外、等）
、その他（脳梗塞、脳内出血など）
、とし
て調査した。［結果］1 アンケート回収率は 25 % であった。2 中枢神経モニタリングでは CT、MRI の頻度が高かった。3 心
停止に対しては低体温療法、他疾患に対しては常温療法の施行率が高い。4 心停止は、他疾患に比して中枢神経モニタリングの
施行率が高い。［結論］中枢神経モニタリングの使用頻度および種類に疾患別の相違があることが分かった。

O17-2

Amplitude-integrated electroencephalography で昏睡患者の non-convulsive status epilepticus を捉えた 1 例

太田西ノ内病院

麻酔科

岩崎 夢大、千田 康之、伊藤 文人、石田 時也
【はじめに】現在集中治療室における脳モニタリングの必要性が謳われており、特に神経集中治療を要する患者では必須と考えら
れているが、適切なモニタリングが施行できていないのが現状である。Amplitude-integrated electroencephalography（aEEG）
は元々新生児領域で使用されているモニタリングであるが、読影も通常脳波より簡易であり、スクリーニングに役立つ可能性があ
る。
【症例】71 歳男性、意識障害にて来院。髄液検査にて細胞数 40080 と高値であり、Klebsiella pneumoniae による細菌性髄膜炎
の診断で抗生剤にて治療開始となったが、意識障害悪化と頻呼吸にて第 2 病日に挿管、鎮静下にて管理を行った。痙攣抑制効果が
あるミダゾラム、プロポフォールを使用していたが、鎮静中止後も意識レベル改善なく、non-convulsive status epilepticus（NCSE）
を起こしている可能性も否定できなかったため、第 10 病日より aEEG モニタリングを開始。第 12 病日に 30 分を超える痙攣発作波
を aEEG で捉え、脳波モニタリングを追加したところ、3 相波の異常脳波が検出された。レベチラセタムを追加したところ、異常
脳波は消失。その後の経過は良好で第 55 病日にリハビリ転院となり、その半年後に退院となった。意識レベルは GCS E4V4M6 ま
で改善した。
【考察】aEEG は脳波成分のうち 2~15Hz の周波数の成分を抽出し最大・最少振幅幅を表示しており脳波のトレンドを
追うことが容易に可能である。aEEG は神経集中治療領域での脳モニタリングとしてその簡易さから適しており、非専門医でも
NCSE の検出と治療介入、その評価が可能になるかもしれない。aEEG にて集中治療領域での神経モニタリング追加・治療介入が
できる可能性が本症例にて示唆された。

O17-3

非痙攣性てんかん重積状態の診断に bispectral index（BIS）モニターが参考になった 2 症例

済生会横浜市南部病院、2）横浜市立市民病院

1）

前島 英恵 1）、速水 元 2）
非痙攣性てんかん重積状態（nonconvulsive status epilepticus、NCSE）は重症患者の数％に存在するとされるが、その臨床症状
は意識障害以外に乏しく、診断には積極的に疑う必要がある。今回意識障害の遷延に対し NCSE を疑い、診断の参考として
bispectral index（BIS）モニターを使用した 2 症例を経験した。【症例 1】79 歳女性、大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術後に
覚醒遅延となり、術翌日に CT 施行するも器質的異常を認めず。BIS モニターで棘波を認めたため脳波を施行したところ、散在性
に鋭波を認め NSCE の可能性を疑った。レベチラセタム、ホスフェニトインを投与し徐々に意識の回復がみられ、術後 7 日目に抜
管した。なお意識回復に伴い左上肢の麻痺が明らかとなり、術後 4 日目の CT で右前頭葉に低吸収域が顕在化し、脳波上も F4 で鋭
波を認め、同部位の脳梗塞が原因と考えられた。【症例 2】72 歳男性、くも膜下出血術後、てんかんを有する患者。痙攣重積に対
しレベチラセタムの血中濃度上昇まで人工呼吸管理され痙攣は抑制されていたが、意識障害が遷延。BIS モニター上棘波が観察さ
れ、脳波施行したところ右前頭部優位に棘徐波を認め、レベチラセタムを増量し第 7ICU 病室に抜管した。
【結語】遷延する意識
障害患者に対し NCSE を疑った場合で、持続脳波モニタリングができない状況下において、限界はあるものの BIS モニターが診断
のきっかけになる可能性がある。今回経験した 2 症例とも BIS モニターが早期診断、治療介入の参考となっており、文献的考察を
交えて報告する。

－ 426 －

O17-4

ICU での意識障害患者における nonconvulsive status epilepticus（NCSE）の発生頻度とその治療効果

兵庫県災害医療センター

1）

救急部、2）香川大学医学部附属病院救命救急センター

江川 悟史 1）、一二三 亨 2）、松村 光 2）、岡崎 智哉 2）、宍戸 肇 2）、篠原 奈都代 2）、高野 耕志郎 2）、阿部 祐子 2）、河北 賢哉 2）、
黒田 泰弘 2）
【はじめに】神経集中治療において非けいれん性てんかん重積発作（NCSE:nonconvulsive status epilepticus）の診断の重要性が報
告されている。欧米では 24 時間持続脳波モニタリングが普及しているが、本邦では普及していない。今回我々は集中治療室に入室
した意識障害患者にする NCSE の発生率とその治療効果について 2 電極の脳波モニタリング（2 channel EEG）を用いて検討した。
【方法】2015 年 3 月から 2015 年 7 月に当院救命救急センター集中治療室に入室した意識障害患者（GCS 14 以下）に対して 2 channel
EEG を装着し、後ろ向きに検討した。NCSE の診断は当センター独自のプロトコル（波形診断、ベンゾジアゼピントライアル、国
際式 10-20 法による補助）を用いた。治療は fPHT（fosphenytoin）と LEV（levetiracetam）を主に使用し、難治性の場合ミダゾラ
ムやプロポフォールの持続静注を使用した。Primary Outcome は NCSE の発生頻度とした。Secondary Outcome は NCSE の有無に
おける 2 群間での ICU 滞在日数、入院日数、退院時 modified Rankin Scale（mRS）とした。また先行する痙攣発作、顔面のミオクロー
ヌス、失語などを「意識障害以外の NCSE を想起させる症状」と定義し、2 群間で比較した。
【結果】対象は 28 名、平均年齢は 64 歳、
男性は 20 名、平均 APACHE-II スコアは 27 点であった。心停止蘇生後 4 名、脳卒中 12 例、痙攣発作 8 例、脳腫瘍 1 例、内科疾患 3
例であった。NCSE は全体の 39% に認めた。NCSE の有無で 2 群間比較をすると、ICU 滞在日数、入院日数、mRS に統計学的有意
差を認めなかった。
［11 日 vs. 13 日，p = 0.48, 18 日 vs. 28 日，p =0.32 , 中央値（IQR） 4（1-4）vs. 4（2.5-5）, p =0.37］
。NCSE を
認めた患者では「意識障害以外の NCSE を想起させる症状」が有意に多い結果となった（OR, 6.43; 95%CI,1.20-51.52; P=0.03）
。
【結論】
2channel EEG を用いて約 4 割に NCSE を認めた。適切な治療介入を行うことで、予後改善の可能性も示唆される。

O17-5

両側を同時に測定可能なモバイル型自動瞳孔測定器を用いた、健常人の瞳孔径と直接・間接対光反射の測定結果

兵庫医科大学

救急・災害医学講座

坂田 寛之、中尾 博之、小谷 穣治
【背景】救急・集中治療領域においてモバイル型自動瞳孔測定器の開発・使用が拡大しているが、両側を同時に測定出来る器械は
未だない。我々は初めてベンチャー企業とともに両側を同時に測定、記録できるモバイル型自動瞳孔測定器を開発し瞳孔径や直接・
間接対光反射に関する評価を行った。
【方法】頭蓋内病変・視力低下以外の眼病変の無い健常成人ボランティア 25 名（20 代、30 代、
40 代、50 代、60 代以上の各群 5 名）を対象とし、日中同光度の場所で新たに開発した両側同時測定が可能なモバイル型自動瞳孔
測定器を用いて自然な瞳孔径、直接・間接対光反射の測定を行った。【結果】平均瞳孔径は健常人において右 5.6 ± 1.26mm 左 4.9
± 1.18mm であり 0.5mm 以上の左右差が認められ、年齢を重ねる毎に縮瞳している傾向にあった。年齢別の縮瞳率や縮瞳に要する
時間（以下：縮瞳時間）に差はない傾向であったが、光照射後に散瞳する（元の瞳孔径に戻る）割合（以下：散瞳率）には、高年
齢で低下する傾向にあった。また全 25 名の直接対光反射と間接対光反射の比較において、縮瞳率や縮瞳時間、散瞳率に有意差は
なかった。
【考察】健常人においても 0.5mm 以上の瞳孔不同がある。加齢に伴って瞳孔径が縮小し、散瞳率が低下する傾向があるが、
既報の検討から鑑みて、交感神経系の選択的障害による相対的副交感神経優位が一因と考えられた。対光反射は直接・間接とも年
齢の影響を受けておらず、加齢は対光反射に影響を及ぼす神経異常を来たさないと考えられた。
【結語】両側同時測定・記録可能
なモバイル型自動瞳孔測定器を世界で初めて開発した。まずは健常人の自然な瞳孔径、直接・間接対光反射の検討で加齢による変
化を発見した。今後中枢神経障害のモニタリングとしての有用性を検証する。

O17-6

プロポフォールが瞳孔径に及ぼす影響：赤外線瞳孔計を用いた検討

九州大学病院

1）

手術部、2）九州大学病院

集中治療部、3）九州大学大学院

白水 和宏 、瀬戸口 秀一 、徳田 賢太郎 、藤吉 哲宏 、外 須美夫
1）

1）

2）

3）

麻酔・蘇生学

3）

【背景】中枢神経モニタリングとしての瞳孔反応は重要なバイタルサインである。最近、赤外線瞳孔計（NPi-100, NeurOpitics）を
用いることにより客観的で正確な瞳孔反射の情報を得られるようになった。頭蓋内病変が瞳孔反射に与える影響についての報告が
ある一方で、単一の鎮静薬が瞳孔反射に与える影響についての報告は少ない。特に ICU では様々な投薬がなされており純粋に鎮
静薬のみの効果を観察するのは難しい。そこで我々は、プロポフォールが瞳孔径に与える影響について NPi-100 を用いて検討した。
【方法】手術室で硬膜外併用脊椎麻酔（CSEA）で麻酔管理される整形外科待機手術の 9 例の患者を対象とした。鎮静薬としてプロ
ポフォールを使用し、BIS（Bispectal Index）値が 40～60 になるように調整をした。入室時、手術開始 1 時間後、退室時に以下の
項目を計測した。NPi-100 により最大瞳孔径（MAX）、最小瞳孔径（MIN）、瞳孔収縮率（%CH）
、反応時間（LAT）
、収縮速度（CV）、
拡張速度（DV）
、また上記項目より導き出される神経学的瞳孔指標（NPi）を記録した。結果は平均値± SD で示し、ANOVA、t
検定を用いて解析し、P ＜ 0.05 で有意差ありとした。
【結果】プロポフォールは %CH, LAT, NPi には影響を与えなかったが、MAX
（4.2 ± 0.9 → 2.4 ± 0.2, p=0.001）、MIN（2.6 ± 0.6 → 1.7 ± 0.3, p=0.001）
、CV（2.7 ± 0.8 → 1.3 ± 0.5, p=0.003）
、DV（1.3 ± 0.2 → 0.6 ± 0.2,
p=0.0009）を低下させた。すべての計測項目は退出時には回復していた。手術中呼吸抑制が生じることはなかった。【結論】頭蓋
内病変が CV や DV を低下させる報告があるが、プロポフォール自体でも低下した。ICU で対光反射を調べる際、使用している薬
剤の影響を考慮する必要がある。
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O18-1

多臓器不全・敗血症③

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 11 会場

肝臓における低酸素応答を標的とした新たな乳酸アシドーシス治療法の開発～Cori 回路制御機構の解明～

慶應義塾大学 医学部 麻酔学教室、2）慶應義塾大学
島津製作所 分析計測事業部

1）
4）

医学部

医化学教室、3）東京歯科大学

歯学部

薬理学講座、

壽原 朋宏 1）、菱木 貴子 2）、笠原 正貴 3）、早川 典代 2）、小柳津 智子 1）、中西 豪 4）、久保 亜紀子 2）、末松 誠 2）、南嶋 洋司 2）、
森崎 浩 1）
【背景】低酸素応答は主に転写因子 HIF（hypoxia-inducible factor）によって制御されるが、その HIF もまた “ 低酸素センサー” プ
ロリン水酸化酵素 PHD2 によって負に制御されているため、PHD2 の活性が阻害された細胞では低酸素応答が活性化され、亢進し
た嫌気解糖の結果として大量の乳酸が細胞外に放出される。しかし、Phd2 遺伝子を全身で破壊したマウスにおいては、予想に反
して対照群よりも血中乳酸値が低いことが判明した。
【目的】
『乳酸を産生する骨格筋などと、その乳酸を取り込み糖新生などの原料として利用する肝臓との間のクロストーク（Cori 回
路）が低酸素応答によって活性化される』という仮説をたて、肝特異的 Phd2 ノックアウト（Phd2-LKO）マウスを用いて生体内
における低酸素応答による代謝制御メカニズムの解明を試みた。
【結果】Phd2-LKO マウスは対照群と比較して、（1）乳酸負荷後の血中乳酸クリアランス能力が高く、（2）肝臓における糖新生に
関わる遺伝子群の発現が上昇していた（Control: n=8, Phd2-LKO: n=7）
。また、安定同位体 13C －標識乳酸から糖新生されたグル
コースを、質量分析器を用いて定量した結果、（3）肝における乳酸からの糖新生能力が増強していた（n=15 each）
。さらに、野
生型マウスで作製した lipopolysaccharide（LPS）腹腔内投与によるエンドトキシンショックモデルにおいて、（4）経口 HIF-PHD
阻害薬（GSK360A）の投与によって乳酸アシドーシスが軽減され、個体の生存率が改善した（Vehicle: n=11, GSK360A: n=10）。
【結論】個体における低酸素応答は、肝臓での Cori 回路活性化を介して乳酸クリアランスを高め、乳酸アシドーシスの死亡率を低
下させる。本研究は、組織低灌流の産物であった乳酸を直接的代謝により生体のエネルギー源であるグルコースに変換する、とい
う点で革新的であり、重症敗血症患者に対する血中乳酸値正常化を目標とする治療戦略の全く新しい科学的根拠となり得ると考える。

O18-2

DAMPs としてのヒストンの体内動態

鹿児島大学

1）

医歯学総合研究科

救急・集中治療医学講座、2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

杉本 亮 、伊藤 隆史 、丸山 征郎 、垣花 泰之
1）

2）

2）

システム血栓制御学講座

1）

【目的】DAMPs（Damege-Associated Molecular Pattern molecles）として注目されているヒストンは、マウスへの大量投与によ
り敗血症様症状が誘発されることが知られている。本研究では、このヒストンが体内で血栓および炎症を誘発する作用動態を明ら
かにすることを目的とした。【方法】蛍光標識ヒストンおよび無標識ヒストンをマウスに尾静脈より投与し、各臓器（肺、肝臓、
腎臓）および血液を継時的（5 分後、1, 3, 6, 12, 24 時間後）に採取した。各臓器は組織学的解析および分子生物学的解析に供試した。
【結果】蛍光標識ヒストンは肺、肝臓、腎臓に主として蓄積し、後発的に投与された蛍光標識ヒストンは前蓄積部位に蓄積するこ
とが明らかとなった。また、血中のヒストン量が多い場合、体内ヒストンの排出が損なわれることが明らかになった。炎症性サイ
トカインの発現解析により、ヒストン大量投与（50mg/kg i.v.）よりも、同量のヒストンを断続的に投与された場合（16.7mg/kg i.v. を
3 回）の方が催炎作用が高いことが明らかとなった（P ＜ 0.05）。【結論】血中ヒストンの濃度が高く維持された場合、ヒストンの
体外への排出が損なわれ、肺における蓄積が増大し、催炎作用が強くなることが推察された。

O18-3

マウス敗血症モデルでのリコンビナントトロンボモジュリンによる NETosis の抑制効果

藤田保健衛生大学

1）

医学部

麻酔・侵襲制御医学講座、2）藤田保健衛生大学

医学部

臨床免疫制御医学講座

加藤 由布 、下村 泰代 、須賀 美華 、酒井 俊和 、加藤 大貴 、原 嘉孝 、中村 智之 、柴田 純平 1）、森山 和広 2）、西田 修 1）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

Neutrophil Extracellular Traps（NETs）は病原体の補足と血栓形成に関与する好中球の自然免疫の一つである。NETs は活性化
した血小板が好中球に結合して形成される。トロンビンは血小板の活性化因子であり、トロンビン産生が増加する DIC のような
凝固障害では、NETs 形成も過剰になる可能性がある。リコンビナントトロンボモジュリン（rTM）はトロンビンと結合すること
により、トロンビンの作用を不活化する。これまでに我々は、ヒト好中球を用いた in vitro の実験で、rTM による LPS 誘導性
NET 形成抑制効果を報告した。今回、LPS 誘導性敗血症モデルマウスにおいて rTM の後投与による効果を検討した。
【方法】マ
ウスに LPS（E.Coli 0111）10 mg/kg を腹腔内投与（i.p）し、72 時間生存率が 50％となる敗血症モデルを確立した。このモデルに、
LPS 投与 1 時間後より、1 日 6 mg/kg の rTM または生食を i.p し、生存率と血中サイトカイン濃度を検討した。肝臓の組織学検査
として、HE 染色と免疫蛍光染色で好中球の浸潤と NETosis を観察した。【結果・まとめ】マウス敗血症モデルの 72 時間後の生存
率は、rTM 投与群で 100%（Log-Rank Test, χ 2= 5.812 ：P ＜ 0.03）に改善した。LPS 投与 36 時間後の血中サイトカイン濃度の比
較では、炎症性・ 抗炎症性サイトカイン（TNF α , IL-6, MCP-1, IL-10）の上昇が rTM 投与により抑制された。肝臓の組織学検査
では、rTM 投与により LPS 誘導性の好中球の浸潤と NETosis の抑制を認めた。今回の結果から、rTM は単に DIC の治療薬として
だけでなく、炎症制御および NETosis 抑制により臓器保護的に作用する可能性が示唆された。
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O18-4

敗血症性心機能障害に対する亜硝酸塩の保護作用

札幌医科大学

1）

医学部

麻酔科学講座、2）東海大学

医学部

外科学系救命救急医学

川口 亮一 、平田 直之 、井上 茂亮 、渡邊 伸央 、吉川 裕介 、茶木 友浩 1）、宮下 龍 1）、山蔭 道明 1）
1）

1）

2）

2）

1）

【背景】敗血症性心機能障害は予後不良の病態である．その機序としてミトコンドリア機能障害が重要とされているが，有効な治
療法は存在しない．一方で近年，亜硝酸塩が虚血再灌流障害の病態においてミトコンドリアを保護し，臓器保護作用を示すことが
報告されている．今回われわれはこれらの機序に着目し，盲腸結紮穿孔（CLP）モデルを用いて敗血症心筋に対する亜硝酸塩の作
用を検討した．
【目的】敗血症性心機能障害に対する亜硝酸塩の有効性を検討する．
【方法と結果】雄性 Wister ラットを用いて重症 CLP モデルを作製し，無処置健常群，生理食塩水単独投与群（NS 群）
，生理食塩水
＋亜硝酸塩 1mg/kg 投与群（Nit 群）を設定した．8 時間後に単離心による心機能測定を行った結果，NS 群と比較して Nit 群で有意
な心収縮能（Left ventricular developed pressure）の改善が認められた（75 ± 16 vs 96 ± 12 mmHg，p ＜ 0.05）
．また，8 時間後
に心筋ミトコンドリアを単離し，酸素消費能（RCR: Respiratory control ratio）を測定した．RCR は NS 群で有意に低下したが，
Nit 群では有意な改善を認めた（73% vs 101% % 対照群，p ＜ 0.01）
．血行動態，血中炎症性サイトカイン，血中 NOx 濃度は両群で
有意差を認めなかった．生存率は Nit 群で有意な改善を認めた．ニトロ化ストレスの指標である 3-Nitrotyrosine は両群の心筋で有
意差を認めなかった．NS 群と比較して Nit 群における心筋 NF- κ B 核移行は有意に抑制され，Akt リン酸化は有意な増強を認めた．
【結語】ラット CLP モデルに対する亜硝酸塩 1mg/kg 投与は分子レベルから臓器，個体レベルで有害作用を認めず，心筋ミトコン
ドリア機能を保護し，心収縮能を改善させた．その分子学的機序として，敗血症心筋におけるストレス応答への関与が示唆された．

O18-5

敗血症ラットモデル坐骨神経毛細血管における glycocalyx 層の脱落

聖マリアンナ医科大学

1）

麻酔学教室、2）金沢文庫病院

日野 博文 1）、三浦 亜里彩 2）、新見 佐知 1）、舘田 武志 1）
【目的】敗血症における critical illness polyneuropathy（CIP）の原因はいまだ不明であり、有効な治療方法も明確化されていない。
現在までの我々の研究結果より、敗血症における CIP の急性期、慢性期における発生機序には、それぞれ、Na チャネロパチーに
よる活動電位閾値の上昇、神経虚血 ‐ 変性が深く関与している可能性が示唆される。近年、血管内皮細胞上には glycocalyx（GCX）
と呼ばれる構造物が存在し、血管透過性、血管保護物質の格納、抗凝固や白血球接着等に関与することが判明してきた。今回、我々
は LPS48 時間投与 CIP ラットモデルの坐骨神経毛細血管の GCX 層の変化を電顕で観察した。
【方法】Wistar 系雄性ラット 12 匹を
対照群（C 群）
、LPS 群（L 群：LPS 3mg/kg/ 日持続投与）に分類した。48 時間後に麻酔下にて開腹し、総腸骨動脈より灌流固定
を行い両側坐骨神経を摘出した。ランタン染色を行って得られた電顕像上の GCX 層厚を画像解析ソフトを用いて計測した。
【結果】
血管外周距離において両群間に有意差はなかった。L 群では血小板数が極度に低下していた（p=0.002）。GCX 層厚は L 群が有意に
低下しており、毛細血管内皮細胞からの脱落が示唆された（C vs.L;0.21 ± 0.04, 0.10 ± 0.02 μ m, p ＜ 0.001）
。
【結論】敗血症では
GCX 脱落を認めることが判明しており、CIP モデルの坐骨神経毛細血管でも同様な脱落を認めた。GCX 脱落は CIP の血管バリア
機能消失により、CIP が長期化した場合の神経虚血 - 軸索変性に関与する可能性もある。

O18-6

耳介迷走神経電気刺激による抗炎症治療法の可能性

東京医科歯科大学

1）

医学部附属病院

救命救急センター、2）東京電機大学

森下 幸治 、八木 雅幸 、伊藤 裕一 、植野 彰規 、大友 康裕
1）

1）

2）

2）

工学部

1）

【背景】頸部迷走神経の電気的刺激は難治性てんかんの治療法として以前より認知されているが、近年、新たな作用としてコリン
性の抗炎症作用が注目されている。現在、遠心性迷走神経への 5V、5Hz の電気的刺激は、マクロファージや樹状細胞におけるア
セチルコリン受容体の発現とサイトカインの産生などの制御などに関与し抗炎症作用を示すと考えられているが、近年、耳介の迷
走神経への電気的刺激にても非侵襲的に同様の効果が期待できると考えられている。
【目的・方法】ラットの耳介の迷走神経に
5V、5Hz の電気的刺激を与えその活動電位を頸部、腹腔内の迷走神経等にて計測することにより電気的に伝導しているかを確認
する。【結果】ラットの耳介への電気刺激は直接頸部迷走神経へ電気的刺激した時と同様の変化が観察できた。
【結語】耳介におけ
る迷走神経の刺激は頸部迷走神経の電気的刺激と比べ侵襲も少なく、集中治療領域においても抗炎症作用の観点から新たな治療戦
略の一つとなる可能性あると思われた。今回、炎症制御における電気的迷走神経刺激の効果に関して最近の知見も含め報告する。
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O19-1

重症度・予後評価

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 12 会場

ICU に入室した血液悪性腫瘍患者の予後因子についての検討

倉敷中央病院

麻酔科

入江 洋正、大竹 孝尚、楠 宗矩、河合 恵子、新庄 泰孝、古谷 明子、生津 綾乃、日野 真彰、山形 淑、山下 茂樹
【はじめに】血液悪性腫瘍患者の ICU での予後は、他疾患に比べ悪いと報告されている。その因子はいくつかの報告はあるが、当
施設の特徴である造血幹細胞移植（HSCT）の影響については明らかにされていない。当 ICU に入室した血液悪性腫瘍患者の予後
因子について HSCT の有無を踏まえ検討した。【対象と方法】2009 年 1 月 1 日から 2015 年 2 月 28 日までの 6 年 2ヶ月の間に、血液内
科入院中に ICU 管理が必要となった血液悪性腫瘍患者 137 例を対象とした（年齢 61 歳［49-69 歳］（中央値［四分位範囲］
）
、男 : 女
=88 例 :49 例。急性白血病 44 例、悪性リンパ腫 41 例、骨髄異形成症候群 24 例、多発性骨髄腫 9 例、慢性白血病 6 例、その他 13 例）
。
予後因子をロジスティック回帰分析で検討した。【結果】ICU 入室原因は、呼吸不全 67 例（49%）、敗血症 33 例（24%）、腎不全 12
例（9%）、中枢神経障害 6 例（4％）、心停止後 6 例（4%）
、その他 13 例（10%）で、ICU 滞在期間は 6 日［3-15 日］であった。ICU
死亡、ICU 退室後の院内死亡、退院後死亡、生存はそれぞれ 52 例（38%）、33 例（24%）
、20 例（15%）
、32 例（23%）であった。
ICU 死亡の予後因子（オッズ比 : 95% 信頼区間）は、人工呼吸器使用（14.5:5.16-40.5）
、ICU 入室時の総ビリルビン 1.2mg/dL 以上
（3.27:1.30-8.20）、HSCT 後（2.63:1.03-6.72）であった。ICU 退室後の総死亡（退室後院内 + 退院後死亡）については予後因子を見出
せなかった。
【考察とまとめ】血液悪性腫瘍患者の ICU での予後はやはり悪く、HSCT は独立した予後因子であった。他の因子は
これまで報告されているものと大きく変わらなかった。一方で ICU 退室後の死亡も多く、原疾患の増悪など、検討した因子以外
が影響している可能性が考えられた。

O19-2

ICU 入室を要した血液内科患者の予後規定因子に関する検討

東京大学医学部附属病院

救急部・集中治療部

上田 吉宏、前田 明倫、浅田 敏文、比留間 孝広、松原 全宏、土井 研人、中島 勧、矢作 直樹
【背景】血液内科疾患を有した患者のうち ICU への入室を要した患者の死亡率は 40～60％と報告され、その予後は概して悪い。し
かし血液内科疾患そのものの予後が急性期の予後とは必ずしも相関せず、可逆的な病態も存在しうる。急性期予後の予測因子を特
定することで、適切な病状説明や集学的治療の適否の判断などに寄与できる可能性がある。【方法】2009 年 1 月から 2015 年 5 月の
期 間 で 当 院 の ICU に 入 室 と な っ た 4642 症 例 の う ち、 血 液 内 科 患 者 101 症 例 を 対 象 と し て retrospective study を 行 い、ICU
mortality あるいは Hospital mortality に関与する因子を検索した。
【結果】ICU 入室の要件となった主病態は呼吸器疾患（42 例）、
敗血症（24 例）
、心血管疾患（19 例）の 3 つが多く、その他腎障害や中枢神経障害などが少数を占めた。101 症例の ICU mortality
は 39.6％、Hospital mortality は 54.5％で、過去の報告と類似するものであった。生存群と死亡群で背景となる因子を解析したとこ
ろ、年齢・性別・血液内科的な基礎疾患・移植歴の有無などに差は見られず、一方 ICU 入室時の APACHEII・SAPSII・SOFA といっ
た各重症度スコア、不全臓器の数、入院から ICU 入室までの期間、入室の要件となった病態（呼吸器疾患と敗血症で予後不良）
、
人工呼吸管理の有無、入室日と 5 日目の SOFA スコアの差（Δ SOFA）
、出血イベントの有無、CRRT 実施の有無などが予後を規
定しうる因子として挙げられた。これらの因子のうち、多変量解析では SAPSII スコア（Odds Ratio 1.06；95% CI 1.01-1.13；
P=.027）、不全臓器数（Odds Ratio 1.94；95%CI 1.02-3.71；P=.045）
、Δ SOFA（Odds Ratio 1.57；95%CI 1.22-2.00；P ＜ .001）の 3
因子が ICU mortality の予後因子として特定された。
【考察】今回の解析により、背景疾患よりも病態悪化の原因やその重症度といっ
た ICU 入室時の状態、または ICU 入室後の経過が短期予後に影響しうると考えられた。

O19-3

電子スピン共鳴装置を用いた周術期酸化ストレスのリアルタイム評価と術後重症度，合併症との関連

大分大学

医学部

麻酔科学講座

小山 淑正、松本 重清、荻原 洋二郎、牧野 剛典、甲斐 真也、安部 隆国、古賀 寛教、安田 則久、後藤 孝治、北野 敬明
背景：周術期に生じる過剰な酸化ストレスの制御は予後を改善する上で極めて重要であるが，リアルタイムで酸化ストレスを評価
する方法がないことが問題となっている．そこで我々は電子スピン共鳴（ESR）装置により，採血後すぐに結果の得られる，血漿
ビタミン C ラジカル（VCR）に注目してきた．血漿に Dimethyl sulfoxide（DMSO）を添加すると検出される VCR（VCR/DMSO）
強度の測定により抗酸化物質であるビタミン C 濃度の推定が可能である．今回，術後 ICU 入室となる患者の血漿 VCR/DMSO の測
定を行い，術後の重症度や合併症発生との関連を検討した．方法：倫理委員会の承認後，同意の得られた術後 ICU 入室予定の全
身麻酔施行患者（40 名）を対象とした．手術前後に採血を行い，ESR 装置を用いて血漿の VCR/DMSO 強度を測定した．統計解
析は対応のある T 検定を用いて，術前後の測定値の比較を行い，Spearman の順位相関係数を用いて，術前後の VCR/DMSO 強度
と ICU 入室日の SOFA スコア，APACHE II スコア，National Surgical Quality Improvement Program が定義した術後 30 日以内の
合併症の発生数の相関を検討し，p ＜ 0.05 で有意とした．結果：VCR/DMSO 強度は術後に有意に減少した．術前 VCR/DMSO 強
度は ICU 入室後の因子との相関は認めなかった．一方で，術後 VCR/DMSO 強度は SOFA スコア，APACHE II スコアと負の弱い
相関（r=-0.33）を示し，合併症の発生数とは負の相関（r=-0.40）を認めた．結語：術後 VCR/DMSO 強度は減少，すなわち，手術
により過剰な酸化ストレスが生じていると考えられた．術後の VCR/DMS 強度を測定することにより，ICU 入室患者の重症度，
合併症の発生を予測できる可能性が示唆された．
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O19-4
東京都

1）

手術前後の筋量変化の CT 画像による検討
都立墨東病院

麻酔科、2）東京都

都立墨東病院

心臓血管外科

大西 龍貴 、高田 朋彦 、桐野 若葉 、佐藤 千穂子 、松永 裕樹 2）、三島 秀樹 2）、片山 康 2）、石川 進 2）、鈴木 健雄 1）、伊藤 淳 2）
1）

1）

1）

1）

【目的】周術期の ADL 低下については廃用による筋量減少などが言われるが、これまで体重や窒素平衡などからの定性的、間接的
な判定にとどまっていた。そのため、水分貯留による体重増加や、筋量減少による体重減少などの望ましくない変化を区別できな
かった。上記背景に鑑み本研究は周術期の筋量を CT 画像により定量的、直接的に検討するものである。
【対象】2012 年 1 月から
2014 年 9 月に待機的に腹部大動脈瘤開腹手術または血管内手術（ステントグラフト内挿術）を受けた 41 例。研究デザインは院内
倫理委員会で承認された。【方法】手術前、術後 1 年外来受診時の胸腹部 CT 画像で筋量を判断した。胸骨切痕の高さでの大胸筋鎖
骨部、恥骨結合の高さでの大腿直筋、それぞれの短径を左右で計測した。計 4 か所の計測に対して筋力は断面積に比例することか
ら大胸筋径の和と大腿直筋径の和の積を術前後で比較した。筋肉の境界不明瞭の場合は相当部位を計測した。
【結果】術前後で筋
量は有意な変化が見られなかった。術後筋量は術前との比［90％信頼区間］で 0.990［0.963-1.016］であった。言われているように
1 年ごと 1.5％の筋量減少、測定誤差に 5％を見込んだ場合の［0.889-1.086］より狭い範囲であった。術式、麻酔方法による差は認
められなかった。
【考察】手術によって筋量は減少しないことが示された。適切なリハビリや運動処方によって ADL を維持、向上
できる可能性がある。【研究限界】腹部大動脈瘤では術前に明示的または心理的に運動制限を課されていた可能性がある。
【研究計
画】CT 画像による筋量計測の再現性について検討したい。

O19-5

Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio を用いた集中治療の予後解析

名古屋大学

大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

眞喜志 剛、塩屋 悠斗、海野 仁、日下 琢雅、東 倫子、田村 有人、江嶋 正志、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】好中球数 / リンパ球数比率（Neutrophil-to-Lymphocyte ratio; NLR）は，交感神経緊張や炎症性サイトカイン産生に影
響を受ける。ICU 管理の NLR と予後についての解析を報告する。【方法と結果】2015 年 4 月 1 日から 7 月 7 日まで，ICU 管理を必
要とした連続 134 名の成人症例を対象とした。入室時および第 3 病日の NLR を測定し，NLR を 0-5，5-10，10-15，15 以上の 4 カテ
ゴリに分類し，院内死亡率を評価した。除外患者は，1）16 歳未満，2）重症管理以外を目的とした入室，3）複数回入室，4）積
極的治療を行わない DNR 症例とした。結果として，入室時の NLR カテゴリと院内死亡率には有意な相関はなかったが、第 3 病日
及び第 7 病日の NLR カテゴリと，院内死亡率が相関した（第 3 病日 カテゴリ 1 vs カテゴリ 4 で 4.3% vs 40%, 第 7 病日で 0% vs
42.1%）
。さらに，入室時から経時的に NLR カテゴリを比較したところ，カテゴリ減少で ICU 滞在期間および入院期間が短く，増
加で長い傾向を認めた。【結語】NLR は重症患者の予後と関連しており，その予後予測に有用であるとともに，低下させる治療が
期待される。経時的な NLR の推移からも，ICU 滞在期間および入院日数が予測できた。当講座では，長期予後改善バンドルの 1 ブ
ランチに，NLR の監視を含めている。

O19-6

日本における重篤小児の予測致死率算出式（PIM-j. β）の開発

国立成育医療研究センター 成育社会医学研究部、2）九州大学病院
横浜市立大学附属市民総合医療センター 高度救命救急センター

1）
3）

救命救急センター、

松本 正太朗 1）、賀来 典之 2）、六車 崇 3）
【緒言】予測致死率の算出式は、集中治療の質評価の指標を提供する必要不可欠なツールであり、小児では PIM2（pediatric risk
of mortality 2）が頻用されている。しかしながら、異なる傷病分布・医療体制のもとで作成された予測式を、他集団に適用する
ことは誤った解釈につながりうるため、適用する集団・時代のデータを用いた予測式の開発が必要である。
【目的】本邦の医療事情に適した重篤小児症例の予測死亡率算出式の開発
【方法】国内 3 施設（救命救急センター2, 小児専門施設 1）の ICU 入室のうち 16 歳未満の症例を対象とした。2011～12 年のデータ
から、PIM2 と同じ 10 個の変数を用いて多変量ロジスティックモデルにより新たな予測死亡率算出式を作成。2013～14 年のデータ
に当てはめて、識別能および適合度を PIM2 と比較検討した。
【 結 果 】2011～12 年：2464 例（ 死 亡 62 例 ）、2013～14 年：2190 例（ 死 亡 41 例 ）
。 作 成 し た 予 測 式（PIM-j. β ） を［https://goo.
gl/77gKmk］に示す。2013～14 年の実死死亡率 1.9% に対し、予測死亡率（%）は PIM2：新予測式＝ 4.1：2.6。ROC 曲線下面積（同
0.79：0.80, p=0.5286）、Hosmer-Lemeshow 検定χ 2（同 9.9:13.5）であり、識別能、適合度ともにほぼ同等であった。死亡率に最も
影響を与えた変数は ” 対光反射の消失 ” であったが、前期・後期で対光反射消失と死亡の関連が大きく異なっていた。
【考察】新予測式の識別能・適合度は改善しておらず、対光反射の死亡との関連の違いが、モデルの性能を低下させた可能性がある。
診断コード、来院時の臓器障害指標など、より詳細なデータを変数として採用することで、より正確な予測死亡率算出が可能とな
る可能性がある。一方で、項目数を増加させると入力負荷が過大となるため、バランスのとれた算出式の開発が望まれる。
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O20-1

中毒・体温異常①

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 12 会場

アカクラゲ刺傷により高血圧性脳症を発症した 5 歳男児

金沢大学付属病院

集中治療部

久保 達哉、余川 順一郎、相良 明宏、関 晃裕、北野 鉄平、佐藤 康次、越田 嘉尚、野田 透、岡島 正樹、谷口 巧
【はじめに】日本では、沖縄に生息するハブクラゲ刺傷による死亡報告を認めるが、その他のクラゲ刺傷による重症患者の報告は
少ない。今回アカクラゲ刺傷により高血圧性脳症を発症し、痙攣、意識障害を認めた患者を経験したので報告する。
【症例】症例
は 5 歳男児。海水浴中にクラゲに刺された。受傷 15 時間後、顔面の浮腫が出現し前医を受診した。アナフィラキシーの疑いで入院
となり加療を受けた。受傷 19 時間後に痙攣が生じ、痙攣消失後も意識障害を認め当院に紹介搬送となった。来院時のバイタルサ
インは血圧 166/137mmHg と高血圧であり、心拍数も 150 回 / 分と頻拍であった。意識レベルは GCS で E1V2M5 と意識障害を認め、
採血では Na121mEq/L と低 Na 血症を認めた。頭部 MRI では両側後頭葉に FLAIR で高信号域を認めた。以上により高血圧性脳症
と診断し、血圧管理、低 Na 血症の治療および意識レベルのモニタリング目的に ICU 入室となった。Ca ブロッカーの持続静注によ
り容易に降圧することができた。低 Na 血症に関しては 3％NaCl を用いて補正を行った。入院 3 日目に意識レベルの改善を認め清
明となり、Ca ブロッカーも中止することができたため、入院 4 日目に ICU を退室した。【考察】オーストラリア近海に生息するク
ラゲ Carukia barnesi による刺傷では、交感神経刺激作用から急激な血圧上昇を生じることが知られている。しかし今回調べる限
りではアカクラゲの有する毒素の生体に対する生理作用に関する報告は認めない。本症例では入院時の採血で、血中のアドレナリ
ン、ドーパミンが上昇を認め、交感神経過緊張の状態にあったと考えられる。アカクラゲの毒素には Carukia barnesi の毒素と類
似した生理作用があることが推察された。結果、高血圧から高血圧脳症を発症し、痙攣意識障害を呈したと考えられた。【結語】
アカクラゲの毒素で交感神経刺激され、急激な血圧上昇を来し高血圧性脳症を発症する可能性がある。

O20-2

一過性左心機能低下を併発した若年の III 度熱中症の 1 例

信州大学医学部付属病院

1）

卒後臨床研修センター、2）信州大学医学部付属病院高度救命救急センター

翁 佳輝 1）、塚田 恵 2）、一本木 邦治 2）、小林 尊志 2）、高山 浩史 2）、嘉嶋 勇一郎 2）、三山 浩 2）、望月 勝徳 2）、新田 憲一 2）、今村 浩 2）
【はじめに】重度の熱中症では多臓器不全を来すことがあるが , 心筋障害を来す症例はまれである . 今回我々は熱中症を契機に逆た
こつぼ型心筋症を併発した若年の熱中症症例を経験したので報告する .
【症例】生来健康な 15 歳男性 . ラグビーの合宿中に気分不快を訴えて前医へ救急搬送された . 体温 40℃, 腎機能不全 , 肝機能障害 ,
CK 著明高値を示しており , III 度熱中症の診断で補液にて加療開始された . しかし尿量は得られず , 肺水腫による呼吸不全が出現し ,
CHDF を開始した . その際 , EF 20% 程度の心機能低下を認め , 循環 , 呼吸補助目的に挿管管理の上 , IABP 挿入され , 集中治療目的
に当院へ転院搬送となった . 当院来院時に施行した心エコー上は心基部・心尖部以外の壁運動の著明な低下を認めた . 当院転院後
徐々に尿量は得られるようになり , 第 4 病日に CHDF を離脱 , 心機能も次第に改善し EF 60% 程度にまで回復したところで第 6 病日
に IABP を抜去 , 第 10 病日に抜管した . 第 19 病日に非持続性心室頻拍が出現したが , 経過観察とした . 横紋筋融解症による筋力低下
がありリハビリに難渋したが , 最終的には歩行可能なまでに回復し , 第 23 病日に自宅退院となった .
【考察】心機能低下について , ラットを用いた研究では外気温 40℃以上の環境下では心房に比べて心室において , より高感度に心筋
障害を来すとの報告がある . しかし , 本症例においては , 一度低下した心機能が正常にまで回復した経過 , および壁運動異常の形態
から熱中症に伴う逆たこつぼ型心筋症と考えた . 熱中症に伴う可逆性の心筋障害の症例は , 国内で 4 件 , 国外でも 3 件の症例報告の
みであり , 今回非常に稀な症例を経験したので報告する .

O20-3

熱中症と診断された患者における血清 procalcitonin の有用性の検討

東千葉メディカルセンター
児玉 善之、仲村 将高、島田 忠長、橋田 知明、小倉 皓一郎、平澤 博之
【背景】夏場の熱発患者では，暑熱環境下にさらされた事実が先行した場合 , しばしば熱中症と診断される . しかし , この熱中症と診
断された患者の中には敗血症が潜在する可能性があり，敗血症の鑑別を常に考慮する必要がある . 一方 , 敗血症の診断には
procalcitonin（PCT）を測定する事が有用とされている . そこで今回 ,PCT 測定が熱中症患者における敗血症の検索に有用であるか
どうかを検討した .【対象と方法】当施設において，2015 年 7 月から 8 月までの期間に，初療時に熱中症と診断され入院加療を行っ
た 17 症例を後方視的に検討した .【結果】対象症例は全例暑熱環境にさらされた事実が先行していた . 年齢は 63.7 ± 21.3（mean ±
SD）歳 , 男女比は 12：5 であり , 来院時の腋窩体温は 38.0 ± 1.3℃であった . 意識障害を呈したものは 3 例 ,shock を呈したものは 3 例 ,
急性腎不全 , 播種性血管内凝固症候群を合併したものはそれぞれ 10 例 ,4 例であった . また , 後に敗血症が判明した症例は 4 例（23.5%）
であった . 初療時 ,PCT 陽性群（カットオフ値：0.5ng/mL）において敗血症例は 3 例（42.9％）であり ,PCT 陰性群における敗血症
症例数の割合（10.0％）との間に有意差は認められなかった（p=0.25）. 一方で , 初診時 PCT のカットオフ値を 2.0ng/mL と設定し
た場合には，PCT 高値群の方が敗血症症例数の割合が有意に高かった（p=0.006）. また , 初療時 PCT 値は , 敗血症症例が非敗血症
症例に比較し有意に高かった（6.03 ± 4.84 vs 0.41 ± 0.48, p=0.002）.【まとめ】当施設の検討でも熱中症と診断された患者には潜在
的な敗血症が少なからず存在した . この敗血症を早期に鑑別するために ,PCT 値測定が有用であると考えられた .PCT 高値を呈する
熱中症患者では , 感染症を早期に診断し , 抗菌薬治療などを早期に行う事が重要と思われた .
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O20-4

ヒト遺伝子組み換えトロンボモジュリン（rTM）の熱射病後神経障害に対する効果についての検討

昭和大学藤が丘病院

1）

救急医学科、2）昭和大学

医学部

顕微解剖学講座、3）昭和大学

宮本 和幸 、大滝 博和 、佐々木 純 、林 宗貴 、三宅 康史 、有賀 徹
1）

2）

1）

1）

3）

医学部

救急医学講座

3）

【目的】熱射病では , 暑熱曝露により全身性炎症反応症候群（SIRS）が惹起され , 中枢神経，循環器，肝，腎，凝固系障害などを合
併することが報告されている . 中でも小脳失調や高次機能障害は早期離床 , 社会復帰の妨げとなっている . しかし , その病態・治療
法については十分に確立されていない . ヒト遺伝子組み換えトロンボモジュリン（rTM）は播種性血管内凝固症候群（DIC）の治
療薬として広く用いられ , その有用性が知られている . 一方 , 熱射病に DIC を合併した症例の報告はあるものの , 中枢神経障害の治
療としては十分に検討されていない . 本検討では rTM の熱射病後神経障害に対する効果について検討した .【方法】協調運動及び
平衡障害評価のために Rotarod 試験をおこなった。雄性成熟マウスに週 1 回 6 週間訓練をおこなった . 訓練結果から Rotarod score
が均等になるように 2 群にわけた . 暑熱曝露（41℃, 60 分）をおこない , 生理食塩水（Ns）または rTM（6mg/kg）を 5 日間腹腔内
投与した . 1, 3, 5, 7, 9 週後に Rotarod 試験をおこなった .【結果】Ns 群では 1, 3 週後に Rotarod score が低下し , 5 週目からは徐々に
改善を認めた . 一方 , rTM 群では score の低下は認めず , 暑熱曝露 3 週後に Ns 群と比較して有意差を認めた（p ＜ 0.05）.【結論】熱
射病後の神経障害は時間経過に伴い改善することを経験する . 本検討では rTM 投与は , 最終的な熱射病後神経障害の予後改善には
寄与しないが , 投与後 1, 3 週目で有意に協調運動及び平衡障害を有意に改善し , 早期離床につながる可能性が考えられた .

O20-5

重症熱中症における DAMPs の動態

大阪警察病院

1）

救命救急科、2）鹿児島大学

システム血栓制御学講座

島崎 淳也 、小川 新史 、山田 知輝 、岸 正司 1）、丸山 征郎 2）
1）

1）

1）

【はじめに】血中の HMGB1 や Histone はダメージ関連分子パターン（DAMPs）として炎症惹起に関与しているが、熱中症におけ
る DAMPs の動態や役割は明らかでない。今回我々は、3 度熱中症患者の血清 HMGB1 および Histone を測定し、DIC 発症との関連
について検討した。【対象】過去 3 年間に大阪警察病院救命救急科に入院となった 3 度熱中症患者 11 名。
【方法】来院時、来院 3-6
時間・6-12 時間・12-24 時間に血清 HMGB1 および HistoneH3 を測定した。血液凝固検査は連日行い、入院経過中に DIC を合併し
た症例を DIC 群、合併しなかった症例を非 DIC 群に分類し検討を行った。【結果】11 名全員が生存した。DIC 群は 6 名、非 DIC 群
は 5 名 で あ っ た。HMGB1 の ピ ー ク 値 の 平 均 は DIC 群 が 45.2ng/mL、 非 DIC 群 が 6.9ng/mL で DIC 群 で 優 位 に 高 値 で あ っ た。
HisotneH3 のピーク値の平均は DIC 群で 522.5ng/mL、非 DIC 群が 35.5ng.mL であり、こちらも DIC 群で優位に高値であった。DIC
群において HMGB1 は来院時あるいは来院 3-6 時間がピーク値であった。HistoneH3 は来院時には低値であったが 12-24 時間にピー
クを迎え、以降漸減していった。両群において血清 HMGB1 および HistoneH3 のピーク値と来院時の APACHE2 スコア、入院経過
中の急性期 DIC スコアの最高値はそれぞれ相関を認めた。
【考察】3 度熱中症患者において血清 HMGB1 および HisoneH3 は侵襲の
程度を反映し早期に上昇し、その後の DIC 発症を予測する。

O20-6

高度偶発性低体温症に対する復温効果の検討

京都第二赤十字病院救命救急センター
岡田 遥平、市川 哲也、荒井 祐介、榊原 謙、石井 亘、檜垣 聡
【背景】28℃を下回る高度偶発性低体温症は致死的であり迅速な復温が重要である。
【目的】重度の偶発性低体温症に対する復温方
法の効果を明らかにすること。【対象と方法】2011 年 11 月から 2015 年 6 月までの当院救命センターに搬入となった偶発性低体温症
例のうち初診時に中枢体温が 28℃以下であった高度偶発性低体温症例 9 例を抽出した。紹介受診例、記録に不備があった 2 例を除
いた 7 例を対象とした。診療録をもとに後方視的に検討した。【結果】平均年齢 72.4 歳、男性 3 名、女性 4 名であった。1 例で心停
止例を認めた。復温方法は V-AECMO 使用例を除く全例で積極的体表加温を行っていた。体内加温の方法として加温輸液が 4 例、
血管内留置カテーテル体温管理システム（サーモガードシステム 旭化成ゾールメディカル社）使用例が 1 例、CHDF 使用例が 1 例、
V-A ECMO 使用例が 1 例認められた。平均復温速度は、加温輸液例：1.85℃/h、血管内留置カテーテル体温管理システム例：2.48℃
/h、CHDF 使用例：3.09℃/h、V-A ECMO 使用例：4.52℃/h であった。
【考察】加温輸液以外の体内加温方法としては ACLS2010
ガイドラインにも記載があるように体外循環装置が最も有効であると思われた。ただし体外循環には人的・物的資源が必要であり、
簡便性では血管内留置カテーテル体温管理システムも復温に有用である可能性があると思われた。ただし症例数が少ないためさら
なる検討が必要である。【結語】体外循環を用いた復温方法が最も効果的であると思われた。体外循環を用いない復温方法として
は血管内留置カテーテル体温管理システムも復温に有用である可能性があると思われた。
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O21-1

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床②

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

第 13 会場

統一したせん妄の看護介入を目指して～看護師の意識変化と質の保証～

川崎医科大学附属病院

ICU・CCU

山田 かおり、光岡 理江、大濱 忍
【目的】本研究の目的は、せん妄の評価尺度である Intensive Care Delirium Screening Checklist（以下 ICDSC）の導入前後におけ
る看護師の意識変化と看護介入の変化の有無について明らかにする事である。
【方法】対象は ICU・CCU の看護師 17 名で、せん妄
に関する勉強会と ICDSC 導入前後でアンケート調査を実施した。また、当該入室患者を ICDSC を用いてせん妄評価をするととも
に、看護記録から後ろ向きにせん妄発症数と患者によるルート類の自己抜去数について調査した。
【結果・考察】せん妄に対する
意識を持って看護を行っていると回答したのは、ICDSC 導入前後で有意差は認められなかった（p ＝ 0.310）。次に ICDSC 導入前は、
危険防止への取り組みや鎮静剤の使用が多くあげられたのに対し、導入後は、昼夜のリズムをつけて状況把握ができる様に声掛け
をするといった見当識を保つための項目が増えたものの、せん妄予防の取組みとしての明らかな変化はなかった（p ＝ 0.310）
。せ
ん妄症状の回答においては、ICDSC 導入前後で見当識障害をあげている人数に変化はなかった。ただし、せん妄と判断された際と、
せん妄予防のための看護としては、昼夜のリズム構築、状況把握を促す声掛け、時計やテレビ・ラジオの設置といった内容が導入
後には増加していた。よって、推察の域を脱しないものの、見当識を保つ為の看護介入に対する看護師の意識が向上したとも考え
られる。ICDSC の導入は、せん妄に対する理解や知識の増加契機になっていることも否定はできず、せん妄の早期発見に寄与し
ている可能性もある。今回、せん妄評価の対象となった患者は 233 名であり、せん妄と判断されたのは 40 名（17％）であった。そ
のうち 4 名の患者で、点滴ルートの自己抜去が起こった。【結論】ICDSC 導入前後で、せん妄に対する看護師の意識の向上は明ら
かではなかった。一方、見当識を保つための看護介入は、ICDSC 導入に伴い増加した。

O21-2

せん妄予防の取組みに家族ケアを導入したことによる患者家族への影響～せん妄パンフレットを導入して～

新都市医療研究会［関越］会

関越病院

池田 身佳、角田 恵理子
【目的】せん妄予防における看護介入は、家族の協力が重要であることが報告されている。当院の先行研究において、せん妄パン
フレットを用いて家族ケアを行った結果、せん妄予防対策に有効であった。しかし、せん妄を理解していない家族にとって、せん
妄を発症した患者の様子に対し、不安を抱く家族が多くいる現状がある。そこで、パンフレットを用いたことにより家族に与える
影響を明らかにし、今後の家族ケアを見出すことを目的に調査研究を行った。【方法】2014 年 6 月～12 月までの期間、ICU/HCU
に入室される患者の家族 51 名を対象。患者家族にせん妄パンフレットを用いてせん妄予防について説明。その後、面会時に、同
意を得られた家族にアンケートへの協力を依頼した。アンケート内容は 10 項目、その他の意見を自由記載とした。【結果】対象者
のうち、せん妄を知らなかったという家族は 80％だった。事前にせん妄の説明を聞くことにより、98％の家族の不安は軽減され、
80％の家族は面会を増やそうと思っていた。家族の行動の変化では、面会時に日時を伝えた家族は 73％、時計、カレンダーを利
用した家族は 69％だった。また、75％の家族は自宅でパンフレットを読み直していた。自由記載では、普段と様子が違う患者の
精神状態を、重く受け止めている家族がいることが分かった。
【考察・結語】不安を抱く家族に対し、せん妄について事前に説明
することで、不安が軽減され、家族がせん妄ケアに参加することが可能となった。急性期では無力感を感じる家族にとって、面会
の重要性を実感し、充実感が得られるのではないかと考える。パンフレットを用いることで、家族の行動に変化が観られたが、看
護師のパンフレットの説明が不十分であることが示唆された。患者にとって、一番の支えであることを実感して頂けるよう、パン
フレットの活用を工夫し、面会時の対応を検討していく必要がある。

O21-3

POV 方式で撮影した動画を使用した術前リアリティオリエンテーションのせん妄予防の効果

秋田大学医学部附属病院

集中治療部

菅 広信
【目的】Pad Guideline 及び、j-pad Guideline ではせん妄の予防について様々な視点から示されているが強いエビデンスを持った、
決定的な対策はないと言われている。先行文献では術前訪問方法の改訂により術後せん妄予防の効果を報告している。特に、ド
レーン、ガーゼ、心電図モニターなどを貼り付けたベストを患者に着て体験してもらうこと（リアリティオリエンテーション、以
下 RO）で、せん妄予防の効果を報告している。そこで、更に効果的に視覚・聴覚に訴える方法を考え、映画のフェイクドキュメ
ンタリーなどで用いられる手法である POV 方式（Point of View Shot）と呼ばれるカメラの視点と患者の視点を一致させるような
臨場感のある ICU 説明動画を作成した。この動画を RO と共に活用し、以前のパンフレットだけの術前訪問方法と術後せん妄の発
生率を比較検討する。
【対象】予定手術患者：GCS10 点以上、15 歳以上の者。研究対象除外者：死亡症例、入室前より認知症、視覚・
聴覚障害、ICDSC 陽性、ICU に入室してから 24 時間以内に退室した症例、5 日以上 RASS が -4 以下で意識が確認できない症例、敗
血症症例は除外する。
【方法】POV 方式の動画視聴と RO 開始（2014 年 11 月）前後 8ヶ月間に ICU に入室した対象患者を盲検化し、
30 名を選択。重症度（APACH2 score）、年齢、手術時間、せん妄スクリーニングツールである ICDSC（4 点以上を陽性）の記録
を用いて、電子カルテ上から後向きにせん妄の発生率を比較検証した。【結果】非介入群のせん妄発症率が 37％、介入群が 6％で
あり、介入群のせん妄発生率が低かった（P=0.012）。APACH2score（12.9 ± 2.4 vs 14.1 ± 3.5 P=0.11）
、年齢（65.3 歳± 10.8 vs
63.5 歳± 11.5 P=0.53）、手術時間（427.5 分± 169 vs 475.6 分± 141 P=0.24）に有意差は認められなかった。
【結論】POV 方式の動
画とリアリティオリエンテーションを用いた術前訪問は予定手術患者のせん妄発生率を低下させることができる。
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O21-4

心臓血管外科術後早期離床の有用性：せん妄における看護ケア

社会医療法人近森会

1）

近森病院

集中治療室、2）高知県立大学

谷脇 和歌子 1）、田井 遥 1）、三好 奈央 1）、山辺 亮平 1）、手嶋 英樹 1）、入江 博之 1）、井上 正隆 2）
［はじめに］せん妄予防のひとつとして早期離床は有用だと報告されている。ICU 看護師として術後に早期離床が可能となるよう
に術当日より十分な睡眠を確保する援助、離床前に十分な鎮痛が達成できるような鎮痛剤の投与を含む除痛ケア、多職種と連携し
て離床を達成できるよう調整を行っている。術後せん妄に対する早期離床の有用性、及びせん妄発症因子と思われる項目を検討し、
具体的な看護介入が示唆されたため報告する。［方法］2013 年 7 月から 2015 年 7 月に当院心臓血管外科において緊急手術を除く、
待機手術患者計 238 例を対象とした。手術翌日に歩行訓練が実施可能な場合を、早期離床と定義した。せん妄の定義は ICDSC
（Intensive Care Delirium Screening Checklist）の 1 日の平均得点を 4 点以上とした。196 例が早期離床群で、非早期離床群は 42 例
であった。手術当日から術後 3 日目まで、せん妄発症率、せん妄発症因子と思われる項目（睡眠、食事、痛み、鎮痛剤使用、ICU
在室日数）、及び早期離床状況の検討を行った。［結果］せん妄は早期離床群では 53 例（26%）
、非早期離床群では 31 例（74%）に
認められた。せん妄発症因子と思われる項目に関しては単変量解析では 2 群間に有意差を認めなかった。術後 1 日目の歩行距離が
長い症例ほど ICDSC の得点が低くなるという相関を認めた（r=-0.44）。また術後 1 日目の歩行距離と ICU 在室日数にも相関を認め
た（r=-0.70）
。そして術後 1 日目に歩行が可能になると、翌日も継続して歩行が可能であり、食事も良好な摂取率を認めた。この
状況でのせん妄発生は認められなかった。［まとめ］当院心臓血管外科において術後 1 日目に歩行が可能な患者にはせん妄発症が
少なく、せん妄予防に有用であった。大侵襲を伴う心臓血管外科術後患者におけるせん妄ケアは、十分な除痛と、活動と休息のバ
ランスを確立できる看護を提供するシステムを徹底することが望ましいと思われる。

O21-5

CAM-ICU では評価できない『せん妄』 ～言語聴覚士の視点より～

医療法人徳洲会

1）

福岡徳洲会病院

山家 貴仁 、江田 陽一
1）

リハビリテーション科、2）医療法人徳洲会

福岡徳洲会病院

集中治療センター

2）

現在 ICU ではせん妄評価として CAM-ICU が広く使用されているが、「せん妄なし」と評価されているにも関わらず、言語聴覚士
（ST）が介入するとせん妄ではないかと疑われる患者によく遭遇する。今回、ADL 自立の 80 歳女性に対し弁置換術、弁形成術が
行われた。術前から ST が介入し、術前ミニメンタルテスト（MMST）は 23 点であった。術後 1 日目は 18 点と下がったが、術後 4
日目には再び 23 点に改善した。看護師による CAM-ICU は常に「せん妄なし」の評価であった。MMST 上も精神機能面は元の状
態に戻ったと思われたが、何を言っているのか読み取れない発語、せかせかと落ち着かない態度、表情の変化が乏しく険しい顔つ
きなど、術前の様子とは明らかに異なる症状が持続してみられており、せん妄が遷延しているという印象を受けた。一般病棟へ転
出後、看護師および家族から「認知症がひどくなった」と認識され、結果的に自宅退院困難となった。この経験から心臓血管外科
患者 10 人に対して術前、術後、ICU 退出時に MMST、レーブン色彩マトリシス検査（RCPM）を実施した。看護師による CAMICU では 10 人中せん妄は 1 人で、ST による CAM-ICU では 10 人中せん妄は 2 人、術前評価時の様子と異なると感じたのは 4 人、せ
ん妄なしは 4 人であった。術前と様子が異なる 4 人の症状は、読み取れない発話、表情の変化が乏しい、無目的な行動、状況判断
力の低下などであり、CAM-ICU の項目には無い。また入院前の基準線が把握できないと精神状態の急性変化の評価が難しく、全
体評価でせん妄と判断する条件も厳しくなるため、CAM-ICU では見逃してしまうせん妄が存在するのではないかと考えられた。
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口演 22

O22-1

Rapid Response Team・院内急変①

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

第 13 会場

適切な要請基準策定のための Medical Emergency Team（MET）要請症例の後方視的検討

千葉大学附属病院

1）

救急科・集中治療部、2）成田赤十字病院

救急・集中治療科

矢崎 めぐみ 、織田 成人 、渡邉 栄三 、安部 隆三 、中田 孝明 1）、立石 順久 1）、服部 憲幸 1）、高橋 和香 1）、島居 傑 1）、
栗田 健朗 2）
1）

1）

1）

1）

【背景】当院では、救急科・集中治療部医師を中心とした Medical Emergency Team（MET）を結成し、24 時間体制で院内急変
に対応している。今回 MET が要請された症例を後方視的に検討し、予期せぬ死亡および重症例を予測しうる因子について検討し
た。【方法】2012 年 2 月から 2015 年 3 月までの MET 要請となった入院症例のうち、活動後 ICU・CCU 入室となった症例を対象と
した。到着時に心肺停止状態であった症例は除外した。症例を 28 日以内の生存群と死亡群に分け、MET 要請 6 時間前と MET 到
着時のバイタルサインや、MET 処置を要した気道、呼吸、循環、中枢神経系の異常の有無について比較検討した。バイタルサイ
ンは modified early warning score（MEWS）を元に異常所見の有無に分けた。
【結果】入院中に MET 要請となった症例 203 例の
うち、対象症例は 60 例であった。うち、死亡群は 16 例（26.7%）であった。MET 要請 6 時間前のバイタルサインを検討すると、
脈拍数の異常（≦ 50 or ＞ 100bpm）を認めた症例が生存群で有意に多く、収縮期血圧の異常（≦ 100 or ＞ 200mmHg）を認めた
症例が死亡群で有意に多かった。MET 到着時のバイタルサインでは、死亡群で意識レベルの異常（GCS ≦ 12）を認めた症例が有
意に多かった。また、死亡群では中枢神経系の異常に対し処置を要した症例が有意に多かった。
【考察】死亡群では、6 時間前に
は血圧異常を認めている症例が多く含まれていたが、その時点では MET 要請に至っていなかった。今後適切なタイミングで
MET 要請をするためには、血圧の異常に加え、意識状態の継時的変化をより早期に捉えるなど、複合的な認識を周知する必要が
あると考えられる。

O22-2

Rapid Response Team 要請時期と予後因子ならびに患者特性の関係

北里大学病院 集中治療センター RST・RRT 室、2）北里大学医学部麻酔科学教室、
北里大学医学部附属新世紀医療開発センター 集中治療医学

1）
3）

小池 朋孝 1）、黒岩 政之 1,2）、森安 恵実 1）、大谷 尚也 1）、伊藤 荘平 2）、新井 正康 1,2,3）
目的
当院では Rapid Response System を 2011 年から運営し、直近の 1 年間では要請件数は約 300 件となった。当院では入院から RRT 要請までの期
間と要請頻度の関係は、入院早期に頻度が高く、入院 7 日目までの要請が 43% を占めている。本調査は対応した症例の入院から RRT 要請まで
の期間と予後因子の関係、その特徴を分析する事を目的とした。
方法
2014 年 5 月から 2015 年 7 月の RRT 要請 374 件を遡行的に調査した。対象患者の入院から RRT 要請までの日数が、7 日以内の早期要請群（早期群：
163 件）と 8 日以降の非早期要請群（非早期群：211 件）に分け患者特性と予後因子を調査した。調査内容は ICU 入室患者の要請数、RRT 介入
時の転帰、要請者職種、1ヶ月後の生存率、DNR order の有無、RRT 要請後の DNR order として、2 群間を比較した。統計はχ 2 乗検定を用い、
危険率 5％未満を有意とした。
結果
ICU での要請は 37 件で、これを除いた 337 件のうち ICU 入室となった件数は早期群 32 件（20%）、非早期群 29 件（14%）であり早期群に有意
に高率であった（p=0.031）。医師からの要請は早期群 55 件（34%）、非早期群 50 件（24%）で早期群に有意に高率であった（p=0.035）。1ヶ月
後の生存率、DNR order の有無、RRT 要請後の DNR order は早期群でそれぞれ、30 件、17 件、3 件、非早期群で 82 件、44 件、12 件であった。
1ヶ月後の生存率は早期群で有意に高く（p ＜ 0.001）、DNR order の有無は非早期群で有意に高かった（p=0.007）。
考察
早期群では集中治療の適応を示唆した症例、一般病棟では対応困難な症例が多く、医師からの要請が多いのはこの為と考えられた。病棟看護
師に対して入院直後の治療方針が不明確な患者や、状態の急激な変化を来しやすい患者を早期に認識し評価する教育が重要と考えられた。

O22-3

Rapid Response System 起動基準における看護師の懸念の有用性について

東京ベイ・浦安市川医療センター
聖マリアンナ医科大学 救急医学

1）
3）

集中治療科、2）東京ベイ浦安市川医療センター

集中治療室、

内藤 貴基 1）、工藤 由子 2）、岡本 賢太郎 1）、片岡 惇 1）、則末 泰博 1）、平 泰彦 3）、藤谷 茂樹 1）
【目的】Rapid Response System（RRS）は本邦でも導入施設が増えてきているが、看護師の勤務体制などの医療環境の異なる欧
米のデータに基づいて導入されている。特に起動基準は RRS の重要な要素であり、近年 National Early Warning Score（NEWS）
をはじめとしたスコアリングの有用性が示されているが、本邦での検討は乏しい。有用とされる NEWS には、本邦で広く起動基
準に含まれる看護師の懸念（NC）という主観的な要素は含まれていないが、一方では NC が有用であるとする報告もある。本研
究では RRS 起動基準としての看護師の懸念が有用であるかの検討を行った。
【方法】当院で 2013 年 11 月から 2015 年 2 月までに起
動された 98 例の RRS 症例について後ろ向き cohort 研究を行った。主要アウトカムを院内死亡率、副次アウトカムを予期せぬ ICU
または HCU 入室率として NC との関連性を調べた。単変量解析で交絡因子と考えられる項目についてはロジスティック回帰分析
で調整を行った。
【成績】NC で起動された症例（NC 群）は 28 例（28.8%）で NC 群と非 NC 群において患者背景、起動場所、バイ
タルサインなど 19 項目には有意な差は認めなかった。NC 群における院内死亡率は 32.1%（9/28）で、非 NC 群 27.1%（19/70）と
比較して統計的有意差は認めなかった（P=0.245）。また予期せぬ ICU または HCU 入室率は NC 群 42.9%（12/28）
、非 NC 群 27.1%
（19/70）と NC 群で多い傾向がみられたが有意差はなかった（p=0.153）
。単変量解析結果より NC、GCS、DNR に関してロジスティッ
ク回帰分析を行ったが NC と院内死亡率に統計学的な有意差は認めなかった（Adjusted OR 0.74,CI 0.28-1.98）
。
【結論】今回の解析
では、NC は院内死亡率の予測因子として有意差を認めなかった。しかし NC は予期せぬ ICU または HCU 入室率の予測因子として
の有意な傾向を認めた。単施設での研究であり症例数が少ないため、今後は他施設での研究を行う予定である。
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O22-4

がん専門病院における Early Warning Score の有用性についての検討

国立がん研究センター中央病院

1）

麻酔集中治療科、2）岡山大学病院

麻酔蘇生科

松三 絢弥 、廣井 一正 、川口 洋佑 、柴田 麻理 、新井 美奈子 、佐藤 哲文 1）
1）

2）

1）

1）

1）

入院患者の状態が悪化した場合の集中治療室（ICU）入室や集中治療医へのコンサルトの判断は容易ではなく、タイミングが不適
切な場合には患者に不利益を与えうる。病棟における患者状態の指標として様々な Early Warning Score（EWS）が考案されてい
るが、比較的循環器系リスクが低く免疫抑制リスクの高い症例の多い当院のようながん専門病院における有用性は明確ではない。
今回、ICU に緊急入室した患者の入室判断における EWS の有用性について検討した。
【方法】対象は 2014 年 8 月から 2015 年 6 月に
ICU に緊急入室した入院患者で、緊急手術と心肺停止症例は除外した。ICU 入室に最も近い時点における電子カルテのバイタル記
録から Modified Early Warning Score（MEWS）、Standardized Early Warning Score（SEWS）
、VitalPAC Early Warning Score
（ViEWS）を算出した。【結果】対象は 58 例で、MEWS 6.3 ± 2.5、SEWS 6.5 ± 3.0、ViEWS 10.5 ± 3.5 と高値であった。各スコア
は ICU 入室日の APACHE2 スコアと正の相関を示したが（MEWS p=0.015, r2=0.11；SEWS p=0.004, r2=0.15；ViEWS p=0.006,
r2=0.13）、ICU 滞在日数および ICU 死亡との相関はなかった（MEWS と ICU 滞在 p=0.58、ICU 死亡 p=0.58。SEWS と ICU 滞在
p=0.21、ICU 死亡 p=0.84。ViEWS と ICU 滞在 p=0.36、ICU 死亡 p=0.55）
。
【結論】EWS は一般病棟で得られるバイタルサインから
算出可能で、がん専門病院においても ICU 入室時の患者重症度を反映しており、ICU 入室の判断指標として有用であると考えられ
た。

O22-5

Rapid Response System に準じた拡大コードシステム導入の効果～続報～

横浜市立みなと赤十字病院

救命救急センター

鈴木 健人、和智 万由子、武居 哲洋、米澤 直樹、畠山 淳司、藤 雅文、山田 広之、藤澤 美智子、永田 功、伊藤 敏孝
【背景】院内急変対応は医療安全における重要な課題であるが、本邦においてその効果を検証した研究は多くない。以前報告した
新システム導入後 1 年分のデータを、さらに期間を延長して検証した。
【方法】当院に 2006 年度から存在した院内放送で無秩序に人員を参集させる院内心停止に対応するコードシステムを、1 年を費や
し Rapid Response System（RRS）に準じたチーム主導の拡大コードシステムに変更した。具体的には、1. いかなる職種からも暗
記しやすい番号（4444）で蘇生チームに直接連絡可能とした。2. コール基準は厳密に決めず心停止に陥る前に早めにコール可能で
あることを強調した。3. 蘇生チームは医師・看護師混成で、現場での指揮系統と役割分担を明確化した。4. 事例の検証を行い問題
点を抽出するフィードバックループを持つ仕組みを構築した。今回はシステム介入前の 2009-2010 年度の 2 年間（before 群）と、
介入後の 2012-13 年度の 2 年間（after 群）のアウトカムを比較した。
【結果】システム起動件数は before 群（2 年間）で 9 例、after 群（2 年間）で 92 例と約 10 倍に増加した。院内心停止後に ICU に入
室した症例は before 群 19 例、after 群 34 例であったが、システム起動を経て入室した症例は before 群 5 例（26％）に対し after 群
27 例（79％）と大きく増加した。両群間で 28 日の時点の死亡率は同等であったが（63vs.62%）、良好な神経学的転帰は有意に増加
した（0vs.24%、p=0.02）。
【結論】心停止に陥る前に積極的にシステムを起動する RRS に準じた拡大コードシステムは、予期せぬ院内心停止患者のアウトカ
ムを改善する可能性がある。

O22-6
北里大学
北里大学

1）
3）

当院 Rapid Response System が終末期医療へ与える影響の調査
医学部附属新世紀医療開発センター
医学部 麻酔科学

集中治療医学、2）北里大学病院

集中治療センター

RST・RRT 室、

新井 正康 1）、小池 朋孝 2）、森安 恵実 2）、大塚 智久 3）、吉野 和久 3）、伊藤 壮平 3）、小坂 康晴 3）、鈴木 優太郎 3）、西澤 義之 3）、
黒岩 政之 3）
【背景】当院では 2011 年から Rapid Response System（RRS）を導入したが、悪性、非悪性疾患にかかわらず、疾患の終末期に近
い時点での Rapid Response Team（RRT）要請を経験してきた。患者管理方針が、終末期医療へ転換するにあたり、RRT の役割
は大きいことが考えられる。
【目的】疾患の終末期で要請された RRS 起動において、RRT に求められる素養は何かを調査する。
【方
法】2011 年 7 月から 2015 年 7 月までの間で、RRS データベースから後ろ向きに、調査した【結果】調査期間中の RRS 総起動件数
は 702 例で、うち悪性腫瘍患患者は 151 例であった。さらに、このうち RRT の直接的、間接的関与を問わず、RRT 関与後に
DNAR に指示が変更された症例は 32 例であり、MEWS は 4.8 ± 2.4 であった。32 例中の悪性腫瘍は 21 例（非悪性疾患 11 例）であっ
た。非悪性疾患の内容としては、肺炎 3 例、心不全（腎機能障害、心疾患、敗血症などに起因）5 件、間質性肺炎 1 例、肝硬変 1 例、
その他 1 例であった。20 例（62.5%）において、要請理由が呼吸の異常（SpO2 の異常、呼吸困難、呼吸回数が 25/min より多い）
であった。現場で行った処置としては、ネブライザー、NPPV、バックバルブマスクがそれぞれ 8 例、口腔、鼻腔の吸引が 5 例、
気管挿管が 4 例であった。RRS 起動、翌日に死亡したものが 11 例（34.3%）、1 週間以内までに死亡した症例は 16 例（50.0%）
、1 か
月後までに死亡した症例が 22（68.8%）であった。【考察】RRS 起動において、悪性腫瘍、非悪性疾患にかかわらず、疾患の終末
期に遭遇する可能性は低くなかった。処置の選択を適正に行い、担当科、病棟看護師とともに、治療方針の整理と決定を促すこと
を通して、RRT は終末期医療においても重要な役割があると考えられた。
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O23-1

多臓器不全・敗血症④

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

第 2 会場

JSEPTIC DIC study 報告：重症敗血症における乳酸値の推移と予後

さいたま赤十字病院 救命救急センター 救急医学科、2）東京ベイ・浦安市川医療センター
北海道大学病院 先進急性期医療センター

1）
3）

救急科、

早川 桂 1）、本間 洋輔 2）、早川 峰司 3）、佐藤 啓太 1）、五木田 昌士 1）、勅使河原 勝伸 1）、田口 茂正 1）、清田 和也 1）
【背景】重症敗血症において、乳酸値と予後の関連が指摘されている。Surviving Sepsis Campaign Guideline2012 においても乳酸
値正常化が治療目標のひとつとして掲げられている。【目的】乳酸値の推移に関連する因子および予後を検討する。
【対象】多施設
共同後向き観察研究 JSEPTIC DIC study に登録された重症敗血症患者のうち乳酸値測定の行われた患者を対象とした。
【結果】対
象 症 例 は 2319 例 で あ っ た。Day1 よ り も Day3 の 乳 酸 値 の ほ う が 院 内 死 亡 率 を よ り 反 映 し た（AUC Lactate Day1:0.579、
Day3:0.709）。Day1 および Day3 で乳酸値 4mmol/l を cut off として群分けし、多変量ロジスティック解析を行った。乳酸値が Day1
か ら Day3 に か け て 上 昇 す る こ と に 関 連 す る 因 子 は、APACHE2 高 値、 血 液 培 養 陽 性、WBC 低 値、 フ ィ ブ リ ノ ゲ ン 低 値、
renalRRT 実施あり。一方で乳酸値が低下することに関連する因子は APACHE2 低値、血液培養陰性、低用量ステロイド使用なし、
renalRRT 実 施 な し、 感 染 部 位 尿 路、PT 低 値、AT 高 値 で あ っ た。
【 結 論 】 重 症 敗 血 症 に お い て 乳 酸 値 は 予 後 を 反 映 し た。
APACHE2score、血液培養陽性の有無、renalRRT 実施の有無は乳酸値の推移と独立して関連した因子であった。

O23-2

重症敗血症診療における ICU 専従医の意義

前橋赤十字病院

1）

高度救命救急センター

集中治療科・救急科、2）JSEPTIC DIS Study Group

藤塚 健次 1）、小倉 崇以 1,2）、小橋 大輔 1）、劉 啓文 1）、宮崎 大 1）、中村 光伸 1）
【背景】敗血症は感染に起因する全身性炎症反応を来した救急疾患であり , 臓器不全やショックを伴う重症敗血症は死亡率も高く ,
その多くが ICU にて治療が施される . 本邦の ICU は専従医を従事させた Closed ICU と , 従事させていない Open ICU に大別される .
近年の ICU では、敗血症に対して血液浄化療法や体外循環の導入、厳重なモニタリング下における輸液蘇生等が行われており、
ICU に医師を専従させる施設もある。しかしこれまでに、敗血症診療における Closed ICU の意義について検討した文献は見受け
られない . 本研究では , 敗血症診療における ICU 専従医の意義について検討する .【方法】多施設共同後ろ向き観察研究 . 2011 年 1 月
から 2013 年 12 月までの間に入院した 16 歳以上の重症敗血症の患者を対象とし , 対象者の背景や重症度 , 治療経過について 33 の臨
床項目にについて調査 . Closed ICU が生存退院に対する独立寄与因子になりえるかを多変量 Logistic 回帰分析にて検討した .【結
果】対象患者は 2699 人 . Closed ICU 群の生存退院率は Open ICU 群との単純比較にて有意差は認めなかったが（66.3% vs 65.3%, p
＜ 0.59）, 多変量解析にて患者背景や重症度等を調整した結果 , Closed ICU は生存退院に対する独立寄与因子であった .【結論】専
従医を従事させた Closed ICU は , 敗血症患者の予後を改善する可能性がある . 本検討では、生存退院に寄与する Closed ICU 内にお
ける治療項目も検討し、報告したい。

O23-3

敗血症性ショックに対する PMX-DHP 療法の生命予後に関する多施設検討 : JSEPTIC DIC study group 解析結果

福岡大学病院

1）

救命救急センター、2）福岡大学

ライフイノベーション

仲村 佳彦 、清見 文明 、星野 耕大 、川野 恭雅 、水沼 真理子 1）、市来 玲子 1）、石倉 宏恭 1）
1）

2）

1）

1）

はじめに : 敗血症性ショック患者に対する polymyxin B-immobilized fiber column direct hemoperfusion（PMX-DHP）
（以下 PMX）
療法の生命予後に関する効果は未だ議論の渦中にある。今回我々は敗血症性ショック患者に対する PMX の生命予後に関して検討
を加えたので報告する。対象と方法：対象は JSEPTIC DIC study group の多施設後ろ向き検討に登録された敗血症性ショック患
者である。なお、今回の検討は SOFA 循環動態スコア 3 以上の患者を敗血症性ショックと定義した。患者を PMX 施行群（PMX 群）
と PMX 非施行群（non-PMX 群）の 2 群に分類したのち、ICU 搬入時の重症度、血液検査所見、感染部位、起因菌種からプロペン
シティスコア（PS）を算出し、PS による 1:1 マッチングを行い、2 群間の ICU、院内死亡率を比較した。結果：対象症例は 1754 例
（PMX; 522 例、non-PMX; 1232 例）であった。マッチングにより、各群 320 例が解析対象となった。両群間の ICU 死亡率に有意差
は認めなかった（PMX; 24.4 ％, non-PMX; 25.9 %, p=0.650）が、院内死亡率は PMX 群が non-PMX 群と比較して、有意に低かった
（PMX; 33.1 %, non-PMX; 43.4 %, p=0.01）。結語： PMX は敗血症性ショック患者の生命予後を改善する可能性がある。
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O23-4

JSEPTIC DIC study 報告：敗血症における V-V ECMO の効果

市立札幌病院

1）

救命救急センター、2）北海道大学病院

先進急性期医療センター、3）JSEPTIC DIC study group

高氏 修平 1,3）、早川 峰司 2,3）
【目的】2009 年の CESAR trial により呼吸不全に対する ECMO の有効性が示された以降，世界的に ECMO 施行数は増加してい
る . また ECMO 機材の進歩により従来は ECMO の適応とは考えられていなかった敗血症に対する ECMO も施行されるようになっ
てきた．しかし，敗血症に対する ECMO の効果を検討した研究は少ない．今回，我々は敗血症に対する V-V ECMO の効果を明ら
かにすることを目的とした．【方法】2011 年から 2013 年までに重症敗血症あるいは敗血症性ショックと診断された成人症例を集計
した多施設後ろ向き研究である JSEPTIC DIC study（N=3195）の中から，入室後 1 週間の間に呼吸 SOFA ≧ 4 以上となった重症
呼吸不全症例 570 症例を対象とした．570 症例中，V-V ECMO は 40 症例に実施されていた．年齢，APACHE2 スコア，SOFA（最
大値）スコア，感染源（肺 or それ以外）の 4 つを独立変数として Propensity score の算出を行い，Nearest Matching 法による 1:4 マッ
チングを行った．主要評価項目は院内死亡とした．
【結果】Unmatched の場合，院内死亡に対するリスク比は 0.9595（95%CI:0.70741.3014，p=0.7860）であった．マッチング後は ECMO 群 40 症例，コントロール群 140 症例が抽出され，院内死亡に対するリスク比
は 0.8831（95%CI:0.6304-1.2371, P=0.4414）であった．【結語】敗血症における V-V ECMO の実施と院内死亡率との間に関連性は認
めなかった．本邦における ECMO 治療の問題点を含めて考察し報告する．

O23-5

敗血症における急性期 DIC 診断基準・日本血栓止血学会 DIC 診断基準の比較

奈良県立医科大学

1）

総合医療学、 多根総合病院
2）

救急科、 淀川キリスト教病院
3）

～予後との関連～

救急科

矢田 憲孝 、廣田 哲也 、藤本 善大 、原 悠也 、堀 雅俊 、長田 俊彦 、的井 愛紗 3）、則本 和伸 3）、三木 豊和 3）、西尾 健治 1）
1）

2）

3）

3）

3）

3）

【背景】敗血症の重症度評価に急性期 DIC スコアが有用とされ、また 2014 年に日本血栓止血学会 DIC 診断基準暫定案（新 DIC 基準）
が新たに示された。
【目的】急性期 DIC 基準・新 DIC 基準に着目し、敗血症の予後予測因子について検討する。
【方法】2012 年 7 月
～2015 年 7 月に急性期 DIC 基準を満たしリコンビナントトロンボモジュリンを投与した敗血症 41 例を対象に、第 1・2 病日の急性
期 DIC スコア・新 DIC スコア・各スコアに含まれる全項目、および各々の変化率と生命予後（28 日）との関連を後方視的に検討
し た。【 結 果 】 全 41 例 の う ち 生 存 35 例・ 死 亡 6 例 で、 第 1 病 日 の 急 性 期 DIC ス コ ア：4.9 ± 1.0、 新 DIC ス コ ア：5.3 ± 1.3、
APACHE2 スコア：24.2 ± 6.4 であった。第 1 病日に急性期 DIC 基準を満たしたのは 41 例（そのうち 6 例が死亡）
、第 2 病日に急性
期 DIC 基準を満たしたのは 39 例（そのうち 6 例が死亡）であった。第 1 病日に新 DIC 基準を満たしたのは 14 例（そのうち 3 例が死
亡）
、第 2 病日に新 DIC 基準を満たしたのは 25 例（そのうち 5 例が死亡）であった。急性期 DIC スコア・新 DIC スコア・PLT の変
化率が生命予後に対する有意な予測因子であり、ROC 分析では各々の AUC は急性期 DIC スコア変化率：0.76、新 DIC スコア変化率：
0.81、PLT 変化率：0.80 であった。
【考察】敗血症性 DIC の予後予測に関して、急性期 DIC スコア・新 DIC スコア・PLT の変化率
が有用であった。新 DIC 基準は急性期 DIC 基準と比較しても予後予測に有用であったが、第 1 病日には DIC と診断されない例も多
く診断の遅延に注意が必要と考えられる。

O23-6

全重症度敗血症の解析から示された、「急性期 DIC 診断基準」の意義

日本大学

医学部

救急医学系救急集中治療医学分野

小豆畑 丈夫、中村 和裕、酒井 康行、河野 大輔、桑名 司、小松 智英、古川 誠、木下 浩作
【背景と目的】急性期 DIC 診断基準は本邦の集中治療分野では広く利用されている。しかし、その臨床的意義の評価は十分とは言
えず、我々はそれを全重症度敗血症の解析から検討したいと考えた。
【方法】急性期 DIC 診断基準」の臨床的意義を全重症度敗血
症（sepsis 49 例、severe sepsis 94 例、septic shock 77 例（全 220 例）
）を対象に検討した。
【結果】敗血症の重症度があがると、
診断基準 score と陽性率が高くなるため［陽性率（平均点数）; sepsis:12%（1.7 点）, severe sepsis:56%（3.4 点）, septic shock:64%
（4.1 点）
］
、敗血症の重症度との高い相関が伺えた。また、SOFA score との正の相関も示された。 全重症度 220 例を対象に「急
性期 DIC 診断基準」の転帰への影響を検討した。単変量ロジスティック回帰分析では、DIC 陽性の院内死亡へのオッズ比は 3.0 で
あった。さらに、転帰に影響を与えると考えられる因子（患者背景・来院時の重症度・DIC 合併の有無・抗菌治療・敗血症 /DIC
治療）の中から、転帰への独立因子を多変量ロジスティック回帰分析で解析した。その結果、転帰の独立因子（オッズ）は、
Body Mass index（0.88）, 来院時血中乳酸値（1.10）, 共存症あり（3.07）, 急性期 DIC 診断基準 score（1.25）であり、
「急性期 DIC
診断基準」は院内死亡の独立因子であった。【結語】「急性期 DIC 診断基準」が示している病態は、敗血症の重症度に連動してそ
の転帰に影響を与えていると考える。
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O24-1

気道・呼吸・呼吸管理⑤
気管挿管が喉頭に及ぼす形態学的影響

横浜市立市民病院

1）

石川 淳哉

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 3 会場

―単施設前向き観察研究―

救急総合診療科、 横浜市立大学
2）

医学部

救急医学教室

、森村 尚登 、内倉 淑男 、古郡 慎太郎 、川村 祐介 2）、大塚 剛 2）

1,2）

2）

2）

2）

【はじめに】気管チューブ抜去後の気道狭窄の原因は “ 喉頭浮腫 ” と表現されることが多いが、実際に喉頭にどのような解剖学的変
化が起きているかを詳細に検討した研究は少ない。気管挿管から気管切開（以下気切）に至った症例の気切直後に、気管支鏡を用
い喉頭を詳細に観察し、その形態学的変化を調査した。
【方法】単施設前向き観察研究。当院高度救命救急センターで 2013 年 12 月
1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間に気管挿管を経て気切に至った成人患者を対象とした。気切直後に気管支鏡で喉頭を観察しその
所見を記録した。なお予備検査を基に、声帯突起から喉頭内腔に向けて肉芽が襞状に張り出す（A）
、声帯が腫脹する（B）
、など
の所見の有無に特に注目した。本研究は倫理委員会の承認と、患者近親者から書面での同意を得て行った。【結果】34 例に気切が
行われ 28 例が評価対象となった。男性 18 例（64.3%）、年齢 70［44.8, 76.3］歳（中央値［25%, 75%］以下同様）
、原疾患は脳血管
障害と頭部外傷が多く、気切となった理由も意識障害の遷延が最多であった。気管挿管期間は 7［5,9］日、気管チューブは内径 7.0
～8.0mm（外径 10.4～11.8mm）であった。22 例（78.6%）で気管挿管に際して筋弛緩薬が用いられた。挿管困難とされた症例はな
かった。肉芽形成（A）は 25 例（89.3%）に、声帯浮腫（B）は 21 例（75.0%）に認められた。
【考察】（A）の肉芽は気管チューブ
が声帯突起に強く接触することで気管チューブの腹側面を覆うようにして襞状に増生し、抜管後に喉頭の下 1/3 の軟骨間部の気道
抵抗を上昇させると考えられる。このような肉芽の形成がカフリークテストの感度の低さに関与している可能性がある。抜管前に
気管支鏡で観察する際には、声帯と気管チューブの間に充分な空間が存在するか、気管チューブの腹側面を覆う肉芽が存在しない
かなどをよく確認する必要がある。

O24-2

気管切開患者に対する高流量酸素療法の効果：酸素流量の違いによる評価

神戸大学附属病院 集中治療部、2）神戸大学附属病院
徳島大学病院 ER・災害医療診療部

1）
4）

麻酔科、3）神戸大学附属病院

臨床工学部門、

三住 拓誉 1）、藤本 大地 2）、北 博志 3）、今中 秀光 4）、溝渕 知司 2）
【背景】経鼻高流量酸素療法（nasal high-flow oxygen therapy: NHF）では、高流量のガスにより呼吸仕事量の軽減を認めるとの
報告があるが、気管切開患者に対する高流量酸素療法（tracheal high-flow oxygen therapy: THF）において気道内圧の変化、呼
吸仕事量に関する報告はない。気管切開用高流量酸素療法のデバイスとして F ＆ P 社の OptiflowTM 気管切開コネクタを用い、ガ
ス流量の変化に伴う呼吸仕事量、気道内圧、動脈血液ガスを測定し比較検討した。
【方法】同意を得た呼吸機能の正常な術後気管
切開患者 20 名に対し、トラキオマスク酸素 40%10L/min（ガス流量 40L/min）
（以下 TM 群）
、気切用コネクタでの酸素 40% ガス流
量 20・40・60L/min の各状態（20 群、40 群、60 群）において、1. 食道内圧、吸気流量を測定し、圧容量曲線からその面積を積分
して呼吸仕事量を計算 2. 気道内圧を測定 3. 動脈血液ガス（pH,PaO2,PaCO2）測定し、比較検討した。統計には repeated measures
ANOVA を用い P ＜ 0.05 を有意差ありとした。【結果】TM 群と THF 各群と比較して呼吸仕事量には変化がなかった（P=0.54）
。
ガス流量の増加に伴って平均気道内圧の上昇が認められた（中央値 mmHg: TM 群 0.058、20 群 0.062、40 群 0.338、60 群 0.954; P ＜
0.001）。血液ガスにおいては PaO2 のみ上昇が見られた（中央値 mmHg: TM 群 137、20 群 138、40 群 140、60 群 141; P ＜ 0.001）。ま
た post hoc 解析では TM 群に比較し平均気道内圧、PaO2 ともに 40 群、60 群で有意差が見られた。【考察】気切用コネクタを介し
てガス流量を増加させることで平均気道内圧の上昇と PaO2 の上昇が見られた。PaO2 の上昇は、ガス流量を上げることによって
気道内に流入する供給ガスが増加し吸入酸素濃度が上昇したことが主な原因と考えられるが、平均気道内圧の上昇がどの程度関与
したかは不明である。

O24-3

酸素マスクの形状による吸入酸素濃度および二酸化炭素濃度に関する研究

徳島大学病院

救急集中治療部

高磯 甫隆、安見 武哲、大西 沙紀、大藤 純、近田 優介、今中 秀光、西村 匡司
背景：酸素投与効率の向上や二酸化炭素の再呼吸を減らすため、従来の簡易型酸素マスクとは形状が異なる開放型マスクや酸素吹
付型カニュラなどが開発されている。今回、酸素マスクの形状の違いが吸入酸素濃度や二酸化炭素濃度に与える影響を調べた。方
法：2 名の健康成人に 2 種類の簡易型マスク（EcoLite：Intersurgical、Oxygenmask：Intersurgical）
、3 種類の開放型マスク（OxyMask：
Covidien、：Respiall：Atom Medical、cap-ONE マスク：日本光電）
、1 種類の吹付型カニュラ（OxyChin：Covidien）で酸素投与
を行った。酸素流量は 1、3、5、10L/min とした。
鼻腔内および口腔内にサンプリングチューブを留
置し、吸入酸素濃度と二酸化炭素濃度を測定し
た。結果：吸入酸素濃度は簡易型、開放型、吹付
型マスクとも同程度であった。二酸化炭素濃度は
簡易型が cap-ONE マスクを除く開放型、吹付型
よりも高かった（図参照）。結語： cap-ONE マス
ク以外の開放型マスクおよび吹付型酸素カニュラ
は、簡易型マスクより二酸化炭素の再呼吸は少な
かったが酸素投与効率は同程度であった。
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O24-4

プレチスモグラム変動から得られる、非侵襲的呼吸回数測定装置（NellcorTM PM1000N）の確からしさの検討

北里大学

医学部附属新世紀医療開発センター

1）

集中治療医学、2）北里大学

医学部

麻酔科学

新井 正康 、吉岡 俊輔 、阪井 茉有子 、田中 一生 、鈴木 優太郎 、西澤 義之 、小坂 康晴 2）、伊藤 壮平 2）、黒岩 政之 2）、
岡本 浩嗣 2）
1）

2）

2）

2）

2）

2）

【はじめに】区域麻酔時あるいは検査時の安全な鎮静と関連して、適切な自発呼吸モニタリングが重要となってきている。近年、
パルスオキシメーターから得られる、プレチスモグラムの変動から、非侵襲的に呼吸回数を測定する装置 NellcorTM PM1000N（以
下 PM1000N）が臨床使用可能となったが、これに関する臨床検討結果はほとんどない。【目的】PM1000N の測定の確からしさを
検討する。
【方法】集中治療センターに入室しており、自発呼吸（低流量酸素療法患者のみ）で、開胸手術、大量胸水患者を除外
した患者に、PM1000N による呼吸回数測定、心電図のインピーダンスの変化からの呼吸回数測定、目視による呼吸回数測定、を
比較した。患者は安静臥位とし、観血的動脈圧測定とは逆の手の示指に、PM1000N を装着し、10 分間の安定時間をとった。20 秒
間の呼吸回数を目視で評価し、その直後の PM1000N ならびにインピーダンス法の呼吸回数を記録した。得られたデータの相関係
数を求め、一致率、Brand-Altman 解析を行い、その精度の評価を行った。
【結果】6 人の患者から得られたデータを解析した。目
視 vs PM1000N、 目 視 vs イ ン ピ ー ダ ン ス、 イ ン ピ ー ダ ン ス vs PM100N の 相 関 係 数 r2 は そ れ ぞ れ 0.12, 0.48, 0.08 で あ っ た。
PM1000N と目視の間での Brand-Altman 解析の bias は -0.23 で、Limits of Agreement（LOA）は -4.82～3.82 であった。
【考察】各
症例の呼吸回数の変動幅が極めて小さかったために、高い相関係数とはならなかったが、各測定方法の値の一致率は高かった。
【結
論】プレチスモグラム変動からの非侵襲的呼吸回数測定装置は信頼性が高いと考えられた。気道閉塞などの状況においては別の検
討が必要である。

O24-5

Respiratory Rate Is A Poor Assessment of Respiratory Status During and After Upper Endoscopy

Respiratory Rate is a Poor Assessment of Respiratory Status During and After Upper Endoscopy
Clinical Trials Research、2）Respiratory Motion, Inc.

1）

Daniel Eversole2）、Holley K1）、Brayanov JB1）、Mathews DM1）
Methods: An impedance based RVM（ExSpiron, Respiratory Motion, Inc., Waltham, MA）used three thoracic electrodes to
collect continuous respiratory data from 51 patients（age: 54 ± 5 yrs, BMI: 28 ± 2 kg/m2）undergoing upper endoscopic
procedures. Baseline MV（MVBASELINE）for each patient was defined during a 30-sec period of quiet spontaneous ventilation
prior to sedation. MV, TV & RR were calculated from 30-second respiratory segments. All patients were sedated with propofol
with or without other agents（fentanyl, ketamine）with anesthesia monitoring including capnography. The predictive value of
RR as a measure of inadequate ventilation（LMV ＜ 40% MV）was evaluated by comparing periods of LMV and low RR（＜ 6
b/min）. The incidence of hypoventilation in the intra- and post-procedure periods was compared.Results: During the procedure,
while anesthesia staff managed patients using capnography-based RR monitoring, the RVM recorded 323 LMV episodes in the
51 patients,（8.0% of all intra-procedure recordings（Fig. 1A）. By comparison, the incidence of LMV in the post-procedure
recovery period was 3.7%, corresponding to 140 LMV measurements（Fig. 1B）. Across both the intra- and post-procedure
periods, low RR was a poor predictor of LMV with a sensitivity ＜ 20%（Fig. 2）. Furthermore, more than half of all low RR
events during and after the procedure were associated with adequate MV, indicating that patients were adequately ventilated
at that time.

O24-6

Respiratory Volume Monitoring Reduces False Alarms

Emory University、2）Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School、3）Respiratory Motion , Inc.

1）

Daniel Eversole3）、Peggy Duke1）、Ed George2）
Methods: RVM & SpO2 data were collected from 230 patients following orthopedic surgery（120 females, 66.8 ± 10.3 yrs）for
an avg 2.7 ± 0.1 hrs. Staff used SpO2 for patient care but were blinded to RVM. Predicted MV（MVPRED）was calculated based
on BSA. Low MV（LMV）was defined as MV ＜ 40% MVPRED sustained for ＞ 1 min; LMV within 10 min was considered part of
the same event（LMVe）. True Desaturation（TD）was defined as SpO2 ＜ 90% for ＞ 1min & associated with LMVe. 162
patients received PCA opioid doses（68 hydromorphone（0.2 mg）, 94 morphine（1 mg））. Total opioid dose（MME/kg）
calculated & patients stratified: no opioid, low opioid（ ＜ 0.08mg/kg/hr）& high opioid（ ＞ 0.08mg/kg/hr）. Unpaired 1 sided
t-tests were used to compare measurements across groups.Results: In 64 patients（28%）neither LMVe nor TD occurred. 7
patients had both LMVe & SpO2 ＜ 90%; LMVe preceded SpO2 ＜ 90% by 16.7 ± 4.6 min on avg. In 159 patients（69%）LMVe
occurred not associated with SpO2 ＜ 90%（Fig 1A）. We found strong correlation between PCA opioids, the number & duration
of LMVe（Fig 1 B & C）. Number of LMVe/hr was higher in patients with TD than those without（1.27 ± 0.26 vs 0.67 ± 0.04, p
＜ 0.05, Fig1 D & E）.Conclusions: Intermittent RD, exacerbated by opioids, remains mostly undetected by oximetry & MV
decreases before desaturation. When TD occurs, it is associated with a greater degree of LMV. Clinicians can use earlier RVM
data to address RD before it progresses to desaturation & to reduce false alarms.
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O25-1

心臓大血管手術後の長期挿管になる要因の検討

医療法人

徳洲会

第 3 会場

名古屋徳洲会総合病院

加藤 直輝、中村 美津
【目的】心臓大血管開心術後の呼吸器離脱までの期間に影響を及ぼす要因を明らかにし、抜管プロトコルを再検討する【方法】
2014 年 1 月～6 月に心臓大血管開心術をした患者 100 名を対象に、早期抜管群（術当日～2 日目）と長期挿管群（術後 3 日目～）に
分類し、年齢・性別・手術時間・出血量・予定、緊急手術・人工心肺の有無・基礎疾患（HT,DL,DM,CRF, 肺気腫）、BMI で比較
検討した。また、バイパス術 35 例、弁手術 33 例、大血管手術 26 例、その他に分けて挿管日数を比較検討した。
【結果】年齢、性別、
出血量、基礎疾患（HT,DL,DM,CRF, 肺気腫）について、挿管日数に有意差はなく、長期挿管群には緊急手術、長時間手術、人工
心肺の使用、BMI が大きい患者が有意に多かった。術式では、バイパス術が 1.3 ± 1.3 日、弁手術が 1.6 ± 2.0 日、大血管手術が 2.7
± 2.5 日で抜管可能でありバイパス術と大血管手術の挿管日数平均に有意差がみられた。弁手術と大血管手術の挿管日数平均に有
意差はなかった。【考察】急性大動脈解離のような大血管の緊急手術は、術前からの全身状態が悪く重症度も高いため、予定患者
のように状態を整えて手術に臨めないことが影響していると考える。また、人工心肺使用により肺の虚脱、炎症反応の上昇による
SIRS の合併が長期挿管に影響していると考える。そのため、術後の呼吸器ウィーニングを進めるにあたり、緊急手術、人工心肺
使用症例の患者には慎重に自発覚醒トライアル、自発呼吸トライアルを行う必要がある。人工心肺使用症例でも予定手術の患者は
早期抜管が可能なことから、循環動態、出血などに問題がなければ早期に呼吸器ウィーニング・抜管を進める。術式ではバイパス
術は早期に人工呼吸器からの離脱が可能だが、肥満体型の緊急大血管手術に関しては慎重に進める必要がある。

O25-2

SBT プロトコルを用いた看護師による Weaning assessment

社会医療法人

友愛会

豊見城中央病院

集中治療室

仲間 敏春、大城 和也、臼井 雄一、兼久 絵里、山内 芳乃、仲間 康敏、玉城 正弘
【はじめに】当 ICU の挿管患者は年間約 130 例である。人工呼吸器の早期離脱が患者の ADL・QOL 等を改善させ早期抜管に向け
た意識付けが重要視されている。当 ICU 内の人工呼吸器管理は主治医・ICU 専従医の包括的指示下に呼吸療法士（以下 RT）が中
心となり日々の Weaning がなされている。今回、当院独自の SBT プロトコルを作製し、看護師主体の Weaning assessment を行っ
た。そこで、SBT プロトコルの有用性を検証した。【研究目的】Weaning 過程評価へ向けた SBT プロトコル有用性の検証【研究対
象・期間】2013 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日間の人工呼吸器管理患者、全 299 例。RT 管理群（以下 R 群）と ICU 看護師管理群（以
下 I 群）の 2 群に分け、再挿管率・挿管時間を比較した症例対照研究。気管切開・死亡・挿管のまま転床した症例を除外。
【結果】
2013 年度の R 群：133 例。2014 年度の I 群：122 例。再挿管率は R 群 1.5／I 群 1.64％。挿管平均時間は R 群 39.3／I 群 86.5 時間。
【考察】
両群共に再挿管率・挿管管理時間は国内外のデータと比較しても有意に少数であり、安全かつ適切なタイミングでの抜管であった
と言える。R・I 群において再挿管率に有意差は認められなかった。これは SBT プロトコルにより Weaning 過程評価を適正に行え
た結果であると考える。SBT プロトコルの存在は患者の呼吸状態評価に医師・コメディカル間の共通認識を可能とし、更に院内
抜管基準に等しいツールとなった。今後、看護師主体の Weaning assessment の反復は、看護師の Assessment 力向上や呼吸ケア
への主体的な関わりを増加させると思われる。【結論】SBT プロトコルの導入は、Weaning 過程評価に有用である。抜管基準に対
する共通認識を持てる。

O25-3

人工呼吸器離脱プロトコル導入が VAE（人工呼吸器関連事象）サーベイランスに及ぼす効果

三菱京都病院

RST

嶋 雅範、文字 香織、橋本 めぐみ、出見世 真人、篠原 智誉、山下 直己
（はじめに）人工呼吸器関連肺炎（VAP）の発生率低減を目指し、多くの施設において NHSN の VAE サーベイランスを用いてサー
ベイランスが行われている。当院においては、呼吸器サポートチームが中心となり 2014 年 4 月より SAT（自発覚醒トライアル）
と SBT（自発呼吸トライアル）をもとに、人工呼吸器離脱プロトコルをマニュアル化し導入した。今回この導入効果を、VAE サー
ベイランスにて評価したので報告する。（方法）2013 年 1 月より 2014 年 5 月に人工呼吸器管理をされた 256 例を未介入群、2014 年 6
月より 2015 年 8 月に人工呼吸器管理をされた 222 例を介入群とし、VAE サーベイランスの結果を評価、検討した。（結果・考察）
人工呼吸器離脱プロトコル導入前後において、人工呼吸器使用比が未介入群 0.25 から、介入群 0.22 へ、また平均人工呼吸器使用日
数が未介入群 3.13 日から介入群 2.78 日へと減少した。当院はオープン ICU であることや、人工呼吸器使用患者の多くが外科系の患
者であることから、主治医が ICU から離れる時間が多く、人工呼吸器からの離脱が遅れる傾向にあった。しかし人工呼吸器離脱
プロトコル導入後は、主治医が人工呼吸器離脱プロトコル導入可能と判断した時点で看護師が中心となり人工呼吸器の離脱を進め
た事で、抜管までの時間が短縮し人工呼吸器使用比も減少した。VAE 発生率は未介入群の 8 例（9.65/1000 device days）より、介
入群の 5 例（7.82/1000 device days）へと減少した。人工呼吸器を使用することによって患者に起こる合併症は、肺水腫、急性呼
吸促迫症候群、無気肺、肺塞栓など肺炎だけでなく様々なものがある。VAE サーベイランスは、酸素化の悪化を示す、すべての
合併症を対象としているため、人工呼吸器使用時間が減少すれば、新たな VAE 発生が抑えられ、VAE の発生率も減少したと考え
られた。（結論）人工呼吸器の早期離脱に向けた取り組みにより、人工呼吸器使用時間や人工呼吸器使用比を短縮でき、VAE の発
生率が減少した。
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O25-4

人工呼吸器離脱プロトコル導入により得た効果と今後の課題

三菱京都病院
文字 香織、山下 直己、篠原 智誉、橋本 めぐみ、出見世 真人
【はじめに】人工呼吸器関連肺炎（VAP）の低減や患者の QOL を改善するため、多くの施設で人工呼吸器の早期離脱に向けた取
り組みがなされている。今回、当院において独自の自発覚醒トライアル（SAT）および自発呼吸トライアル（SBT）の人工呼吸
器離脱プロトコルを導入し、人工呼吸器の早期離脱に向けた取り組みを行った。アウトカムの改善と医療スタッフ間の連携の強化、
また今後の課題について結果を得たので報告する。【方法】当院 ICU において、2013 年 1 月より 2014 年 5 月まで人工呼吸器管理を
された 256 例を未介入群とし、2014 年 6 月より 2015 年 7 月まで人工呼吸器管理をされた 205 例を介入群として人工呼吸器装着期間・
ICU 入室期間・入院期間を比較。看護師に SAT/SBT 導入時と導入後約 1 年経過時点でアンケート調査を実施。
【結果・考察】 人
工呼吸器離脱プロトコル導入前後において、平均人工呼吸器装着期間（介入前：介入後 4.13 日 :3.94 日）・平均 ICU 入室期間（介
入前：介入後 7.05 日 :6.79 日）
・平均入院期間（介入前：介入後 25.02 日 :24.57 日）はいずれも減少した。また、看護師のアンケー
ト調査では医師とのコミュニケーションに関して導入前と比較し大幅に改善した。これは、SAT/SBT のプロトコルを作成したこ
とで、主治医が不在であっても統一した客観的指標を用いて早期に評価が可能となり、アウトカムの改善に繋がったと言える。同
時に、共通言語ができたことで医師への報告・相談が容易になり、コミュニケーションの強化へと繋がったと考える。しかし、抜
管リスクの協議については不十分であり、危険因子の知識習得など今後の課題である。
【結論】人工呼吸器離脱プロトコル導入に
より、アウトカムの改善と医療スタッフ間の連携の強化に繋がった。抜管リスクについても協議できる環境を整える必要がある。

O25-5

当院における RST の現状と課題

大阪市立総合医療センター ICU、2）大阪市立総合医療センター
大阪市立総合医療センター 看護部

1）
4）

救命救急センター、3）大阪市立総合医療センター

臨床工学部、

宮原 聡子 1）、松村 京子 2）、和田 翔 1）、重光 胤明 2）、亀井 靖子 1）、福井 威夫 3）、松下 千紘 4）、佐野 由花 1）、山本 貴子 1）、
林下 浩士 2）
【はじめに】当院の Respiratory Support Team（以下 RST と略す）は 2010 年の診療報酬改定に伴い、病院より承認を受け本格稼
働した。近年、急性期治療は ICU にとどまらず、一般病棟でも呼吸管理を行い、長期に人工呼吸器を装着しなければならない患
者も多い。そのため、当院の RST ラウンドは週一回ではあるが、対象患者は小児症例や長期呼吸器離脱困難症例もあり、RST 加
算要件とは異なる体制をとらざるを得ない。今回、RST 活動の指標を振り返ることで、当院における今後の課題が明らかとなっ
たので報告する。【研究対象】RST ラウンドを行った 2013 年度成人患者 21 名、小児患者 7 名、2014 年度成人患者 50 名、小児患者
25 名【調査・分析方法】RST 活動記録より介入期間、人工呼吸器装着日数、人工呼吸器離脱率を比較検討した。【倫理的配慮】本
研究は院内の倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】2014 年度ラウンドを行った患者のうち、酸素療法のみであったのは成人 19 名、
小児 12 名であった。2013 年度 /2014 年度の介入期間は中央値で成人 21/14 日、小児 57/49 日、人工呼吸器装着日数は中央値で成人
51/32 日、小児 147/206 日、人工呼吸離脱率成人 67/58％、小児 29/31％であった。
【考察】2013 年度のラウンド対象患者は人工呼
吸器装着患者のみであったのが 2014 年度は酸素療法のみの患者もラウンドの対象としたため、RST 依頼件数は増加した。急性期
患者に対しては抜管に向けた呼吸器設定の調整やリハビリの充実、酸素療法のアドバイスなどの継続が必要であるが、慢性期の患
者においては呼吸器離脱困難な症例が多く、特に小児患者については呼吸器装着期間が長期化している傾向があり、地域の施設や
在宅診療と連携をとりながら患者、家族が安心して在宅へ移行できるようなサポートを行うことが望まれる。
【結語】今後は急性期、
慢性期、それぞれの時期に応じた対応とサポートができるチーム体制が必要である。

－ 443 －

口演 26

O26-1

気道・呼吸・呼吸管理⑦

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 4 会場

喀痰吸引量の主観的な感覚の違いについて

大垣市民病院
宮川 亮太、法雲 浄恵、鈴木 亜耶香
【はじめに】看護師は、日常的に喀痰吸引を行い、主観的な喀痰吸引量を看護記録に記載している。そこで、個々の喀痰吸引にお
ける主観的な感覚をデータ化する。【目的】喀痰吸引量の主観的な感覚の違いを明らかにする。
【研究方法】研究デザイン：実験研
究【倫理的配慮】スタッフの研究への参加は任意であり、研究参加の有無で不利益は生じないことを事前に文書で説明する。スタッ
フの同意を確認してから、実験研究を行った。【結果】方法 1 では 1ml の液体については少量 77.2％が最多であった。3ml の液体に
ついては中等量 50.0％が最多であった。5ml の液体については多量 59.0％であった。7ml の液体については多量 86.3％が最多であっ
た。9ml の液体については多量 90.0％が最多であった。11ml 以上の液体については全員が多量と判断した。方法 2 ではカテーテル
を変更して吸引した結果、一回目より量が多くなったスタッフは 68.1％であり、判断基準は重複回答を含めて吸引時間 9 名、吸引
時の音 3 名、感触 5 名であった。一回目より量が少なくなったスタッフは 31.8％であり、判断基準は重複回答を含めて吸引時間 1 名、
管内の量 7 名であった。（p=0.005）【考察】喀痰吸引量は個人の感覚で喀痰吸引量が左右される傾向がみられた。判断基準として
視覚以外を用いて吸引を行った場合は、吸引量を多く見積もる傾向がみられた。視覚を用いて吸引を行った場合は、吸引量を少な
く見積もる傾向がみられた。感覚的判断量の違いを t 検定で算出した結果、p=0.005 であり、有意な差がみられた。主観的な判断
では差が生じるが、統一した尺度を用いることで、より妥当性を高められる可能性が示唆された。そのため、共通理解が得られる
表現や指標を検討する必要がある。【結語】・主観的な判断では、個々によって差が生じる。
・統一した評価を行なうためには、共
通理解が得られる客観的な表現が必要である。

O26-2

呼気胸郭圧迫法は痰の排出に有用なのか？

筑波大学附属病院
筑波大学附属病院

1）
3）

ICU、2）筑波大学大学院
救急・集中治療部

人間総合科学研究科

フロンティア医科学専攻、

大内 玲 1,2）、櫻本 秀明 1）、下條 信威 3）、榎本 有希 3）、小山 泰明 3）、卯野木 健 1）、宮 顕 3）、吉野 靖代 1,2）、星野 晴彦 1,2）、水谷 太郎 3）
【目的】胸郭を呼気開始時に圧迫する呼気胸郭圧迫法（Rib Cage Compression: RCC）は排痰を促す目的で実践されてきた肺理学
療法であるがその効果は未だ不明である。近年、圧迫の強さが痰の移動に影響を与えることが示唆された。本研究は、強い圧迫を
伴う RCC が、痰の排出を促進し、酸素化や無気肺を改善させるか否か検討することを目的とした。
【方法】ブタ 15 頭に全身麻酔下で気管切開を実施。1.6% Polyethylene oxide powder、0.1% methylene blue の PBS 溶液に造影剤を
混合させ人工粘液とし、鎮静・筋弛緩後人工呼吸器に接続し、注入用カテーテルより人工粘液を 40 mL 気管内に注入し無気肺を
作成。人工粘液注入終了 30 分後に、閉鎖式吸引のみの群（CSS 群）と 10 分間の RCC 後に閉鎖式吸引を実施した群（RCC 群）に無
作為に分け各介入を実施した。介入は両胸郭に対して強く短い圧迫を加える RCC を施行した。吸引後 0-1 分、5 分、10 分、30 分の
動脈血ガス分析、呼吸生理学的データの収集を行った。介入の前後で胸部 X 線画像を得て、無気肺スコアを評価した。
【結果】RCC 群で有意に痰の吸引量が増加したが（1.2 ± 0.9 vs 6.8 ± 5.2 g, p=0.018）
、介入の前後で酸素化、胸部 X 線スコアの改善
は認めなかった。また、血圧、心拍出量、脈拍、不整脈などの循環パラメータに有意差は認められなかった。
【考察】先行研究と同様、強い圧迫を伴う RCC による呼気流量増加が痰の移動を促し、喀痰吸引量が増加したと推測されたが、両
群とも注入全量 40mL の人工痰に対する回収率は低く、酸素化および胸部 X 線スコアの改善は見られなかった。
【結論】本研究において、強い圧迫を伴う RCC は、閉鎖式吸引による喀痰吸引量を増加させたが、酸素化および無気肺は改善させ
なかった。

O26-3

心臓血管外科術後においてハイフローセラピー（High flow therapy: 以下 HFT）を導入した症例の実態

埼玉医科大学国際医療センター

ICU 病棟

藤井 裕一郎、立花 奈緒美、雨宮 由季、朝倉 登美子
【はじめに】ハイフローセラピー（High flow therapy：以下 HFT）は心臓血管外科領域においても有用性を示唆されており、当院
心臓血管外科 ICU でも近年積極的に導入されるようになった。HFT を導入した患者の経過として成功群、HFT と非侵襲的陽圧換
気療法（以下 NPPV）との併用が必要であった群（以下併用群）、不成功群に分かれた。これら転帰を左右する因子を探るために
実態調査を行った。
【方法】2014 年 6 月～2015 年 6 月に心臓血管外科術後、HFT を導入した患者を対象に後ろ向き調査を行った。
【結
果】41 例中、成功群 17 例（41.5%）、併用群 17 例（41.5%）
、不成功群 7 例（17%）
。男 / 女 29/12 名、平均年齢 68.9 歳（33-86）歳で
あり、不成功群にて高齢患者が多かった。疾患内訳は成功群・不成功群では冠動脈疾患が多く、併用群では胸部大動脈疾患が多かっ
た。抜管直後 P/F 平均値は全体 214、成功群 219、併用群 195、不成功群 247 であった。3 群共に半数以上が HFT 導入直後明らかな
P/F 値改善は見られず、胸部 X 線所見では胸水、無気肺が大半を占めた。また肺炎を呈した 5 例中 4 例は不成功群であった。気管
挿管期間の平均日数は、成功群 2 日、併用群 1.9 日、不成功群 9.7 日であった。また術後離床までの平均日数は、成功群 4.4 日、併
用群 5.1 日、不成功群 6.5 日であった。HFT に対する不快感は併用群で多かった。自己排痰が可能な例は成功群、併用群の順で多く、
不成功群では全例不可能であった。経口摂取が開始となっている例も成功群、併用群の順で多く、不成功群では 1 例であった。せ
ん妄の発生に関しては、成功群、併用群の順で少なく、不成功群では約半数がせん妄を発生していた。
【結論】成功と不成功を左
右する因子として、年齢や気管挿管期間、離床までの期間が関係しているのではないかと考えられた。また HFT の利点と言われ
る自己排痰や食事摂取ができる、不快感が少ないなどの患者快適性も関係しているのではないかと考えられた。
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O26-4

心臓血管手術後患者におけるネーザルハイフローの使用効果

広島大学病院

1）

外科系集中治療室、2）広島大学病院

麻酔科

西本 亜紀子 、八木 恵子 、御手洗 武博 、山崎 大輔 、林 裕子 1）、加藤 貴大 2）、原木 俊明 2）、讃岐 美智義 2）、河本 昌志 2）
1）

1）

1）

1）

【はじめに】ネーザルハイフロー（NHF）は高流量の酸素を経鼻的に投与することで、自発呼吸下の酸素化能を改善する。従来の
酸素療法より上位の呼吸管理法として位置づけられているが、術後患者に使用した報告は少ない。今回、心臓血管外科手術後患者
に NHF を使用した効果について報告する。【方法】調査対象は、心臓血管手術後に外科系集中治療室に入室した 4 名で、抜管後に
酸素マスクを装着し、その後 NHF に切り替えた。NHF の使用感として、圧迫感・鼻腔の疼痛・鼻腔の乾燥・臭い・騒音と呼吸困
難感・閉塞感を聞き取り調査した。その他、NHF 装着による患者の印象、飲水・食事・リハビリテーション（リハビリ）の良否、
動脈血ガス分圧を調査した。【結果】対象の性別は全て男性、年齢 48～80 歳、身長 160～170cm、体重 46.0～77.6kg であった。術式
は、冠動脈バイパス術・弓部置換術が各々1 名、僧房弁置換術が 2 名であった。NHF の使用感について、鼻腔の疼痛・乾燥・臭い
の訴えはなかったが、圧迫感の訴えは 1 名で、騒音の訴えは 2 名であった。騒音は NHF の流量を増加させた時点での訴えであった。
呼吸困難感・閉塞感の訴えはなかった。NHF 装着による印象は、酸素マスクと比較して NHF の方が排痰しやすいという意見が 2
名であった。4 名とも飲水可能であり、1 名は食事も摂取できていた。また、4 名ともリハビリ中の酸素化の悪化はなく、NHF 導
入前後で酸素化に変化はなかった。【結論】今回の調査により、NHF は酸素マスクよりも装着時の違和感が少ないと考えられた。
また、過去の報告と同様に経口摂取や排痰がしやすく、リハビリでも呼吸状態の悪化はなかった。術後は、麻酔や手術侵襲の影響
により無気肺等の呼吸器合併症が起こりやすい。NHF は排痰がしやすくリハビリでの酸素化の悪化を来しにくいので術後患者に
も有用と考えられ、今後は積極的な導入を検討したい。

O26-5

当院 ICU で抜管後の小児に対する HFT の使用経験

地方独立行政法人

那覇市立病院

新屋 真弓、平敷 好史、諸見里 勝、里井 陽介、普天間 誠、清水 孝宏、伊波 寛、宮田 裕史
【はじめに】ハイフローセラピー（High Flow Therapy :HFT）は、呼吸補助の手段として人工呼吸器や NPPV の導入前に使用さ
れる事があり、小児領域でも拡大してきている。当院 ICU でも 2014 年から抜管後の小児へ HFT 導入が増加している。しかし、導
入後の呼吸管理に関する詳細なデータが少ない。今回、RS ウイルス感染症と診断された児を対象に、抜管後の HFT 導入を後ろ向
きに調査し、呼吸管理の状況について報告する。【対象】2014 年 7 月～2015 年 5 月 31 日まで当院 ICU に入室し、基礎疾患がなく RS
ウイルス感染症と診断され、人工呼吸管理を行った小児患者。【方法】電子カルテから抜管前後の血液ガス検査、SpO2、呼吸数、
脈拍数を定時的に比較。バイタルサイン以外に努力呼吸の有無を調査。人工呼吸管理中の鎮静鎮痛の使用と挿管時間、HFT の設
定と使用時間を調査。
【結果】対象患者は 3ヶ月から 1 歳 5ヶ月の 4 症例。抜管後 5 分後・10 分後・15 分後・30 分後・45 分後・60 分後・
3 時間後の脈拍数は 4 症例とも増加、呼吸数は 4 症例とも減少し、努力呼吸の出現はなかった。HFT の設定は、FIO2:0.3～0.6、フロー：
6～17.5L/ 分 /kg で行い、抜管後 HFT 使用中の血液ガス検査で酸素化改善が 3 症例、変化なしが 1 症例であった。挿管時間 83.1 ±
48.2 時間、抜管後 HFT 使用時間は 19.8 ± 8.9 時間となった。4 症例とも気管挿管中の鎮痛鎮静管理はフェンタニル・ミダゾラム・
プレセデックスを使用。【考察】当院では、抜管前後の P/F 比、呼吸数、脈拍数を比較し、呼吸状態の悪化は認められなかった。
脈拍数の変動はあるが、呼吸数は減少し努力呼吸はみられなかった。HFT は小児の抜管後の呼吸管理の一助となる事が示唆され
た。

O26-6

ネーザルハイフロー（Nasal High-Flow；以下 NHF と略す）装着患者の苦痛に関する調査

国立循環器病研究センター

HCU

藤巻 弘史、小谷 真依、大西 純子
国立循環器病研究センター HCU 小谷真依 藤巻弘史 大西純子＜タイトル＞ネーザルハイフロー（Nasal High-Flow; 以下
NHF と略す ）装着患者の苦痛に関する調査【背景・目的】当センターHCU では平成 24 年度から NHF を導入し、患者の QOL を
維持でき、ケアの行いやすさを実感している。しかし実際に使用している患者は NHF の回路が重いなどの訴えがある。このため、
NHF の使用経験がある患者の苦痛の内容を明らかにしたいと考えた。
【倫理的配慮】所属の看護倫理委員会の承認を受け実施した。
【対象】2014 年 10 月から 12 月。HCU 入室した NHF 初回装着患者 10 名。
【方法】主治医より許可が得られ、研究の同意を得た患者
に対して、独自で作成したインタビューガイドを用い、個室で約 30 分間面接した。分析は、Berelson.B の内容分析の手法で行った。
【結果】
「鼻から入ってくる酸素の勢いが強く痛い」
「酸素の勢いが強く鼻水が出る」
「NHF のジャバラが重くて動きにくい」
「食事・
飲水時はカヌラが邪魔で外す」等に統合された。【考察】今回の結果から NHF 使用患者は鼻腔粘膜への刺激や耳介と頚部で固定す
る回路の重みなど疼痛と不快を強く感じていた。NHF は鎮痛や鎮静を必要としないため、身体的苦痛が中心となっていたと考え
る。また動きにくさによる拘束感や疼痛があっても治療のためカニューレを外せない葛藤などが精神的苦痛となる可能性がある。
特に長期使用患者へは精神的苦痛が生じていないか定期的な観察を行う必要があると考える。
【まとめ】身体的苦痛は循環動態に
影響を与えるため、今後は疼痛スケールを用いた評価の導入など疼痛管理や苦痛軽減への配慮を検討する必要性が示唆された。今
回の調査では長期使用患者が少なく社会的苦痛や霊的苦痛は表出されなかった。NHF の有用性は高く、今後も使用患者は増加す
ることが予測され、快適性の高い機器であっても全人的苦痛の存在を認識してケアを行う必要がある。
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O27-1

心臓・循環・体液管理③

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 5 会場

循環不全を呈した小児に対し NPPV を使用した 17 例の検討

松戸市立病医院

小児集中治療科

山下 由理子、岡田 広、三好 義隆、平本 龍吾
【背景】NPPV は呼吸不全に対してのみでなく、胸腔内圧上昇、静脈還流量減少による前負荷軽減と左室貫壁圧の低下・左室収縮
圧の上昇を介して循環不全にも有効であることが知られている。当院 PICU では循環不全を呈した小児に対しても NPPV を積極的
に導入している。これまでの症例を後方視的に調査し、効果を検討した【方法】2014 年 4 月から 2015 年 7 月までに当院 PICU に入
院し NPPV を装着した 65 例のうち循環不全のみの適応で装着した 18 例について、装着前後の心拍数、呼吸数、乳酸値の変化を後
方視的に調査した。入院前より在宅 NPPV を使用していた 1 例は除外した。循環不全の判断は頻脈、低血圧、呻吟、網状チアノーゼ、
CRT 延長の有無により行った【結果】月齢の中央値は 2 か月、予測死亡率（PIM2）の中央値は 6.2%、実死亡率は 0% だった。対
象となった病態は心不全 7 例、Sepsis10 例だった。装着期間の中央値は 1 日、転帰は 10 例が軽快・離脱、2 例が症状増悪のため挿管、
3 例が手術など処置のため挿管、2 例が在宅 NPPV へ移行となった。心拍数の中央値は装着前 192 回／分、装着 1 時間後 169. 5 回／分、
2 時間後 152 回／分、呼吸数の中央値は装着前 50 回／分、1 時間後 32 回／分、2 時間後 27.5 回／分だった。また、乳酸の中央値は
装着前 3.3 mmol/L、装着後 1.4mmol/L だった【考察】NPPV は成人領域においては COPD の急性増悪や心原性肺水腫、抜管後、
免疫不全者の呼吸不全などに対して有効性が確立されており、小児領域でも細気管支炎や気管支喘息での有効性が報告されてい
る。生理学的な機序からはこれら以外に循環不全に対しても有効性が示されているが、本邦においては小児に対する NPPV 使用の
報告は少なく、中でも循環不全に対する使用の国内報告はない。今回我々は循環不全の適応で NPPV を装着した小児 17 例につい
て検討し、生理学的なパラメーターや血液検査データの改善を確認した。今後、さらなる症例の集積と効果や合併症に関する検討
が望まれる。

O27-2

小児心臓手術後の、新たな呼吸器 weaning 法―Nasal High Flow system- 一酸化窒素併用療法―

弘前大学医学部胸部心臓血管外科、2）弘前大学医学部付属病院

1）

小渡 亮介 、鈴木 保之 、冨田 栄一 、後藤 武 、福田 幾夫
1）

1）

2）

2）

医療技術部・臨床工学部門

1）

Nasal High flow system（NHF）を用いた呼吸管理は、挿管期間の短縮、抜管成功率の改善が得られるとされ、小児でも普及が進
んでいる。一方、小児心臓外科手術後の患者は、周術期の PH crisis の予防や、良好な Fontan 循環のため一酸化窒素療法（NO）
が通常挿管下で行われる。今回 NHF（OptiflowTM）と NO（アイノベント ®）を併用し、挿管期間を延長せず良好な経過を得た
症例を経験したので報告する。（症例 1）月齢 8、男児、診断は総肺静脈還流異常 2 型。前医で診断が遅れ、体重増加・哺乳不良で
当院紹介。来院時 SpO2 は 60% 台で、高度肺高血圧で、CT では全肺野に浸潤影を認めた。総肺静脈還流異常修復を行い、3POD に
二期的閉胸、5POD に抜管、NHF+NO 管理を行い、6POD に NO 終了し ICU を退室。
（症例 2）月齢 6、男児、診断は総肺静脈還流
異常 1 型で、日齢 22 に総肺静脈還流異常修復を行ったが、吻合部狭窄による高度肺高血圧を認め、CT で全肺野に浸潤影を認めた。
狭窄解除術を施行し、3POD に二期的閉胸、同日抜管し、4POD に NO 終了し 5POD に ICU を退室。
（症例 3）5 歳、男児、診断は単
心室、漏斗胸で、Fontan 手術と漏斗胸手術（Nuss 法）を同時施行した。ICU に挿管帰室後、NO での循環動態改善を認めたため、
抜管後の疼痛による陰圧換気不良の可能性も考え、抜管後 NHF+NO 管理を行った。2POD に NO 終了し、3POD に ICU を退室。
【ま
とめ】抜管時の呼吸器条件は全例 FiO2 1.0、Flow 8L/m、NO 10 ppm で、抜管後は呼吸・循環状態を見て速やかに NO を weaning
した。吸気 NO2 濃度は 0-0.2ppm で、ベッドサイドで全例 0 ppm だった。症例 1,2 は抜管前後の PH crisis 予防のため、症例 3 はより
よい Fontan 循環のため NHF+NO 療法を行い、NHF+NO 療法による有害事象はなく、経過良好だった。またベッドサイドで NO2
は観測されず周囲への曝露もなかった。NO は今後小児心臓手術後患者で適応となる見込みであり、NHF+NO 療法は NO 依存性患
者の早期抜管、呼吸器 weaning に有用であると考えられる。

O27-3

先天性心疾患術後の急性期におけるトルバプタン使用症例の検討

名古屋市立大学

大学院医学研究科

麻酔科学・集中治療医学分野

上村 友二、宮津 光範、小出 明里、冨田 麻衣子、佐野 文昭、太田 晴子、田村 哲也、森島 徹朗、薊 隆文、祖父江 和哉
【背景】バソプレッシン V2 受容体拮抗薬であるトルバプタンは、近年小児においても使用報告が徐々に増加している。しかし、そ
の多くは慢性期の心不全治療における使用報告であり、先天性心疾患術後の急性期の使用報告は少ない。
【目的】先天性心疾患術
後の急性期におけるトルバプタンの効果、安全性を調査すること。【対象・方法】2014 年 4 月から 2015 年 7 月、先天性心疾患術後
の急性期（術後 5 日以内）にトルバプタンを使用した乳幼児例。患者背景、トルバプタンの使用目的、使用量、効果、副作用等を
診療録より後方視的に調査した。【結果】症例は 6 例で、根治術 3 例、姑息術 3 例。月齢は 1-30ヶ月（中央値 3.5ヶ月）。投与開始日
は術後 2-5 日（中央値 3.5 日）、目的は体液貯留の改善で、初期使用量は 0.05-0.1mg/kg/ 日、維持量は 0.1mg/kg/ 日であった。開始
日の尿量は 6 例中 5 例で増加し、全例で体重減少を認めた。全例で血清 Na 値の上昇や 2 例で BUN/Cre 値の上昇を認めたが、基準
値を超えることはなかった。また、全例でループ利尿薬・抗アルドステロン薬を併用していた。
【考察】低用量のトルバプタンの
使用で、尿量増加、体重減少を認め、先天性心疾患の術後急性期における水分管理が容易となった。一方で、基準値を超えてはい
ないものの、血清 Na 値や BUN/Cr 値上昇などの事象も認めており、投与中の厳密な電解質・体液バランスの監視が必要であると
考えられた。急性期におけるトルバプタン適応、最適な開始時期、投与量に関しては、今後の調査が必要である。
【結語】トルバ
プタンは先天性心疾患術後の急性期においても、十分な監視下に安全に使用でき、低用量投与で尿量増加や体重減少が得られてい
た。
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O27-4

フォンタン型手術時の乳酸値と短期予後との関係

北海道大学病院

麻酔科

山本 真崇、八木 泰憲、斉藤 仁志、森 敏洋、森本 裕二
背景：昨今、小児心臓手術中から ICU 入室早期の乳酸値が、予後判定に有用という報告が散見される（J ThoracCardiovasc Surg
2014;148:589）
。しかし、Fontan 型手術においては報告が少なく見解も一致していない。そこでフォンタン型手術（グレンならび
にフォンタン手術）において、周術期乳酸値と短期予後との関係を後ろ向きに調査した。方法：2011 年 8 月から 2015 年 2 月までに、
当院でグレン手術とフォンタン手術の両方を行った 18 人の患者を対象とした。乳酸値は手術開始前（T1）
、術中最高値（T2）、
ICU 入室時（T3）に、ABL800（Radiometer, Copenhagen）を用いて測定した。短期予後は、1ヶ月後の生存、神経学的合併症、
術後挿管時間、ICU 滞在日数を調査した。T1 に対する T2、T3 の乳酸値を対応のある t 検定で比較した。術後挿管時間と ICU 滞在
日数は中央値で 2 群に分け、ぞれぞれの時間における乳酸値の平均値を対応のない t 検定を用い比較した。また ROC 曲線を描き、
曲線下面積（AUC）を求めた。結果：対象疾患は単心室 5、三尖弁閉鎖症などの先天性弁膜疾患 8、左心低形成 2、その他 3 であっ
た。グレン手術は平均生後 6ヶ月、フォンタン手術は 24ヶ月で行われた。T1-3 の乳酸値（平均（標準偏差）
）は 0.98（0.42）
、1.61（0.60）、
1.91（0.88）mmol/L で、T2 と T3 の値は T1 と比較して有意に上昇していた。術後 1ヶ月の死亡や神経学的合併症は認めなかった。
術後挿管時間と ICU 滞在日数を中央値で 2 群に分け、それぞれの乳酸値を比較したが、全症例ならびに手術別でも有意差を認めな
かった。AUC は最大でも 0.7 以下であった。結論：フォンタン型手術においても、乳酸値は上昇するが、短期予後との間には有意
な関係を見いだせなかった。

O27-5

スライド気管形成術における心血管同時手術は術後のリスク因子となり得るか

静岡県立こども病院

1）

小児集中治療科、2）静岡県立こども病院

循環器集中治療科、3）鹿児島大学病院

小林 匡 、川崎 達也 、粒良 昌弘 、三浦 慎也 、中野 諭 、濱本 奈央 、大崎 真樹 、櫨木 大祐
1）

1）

2）

2）

2）

2）

2）

小児科

3）

先天性気管狭窄症は，狭窄が高度の場合には速やかに診断し外科的介入を行う必要がある．その治療成績はスライド気管形成術
の普及により飛躍的に向上した．心疾患合併例では同時手術を行うこともあり，その最大の利点は一回の開胸操作と人工心肺で気
管・心臓両方に介入できることであるが，一方で深部感染症のリスク増大と呼吸循環管理の長期化が懸念される．
2008 年以降当院で 9 例のスライド気管形成術が行われており，いずれも先天性心疾患を合併していた．こらにつき後方視的検討
を行った．
9 症例のうち，心血管手術＋スライド気管形成術（同時手術群）は 6 例（根治術 5 例，姑息術 1 例）
，スライド気管形成術のみ（単
独群）は 3 例だった．単独群のうち 2 例は頚部アプローチにより人工心肺を使用せず手術が可能であった．術後管理に関して，い
ずれの症例も術後 3-7 日間の筋弛緩薬を併用した不動化深鎮静管理を行い，その後更に 4-7 日間の人工呼吸管理を行った後に抜管し
た．同時手術群の 1 例（姑息術例）が術前から ECMO 管理を要し術後も離脱出来ず術後 23 日目に死亡したが，これを除いた症例
では人工呼吸管理期間に有意差は認めなかった（平均 18.0 日 vs. 14.2 日：p=0.561）
．循環管理では術後カテコラミン使用期間で同
時手術群に長い傾向を認めたが，有意差は認めなかった（平均 4.8 日 vs. 0.3 日：p=0.055）．合併症は，同時手術群で縦隔炎による
開心洗浄ドレナージを要した症例と緊張性気胸による心肺停止例を 1 例ずつ認めたが，いずれも後遺症なく軽快した．その他，上
室性頻拍や一時的な完全房室ブロック，気管気管支軟化症，一過性声帯麻痺を認めた．単独群では重篤な合併症は認めなかった．
開胸術に伴う合併症は認めたが死亡例はおらず，同時手術に起因する重篤な合併症は認めていない．単独手術例も同時手術例も
術後経過は良好であり，心血管手術とスライド気管形成術の同時手術は比較的安全に行えると考える．

O27-6

二心室修復術後に plastic bronchitis を発症した両大血管右室起始の小児例

兵庫県立こども病院

1）

循環器内科、2）兵庫県立こども病院

祖父江 俊樹 、田中 敏克 、長谷川 智巳 、圓尾 文子
1）

1）

2）

心臓血管外科

2）

【はじめに】plastic bronchitis は、鋳型栓の形成により気管の閉塞を起こし重篤化する死亡率の高い疾患である。心疾患を有す児
の場合、フォンタン型手術後の児でしか報告がない。故に、フォンタン循環に特有の中心静脈圧（CVP）が高くなりやすい事が
原因ではないかといくつかの文献で考察されているが、未だ原因は判明していない。今回我々は、フォンタン型手術後ではなく二
心室修復後であるにも関わらず、plastic bronchitis を発症した先天性心疾患の小児例を経験したので報告する。【症例】5 歳男児。
既往歴は、両大血管右室起始、単一冠動脈肺動脈起始、左先天性横隔膜ヘルニア、気管支喘息。38 週 3 日 2254g で出生。日齢 2 に
左横隔膜ヘルニア修復術を施行。日齢 9 に動脈管クリップ閉鎖術及び肺動脈絞扼術を施行。生後 7 か月の心臓カテーテル検査時に
単一冠状動脈肺動脈起始が判明し、準緊急で DKS 吻合術 +Rastelli 術 + 心房中隔閉鎖術を施行。5 歳時に下気道感染 + 気管支喘息発
作で入院、入院 2 日目に無気肺から呼吸不全。気管支鏡検査にて気管支の鋳型状栓を認め、plastic bronchitis と診断。鋳型栓除去
を繰り返しながら、利尿剤による浮腫軽減、ステロイドによる喘息コントロール、理学療法を行う事で状態は安定化。心臓カテー
テル検査にて CVP19mmHg と高値、右室圧も高値である事が判明。Rastelli 導管の狭窄が CVP 高値の一因と考え、導管交換術を
施行。術後の心臓カテーテル検査では CVP13mmHg まで改善。その後退院でき安定している。【結語】今症例は、フォンタン型手
術後ではないものの CVP 高値であり、plastic bronchitis の発症に CVP 高値が関与している事を強く示唆する貴重な症例である。
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O28-1
金沢大学

1）

心臓・循環・体液管理④

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

第 5 会場

J 波症候群が原因と考えられた心室細動の 1 例
集中治療部、2）金沢大学大学院医学系研究科循環医科学専攻臓器機能制御学講座

余川 順一郎 1,2）、蜂谷 聡明 1）、相良 明宏 1）、関 晃裕 1）、北野 鉄平 1）、佐藤 康次 1）、越田 嘉尚 1）、野田 透 1）、岡島 正樹 1）、谷口 巧 1）
症例は 44 歳男性。38 歳頃にふらつきを契機に発作性心房細動を指摘、ベラパミル、塩酸ピルジカイニドを処方されていた。失神
やその他の不整脈の既往はなかった。朝 4 時に自宅にて不穏状態にあるところを妻に発見された。その後心肺停止となり、妻によ
り心肺蘇生を施行された後、救急搬送となった。救急車内で 2 回心室細動となり、電気的除細動を 2 回施行されて心拍再開となった。
自己心拍再開まで約 14 分であった。AED（Automated External Defibrillator）の記録上、洞調律復帰後に ST 上昇を伴う J 波を認
めた。病着後心臓カテーテル検査を施行したが、冠動脈に有意狭窄はみられず急性心筋梗塞は否定的であった。集中治療室入室後
低体温療法を開始したが、低体温療法中にも J 波の増高を認めた。後日施行したエルゴノビン負荷試験、サンリズム負荷試験はい
ずれも陰性で、冠攣縮狭心症、Brugada 症候群はそれぞれ否定的であった。神経学的後遺症なく、植え込み型除細動器を植え込み
後退院となった。J 波症候群は心室細動の原因として近年注目されている概念で、広義には Brugada 症候群と早期再分極症候群を
含む疾患概念である。当施設では 2014 年 1 月～2015 年 6 月までの期間に J 波症候群が原因と考えられる心室細動の症例を 4 例経験
した。それぞれの J 波の特徴をまとめたため、あわせて報告する。

O28-2

著明な高マグネシウム血症のため高度徐脈・意識障害を来した原発性副甲状腺機能亢進症患者の 1 例

九州大学病院

救命救急センター・集中治療部

加来 秀隆、原 雅俊、徳田 賢太郎、生野 雄二、中川 拓、久保田 健介、安田 光宏、前原 喜彦
82 歳女性。高カルシウム血症の精査目的で入院し、原発性副甲状腺機能亢進症と診断された。慢性便秘症に対して入院後より酸
化マグネシウム（Mg）1g の定期内服を追加された。大腸内視鏡の前処置で入院 20 日目にクエン酸 Mg 34g（マグコロール P 1 包）
を内服した。入院 21 日目に腹痛増悪と嘔吐、意識障害、徐脈（HR
20bpm, 心室補充調律）、血圧低下が出現したため、気管挿管後に一時
的ペーシングを挿入し、ICU 管理とした。著明な高 Mg 血症（Mg2+
3.2mmol/L, 正常 0.52-0.60mmol/L）を認めた。輸液負荷・利尿剤投与
で Mg 排 泄 を 促 し た が、 症 状 改 善 に 乏 し か っ た た め、22 日 目 よ り
CHDF を開始し、循環維持目的で DOA を併用した。血清 Mg 値の低下
に伴い、循環動態・意識障害が改善し、26 日目に人工呼吸を離脱し、
29 日目にペースメーカを抜去した。Mg 製剤の内服中の患者で、意識
障害、血圧低下、徐脈などの重篤な症状を来たした場合に、高 Mg 血
症を鑑別に上げる必要がある。

O28-3

うっ血性心不全に合併した頻脈性心房細動・心房頻拍に対するアミオダロン静注の有効性と安全性

日本医科大学心臓血管集中治療科、2）日本医科大学循環器内科

1）

林 洋史 1）、山本 剛 1）、圷 宏一 1）、細川 雄亮 1）、三軒 豪仁 1）、黄 俊憲 1）、鈴木 啓士 1）、古瀬 領人 1）、清水 渉 1）、時田 祐吉 2）
【背景】頻脈性心房細動・心房頻拍はしばしばうっ血性心不全に合併し、血行動態が悪化する可能性があるため、速やかな心拍数
コントロールもしくは洞調律復帰が求められる。今回我々はうっ血性心不全に合併した頻脈性心房細動・心房頻拍に対するアミオ
ダロン静注の効果および有害事象について後向きに検討を行った。【方法】対象は、2011 年 4 月から 2015 年 7 月までに当施設で頻
脈性心房細動・心房頻拍に対してアミオダロン静注を行った連続 50 例（男性 27 例，76 ± 12 歳 , 心房細動 45 例）である。基礎心疾
患は虚血性心疾患 21 例、拡張型心筋症 4 例で、平均左室駆出率は 36 ± 17%、平均 BNP は 1195 ± 1118pg/ml であった。アミオダロ
ン 125mg の初期急速投与の後、負荷投与または維持投与を行い、洞調律復帰率、心拍数コントロール効果および有害事象の有無
を検討した。
【結果】アミオダロン初期急速投与により 50 例中 10 例が洞調律に復帰し、投与開始 1.8 時間（0.7-17.3）後、最終的に
25 例（50%）で心房細動が停止した。洞調律に復帰しなかった群においても心拍数が 122 ± 16bpm から 103 ± 20bpm まで低下し（p
＜ 0.01）、血行動態の改善が得られた。アミオダロンによる有害事象は血圧低下が 2 例、静脈炎が 1 例認めたものの全例投与継続可
能であった。著明な QT 延長、torsades de pointes は 1 例も認められなかった。投与後の心原性脳梗塞が 1 例認められた。洞調律
に復帰した群と復帰しなかった群との比較では、復帰群において有意に左房径が小さかった（40 ± 7mm vs. 46 ± 8mm p ＜ 0.01）。
【結語】うっ血性心不全に合併した頻脈性心房細動・心房頻拍に対するアミオダロン静注は、洞調律復帰および心拍数コントロー
ルの両面で有用であることが示唆された。ただし 1 例で投与後に脳梗塞がみられており、塞栓リスクの高い症例については経食道
超音波による左房内血栓の評価が必要と考えられた。
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O28-4

アミオダロン投与中に低血圧と徐脈となり、濃度測定で有効血中濃度上限を超えていたことが判明した症例

横浜市立大学附属

市民総合医療センター

集中治療部

小倉 玲美、月永 晶人、早川 翔、宮本 裕里、鈴木 ちえ子、村田 志乃、刈谷 隆之、後藤 正美、倉橋 清泰、大塚 将秀
＜はじめに＞アミオダロンは抗不整脈薬として臨床に欠かせない薬剤である。アミオダロンは脂溶性で分布容積が大きく、飽和に
十分な初期投与量が必要となるが、代謝は肝臓で行われ、半減期は長い。血中濃度の測定は不要で、肝不全の場合を除いて肝機能
や腎機能低下症例、高齢者でも投与量の調節は不要とされる。今回、致死性不整脈を呈した症例に、添付文書が定める投与量でア
ミオダロンを投与したところ、血圧低下や徐脈を認め、アミオダロン血中濃度を測定し、正常上限を超える血中濃度を認めた症例
を経験したので報告する。＜症例＞ 83 歳男性。身長 169cm、体重 61.8kg。既往：高血圧症、長期喫煙。胸部大動脈瘤に対し上行
弓部大動脈置換術施行後、ICU に入室した。＜経過＞ POD3 より上室性期外収縮、二段脈を認め、POD4 に血圧低下を伴う発作性
上室性頻拍が出現した。収縮期血圧も 60mmHg 以下となったためアミオダロンを添付文書が定める投与量と方法で開始した。そ
の後は洞調律となり循環動態は安定した。その後、腎機能が悪化したため POD9 に持続的血液濾過透析を導入した。POD11 より
房室接合部調律となり再び循環動態が不安定となった。POD12 に両側胸水と心嚢水貯留を認め、心嚢ドレナージ、胸腔ドレナー
ジを施行した。血圧は一時的に上昇したが、その後も徐脈と低血圧が続き、昇圧薬の増量を余儀なくされた。アミオダロン過量を
疑い POD15 に血中濃度を測定し、持続投与を中止した。後日判明した投与中止時のアミオダロン血中濃度は 1396ng/ml（有効血
中濃度 500～1000 ng/ml）、モノデスエチルアミオダロンは 301ng/ml であった。＜考察＞アミオダロンの血中濃度が上昇した原因
として、肝機能障害の進行、低アルブミン血症、術後急性膵炎の可能性のために経腸栄養開始が遅れたことが考えられた。＜結語
＞アミオダロンは、循環動態の悪化や肝機能障害の進行を認めた場合には血中濃度を測定し、中止を検討する必要がある。

O28-5

心臓手術後の心房細動予防に対するベータ遮断薬の有用性についてー各種メタ解析からの分析

自治医科大学附属さいたま医療センター

1）

下山 哲 、讃井 將満 、守谷 俊
1）

2）

救急部、2）自治医科大学附属さいたま医療センター

集中治療部

1）

【はじめに】心臓手術後の心房細動の発生率は約 20% に上る。このイベントは、入院期間の延長や脳梗塞の発症などのリスクとなる。
現在までに、種々の薬剤の予防効果が報告されている。これらの、副作用と費用対効果について文献検索し比較した。
【方法】
MEDLINE より MeSH 語句として Cardiac Surgical Procedure, Postoperative Complication, Atrial Fibrillation および Publication
Type として Meta-analysis で検索し得られた 43 件より、RCT により解析された 6 件について比較した。
【結果】比較された介入は、
Statins、Polyunsaturated fatty acids（PUFA）、Carvedilol、Landiolol、Amiodarone 経口および静注、Steroids の予防投与である。
表に示すように、全て対照群より相対
危 険 度 の 減 少 が 見 ら れ た。 中 で も、
Carvedilol、Landiolol は絶対危険度減
少率 10% 以上、治療必要数 15 以下で
あった。
【結論】心臓手術後の心房細
動に対して Carvedilol、Landiolol の予
防投与は効果的と考えられるが、費用
の問題と他薬剤との直接比較など更な
る検討が必要である。

O28-6

出血性ショック心臓の催不整脈性に対する異なった人工酸素運搬体の効果

防衛医科大学校病院

1）

集中治療部、2）防衛医科大学校病院

救急部

高瀬 凡平 、橋本 賢一 、田中 良弘 、東村 悠子 、池内 尚司 2）
1）

1）

2）

1）

出血性ショック心臓（HS）においては低心機能・致死性不整脈により予後不良となる。これまで、リポソーム封入ヘモグロビン
（A-Oxg）の有効性を報告してきた。LHb（Hgb=6g）または HbV（Hgb=10g）の異なった Hgb 濃度の A-Oxg の HS における効果
を実験的に検討した。方法：SD rat（n=30）に 30% 出血性ショック状態を作成し、非蘇生群、洗浄赤血球（RBC）蘇生群、生理
食塩水蘇生群、5% アルブミン蘇生群、A-Oxg-LHb 蘇生群及び A-Oxg-HbV 蘇生群の 6 群間で心筋を摘出 Tyrode 液で灌流後 Na
channel 感 受 性 色 素 を 用 い た Optical mapping system（OMP） で 興 奮 伝 播・ 活 動 電 位 持 続 時 間 不 均 一 性（Action potential
duration dispersion :APDd）、致死性催不整脈性を検討した。結果：蘇生群では、5 群とも全例蘇生に成功した。しかし、生理食塩
水、5% アルブミン群では OMP で著明な左心室伝導遅延と burst pacing による心室細動が全例で誘発されたのに対し、RBC 蘇生群・
A-Oxg-LHb 蘇生群・A-Oxg-HbV 蘇生群では、伝導遅延・心室細動誘発ともに認められなかった。生理食塩水、5% アルブミン群
では著明に APDd 値が増大したが、RBC 蘇生群・A-Oxg-LHb 蘇生群・A-Oxg-HbV 蘇生群では正常に保たれていた。結語：HS では、
左心室伝導遅延と APDd 増大を惹起し、電気的不安定性から致死性不整脈が誘発されると示唆された。A-Oxg 治療は Hgb 濃度が
異なっても RBC 治療と同等に、これら指標の保持と予防効果を有すると示唆された。
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心肺蘇生・蘇生後 ICU 管理①

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 6 会場

成人マウスの低酸素症に対する 100％酸素蘇生は炎症とアポトーシスを惹起する

神戸大学医学部附属病院救命救急科、2）西脇市立西脇病院麻酔科

1）

西村 与志郎 1）、植木 正明 2）、安藤 維洋 1）、岡田 直己 1）、西村 侑翼 1）、比森 千博 1）、大坪 里織 1）、山田 克己 1）、前田 祐仁 1）、
西山 隆 1）
【目的】現在、新生児の低酸素症に対する蘇生では、空気による蘇生が推奨されているが、成人の低酸素症に対する蘇生はいまだ、
100％酸素による蘇生が行われている。今回、成人マウスの低酸素症に対する 100％酸素が脳での炎症サイトカイン、アポトーシ
スに及ぼす影響を検討した。【方法】実験は関連大学動物実験倫理委員会の承認を得て行った。生後 8 週齢の雄マウスを特製の低
酸素暴露ボックスに入れ、空気（対照）で再酸素化する群と、30 分間、8% 酸素で曝露する群に分け、その後、30 分間、100％酸
素で再酸素化する群（100％酸素群）と 21％酸素で再酸素化する群（21％酸素群）に分けた。酸素濃度は麻酔ガスモニター（IMI 社）
で確認した。再酸素化 2.5 時間後に脳を取り出し、TNF α（tumor necrosis factor alpha）
、5 時間後に IL-1 β（interleukin-1beta）、
9 時間後に caspase-3（アポトーシスの指標）、BDNF（brain-derived neurotrophic factor: 脳由来神経栄養因子）mRNA（N=7）を
real time PCR で測定した。統計学的検討は、一元配置分散分析検定を用いて、p ＜ 0.05 以下を有意差ありとした。
【結果】100% 酸
素群は、21％酸素群に比べて、脳組織 TNF αおよび IL-1 β mRNA 発現の上昇を引き起こし、caspase-3 mRNA 発現も増加させた。
しかし、BDNF mRNA 発現には両群に差はなかった。【考察】成人マウスの低酸素症に対する蘇生では、100％酸素は 21％酸素比
べて炎症反応を惹起し、アポトーシスを誘導した。以上より、新生児での蘇生と同様に、成人低酸素時の蘇生時には 100％酸素は
脳障害を引き起こす可能性が示唆されたので、21％酸素（空気）での蘇生を検討する必要がある。

O29-2

出血性ショック時初期輸液の選択が蘇生後肺傷害に与える影響（ラット出血性ショック蘇生モデルを用いて）

岡山大学大学院

1）

医歯薬総合研究科

麻酔蘇生学、2）香川県立中央病院

麻酔科、3）岡山県立大学

中村 龍 、井上 一由 、清水 裕子 、谷岡 野人 、山岡 正和 、高橋 徹 、森松 博史
1）

2）

1）

1）

1）

3）

保健福祉学部

1）

【背景】出血性ショックに対する輸液蘇生後には、しばしば酸化ストレスによる急性肺傷害を起こすことが知られている。今回我々
は、ラット出血性ショック蘇生モデルを用いて初期輸液の選択が蘇生後肺に与える影響について検討した。
【方法】出血性ショッ
クは、雄性 SD ラットの大腿静脈より脱血し平均血圧 30mmHg にて 60 分間維持した。その後、初期輸液を投与しショック前の血
圧を 60 分保ち出血性ショック蘇生モデルを作成した。初期輸液製剤として生理食塩水、ヒドロキシエチルデンプン 130000（以下
HES）を各々5 匹ずつ用いた。これらの 2 群において、各輸液必要量、血圧・脈拍の変動、血液ガスデータ、ショック蘇生後 3 時
間の HE 染色による肺組織の状態、肺 Wet/Dry ratio、肺 TNF- α mRNA、肺 HMGB-1mRNA 発現量の比較検討を行った。【結果】
生食群に比較し HES 群では有意に輸液量が少なかった。
（輸液量 / 脱血量：生食群 vs HES 群、3.61 ± 0.76 vs 1.29 ± 0.16, p ＜ 0.05）
血液ガス検査、組織学的検討において両群間で差は認めなかった。肺 Wet/Dry ratio は HES 群が有意に低値であった。（肺 W/D
ratio：生食群 vs HES 群、5.26 ± 0.07 vs 5.03 ± 0.09, p ＜ 0.05）肺 TNF- α発現量は両群間で差はなかったが、肺 HMGB-1mRNA 発
現量は HES 群において有意に多かった。（mRNA densitometry：生食群 vs HES 群、8.89 × 106 ± 0.51 × 106 vs 15.7 × 106 ± 2.60 ×
106, p ＜ 0.05）
【結論】蘇生後 3 時間の時点では、組織学的には両群で差は認められなかったが HMGB-1mRNA 発現量は HES 群で有
意に高かった。初期輸液の選択が蘇生後の肺傷害に影響を与える可能性があると考えられた。

O29-3

アムロジピンが出血性ショック後の生存率に及ぼす影響の検討

金沢大学附属病院

麻酔科蘇生科

山本 剛史、栗田 昭英、谷口 巧
背景：Ca 拮抗薬であるアムロジピンは高血圧症患者の降圧に広く使用される薬剤である．しかし、アムロジピン内服中に出血性
ショックに陥った場合の炎症反応や生存率に及ぼす影響はまだ不明である．今回、動物を用いてアムロジピンの投与が出血性
ショックの炎症反応や生存率に及ぼす影響を検討した．方法：SD 雄ラット 60 匹をランダムに 3 つのグループに分けた．対象群
（n=20）: 内服なし．低用量群（n=20）：アムロジピン（10mg/kg/day）内服× 5 日 . 高用量群（n=20）
：アムロジピン（30mg/kg/
day）内服× 5 日の前処置を行った．その後麻酔下に気管切開と大腿動静脈と内頸動脈にカニュレーションを行った．内頸動脈か
ら脱血し収縮期血圧が 40mmHg 以下の状態を誘発し 40 分間維持した後、脱血した血液の半分と同量の乳酸リンゲル液を静脈から
返血することで蘇生を行った．蘇生後 8 時間観察を行い、血行動態、血液ガス分析値、サイトカイン値、生存率に関して比較を行っ
た．統計として群間比較に repeated measure ANOVA、post hoc として Bonferroni 法を用い、生存比較には Kaplan-meier 法を用い、
有意差 p ＜ 0.05 とした．結果：8 時間後の生存率はそれぞれ対象群（75%）、低容量群（80%）、高容量群（75%）であり、各群に有
意差は認めなかった．血圧、心拍数は対象群で有意に高く維持された．考察・結語 : アムロジピンの内服が出血性ショックモデル
に及ぼす影響およびメカニズミ関してはさらなる検討を要するが、アムロジピン内服による血圧低下が出血性ショック後の生存率
に影響を及ぼさないことが示された。
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O29-4

蘇生後患者における動脈血二酸化炭素濃度の変化と脳内酸素飽和度の関連－ prospective physiological study

Department of Intensive Care, Austin Hospital, Australia、2）Australian and New Zealand Intensive Care Research Centre、
School of Nursing and Midwifery, Deakin University

1）
3）

田中 愛子 1）、Glenn Eastwood1,2,3）、Rinaldo Bellomo1,2）
Optimal cerebral oxygenation is considered fundamental to cerebral protection in cardiac arrest（CA）patients. Hypercapnia
increases cerebral blood flow and may also improve cerebral oxygenation. It is uncertain whether this effect occurs in
mechanically ventilated（MV）early survivors of CA.We performed a prospective double cross-over physiological study
comparing the impact of normocapnia（PaCO2 35 － 45 mmHg）vs. mild hypercapnia（PaCO2 50 － 55 mmHg）on regional
cerebral tissue oxygen saturation（SctO2 ）assessed by near infrared spectroscopy（NIRS）.We studied MV seven adult CA
patients with a median time to return of spontaneous circulation of 28 mins. During normocapnia（median EtCO2 of 32 mmHg
and PaCO2 of 37 mmHg）the median NIRS-derived left frontal SctO2 was 61% and the right frontal SctO2 was 61%. However,
during mild hypercapnia（median EtCO2 of 49 mmHg and PaCO2 of 52 mmHg）the median left frontal SctO2 increased to 69%
and the right frontal SctO2 increased to 73%）（p = 0.001, for all comparisons）. The percentage increases in left and right
frontal SctO2 induced by mild hypercapnia were 17% and 15%, respectively.During the early post-resuscitation period, in
mechanically ventilated CA patients, mild hypercapnia increases cerebral oxygenation as assessed by NIRS. Further
investigations of the effect of prolonged mild hypercapnia on cerebral oxygenation and patient outcomes appear justified.

O29-5

心停止後症候群における凝固線溶異常 - 心停止の原因による凝血学的因子の変化の相違 -

北海道大学大学院 医学研究科 侵襲制御医学講座
筑波大学医学医療系救急集中治療医学分野

1）
3）

救急医学分野、2）北海道医療大学歯学部内科学講座、

和田 剛志 1）、丸藤 哲 1）、家子 正裕 2）、水柿 明日美 1）、前川 邦彦 1）、方波見 謙一 1）、小野 雄一 1）、早川 峰司 1）、澤村 淳 1）、
Subrina Jesmin3）
【背景】心停止後症候群（post-cardiac arrest syndrome: PCAS）に凝固線溶異常を合併することは知られているが、その病態につ
いて詳細に検討した研究は少ない。窒息や縊頚など低酸素を原因とする PCAS は突然の循環停止を来す心原性の PCAS に比べ予後
が悪いことが知られており、異なる病態が推察される。心原性と低酸素による PCAS の凝血学的因子の変化の相違について検討し
た。
【対象】72 時間以上生存した心原性 13 人、低酸素性 13 人の PCAS 患者の搬入時、第 3 病日の凝固線溶指標を測定し、両群間で
の比較を行った。
【結果】低酸素性 PCAS において、トロンビン活性を反映する可溶性フィブリンに加え線溶活性を反映する
FDP、PIC、エラスターゼ値が有意に高値であった（可溶性フィブリン : p=0.010、FDP: p=0.048、PIC: p=0.016、エラスターゼ :
p=0.018）。第 3 病日にはそれらの因子は両群間で有意な差は認めなかった。cerebral performance category（CPC）1、2 を予後良好、
3 以上を予後不良とすると、予後良好は心原性で 3 名、低酸素性 0 名で有意な差を認めた（p=0.007）。【考察】PCAS では全身性の
虚血再灌流障害により血管内皮細胞傷害が起こり、過剰な凝固亢進と線溶亢進が起こるが、低酸素性 PCAS においてはその程度が
顕著であり、より強い内皮細胞傷害の存在が疑われる。エラスターゼは tissue factor pathway inhibitor（TFPI）を分解すること
が知られており、これも過剰な凝固亢進につながると考えられる。

O29-6

院外心停止症例の自己心拍再開後における冠動脈造影についての検討

船橋市立医療センター
五十嵐 昂、山中 希有子、黒岩 信行、内山 貴史、市川 壮一郎、前川 潤平、池田 篤史、沖野 晋一、福澤 茂、稲垣 雅行
目的非急性冠症候群での心肺停止例における緊急冠動脈造影が、予後に及ぼす影響について調査する。方法 2006 年 1 月～2015 年 5
月の当院救急外来へ搬送された、来院時心肺停止後に自己心拍再開した 74 症例のうち、低体温療法を行った非急性冠症候群 53 例
について後方視的に解析した。結果緊急冠動脈造影を施行したか否かによって 2 群に分類した。緊急冠動脈造影を行った群（造影
群）19 例（男性 18 例、年齢 60.7 ± 15.4）、行わなかった群（非造影群）34 例（男性 23 例、年齢 51.5 ± 17.3）では、造影群で男性が
多かったが（94.7% vs. 67.6%, P=0.038）、年齢には有意差がなかった。最終的に心疾患と診断された症例は、造影群で多かった（100%
vs. 79.4%, P=0.041）。来院時の主な血液検査結果に、両群間での有意差は見られなかった。また病着から低体温療法を開始するま
での時間は、造影群で平均 141 分、非造影群で平均 120 分であったが、両群間に有意差は見られなかった。低体温療法を中止や緩
和することなく達成できたものは、それぞれ 15 例と 20 症例であった（P ＝ NS）
。退院時の CPC（cerebral performance category）
に関しては、CPC1,2 を得たものが 57.9% vs. 52.9% であり両群間に有意差は見られなかった。結論急性冠症候群ではない院外心停
止後の自己心拍再開症例において、緊急冠動脈造影は治療経過や神経学的予後の差を見出すことはできなかった。以上の結果を踏
まえて、文献的考察を加え報告する。
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心肺蘇生・蘇生後 ICU 管理②

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

第 6 会場

帝王切開麻酔導入時の心停止に対し、死戦期帝王切開を施行した 1 例

四国こどもとおとなの医療センター

1）

高野 信二 、多田 文彦
1）

救命救急センター、2）四国こどもとおとなの医療センター

麻酔科

2）

【はじめに】帝王切開麻酔導入時の心停止に対し、心肺蘇生と並行し死戦期帝王切開を行うことで救命。その後、集中治療を行い、
母子ともに後遺症なく回復できた症例を経験したので報告する。
【症例】28 歳、女性。双胎妊娠、切迫早産にて当院産婦人科入院。
塩酸リトドリン、硫酸マグネシウム、ベタメタゾンが投与されていたが、肺水腫、肝機能障害、顆粒球減少を認めた。妊娠 27 週 1
日、緊急帝王切開のため脊椎麻酔を施行している時に呼吸困難が増強。そため全身麻酔に変更したが、直後に心停止をきたした。
ただちに心肺蘇生および死戦期帝王切開が開始され、心停止後 4 分で胎児娩出、18 分後に心拍再開した。胎児は第 1 児が体重
1078g、アプガースコア 1/7、臍帯血 pH7.353、第 2 児が体重 1068g、アプガースコア 1/3 臍帯血 pH7.384 で、娩出後新生児科管理となっ
た。母体は低心拍出量症候群、急性腎不全をきたし、大動脈内バルーンパンピング、持続的血液濾過透析、脳低温療法を用いた集
中治療を施行。心不全、腎不全は徐々に改善。神経学的後遺症も認めず、術後 14 日目に軽快退院となった。【考察】妊婦の心停止
においては、ガイドライン上でも死戦期帝王切開が推奨されている。この場合、5 分以内の死戦期帝王切開開始が推奨されている
が、実際には 5 分間待つ必要はなく、早期の開始が支持される状況がある。われわれの経験した症例では、18 分と比較的長い心停
止であったが、手術室内で麻酔科管理中であったことも幸いし、心停止後 4 分で胎児娩出することができ、母子ともに神経学的後
遺症など残すことなく軽快退院した。妊婦の心停止に対しては、死戦期帝王切開への早期の判断や、心肺蘇生、蘇生後の集中治療
が母体、胎児の生命予後や QOL を改善しうることを念頭に置く必要があると思われた。

O30-2

心肺停止蘇生後に SSEP N-20 陰性から意識が回復した 2 症例

日本医科大学

1）

多摩永山病院

救命救急センター、2）日本医科大学付属病院高度救命救急センター

久野 将宗 1）、金子 純也 1）、磐井 佑輔 1）、田上 隆 1）、諸江 雄太 1）、谷 将星 1）、富永 直樹 1）、福田 令雄 1）、畝本 恭子 1）、横田 裕行 2）
背景：心肺蘇生に関するガイドラインの普及は蘇生に成功する心肺停止症例の増加に寄与し、また蘇生後の治療として脳低体温療
法の有用性が報告され心肺停止蘇生後における神経学的予後の改善に寄与した。一方で心肺停止蘇生後の神経学的予後予測は困難
なことが多い。SSEP における N-20 の陰性所見は予後不良のサインとされ、当施設においては以前から SSEP を行い N-20 陰性から
の意識回復症例は経験がなかった。しかしながら最近、N-20 陰性にも関わらず神経学的に良好と判断された 2 症例が続いた。これ
らの症例について報告をする。症例 1：23 歳男性。早朝帰宅し就寝後に心肺停止となり家人により救急要請された。現場波形 VF
であり救急隊処置により来院時は PEA であった。ACLS 継続にて難治性 VF となり PCPS 挿入となった。冠動脈造影検査所見では
優位狭窄は認めなかった。その後、脳低体温療法を行った。脳低体温療法終了後の意識回復は悪く第 8 病日に施行した SSEP では
N-20 を認めなかった。しかしその後、非常に緩徐ながらも意識レベルが上昇し最終的には GCS15 となった。症例 2：67 歳女性。
めまいを訴えた後に意識消失。現場にて PEA のため心肺蘇生が行われ来院時には脈拍が回復していた。同日施行した SSEP にて
N-20 を認めず保存的に ICU 管理となった。しかしながら翌日には意識回復し挿管下で GCS の M6 が確認された。再検した SSEP で
も N-20 は陰性であった。考察：心肺停止蘇生後の神経学的予後予測判定に SSEP は有用とされ特に両側 N-20 陰性所見はほぼ 100%
予後不良と判定出来る。心肺蘇生のガイドラインでは 24-72 時間とあるが当施設では可能な限り速やかに SSEP の測定を行ってき
た。しかし意識回復する症例においても急性期以降に陰性になり得ることや N-20 陰性でも意識があるということが存在し得るこ
とが上記の症例で判明した。結語：SSEP が神経学的評価に有用であることは明らかであるが、稀ながら例外が存在することに注
意が必要である。

O30-3

院外心停止の ECPR における X 線透視下カニュレーションによる合併症発生の低下

東京都立墨東病院

救命救急センター

柏浦 正広、田邉 孝大、杉山 和宏、明石 暁子、濱邊 祐一
【目的】心停止に対する ECPR において大腿動静脈に送脱血管を留置することは簡便な手技ではなく，カニュレーションに伴う合
併症を経験し止血などの対応に難渋することがある。当院では従来，エコーガイド下でカニュレーションしていたが，新たに初療
室に IVR-CT を導入し X 線透視を併用したカニュレーションを開始した。今回，ECPR における X 線透視下カニュレーションと合
併症との関連を検討した。
【方法】2011 年 1 月から 2015 年 8 月の間で ECPR を行った院外心停止を対象とし，X 線透視併用群（2014
年 8 月から 2015 年 8 月）を従来群（2011 年 1 月から 2014 年 7 月）と比較した。アウトカムはカニュレーションに伴う合併症（血腫
形成，血管損傷，送脱血管の迷入，血管確保困難，カットダウン法への切替）とした。
【結果】全 70 例中，透視併用群 20 例，従来
群 50 例であった。両群の背景には大きな差はなかった。生存退院はそれぞれ 5 例（25.0%）
，9 例（18.0%）であった（p=0.522）。合
併症の発生は X 線透視併用群で有意に少なかった（2 例（10.0%）vs. 18 例（36.0%）; p=0.04）。病院到着から体外循環確立までの
時間はほぼ同等であった（中央値，18.5 分 vs. 17.0 分 ; p=0.745）。【考察】カニュレーションに伴う合併症の発生は透視併用群で少
なかった。透視の使用により手技の複雑化が予想されたが，体外循環確立までの時間は同等であった。エコーガイドにより血管を
同定し安全に穿刺することができ，さらに X 線透視を併用することでガイドワイヤー位置やダイレーションの際のワイヤーのキン
ク，送脱血管の位置を確認することが可能になる。カニューレやガイドワイヤーなどの器具，術者や抗血小板薬などによる出血傾
向などの交絡も考えられるものの，X 線透視を併用したカニュレーションは合併症発生の低下と関連していると考えられた。
【結
語】X 線透視を用いた送脱血管のカニュレーションは体外循環確立までの時間を遅らせずに合併症発生の軽減に寄与する可能性が
ある。
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O30-4

院内心停止に対する ECPR 施行症例の転帰の検討

済生会横浜市東部病院

集中治療科、2）済生会横浜市東部病院

1）

臨床工学部

星野 哲也 、大村 和也 、金尾 邦生 、木村 慎一 、相馬 良一 、森實 雅司 2）、高橋 宏行 1）
1）

1）

1）

1）

2）

【背景】院内心停止症例において通常の心肺蘇生に比較して extracorporeal cardiopulmonary resuscitation（ECPR）が生存率を改
善するという報告が散見され、その予後改善効果が期待される。しかし日常臨床では ECPR を実施されても院内心停止症例の転帰
は決して良い印象はない。そこで院内心停止に対して ECPR が施行された症例の転帰を検討することにした。
【方法】2012 年 1 月 1
日から 2015 年 3 月 31 日の間に院内発生の心停止に対して ECPR を施行し、重症集中治療室に入室した症例を後方視的に検討した。
【結果】対象症例は 18 例、年齢 73 ± 14 歳、男性 14 例、女性 4 例であった。初期波形は VF/pulslessVT4 例、PEA11 例、Asystole3
例で、目撃のある症例は 14 例であった。心停止から PCPS 導入までの時間は 24 分（中央値）であった。発生場所は一般病棟 6 例、
ICU5 例、カテーテル室 5 例、手術室 1 例、生理検査室 1 例であった。発生場所別の PCPS 導入までの時間（中央値）はカテーテル
室 17.5 分、一般病棟 24 分、ICU24 分であった。28 日生存例は 5 例（27.8%）で、すべてカテーテル室または手術室での心停止発生
症例であった。
【考察】心停止から PCPS 導入までの時間はカテーテル室で最も短く、次いで一般病棟と ICU であり、比較的速や
かに ECPR が実施されていた。しかし一般病棟と ICU 症例の転帰は不良であった。医療環境の整った ICU で施行された ECPR が転
帰の改善に結びつかなかった原因として、原疾患の重症度や併存疾患の存在などが考えられる。
【結語】ICU や一般病棟で心停止
となった症例に ECPR が施行されても、その転帰は不良であった。重症度などの患者背景や急変前の状況などの詳細な検討を行い、
転帰不良の原因を探り、院内心停止症例の予後改善を図りたい。

O30-5

院内 ICU に入室した院内心肺停止患者についての検討

京都第一赤十字病院

1）

麻酔科、2）京都第一赤十字病院

救急科

井上 敬太 、奥田 裕子 、藤本 佳久 、平山 敬浩 、香村 安健 2）、松山 広樹 1）、長門 優 1）、阪口 雅洋 1）、竹上 徹郎 2）、平田 学 1）
1）

2）

1）

1）

【はじめに】入院心肺停止患者では , 数時間前より生理学的変化が出現することが報告されている . 当院では患者急変時の Code blue
System はあるが院内急変事案に対する十分な検討はされていない . 今回我々は , 院内心肺停止後に集中治療室に入室した患者につ
いて , 患者背景や生理学的な異常兆候の出現時期について後方視的に調査した .
【方法】2014 年 4 月～2015 年 3 月に院内 ICU に緊急入室した院内心肺停止蘇生後患者を抽出し、患者背景 , 入室 12 時間前 ,6 時間前 ,3
時間前 ,1 時間前の血圧 , 脈拍数 ,SpO2, 意識レベル , 呼吸数を後方視的に検討した .
【結果】該当症例は 6 例であった . 平均年齢 77.2 歳 ,APACHE 2 score 15.1, 平均在室日数 16.1 日 . 入室後 30 日の生存 5 例 , 死亡 1 例であっ
た . 心肺停止に至った原因は , 術後合併症が 2 例 , 原因不明が 2 例 , 処置中やリハビリ中の不整脈によるものが 2 例であった。術後合併
症による症例では 12 時間前より頻脈 , 血圧低下 , 呼吸数増加 , 意識変容を認めていたが , 輸液などにより経過観察されていた . 不整脈
に起因する心肺停止では明らかな前駆症状を認めなかった . 呼吸数はほぼ全症例で記録がされていなかった .
【考察】周術期に生理学的変化を認めていてもその変化が軽微であったり変動したりする場合 , 集中治療介入がなされず経過観察さ
れた結果 , 心肺停止状態に至ったものと考えられた . これらの症例に対しては , 早期介入により心肺停止を防ぐことができたと思わ
れた . また呼吸数は重症患者における重要なパラメーターにもかかわらずほぼ全例で記載されておらず , 重症患者認識についての教
育や集中治療医へのコンサルト環境の構築が必要であると考えられた .

O30-6

ドクターヘリで対応した院外心肺停止症例の検討

徳島県立中央病院救命救急センター、2）徳島県立中央病院外科、3）徳島県立三好病院救急科

1）

三村 誠二 1）、田根 なつ紀 1）、森 勇人 1）、川田 篤志 2）、大村 健史 1）、森下 敦司 2）、川下 陽一郎 2）、奥村 澄枝 3）、住友 正幸 3）
目的・方法：平成 24 年 10 月運航範囲を徳島県全域、淡路島全域として徳島県ドクターヘリの運航を開始、平成 27 年 6 月には出動
が 1000 回を超えた。院外心肺停止症例は、救急救命士の処置拡大などプレホスピタルでの活動により、ドクターヘリが要請され
ることは少ない。しかし、閉じ込め事例や救助事例、キーワード方式による要請などで心肺停止症例に遭遇することは少なくない。
今回、徳島県ドクターヘリで対応した院外心肺停止症例に関して、ドクターヘリ運航記録、予後調査、診療録などから検討した。
結果・考察：就航から平成 27 年 8 月中旬までの約 2 年 10ヶ月間で約 1050 件の出動があり、うち 58% が現場出動、42% が転院搬であっ
た。傷病内訳では外傷 44%、心大血管系 17%、脳血管障害 17%、小児 4.3%、その他 15% であった。蘇生後の転院搬送を除く院外心
肺停止症例は 43 例 4.3% であった。外因性 20 例、内因性 23 例、医療機関までの搬送は、ヘリ搬送 9 例、陸路搬送 34 例、救命救急セ
ンターへの搬送例は 21 例であった。ヘリ搬送中は自動胸部圧迫システムを使用していた。予後調査では生存退院例は 6 例 14% で
あった。ドクターヘリで対応した院外心肺停止症例は、陸路で当院に搬送される症例に比べ外傷の割合が多かった。搬送は直近の
医療機関への陸路搬送が多かったが、約半数が救命救急センターに搬送され集学的治療が行われていた。ドクターヘリ活動での心
肺停止症例の救命率向上は、早期要請、消防機関との連携、初期治療、医療機関への情報提供、指示オーダーなど、マネージメン
ト等マネージメントも重要である。
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O31-1

中毒・体温異常②

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 7 会場

OTC 医薬品に含まれるジヒドロコデインの異常代謝に起因した小児オピオイド中毒

富山大学

医学部

1）

小児科、2）富山大学附属病院

種市 尋宙 、澁谷 伸子
1）

集中治療部

2）

【はじめに】通常、薬物中毒は大量摂取することで症状が発現するものである。しかし、OTC 医薬品をごく少量のみ内服したにも
関わらず、重篤な中毒症状を発現した小児の一例を経験した。その機序を考察するとともに、わが国の OTC 医薬品における総合
感冒薬のあり方について警鐘を鳴らしたい。
【症例】4 歳女児。既往として精神運動発達遅滞、筋力低下があり、近医にてフォロー
されていた。市販の総合感冒薬を内服して 4 時間後に顔色不良、活気不良に気づかれ、紹介医を受診。体温 42℃、SpO2 80%、心
拍数 220 で末梢冷感あり、敗血症性ショックを疑われ、当科へ搬送後、ICU 入室。輸液負荷や血管作動薬への反応が極めて不良で
あり、低血圧が遷延。種々の培養検査やウイルス学的検索を行ったが全て陰性であった。身体所見上、著明な縮瞳を認め、トライ
エージを施行したところ、オピオイド陽性が判明。ナロキソンを投与したところ、血圧が上昇し、状態は著明に改善した。その後、
生命危機は脱したが、以前よりも ADL が低下し、神経学的後遺症を認めた。中毒の原因として、薬物代謝に関連する CYP2D6 の
異常によりこのような病態の説明がつくことから、患児の遺伝子多型を検索したところ、ultra rapid metabolizer であることが判
明した。【考察】ジヒドロコデイン（DHC）は OTC 医薬品の総合感冒薬に咳止め成分として多くの製品に含まれている。自験例
では DHC からジヒドロモルヒネへの代謝が異常亢進し、オピオイド中毒をきたしたものと考えられた。わが国において 0.5% 近く
の頻度で同様の CYP2D6 遺伝子多型が認められており、その場合に DHC を摂取することで、個人差はあるもののジヒドロモルヒ
ネへの過剰代謝が起こり、中毒症状を起こす可能性がある。OTC 医薬品に DHC が含まれることの危険性について検討が必要であ
る。

O31-2

モダフィニル中毒によりくも膜下出血および PRES を呈した 1 例

多摩総合医療センター

救命救急センター、2）昭和大学医学部

1）

救急医学講座

小野 将平 、清水 敬樹 、鈴木 茂利雄 、荒川 裕貴 、濱口 純 、萩原 祥弘 1）、金子 仁 1）、光銭 大裕 1）、森川 健太郎 1）、
三宅 康史 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【症例】30 代男性 22 歳からうつ病に対して通院 ,1 年前からインターネットでモダフィニルを購入し内服 , 入院 4 日前からモダフィ
ニル , 睡眠薬を連日加療内服していた . 徐々に意識障害が出現し 4 日後に救急要請 . 来院時 E2V1M5/GCS の意識障害を認め , トライ
エージにてベンゾジアゼピン系陽性であり , 睡眠薬中毒による意識障害と考え入院 . 第 2 病日 E1V1M3/GCS まで意識レベル低下 , 頭
部 CT で著明な脳浮腫を認めた . モダフィニル中毒による頻呼吸および低 CO2 血症による脳循環の低下にともなう脳浮腫と診断 . 呼
吸状態および脳循環の安定化のために同日気管挿管施行し , 沈静下に呼吸状態の安定化を図った .ICP モニタリング , 脳低温療
法 ,CHDF を開始した . 第 3 病日ICP,CPP の上昇を認め , 緊急頭部 CT を施行しくも膜下出血を認めた . 同日緊急脳血管造影を行ったが ,
明らかな出血源は認めなかった . マン二トールによる浸透圧利尿 , 脳低温療法 , 脳循環を保つ厳格な補液管理 , 呼吸器設定を行った . 第
4 病日頭部 CT ではくも膜下出血は認めず , 脳浮腫は改善傾向であった . 第 12 病日に施行した頭部 MRI では両側島皮質において T2
像で高信号を呈し ADCmap では信号低下せず , 血管性浮腫の所見であった . 経過および MRI 所見から , モダフィニル過量内服により
血管内膜壊死を来し , くも膜下出血および PRES を発症したと考えた . 上記加療により意識レベルは改善し第 18 病日抜管 , 第 21 病日
MRI は正常化しており , 第 24 病日精神病院へ転院 .【考察】覚醒剤中毒によるくも膜下出血の症例報告は散見されるが , その多くは
AMP,MA,MDMA であり , モダフィニルの報告は見受けられない . 脳血管造影検査では血管炎の所見を呈するものが半数を占める
が , 本症例のように正常血管を呈するものも散見される . 機序としては , 圧上昇による高血圧性脳内出血の病態や fibrinoid angitis に
よる血管内膜壊死の可能性などが考えられる . 本症例においても MRI で PRES の所見を認めたことから同様のことが言える .

O31-3

急性一酸化炭素中毒に対する新しい治療法としての光照射

聖マリアンナ医科大学

――照射強度の違いについてーー

救急医学

鹿志村 剛、田中 拓、平 泰彦
背景 2010 年本邦の中毒に起因する死亡 6,499 症例中、一酸化炭素（CO）中毒による死亡は 4,120 例と 60% を超える。CO 中毒は
どこでも発生し、多数傷病者発生の可能性がある。死亡率は高く、遅発性脳障害の発生率も高率である。治療法は CO の吸入を防
止する、高濃度酸素（O2）吸入、そして高気圧酸素療法（HBO）である。HBO は大規模な装置と経費を必要とし、またその治療
効果については議論がある。どこでも簡便に実施できる新たな治療法の開発が望まれる。われわれは血液中の一酸化炭素結合ヘモ
グロビン（CO-Hb）への光照射が CO の Hb からの解離を促進することに着目し、この原理を CO 中毒の治療として臨床応用できな
いか、と考えた。目的光照射が CO-Hb からの CO 解離を促進することを実証する。照射光の強度（明るさ）の差による CO の解離
率を検証する。方法 in vitro でヒト血液に CO をバブリングし飽和 CO-Hb を作成。非光照射群をコントロールとし、照度 30 万
Lux、40 万 Lux、50 万 Lux、60 万 Lux、90 万 Lux で光を照射した群を実験群とし、CO-Hb の残存率を経時的に測定した。結果照
度が強いほど CO の Hb からの解離は促進した。90 万 Lux 光照射群では 5 分後から有意に解離は促進し、20 分後の CO-Hb 率は、非
光照射群： 86% に対して 90 万 Lux 光照射群： 12% と有意に低下した。考察 CO 暴露後の CO 半減期は 300 分といわれるが、暴
露後出来るだけ早期に光照射をすることでこれを短縮出来る可能性が示唆された。5 分後から有意に CO 解離が促進された事で、
既存の HBO などの O2 投与治療に加え光照射が CO 中毒に対する新たな治療法となる可能性が示唆された。
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O31-4

抗精神病薬・睡眠薬過量内服による急性薬物中毒における合併症（誤嚥性肺炎）の検討

近畿大学

医学部

救急医学

濱口 満英、植嶋 利文、松島 知秀、村尾 佳則
【はじめに】抗精神病薬・睡眠薬過量内服による急性薬物中毒症例は意識障害を伴い時に集中治療管理を必要とする。治療中に合
併症として生じる誤嚥性肺炎について後方視的に検討した。
【対象】2009 年 4 月から 2014 年 3 月までの 5 年間に当院救命救急セン
ターに搬送となった抗精神病薬・睡眠薬過量内服による急性薬物中毒症例を対象とした（搬入日に退院となった症例は除外した）。
【結果】対象症例は 75 例（男性 12 例、女性 63 例）であった。誤嚥性肺炎を合併しない症例における入院日数は平均 4.7 日で、誤嚥
性肺炎合併症例では平均 9.0 日であった。転帰は退院 62 例、転院・転科が 12 例、死亡例は 1 例であった。誤嚥性肺炎は 23 例（31％）
にみられた。搬入時の意識レベルでは、JCS（Japan Coma Scale）1～30 では誤嚥性肺炎の合併はなかったが、JCS100～300 では
49％に合併していた。搬入時間で誤嚥性肺炎の合併率をみると、20 時～4 時は 18％と低く、8 時～16 時は 56％と高値であった。
【考
察】薬物中毒は軽症が大半であるが、誤嚥性肺炎を合併すると重症化することなどがあり入院期間の長期化となる。意識レベルが
JCS 100～300 の意識障害を認める症例や日中の搬入症例は誤嚥性肺炎を合併しやすいと考えられ抗菌薬などを含めた治療介入に
関しても考える必要がある。

O31-5

急性中毒診療における集中治療管理の必要性

大阪府済生会千里病院

千里救命救急センター

吉永 雄一、澤野 宏隆、佐藤 秀峰、夏川 知輝、小濱 圭佑、大場 次郎、大谷 尚之、伊藤 裕介、林 靖之、甲斐 達朗
急性中毒の診療は、救命救急センターなど集中治療管理が可能な医療機関で行われることが多く、特に呼吸や循環の管理を要する
可能性が疑われる症例は二次救急医療機関に敬遠される傾向にある。当センターにも数多くの急性中毒症例が搬送され、年間 130
～150 例の入院があるが、それらの約 3 割が、人工呼吸や補助心肺、血液浄化療法、特異的中和剤などを用いた集中治療管理を必
要としている。一方、他の約 7 割の症例については、輸液や活性炭投与などの標準治療のみでの経過観察により、ほぼ全例が問題
なく軽快治癒に至っているという現状もある。そこで、過去 2 年間に当センターで入院治療を行った急性中毒症例を用いて、集中
治療管理の必要性と関わる因子を検証した。対象は 2013～2014 年の急性中毒（エタノールは除く）による入院症例のうちデータ
欠損例、悪性症候群の症例を除外した 268 例。これらを、年齢、性別、企図歴、医薬品／非医薬品、服用後経過時間、来院時意識
レベル（JCS）について解析したところ、年齢、医薬品／非医薬品、来院時 JCS に集中治療管理との相関が見られた。また、医薬
品による急性中毒症例について、総服用錠数、服用薬剤種別で解析したところ、総服用錠数、バルビツレート類（BAR）に集中
治療管理との相関が見られた。非医薬品の場合は、粘膜障害に対する気道保護目的に気管挿管を要することが多いこと、BAR に
ついては、大半が合剤のベゲタミン製剤であり、これによる重篤な意識障害が影響していることが予想された。急性中毒は症例毎
に状況が異なり、精神科的な問題も有するため一概には言及できないが、今後このような因子をもとにした集中治療管理の必要性
予測が、搬送先医療機関の選定や入院病床の選択などの方針決定に寄与する可能性が期待される。

O31-6

DPC データを用いた有機リン中毒における PAM の有効性の検討

産業医科大学病院

1）

集中治療部、2）産業医科大学病院

救急医学講座

荒井 秀明 、城戸 貴志 、高橋 直樹 、染谷 一貴 、長谷川 潤 2）、大坪 広樹 2）、高間 辰雄 2）、蒲地 正幸 1）、真弓 俊彦 2）
1）

2）

2）

2）

【背景】有機リン中毒に対して pralidoxime（PAM）の投与が行われているが、その有効性は不明な点が多い。また、比較的稀な
疾患であり、多数症例での評価は容易ではない。【目的】有機リン中毒への PAM 投与の有効性。【対象】2010 年 1 月から 2012 年 12
月の 3 年間の有機リン中毒（T600）を主病名とする症例の DPC データを抽出した。【方法】48 時間以内の PAM 投与群、非投与群
の 2 群に分け、28 日死亡率・90 日死亡率・院内死亡率を primary、人工呼吸器装着期間・在院日数・医療費を Secondary end point
とし、Propensity-score matching の手法を用いて比較検討した。
【結果】抽出されたデータ件数は 884 件であり、このうち PAM 使
用群は 591 件、未使用群が 293 件であった。Propensity-score matching で両群の背景を合わせたところ両群各 225 件となり、死亡
率や人工呼吸器装着日数・在院日数では有意差を認めず、コストは PAM 投与群が有意に高かった。【考察・結語】PAM 投与には
臨床的な有効性がない可能性が示唆された。しかしながら、DPC データを用いた検討においては、比較的大規模な検討が可能で
あるという利点がある一方で、limitation も多く注意が必要である。
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O32-1

小児・新生児②

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

第 7 会場

小児の Veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation（V-A ECMO）における心房 / 心室ベントに関する検討

静岡県立こども病院

1）

循環器集中治療科、2）静岡県立こども病院

循環器科、3）静岡県立こども病院

赤木 健太郎 、三浦 慎也 、中野 諭 、濱本 奈央 、大崎 真樹 、小野 安生 、坂本 喜三郎
1）

1）

1）

1）

1）

2）

心臓血管外科

3）

【背景】小児における veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation（V-A ECMO）は、循環不全時の機械的補助手段とし
て確立しているが、心機能が極めて悪い場合などには心室が流入血液を処理しきれず左室減圧（ベント挿入）が必要となる。しか
しながら ECMO 補助中のベント挿入に関する報告はほとんどない。
【目的】ベント挿入が必要となった ECMO 患児の臨床像を明
らかにする。【方法】2007 年 8 月から 2015 年 6 月に当院循環器集中治療室で V-A ECMO 管理を行った小児心疾患患児 75 例のうち、
左房もしくは左室へのベント挿入を要した例につき後方視的に検討した。【結果】ベント挿入は 7 例（9%）、年齢 2 歳 2ヶ月（生後
0 日～20 歳）
、体重 9.3kg（2.4kg～47.3kg）。疾患は無脾症候群、心室中隔肺動脈閉鎖、両大血管右室起始症、大動脈弁狭窄症、
Ebstein 奇形、心筋炎 2 例で、ECMO 補助時の血行動態は二心室循環 5 例、単心室循環 2 例であった。ECMO 導入理由は人工心肺
離脱困難 2 例、循環不全 3 例、ECMO-CPR2 例。ECMO 導入からベント挿入までの時間は 4 日（0～15 日）。ベント挿入理由は心室
機能低下 5 例、重度肺うっ血 2 例。挿入部位は左房 2 例、左室 5 例（うち 1 例は右室型単心室）。2 例でベント追加のため開胸
ECMO への切り替えを要した。ECMO 離脱は 2 例（0 日目、4 日目にベント追加）
、LVAD への変更も 2 例（後に 1 例は離脱、1 例
は心移植）
、3 例が死亡。肺うっ血進行のためベントを追加した 2 例はいずれも ECMO 離脱不可であった。合併症として左房ベン
ト内の血栓を 1 例に認めた。
【考察と結語】ECMO 補助中に約 10% で心房 / 心室ベントの追加を要した。また単心室血行動態であっ
ても心室ベントを要するケースがあった。ベント追加後に ECMO 離脱できた症例は早期に介入が行われていたが、肺うっ血の臨
床所見が進行してから追加した症例は離脱不可であった。心機能低下が著しい、もしくは改善が乏しい場合、時期を逸せずにベン
ト追加を判断するべきである。

O32-2

静肺コンプライアンスは ECMO 離脱の指標になりうる～新生児呼吸不全の ECMO 中に Cst を測定した 4 例の経験～

長野県立こども病院総合周産期医療センター新生児科
小田 新、中村 友彦
ECMO はその侵襲性の高さにより、早期導入、早期離脱を決断することが肝要である。ECMO 導入基準は様々な指標が提唱され、
コンセンサスを得ているが、離脱基準については明確なものは無い。当科では原則的に 72 時間という期限を設定して ECMO 管理
を行っていた。今回、ECMO 施行中に、ベッドサイドで呼吸機能検査装置を用い、経時的に静肺コンプライアンス（Cst）を測定し、
ECMO 離脱の指標になりえた症例を経験したので報告する。
2011 年 9 月から 2015 年 8 月までの間に、4 例が出生後の呼吸不全のために ECMO を導入された。呼吸不全の原因疾患は羊水過小に
伴う肺低形成（Potter 症候群）が 2 例、先天性横隔膜ヘルニアが 1 例、胎便吸引症候群が 1 例であった。それぞれ HFO+NO 使用下
に、Oxygenation Index が 40 以上で改善が見られないため導入となった。1 例目の左横隔膜ヘルニアの症例は Cst が 0.05ml/kg/
cmH2O（以下単位省略）と極めて Cst が悪く、72 時間後も改善が無く、死亡した。2 例目は Potter 症候群で、経時的に Cst の改善
が認められ、48 時間後に Cst が 0.22 となり離脱できた。3 例目の胎便吸引症候群の症例は積極的な呼吸理学療法により 72 時間後に
Cst が 0.32 まで改善し離脱となった。4 例目の Potter 症候群の症例は 72 時間後に Cst が 0.19 まで改善し離脱を試みたが、離脱でき
なかった。しかし経時的に Cst の改善がみられていたことから、例外的に 96 時間まで ECMO 管理を延長し、Cst が 0.24 となり離脱
に成功した。離脱できた 3 例は現在も生存している。
症例数は少なく、呼吸 ECMO に限定してはいるが、ECMO 離脱の客観的指標に Cst が利用可能であることが示唆され、その数値
は 0.2 ml/kg/cmH2O 以上がひとつの基準となりうると考えられた。

O32-3

当院の ECMO 患者の長期フォローの現状と課題

東京都立小児総合医療センター

1）

救命・集中治療部、2）東京都立小児総合医療センター

臨床工学技士室

宮下 徳久 、新津 健裕 、居石 崇志 、渡邉 伊知郎 、本村 誠 、中山 祐子 、齊藤 修 、清水 直樹 1）、吉田 拓司 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

【背景】小児 ECMO（Extracorporeal Membrane Oxygenation）患者の治療品質の向上のためには、退院時転帰のみならず長期転
帰の分析が必要であるが、わが国においてそのまとまった報告はない。
【目的】当院における ECMO 患者の長期フォローの状況についての現状を把握し、その問題点を探ること。
【方法】2010 年 3 月当院開設以来の ECMO 患者の診療録を後方視的に分析し、その離脱・生存例に対して 1 年後のフォローおよび
神経学的フォローの有無、発達心理検査や画像検査などの実施状況、後遺症の有無を検討した。
【結果】ECMO 症例 51 例（2015 年 8 月現在において ECMO 離脱後 1 年以上経過している症例）
。年齢の中央値 6 か月、ECMO 適応
は循環 25 例、呼吸 16 例、ECPR（Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation）10 例。VV-ECMO 9 例、VA-ECMO 45 例（重
複あり）
。うち 26 例が ECMO を離脱し、生存退院した。8 例は 1 年未満にフォローアップを逸脱し、残る 18 例のうち発達、神経学
的フォローを受けているものは 11 例、発達心理検査を受けたものは 3 例、頭部 MRI 検査を受けたものは 6 例であった。フォロー中、
10 例は精神運動発達遅滞、麻痺、てんかんなど神経学的後遺症を有していた。
【考察】当院において、ECMO 患者のフォローについて極めて短期間でフォロー終了している症例が存在し、またフォロー方法に
ついても統一されていない。逸脱例に高次機能障害などの神学的障害が潜在的に有している可能性、画像検査により器質的障害を
見逃している可能性等、検討すべき点は多岐にわたると考えられた。小児 ECMO 患者の治療品質の向上のためにフォローアップ
体制の統一が必要と考えられた。
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O32-4

小児 cardiac ECMO 後の腎予後の検討

静岡県立こども病院

循環器集中治療科

中野 諭、大崎 真樹、三浦 慎也、濱本 奈央
【背景】ECMO 患者における AKI 合併は予後不良の risk とされる、また心疾患術後患者の ECMO は AKI 合併の high risk とされる。
そのため当院では ECMO 導入後全例において CHDF による CRRT を併用している。一方で ECMO 症例に合併した AKI 患者の腎予
後に関しての報告は少なく、詳細は不明である。Cardiac ECMO 後の腎予後に関して調査し、検討した。
【対象・方法】2010.1.1 よ
り 2015.6.30 までの Cardiac ECMO 患者の診療録を調査し、後方視的に検討した。検討項目は、ECMO 導入要因、ECMO 管理期間、
ECMO 離脱後 CRRT 使用期間、ECMO 導入 24 時間後・離脱時尿量、退院時 CRRT の有無とした。【結果】期間中 49 例に ECMO 管
理を行った（ECPR19 例、人工心肺離脱困難 16 例、その他 14 例）
。39 例（80%）で、ECMO 離脱可能であった。26 例（53%）は生
存退院し、10 例は院内死亡、3 例は現在入院中であった。ECMO 導入 24 時間後の尿量の中央値は 0.42（0-8.9）ml/k/h であった。
ECMO 離脱可能であった 39 例の離脱時尿量の中央値は 0.6（0-6.9）ml/k/h であった。39 例中 32 例（82%）は最終的に CRRT 離脱
可能であった。最終的に CRRT 離脱可能であった 32 例中 16 例（50%）は ECMO 離脱時に CRRT（PD のみ 11 例、CHDF のみ 4 例、
CHDF → PD1 例）を要し、その使用期間の中央値は 0.5 日（0-57 日）であった。ECMO 離脱後 CRRT 離脱可能であった 32 例と
CRRT 離脱不可であった 7 例を比較すると、ECMO 管理期間が長く（離脱 120 vs 離脱不可 276 時間 p ＜ 0.01）
、敗血症合併が多く（離
脱 2/32 vs 3/7 p ＜ 0.05）、単心室患者が多く（離脱 26/32 vs 離脱不可 7/7 p ＜ 0.01）
、離脱時の尿量が少なかった（離脱 1.15 vs 離
脱不可 0.05ml//kg/ 時 p ＜ 0.01）。【考察・結語】Cardiac ECMO 患者の腎予後は比較的良好であると推察された。一方、敗血症合
併例などで、長期 ECMO を要す例や、単心室患者等において ECMO を契機に ESRD となる症例も見られた。こうした症例に対す
る管理向上が今後の課題である。

O32-5

大血管転位症患者における新生児期 Arterial switch 術後急性腎障害発症 risk の検討

国立循環器病研究センター

1）

小児循環器科、2）国立循環器病研究センター

心臓外科

海老島 宏典 、黒嵜 健一 、三宅 啓 、坂口 平馬 、北野 正尚 、帆足 孝也 、鍵崎 康司 2）、市川 肇 2）、白石 公 1）
1）

1）

1）

1）

1）

2）

【諸言】新生児症例における人工心肺（CPB）を用いた開心術後の急性腎障害（AKI）発症率に関する報告は少ない。我々は新生
児期に Arterial switch operation（ASO）を行った大血管転位症（TGA）患者における術後 AKI の発生頻度および危険因子に関
して検討を行った。【方法】当院で 2011 年から 2014 年までの 4 年間に新生児期に ASO を施行した TGA 25 例のうち手術直後から
ECMO 補助を要した 2 例を除いた 23 例を AKI network criteria をもとに AKI 群、非 AKI 群に分類した。また AKI stage II および
III に達した症例を severe AKI と定義し、術前、術中、術後の各項目に関して後方視的に検討を行った。【結果】術後 AKI は 23 例
中 17 例（74％）に認めた。AKI stage 内訳は stage I: 9 例、II: 5 例 , III: 3 例であり、8 例（35%）が severe AKI だった。以下の項
目で AKI 群、非 AKI 群間に有意差を認めた。Apgar score5 分値（AKI：7.8, 非：9.5, p <0.01）
、体重（AKI：2.8kg, 非：3.2kg, p: 0.02）、
手術時日齢（AKI：6.2 日 , 非： 9.0 日 , p：0.04）、術後 mBP（AKI: 55.2 mmHg, 非：66.1mmHg, p：0.01）capillary leak syndrome（CLS）
合併頻度（AKI: 94.1%, 非：50%, p: 0.04）。severeAKI 群では上記に加え CPB 時間も有意に長かった。
（severe AKI: 270.8 分 , 非 :
190.3 分 , p：0.01）。多変量解析では、AKI／非 AKI 群では体重・手術日齢・術後 mBP に、severe AKI 群では体重・CPB 時間・術
後 mBP に有意差を認めた。【結語】低体重、手術時日齢、長時間の CPB、術後低血圧は AKI の危険因子となり、AKI 群では高率
CLS を合併していた。

O32-6

小児循環器集中治療室における心疾患新生児期死亡例の検討

国立循環器病研究センター病院
国立循環器病研究センター病院

1）

3）

小児循環器集中治療室、2）国立循環器病研究センター病院
小児心臓外科

小児循環器科、

黒嵜 健一 1）、海老島 宏典 1）、三宅 啓 1）、坂口 平馬 2）、北野 正尚 2）、帆足 孝也 3）、鍵崎 康治 3）、市川 肇 3）、白石 公 3）
【背景】小児循環器学や胎児心臓病学、心臓外科学の発展により、小児心疾患の治療成績は向上した。より早期から診断治療が行
われるようになったが予後不良例も存在する。【目的】新生児期死亡に至った心疾患児の概要と経過を調査検討すること。【方法】
2011 年から 2014 年の 4 年間に当院小児循環器集中治療室に入室した新生児は 372 例、このうち新生児期死亡した 14 例（3.8%、男
児 4、女児 10）を対象として、診療録より後方視的に調査検討した。
【結果】在胎週数は中央値 37（範囲 31-40）
、体重 2426（1316-3736）
g、アプガースコア 1 分 5（1-8）点、5 分 7（3-9）点で出生し、入室時日齢は 0（0-7）
。診断は先天性心奇形 13 例（機能的単心室 9 例）、
劇症型心筋炎 1 例で、合併症は染色体異常 4 例、多発奇形 2 例、胎児水腫 2 例など。胎児診断後の 10 例は待機的に院内出生、他の 4
例は緊急搬送入院。入室後経過について、5 例（36%）は愛護的治療のみ希望、胎児水腫 2 例はドレーン留置とペーシング施行し
集中治療、ショック状態で入室した 1 例は回復せず、共通肺静脈低形成を伴う右側相同心 1 例は手術適応なし、劇症型心筋炎は
ECMO 導入も改善なし、他の 4 例（29%、純型肺動脈閉鎖を伴う重症大動脈弁狭窄、低出生体重ターナー症候群で卵円孔狭窄と類
洞交通がある左心低形成症候群、circular shunt を伴うエプスタイン病、重度肺静脈狭窄合併の右側相同心）にはカテーテル治療 /
心臓血管外科手術を施行したが、いずれも新生児期の日齢 9（0-25）で死亡に至った。【結語】新生児期死亡した心疾患は、重症全
身症候群を合併した愛護的治療選択群、現時点では救命不能な疾患群、積極的治療により救命可能性がある疾患群がそれぞれ 1/3
であった。新たな診断治療技術の発展に期待が期待される。
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O33-1

感染・感染対策①

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 8 会場

集中治療室における黄色ブドウ球菌菌血症患者の予後因子の検討

広島大学大学院

救急医学

京 道人、木田 佳子、大下 慎一郎、鈴木 慶、山賀 聡之、廣橋 伸之、志馬 伸朗
【背景】敗血症は ICU における死因の多くを占める．その中でも MSSA，MRSA といった黄色ブドウ球菌は主要な原因菌として重
要である . しかし予後因子については十分な検討が行われていない .【目的】ICU 患者における黄色ブドウ球菌菌血症（以下 SAB と
略す）の予後因子について検討すること .【方法】当院 ICU における , 2013 年 1 月から 2015 年 6 月の血液培養検査で黄色ブドウ球菌
陽性であった患者 32 名について , 年齢，性別，既往歴，血清学的検査，APACHE II スコアと予後との相関について後方視的に検
討した .【結果】男性 22 名女性 10 名，平均年齢 61 ± 16 歳，ICU 在室日数 22 ± 21 日であり，14 名（44%）が死亡した．感染 focus は，
筋・軟部組織が最も多く 9 例（28%）, 肺・胸腔 7 例（22%）, 骨 5 例（16%）, 中心静脈カテーテル 4 例（13%）, 皮膚 , 心臓 , 腹腔が
各 3 例（10%）であった．経過中に 3 例（10%）が脳梗塞を合併した．死亡群は生存群に比べ，入室時 PT-INR 高値（p=0.001）
，
APACHE II 高値（p=0.027）で，院内発症が多く（p=0.029）
，抗菌治療期間が短く（p=0.003）
，de-escalation が少なく（p=0.0037），
DM 合併が少なかった（p=0.009）. 単変量解析では , PT-INR ＞ 1.42%, APACHE II ＞ 29.5，院内発症，肺・胸腔感染症が，有意な
予後不良因子であった．年齢 , 性別で補正した多変量解析では , PT-INR ＞ 1.42（HR, 41.7; 95%CI, 5.00-333; p=0.0005）
，肺・胸腔感
染症（HR, 10.0; 95%CI, 1.59-62.5; p=0.014）が，独立した予後不良因子であった .【結語】PT-INR ＞ 1.42，肺・胸腔感染症は，ICU
患者における SAB の予後不良因子となる可能性が示唆された .

O33-2

2015 年度の敗血症性ショックの ICU 死亡の原因解析

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

海野 仁、山本 尚範、日下 琢雅、東 倫子、眞喜志 剛、田村 有人、江嶋 正志、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】敗血症性ショックの治療において，当講座では独自に作成した「敗血症管理バンドル」を診療の質の向上に役立てて
いる。当講座はこれまで 100% の敗血症性ショックを目標としてきたが，2015 年度より急峻な死亡率の増加を認めた。敗血症性
ショックにおける Preventable Sepsis Death を後方視的に評価した。
【方法と結果】2015 年 4 月 1 日から 2015 年 6 月 31 日までに入
室した敗血症ショック患者のうち ICU 内で死亡した群に対して後方視的に解析した。2015 年 4 月以降に敗血症性ショックとして 6
例の ICU 内死亡を認めた。年齢は，67.8 ± 8.2 歳，男女比は 3:3 であった。平均 APACHEII スコアは 36.0 ± 7.0，平均在室日数は
29.0 ± 17.0 であった。感染臓器としては，腹部臓器障害が 2 例，軟部組織感染が 2 例であり，深部真菌感染症が 6 例中 2 例に認めら
れた。ICU 在室日数の優位な延長が確認された。当講座の「敗血症診療バンドル」のブランチ遵守評価では，殺菌的抗生剤の併用，
乳酸クリアランスおよびドブタミン使用禁止の項目で各 1 例，腎代替療法適応評価，早期経腸栄養および早期リハビリテーション
の項目で各 2 例に不履行を認めた。これらの患者においては，好中球 / リンパ球数比が持続高値を示しており，自己免疫を回復さ
せることができない状況にあった。【結語】敗血症性ショックの治療成績が低下した原因として，管理背景を考察した。これらは，
免疫機能が回復しにくいことを特徴とし，原因微生物の分布に差異を認め，死亡率の上昇に関与したと評価された。

O33-3

名古屋大学救急・集中治療部における侵襲性アスペルギルス感染症の現状と未来

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

塩屋 悠斗、東 倫子、海野 仁、日下 琢雅、山本 尚範、田村 有人、江嶋 正志、角 三和子、沼口 敦、松田 直之
【はじめに】侵襲性アスペルギルスは，免疫低下状態に合併する傾向があり，予後は原疾患の治療に大きく影響を受ける。侵襲性
アスペルギルス感染の集中治療管理を評価し，今後の展望を明確とする。
【症例】24 年 5 月から 27 年 5 月までの 3 年間で，侵襲性
アスペルギルス症として 6 例を診断した。症例は，男性 5 例，女性 1 例の平均年齢 62.8（51~74）歳であり，基礎疾患は，血液腫瘍
3 例，重症肝不全 3 例だった。血液疾患の 3 例は，好中球減少症，ステロイドや免疫抑制剤の投与中などを満たしていた。一方，
肝不全の 3 例は上述の項目を満たさず，明確には免疫抑制状態と予測できなかった。全例において，β -D グルカンは陽性であり，
診断時に 153 ± 68 pg/mL であった。胸部 CT 像では，結節影，浸潤影，空洞病変，スリガラス状陰影などの多彩な画像所見だった。
全例にボリコナゾールを投与し，さらに 3 例にはキャンディン系を併用した。しかし，症状の改善は認めず，ICU 滞在の 30.8 ± 12
日に全例が死亡退院となった。【結語】当講座の管理において，侵襲性アスペルギルス症の治療成績は極めて悪いと評価された。
アスペルギルスに対して，抗真菌薬の効果を最大限に引き出す方法を考案する必要がある。現状のガイドライン治療のレベルでは，
重症侵襲性アスペルギルス症を根治できないと評価した。重症肝不全は，アスペルギルス感染症のリスク因子になると評価した。
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O33-4

誤嚥性肺炎の治療方針決定におけるプロカルシトニンの有用性

聖マリアンナ医科大学

1）

救急医学、2）東京ベイ浦安市川医療センター

柳井 真知 1）、江原 淳 2）、藤谷 茂樹 1,2）、津久田 純平 1）、高松 由佳 1）、森澤 健一郎 1）、平 泰彦 1）
【目的】誤嚥性肺炎（肺臓炎）は ICU/HCU で頻繁に遭遇する疾患であるが抗菌薬の必要性の判断に迷う場合がある。抗菌薬開始
の判断、投与期間決定に対するプロカルシトニン（PCT）の有用性を検討する。【方法】聖マリアンナ医科大学病院、東京ベイ浦
安市川医療センターICU/HCU へ誤嚥性肺炎（肺臓炎）で入院した成人患者を対象とした。入院時または第 1 病日の PCT が 0.25ng/
mL 未満の場合は化学性肺炎のみで細菌性肺炎は生じていないと判断し抗菌薬を開始せず、0.25ng/mL 以上の場合は細菌性肺炎の
発症と考えて抗菌薬を開始した。以後第 4、7、10 病日に PCT を測定し、抗菌薬を開始した患者では PCT0.25ng/mL 未満またはピー
ク値の 10％未満への低下、あるいは臨床所見の改善をもって抗菌薬を終了した。【結果】対象患者は 47 人（男性 27 人、女性 20 人）、
年齢 77 ± 16 歳、肺炎重症度スコアは 111.0 ± 30.4 であった。喀痰培養からの分離菌は口腔内常在菌が最多（27 人、57.4％）であった。
35 人（25.5％）で入院時または第 1 病日の PCT が 0.25ng/mL 以上であり抗菌薬を開始した。抗菌薬投与期間は 6.7 ± 2.8 日で、PCT
が 0.25ng/mL 未満またはピーク値の 10％未満で抗菌薬を終了した患者が 8 人、臨床所見の改善を根拠に抗菌薬を終了した患者が 25
人、二次感染の合併や転科により抗菌薬が継続された患者が 2 人であった。PCT0.25ng/mL 未満またはピーク値の 10％未満となる
まで全例抗菌薬を継続したと仮定すると投与期間は 7.6 ± 2.6 日に延長した。 抗菌薬を開始しなかった 12 人は全例治癒し 14 日以内
の肺炎での再入院も認めなかった。【結論】PCT を指標とした抗菌薬開始判断により誤嚥性肺炎・肺臓炎に対する不要な抗菌薬投
与を減らせる可能性がある。しかしその後連日測定ができない状況で PCT を指標に抗菌薬の中止を行うと抗菌薬投与期間が延長
する可能性がある。

O33-5

ICU での入院加療が必要であった急性咽頭炎・喉頭炎の検討

飯塚病院

集中治療部、2）飯塚病院

1）

耳鼻咽喉科

生塩 典敬 、安達 普至 、鶴 昌太 、原口 正大 2）、上村 弘行 2）、臼元 典子 1）、鮎川 勝彦 1）
1）

1）

1）

【背景】咽喉頭の急性炎症性疾患の中でも急性喉頭蓋炎や扁桃周囲膿瘍は、気道緊急となりうる致死的な感染症であり、救急・集
中治療領域においても極めて重要な疾患である。血液検査で炎症マーカーである C 反応性蛋白（CRP）は、以前から感染症のマー
カーとして広く使用されており、近年では細菌感染症のマーカーとしてプロカルシトニン（PCT）も多く用いられているが、局
所感染症には有用ではないと報告されている。【目的】致死的な局所感染となりうる咽喉頭の急性炎症性疾患の CRP と PCT の有
用性について検討することである。【対象と方法】2013 年 7 月から 2015 年 8 月に、咽喉頭の急性炎症性疾患の診断で当 ICU での入
院加療を要した患者 10 例に対して、診療録などを用いて後ろ向きに検討を行った。【結果】年齢（中央値）は 50.5 歳、平均年齢は
54 歳、男性 6 例、女性 4 例であった。病名は急性喉頭蓋炎が 3 例、急性喉頭蓋炎に扁桃周囲膿瘍を併発したのは 6 例、その他は 1 例
であった。WBC（中央値）は 16395/ μ l、CRP（中央値）は 18.07mg/dl、PCT（中央値）は 0.75ng/ml で、全症例で緊急気管挿管
が行われていた。また、急性喉頭蓋炎のみの全 3 例は重症度分類で Grade2 以上であり、CRP ≧ 10mg/dl、PCT ≦ 0.3ng/ml であった。
周囲に膿瘍を形成するような急性喉頭蓋炎では PCT（中央値）0.9ng/ml と軽度上昇を認めた。【結論】緊急気管挿管を要するよう
な致死的な咽喉頭の急性炎症性疾患では、CRP は反応がみられるが PCT はあまり反応せず、PCT は有用なマーカーにはならない
と考えられた。今後、症例数を重ねたさらなる研究が必要である。

O33-6

意識障害の原因が非ウレアーゼ産生菌の閉塞性尿路感染症による高アンモニア血症であった 1 症例

公立昭和病院

救命救急センター

山口 和将、渡辺 隆明、佐々木 庸郎、小島 直樹、稲川 博司、岡田 保誠
意識障害の原因が、非ウレアーゼ産生菌の大腸菌による閉塞性尿路感染症によって高アンモニア血症を生じたことにあった 1 症例
を経験したので報告する。
【症例】60 歳、男性。既往歴にポリオによる両下肢麻痺があった。嘔気、嘔吐で発症し、その 12 時間後に辻褄の合わない言動が出
現し、救急搬送された。来院時、腹部膨満著明で意識レベル GCSE1V3M5 であったが、その 3 時間後には GCSE1V1M1 となった。
頭部 CT 検査、頭部 MRI 検査で異常所見はなく、血液検査で血清アンモニア値は 152 μ g/dl と高値であった。腹部膨満の原因精査
のために行った腹部 CT 検査で、膀胱拡張が著明に認められるとともに、膀胱内にストルバイト結石と考えられる高吸収内容が認
められた。尿 pH は 8.0 であり、尿の WBC 反応は陽性であった。以上より、入院当初はウレアーゼ産生菌による閉塞性尿路感染症
による高アンモニア血症を意識障害の原因と考えた。気管挿管、Foley カテーテルの挿入、輸液、CMZ の投与を行った。入院翌日
には血清アンモニア値は 53 μ g/dl と正常範囲に低下し、意識は清明となり、気管チューブの抜管ができた。後日、尿培養からウ
レアーゼ非産生の E. coli が検出された。
【考察】尿閉の患者が意識障害を呈している場合には、高アンモニア血症が原因になっている可能性を念頭に置く必要がある。本
症例の尿路感染症の起炎菌は大腸菌であったが、アルカリ性尿ではアンモニウムイオンが脂溶性アンモニアとなり膀胱静脈叢に移
行するため、ウレアーゼ産生菌による感染でなくても、尿閉により高アンモニア血症になることが知られており、注意を要する。
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O34-1

感染・感染対策②

第 8 会場

多白血球血症におけるβ -D gulcan 測定法の基礎検討

岩手医科大学

1）

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

救急医学講座、2）岩手医科大学

臨床検査部

菅 重典 、高橋 学 、稲田 捷也 、成田 和也 、山田 友紀 2）、秋丸 理世 1）、佐藤 諒 1）、佐藤 正幸 1）、佐藤 寿穂 1）、井上 義博 1）
1）

1）

1）

2）

【緒言】現在、本邦で保険適応されている深在性真菌血症の診断には、血清補助検査であるβ -D glucan（以下 BDG）が選択され
ることが多い．各種 BDG 測定法は感度、陽性的中立が各々低い．その要因として検体試料の成分と偽陽性要因がに着目した．現
行法は検体材料として、多血小板血漿（Platelet-Rich-Plasma：PRP）を用いているが、血漿のみを測定しているため，正確な
BDG 量を測定しているとは言い難い．この事から、HES 製剤を用い多白血球血漿（Leukocyte-Rich-Plasma：LRP）を作成し、真
菌成分を含んだ血漿および白血球の BDG 量の検討を行った．【目的】本研究では LRP における BDG 量測定の基礎的な実験を検証
し、臨床応用の可能性を検討する．【方法】測定にはトキシノメーターMT-5500 を用い、血漿前処理液及びリムルス試薬を添付文
書に従い使用した．統計処理には SPSS を用い p ＜ 0.05 を有意差ありとした．【検討項目】1:HES 製剤・LRP の BDG 量の検討．2: ア
ルブミン製剤混和血液における PRP-LRP の BDG 値の比較．3: 真菌混和血液における PRP-LRP の BDG 値の比較．
【結果】HES 製剤，
LRP による偽陽性は確認できなかった．（n=10 mean0.83 p ＞ 0.05）アルブミン添加偽陽性血液の PRP-LRP 間の比較においては
有意差を認めなかった．（n=5 mean29.3.1vs24.6 p ＞ 0.05）真菌混和血液の PRP-LRP 間の比較においてのみ有意差を認めた．
（mean30.5vs52.9 n=5 p ＜ 0.05）【考察】真菌混和血液でのみ PRP － LRP 間に有意差を認め、これらから，PRP と LRP の BDG 量を
同時測定し BDG Ratio を算出することで、深在性真菌症の診断率の向上が可能と考えている．今後臨床研究を行う予定である．

O34-2

マウス緑膿菌性急性肺傷害モデルにおける血清抗体の有効性の検討

京都府立医科大学

1）

麻酔科学教室、2）京都鞍馬口医療センター

木下 真央 1）、加藤 秀哉 2）、清水 優 2）、濱岡 早枝子 1）、秋山 浩一 1）、内藤 慶史 1）、佐和 貞治 1）
【目的】人工呼吸管理中の患者における肺炎の合併は、高い死亡率を認め
るが、その起炎菌は緑膿菌である。これらの発症には緑膿菌の 3 型分泌シ
ステムに由来する病原毒性が関与しており、我々はこれまでに 3 型分泌シ
ステムに対する特異的抗体がその病原毒性を抑制し、肺傷害や敗血症を軽
減できることを報告してきた。今回、ヒト血清抗体が、これら 3 型分泌シ
ステムに起因する病原毒性にどの程度効果があるかについて、マウス緑膿
菌性急性肺傷害モデルを用いて検討した。【方法】ヒト血清から抽出した
緑膿菌 V 抗原（PcrV）に対する抗体価の高い IgG（Hi-IgG）
、低い IgG（LoIgG）および PcrV モノクローナル抗体を使用した。それらに生食群を加
え 4 群に分け、緑膿菌とともに経気管的に肺に投与して感染を誘発した。
【結果】Hi-IgG 群は Lo-IgG 群と比較して生存率、体温の推移、肺内細菌数
において有意な差を認めた。【考察】緑膿菌 3 型分泌システムの構成タン
パクである PcrV にはワクチン効果があり、このタンパクに対する特異抗
体は毒性の抑制に有効であることが示唆された。

O34-3

多剤耐性 Acinetobacter に対する norepinephrine の病原性増強作用と薬剤耐性誘導に関する基礎研究

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

稲葉 正人、松田 直之
【はじめに】宿主ストレスホルモンの一つであるカテコラミン（CA）を細菌が感知し，病原性を高めるという報告があるが，現在
ま で に 多 剤 耐 性 Acinetobacter baumannii（MDRAB） と CA の 関 係 性 に つ い て の 報 告 は な い。 今 回 MDRAB に 対 す る
norepinephrine（NE）の作用について解析した。【方法】本邦の 4 つの病院で分離された MDRAB 25 株をパルスフィールド電気泳
動にかけたところ，3 つの pulsotype - A，B，C に分類されたため，各々から 1 株を代表して使用した。10 μ M の NE を含む培地
と含まない培地で 24 時間後の細菌数，biofilm 産生量，tigecycline の time-kill curve の解析，および tigecycline の耐性機構の一つで
ある efflux pumps（AdeABC, AdeIJK, Ade FGH）の mRNA 定量解析を行った。
【結果】NE を含む培地の方が，全ての菌株で有
意に増殖が促進され（control vs NE（+）, A: 5.3 ± 0.4 vs 7.3 ± 0.1 log10 CFU（colony forming unit）/mL，B: 5.5 ± 0.3 vs 7.3
± 0.1 log10 CFU/mL，C: 4.9 ± 0.4 vs 7.3 ± 0.1 log10 CFU/mL, P ＜ 0.01）
，biofilm 産生量も亢進した（control vs NE（+）
（OD575）
，
A: 0.16 ± 0.01 vs 0.36 ± 0.07，B: 0.12 ± 0.02 vs 0.40 ± 0.03，C: 0.11 ± 0.04 vs 0.48 ± 0.08，P ＜ 0.05）
。また 1,2,4 × MIC の
tigecycline 全てにおいて，NE を含む培地の方が 20 時間後の生菌数が有意に増加し , adeB および adeG の mRNA 発現量も亢進して
いた（Fold expression of relative to control，A: adeB:4.86，adeJ:1.17，adeG:8.71）
。
【結語】世界の ICU で MDRAB のアウトブレ
イクが脅威となっている。本研究で ICU での使用頻度が高い薬剤である NE が，MDRAB の増殖や biofilm 産生を促進させ，
MDRAB の key drug である tigecycline に対する抵抗性を高めるという逆説的効果が初めて確認された。本結果は，ICU での長時
間の NE 使用が，MDRAB 感染症の原因や遷延化に繋がり，ICU でのアウトブレイクに寄与する可能性を示唆するものである。
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O34-4

小児集中治療室におけるカテーテル関連血流感染症診断の問題点

国立成育医療研究センター
国立成育医療研究センター

1）
3）

手術集中治療部 集中治療科、2）国立成育医療研究センター
生体防御系内科部 感染症科

臨床研究企画室、

喜久山 和貴 1）、井手 健太郎 1）、松本 正太朗 1）、小林 徹 2）、船木 孝則 3）、宮入 烈 3）、西村 奈穂 1）、中川 聡 1）
【背景】カテーテル関連血流感染症（CRBSI）は小児集中治療室（PICU）においても重要な感染症であるが、米国感染症学会が提
示する CRBSI の定義（2 セットの血液培養で中心静脈血が他部位血より 2 時間以上早く陽性、またはカテーテル先端培養が血液培
養と同一菌種）を満たすことは容易ではない。【目的】臨床的に診断治療されている中心静脈ラインに関連する血流感染症（CVL
感染症）と、CRBSI の定義との乖離を検討し、問題点を明らかにすること。
【方法】2012 年 7 月から 2015 年 5 月に当院 PICU で、
小児感染症科医と小児集中治療科医によって診断治療された CVL 感染症が、CRBSI の定義を満たしているかを後方視的に調査し
た。【結果】延べ 8527 日のカテーテル留置期間に 38 件（35 例）の CVL 感染症を認めた。中心静脈カテーテルの種類（挿入から診
断まで日数の中央値：最小 - 最大）は、非埋め込み型 22 件（6 日：2-35）
、末梢挿入型 10 件（9 日：2-25）
、皮下埋め込み型 6 件（18 日：
5-150）であった。このうち 17 件（45%）は CRBSI の定義を満たさず、提出された培養検査は、血液培養 1 セットのみが 3 件、血
液培養 1 セットとカテーテル先端（陰性）が 7 件、血液培養 2 セット（1 セットは陰性または基準を満たさず）が 4 件、血液培養 2 セッ
ト（1 セットは陰性）とカテーテル先端（陰性）が 3 件であった。【考察】小児では静脈穿刺採血が容易でないこと、細径のカテー
テルからは逆血採血が難しいこと、再確保の困難さからカテーテル抜去が遅滞すること（カテーテル先端培養提出が抗菌薬投与の
数日後になる）などにより CRBSI の定義を満たせない CVL 感染症があることが想定された。2 セットの血液培養提出や充分な採
血量採取の徹底など日常診療の改善は必要であるが、同時にこの CRBSI の定義自体が小児においても妥当であるかの検討が必要
と考えられた。

O34-5

当院で経験したダニ媒介感染症の 7 例

高知医療センター

～初診時に SFTS を鑑別できるか？～

救命救急センター

喜多村 泰輔、山本 浩大郎、野島 剛、石原 潤子、大西 広一、田村 竜、村西 謙太郎
【はじめに】2013 年に重症熱性血小板減少症候群（severe fever with thrombocytopenia syndrome,SFTS）の患者が確認され、報
告が続いている。SFTS は , 発熱 , 白血球減少 , 血小板減少 , 出血傾向 , 血球貪食症候群 , 播種性血管内凝固症候群などを呈し、重症化
することが多く早期からの全身管理が必要となる。発症早期は発熱に加えて全身倦怠感、消化器症状・頭痛など非特異的な症状を
示すことから一般的な感染症を疑うが、ダニ刺咬の疑わしい生活環境や発疹、ダニ咬傷痕を伴う痂皮があった場合には日本紅斑熱
やツツガムシ病、SFTS などのダニ媒介感染症との鑑別が必要となる。【対象】2012 年 4 月から 2015 年 5 月までに当院で診断・加
療したダニ媒介感染症 7 例について診断名、発生時期、症状、白血球数、血小板数、ダニ媒介感染症を最初に疑った項目、予後に
ついて検討した。
【結果】SFTS：3 例、日本紅斑熱：3 例、ツツガムシ病：1 例であった。発生は 4 月と 5 月 2 例、7 月 8 月 10 月がそ
れぞれ 1 例ずつであった。症状は全例に全身倦怠感と 38 度以上の高熱及び食欲不振を認めた。受診時の血小板は低下していた。
SFTS と診断した 3 例全例で白血球が 2000 以下まで低下していたが、それ以外の症例では正常値もしくはそれ以上の値であった。
最初にダニ媒介感染症を疑った項目は、発熱に加えて、痂皮や発疹と血小板の減少、凝固線溶系の異常であった。日本紅斑熱の 1
例を除いた 6 例で DIC に対する治療を行った。全例症状改善し、転院・退院した。【考察】ダニ媒介感染症の確定診断は、発熱、
全身倦怠感に加えて発疹やダニ刺咬に伴う痂皮が明らかだった症例では容易にダニ媒介感染症を疑った。今回 SFTS 全例で受診時
の白血球数が明らかに低下しており、血液検査での『血小板に加えて白血球の明らかな減少』を認めた際には強く SFTS 疑う必要
がある。

O34-6

ICU における Gram 染色を取り入れた感染症診療の取り組み

藤田保健衛生大学

救急総合内科

日比野 将也、植西 憲達、多和田 哲郎、都築 誠一郎、神宮司 成弘、田口 瑞季、近藤 司
ICU での感染症診療においては、耐性菌への懸念や重症疾患が多いなどの理由から広域抗菌薬が使用される傾向がある。必然的に
感染症診療のガイドラインでも広域抗菌薬が第一選択として推奨されていることが多く、それは同時にさらなる耐性菌のリスクが
増えるという危険性も含んでいる。Gram 染色は起因菌の推定や抗菌薬の選択に重要な役割を果たすと考えられており、当院でも
ICU 内に設置してある簡易ラボを使って Gram 染色を行っている。これによりリアルタイムで起因菌を推定し、抗菌薬選択や治療
効果の判定などに利用している。この Gram 染色を一つの参考所見として治療方針を決定するため、実際には感染症のガイドライ
ンの推奨とは異なる抗菌薬選択をし、時にはスペクトラムを狭め、また時には敢えて広く選択することもある。しかし一方で、
Gram 染色は診療方針決定に有用ではないとの議論も散見される。今回我々は Gram 染色を利用した感染症診療指針の正当性を検
討するため、
「Gram 染色の結果を培養結果との一致率」および「Gram 染色の結果をうけて選択した抗菌薬とガイドラインで推奨
されている治療方針との相違」
、そして「選択した抗菌薬を用いて治療した場合の患者のアウトカム」について検討をしたので報
告する。
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O35-1

ナースのストレス

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 9 会場

A 病院 ICU・CCU 看護師のレジリエンスとレジリエンスに影響する要因の検討

東海大学医学部付属八王子病院
西山 久美江、君島 愛里
【はじめに】日々、症患者やその家族と向き合いケアする ICU・CCU 看護師は、ストレスに満ちており、過酷な職務を遂行する上で、
メンタリティを維持していくことは必要不可欠である。レジリエンスとは、逆境からの心理的回復力で、誰もが持っている心理的
特性であり、レジリエンスを発達させることが出来れば、看護師として成長・進歩し、自立していく原動力となる。
【目的】A 病
院 ICU・CCU 看護師のレジリエンスとレジリエンスに影響する要因を明らかにする。
【方法】ICU・CCU 看護師 36 名を対象に無記
名自記式質問紙を配布した。質問項目は、看護師レジリエンス尺度（32 項目、5 件法）、看護師として印象に残る困難な体験と困
難を乗り越える上でどのような力が存在したか、基本属性として、年齢、性別、看護師経験年数、ICU・CCU 経験年数、基礎教
育背景、勤務形態、配属希望の有無、取得資格について尋ねた。
【結果】肯定的看護への取り組み 3.45 ± 1.01、対人スキル 3.57 ± 0.6、
プライベートでの存在 4.13 ± 0.4、新奇性対応力 2.88 ± 0.49、総得点の平均は 3.52 ± 0.42 であった。レジリエンス尺度の総得点の均
値をカットオフポイントとして、高得点群と低得点群に分け検討した結果、総得点の平均および肯定的な看護への取り組みで有意
差を認めた。また年齢と性別で有意差があり、20 代はレジリエンスの低得点群が多く、30 代以上は高得点群が多かった。性別では、
男性に高得点群が多いのに対し、女性は低得点群が多かった。印象に残る困難な体験については、急変時の対応が最も多く、困難
を乗り越える際の力として、同期や先輩、家族の支えを挙げる者が多かった。
【考察】臨床で仕事を行っていく中で、ストレッサー
を完全に取り除くことは困難である。同期や先輩、家族の支えといった人的環境がレジリエンスを高め、発達させる可能性が示唆
された。

O35-2

集中治療部に配置された看護師のストレスを評価する

東北大学病院

ICU1

菅原 希、坂本 千尋、秋山 恵美、鈴木 友里恵、工藤 淳、神 久美子、須東 光江、亀山 良亘、齋藤 浩二、星 邦彦
【はじめに】 ICU 看護師には高い専門性や集中的な治療介助などが求められるため、大きなストレスがかかると言われている。一
般病棟から ICU に新たに配属となった看護師には大きなストレスがかかると考えられる。心拍変動は身体的・精神的ストレスの
指標になることが示されている。そこで、新たに配属された看護師の勤務前後の心拍数をモニタリングし、自律神経のバランスに
ついて検討した。【対象及び方法】 東北大学病院 ICU1 に 2014 年 4 月に新たに配属された看護師 4 名を対象とした。日勤の前後に、
ユニオンツール社製心拍センサーMyBeet のディスポーザブル電極を前胸部に貼付し、USB 受信装置を介して心電図をコンピュー
タに取り込み、心拍数・心拍変動係数（RRI）・低周波数成分 / 高周波数成分（LF/HF）を後日計算し、1 年間全体と 3 期に分けて
解析した。統計学検索は、JMP Pro11 を用いて、勤務前後は対応のあるペア検定を 3 期間は Willcoxon 検定を行った。値は平均値
±標準偏差とした。 本研究は、東北大学大学院医学系研究科倫理委員会にて承認を得ている。【結果及び考察】 1 年間の心拍数
は勤務前 92.8 ± 9.6、勤務後 85.4 ± 7.3 回 / 分（p ＜ 0.0001）
、RRI は 7.3 ± 3、7.5 ± 3.7 %（p=0.646）
、LF/HF 38.6 ± 8.5、85.4 ± 7.3
（p=0.9975）と心拍数は有意に減少したが、自律神経のバランスには大きな変化が見られなかった。3 期間の勤務前・後の心拍数、
RRI、LF/HF に有意の差はなかった。 ICU に新たに配属された看護師には、自律神経のバランスを見る RRI や LF/HF には大き
な変化がなく、ストレスはかかっていなかったと考えられる。勤務中の入室や挿管などの個々の事象では瞬発的なストレスが生じ
ていた可能性があるが、勤務終了後の心拍数が減少していたことから、そのストレスは少なくとも勤務終了時には緩衝される程度
のものであると推察される。【結語】集中治療部の勤務は、新たに配属された看護師に有意なストレスを与えていない。

O35-3

自殺企図を繰り返す患者のケアにおいて看護師が抱く感情労働とストレスの関係

水戸協同病院 集中治療室、2）茨城キリスト教大学 看護学部看護学科、
筑波大学水戸地域医療教育センター水戸協同病院 救急集中治療科

1）
3）

長津 貴子 1）、栗原 加代 2）、長谷川 隆一 3）
【はじめに】自殺企図を繰り返す患者をケアする看護師は、患者に対し「救命」する使命がある。しかし、患者の自殺という行為は、
看護師が救命するということに相反する行為である。救急医療に従事する看護師は、自殺企図を繰り返す患者に対しても、陰性感
情を表出せず冷静に対応している。そこでの看護師が行なう感情労働はストレスに影響を与えると考える。
【目的】自殺企図を繰
り返す患者のケアにおいて、救急部門の看護師が抱く感情労働とストレスの関係を明らかにする。
【調査方法】対象は、A 県二次・
三次救急医療機関の救急医療に従事する看護師とした。調査項目は、対象者の属性、片山（2005）の感情労働測定尺度（ELIN）
、
鈴木（2007）の心理的ストレス反応測定尺度（SRS-18）とし、回答は無記名自記式として研究者宛に直接返送する方法とした。分
析方法は ELIN と、SRS-18 およびその下位項目との相関係数を算出した（y ＝ 0.100、p ＞ 0.05）
。
【倫理的配慮】本研究は、所属機
関の研究倫理審査委員会の承認（承認番号 13 － 37）を得た。
【結果】質問紙は 770 部配布し回収率は 65％、有効回答率は 488 部（63％）
であった。救急部門の看護師においては ELIN の総スコアが 91.8 点と、岩谷（2008）の 90.5 点と比べて高かったが、SRS-18 は普通
（42.0％）
、弱い（36.3％）とストレス評定値は高くなかった。また ELIN と SRS-18 の総スコアには相関はみられなかった。SRS-18
では、総スコアと下位項目スコア（「抑うつ不安」、「不機嫌怒り」
、
「無気力」
）において強い相関を認めた。さらに「不機嫌怒り」
と「抑うつ不安」
、
「抑うつ不安」と「無気力」には強い相関を認めた。
【結語】救急部門の看護師は、自殺企図を繰り返す患者の
ケアに対して常に高い水準で感情の抑制を強いる「感情労働」を行っていたが、精神的ストレスとの関連は示されなかった。
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O35-4

当院 PICU におけるグリーフカンファレンスの現状と今後の課題

東京都立小児総合医療センター

1）

看護部

塚原 怜子 、小坂 奈穂 、新津 健裕
1）

1）

看護科、2）東京都立小児総合医療センター

集中治療科

2）

【目的】当 PICU では、平成 25 年度からグリーフカンファレンス（以下、振り返りの会）を開催している。振り返りの会は、医療
者間で思いを共有する事を目的とし、リエゾン精神科医師などがファシリテーターとなり、参加者が思いを語る会である。振り返
りの会に対する看護師の思いを明らかにし、今後への示唆を得られたため報告する。【方法】対象は PICU 看護師 33 名。先行文献
を参考に質問紙を作成、依頼文とともに配布した。【結果】25 名から回収し、回収率は 75.8％であった。看護師経験年数は平均
10.5 年目。当 PICU 経験年数は平均 3.2 年目。これまでの看取り経験は、0 回が 8 名、1～4 回が 5 名、5～9 回が 1 名、10 回以上が 11 名。
参加して感じた事についての 5 段階評価では、『学ぶ事がある』、『スタッフ間で思いの共有ができる』、
『参加して良かった』が高
値であった。経験年数や看取り経験が少ない看護師では、
『自分の思いを話す事が出来る』においても高値であった。一方、評価
が低値であったのは、『傷ついた』、『参加しなければよかった』、
『つらかった』などであった。良かった場面に関する自由記載か
らは、
『肯定的な返答がもらえた場面』、
『参加者間で思いの共有ができた場面』など 5 つのカテゴリーが抽出された。また、辛かっ
た場面については、『思いを話す事への精神的負担を感じた場面』などが抽出された。
【考察】振り返りの会は、思いを共有する場
だけでなく、学びの場となっており、特に看護師経験や看取り経験が少ない看護師は、自分の思いを表出する事もでき、グリーフ
ケアの一助になっていた。しかし、話すことに精神的負担を感じる看護師もおり、個々のグリーフワークの方法に対する配慮の必
要性が示唆された。【結語】振り返りの会に対する参加者の思いは、概ね肯定的なものが多かった。参加者が語りやすい雰囲気を
高め、チームで支えあう体制として振り返りの会を継続していく必要があると考えられる。

O35-5

救急・集中治療領域に携わる看護師の疲労の実態に関する全国調査

札幌医科大学

保健医療学部

看護学科

牧野 夏子
【目的】全国の救急・集中治療領域に携わる看護師の疲労の実態を明らかにすることを目的とする。
【方法】全国の救命救急センター
266 施設のうち同意の得られた 50 施設に勤務する看護師 2,670 人を対象に郵送法で無記名自記式質問紙調査を行った。調査内容は、
基本的属性、疲労度で構成した。疲労度は労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストおよび研究者らの先行研究を基に「患者の
重症度・緊急度」「患者の転帰や死」「患者のコンビニ受診」
「患者や家族とのコミュニケーション」
「同職種の医療者とのコミュニ
ケーション」
「異職種の医療者とのコミュニケーション」
「同職種の医療者の教育」の 7 項目とし、回答は「とても感じる」～「まっ
たく感じていない」の 5 件法で求めた。分析は、記述統計を行い全体概要に焦点を絞り検討した。【倫理的配慮】本研究は、研究
者の所属機関において研究倫理審査会の承認を得た。対象者および対象施設に文書で研究の趣旨・目的、研究参加辞退・撤回の自
由、データの秘匿性と守秘義務、質問紙の返送をもって同意を得ること、結果の公表方法等について説明した。
【結果】778 人か
ら回答を得た（回収率 29.1%）。対象は女性が 85.9% と多く、看護師経験年数は 11.5 ± 8.6 年、救急・集中治療領域の経験年数は 6.0
± 5.6 年であった。対象全体の疲労蓄積度は 4.6 ± 4.4 点（0～7 点）であり仕事による負担度は「高い」と判定された。仕事に関す
る疲労の自覚症状は 85.0% が感じており、そのうち、
「患者の重症度・緊急度」は 75.6% と最も高く、次いで「患者の転帰や死」
「患
者のコンビニ受診」は 68.1% であった。【考察】救急・集中治療領域に携わる看護師の疲労は当該領域の患者特性を反映する内容
であり、緊急重症患者に対応できるような知識・技術の教育と疲労を軽減できるような体制構築の必要性が示唆された。本研究は
科学研究費補助金若手研究（B）: 課題番号 24792441 の助成により実施した一部である。

O35-6

救急・集中治療領域に携わる医療職者の語りから捉えた共通する疲労の実態

札幌医科大学

保健医療学部

看護学科

牧野 夏子
【目的】本研究の目的は、救急・集中治療領域に携わる医療職者の職務継続およびチーム医療の構築の基礎資料として、当該領域
に勤務する多職種の医療職者の語りから共通する疲労の実態を明らかにすることである。
【方法】救急・集中治療領域に携わる医師、
看護師、薬剤師、臨床工学技士、放射線技師計 8 名を対象に、基本的属性と職務上の疲労とその対処方法、多職種における連携等
について半構成的面接を実施した。分析方法は逐語記録を作成し分析対象の文脈単位の抽出しコード化した。内容の類似性や共通
性に沿ってサブカテゴリ化、カテゴリ化をおこなった。
【倫理的配慮】本研究は、研究者の所属機関において研究倫理審査会の承
認を得た。対象施設および対象者に文書で研究趣旨・目的、研究参加の自由意思、研究協力諾否の自由、匿名性と守秘義務の遵守、
データの保管・廃棄方法、結果の公表方法等を説明し同意書に署名を得た。
【結果】対象者は当該領域の経験年数が 5 年以上であり、
救急・集中治療領域に専任または兼任で従事していた。対象者の語りから、救急・集中治療領域に携わる医療職者に共通する疲労
は【緊急・重症患者の治療・処置への対応】【患者の背景や転帰への折り合い】
【重症患者に関わる他職種との調整に関する困難や
弊害】【専門職として救急医療の責務を担うプレッシャー】
【勤務に伴う時間の感覚の狂い】の 5 つが抽出された。
【考察】救急・
集中治療領域に携わる医療職者に共通する疲労は、患者対応や多職種との調整、専門職者の責務や労働環境であることが明らかに
なった。このことから、労働環境の調整や各専門職の状況の把握、メンタルサポートが必要であることが示唆された。今後は当該
領域の医療職者の疲労の相違点を明らかにするとともに、研究結果を基盤とした量的研究を進めることが課題である。本研究は科
学研究費補助金若手研究（B）: 課題番号 24792441 の助成により実施した一部である。
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産婦人科

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

第 9 会場

脳動静脈奇形破裂をきたした妊娠患者の周産期管理：血管内治療後に帝王切開を行い母児ともに救命した一症例

日本赤十字社医療センター

1）

集中治療科、2）日本赤十字社医療センター

麻酔科

浅野 哲 、林 南穂子 、諏訪 潤子 、細川 麻衣子 、枝窪 俊輔 、齋藤 豊 、種田 益造 1）、矢野 喜一 2）、渡辺 えり 2）、
加藤 啓一 2）
1）

2）

2）

2）

2）

1）

【はじめに】脳動静脈奇形（脳 AVM）は周産期にまれに破裂することがあり、その死亡率は非妊婦に比べ高率である。その原因は、
再出血率が高いためと考えられている。今回我々は、妊娠 25 週に脳 AVM の破裂をおこしたが、妊娠 27 週に血管内治療を施行し
た上で妊娠 38 週に帝王切開を行った結果母児ともに救命しえた症例を経験したので、治療の有用性につき報告する。
【症例】34 歳、
妊娠 25 週に後頚部の疼痛を訴えた後、意識消失をおこし当院に救急搬送された。頭部 CT にて右後頭葉の皮質下出血および脳室内
出血を認めたため全身麻酔下に脳室ドレナージを行った。胎児エコーでは推定体重 952g と発育良好であり、術後母体の全身状態
が安定したことから妊娠継続可能と判断した。第 1 病日目に脳血管造影を行った結果、右後大脳動脈を feeder とする SpetzlerMartin 分類 grade3 の脳 AVM が確認された。妊娠 27 週に全身麻酔下に脳血管手術による脳 AVM 塞栓術を行った。腹部は前後か
らプロテクターを着用したうえで治療を行った（造影剤イオヘキソール 120ml、面積線量計による放射線線量 1446mGy、透視時間
20 分 56 秒）。N-butyl-cyanoacrylate にて feeder を塞栓した。塞栓後も nidus の一部は造影されたものの、nidus への圧と血流を大幅
に減じることができたため再出血のリスクは低いと判断し血管内治療を終了した。第 28 病日目に神経学的異常なく退院した。そ
の後児の発育を待ち、妊娠 38 週に脊髄くも膜下麻酔による帝王切開にて出産した。母子ともに異常なく術後第 5 病日目に退院した。
縮小した脳 AVM に対しては 3ヶ月後にサイバーナイフ治療を行い、現在のところ再出血はなく、児の成長発育にも異常は認めて
いない。
【結語】妊婦に対する脳血管治療は、放射線、造影剤、抗凝固・抗血栓療法、全身麻酔薬の胎児への影響などさまざまな
問題はあるものの、安全かつ有効に治療を行うことが可能であり、母体の救命のみならず妊娠を継続するうえで有用である。

O36-2

腫瘍内出血による DIC を伴う巨大子宮腫瘍摘出術の出血コントロールに大動脈遮断バルーンが著効した 1 例

天理よろづ相談所病院
浜川 綾子、中尾 謙太、石井 久成
【症例】43 歳女性、身長 147cm、体重 60kg
【既往歴】4 歳時に Noonan 症候群による心房中隔欠損症、肺動脈狭窄症に対して心房中隔欠損閉鎖術、肺動脈弁交連切開術を施行
された。
【現病歴】5 年前より双角子宮、子宮筋腫と診断されたが、外来受診を自己中断していた。2 週間前より両下腿浮腫、腹部膨満を主
訴に外来を受診した。ヘモグロビン 3 g/dl の高度貧血と播種性血管内凝固症候群（DIC）を認めた。腹部 CT では 25cm × 23cm ×
28cm の巨大子宮腫瘍を認め、腫瘍周囲の拡張した多数の血管増生、腫瘍内出血を伴っていた。輸血を行ったが、腫瘍内出血のた
め貧血・DIC が改善せず、腫瘍径が増大し腫瘍破裂の危険が高まったため、緊急摘出術が予定された。
【麻酔経過】動静脈を確保した後、レミフェンタニル、プロポフォール、ロクロニウムで迅速導入し気管挿管した。中心静脈カテー
テルを留置したのち、腫瘍からの大量出血を制御する目的で、透視下に大腿動脈から大動脈遮断バルーン（AOB）を腎動脈下腹
部大動脈に留置した。腫瘍裏面を剥離中に出血による血圧低下を認め、加圧式急速輸血をしたが収縮期血圧（sABP）が 50mmHg
未満となったため、透視下で AOB を拡張させ大動脈を遮断した。sABP は 70mmHg 以上に回復し、19kg の腫瘍が一塊として摘出
された。大動脈遮断時間は 30 分であった。手術終了後、鎮静下に集中治療室へ移動した。手術時間 6 時間 2 分、麻酔時間 7 時間 47 分、
出血量 7200ml、尿量 400ml、総輸液量 1800ml、輸血量：濃厚赤血球 5850ml、新鮮凍結血漿 5760ml、濃厚血小板 600ml、5% ヒト血
清アルブミン 500ml であった。
【考察・結果】AOB は、出血性ショック時に冠血流、脳血流を維持する目的で使用されることが多い。本例のように術中大量出血
が予測される巨大腫瘍摘出術においても AOB は有効である。

O36-3

HELLP 症候群に対する帝王切開術後に右肝梗塞を呈した 1 例

横浜市立大学附属病院
西周 祐美、山口 嘉一、山本 夏啓、堺 結有、出井 真史、吉田 輔、高木 俊介、野村 岳志、山口 修、後藤 隆久
【はじめに】我々は HELLP 症候群患者の分娩後に右肝梗塞を合併し，肝不全，急性腎障害を呈した 1 例を経験した。血漿交換と持
続的血液濾過透析を中心とした集中治療により救命することができたので報告する．
【症例】35 歳，女性．0G0P，既往歴に特記事
項 な し．26 週 に 妊 娠 高 血 圧 症 と 診 断 さ れ た．28 週 1 日， 高 血 圧 コ ン ト ロ ー ル 不 良， 心 窩 部 痛， 肝 機 能 悪 化（AST202IU/L，
ALT158IU/L，LDH507IU/L）を認め，HELLP 症候群の診断で緊急帝王切開を施行した．POD1 に AST6154IU/L，ALT6795IU/L，
LDH12780IU/L，総ビリルビン 2.0mg/dL、血小板数 3.2 万 / μ L とさらに悪化を認めた．造影 CT で肝右葉の梗塞像，腹部超音波
検査で門脈の著しい血流低下を認め，右肝梗塞と診断した．産科 DIC，多臓器不全を合併し，呼吸循環不安定となったため気管挿
管し，全身管理を行った．肝不全に対して血漿交換を 3 回行い，急性腎障害に対して持続血液透析濾過を施行することで病態の改
善を認めた．POD9 造影 CT で肝右葉の血流改善と肝左葉の代償性肥大を認め，POD10 抜管，POD14 集中治療室を退室した．なお，
抗リン脂質抗体を含む検査した自己免疫抗体は全て陰性だった．
【考察】HELLP 症候群に肝梗塞を合併した症例は非常に稀であり，
世界的にも数例しか症例報告がない．また，HELLP 症候群で肝梗塞をきたす症例は，自己免疫疾患を有することが多いが，本症
例では自己免疫疾患が認められなかった点も特徴的である．本症例では HELLP 症候群に伴う凝固障害と血管内皮細胞障害を背景
に，門脈と右肝動脈の両方の血管攣縮または血栓塞栓症が起こり，右肝梗塞に至ったと考えられた．肝梗塞に対する血漿交換と，
続発する多臓器不全に対する持続的血液濾過透析が有効だった．HELLP 症候群患者で分娩後に病態が悪化した場合は続発症の可
能性も考え，精査する必要がある．
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O36-4

妊娠中に皮膚筋炎に伴う急性間質性肺炎が発症した一例

関西医科大学附属枚方病院麻酔科総合集中治療部
正司 智洋、梅垣 岳志、穴田 夏樹、安藤 亜希子、右馬 猛生、甲斐 慎一、岡本 明久、西 憲一郎、廣田 喜一、新宮 興
【要旨】妊娠経過中の皮膚筋炎に伴う間質性肺炎を発症した報告は僅かである。今回、妊娠後期に皮膚筋炎に伴う急性間質性肺炎
を発症し妊娠継続が困難と判断した症例を経験したので報告する。【症例】これまでに 3 回分娩されているが特に妊娠経過に問題
はなかった。妊娠 28 週より労作時の呼吸困難を自覚するようになった。妊娠 30 週に急速に呼吸困難が増悪し入院となった。room
air で SpO2 90% で両下肺野に捻髪音をみとめ、KL-6 986 と上昇していた。胸部 CT では両肺に気管支血管束周囲の浸潤影、汎小葉
性スリガラス影、結節の広がりがあり間質性肺炎を指摘された。CK 26、ALD 7.4 であり clinically amyopathic dermatomyositis
（CADM）を疑った。症状の増悪が短期間に進行性に認められたためステロイドパルスがすぐに開始された。ステロイドパルス 2
日目には Hugh-Jones class V となり、免疫抑制剤の投与が回避困難と予想されたため緊急帝王切開を行った。胎児は 1550g、
Apgar 8 点 /9 点であった。ステロイドパルスによる症状改善を認められず、また、CT 上間質影は増加したため免疫抑制剤（シク
ロスポリン、シクロホスファミド）治療が開始された。抗 ARS 抗体陽性、抗 Jo-1 抗体陽性であったため後に間質性肺炎先行型の
皮膚筋炎と判断された。免疫抑制剤開始二週間後には間質性肺炎の陰影改善傾向が確認された。この頃より酸素投与減量が可能と
なり現在免疫抑制剤による治療が継続されている。【考察】皮膚筋炎における間質性肺炎の予後因子として抗 ARS 抗体陽性は良好
とされている。ただし、急速に進行する間質性肺炎では呼吸器症状発現から 1 から 2ヶ月の間に致死的転帰に至る可能性があるこ
とを常に念頭に置いて治療にあたる必要がある。妊娠経過中に皮膚筋炎に伴う間質性肺炎の発症を疑った場合、発症早期に妊娠継
続の中止と早期の免疫抑制剤治療開始が母体救命に必要な判断となることが考えられた。

O36-5

妊娠関連の非典型溶血性尿毒症症候群（atypical HUS）の 1 例

旭川医科大学病院

1）

卒後臨床研修センター、2）名寄市立総合病院

救命救急センター、3）旭川医科大学病院

救命救急センター

菅原 梨香 、丹保 亜希仁 、川田 大輔 、中嶋 駿介 、柏木 友太 、小林 厚志 、西浦 猛 、岡田 基 、小北 直宏 3）、藤田 智 3）
1）

2）

3）

3）

3）

3）

3）

3）

非典型溶血性尿毒症症候群（atypical hemolytic uremic syndrome：aHUS）は，志賀毒素による HUS と ADAMTS13 活性著減に
よる血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）以外の血栓性微小血管障害（thrombotic microangiopathy; TMA）で，微小血管性溶血性
貧血，血小板減少，急性腎障害を 3 主徴とする疾患である。今回，周産期に発症した aHUS を経験したので報告する。【症例】32
歳女性（経妊 0 回）
。妊娠 36 週 0 日，体調不良を自覚したが受診しなかった。36 週 3 日，前期破水のため前医入院，同日経膣分娩
に至った。分娩後，弛緩出血となり出血性ショックを来し輸血，子宮動脈塞栓術を施行した。血液検査では溶血性貧血，血小板減
少，肝酵素上昇を認めた。また，無尿となり持続血液濾過透析が導入された。周産期における肝酵素上昇，溶血性貧血，血小板減
少より HELLP 症候群，急性妊娠脂肪肝の疑いで集中治療室管理となったが，改善が乏しいため産褥 3 日目に当院へ転院搬送となっ
た。当院血液検査でも溶血性貧血，血小板減少，肝酵素上昇，腎不全，播種性血管内凝固（DIC）を認めた。血液検査及び周産期
であることを考慮し HELLP 症候群，急性腎不全，DIC と診断し，持続血液濾過透析，輸血療法などの支持療法を開始した。しかし，
治療開始後も全身状態や検査所見の改善に乏しく，HELLP 症候群としては病状が遷延している印象であった。溶血性貧血，血小
板減少，腎障害から TMA と考え，血漿交換・ステロイドパルス療法を施行した。計 7 回の血漿交換を施行し，溶血性貧血，血小
板数は徐々に改善を認め，産褥 20 日目に集中治療室退室となった。産褥 23 日目より尿量が増加し，産褥 30 日目に血液透析を離脱，
産褥 51 日目に退院となった。TMA から疾患を鑑別した結果，ADAMTS13 活性低下はなく，志賀毒素も陰性であり，aHUS と診
断した。周産期に溶血性貧血，血小板減少，急性腎不全を来す疾患として aHUS も念頭に置き，適切な施設での早期治療介入が必
要である。

O36-6

過去 3 年間に集中治療管理を要した周産期患者の検討

東京医科大学

麻酔科学分野

柿沼 孝泰、山本 亜矢、西山 遼太、沖田 綾乃、清川 聖代、金子 恒樹、浜田 隆太、西山 隆久、今泉 均、内野 博之
【はじめに】近年の我が国の周産期医療では、厚生労働省より母体安全の提言がなされるなど、周産期妊産婦死亡の減少が掲げら
れている。欧米では周産期合併症患者は集中治療管理を要することが多く本邦でも同様と考えられ周産期死亡を予防する上で集中
治療の果たす役割は大きい。今回我々は、当院で過去 3 年間に周産期に集中治療管理を受けた症例について検討したので報告する。
【対象】2012 年 4 月から 2014 年 3 月までの 3 年間に当院で集中治療室管理となった周産期症例 18 例を検討した。【結果】症例は、前
置胎盤 6 例、常位胎盤早期剥離 3 例、弛緩出血 2 例、先天性凝固異常症（プロテイン C 欠乏症、プロテイン S 欠乏症）2 例、産道裂
傷 1 例、子宮破裂 1 例、敗血症 1 例、肺梗塞症 1 例、深部静脈血栓症 1 例であった。平均 ICU 滞在日数は 3.3 日、最長 12 日、平均在
院日数は 17.9 日、最長は 59 日であった。母体の予後は全て良好で、児の予後不良は全前置胎盤の 1 例のみであった。【考察】2010
年から妊産婦の全例登録がはじまり 4 年間で約 200 症例が集積され 2013 年度は 43 例妊産婦死亡が報告されている。原因は、産科的
出血、脳出血・梗塞、羊水塞栓症、心血管疾患、肺血栓塞栓症、感染症と様々で、当院の集中治療管理症例も多様であった。産科
的 DIC などの周産期合併症は、急速発症・進行性であるが適切な治療で母体予後は良好といわれる。当院においても適切な集中
治療により、殆どの症例は 3 日以内に症状改善し予後良好であった。
【結語】当院における集中治療管理を要した周産期患者 3 年間
の検討をした。周産期合併症は様々であるが適切な治療で母体予後は比較的良好であった。
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O37-1

血液・凝固線溶②

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 10 会場

基礎疾患のない小児の感染性 DIC にトロンボモジュリンは有効である

神奈川県立こども医療センター

1）

林 拓也 、山田 香里 、永渕 弘之
1）

1）

救急診療科、2）神奈川県立こども医療センター

集中治療科

2）

＜はじめに＞当院での DIC 治療は、エキスパートコンセンサスに基づき、原病の治療に加え、血液製剤、AT 製剤の補充を行って
いる。さらに 2010 年からトロンボモジュリン製剤（rTM）の投与を行っている。小児での感染性 DIC に対する rTM の有効性など
の報告は少ないため、当院での使用経験を報告する。＜対象＞ 2012 年 7 月 1 日から 2015 年 6 月 30 日まで当院 ICU/HCU で、感染症
性 DIC に対して rTM を使用した 51 例。急性期 DIC 基準 4 点以上を適応とし、380IU/kg/dose を 6 日間投与した。＜結果＞ 9 例が死
亡。5 例は先天性心疾患で重度の心不全合併、2 例は脳性まひ、2 例は重症血球貪食症候群であった。感染は、肺炎、髄膜炎、腹膜
炎や感染巣不明のものまで多岐にわたり、約半数の症例はショックや人工呼吸管理を伴っていたが、感染巣にかかわらず基礎疾患
のない感染性 DIC 症例は全例 DIC から離脱した。＜考察＞ DIC 治療の原則は、「現病」のコントロールが大原則であるが、重度の
心不全や脳性まひの基礎疾患が存在すると DIC が重症化、遷延しやすい。基礎疾患がない DIC は、小児においても感染巣など現
病のコントロールが良好であれば、成人と同様 DIC 離脱に rTM は有効であると考えらえる。＜結語＞基礎疾患のない小児の感染
症性 DIC に対して rTM は有効である。

O37-2

JSEPTIC DIC study 報告：敗血症性 DIC に対するトロンボモジュリン製剤の効果

北海道大学病院 先進急性期医療センター、2）大阪府立急性期・総合医療センター 救急診療科、
東京慈恵医科大学附属病院 集中治療部、4）東北大学大学院医学系研究科 救急医学分野、
5）
自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔科・集中治療部、6）大阪大学病院 集中治療部、7）産業医科大学
1）
3）

救急医学講座

早川 峰司 、山川 一馬 、齋藤 慎二郎 、内野 慈彦 、工藤 大介 、飯塚 悠祐 、讃井 將満 、滝本 浩平 、真弓 俊彦 7）
1）

2）

3）

3）

4）

5）

5）

6）

【目的】敗血症性 DIC に対するトロンボモジュリン製剤（TM）の投与効果を検証
する。【方法と結果】2011 年 1 月から 2013 年 12 月の 3 年間に severe sepsis/septic
shock を理由に ICU に入室した 3195 名から、DIC 患者 1847 名を選択した。このう
ち、645 名に TM が投与され（TM 群）、1202 名には TM が投与されていなかった
（Control 群）。施設情報、患者背景、治療内容を使用した propensity score を算出し、
propensity score matching 解析を実施し 466 組のペアが作成された。院内死亡率に
対するオッズ比は、0.717（95％CI: 0.547-0.940, P=0.0161）であった。生存時間の
比較では、ハザード比 0.762（95 % CI, 0.615-0.943, P=0.0125）であった。TM 群で
の輸血量の増加は認めていなかった。処置を要する出血は Control 群の 1.3％に対
し、TM 群は 2.8％と増加していたが、統計学的な差は認めなかった（P=0.1627）
。
【結
語】敗血症性 DIC に対する TM の投与は死亡率の低下と関係していた。

O37-3

敗血症性 DIC に対する AT 製剤の有効性 - 血栓止血学会 DIC 診断基準暫定案での追加検討 -

滋賀医科大学

1）

救急・集中治療部、2）滋賀医科大学

麻酔科、3）滋賀医科大学

救急・集中治療学講座

村尾 淳司 、宮武 秀光 、藤井 恵美 、清水 淳次 、今宿 康彦 、山根 哲信 、辻田 靖之 1）、田畑 貴久 3）、高橋 完 1）、江口 豊 3）
1）

1）

1）

1）

2）

1）

DIC 診断基準として、急性期 DIC 診断基準（急性期基準）や旧厚生省 DIC 診断基準（旧基準）が知られている。前者は、感度は
高いものの特異度は低く、挿管鎮静下や心房細動症例では SIRS 項目が病態を表していないことや、全ての基礎疾患に対して適用
できないなどの問題点がある。後者は、特異度は高いものの、感度が低いとされる。これらの改善を目的に、2014 年に新しく報
告された血栓止血学会 DIC 診断基準暫定案（血栓止血基準）では、アルゴリズムに沿って病態によって異なった診断基準を使用
する点や、AT 活性と凝固分子マーカーが組み込まれた点が、従来の診断基準と大きく異なっている。2013 年 7 月から 2015 年 3 月
の期間に、本院集中治療室に入室した重症敗血症患者のうち、急性期 DIC 診断基準及び AT 活性≦ 70% を満たした 27 症例に対して、
AT 製剤による抗凝固療法を施行し、旧基準と血栓止血基準で後ろ向きに追加検討を行った。AT 製剤を単独で 23 症例に投与し、
4 症例においては遺伝子組換えトロンボモジュリン（TM- α）を併用した。AT 製剤投与前後で、AT 値の有意な上昇を認めた。
全対象症例における ICU 内死亡率は 0% で、AT 製剤投与終了後 28 日死亡率は 14.8%、院内死亡率は 25.9% であった。AT 製剤単独
投与群では、投与終了後 28 日死亡率が 17.4%、院内死亡率が 26.1% であった。27 症例のうち、旧基準を満たしたものが 18 症例
（66.7%）、血栓止血基準を満たしたものが 15 症例（55.6%）であった。投与終了後 28 日生存例における、投与終了翌日の DIC 離脱
率は、急性期基準が 26.1%、旧基準が 42.9%、血栓止血基準が 72.7% であった。血栓止血基準は、旧基準と比べ感度が低い結果となっ
たが、予後に対する特異度は良好であった。今後、より多施設で、さらに症例を重ねて検討する必要があると考えられる。
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O37-4

JSEPTIC DIC study 報告：敗血症性 DIC に対するアンチトロンビン製剤の効果

北海道大学病院 先進急性期医療センター、2）大阪府立急性期・総合医療センター 救急診療科、
東京慈恵医科大学附属病院 集中治療部、4）東北大学大学院医学系研究科 救急医学分野、
5）
自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔科・集中治療部、6）大阪大学病院 集中治療部、7）産業医科大学
1）
3）

救急医学講座

早川 峰司 、工藤 大介 、齋藤 慎二郎 、内野 慈彦 、山川 一馬 、飯塚 悠祐 、讃井 將満 、滝本 浩平 、真弓 俊彦 7）
1）

4）

3）

3）

2）

5）

5）

6）

【目的】敗血症性 DIC に対するアンチトロンビン製剤（TM）の投与効果を検証する。【方法】2011 年 1 月から 2013 年 12 月の 3 年間
に severe sepsis/septic shock を理由に ICU に入室した 3195 名から、以下
の 3 段階のサブグループで施設情報、患者背景、治療内容を使用した
propensity score を算出し、propensity score matching 解析を実施した。
（1）DIC 患者 1847 名中、715 名に AT が投与され（AT 群）
、1132 名には投
与されていなかった（C 群）。（2）AT 値を Day1 に測定している DIC 患者
1041 名中、AT 群は 509 名、C 群は 532 名。（3）Day1 の AT 値が 70％以下
の DIC 患 者 815 名 中、AT 群 は 450 名、C 群 は 365 名。
【 結 果 】Matched
group はそれぞれ、（1）428 組、（2）275 組、（3）212 組作成された。院内
死 亡 率 に 対 す る オ ッ ズ 比 は、 そ れ ぞ れ（1）0.906（95 ％CI: 0.69-1.19,
P=0.48）、
（2）0.94（95％CI: 0.65-1.34, P=0.71）、
（3）1.09（95％CI: 0.73-1.64,
P=0.68）であった。【結語】敗血症性 DIC に対する AT の投与は死亡率の
低下と関係を認めなかった。

O37-5

重症敗血症に関連した DIC に対するアンチトロンビン製剤とトロンボモジュリン製剤の併用効果の検討

大分大学

医学部

麻酔科・集中治療部

荻原 洋二郎、安田 則久、後藤 孝治、中村 尚子、横尾 あずさ、佐々木 美圭、大地 嘉史、安部 隆国、山本 俊介、北野 敬明
【目的】これまで DIC に対するトロンボモジュリン製剤と他の抗凝固薬を併用した効果に関する報告は少ない。当施設では敗血症
に関連した DIC に対しては、トロンボモジュリン製剤とアンチトロンビン製剤を併用することが多く、その併用効果について後
方視的に検討する。
【方法】2007 年から 2012 年の間に当院 ICU に重症敗血症のために入室し、DIC に対して抗凝固療法を行った患
者を対象とした。アンチトロンビン単独投与群（AT 群）とアンチトロンビン＋トロンボモジュリン併用群（AT ＋ rTM 群）に分
けて、治療 0 日目と 7 日目の急性期 DIC スコア、SOFA スコア、血小板数、AT ‐ III 値、PT-INR、D-dimer、白血球数、CRP の
変化、DIC の改善率、28 日生存率について両群間で比較した。また、Cox 回帰分析を用いて、トロンボモジュリン併用が有意な
28 日予後の予測因子であるかを調査した。【結果】対象症例数は、AT 群 44 例、AT ＋ rTM 群 63 例となった。急性期 DIC スコア、
SOFA スコア、AT ‐ III 値、PT-INR、CRP は両群ともに治療 0 日目と比較して治療 7 日目に有意に改善した。白血球数に関して
は両群とも有意な改善は認めなかった。血小板数および D-dimer は AT ＋ rTM 群で治療 7 日目に有意な改善を認めたが、AT 群で
は有意な改善を認めなかった。28 日死亡率に関しては、AT ＋ rTM 群で AT 群に較べて有意差はなかったものの死亡率が低下する
傾向を認めた（P=0.066）。また、Cox 回帰分析では、28 日予後との有意な関連を認めたのは治療 0 日目の SOFA スコアであり、
rTM 併用投与は有意な予後予測因子とは言えなかった。【まとめ】トロンボモジュリン併用により、アンチロンビン単独に比べて
より早期に血小板数の増加および D-dimer の低下が認められた。トロンボモジュリン併用により有意差はなかったものの死亡率を
低下する傾向は認めた。トロンボモジュリンの予後改善効果に関しては今後の検討課題である。

O37-6

JSEPTIC DIC study 報告：敗血症性 DIC 治療方針の転帰への影響

東北大学大学院 医学系研究科 救急医学分野、2）東京慈恵医科大学附属病院 集中治療部、
北海道大学病院 先進急性期医療センター、4）自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔科・集中治療部、
5）
大阪府立急性期・総合医療センター 救急診療科、6）大阪大学病院 集中治療部、7）産業医科大学 救急医学講座、
8）
Japan Septic DIC study group
1）
3）

工藤 大介 1）、早川 峰司 3）、内野 慈彦 2）、讃井 將満 4）、山川 一馬 5）、飯塚 悠祐 4）、滝本 浩平 6）、齋藤 慎二郎 2）、真弓 俊彦 7）、
Japan Septic DIC study group8）
【目的】重症敗血症に合併する disseminated intravascular coagulation（DIC）（敗血症性 DIC）に対して、DIC 治療薬投与が患者
の転帰を改善するかどうかは明らかではない。敗血症性 DIC に対する施設の治療方針が転帰へ影響するかを検討した。
【方法】42
施設による多施設後ろ向き研究で集積した、重症敗血症の診断で入院した 3195 例を対象とした。DIC 治療によって下記の 2 群に分
けて ICU および院内転帰への影響を検討した。重症敗血症患者に対して、DIC 治療薬であるアンチトロンビン、遺伝子組換えトロ
ンボモジュリン、タンパク分解酵素阻害薬、ヘパリンのうち少なくとも 1 種類の薬剤を 50％以上の患者に投与した施設の患者を
Aggressive 群（23 施設、1670 例）、50％未満の投与だった施設の患者を Non-aggressive 群（19 施設、1525 例）とした。ICU 死亡
もしくは院内死亡を目的変数として、DIC 治療方針のほかに施設特性、ICU 入室経路、患者背景、重症度、既存疾患、感染部位、
来院時の血液凝固検査値などを説明変数として、ロジスティック回帰分析による多変量解析を行った。
【結果】Aggressive 群と
Non-aggressive 群で ICU 生存退室 1347 例（80.7％）vs. 1214 例（79.6％）, P ＝ 0.46、病院生存退院 1121 例（67.1％）vs. 1027 例（67.3％）,
P ＝ 0.90 と差はなかった。Aggressive 群は、ICU 生存退室に対してオッズ比（OR）1.34［95％信頼区間（CI）1.08-1.65］, P ＝ 0.007、
病院生存退院に対して OR 1.34［95％CI 1.11-1.60］, P ＝ 0.002 であり、独立した予測因子であった。
【結論】敗血症 DIC を積極的に
治療した施設では生存率良好と関連があり、DIC 治療薬投与が転帰を改善する可能性がある。

－ 467 －

口演 38

O38-1

神経②

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

第 10 会場

外傷性脊髄硬膜外血腫に対し、透視下経皮的ドレナージを施行した 1 症例

国立病院機構

京都医療センター救命救急科

藤井 雅士、小田 裕太、藤野 光洋、浜崎 幹久、岡田 信長、大木 伸吾、田中 博之、竹下 淳、別府 賢、志馬 伸朗
＜症例＞ 74 歳、女性。屋根裏部屋の掃除中、突然床が壊れて下の階に約 3m 転落し救急搬送となった。明らかな四肢の運動障害、
感覚障害はなかったが、強度の安静時背部痛（NRS=8~9）と排尿障害を認め、体幹部 CT 検査及び脊髄 MRI 検査で Th11、Th12、
L2 椎体の骨折、Th11~L3 椎体後面に硬膜外血腫が認められた。四肢の神経症状の出現はなかったが、ペンタゾシン、アセトアミ
ノフェン投与後も背部痛のコントロールは不良であり、排尿障害も続くため、受傷約 8 時間後に、硬膜外血腫の経皮的ドレナージ
並びに生理食塩水を用いた硬膜外洗浄を試みた。患者を愛護的に腹臥位とし、透視下に L2/3 椎間より硬膜外穿刺し約 1ml の血液
を吸引した。その後ドレナージチューブ先端が L1 付近にくるように留置、吸引し再度約 1ml の血液を吸引した。その後生理食塩
水を用いて硬膜外洗浄を施行した。ドレナージ施行直後より、背部痛は NRS=5 程度に軽快し、以後は鎮痛剤の内服でコントロー
ル可能であった。施行翌日には約 50ml の排尿が 2 回、翌々日には 140ml の排尿が認められ、第 5 病日以降は導尿の必要なく自力排
尿が可能となった。また、施行翌日の脊髄 MRI では血腫の縮小が認められた。第 2、第 3 病日にも生理食塩水洗浄を継続した後、
ドレナージチューブは抜去した。以後も新たな神経症状の出現はなく、MRI 検査でも血腫は縮小傾向となった。＜考察と結論＞
神経症状を呈する脊髄硬膜外血腫に対する治療介入としては、手術療法が一般的である。今回用いた透視下経皮的穿刺は、比較的
低侵襲かつ簡便に施行でき、迅速な物理的圧迫解除 / 減圧効果を呈した。本手法は、患者の全身状態が悪い場合など緊急手術治療
が困難な症例や、手術適応を決めかねる際などに、治療の選択肢に加えうるかもしれない。

O38-2

診断に難渋した自己抗体介在性辺縁系脳炎の一例

東海大学

医学部

総合内科

石原 徹、柳 秀高、小松 昌道、桑野 公輔、真鍋 早季、門倉 彩奈、小澤 秀樹
【症例】32 歳、女性。【主訴】発熱、頭痛。【病歴】来院 4 日前より 39℃台の発熱と全身倦怠感が出現。来院 3 日前より軽度の頭痛
と嘔気が出現。症状持続するため、近医で精査したところ白血球 700/µl であり、精査加療目的に当院へ救急搬送となる。来院時、
GCS E4V5M6 で意識清明、SIRS4 項目を満たすも循環動態は安定していた。軽度の頭痛を認めるも、jolt accentuation、neck
flexion test は陰性。身体所見や画像所見からは熱源不明であったが、発熱性好中球減少症として、セフェピム 6g/ 日で治療を開始
した。【経過】入院 2 日目、GCS E3V2M4 の意識障害と、異常言動や異常行動や口唇周囲の不随運動が出現。髄液検査と頭部 MRI
を施行するも明らかな異常所見は認められなかった。感染性髄膜炎や脳炎は否定できず、バンコマイシン 2250mg/ 日、アンピシ
リン 12g/ 日、アシクロビル 1500mg/ 日を追加。また、全身性痙攣が出現したため、ジアゼパム 10mg とホスフェニトインナトリ
ウム 1125mg 静注を開始。入院 3 日目、突然の低換気やショックや徐脈が出現し、緊急気管挿管・人工呼吸器装着、細胞外液大量
投与、昇圧剤持続静注、プロポフォール持続静注を開始。また、痙攣予防や頭蓋内圧亢進に対して、レベチラセタム 1000mg/ 日、
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 19.8mg/ 日を開始。その後、呼吸と循環動態は改善傾向となり、人工呼吸器を離脱し昇
圧剤を終了。入院 9 日目、頭部 MRI で新たに大脳辺縁系に病変が出現し、辺縁系脳炎と診断。臨床経過から、自己抗体介在性辺縁
液脳炎と診断し、ステロイド導入と免疫グロブリンの大量投与を施行。神経学的所見も改善傾向となり、入院 42 日目に退院した。
【結語】特徴的な精神症状や不随運動や急激な自律神経症状を呈した自己抗体介在性辺縁系脳炎の一例を経験した。初期の髄液検
査や頭部 MRI 検査で異常所見を認めないことがあり、特徴的な臨床像から総合的に疑い早期治療が必要である。

O38-3
JCHO

抗 NMDAR 脳炎の 2 症例
大阪病院

麻酔科

堀 泰雄、佐野 博昭、中谷 桂治、栗田 聡
【症例 1】18 歳女性、痙攣発作にて緊急入院。翌日より無呼吸発作が頻発する為、人工呼吸管理のため集中治療室へ入室となった。
抗 NMDAR 脳炎を疑い画像検索するも機能性嚢胞と考えられる嚢胞は認められたが、奇形腫は否定的とのことであった。痙攣コ
ントロールを行いながら、ステロイドパルス療法・血漿交換療法を施行したところ、徐々に改善。第 39 病日に集中治療室から退
室となった。【症例 2】15 歳女性、数日前からの頭痛・発熱を主訴に当院救急受診。無菌性髄膜炎が疑われ、治療開始となるも改
善認めず、第 6 病日より易興奮性・辻褄の合わない言動が出現した。第 8 病日に痙攣・呼吸状態の悪化が出現し集中治療室へ緊急
入室となった。抗 NMDAR 脳炎を考え画像検査を行ったが、奇形腫と考えられる所見は認められず。ステロイドパルス療法・血
漿交換療法・IVIg を行うも効果認めず。第 15 病日に再度画像検査を行ったところ、15mm 程度の機能性嚢胞と考えられる嚢胞が
認められたが、奇形腫は否定的とのことであった。治療継続するも症状改善は認められず、可能性は低いとされていたが奇形腫の
疑いも考えられるため、第 36 病日に試験開腹を行ったところ、卵巣軽度腫大しており、嚢腫摘出術を施行した。手術後より症状
は徐々に改善し第 44 病日に集中治療室から退室となった。抗 NMDAR 脳炎と診断された上記 2 症例について文献的考察を含めて
報告する。
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O38-4

腫瘍随伴性抗 NMDA 受容体脳炎に対して集中治療管理を要した 2 症例

神戸大学附属病院

1）

麻酔科、2）神戸大学附属病院

集中治療部

白川 尚隆 、三住 拓誉 、藤本 大地 、西村 太一 、巻野 将平 1）、長江 正晴 1）、小幡 典彦 1）、江木 盛時 2）、出田 眞一郎 1）、
溝渕 知司 1）
1）

2）

1）

1）

【背景】抗 NMDA 受容体脳炎では無反応期、不随意運動期において意識障害や呼吸抑制を認める。今回我々は抗 NMDA 受容体脳
炎と診断され、ICU 管理を要した 2 症例を経験したので報告する。
【症例 1】37 歳女性。気分高揚、多弁を主訴に近医で抗精神病薬
を処方されるも、次第に傾眠傾向となり前医入院となった。入院翌日に呼吸停止を認め挿管管理となり、精査の結果右卵巣腫瘍を
認め抗 NMDA 受容体脳炎が疑われ当院転院となった。転院当日に右卵巣摘出術を行い ICU 入室となった。翌日より大量グロブリ
ン療法とジアゼパムなどを用いた抗痙攣療法を行ったが、呼吸抑制、意識障害が遷延し、7 日目に気管切開を施行した。30 日目よ
り意思疎通可能となったが睡眠時の無呼吸発作が遷延し、42 日目に呼吸器管理のまま一般病棟へ転棟となった。後日抗 NMDA 受
容体抗体陽性が判明した。【症例 2】24 歳女性。意味不明な言動を主訴に前医入院となり、抗精神病薬が開始された。SpO2 低下を
伴う痙攣発作を認め精査の結果前縦隔腫瘍を認めたため、抗 NMDA 受容体脳炎が疑われ当院転院となった。転院当日に縦隔腫瘍
摘出術を行い、術後呼吸器管理とし ICU 入室となった。症例 1 同様に免疫療法、抗痙攣療法を行ったが、無呼吸、意識障害が遷延
したため人工呼吸管理とし 8 日目に気管切開を施行した。意識状態の改善は認めなかったが、自発呼吸が徐々に出現し 18 日目に呼
吸器を離脱、22 日目に一般病棟転棟となった。後日抗 NMDA 受容抗体陽性が判明した。【考察】抗 NMDA 受容体脳炎は比較的予
後良好の疾患であるが、その中でも ICU 管理が必要なかった症例は予後良好と言われている。ICU 管理が必要な理由として、遷延
する意識障害、痙攣発作、呼吸抑制が挙げられる。痙攣発作は薬物抵抗性を示すことが多いが、本 2 症例はコントロール可能であっ
た。呼吸抑制に関しては、症例 1 では転院まで睡眠時のみ呼吸抑制が遷延したが、症例 2 では遷延することはなかった。

O38-5

脳出血患者の急性期血圧管理と予後の検討

飯塚病院

救急部、2）飯塚病院

1）

脳神経外科

山田 哲久 、名取 良弘 、今本 尚之 2）、村上 信哉 2）
1）

2）

【はじめに】脳出血の急性期治療において血圧管理は重要である。脳卒中治療ガイドライン 2015 でも早期に収縮期血圧を
140mmHg 未満に下げることを考慮すると記載されている。今回当院で経験した脳出血患者の血圧と予後の関係を検討した。
【対象・方法】当院脳神経外科に 2010 年 1 月から 2013 年 12 月までに脳出血で入院した患者は 780 例であった。その中で発症から 24
時間以内に当院に来院した患者で、発症前の mRS が 2 以下で来院 24 時間以内に手術を行なわず積極的治療を行った症例を対象と
した。対象患者を退院時の mRS で予後良好（0～2）と予後不良（3～6）に分けて年齢、性別、身長、体重、BMI、既往歴、内服歴、
来院時の血圧、来院 1 時間後の血圧、来院 6 時間後の血圧、来院 24 時間後の血圧に関して診療録から後方視的に比較検討した。
【結果】対象は 459 例であった。平均年齢（±標準偏差）は 69.7（± 12.8）であり、男女比は 257:202 であった。統計学的に有意差
があったものは、年齢、体重、BMI、腎機能障害、来院 1 時間後の拡張期血圧、来院 6 時間後の収縮期血圧と来院 24 時間後の収縮
期血圧であった。その他の因子には有意差はみられなかった。
【考察】脳出血患者の予後を左右因子は年齢、腎機能と来院 6 時間後と 24 時間後の収縮期血圧であった。6 時間後や 24 時間後に血
圧を下げていればよいのではなく、来院直後から降圧治療を開始し、その結果 6 時間後に血圧が下がっている症例は予後が良好と
考えられる。
【結語】脳出血患者の血圧管理に関して検討した。来院から 6 時間以内に血圧を下げることが重要である。

O38-6

可逆性脳血管攣縮症候群におけるプロポフォールの有効性

東海大学

1）

医学部

脳神経外科、2）東海大学

医学部付属

八王子病院

長田 貴洋 、下田 雅美 、堀田 和子 、重松 秀明 、松前 光紀
1）

2）

1）

1）

脳神経外科

1）

【目的】可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）は雷鳴様頭痛と多発性の分節状の血管攣縮を特徴する症候群で、近年 MRI による診断
能力が向上し、徐々に二次性頭痛の原因の一つとして知られつつある。しかし脳梗塞や脳出血、くも膜下出血、posterior
reversible encephalopathy syndorome（PRES）などを合併することがあり、随伴する重篤な頭痛は難治性で治療に難渋すること
が多い。今回、脳虚血に対する脳保護効果や抗痙攣作用を有する propofol を低用量持続投与し、その有効性を検討した。
【方法】
対象は、重篤な頭痛を伴った RCVS の 8 例で、propofol を低用量（30-50mg/hr）持続点滴し、その症状の変化や合併症などを含め
て評価した。Propofol 以外の治療としては、脳血管攣縮に対してはくも膜下出血後の脳血管攣縮と同様に塩酸ファスジルやシロス
タゾール、高血圧に対してはニカルジピンなどの Ca blocker、鎮痛剤としてはマグネシウム製剤の静脈点滴や NSAIDs などを使用
した。【結果】症例は 26 歳から 52 歳で、男性 1 例、女性 7 例で産褥期発症が 3 例であった。片頭痛の既往が 3 例認めた。雷鳴性頭痛
以外の症状としては、てんかん発作が 2 例、TIA が 2 例であった。画像所見は MRI で PRES が 2 例、cortical SAH が 1 例認め、
MRA ではほぼ全例に中大脳動脈、後大脳動脈を中心に多発性、分節状の脳血管攣縮を認めた。TIA を繰り返す例もあったが、脳
梗塞いたる症例はなかった。白質病変の増加は認めたが、再出血などの合併症はなく、全例で良好な結果を得た。鎮痛に関しては、
マグネシウム製剤や NSAIDs での効果は一過性で、再発を来たす傾向にあった。一方、propofol 投与例では、全例で痛みの軽減を
認め、半数例で頭痛の消失を得た。【結論】propofol は RCVS の脳虚血に対する脳保護効果や抗痙攣作用に加え、随伴する難治性
で重篤な頭痛に対しても良好な効果を示した。RCVS に対し propofol の低用量持続投与は有効な治療法と考えられた。
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O39-1

早期離床・リハビリテーション②

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 11 会場

足部の位置と運動間隔が下腿パンピング運動中の総大腿静脈血流速度に及ぼす影響について

東京工科大学

1）

医療保健学部、2）兵庫医療大学

高橋 哲也 、森沢 知之
1）

リハビリテーション学部

2）

【目的】深部静脈血栓症予防を目的に行われる下腿パンピング運動の最適な方法を検討する基礎研究として、総大腿静脈血流速度
に及ぼす足部の位置と下腿パンピング運動間隔の影響を検討した。【方法】対象は健常男性 10 名。ベッド上で足部の位置を変えた
3 種類の肢位（Supine、Head up、Leg up）を取り、安静時と運動の間隔が異なる（休息なしで繰り返す、底背屈後に休息 2 秒を
入れ繰り返す、底背屈後に休息 4 秒を入れ繰り返す）下腿パンピング運動を行わせた。その時の総大腿静脈最大血流速度を、超音
波画像診断装置（ACUSON P300 Ultrasound System，SIEMENS）を使用してパルスドプラ法にて鼠径部で測定した。
【結果】総
大腿静脈最大血流速度は、休息なしで下腿パンピング運動を繰り返した場合、Leg up 条件が Supine 条件より有意に低値を示した（p
＜ 0.01）。休息 2 秒を入れ下腿パンピング運動を繰り返した場合、Leg up 条件が Head up 条件より有意に低値を示した（p ＜ 0.01）。
休息 4 秒を入れ下腿パンピング運動を繰り返した場合、Leg up 条件が Supine 条件と Head up 条件より有意に低値を示した（p ＜
0.01）。総大腿静脈血流速度の増加量は、全ての運動間隔において Leg up 条件は Head up 条件、Supine 条件に比べて有意に低値を
示した（p ＜ 0.05）。【結論】総大腿静脈血流速度には、下腿パンピング運動の間隔の違いでは差は認めず、足部の位置がより強く
影響していた。

O39-2

大腸穿孔患者の大腰筋断面積と歩行能力との関連

国立病院機構 名古屋医療センター リハビリテーション科、2）独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター集中治療科、
金沢大学大学院医薬保健研究域保健学系

1）

3）

渡辺 伸一 1）、大野 美香 2）、森田 恭成 2）、鈴木 秀一 2）、染矢 富士子 3）
【目的】本研究では大腸穿孔術後の筋力低下に着目し，腹部 CT を用いて腰部主要筋の骨格筋断面積を定量的に評価し，歩行自立
との関連性を明らかにすることを目的とした．【方法】調査対象は，外科で大腸穿孔に対して，緊急開腹術を施行し，術後 ICU 管
理を行った 63 症例のうち除外基準に相当する 28 例を除いた 35 例に対し，歩行自立群（n ＝ 21）と歩行非自立群（n ＝ 14）の 2
群に分類した．患者背景・術前要因，術後経過要因，腰部主要筋の筋断面積の 33 項目に対して比較を行った．さらに，歩行自立
と関連する要因を多変量解析にて検証するために，歩行自立の可否を目的変数として，2 群間の比較で有意差を認めた項目を説明
変数としたロジスティック回帰分析を行った．【結果】歩行自立群は歩行非自立群と比較して，APACHE2 スコアにて有意に低値
であり，血清アルブミンにて有意に高値であった．また，ICU 滞在日数，初回端座位までの日数が歩行自立群で有意に短縮して
いた．転帰では歩行自立群が有意に自宅退院の割合が多く，転院の割合が少なくなっていた．ロジスティック回帰分析にて歩行自
立と関連する要因として抽出された項目は，APACHE2 スコア，転帰，大腰筋面積の 1 日当たりの変化率であった．
【まとめ】大
腸穿孔患者においては，術後の全身性の筋力低下が起こることを念頭に置いた上で，早期からの離床を目指す必要性が考えられた．
また，離床が困難な症例については十分なリスク管理のもとに，ベッド上でも行うことのできる筋力トレーニングを検討する必要
性が示唆された．

O39-3

生体肝移植術施行患者における周術期の身体運動機能に関する検討

長崎大学病院リハビリテーション部、2）長崎大学病院集中治療部、3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科移植・消化器外科、
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科内部障害リハビリテーション学

1）
4）

花田 匡利 1）、及川 真人 1,4）、名倉 弘樹 1）、関野 元裕 2）、東島 潮 2）、日高 匡章 3）、曽山 明彦 3）、江口 晋 3）、神津 玲 1,4）
【目的】生体部分肝移植術（Living-donor Liver Transplantation；LDLT）は，高侵襲手術であり，さらに移植肝（グラフト）の
定着に依存するため，術後の回復過程は一様ではない．LDLT では，術前からの低栄養および肝機能低下に加えて，術後では代謝
亢進状態のために骨格筋を中心とした身体運動機能にも多大な影響を及ぼすことが推測される．今回，LDLT 周術期における身体
運動機能の経時的変化について検討した．【対象と方法】LDLT 患者 17 例を対象に，握力，膝伸展筋力および大腿四頭筋筋厚，6
分間歩行距離（6MWD），ADL スコア（Barthel Index）を術前および術後 1，3ヵ月の時点で評価し，経時的推移を検討した．なお，
全対象者で周術期理学療法を実施した。【結果】対象者の平均年齢は 56 歳．手術時間は 768 分，出血量は 8266ml であった．左葉グ
ラフトが 15 例（88%）で，標準肝容積比は 39% であった．術後 1ヵ月において握力，膝伸展筋力，筋厚，6MWD で有意な減少を
認めたが，術後 3ヵ月では筋厚を除いて，術後 1ヶ月値より有意な改善を認めた．また，術後 3ヶ月における膝伸展筋力および筋厚
は，術前値の約 85% まで回復を認めた．ADL スコアは，術前，術後 1ヶ月，3ヵ月それぞれの間において有意な変化を認めなかった．
【考察】LDLT 患者の身体運動機能は，術後 1ヶ月において術前値より低下を認め，術後 3ヵ月で回復を示す結果となった．今回の
結果から，手術侵襲の影響が大きい術後早期の骨格筋機能を中心とした運動機能の低下予防，加えて運動療法による理学療法の長
期フォローアップの必要性が明らかとなった．
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O39-4

外傷性心室中隔穿孔を伴う多発外傷後に EMS を実施した一例

川崎医科大学附属病院

リハビリテーションセンター

佐藤 宏樹
【はじめに】鈍的外傷による外傷性心室中隔穿孔のリハビリテーションの報告は見当たらない．今回，心室中隔穿孔を含む多発外
傷を受傷した 72 歳男性患者に対して，理学療法を行い ,Electrical Muscle Stimulation（以下，EMS）を併用した . 良好な機能改善
が得られたので , その経過を報告する．【症例】 症例は 72 歳男性．職業は建設業．ドラム缶の爆発事故により顔面及び気道熱傷，
左第 5 肋骨骨折，左第 2 中手骨開放骨折，左上腕部挫滅，右脛骨開放骨折を受傷 .（RTS：5.23 ISS：43 Ps：0.17）救急搬送後の
心エコー検査にて心室中隔穿孔を認め（心尖部 , 最大径 21mm）, 翌日に緊急にて心室中隔パッチ閉鎖術及び IABP を挿入．第 3 病
日に IABP 抜去 , 第 5 病日から循環動態の改善とともに理学療法開始．第 11 病日に中手骨及び脛骨骨折に対して観血的整復術を施
行．右下肢は 8 週免荷となった．第 14 病日に立位練習まで離床を進めるも，第 18 病日に心エコーにて心尖部に左 ‐ 右シャントの
所見，心不全徴候出現し離床促進及びレジスタンストレーニングが一時禁止となった．同日から理学療法に加え EMS の併用開始
した．EMS はベルト式電極を用い，大腿部及び下腿部のすべての筋を対象とし，週 5-6 回の頻度で実施した．心不全症状軽快によ
り再度離床を進め，第 28 病日から PTB 免荷装具使用し平行棒内での歩行練習，第 94 病日より全荷重での歩行練習開始した . 第 121
病日に ADL 自立・独歩可能の状態で自宅退院し，翌週から職場復帰した . 退院時の 6 分間歩行距離は 360m であった．
【結果・考察】
外傷性心室中隔穿孔後，心不全徴候出現時においても安全に EMS を実施できた．心室中隔穿孔による心不全症状や下肢の外傷に
より早期離床及び活動量の確保に難渋したが理学療法に EMS を併用することで身体機能の低下を最小限に抑えることが可能で
あったと考えられる .

O39-5

心臓血管外科術後患者の在院日数延長要因の検討

佐世保市立総合病院

1）

リハビリテーション室、2）佐世保市立総合病院看護部 ICU、3）佐世保市立総合病院

古田 弘二 、立石 奈己 、松平 宗典 、槇田 徹次
1）

2）

3）

救急集中治療科

3）

【目的】当院において、心臓血管外科患者に術後クリニカルパス通りに、リハビリテーションが進まず、在院日数が延長するケー
スが時折見受けられた。在院日数が延長するケースにおいて、なにが要因になっているのかを検討した。【対象及び方法】2014 年
6 月から 2015 年 7 月までの期間に当院心臓血管外科で開胸術を施行され、リハビリテーションが開始となった 107 例を対象とした。
対象者の疾患名及び術式、術後合併症、人工呼吸器離脱までの日数、ICU 在室日数、歩行開始及び獲得までの日数、摂食状態を調
査した。
【結果及び考察】当院では、通常術後 2～3 週間での退院となるが、在院日数が延長するケースとして、術後の心不全、不
整脈、術後合併症等及び人工呼吸器離脱までの日数、食事を自己摂食できるか否か等の患者要因によるもが示唆された。術後の状
態で歩行開始が遅延し歩行獲得までに日数を要し、また嚥下機能の低下も退院、転院に影響している事が示された。術後合併症を
予防改善し歩行獲得、自己摂食につなげていくことが重要と思われる。在院日数が術後 6 週間をこえた延長ケースでは、歩行、嚥
下機能ともに非常に低下している事が多く、いかに在院日数の超延長ケースを少なくしていくことが必要と思われる。
【まとめ】
開胸術後のリハビリテーションとして、術後の合併症を予防し早期歩行獲得、嚥下機能の低下したケースには早期より嚥下機能改
善にむけ体制を整備していくことが ICU 在室日数、在院日数に関与していくことができると考えます。

O39-6

心臓血管外科手術による身体機能低下関連因子の検討

福山循環器病院

リハビリテーション課

大浦 啓輔、相方 由香理、井手迫 光弘、越智 裕介
【はじめに】心臓血管外科手術後患者は術後早期よりリハビリテーションを行うが、不動や手術侵襲による異化亢進のため身体機
能の低下を認めることがある。そこで本研究は心臓血管外科手術後患者の手術前後の身体機能低下関連因子を検討した。【方法】
対象は当院にて 2013 年 10 月～2015 年 3 月の間に待機的に心臓血管外科手術をうけた患者 120 例の内、手術前後に SPPB が計測でき
た 51 例（年齢 70 ± 11 歳、男性 29 例）。手術後 SPPB が低下した症例を低下群（16 例）、変化なし・改善した症例を維持群（35 例）
の 2 群にわけ、患者背景、術前身体機能、手術情報、術後情報などを比較検討した。【結果】2 群間の比較において患者背景では年
齢、性別などに有意差は認めなかった。併存疾患にて脳血管疾患（低下群 13％ vs. 維持群 0%, p ＜ 0.05）が有意に多かった。術前
身体機能では握力（低下群 22 ± 8kg vs. 維持群 28 ± 9kg, p ＜ 0.05）
、通常歩行速度（低下群 0.94 ± 0.24m/sec vs. 維持群 1.13 ± 0.30m/
sec, p ＜ 0.05）
、膝伸展筋力（低下群 35 ± 10%BW vs. 維持群 41 ± 9％BW, p ＜ 0.05）が低下群において有意に低値であった。手術
情報では術式、手術時間や出血量は両群に有意差は認めなかった。術後情報では術後自立歩行獲得日数は低下群 8 ± 5 日、維持群
4 ± 1 日であり低下群が有意に離床遅延していた（p ＜ 0.05）
。【結語】心臓血管外科手術後患者の手術前後の身体機能低下には術前
からの身体機能低下や術後の離床遅延が関連する可能性が示唆された。
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O40-1

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床③

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

第 11 会場

高度救命救急センター初療段階におけるせん妄発症状況の実態調査（DTS・bCAM を使用して）

山口大学医学部附属病院

先進救急医療センター、2）亀田医療大学

1）

成人看護学

嶋岡 征宏 、相楽 章江 、田中 美知代 、白石 知之 、宇多川 文子 、古賀 雄二 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】ICU におけるせん妄は急性疾患を原因とすることが多く、ICU に入室した時点ですでにせん妄を発症している可能性がある。
しかし、救命センター初療段階におけるせん妄発症状況に関する調査は見当たらない。
【目的】A 病院救命センター初療室に入室
した患者を対象にせん妄評価を行い、救命センター初療段階におけるせん妄発症状況の実態を明らかにする。
【方法】A 病院高度
救命センター初療室を使用し、同意が得られた 20 歳以上の患者 80 名に対して初療室で、せん妄トリアージ評価として Delirium
Triage Screen（DTS）を、せん妄評価として Brief Confusion Assessment Method（bCAM）を使用し、前向きにせん妄評価を行っ
た。両ツールの評価に必要なコミュニケーションが取れない患者は除外し、bCAM 陽性群をせん妄ありと判断した。その後
bCAM 陽性群の特徴を調査するため、救急病棟入室後の経過をチャートレビューにより調査した。分析は、SPSSVer.20 を使用し
て統計処理を行った。倫理的配慮として、実施施設の臨床研究センターの承認を得て実施した。
【結果】bCAM 陽性率は 10% であっ
た。bCAM 陽性群・陰性群の 2 群間で検定を行った結果、
［MAP］
、
［Ht］
、
［Hb］
、
［Alb］に有意差（p ＜ 0.05）を認めた。bCAM
陽性群の ICU 入室後の経過を調査すると、病棟入室後 24 時間以内に CAM-ICU 陽性、不穏・危険行動の出現や抑制帯を装着した
患者も認めた。【結論】救命センター初療段階でせん妄を発症している患者が存在することが明らかになった。せん妄を発症した
患者は、ICU だけでなく初療段階からスクリーニングすることで十分な診断評価、適切な処置、潜在的な医学的疾患の早期発見に
つながることが示唆された。

O40-2

集中治療室における急性腎傷害の発生とせん妄の関連についての検討

JCHO 東京城東病院、2）東京医療保健大学大学院看護学研究科、3）武蔵野赤十字病院

1）

井手上 龍児

、小林 圭子 、楠 さくら

1,2）

3）

集中治療室

3）

【目的】急性腎不全に代表される腎機能障害は，せん妄の危険因子の一つと目されるが，明確な診断基準に基づく検討は未だ行われ
ていない。本研究では，客観的な診断概念である急性腎傷害（Acute Kidney Injury: AKI）に着目し，ICU におけるAKI の発生がせ
ん妄のリスクを高めるかどうかを，後方視的コホート研究により調べた。また，ICUにおけるせん妄の危険因子の探索も併せて行った。
【方法】単施設における 2 年分の医療記録より，ICU 入室患者の背景や症状・処置に関する情報を収集した。事前の倫理審査にお
いて患者への直接的同意の取得は不要と判断されたが，施設の Web サイト上で研究計画を公開し，対象者が施設に連絡すること
によりデータの使用を拒否できる機会を設けた。収集した情報を基に，AKI および先行研究で明らかにされている既知の危険因
子に関して患者を群別し，ICU 入室後最初のせん妄発生をイベントとして，生存時間解析を行った。せん妄の危険因子の探索では，
Cox 比例ハザードモデルに合計 12 の変数を投入し，赤池情報基準（AIC）に基づく変数増減法を行った。解析には R（ver. 3.1.2）
を使用した。
【結果】対象期間中の ICU 入室患者のうち，115 症例が選定基準に合致し，そのうち 43 例にせん妄が認められた。AKI の有無によ
るせん妄発生状況は図に示すとおりで，ログランク検定の結果，有意差は認められなかった（p = 0.69）。重度 AKI（stage 3）と
それ以外に分けた場合も，両者の違いは有意ではなかった（p = 0.35）。既知の危険因子については，「年齢≧ 70 歳」（p = 0.049）
と「APACHE II score ≧ 20」
（p = 0.026）に有意差が認められた。Cox 回帰による危険因子の探索では，
「3 次救急での ICU 入室」
（HR
3.16, 95%CI: 1.42 ∽ 7.04），「APACHE II score ≧ 20」（HR 2.37, 95%CI: 1.22 ∽ 4.58）
，
「年齢≧ 70 歳」
（HR 1.71, 95%CI: 0.92 ∽ 3.19 の
三つが抽出され，前二者が有意に高いハザード比を示した。

O40-3

PRE-DELIRI model におけるせん妄予測の検討

愛知医科大学病院

1）

看護部、2）愛知医科大学病院

ICU、3）愛知医科大学

森 一直 、黒澤 昌洋 、中山 敬太 、藤田 義人 、畠山 登 、藤原 祥裕
1）

1）

2）

3）

3）

麻酔科学講座

3）

【目的】 当院 GICU は周術期集中治療室として周術期の患者を中心にケアを行っている。術後患者や呼吸不全、敗血症患者が多く
せん妄発症には注意しなければならない。集中治療を受ける患者がせん妄となってしまうと、死亡率の上昇や入院期間の延長、長
期的な認知障害、医療コストの上昇などを起こすため、CAM-ICU や ICDSC によるスクリーニングが行われている。これらは、せ
ん妄であるかどうかを判定するものであり、せん妄を予測できるものではない。今回、M van den Boogaard らが開発した PREDELIRIC model を使用し、せん妄予測の検討を行ったため報告する。
【方法】 2015 年 6 月、7 月に GICU に 3 日以上入室した患者で、
CAM-ICU が陽性であった 6 名と陰性であった 6 名の PRE-DELIRIC model の予測率による比較検討した。PRE-DELIRIC model に
は 10 の要素があり、年齢、APACH スコア、入院形態、意識、感染、代謝性アシドーシス、鎮静剤使用、モルヒネ使用、尿素濃度、
緊急入院から予測率を算出した。予測率は「DeliriumICU」アプリを使用し計算を行い、倫理的配慮としては、患者が特定されな
いようにデータ収集を行った。【結果】「DeliriumICU」アプリを使用し予測率を算出した結果、CAM-ICU 陽性であった 6 名の予
測率は 41％、39％、71％、63％、31％、70％であり、CAM-ICU 陰性であった 6 名の予測率は 13％、18％、48％、5％、26％、
15％であった。
【考察】 CAM-ICU 陽性であった 6 名と陰性であった 6 名とを比較した結果、陽性であった 6 名はすべて 30％以上で
あったのに対し、陰性であった 6 名の中で 5 名が 10％代であり、1 名が 48％であった。これらのことから PRE-DELIRIC model に
よる予測率が高ければ CAM-ICU が陽性となる傾向にあり、CAM-ICU 陽性となる前から早期にせん妄予防の介入が出来ると考え
られた。【結論】 PRE-DELIRI model におけるせん妄予測は、早期にせん妄予防の介入につながることが示唆された。
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O40-4

頸動脈血行再建術における過灌流症候群とせん妄についての評価

筑波メディカルセンター病院、2）旧

1）

筑波メディカルセンター病院

鈴木 利枝 、松井 智美 、金子 勇輝 、福田 久子 1）
1）

2）

1）

【目的】頸動脈血行再建治療として、内膜剥離術（CEA）と頸動脈ステント留置術（CAS）経皮的血管形成術（PTA）が行われて
いるが、術後合併症として過灌流症候群が挙げられる。術後過還流所見に加えせん妄を発症した症例と、過灌流の所見を認めたが
せん妄を発症しない症例があった。過灌流症候群とせん妄との関係性について検討したので報告する。【方法】2013 年 5 月～2015
年 7 月までの期間、定時手術に限定し頸動脈血行再建治療（CAS21 名・CEA34 名・PTA3 名）の患者 58 名の患者を対象とした。
対象年齢 60～87 歳 平均 74 歳。性別男性 51 名 女性 7 名。診療記録より、
（1）術後過灌流症候群の所見（SPECT 所見、医師が臨
床所見より過灌流症候群と判断したもの、血圧、自覚症状）
（2）降圧薬使用後血圧が医師の指示範囲内となるまでの時間、過灌流
症候群所見と合わせ、せん妄発症有無を後方的に調査した。せん妄の発症の判断には ICDSC ツールで 4 点以上をせん妄発症、4 点
以下をせん妄なしとした。【結果】過灌流症候群の所見があり、せん妄を発症した患者は 58 例中 9 例であった。そのうち、降圧薬
による血圧管理に時間を要した症例は 7 例であり、ICDSC ツール 4 点でせん妄を発症していた。過灌流の所見はあったが、せん妄
を発症しなかった患者は 57 例中 3 例であった。早期に血圧コントロールが図れた症例は 2 例で ICDSC ツール 4 点以下であった。1
例は血圧コントロールを有しなかった。過灌流症候群の所見がなくても、せん妄を発症した症例は 4 例であり、血圧コントロール
を必要としなかった。【考察】血圧上昇が続くと過灌流の状態が遷延し、せん妄を発症しやすいと考えられる。そのため、術後過
灌流症候群の所見を認めた場合は、バイタルサインや自覚症状の継続した観察とともに、降圧薬使用による速やかな血圧コント
ロールがせん妄予防の一予測項目であることが示唆された。

O40-5

ICU・HCU 看護師のせん妄に対するとりくみ～CAM － ICU 導入前後の意識と行動の変化～

都城市郡医師会病院
佐藤 支保、本田 飛鳥、仮屋 千穂
【背景】A 病院、ICU・HCU はオープン型の運営形態であるため、各科主治医の事前指示に従い看護師の判断で対応することが多い。
その中で、不眠やせん妄の対応に個人差があることを問題と捉え本研究を行った。
【研究方法】看護スタッフを対象に学習会を行い、
その前後で在院日数、人工呼吸療法期間、自発覚醒トライアル（SAT）開始までの日数、せん妄発生率と薬物療法の調査を行った。
対象期間は学習会前の 11ヶ月間（A 期間）と、学習会後の 11ヶ月間（B 期間）とし、カルテより情報収集した。【倫理的配慮】意
識調査は自由参加であること、個人が特定されないよう配慮し、データは研究のみに使用することを書面で説明した。
【結果】学
習会前の調査では、せん妄を正しく理解していると答えたものは 24％と低い割合であったが、半年後の調査では 94％に増えた。
また「予防に努めるようになった」「せん妄の評価回数が増えた」の回答が増加した。延べ入院患者数、入室時 SOFA スコアは両
期間で差はなかったが、平均在院日数は 5 日間の短縮となった。せん妄発生率は A 期間 10．7％、B 期間 13．1％と増加していた。
人工呼吸器使用率は A 期間 46．7％、B 期間 36．4％と差があったが、SAT 開始までの期間は両期間で有意差はなかった。薬剤療
法についてはブロチゾラムとゾルピデム、抑肝散の使用率が減少し、リスペリドンが増加した。
【考察】せん妄は患者の予後や医
療費の増大と関連しており、早期発見と予防が重要である。本研究では、評価ツールの導入がせん妄と認識されるケースの増加に
つながり、また、予防を目的とした薬物療法に変化したことが示唆された。しかし、過活動型のせん妄にのみ焦点を当てており、
発見されにくい低活動型せん妄への対策は今後の課題である。
【結語】CAM － ICU の導入により、せん妄に対する知識や対処方
法についてスタッフの認識は向上した。

O40-6

A 病院集中治療室における ABCDE バンドル導入の活動報告

国際親善総合病院
菅 侑也、佐々木 亜理沙、飯島 正美、澤田 大輔
【背景と目的】近年 ,ABCDE バンドルや J-PAD ガイドライン , 人工呼吸器離脱に関する 3 学会合同プロトコルが公表された . これら
は集中治療領域に携わるすべての医療者に共通の言語として適切に認識・活用され , 患者のアウトカム改善に繋がることを期待さ
れているが , 我が国の ICU は鎮痛・鎮静・せん妄評価のルーチン化は立ち後れている現状である . そして諸戦略は多職種のチーム医
療が重要であり , 如何に導入・継続するかが臨床現場の課題である . 当 ICU は「ABCDE バンドルワーキングチーム」を 2013 年に発
足 . 指針内容の周知・広報活動・各分野（疼痛 :BPS,NRS. せん妄 :ICDSC）の評価ツールの導入を行ったため活動内容と結果を報告
する .【方法】対象 :ICU 看護師 , 医師 , 関係職種 . 期間 :2013 年 12 月より活動開始 . データ集計期間 :2015 年 4 月～7 月 . 活動内容 :2013 年
12 月～2014 年 3 月 : せん妄の認知度向上を図るため「せん妄新聞」という A4 用紙にテーマを設けた資料を全 4 回に分けて配布 . 配
布先は当院の各診療科部署 . 医師には ICU 合同カンファレンス時に配布 .2014 年 4 月～2015 年 3 月 : 次年度せん妄スケール導入に向け ,
せん妄をテーマにしたミニレクチャーを ICU 看護師対象に全 3 回開催 . 勤務中に行えるよう 15 分間で行い , 全員聴講するまで開
催 .2015 年 4 月 :ICDSC 導入 , 使用率集計開始 .ABCDE バンドルをテーマに 1ヶ月毎にミニレクチャーを開催 . 集計は Excel を使用 .ICU
入室全患者対象とし各勤務帯の記録から集計 .6 月から NRS,BPS 使用率集計開始 .NRS は ICU 入室となった外科術後患者 ,BPS は人
工呼吸管理患者を対象 . 結果は病棟会で月次報告した 【
. 成績】ICDSC 使用率は 4 月 82.8％,5 月 83.1％,6 月 86.9％,7 月 88.4％. 疼痛スケー
ル使用率は 6 月 NRS46.3％,BPS48.3%.7 月 NRS65.9%,BPS50% だった .【結論】使用率からせん妄評価は定着し始めていると考えられ
る . 疼痛評価はせん妄評価より低い使用率となった。
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栄養管理①

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 12 会場

ICU 入室中の筋肉量減少と予後の関連性

徳島大学大学院
徳島大学大学院

1）

3）

医歯薬学研究部
医歯薬学研究部

代謝栄養学分野、2）徳島大学病院
麻酔疼痛治療医学

救急集中治療部、

堤 理恵 1）、大藤 純 2）、井内 茉莉奈 1）、小野寺 睦雄 2）、堤 保夫 3）、今中 秀光 2）、原田 永勝 1）、西村 匡司 2）
【目的】重症患者の栄養評価においては病態・病勢の著しい変化に伴い、包括的かつ繰り返しの評価が必要となる。本研究では、
ICU 患者の入室後の体組成の変化と予後の関連性について検討を行った。
【方法】徳島大学病院 ICU に入室した成人患者 46 人を対象とした。体組成計は BioScan920 － II（Malton）及び PhysionMD（日本シュー
ター）にて入室後 1,3,5,7 日目に測定した。BMI、APACHEII スコア、入室後 60 日死亡率、人工呼吸器装着日数を記録した。統計
処理には GraphPad Prism を使用し t-test 及び Spearman correlation test を行った。
【結果】対象患者の平均年齢は 63.5 ± 12 歳（男性 29 人、女性 17 人）
、平均 BMI は 22.34 ± 6.41kg/m2、APACHEII スコアの中央値
は 24（11-42）であった。下肢筋肉量は入室時の値と比較して 3 日目に 21.3 ± 4.5%, 5 日目に 32.4 ± 6.9% 7 日目に 43.6 ± 6.7％と著明
な減少を示した。同様に上肢筋は 3 日目に 18.3 ± 6.2%, 5 日目に 25.4 ± 7.6% 7 日目に 41.8 ± 7.7％、体幹筋は 3 日目に 15.1 ± 7.2%, 5
日目に 20.3 ± 6.9% 7 日目に 35.6 ± 5.4％と減少した。3 日目までの全身筋肉減少率は入室時の位相角（r2=0.674）及び APACHEII
（r2=0.453）と有意な相関を示した。
【考察】ICU 入室患者では下肢のみならず上肢・体幹の筋肉量減少も著しく、予後不良の患者で筋肉量減少が著明である可能性が
示唆された。

O41-2

ICU acquired weakness 発症患者における筋力及び筋肉量の回復推移～栄養摂取量との関連に着目した一考察～

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部、2）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 NST、
聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部、4）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 救命救急センター

1）
3）

松嶋 真哉 1,2）、根本 慎司 1）、吉沢 和也 1）、横山 仁志 3）、渡邉 陽介 3）、武市 梨絵 3）、吉田 英樹 4）、吉田 徹 4）、桝井 良裕 4）
【背景】重症患者特有の筋力低下である ICU acquired weakness（ICU-AW）が近年注目されているが , その発症後の経過を示した
報告は少ない . 今回 ICU-AW を発症した患者に対して早期からリハビリテーション（リハ）介入を行い , 筋力及び筋肉量の回復推移
を得たため , 栄養摂取量との関連に着目し後方視的に考察した .【症例】25 歳 , 男性 . 原因不明の心肺停止にて搬送され ,IABP,ECMO
及び人工呼吸器での管理となった . 第 2 病日よりリハを , 第 7 病日より他職種での栄養サポートを開始した . 第 7 病日 IABP と ECMO
が離脱となり , 離床を開始した . 第 12 病日に抜管し , 翌日 ICU 退出となったが重度の筋力低下（Medical Research Council sum score
＝ 17）を認めた .【経過】介入から 17 病日までは , 嚥下障害や下痢などの問題があり必要とされる栄養摂取量が得られず , リハもベッ
ドサイドでの離床が中心であった . 第 18 病日に訓練室へ移行 , 自覚症状に合わせて負荷量を漸増し , 第 46 病日に Harris-Benedict 式で
算出された必要 Kcal の摂取が可能となった . 筋力と筋肉量の推移を第 18～46 病日（T1）と第 46～90 病日（T2）の 2 期に分けて示す .T1
において , 平均握力は 11.0 から 16.3kgf, 平均脚伸展筋力は 14.4 から 44.3N・m へ改善した（Celeration line の傾きはそれぞれ 0.23,1.54）.
生体インピーダンス法を用いた筋肉量は 19.2 から 20.0kg へわずかな改善に留まった .T2 では , 平均握力が 18.8 から 30.0kgf へ , 平均脚
伸展筋力が 49.0 から 89.7N・m へ改善した（Celeration line の傾きはそれぞれ 0.49,2.41）. また , 筋肉量は 20.0 から 23.0kg へ 15.0% 改
善した . 最終的に , 第 90 病日に杖歩行で転院となった .【考察】ICU-AW 発症後 , 栄養摂取量が必要 Kcal に満たない時期にも筋力は改
善するが , 筋肉量は必要 Kcal が摂取可能となった時期から顕著に増加し , 筋力の改善率も向上する結果を認めた . よって ,ICU-AW を
発症した患者には早期リハに加え , 栄養摂取量を可及的速やかに向上させるようなアプローチの必要性が高いと考えられた .

O41-3

本邦 ICU における人工呼吸器装着症例の間接熱量測定：連続 80 症例の測定

製鉄記念八幡病院

救急・集中治療部

海塚 安郎
栄養療法時 , 侵襲後 1 週間の投与熱量は , 簡易推算式値より控えめな設定が望ましいとされる . しかし , そのような結論を導き出した
RCT の対象患者は , 平均 BMI28-30, 年齢も 50-65 歳を対象としている . 本邦での投与熱量設定の元になるべき重症患者急性期の消費
熱量に関する詳細な検討はない。【目的】当院 ICU で挿管呼吸管理を行った症例における消費熱量測定（EE）検討から , 個々の症
例おける至適投与熱量を推定する .【方法】2013.01 から 2.5 年間 , 内因性疾患で 3 日以上挿管管理を行い , 抜管まで連続して EE を測
定した , 連続 80 症例のうち 11 症例を除外（高度脳障害 ,EE 測定不能）した 69 症例に関し 1）患者背景 .2）全症例平均消費熱量値 .3）
BMI と消費熱量の関係を検討する【結果】1）年齢 73 ± 11.4,BMI21.8 ± 4.58（BMI ＜ 20:31.9%）, APACHEIIscore=24.0 ± 3.98, 死
亡率 23.2％. 2）EE=1244 ± 295.7kcal/day,EE/BW=23.5 ± 5.14kg/kcal/day. 3）BMI と EE/BW の相関係数 =-0.608（p ＜ 0.01：スピ
アマンの順位相関係数）, 単回帰分析；y（kcal/kg/day）=-0.655 × x（BMI）+37.5（p ＜ 0.01）.【考察】当院 ICU 症例は , 欧米から
の報告と比しより痩せ , 高齢症例である . 今回の検討で低 BMI ほど有意に体重当たりの消費熱量が増加する負の相関が示された . こ
のような低 BMI 症例における推算式での補正法は確立されていない . 侵襲度が高い場合には痩せ , 高齢では , 体内蓄積（筋肉 , 脂肪）
が不足しており nutrition risk が高いと言える . 痩せ , 高齢症例での意図的な underfeeding は , 累積栄養負債による予後不良の可能性
を排除できず , 更に回復後の ADL 低下が危惧される .【結論】本検討での BMI からの EE 予測式は , 特に nutrition risk のある症例で
有用性が示唆される .
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O41-4

人工呼吸管理を含む集中治療を実施した急性心不全患者への栄養療法

堺市立総合医療センター
堺市立総合医療センター

1）
3）

呼吸器内科、2）堺市立総合医療センター
循環器内科

栄養サポートチーム、

郷間 厳 1,2）、小原 章敏 3）、西田 幸司 1）
【目的】人工呼吸を要する急性重症心不全病態への栄養療法と効果については未だ明確な指針は得られていないと考える．特に，
循環動態が落ち着いておらず経腸栄養開始が難しい時期の静脈栄養の有用性は明らかになっていない．ICU で集中治療中の栄養療
法が経過に与える影響を NST 介入記録より検討して今後の指針の参考とすることを目的とした．
【方法】週 1 回実施している ICU 入室中重症例への NST 回診症例のうち人工呼吸管理を必要とする急性重症心不全症例の栄養投与
と状態の経過に対する後ろ向き観察研究．
【結果】2012 年 9 月から 2015 年 3 月までの ICU 入室重症患者への NST 介入実症例数 204 例中，急性心不全症例は 35 例であった．初
回介入時の ICU 在室平均日数は 4.7 日．男性 19 例，女性 13 例．平均年齢 70.6 歳．急性心筋梗塞 23 例，心肺停止蘇生後心不全 2 例，
慢性心不全増悪 10 例．初回回診時の蛋白投与の有無がエネルギー投与量 500 kcal 以上か以下かを分けることになっており，蛋白
投与ゼロの 19 例では，投与エネルギーは平均 277 kcal（0～500 kcal）
，蛋白投与ありの 16 例では投与エネルギーは平均 934 kcal（560
～1337 kcal）であった．30 日以内死亡は 8 例認め，このうち 6 例が初回の回診時の蛋白投与がなかったが，ECMO 使用 3 例を含み，
より重症の病態であった．30 日以内生存 27 例のうち初回回診時の血清アルブミン値は平均 2.6 g/dL，経過中のアルブミン値最低
値は蛋白投与が遅かった群と早期開始の群で，いずれも平均 2.1 g/dL であった．長期療養を要した 1 例を除く生存 26 例中，早期蛋
白投与なし 13 例，あり 13 例とすると入院期間はそれぞれ 32.2 日と 44.5 日であった．
【考察および結論】今回検討対象症例の大半は，悪化前に慢性の栄養障害がなかったと推測され，生命予後の点からは一時的な
underfeeding は許容される可能性が考えられた一方で，入院期間に対しての栄養療法の影響は明確とならなかった．

O41-5

心不全入院患者に対する栄養管理と指導

社会医療法人近森会

1）

宮島 功

近森病院

―

文献検索とメタ解析

臨床栄養部、 高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座
2）

、矢田部 智昭 、田村 貴彦 2）、横山 正尚 2）

1,2）

2）

【緒言】心不全入院患者に関する早期栄養管理に関する明確なエビデンスはない。また、入院中の栄養指導が再入院予防に有効で
あるとする研究がある。心不全入院患者に対する栄養管理と指導が再入院率および死亡率に与える影響について文献検索とメタ解
析を行った。
【 方 法 】 栄 養 管 理 に つ い て は 2015 年 4 月 に PudMed，Cochrane Library，Ovid medline， 医 中 誌 で（
（heart failure OR cardiac
failure OR cardiac insufficiency OR cardiac dysfunction）AND nutrition AND randomized）をキーワードに、栄養指導について
は 2015 年 7 月 に、PudMed で（diet OR counseling OR education OR nutrition）AND（randomized）AND（heart failure OR
cardiac failure OR cardiac insufficiency OR cardiac dysfunction） お よ び、（heart failure OR cardiac failure OR cardiac
insufficiency OR cardiac dysfunction）AND（multidisciplinary and randomized）をキーワードに各々ランダム化比較試験を抽出
した。文献検索と精査は栄養管理については独立した 3 名で、指導については 2 名で行った。メタ解析は Review Manager Version
5.3（RevMan）（The Cochrane Collaboration, 2014; The Nordic Cochrane Centre,Copenhagen, Denmark）を用いて行った。
【結果】栄養管理について検索された論文は 299 編あり、条件に合致した 39 編を精査したが、心不全患者の早期栄養管理について
の研究はなかった。指導については重複した 174 編を除く 1297 編のうち条件に合致した 35 編を精査した。入院中の栄養指導は，
90 日、180 日以内の再入院率を有意に低下させた（オッズ比 0.53［0.37-0.76］, p=0.0004; 0.44［0.27-0.72］, p=0.001）
。しかし、死
亡率には影響しなかった。
【結語】心不全入院患者の早期栄養管理に関する研究はなく，今後，この分野での研究の必要性が明らかになった。また、入院中
の栄養指導は，患者の再入院率を低下させることが明らかなとなった。

O41-6

集中治療室における急性期心不全患者の血中 BNP と栄養状態の関連性の検討

社会医療法人近森会

近森病院

臨床栄養部

宮島 功、宮澤 靖
【はじめに】血中 BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド：brain natriuretic peptide）は、心不全が重症であるほど血中濃度が高値を
示し、心不全のバイオマーカーとして心不全診療に利用されている。BNP と栄養状態の関係についての報告は少なく、今回、急
性期心不全患者の血中 BNP 値と栄養状態の関連性について検討した。
【方法】対象は、2014 年 9 月から 2015 年 5 月に、心不全にて当院集中治療室に入院した患者とし、緊急手術患者は除外した。入院
時の血中 BNP 値で 3 分位に群分けし、BNP が低値の群から、Q1、Q2、Q3 とし、各群の患者背景および栄養関連因子について比
較検討を行った。
【結果】対象者数は、139 名（男女比＝ 75：64）で、平均年齢は 79.0 ± 11.3 歳であった。各群間で年齢、性別に有意差は認めなかっ
た。入院時の EF は、BNP の値が最も低値である Q1 に比べ、Q3 で有意に低値であった（50.3 ± 16.9、41.6 ± 14.8、％：p ＜ 0.05）。
また、BMI は Q1 に比べ Q3 で有意に低値であり（24.5 ± 4.3、21.3 ± 3.3kg/m2：p ＜ 0.01）
、％AMC においても Q1 に比べ Q3 で有
意に低値であった（109.0 ± 13.6、100.1 ± 10.9％：p ＜ 0.01）
。また、栄養状態の指標である MNA-SF は Q3 が Q1 に比べ有意に低値
であり、CONUT スコアは有意に高値であった。ICU 在室日数および在院日数は、有意差は認めなかったが BNP が高値の群でよ
り長期となる傾向にあった。また、退院時の Alb 値が Q3 は Q1 に比べ有意に低値を認めた。
【考察】血中 BNP の値が高値の患者ほど、EF は低値であり心機能の低下が示唆された。また、BNP が高値の患者ほど、痩せ型で骨
格筋が少なく、栄養状態が悪い傾向にあり、入院時の血中 BNP の値が栄養状態および体格、骨格筋量に関連があることが示唆され
た。また、退院時のAlb 値も低値を示しており、入院時の BNP が高値の患者は、より積極的な栄養サポートが重要であると思われる。
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栄養管理②

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

O42-1

演題取り下げ

O42-2

本邦 ICU での経腸栄養と予後への影響について 国際栄養調査 2011 と 2013 の結果から

第 12 会場

神戸市立医療センター中央市民病院 麻酔科 /NST、2）自治医科大学附属さいたま医療センター 集中治療部、
名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔・危機管理医学分野、4）東北大学病院 高度救命救急センター、
5）
聖路加国際病院 循環器内科

1）
3）

東別府 直紀 1）、讃井 將満 2）、祖父江 和哉 3）、佐藤 武揚 4）、水野 篤 5）
【目的】本邦 ICU での経腸栄養の予後への影響を検討する。【方法】ICU に 72 時間以上滞在し、人工呼吸を行った症例を対象とし
た前向き観察研究である国際栄養調査 2011 および 2013 に登録され、かつ 1 週間以上 ICU に滞在し、経腸栄養（EN）のみ行った症
例を対象とし、本邦と本邦以外の全世界を比較した。観察項目は EN 開始日数、エネルギー充足率（エネルギー投与量 / 目標エネ
ルギー量、以下充足率）、APACHE2score、ICU 入室理由、BMI（以上をロジスティック解析で共変量とした）
、その他の基礎情報。
目標エネルギー決定法は各医療者に委ねられた。アウトカムは ICU 入室後 60 日までの死亡率。カイ二乗検定、Mann-Whiteny の U,
ロジスティック回帰分析を行った。
【成績】本邦 :169 症例（うち死亡 37 例）, 全世界 :3655 症例（うち死亡 872 例）を解析した。充
足率は本邦では中央値 ;49.0%, 四分位範囲（31.6 - 65.6）（以下同様）
。入室後 EN 開始日数は 1.59（0.91-2.83）
。世界では充足率は 68.7
（50.9-82.5）EN 開始は 0.96（0.43-1.89）。,APACHE2score は本邦 23（18-29）, 世界：21（16-27）.BMI は本邦：22.2（17.6-25.5）, 世界 :26.0
（22.9-30.5）。入室理由は本邦 : 内科系疾患が 61.5%, 予定手術後 10.7％, 緊急手術後が 27.8%, 世界 : それぞれ 72.0%,7.7%,20.4% であった。
ロジスティック回帰では充足率と EN 開始時間の相関係数が高かった（r=-0.54）ため別々に解析したが、本邦で死亡率低下に関連
するのは高いエネルギー充足率（p=0.02,10% 毎に OR;0.75, 95%CI; 0. 62-0.90）
、内科系疾患入室に比して緊急手術後であることであっ
た。 全 世 界 は 低 い APACHE2score、 入 室 理 由（ 本 邦 と 同 様 ）
、 高 い BMI、 早 期 の EN 開 始（p ＜ 0.01,1 日 の 遅 延 で OR;1.13,
95%CI;1.07-1.2）が低い死亡率に関連した。【結論】本邦と世界では死亡率に関連する因子が違った。その要因としては本邦では
BMI が低く、エネルギー充足率が低いことより、エネルギー投与の予後改善効果が強く、かつ過量投与が少ない可能性があった。

O42-3

当院における国際栄養調査の結果と今後の NST の役割

大浜第一病院

診療技術部

栄養給食科

富田 仁美
【目的】当院の ICU は 6 床でオープンタイプである。今後 NST チームにて、ICU における栄養管理の構築をめざし現状把握と課題
を抽出する。
【方法】ICU における国際栄養横断調査 2014 へ参加し 17 症例における実際の栄養管理について登録した。【成績】平
均年齢は、世界平均が 59.2 歳、アジアで 62.9 歳、当院は 71.2 歳で高齢であった。ICU 入室から経腸栄養開始までの時間は 48 時間以
内が推奨されているが、当院では 117 時間で大幅に超えていた。要因としては、循環動態が不安定である場合もあるが、医師の考
えの違いにより、開始時期のタイミングがまちまちであった。ICU 入室から 12 日間での EN のみでのエネルギー、蛋白質充足率と
もに世界、アジアの平均を下回っていた。【結論】課題は山積している。高齢者が多いことも影響している可能性はある。今後、
当院 NST チームでは、回診時に栄養プランを提案するだけでなく、これらの結果を踏まえて、まずは ICU の人工呼吸器管理時に
おける経腸栄養のプロトコールを作成し、主治医やスタッフ個々に影響されない栄養療法を患者へ提供していき、医原性のサルコ
ペニアや褥瘡発生の減少をはかっていく。また、プロトコール導入の効果についてモニタリングし、重症患者における栄養管理の
重要性を院内で啓蒙していくことも役割として担っていく。
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O42-4

国際栄養調査結果からみた ICU の栄養管理の現状と課題

済生会横浜市東部病院

1）

栄養部、2）済生会横浜市東部病院

集中治療科

原口 さやか 、大村 和也 、工藤 雄洋 、藤谷 朝美 、高橋 宏行 2）
1）

2）

1）

1）

【背景】集中治療領域において、早期経腸栄養や適正量の栄養補給がガイドラインでも推奨されている。しかし実際の臨床ではこ
れを達成できていない症例も多い。当院では ICU に管理栄養士が配置され、カンファレンスで多職種により栄養処方を検討して
いる。【目的】国際栄養調査において、ICU における栄養管理に関する観察研究がなされており、今回本研究に参加したので当院
における ICU の栄養管理について報告する。【方法】対象：国際栄養調査のプロトコルに従い、ICU 入室時もしくは入室後 48 時間
以内に人工呼吸管理を要し、72 時間以上 ICU に滞在した 18 歳以上の患者 30 例（71 ± 13 歳、男性 26 例・女性 4 例）
。期間：2014 年
10 月～2015 年 2 月内容：栄養補給ルート・開始時期・補給内容、血糖値【結果】調査期間中に腸を使用できなかったのは 2 例。経
腸栄養を実施した 28 例において、開始時期は ICU 入室後 38 時間であった。また内 11 例は経静脈栄養と併用で栄養補給が行われた。
目標栄養量の 80％を達成したのは、エネルギーは入室 7 日目、たんぱく質は入室 8 日目であった。血糖値は 141 ± 39mg/dL、総入
室日数あたり 180mg/dL 以上を示したのは 14％（0-71％）、入室中低血糖を示した例はなかった。【考察】当院 ICU において、経腸
栄養は早期に開始できており、また入室 1 週間で目標栄養量の 80％をほぼ達成できていた。しかし、目標量に近づけることはでき
ているが、急性期における適正な投与量の把握は難しく、行われた栄養療法の評価も重要であると考える。また平均血糖値は 140180mg/dL 内であったが、入室中に高血糖であった日数は症例によって 0-71％と大きな差がみられ、課題として血糖管理が挙げら
れる。今後は目標栄養量の設定と投与栄養内容の見直しを行い、個々の患者の病態や重症度にあわせた栄養療法へつなげていきた
い。

O42-5

国際栄養調査 2013：本邦におけるグルタミンの投与の実態

自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター

1）

3）

麻酔科集中治療部、2）神戸市立医療センター中央市民病院
看護部

麻酔科／NST、

小山 洋史 1）、東別府 直紀 2）、中川 温美 3）、神尾 直 1）、讃井 將満 1）
目的：本邦の ICU において、実際のグルタミンの投与量や予後への影響についての大規模なデータは今までにない。2013 年の国
際栄養調査の結果から、グルタミン投与に関してのデータの解析を行ったので報告する。
方法：2013 年に 25 カ国 190 施設（本邦 20 施設）の ICU において、ICU に入室して 48 時間以上人工呼吸器を要した 18 歳以上の患者
を横断的に調査して、入室から 12 日間の栄養投与と臨床データの採取を行った。本データを基に、本邦と海外におけるグルタミ
ン投与患者の割合、投与量、グルタミン投与を行った疾患群に関して比較を行った。グルタミン投与、並びに投与量と死亡との関
連について解析を行った。
結果：グルタミンの投与が行われた患者の割合は海外 4.8%（177/3661）
、本邦 26.6%（101/379）であった（＜ 0.05）。投与群にお
ける投与日 1 日当たりの平均投与量は海外 22.9g/day（0.31g/kg/day）
、本邦で 8.7g/ 日（0.15g/kg/day）であった（＜ 0.05）。年齢
の中央値は海外投与群 61 vs 非投与群 63（＝ 0.30）、本邦 66 vs 68（＝ 0.39）であり、APACHE2 スコアの中央値は海外投与群 21vs
非投与群 22（＝ 0.42）
、本邦 25vs22（＜ 0.05）であった。投与群においては海外では外傷が多く（海外 27.7%vs 本邦 6.9%）、本邦で
は心血管系が多かった（海外 3.4%vs 本邦 32.6%）。多変量解析において、海外ではグルタミン投与と 60 日死亡が関連し（＜ 0.05 オッ
ズ比 1.73）、総投与量と 60 日死亡とも関連した（＜ 0.05 オッズ比 1.19）
。一方本邦のデータでは、グルタミン投与群が有意に 60 日
死亡の低下と関連があったが（＜ 0.05 オッズ比 0.39）
、総投与量との関連は認められなかった（＝ 0.77）
。
結論：海外と比較して、本邦においてのグルタミンを投与した患者の割合は多く、投与日 1 日あたりの投与量は少なかった。既存
のデータと同様に、海外では投与群で死亡と関連があったが、本邦では死亡の低下と関連があるという逆の結果となった。投与量
や疾患群の差異による影響が示唆された。

O42-6

集中治療領域における胃蠕動薬の使用状況について～国際栄養調査の結果から～

聖路加国際病院

1）

循環器内科、2）神戸市立医療センター中央市民病院

水野 篤 1）、東別府 直紀 2）
【目的】集中治療領域における Gastroparesis は 30～50％と高頻度に認められ、電解質および血糖コントロールを行う事やオピオイ
ドなどの胃蠕動を妨げる薬剤を中止する以外に、エリスロマイシンやメトクロプラミドなどの胃蠕動薬の投与が一つの治療法とな
る。日本においては集中治療医の判断で各薬剤の適応を検討されているが、これらの胃蠕動薬の使用状況に関してはほとんど情報
がない。
【方法】調査対象基準は 2013 年に施行された国際栄養調査対象症例全例である。国際栄養調査の対象は集中治療室入室前
後より気管挿管 , 人工呼吸を行い、72 時間以上の集中治療室滞在した , 各施設連続 8 症例以上である。本研究における胃蠕動薬には
エリスロマイシン、メトクロプラミド、ドンペリドン、イトプリド、モサプリド、パンテノールが含まれた。【成績】総 34420 症
例日の中、日本では 3451 症例日が登録されていた。胃蠕動薬の投与は 11.0% であり、全世界では 17.6% でありやや日本では少ない
傾向にあった。日本での胃蠕動薬の投与割合は胃蠕動薬投与された症例日中、エリスロマイシン
（8.2%）
、メトクロプラミド
（48.8%）、
ドンペリドン（20.3%）、イトプリド（12.4%）、モサプリド（33.0%）
、パンテノール（0.3%）とメトクロプラミドが最も多い状況で
あった。
【結論】日本での胃蠕動薬の投与状況の現状を判断し、今後実際の Gastroparesis の頻度および治療介入の質に関して検討
してゆくべきだと考えられた。
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O43-1

消化器①

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

第 13 会場

集中治療における D 体乳酸値上昇は腸管壊死（虚血）と関連する

札幌医科大学

1）

医学部

集中治療医学、2）東京医科大学

医学部

麻酔科学講座

集中治療部

吉田 真一郎 、升田 好樹 、巽 博臣 、片山 洋一 、数馬 聡 、高橋 科那子 、今泉 均 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【緒言】ICU における腸管虚血症例はしばしば致命的となるが，診断に用いられる検査は限定的である．日常的に測定される L 体
乳酸は，高値であるとき腸管虚血を疑う所見の一つと考えるが，特異性が低く，虚血組織局在を示すことは困難である．D 体乳酸
は，哺乳類の組織中で産生されないが，腸管細菌叢で産生され，これを利用した腸管病変診断について有用性が報告されている．
【対象と方法】ICU 管理中に開腹手術にて腸管壊死と診断した症例（intestinal ischemia: II 群），敗血症性ショック症例（septic
shock:SS 群），ショックを伴わない高 L 体乳酸血症を呈した症例（HL 群）を後ろ向きに抽出し，当 ICU で過去に採血・保存されて
いた検体について D 体および L 体乳酸値を比較した．L 乳酸と D 乳酸の測定はそれぞれ，血液ガス分析装置（電極法）と酵素吸光
度法を用いて行った．II 群は壊死腸管切除術前 24 時間以内または術直後に採血されたものとし，SS 群と HL 群の検体は，全身状態
不良で検体保存が適当と判断した時期（入室時，高 L 体乳酸血症増悪時，血液浄化療法施行直前など）に採血されたものとした．
入室時心停止例，入室後 24 時間以内の死亡例は除外した．
【結果】II 群（n=12）
，SS 群（n=18）
，HL 群（n=8）の 3 群間で比較した．
L 体乳酸平均値は HL 群が SS 群に対して有意に高く（102 vs 48mg/dL, p=0.002）
，II 群は 60mg/dL であった．一方 D 体乳酸平均値
は II 群が SS 群に対し有意に高値（1.29 vs 0.59mg/dL, p=0.025）で，HL 群は 0.70mg/dL であった．
【考察・結論】D 体乳酸値は，
動脈遮断といった直接的腸管血流障害で高値となることが示されている．一方，ICU 管理中の重症病態には，ショックや腹腔内圧
上昇など間接的に腸管血流障害となりうる要因が混在しうる．本研究の結果から，重症病態の中でも外科的切除を要する腸管壊死
症例は，D 体乳酸が診断の補助的バイオマーカーとなる可能性が示唆された．

O43-2

開心術後の非閉塞性腸間膜虚血症例の検討

神戸市立医療センター中央市民病院
川上 大裕、植田 浩司、下薗 崇宏、美馬 裕之、山崎 和夫
【はじめに】非閉塞性腸間膜虚血（NOMI）は，開心術後や透析患者で多く，透析患者の開心術後院内死亡原因は，NOMI が心イ
ベントに次いで多いと報告されている．NOMI は致死率が高く予後不良な疾患であり，当院における開心術後 NOMI の診療の実態
を調査した．
【対象・方法】2012 年 7 月から 2015 年 6 月までの開心術患者を対象とし，NOMI の発症割合，発症までの期間，基礎疾患，治療，
転帰などについて後方視的にカルテレビューを行った．
【結果】4 年間の開心術症例数は 1218 例であり，そのうち血管造影検査もしくは術中所見で診断された NOMI は 4 例（0.33%）であっ
た．性別は男性 3/4 例，年齢は 84.5（79.5-85.3）歳で，3/4 例が透析患者であった．NOMI の発症は術後 29（15.5-40.3）日であり，
3/4 例で NOMI 発症前に術後再開胸を行っており，術後肺炎や縦隔炎を合併していた．また，全症例で NOMI 診断時に AST，
LDH の上昇を認め，乳酸値は 2.8mmol/L（2.8-3.25）であった．3/4 例で血管造影後動注療法を施行し，1/4 例で腸管切除術を施行
した．いずれの症例も院内死亡に至り，その日数は NOMI 発症後 54.5 日（25.3-110.8）であった．
【考察】当院の NOMI 発症割合は 0.33% で，これまでの報告と同等の結果であった．これまでの開心術後の NOMI の報告では，術
後早期の発症が多く報告されているが，本研究での NOMI の発症は術後 29（15.5-40.3）日と術後晩期に発症していた．術後晩期に
発症した症例はいずれも再開胸，縦隔炎，肺炎などの術後合併症で治療に難渋した症例で，死亡割合も 100% と高かった．血行動
態が不安定で血管収縮薬を使用している術後早期だけでなく，術後合併症で治療に難渋した症例では，術後晩期にも NOMI を発
症する可能性があり注意が必要である．

O43-3

当センターにおける開心術後の非閉塞性腸間膜虚血に対する取り組み

自治医科大学附属さいたま医療センター

1）

麻酔科・集中治療部、2）倉敷中央病院

救急科、3）沖縄県立中部病院

集中治療部

大城 国夫 、青松 昭徳 、佐藤 瑞樹 、小室 哲也 、飯塚 悠祐 、神尾 直 、簗瀬 史貴 、中嶋 いくえ 、毛利 英之 3）、
讃井 將満 1）
1）

1）

2）

1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】開心術後の非閉塞性腸間膜虚血（以下 NOMI）は致死率が 70-100％に達する致死的な病態で、その診療を最適化する
には、多科の協力体制の構築が不可欠である。当センターでは、2010 年以降、関連各科合同の合併症・死亡（M&M）カンファレ
ンスを通じてプロトコールを作成し、NOMI の予防および発症後の管理・治療が改善した。今回、その経緯について報告する。
【経
緯】NOMI の発生後、2010 年 4 月合同の合同 M ＆ M を経て、より早期に血管造影が施行されるようになった。しかし、その後も
開心術後のに NOMI が散発的に発生したため、予防の重要性が認識され、2013 年 9 月に再度合同 M&M を通じて NOMI の発生を予
防するための “NOMI 予防バンドル ” が作成された。これは、1）70 歳以上かつ AS に対する AVR かつ CKD（GFR ＜ 60ml/min/
BSA）、あるいは 2）開心術を受ける透析患者を対象として、1.Hb ＞ 8.0g/dl 2.MAP ＞ 65mmHg 3.SvO2 ＞ 65％ 4.C.I ＞ 2.5L/min/
m2 5. 血清乳酸値＜ 4mmol/l を目標として血行動態管理を行うものであった。その結果、NOMI の発生は、予防バンドル導入前の
868 件中 11 件（1.2%）から導入後の 862 件中 4 件（0.46％）に減少した。さらに、2014 年 11 月の合同 M&M を通じて、NOMI に対
する管理・治療、特に second look のタイミングや開腹後の管理を最適化する目的で “NOMI 管理プロトコール ” を作成した。2015
年 5 月に広範囲の虚血性変化のため切除不能であった症例に対し PGE1 の持続動注による救命症例も経験し、NOMI 管理プロトコー
ルに新たな治療のオプションが加わった。【考察】当センターでは、合同 M&M を通じて NOMI に対する予防・管理が改善した。
当初は多科間で意見の対立もあったが、集中治療部が調整役として粘り強く交渉して意見を調整し、多科が患者アウトカムの改善
という目的を共有し、協力しあえるチーム医療体制を構築できたことが大きい。今後もさらなる患者予後の改善を目指しプロト
コール改善に励みたい。
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O43-4

当院における Open abdominal management（OAM）症例の検討

日本医科大学付属病院

高度救命救急センター

松居 亮平、新井 正徳、石井 浩統、萩原 令彦、萩原 純、増野 智彦、金 史英、宮内 雅人、辻井 厚子、横田 裕行
一期的に閉腹が困難な症例に対し、open abdominal management（OAM）が行われるが、管理が長期に及ぶと腹壁の側方退縮の
ため fascial closure が困難となることが報告されている。当院では OAM の方法として主に negative pressure wound therapy
（NPWT）を用いているが、長期管理が予想される症例には非吸収性メッシュを筋膜に装着して正中方向へ牽引する meshmediated traction（MMT）を併用し、それでも閉腹困難な症例では腹直筋鞘前葉反転法で腹壁再建している。今回、2011 年 1 月
から 2015 年 5 月までの期間に当院で経験した 93 例の OAM 症例の MMT および腹直筋鞘前葉反転法の有用性について検討した。生
存退院例は 35 例であり、年齢は平均 67.6 ± 16.2（24-96）歳で、OAM 期間は平均 21.5 ± 30.2（1-119 中央値 8）日であった。OAM
の方法は silo closure が 1 例、NPWT 単独が 21 例、NPWT と MMT の併用が 13 例であった。閉腹方法は fascial closure が 23 例、腹
直筋鞘前葉反転法が 6 例で閉腹率 82.9% であった。ventral hernia となった症例は 6 例で、腸瘻合併が 3 例、fascial closure 後の創離
開が 3 例であった。これらの症例には分層植皮などを施行した。MMT を併用した 13 例中、fascial closure がなされた症例は 12 例
（92.3%）であったが、経過中 2 例に一部創離開を認めた。最近の prospective study では NPWT 単独での閉腹率は 69% と報告され
ており、NPWT 単独で閉腹困難となった OAM 症例に対し MMT の併用は有用と考えられた。それでも閉腹困難な症例に対しては
腹直筋鞘前葉反転法を用いて閉腹が可能であった。しかし、腸瘻を生じた症例においては、これらの方法が施行できず、閉腹不能
となった。腸瘻を来した場合の閉腹方法に関して今後さらなる検討が必要と考えられた。

O43-5

水素水の腹腔内注射によるマウス術後腸管麻痺の改善効果

兵庫医科大学

救急・災害医学講座

中尾 篤典、岡本 彩那、山下 勇人、石川 倫子、小濱 圭祐、西村 健、藤崎 宣友、小谷 穣治
【背景】開腹手術後には術後イレウスと称される腸管麻痺を生じることがあり、腸管での栄養管理に遅れが生じ、腸管細菌叢の乱
れによる感染症、低栄養状態など様々な病態を引き起こすことがある。それらは結果として長期入院や様々な合併症を引き起こす
要因となる。しかしながら術後イレウスの有効な予防・治療法は確立していない。一方で水素は抗炎症作用を持ち、微量の水素ガ
スを吸入することで様々な因子に対し保護的に働くことが報告されている。しかしながら水素は水溶液として使用するとより安全
に使用できる。今回我々はマウスを用い水素を溶解させた生理食塩水を腹腔内投与することにより、より安全に術後イレウスが予
防できるか検討した。
【方法】雄性 C57BL/6 を使用し、腸管全体を綿棒で軽くこする操作（surgical manipulation; 以下 SM）を行い、
術後腸管麻痺モデルを作成した。あらかじめ作成した水素水を SM 直後に 1.0mL を腹腔内投与し閉腹した。水素水投与 6 時間後に
炎症性サイトカイン、24 時間後に蛍光色素で標識したデキストランを用いた腸管輸送能の評価、及び腸管筋層への好中球浸潤、
筋層組織における NO 産生量、マクロファージの腹腔内への遊走数を測定した。Sham コントロールは SM を行わずに開腹及び閉
腹した。また、対照群では生理食塩水を使用した。なお、水素水は耐圧式容器内で生理食塩水と水素ガスを陽圧条件下で混和させ、
生理食塩水に水素を溶解することで作成した。【結果】SM により腸管輸送能は低下し、筋層への好中球浸潤及び NO 産生、マクロ
ファージの腹腔への遊走は増加した。また、6 時間後に測定した RT-PCR では炎症性サイトカインは上昇を示した。一方、SM 直
後に水素水を腹腔内投与することによりこれらの反応は有意に改善を示した。水素水投与により優位に増加していた NO 産生は抑
制され、消化管運動低下を予防すると考えられる。【結語】水素水の腹腔内投与は術後腸管麻痺の予防に効果的である。

O43-6

内視鏡を用いたベッドサイドでの消化管チューブ（ED・イレウス管）の挿入

桜橋渡辺病院外科
馬塲 雄造
ED やイレウス管といった消化管チューブを十二指腸から空腸に挿入するためには胃内視鏡を用いる場合でも通常透視が必要で
す。特に，重症患者では透視室へ搬送する手間やリスクから病室で挿入できることが望まれます。心不全で挿管した高齢者で，胃
滑脱ヘルニアのため ED が挿入できない症例がありました。内視鏡の依頼を受け，ED に数カ所の把持部をつけてみたところベッ
ドサイドで簡単に空腸起始部まで挿入することができました。以降，十二指腸深部への ED 挿入が必要なケースでは内視鏡下に病
室で挿入してきました。同様の手技でイレウス管も挿入しております。
【方法】本法の有効性を検討するため，ED，イレウス管の
挿入を試みた症例で，チューブの先端位置をレントゲンより検討しました。
【成績】2010.4 より 2015.8 の間の ED 挿入例は男性 26，
女性 14 人，平均年齢 76.3 歳。胃切除後の 2 例を除く 38 例で，計 55 回の挿入を行い，全例透視を必要としませんでした。複数回の
挿入は，閉塞，事故抜去が原因でありました。スタイレットの抜去時に十二指腸球部まで抜けたケースが 1 例，ED の先端が十二
指腸水平部のケースが 4 例で，多くは手技の不慣れや深部挿入の意識がなかったケースでした。それ以外は全例 Treitz 部もしくは
空腸まで挿入できており，合併症は認めませんでした。2014.8 より 2015.8 のイレウス管挿入例は，男性 4 例，平均年齢 73.3 歳でした。
うち 2 例は ED 挿入例と重複しております。全例イレウス管は空腸まで挿入できました。腹部大動脈瘤術後の 1 例では，空腸起始
部の癒着を考えて透視を併用しました。結果的に透視のみでは挿入困難で，本法による内視鏡の補助が有効でありました。【結論】
本法によりベッドサイドで安定的に ED を十二指腸深部に挿入することが可能でありました。イレウス管もベッドサイドで挿入を
試みる価値はあると考えられました。
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消化器②

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

第 13 会場

重症急性膵炎の経過に影響を与える因子についての検討

済生会千里病院

千里救命救急センター

鈴木 銀河、佐藤 諒、高萩 基仁、森田 幸子、澤野 宏隆、林 靖之、甲斐 達朗
【はじめに】重症急性膵炎は急性膵炎診断基準、予後因子、CT grade によって診断される。しかし重症と分類される中には実際に
集学的治療を必要としない症例も多い現状がある。今回我々は当センターで 5 年半の間に経験した重症急性膵炎 82 症例について臨
床的検討を行った。
【目的】重症急性膵炎の経過に影響を与える因子について検討する。【対象】当センターで 2010 年 4 月 1 日から
2015 年 7 月 31 日までに重症急性膵炎と診断した 82 症例。
【方法】経過中に人工呼吸器管理を必要とした群としなかった群に関して、
その要因について年齢、性別、採血データなど 14 項目を因子として多変量ロジスティック回帰分析を行った。【結果】人工呼吸器
管理を必要とした症例は 15 例（18.3%）であった。そのうち 28 日以内に死亡した例は 2 例（2.4%）であった。人工呼吸器が必要と
なる要因について解析を行ったところ、年齢（p=0.030%、オッズ比 1.456、95% 信頼区間（以下 CI）1.036～2.046）
、来院後 24 時間
時点での輸液量（p=0.029、オッズ比 1.001、95%CI1.000～1.001）
、血清総 Ca 濃度（p=0.019%、オッズ比 0.034、95%CI0.02～0.569）、
血小板減少率（p=0.040%、オッズ比 1.232、95%CI1.010～1.503）が優位な因子として検出された。cut off 値はそれぞれ 70.5 歳（感
度 40.0%、特異度 76.1%）、7365ml（感度 80.0%、特異度 85.1%）
、8.65mEq/L（感度 71.6%、特異度 73.3%）、35.2%（感度 66.7%、特
異度 85.1%）であった。【考察】重症急性膵炎における炎症の強さが血清 Ca 濃度や血小板減少率に影響している可能性があり、血
管透過性が亢進することで必要な輸液量が増加し、呼吸状態が悪化することで人工呼吸器が必要となり易いものと考えられる。
【結
果】重症急性膵炎の経過中に人工呼吸器管理が必要かどうか予測する上で、年齢、輸液量、血清 Ca 濃度、血小板減少率が有用か
もしれない。

O44-2

重症急性膵炎に対する renal replacement therapy の効果 - 多施設観察研究 -

大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター、2）慶應義塾大学医学部、3）独立行政法人国立癌研究センター、
広島市立広島市民病院、5）関西医科大学、6）東京大学医学部附属病院、7）飯塚病院、8）武蔵野赤十字病院、9）産業医科大学、
10）
自治医科大学附属さいたま医療センター
1）
4）

澤野 宏隆 1）、堀部 昌靖 2）、佐々木 満仁 3）、後藤 隆司 4）、池浦 司 5）、濱田 毅 6）、尾田 琢也 7）、安田 英人 8）、真弓 俊彦 9）、
讃井 將満 10）
【背景】重症急性膵炎ではしばしば腎機能障害を合併して renal replacement therapy（RRT）が施行される。また、サイトカイン
を除去する目的で non-renal indication の renal replacement therapy が施行されることがあるが、その有効性は確立していない。
今回、44 施設による後方視的多施設共同研究にて退院時転帰、感染合併率、侵襲的処置施行におけるRRTの効果を検討した。
【結果】
検討期間は 2009 年 1 月から 2013 年 12 月で、全 1159 例のうち全てのデータを収集できた 1097 例を対象とした。そのうち non RRT 群
は 838 例、non-renal indication RRT 群は 97 例、renal indication RRT 群は 162 例で、APACHE2 score はそれぞれ 10.9 ± 6.3、16.0
± 8.0、20.7 ± 7.94（p ＜ 0.001）
、予後因子数は 2.4 ± 1.9、4.2 ± 2.2、5.5 ± 2.0（p ＜ 0.001）と non RRT 群、non-renal indication RRT 群、
renal indication RRT 群の順に有意に重症度が高かった。死亡率はそれぞれ 5.6%、16.5%、44.4%、感染合併率は 8.2%、17.5%、
30.9%、侵襲的処置施行率は 13.1%、23.7%、36.4% といずれも non RRT 群、non-renal indication RRT 群、renal indication RRT 群
の順に転帰が不良であった。次に non-renal indication 症例における RRT の効果を評価するため、3 群間で各種因子を調整し多変量
解析を行った。その結果、non-renal indication RRT 群は non RRT 群に対して死亡率で Odd 比 1.64（95%CI 0.76-3.44; p=0.21）
、感
染合併率で Odd 比 1.03（95%CI 0.51-2.00; p=0.94）
、侵襲的処置施行率で Odd 比 1.21（95%CI 0.65-2.23; p=0.53）といずれも有意差を
示さなかった。
【結論】今回の検討では重症急性膵炎の治療において RRT はより重症例で導入されており、その転帰も不良である
ことが判明した。また、重症急性膵炎の転帰改善において non-renal indication による RRT 導入の有効性は認められなかった。

O44-3

感染性膵壊死の診断におけるプレセプシン測定の有用性

金沢大学

附属病院

集中治療部

関 晃裕、佐藤 康次、越田 嘉尚、野田 透、岡島 正樹、谷口 巧
【緒言】感染性膵壊死は急性膵炎に続発して発症し、死亡率の高い重篤な病態である。しかし、感染性膵壊死の診断において白血
球数 , CRP, プロカルシトニン（PCT）など既存の炎症マーカーの有用性は低いと報告されている。そこで重症急性膵炎後に感染
性膵壊死を発症した一例と未発症の一例において近年注目される新規感染症マーカーであるプレセプシンを測定し、その推移を比
較し有用性について検討を行った。【症例 1】76 歳男性。胆石性膵炎にて ICU 入室。入室時の予後因子 6 点、CT grade2 であった。
入室時のプレセプシンは 1150pg/ml であった。大量補液、膵局所動注療法および CHDF にて加療を行い、全身状態は安定したが
day7 のプレセプシンは 4480pg/ml と上昇した。以後プレセプシンは緩徐に低下傾向を示したが、day35 においても 1980pg/ml と高
値であった。同時期に 39 度台の発熱を認め、感染性膵壊死を疑い EUS-FNA 下に経胃的ドレナージ術を施行し、ドレナージ排液の
培養より Enterococcus を検出した。経過の PCT は入院時 3.82ng/ml と高値であったが以後低下し、感染性膵壊死発症時は 0.17ng/
ml と陰性であった。【症例 2】37 歳男性。アルコール性膵炎にて ICU 入室。入室時予後因子 3 点、CTgrade3 であった。 膵局所動
注療法および CHDF にて加療を行った。入室時のプレセプシンは 846pg/ml であった。day3 にプレセプシンは 1170pg/ml と上昇し
たが、day7 には 474pg/ml と入室時未満まで低下した。全身状態も良好であり、day12 に ICU 退室し、一般病棟へ転棟、後日退院
となった。PCT は入室後に 2.15ng/ml まで上昇し、退室時には 0.17ng/ml と陰性であった。【考察 / 結語】症例 1 ではプレセプシン
高値が持続し、感染性膵壊死を発症した。プレセプシンが速やかに低下した症例 2 と比較し対照的な経過となった。プレセプシン
は PCT などの既存の血液マーカーと比較しより鋭敏に感染性膵壊死を感知し、的確なドレナージ時期の指標となり得る可能性が
示唆された。
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O44-4

急性膵炎患者の感染性膵壊死合併の診断にプロカルシトニンは有用か

武蔵野赤十字病院

救命救急センター

東 秀律、安田 英人、須崎 紳一郎、勝見 敦、原田 尚重、原 俊輔、平山 優、安達 朋宏、本澤 大志、岸原 悠貴
【背景】近年、プロカルシトニン（PCT）が感染性膵壊死の予測に有用である可能性が示唆されている .【方法】当院救命救急セン
ターで 2009 年 1 月から 2015 年 3 月までに急性膵炎と診断し入院治療した 82 例に対し、入院後定期的に PCT を測定した . 組織針生
検および術中検体での局所検体培養が陽性の症例を確定診断症例、疑われたが培養で証明されなかったものを疑い症例と定義し
た . 確定診断症例および疑い症例では感染発症の前後一週間以内の PCT の最大値を感染合併時の PCT とし、非感染症例では入院
一週間以後の PCT の最大値とし 3 群の PCT を Kruskal-Wallis 検定を用いて比較検討した .【結果】急性膵炎患者 82 例のうち、確定
診断症例は 5 例、疑い症例が 11 例、非感染症例は 66 例であった .3 群では PCT の最大値に有意差を認めた .［確定診断症例 :0.34 μ
g/dl（95%CI 0.23-8.0）、疑い症例 :1.97 μ g/dl（95%CI 1.29-4.1）
、非感染症例 :0.12 μ g/dl（95%CI 0.05 － 0.31）:p ＜ 0.0001］【結論】
PCT は感染性膵壊死合併の指標となる可能性があるが、疑い症例では他の感染源の影響も否定できず、確定診断例での PCT は正
常範囲内であることなどから、臨床応用するにはさらなるデータ収集が必要である .

O44-5

重症急性膵炎における感染性膵壊死に発展する予測因子の検討

大阪府立急性期・総合医療センター

高度救命救急センター

木口 雄之、中本 直樹、藤見 聡
【背景】重症急性膵炎を罹患した患者はしばしば感染性膵壊死を合併する。感染性膵壊死とは壊死に陥った膵実質および膵周囲脂
肪組織に細菌感染を合併した病態であり、死亡率が 30～40％と生命をおびやかす病態である。よって早期に重症急性膵炎から感
染性膵壊死に発展するリスクを知ることは重要である。本研究の目的は重症急性膵炎において入院時のデータから感染性膵壊死に
発展する予測因子を検討することである。
【方法】2011 年 1 月～2015 年 7 月までで重症急性膵炎の診断で当院高度救命救急センター
に入院した症例を対象とした。感染性膵壊死を合併した群（I 群）と合併していない群（N 群）の 2 群に群分けし、来院時の重症
度（APACHE II、SOFA）、血液検査所見（WBC、Plt、Cre、LDH、Ca、CRP）
、P/F 比、造影 CT 検査における造影不良域の有
無とその体積の以上の項目について後ろ向きに解析した。【結果】52 症例を対象とした。全 52 症例のうち感染性膵壊死を合併した
患者（I 群）は 12 症例であった。I 群における死亡率は 41.7% であった。検討項目のうち I 群においては来院時の造影 CT 検査にお
いて造影不良域を認めた症例が 91.7% と N 群の 15% と比較すると高く、またその体積も 27.1 ± 25.1ml と N 群の 5.2 ± 3.4ml と比較す
ると高かった。
【結語】重症急性膵炎において来院時の造影 CT 検査において造影不良域の有無とその体積はその後の感染性膵壊
死に発展する予測因子となりうる可能性が示唆された。

O44-6

肝移植術後の高カルシウム血症についての検討

大阪大学医学部附属病院

1）

集中治療部、2）大阪医療センター

腎臓内科

酒井 佳奈紀 、井口 直也 、岩谷 博次 、内山 昭則 、藤野 裕士 1）
1）

1）

2）

1）

背景；肝移植術後発症の高カルシウム血症に関する検討は少ないが、症例報告がいくつかある。方法；2013 年 1 月から 2 年間に肝
移植術後当院 ICU に入室した 15 才以上の患者 29 例を対象とした。アルブミン値補正血清カルシウム濃度が 11mg/dl 以上が 1 週間
以上持続するものを重症高カルシウム血症とした。術後に重症高カルシウム血症を発症した 7 例（高 Ca 群）と非発症 22 例（対照群）
について、術前状態・手術・術後経過、予後を後方視的に比較検討した。結果；高 Ca 血症発症は術後 24.0 ± 14.3 日（mean ± SD）
であった。両群の年齢・性別・BMI・MELD score・HCC など悪性疾患の有無、手術時間・術中出血量には有意差を認めなかった。
術後 14 日間の輸血量について、POD0-6 の 1 日あたりの輸血量に差はなかったが、POD7-14 の 1 日あたりの輸血量は高 Ca 群で多かっ
た（高 Ca 群 1298.0 ± 643.0ml、対照群 616.8 ± 560.9ml、p=0.0204）
。術後 7 日以内の AKI 発症頻度に差はないが、重症高 Ca 血症発
症の時点で 6 例が腎代替療法（RRT）を施行されていた。最終的に RRT は高 Ca 群全例で必要となり、対照群での 5 例（22.7%）に
比し有意に多かった（p ＜ 0.0001）。術後血漿交換施行も、高 Ca 群 5 例（71.4%）
、対照群 5 例（22.7%）と前者で多かった（p=0.0201）。
死亡については、高 Ca 群で 5 例（71.4%）、対照群で 1 例（4.5%）と高 Ca 群で多く（p=0.0003）
、ICU 入室期間・入院期間ともに長
い傾向にあった。結論；肝移植術後の重症高 Ca 血症は、術後輸血量が有意に多く、腎傷害遷延例に発症しやすいと考えられる。
ICU 入室期間が長期となり不動化も一因と推察される。重症高 Ca 血症では予後不良例も多く、今後積極的な Ca 管理が予後改善に
つながるか検討していきたい。
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O45-1

倫理・終末期・看護ケア

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

第 2 会場

CNS-FACE の改訂ポイントと改訂版の内容

山口大学

大学院

1）

医学系研究科、2）小倉記念病院、3）日本赤十字九州国際看護大学

山勢 博彰 1）、立野 淳子 2）、田戸 朝美 1）、山勢 善江 3）
【目的】重症救急患者、集中治療を受ける患者の家族ニードとコーピングを測定するツールである CNS-FACE の開発から 12 年が
経過した。そこで、CNS-FACE の測定の妥当性と効率性を高めるため、2 年前より改訂版の作成に取り組んできた。今回は、
CNS-FACE の改訂ポイントを明らかにし、それに基づいて作成した改訂版の内容を紹介する。
【方法】CNS-FACE の利用実態と利
点、欠点・改善点について、CNS-FACE を使用している看護師 208 名を対象にした Web 調査と、16 名に対するインタビュー調査
の結果を基に評価項目の修正を行った。調査によって明らかとなった改訂ポイントに基づき、改訂版 CNS-FACE（WEB 版）を作
成した。調査に関しては、所属する大学の研究倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】調査結果から、＜評価項目の洗練と項
目数の検討＞＜病期に応じたアセスメントの視点がわかるようにする＞＜経時的変化を一覧できるようにする＞＜ポータブル型
PC などでも評価できる＞の改訂ポイントが明らかとなった。これを基に、評価項目を洗練した。結果の表示では、横棒グラフだ
けでなくレーダーチャートによる表示、日ごとの経緯がわかる折れ線グラフ（トレンドグラフ）を追加した。さらに、個別のアカ
ウントを付与し、過去の結果と対比させる機能も追加した。【考察および今後の課題】調査結果を基にした CNS-FACE の改訂を行
い、初期バージョンより評価結果をよりビジュアルでわかりやすく表示できるものとなった。今後は、改訂版による実際の測定デー
タを収集し、ツールとしての信頼性と妥当性を検証する予定である。また、アプリケーションソフトは、Windows 版と iOS 版を
作成し、ポータブル型 PC などでも活用できるものを目指している。

O45-2

ICU における体外式 VAD 装着患者の終末期看護の一例～家族と共に終末期に向き合えた事例を通して～

東京大学医学部附属病院

1）

看護部、2）東京大学大学院医学系研究科健康科学

荒木 知美 、池田 真理 、加藤 翼沙 、山本 則子
1）

2）

1）

看護学専攻

2）

【緒言】補助人工心臓（ventricular assist device：VAD）装着患者の多くは、心移植へむけて長期間待機するが、待機中に合併症
を発症し、終末期をむかえる者もいる。その際、循環補助がなされているため、緩徐に多臓器不全が進み、ゴールの見えない治療
が継続されることがある。本研究は VAD 装着患者の、終末期に向けて行った看護について検討し、患者と家族が望む最期を支え
た看護実践について明らかにすることを目的として実施した事例研究である。
【方法】担当看護師チームが看護記録より看護実践
内容を振り返り、詳細に文章化した。看護師チームの主任及び研究者が共同で内容を検討し、実践の意図にそって看護実践につい
てのカテゴリーを生成した。【結果】対象は虚血性心筋症により体外式 VAD を装着した 40 代男性とその家族で、ICU を経て一時
改善し、一般病床に転棟した。その 2ヶ月後脳出血を発症し ICU へ再入室するが、回復せず約 1ヶ月半後に ICU にて永眠された。
看護ケアは以下の 4 つのカテゴリーにまとめられ、1. 家族の現状を把握するため、家族それぞれと対話し、IC に同席することで、
受け止め状況や反応を観察した。2. 患者と家族が安心できるように、家族へ患者の様子を伝え、回復期には家族にケアへの参加を
促した。3. 家族が相談しやすくなるように、積極的に会話し、話しやすい関係を築くよう努めた。また、家族をねぎらい、共感の
姿勢で接することに努めた。そして、4. 患者と家族が満足できるように、最後の過ごし方について希望を聞き出し、家族と協同し
て実施した。
【考察】本事例では、患者・家族と信頼関係を築き、相談しやすい関係を保つことで、患者・家族の悲嘆や不安をで
きるだけ軽減できたようだった。患者が意思決定出来なくなった場合、家族が満足できる終末期を迎えるためには、家族の希望を
かなえられるよう、家族と同じ方向に向かって協同して様々な看護ケアが実施されていることが明らかになった。

O45-3

救命救急センターにおけるグリーフケア

北里大学病院

1）

救命救急・災害医療センター

EICU、2）北里大学

医学部

救命救急医学、3）北里大学病院

上高 円佳 、土屋 志保 、片岡 祐一 、新井 久稔 、高橋 恵 、山野辺 みち子
1）

1）

2）

2）

3）

医療支援部

1）

1. はじめに 当院救命救急センター（以下当センター）は、生命危機に瀕した救急患者とその家族に対応しており、患者や家族の
悲嘆への介入頻度が高い。また、重症患者の多くは家族が患者の代弁者となり意思決定しなければならないことが多い。2015 年 6
月より 3 学会合同ガイドラインに則り、多職種によるグリーフケアチームを立ち上げ活動を開始した。グリーフケアチームの活動
の実際と、今後の課題について検討したため報告する。2. カンファレンスの実際 2015 年 6 月 1 日から 7 月 30 日の期間、カンファ
レンスは週 2 回（月曜日、木曜日）計 17 回開催し、当センター搬送患者のうち救急外来 15 名、救急 ICU42 名、救急病棟 20 名を対
象とした。メンバーは医師（救急科・精神科）、看護師（救急 ICU・救急病棟・救急外来・グリーフケアナース・トータルサポー
トセンター）、医療ソーシャルワーカーの多職種で構成した。対象は突然の発症・受傷により生命危機状態に陥った患者とその家族、
当センター搬送時に心肺停止状態であった症例や自殺企図による症例など、患者や家族の悲嘆が大きいと考えられた症例であっ
た。カンファレンス内容は、病状の受け止めや身体的・精神的苦痛に対する支援、治療方針の確認や患者の家族背景、病棟移動後
の継続支援の必要性などについて検討した。転帰は全体の 58％が他病棟への転棟と転院であり、40％が当センターでの死亡退院
だった。3. 考察と今後の課題カンファレンス開催時は、死別に対する悲嘆への介入が中心になると想定していた。しかし、実際は
発症・受傷に伴う動揺や今後に対する不安、精神疾患に伴う家族の心理的負担などの問題が抽出された。抽出した問題を多職種で
共有することで、認識のずれを修正でき、専門性を生かした早期介入が可能となった。今後は症例数を増やし、カンファレンスで
抽出する問題をカテゴリー化し特性を把握していく。また、グリーフケアチームの活動目標を明確にしていく。
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O45-4

PICU における終末期ケアの実践

～グリーフカンファレンスに焦点を当てて～

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

PICU

新垣 奈津子
集中治療の発展により、多くの小児重症患者が治癒・回復できるようになった。その一方で回復が見込めず終末期を迎える患者、
急な事故により、突然命を失う患者も存在する。そのような状況におかれる患者・家族の思いは計り知れない。近年、学術集会で
シンポジウムが行われ、集中治療における終末期に関するガイドラインの公表など、小児の終末期医療への関心と重要性が高まっ
ている。 当院 PICU においても、主治医・看護師・臨床心理士・MSW・CLS・その他職種が小児の終末期ケアに関わっている。
しかし、終末期ケアに関わるスタッフの迷いや想いを受け止める場がなく、行ったケアの振り返りや、課題を集約できる場が十分
にできないため、効果的に問題解決できないでいた。そこで、2014 年 5 月より「スタッフのグリーフケア」と「終末期ケアの振り
返り」を目的に「PICU グリーフカンファレンス」を開催した。カンファレンスは関わった全職員が参加し、PICU にて看取りを行っ
た全症例に対し行った。看取った患児の経過や家族の反応などまとめ、その時の各スタッフの想いや感じたことを自由に述べても
らうようにしている。カンファレンスの内容は倫理的な問題、各職種間考え方の相違点など、様々なことを情報共有できる場となっ
ている。 グリーフカンファレンスを行うことで PICU における終末期ケアの各職種の方向性が統一され、課題も明確となった。
それにより、「家族イベントの開催」「患児の兄弟支援」
「記念品の作成」
「遺族へのグリーフカードの送付」
「日々のカンファレン
スの開催」など今までよりも各職種が協働し効果的に行えるようになった。PICU で看取りを行うことの重要性と使命感を感じな
がら、その子らしく最期を迎えるとはどういうことなのか、家族に寄り添うことの意義を追求している。PICU においてグリーフ
カンファレンスを行うことでの組織の変化や、今後の小児終末期看護の示唆を得たので報告する。

O45-5

集中治療において終末期患者家族が捉える「望ましい最期」に関する探索的研究

小倉記念病院、2）山口大学、3）福岡大学病院、4）西南女学院大学、5）山口大学医学部附属病院

1）

立野 淳子 1）、山勢 博彰 2）、山本 小奈美 2）、久間 朝子 3）、西村 祐枝 4）、田戸 朝美 2）、藤本 理恵 5）
【目的】集中治療室で終末期と判断された患者の家族が認識する「望ましい最期」を明らかにすること【方法】対象者：調査対象
施設（5 施設）の集中治療部門に入室し、終末期と判断された患者の家族。調査期間：平成 25 年 11 月～平成 26 年 12 月。データ収
集方法：研究者らが、終末期患者家族との日々の関わりの中で、インタビューガイドを参考に、
「望ましい最期」に関する聞き取
りを実施した。家族の語りは、看護記録として残しデータとした。分析方法：家族の語りのうち、
「望ましい最期」が語られた部
分を抽出しコード化した。次に、類似性の観点からカテゴリーに分類した。倫理的配慮：研究代表者が所属する施設の倫理審査委
員会で承認を得た後、調査対象施設の倫理審査委員会に申請、承認を得た。患者家族には、各施設の研究者が、研究の目的、趣旨
および倫理的配慮について説明し、口頭同意を得た。
【結果】家族の語った「望ましい最期」に関する記述を抽出した結果、42 のコー
ドから 10 カテゴリーを生成した。集中治療室で終末期を迎えた患者家族が認識する「望ましい最期」とは、「コミュニケーション
がとれること」、「苦しみがないこと」、「外観が変わらないこと」
、
「最期までお世話ができること」
、
「これ以上本人を苦しめる治療
はしないこと」、「延命処置に関する本人の意向を尊重すること」
、
「大切な人に会えること」
、
「傍にいれること」
、
「体に触れること
ができること」、「医療者に大切に扱われること」であった。
【考察】これまで、集中治療領域で終末期を迎えた患者家族の認識す
る「望ましい最期」をリアルタイムに調査した研究は皆無である。本研究により、大切な家族員の終末期に直面している家族が考
える「望ましい最期」が明らかになったことは、終末期ケアの質の指標として貴重な資料になると考えられる。

O45-6

集中治療室における終末期患者に対する治療方針の認識と DNAR 指示の捉え方の違い－医師と看護師の比較－

山形県立救命救急センター

1）

看護部

HCU、2）山形県立救命救急センター

板花 昇 、齋藤 真実子 、菅井 恵 、山田 尚弘
1）

1）

1）

救急科

2）

【目的】本研究は、集中治療室に勤務する医師と看護師間での、終末期患者に対する治療方針の認識と DNAR 指示に対する捉え方
の違いを明らかにすることである。
【方法】A 病院救命救急センターに勤務する医師 22 名と、HCU 病棟看護師 28 名を対象に質問紙調査を行った。本研究は A 病院看
護研究委員会の承認を得て実施した。
【結果】50 名（医師 22 名、看護師 28 名）に配布し回収率は 96％で、有効回答率は 100％であった。
治療方針の認識については、心肺蘇生は不要であるという認識が概ね一致した結果であった。また、呼吸器の設定変更や点滴の内
容及び流速変更についての割合もほぼ同様の結果を示した。しかし、X 線・血液検査の項目のみ、医師はする割合が高いのに対し、
看護師はしない割合が高かった。
DNAR 指示の捉え方については、医師は DNAR 指示内容の捉え方の違いをあまり感じないが最も多いのに対し、看護師側はすご
く感じる、ときどき感じるを合わせると 70％以上を占め捉え方に違いが見られた。
【考察】治療方針の認識については、X 線・血液検査で違いがみられ、医師は客観的なデータを基に状態を判断したり、家族に対
し病状を説明する際に必要としているため検査の必要性が高いと考えられた。一方、看護師は苦痛を伴う行為はできるだけ避け、
穏やかに見守りたい思いが強いため検査の必要性が低いと考えた。
DNAR 指示の捉え方の違いについては、医師は自分自身で今後の状況を判断し、ある一定の範囲内で指示を出しているため指示
内容との間にずれを感じないと考えられる。しかし、看護師は今後の予測が不十分なため、医師が出す裁量的な指示をどこまで看
護師自身で判断してよいのか、また看護師間でも判断が分かる可能性があることから、指示に対する捉え方に違いが出ると考えた。
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O46-1

教育・専門医・医療経済

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

第 3 会場

特殊診療部門における院内急変シミュレーションの現状

岡山大学病院

高度救命救急センター

佐藤 圭路、湯本 哲也、飯田 淳義、塚原 紘平、松尾 瑞恵、山川 泰明、芝 直基、寺戸 通久、山内 英雄、鵜川 豊世武
当院では、2004 年 8 月から院内急変シミュレーションを各病棟、部署毎に実施してきた。これは当該部署のスタッフに対し、具体
的状況を付与し、通報、応援依頼、救命処置に到る一連の流れを経験するもので、蘇生知識やスキルの維持、チーム蘇生を経験し、
医療安全管理部員及び高度救命救急センター医師による事後検証とフィードバック、アンケートを行ものである。今回、2007 年
度から 2013 年度にわたり、中央検査部、血液浄化部、放射線部、外来など病棟以外の特殊診療部門でのシミュレーションの実施
状況と今後の課題につき報告する。上記施設では、看護師だけではなく放射線技師や検査技師、臨床工学士、事務職員などが急変
時対応の矢面に立つことも多い。そのため、シナリオも他職種が参加しやすいものを作成し、シミュレーションにおいても単なる
医学的知識の羅列回避し、参加しやすい環境設定や、事後のフィードバックもこれら職種のモチベーションが維持されるよう工夫
している。当初は看護師のみの参加である場合が多かったが、当該部門の多職種が参加するようになってきた。さらに、これらの
職種の各種心肺蘇生講習会への参加は年々増加傾向にあり、心肺蘇生の指導者となるスタッフも増えてきている。一方、院内急変
時に対応に赴く救急科麻酔科などの応援スタッフは、これら部署の設備や特有の状況や到達経路などの情報を基に事前に共有で
き、実際の院内急変対応時の救急処置に非常に役立つと思われた。これらから院内急変事案に対する職員のモチベーションの維持
はできているものと思われた。また知識やスキルの習得と同様に、安全意識をシミュレーションで啓蒙することが重要と考えられ
た。

O46-2

交差法と平行法を併用した新しい超音波ガイド下中心静脈穿刺についての検討：シミュレーターを用いて

国立病院機構京都医療センター

救命救急科

竹下 淳、藤野 光洋、狩野 謙一、浜崎 幹久、岡田 信長、大木 伸吾、藤井 雅士、田中 博之、別府 賢、志馬 伸朗
【目的】中心静脈カテーテル（CVC）挿入は、麻酔・救急・集中治療領域で必須の手技である。右内頸静脈が選択されることが多く、
合併症や成功率の点から超音波ガイド下穿刺が普及している。交差法と平行法があり、交差法では針の進む方向と血管の位置関係
はわかりやすいが、正確な針先を見失って合併症を起こす可能性がある。平行法は針全体を線として描出できるため、真の意味で
のリアルタイム穿刺と言えるが、技術的に難しい。研修医等に指導する場合、交差法が選択されることが多いと思われるが、針の
深さに確証が持てないため指導する側も不安を感じながら施行させることが多い。今回我々は、交差法と平行法を併用して互いの
欠点を補う新しい穿刺法（交差平行法）について考案し、その有用性について検討した。
【方法】初期研修医 20 人を無作為に 10 人
ずつの 2 群に分け、CVC 穿刺挿入シミュレーターを用いて、一方の群では交差法の後に交差平行法を行い、もう一方の群では交差
平行法の後に交差法を行った。交差法では、血管の短軸像を描出してプローブに対して垂直に穿刺し、穿刺針を標的血管に誘導し
た。交差平行法では、交差法で穿刺開始し、針先を皮膚と血管前壁の間に描出させた後にプローブを 90°回転させ、穿刺針全体が
長軸像で描出されたら、その状態を維持したまま平行法と同じように穿刺針を標的血管に誘導した。両方法共に、ガイドワイヤー
（GW）挿入後に指導医が超音波にて血管内に GW を確認できた場合に穿刺成功とした。血管を貫く瞬間に超音波画像上で針先が
確認でき、かつ後壁貫通せずに穿刺成功するかどうかを記録した。【結果および結語】穿刺成功率は、交差法 30％（20 例中 6 例）
に対し、交差平行法 90％（20 例中 18 例）と有意に高かった（P ＜ 0.001）。交差平行法は、初期研修医などの CVC 挿入に不慣れな
医師に指導して施行させるのに適した穿刺法である。

O46-3

ICU 専従医配置前後の心臓血管外科術後患者管理の変化

埼玉医科大学

1）

国際医療センター

集中治療科、2）横浜市立みなと赤十字病院

佐伯 有香 、武居 哲洋 、古田島 太 、磨田 裕 、北村 晶
1）

2）

1）

1）

集中治療科

1）

【はじめに】当院で年間 500 件以上施行される心臓血管外科術後管理は、近年まで外科医が自ら行ってきた。2014 年 9 月より ICU
専従医が 3 名配置されたため、配置前後の患者管理に関わる数値の変化を比較検討した。【方法】2014 年および 2015 年の 1ヶ月間
に予定心臓手術後に ICU に入室した症例の人工呼吸日数、経腸栄養・リハビリテーション開始までの日数、ICU 滞在日数、28 日
死亡を比較した。さらに、2014 年および 2015 年の 1 月から 6 月の半年間に急性大動脈解離に対して緊急手術を施行した症例につい
ても同様の比較検討を行った。【結果】予定心臓手術は、2014 年および 2015 年 6 月にそれぞれ 52 例および 51 例施行され、両群間
の患者背景に有意差はなかった。両群間で人工呼吸日数、ICU 滞在日数、28 日死亡に有意差は認めなかったが、経腸栄養開始ま
での日数（以下中央値）（2 日 vs.1 日、p ＜ 0.001）、リハビリテーション開始までの日数（1 日 vs.1 日、p=0.02）は 2015 年には有意
に短縮した。大動脈解離緊急手術症例は、2014 年および 2015 年 1 月から 6 月までに各々18 例ずつ施行され、両群間の患者背景に有
意差は認めなかった。28 日死亡には両群間で有意差を認めなかったが、人工呼吸日数（6 日 vs.2 日、p ＜ 0.001）
、経腸栄養開始ま
での日数（7 日 vs.2 日、p ＜ 0.001）、リハビリテーション開始までの日数（6 日 vs.2 日、p ＜ 0.001）
、ICU 滞在日数（9.5 日 vs.6 日、
p=0.001）は、2015 年には有意に短縮した。【結語】ICU 専従医配置後に、心臓血管外科術後の経腸栄養およびリハビリテーション
開始までの日数が短縮した。とくに大動脈解離の緊急手術においては、人工呼吸日数および ICU 滞在日数も含め著明に短縮した。
専従医配置前後で死亡率に変化を認めなかった。
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O46-4

心臓外科 High Volume Center における ICU 専門医による術後管理開始前後の比較

新東京病院

集中治療部、2）関東中央病院、3）順天堂大学

1）

原口 剛 、松尾 耕一 、望月 大輔 、三高 千惠子
1）

1）

2）

医学部

大学院

麻酔科学・ペインクリニック講座

3）

【背景と目的】心臓外科術後患者の管理は血行動態の急激な変化に対応する必要があり、Surgical ICU の中でも管理困難な患者群
であると考えられている。心臓外科 HighVolumeCenter において、ICU 専門医による継続的術後管理による予後改善を期待し、
2014 年 4 月より心臓外科医から ICU 専門医に管理を全面的に移行した。
【方法】ICU 専門医管理前の 2013 年度（総手術数 626 件、
開心術 418 件）と管理後の 2014 年度（総手術数 671 件、開心術 379 件）の患者において DPC 逸脱率、血液製剤・バンコマイシン・
シベレスタットなどの ICU において頻用される薬剤の使用数などの比較を行った。【成績】DPC 逸脱率は 10.82％から 7.28% と著明
に低下した。各種薬剤使用数はカルペリチドが 68% 減、ランジオロール 75% 減、シベレスタット 80% 減、アルブミン製剤 75% 減、
新鮮凍結血漿 67% 減、濃厚赤血球 47% 減、濃厚血小板 51% 減と大幅な減少を認めた。一方バンコマイシンに関してのみ 2% の増加
を認めた。また入院期間・ICU 滞在期間は 2/3 程度と改善した。【結論】ICU 専門医による継続的な管理は患者の増悪を予防し、
その結果としての各種薬剤の使用量を著明に減少させることが判明した。

O46-5

集中治療室の病床規模によって重症患者の年間施設別症例数とアウトカムの関係が変化するか

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学、2）自治医科大学、3）独立行政法人国立病院機構、
東京医科歯科大学、5）自治医科大学附属さいたま医療センター

1）
4）

笹渕 裕介 1）、康永 秀生 1）、松居 宏樹 1）、Alan Lefor2）、堀口 裕正 3）、伏見 清秀 4）、讃井 將満 5）
【目的】重症患者の年間症例数が多いと死亡率が低いという関係が報告されており、集約化の議論の根拠となっている。しかし、
集中治療病床の割合が少ない施設においても同様に年間症例数と予後の関係が認められるかを報告したものはない。この研究の目
的は各施設の集中治療病床の割合が低い病院においても年間症例数が多いと院内死亡率が改善するかどうかを検討することであ
る。【方法】厚生労働科学研究 DPC データ調査研究班データベースを用いて 2007 年 7 月から 2012 年 3 月までの期間、入院中に集中
治療室への入室のあった症例 596,143 名を抽出した。施設の年間症例数および全病床に対する集中治療病床割合を各 3 等分に層別
化し、患者の背景及び施設要因を調整したロジスティック回帰分析によって、施設の年間症例数と院内死亡との関連を検討した。
【結果】年間症例数、集中治療病床割合はともに高い群で有意に院内死亡は低かった。集中治療病床割合別に検討すると、年間症
例数の高い群で死亡率が下がるという関係は集中治療病床割合が最も高い群でのみ認められた（odds ratio, 0.74; 95% CI, 0.58-0.93）
ものの、割合が低い群（odds ratio, 0.94; 95% CI, 0.59-1.50）及び中間の群（odds ratio, 0.80; 95% CI, 0.71-1.08）では差が認められ
なかった。【結論】年間症例数の多い施設で治療を受ける患者の方が少ない施設と比較して予後が良いという関係は集中治療病床
割合の高い施設においてのみ認められた。集中治療室の集約化を考える際には集約施設における ICU の病床数の数を同時に増や
す事で患者の予後が改善する可能性が示唆された。

O46-6
愛媛大学

1）

集中治療部における包括化（DPC）対策会議の活動：11 年間の総括
医学部

附属病院

集中治療部、2）愛媛大学医学部付属病院

麻酔・周術期科

土手 健太郎 、池宗 啓蔵 、出崎 陽子 、中西 和雄 、菊池 幸太郎 、藤井 園子 2）、小西 周 2）、西原 佑 2）、阿部 尚紀 2）、
萬家 俊博 2）
1）

1）

1）

2）

2）

平成 15 年に導入された DPC に基づく医療機関別包括支払い評価制度（以下 DPC 制度）は、厚生省の強い指導のもと、数回の変更
が行われ、26 年には急性期病院のほとんどが参加施設となってきている。この制度のもとでは選択されたたった一つの診断病名
により診療点数が決定される。しかし、医師はこの仕組みについて知識が豊富とは言えず、対応を間違えれば病院に損害を与えか
ねない。そこで私たちは関係部所から人を集め、ICU 入室患者のうち、何らかの検討が必要と考えられた患者をピックアップし、
種々の検討を加えるための会、即ち、包括化対策会を平成 16 年に創った。今回、この 11 年間の活動を報告する。
【方法】平成 16
年から 26 年の ICU 入室患者で DPC 病名に何らかの問題があると考えられた患者を、対策会議で検討した。検討内容は、検討患者数、
病名変更した患者数、病名変更による請求額の差などである。
【結果】11 年間で、DPC 制度は 5 回の大きな変更が行われ、包括化
対策会は 207 回開かれた。検討を加えた患者は、1341 人で、総 ICU 入室者に対する割合は 19％、このうち、病名変更を行った患
者は 495 人（36.9％）であった。11 年間の病名変更による取り戻し額は 9375 万点（9 億 3800 萬円）であった。【結論】集中治療領
域は、病院経営上持ち出しの多い部署とされているが、ICU 医が事務と積極的に議論することで不必要な持ち出しを取り戻し、経
営の改善に一役買う事が出来た。
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O47-1

感染・感染対策③

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

第 4 会場

敗血症の新しいバイオマーカーとしてのプレセプシンの有用性の検討

札幌医科大学医学部麻酔科学講座、2）札幌医科大学医学部救急医学講座高度救命救急センター、
札幌医科大学医学部集中治療医学

1）
3）

東口 隆 1）、高橋 科那子 3）、佐藤 昌太 2）、数馬 聡 3）、木井 菜摘 1）、片山 洋一 3）、吉田 真一郎 3）、巽 博臣 3）、升田 好樹 3）、
山蔭 道明 1）
【背景】敗血症の補助診断として、多様なバイオマーカーが存在するが、確実に診断できる検査は存在しない。本邦で 2002 年に発見され、
2013 年から測定可能となったプレセプシンは、食細胞が細菌等を貪食する際に、菌体とともに取り込まれた CD14 が細胞内消化を受け
て分泌される、可溶性 N 末端部からなるタンパクである。敗血症患者の血中で高値となり、病態とよく相関するといわれているが、腎
不全時に高値となる報告もあり、診断的意義は確立していない。われわれは、プレセプシンの敗血症における有用性を明らかにするた
めに後ろ向き観察研究を行った。
【方法】2014 年 5 月から 2015 年 8 月までの 16 か月間に当院 ICU に入室した患者で、80 人延べ 120 回の採血結果から、同時に測定されたプ
レセプシン、プロカルシトニン、CRP、Cr、eGFR 値を記録し、年齢、性別、身長、体重、ICU 入室理由となった疾患、敗血症の有無、
SIRS の有無、入室時の SOFA スコア、APACHEII スコアをもとに、疾患の違い、非腎不全例における敗血症重症度の違い、非感染例
における腎不全の有無で、プレセプシンの値が異なるかを検討した。また、敗血症診断における ROC 曲線を求め、AUC からカットオ
フ値を算出した。
【結果】プレセプシン値の疾患別の比較では、敗血症群と腎不全群で有意に高値となった。非腎不全患者では、感染症を有し SIRS を呈
する群ほど高値であった。非感染症例では、慢性腎不全のある患者で高値となり、急性腎不全の患者では高値の傾向はあるものの有意
差はなかった。敗血症診断におけるプレセプシンのカットオフ値は 803 µg/ml となり、先行論文に近い値となった。
【結語】
プレセプシンは敗血症の有無および重症度診断に有効であるが、慢性腎不全がある場合は信頼性が低いため判断には注意を要する。

O47-2

プレセプシンと腎機能との相関及び基準値の妥当性の検討

大分大学

医学部附属病院

麻酔科・集中治療部

大地 嘉史、佐々木 美圭、荻原 洋二郎、牧野 剛典、古賀 寛教、安田 則久、後藤 孝治、北野 敬明
【はじめに】プレセプシン（Presepsin; PSEP）は細菌感染症に特異的なバイオマーカーとして近年注目されている．一方で，腎機
能障害時は偽陽性を示すことが知られており，実際の臨床では腎機能を加味して評価する必要がある．今回，腎機能マーカー（血
清クレアチニン値（Cr），血清シスタチン C 値（CysC））と PSEP の相関を検討し，従来の PSEP の基準値（500 pg/ml）の妥当性
を検討した．【対象と方法】当院 ICU で加療した 43 症例，186 検体（感染症有 12 症例，47 検体，感染症無 31 症例，138 検体）を
対象とし，後方視的にデータを抽出した．PSEP と同時に測定した Cr，CysC に対して単回帰分析を行い，相関を検討した．次に
PSEP の基準値を 500 pg/ml として腎機能毎に感度，特異度を検討した．腎機能は eGFR 29ml/min 以下（高度障害群），eGFR
30~59 ml/min（中等度障害群），eGFR 60 ml/min 以上（正常群）
，CysC 1.1 mg/l 以上（CysC 高値群）
，CysC 1 mg/l 以下（CysC
正常群）にそれぞれ分類した．【結果】PSEP と Cr，CysC はいずれも有意な相関を示した（Cr: p ＜ 0.01，寄与率 r2 0.28，CysC: p
＜ 0.01，寄与率 r2 0.40）．感度，特異度の検討では高度障害群で感度 90.9 %，特異度 14.3 %，中等度障害群で感度 80 %，特異度
71.4 %，正常群で感度 71.4 %，特異度 91.7 % であった．CysC を用いた分類では CysC 高値群で感度 76.5 %，特異度 60 %，CysC
正常群で感度 80 %，特異度 98.1 %，陽性的中率 88.9 %，陰性適中率 96.9 % であった．
【考察】PSEP は Cr，CysC と有意な相関を
示し，特に CysC とより強い相関を認めた．PSEP 500 pg/ml を基準値とした場合，腎機能障害が高度になるほど偽陽性率が増加
するため，より腎機能を考慮した評価が不可欠である．一方で，CysC がほぼ正常値であれば，PSEP は従来の基準値で良好な感度，
特異度を得られることから，腎機能評価に CysC を用いたうえで PSEP を利用することでバイオマーカーとしての有用性がより高
まると考えられた．

O47-3

侵襲性肺炎球菌感染症においてプレセプシンが陰性であった 1 症例

広島市立広島市民病院

麻酔集中治療科

田窪 一誠、亀山 実季、青山 文、鷹取 誠
【緒言】新規敗血症マーカーであるプレセプシン（以下 P-SEP）はグラム陰性菌、陽性菌によらず敗血症診断に有用なマーカーで
あることが期待されている。今回当院救急外来を受診し敗血症が疑われた 78 例のうち血液培養が陽性化した症例で起因菌別（グ
ラム陽性菌 vs グラム陰性菌）の P-SEP、プロカルシトニン（以下 PCT）の中央値比較を行ったところ、P-SEP（1043pg/ml vs
933pg/ml）で有意差が認められなかったのに対し、PCT（1.31ng/ml vs 15.80ng/ml）では有意差が認められた（P ＜ 0.05）。当院
における検討でも P-SEP は起因菌によらず診断に有用なマーカーである可能性が示唆されたが、このうち血液培養で肺炎球菌が検
出された患者において PCT 陽性であるにも関わらず P-SEP の上昇が認められなかった症例を経験したので報告する。
【症例】47 歳
女性。意識障害、著明な項部硬直を主訴に当院救急外来を受診した。来院後の血液培養、髄液培養より肺炎球菌が検出され、DIC
を呈しており、侵襲性肺炎球菌感染症として治療を開始した。来院時 PCT は 10.73ng/ml と高値であったのに対し、P-SEP は
257pg/ml とカットオフ値以下であり両者の値には乖離が認められた。【考察】P-SEP の上昇が認められなかった原因として、侵襲
性肺炎球菌感染症における菌体内毒素である Pneumolysin や PAF（platelet activating factor）受容体が関与する重症化の病理学
的機序と P-SEP の産生機序が異なることが考えられた。P-SEP は多くの場合敗血症診断において有用であると考えられるが、侵襲
性肺炎球菌感染症が疑われた場合の P-SEP 値の評価には注意が必要である可能性がある。
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O47-4

ニューモシスチス肺炎におけるプレセプシン測定の意義

埼玉県済生会川口総合病院

1）

麻酔科、2）東京女子医科大学

宮崎 裕也 、佐藤 庸子 、小谷 透
1）

2）

麻酔科学教室

2）

【背景・目的】プレセプシンは細菌感染により顆粒球から放出され、敗血症の診断や重症度評価に役立つ。しかし真菌やウィルス
感染症ではプレセプシンの研究はほとんどなく、有用性や意義については不明である。そこで今回、真菌感染症であるニューモシ
スチス肺炎（PCP）においてプレセプシンが上昇するのか、またその意義について検討した。【方法】2014 年 1 月～12 月に女子医
大 ICU で PCP と診断した症例を後方視的に抽出。患者背景やプレセプシン値、合併感染の有無などを調査した。【結果】気管支肺
胞洗浄による蛍光抗体法および PCR 陽性で PCP と診断された 8 例と、β -D グルカン 300pg/ml 及び臨床徴候から診断された 1 例の
計 9 例が該当した。いずれも非 HIV 患者で、発症から ICU 入室までの期間は中央値 8 日（3-11）
、入室時の P/F 比は 240mmHg（210309）
、78% が呼吸不全のため人工呼吸療法を受けていた。入室後 24 時間以内に測定されたプレセプシン値は 314（287-770）pg/ml
で、陽性率（cut off 値 500pg/ml）は 33% であった。プレセプシン陽性を示した症例は、1 例が細菌性肺炎を合併し、残りの 2 例は
慢性腎不全（Cre 3.52 と 2.88mg/dl）患者であった。また細菌感染合併例と慢性腎不全患者を除いた 5 例では、プレセプシンはす
べて陰性であった。
【考察・結語】プレセプシンは PCP だけでは上昇せず、プレセプシン陽性時には細菌感染合併や腎不全による
プレセプシン排泄遅延などを考慮する必要がある。

O47-5

敗血症における血中プレセプシン，IL-6，PCT の臨床的意義

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学
高橋 和香、中田 孝明、矢崎 めぐみ、織田 成人
【背景】敗血症において，プロカルシトニン（以下 PCT）
，プレセプシン（以下 PSEP）
，インターロイキン 6（以下 IL-6）
，CRP は，
感染の有無や重症度との関連が報告されている．しかしながら，この 4 つのバイオマーカーの比較は十分に行われていない．
【目的】
IL-6, PCT，CRP，PSEP の感染症診断能および転帰予測能を解析・比較し，その臨床的意義を明らかとする．
【対象と方法】2014
年 6 月から 2015 年 5 月までに当 ICU に入室し，敗血症が疑われた症例を対象に，PCT，PSEP，IL-6, CRP を隔日 7 日目まで同時測
定した．臨床経過や画像診断 , 細菌学的検査に基づき，The International Sepsis Forum Consensus Conference on Definitions of
Infection（Calandra T et al. Crit Care Med 2005, 33:1538）に則って感染症の有無を判断し，非感染症患者（対象群）と感染症患
者（感染群）の 2 群に分け比較した．【結果】全 103 例中，対象群は 17 例，感染群は 85 例であり，各群の APACHE II スコア（中
央値）は 20 vs 28, p=0.036，SOFA スコア（中央値）は 6 vs 11, p=0.0005 であった．28 日死亡率は，対照群 0 例（0%）
，感染群 15
例（17.4%）, p=0.07 であった．感染症診断における各バイオマーカー（day1）の AUC（95%CI）は，IL-6 が 0.832（0.748-0.917）
と最も高く，PCT 0.815（0.720-0.909），CRP 0.774（0.664-0.885）
，PSEP 0.716（0.559-0.872）と続いた．また 28 日転帰についての
AUC（95%CI）最大値は，IL-6（day7）0.884（0.788-0.979）
，PCT（day5）0.604（0.439-0.769）
，PSEP（day3）0.697（0.439-0.769），
CRP（day3）0.601（0.439-0.769）と IL-6 の AUC が最も高かった．さらに IL-6 の AUC は経時的に高くなる傾向を認めた（0.661（day1）
→ 0.762（day3）→ 0.813（day5）→ 0.884（day7））．
【結論】敗血症疑い患者において，IL-6 血中濃度は最も感染の診断能が高かった．
また IL-6 高値は 28 日死亡の予測因子となり得ることが示唆された．

O47-6

熱中症と発熱の鑑別におけるプレセプシン測定の有用性

国立病院機構 京都医療センター 救命救急科、2）大阪府立急性期・総合医療センター
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 救急医学

1）
3）

救急診療科、

狩野 謙一 1）、岡田 信長 1）、堤 貴彦 2）、志馬 伸朗 3）
【背景】 熱中症は本邦では年間 6 万人弱が罹患し、約 45% を 65 歳以上の高齢者が占める社会的に重要な重症救急疾患である。夏
期に高い体温で救急外来を受診する患者群において、熱中症と発熱の鑑別はその後の診断治療に関わる重要な問題であるが、身体
所見や病歴のみからの鑑別は容易ではない。近年開発された感染症の新しいバイオマーカにプレセプシン（可溶性 CD14）がある。
プレセプシンは、従来のバイオマーカに比較して感染症の診断精度に優れているとする報告がある。今回、救急外来の発熱患者に
おけるプレセプシン値を比較し、熱中症の鑑別マーカーとして有用か検討した。【方法】 2014 年及び 2015 年の 6 月 1 日から 8 月 31
日までの夏期に当院に救急搬送となった外来患者のうち、腋窩温 37.5℃以上の患者群に対して救急外来でプレセプシンを測定した。
測定は全血を用い、パスファースト Presepsin を用いて化学発光免疫測定法により行った。その後の微生物検査あるいは画像検査
及び臨床経過にて感染性あるいは非感染性の発熱が否定できた症例を “ 熱中症 ” と定義した。
【結果】 対象患者 62 名、男女比
=40/22、 年 齢 69.5 ± 15.8 で あ っ た。 熱 中 症 16 名、 非 熱 中 症 46 名 で あ っ た。 プ レ セ プ シ ン 値 は 熱 中 症 患 者 で 290pg/ml［1242051pg/ml］（中央値［最小 - 最大］）であり、非熱中症患者での 500pg/ml［97-9202pg/ml］との間に統計学的有意差を認めなかっ
た（p=1.51）
。プレセプシン＜ 500pg/ml を診断カットオフとした場合、熱中症の診断感度 68%、特異度 48% であった。【結論】救
急外来受診時のプレセプシン値を熱中症と発熱の鑑別に利用することは困難であった。他の感染性バイオマーカとの比較を含め報
告する。
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O48-1

内分泌・代謝・免疫

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

第 5 会場

甲状腺クリーゼ、心室細動に対して VA ECMO および血漿交換療法を用いて救命した 1 例

松戸市立病院

救命救急センター

漆畑 直、千田 篤、遠藤 英樹、庄古 知久
症例は 53 歳男性。経済的理由で通院歴なく既往歴は不明であった。某年某日職場で呼吸苦を主訴に救急要請し、救急隊接触時
ショックバイタルであった。来院時意識レベル E4V1M4、血圧測定不能、心拍数 200 回 / 分以上、SpO2 測定不能であった。身体所
見では全身浮腫著明、心エコーで著明な心機能低下あり、重症心不全と診断し人工呼吸器管理とした。救急外来で除細動施行した
ところ脈拍 100 回 / 分程度まで改善し、その後は抗不整脈薬を開始しカテコラミンも用いながら循環動態を維持した。入院後の血
液検査で甲状腺機能亢進あり、甲状腺クリーゼによる頻脈性不整脈、心不全と診断した。ステロイド・抗甲状腺薬・ヨード化カリ
ウムなどで加療開始し循環動態は一時的に軽快したが、DIC やビリルビン上昇など臓器不全傾向も認められた。第 3 病日に突然心
肺停止状態に至り、心室頻拍および心室細動を認めたため VA ECMO を導入した。心肺停止の原因として甲状腺クリーゼの病勢
コントロール不良が考えられ、血漿交換療法を導入する方針とした。血漿交換および透析療法を導入したところ、甲状腺ホルモン
は正常化し、また徐々に致死的不整脈も消退し、頻脈、心不全兆候も改善傾向を認めた。その後 VA ECMO および人工呼吸器を
離脱することができ、全身状態は改善を認めた。リハビリを経て第 54 病日に自宅退院となった。血漿交換療法を用いて救命に至っ
た甲状腺クリーゼを経験したため若干の文献的考察を交えて報告する。

O48-2

当院に搬送され特発性縦隔気腫と診断された 3 例の検討

東京大学医学部附属病院

救急部集中治療部

平山 一郎、比留間 孝広、吉本 広平、山本 幸、上田 吉宏、松原 全宏、土井 研人、石井 健、中島 勧、矢作 直樹
【はじめに】縦隔気腫の原因として医原性、術後、外傷が挙げられるが、明らかな原因がなく縦隔に空気の貯留を認めた場合、特
発性縦隔気腫と診断される。救急搬送後、原因検索の結果、明らかな原因なく縦隔気腫を伴っていた症例を 3 例経験したので報告
する。【症例 1】67 歳男性。搬送 10 日前から食欲不振のため搬送 2 日前に近医を受診したが自宅経過観察となっていた。その後歩
行困難となり救急搬送された。来院時、飢餓による脱水、腎不全および横紋筋融解症を認めていた。画像で縦隔気腫を認めたが、
脱水の補正と栄養状態の改善に伴い消失した。【症例 2】78 歳男性。搬送 3 日前から姿を見せず、床で倒れているのを発見され救急
搬送された。来院時、意識障害 GCS 11（E3V3M5）であったが、その原因として敗血症、高血糖性高浸透圧昏睡が考えられた。
こちらも画像で縦隔気腫を認めたが、抗菌薬治療、血糖および意識の改善に伴い消失した。【症例 3】48 歳男性。統合失調症の既
往のある患者。搬送 7 日前から食欲不振で数日間飲水のみの生活であった。来院時の血清 Na 値は 103 mmol/l と低 Na 血症を認め
たが、画像で縦隔気腫を伴っていた。低 Na 血症の原因として摂取不足と水希釈が考えられたが、低 Na 血症の補正に伴い縦隔気腫
も消失した。【考察】いずれの症例も代謝性アシドーシスを認めており、全身状態の改善とともに縦隔気腫は自然消失した。糖尿
病性ケトアシドーシスに縦隔気腫を合併した疾患は特発性縦隔気腫のなかでも Hamman 症候群と呼ばれている。症例 1 は飢餓に
よるケトン体陽性でケトアシドーシスを認めており、症例 2、3 は高血糖を伴う代謝性アシドーシスであった。いずれも Hamman
症候群の病態に類似した状態であったことが推測される。特発性縦隔気腫と診断されたこれら 3 例を通して、特発性縦隔気腫の特
徴や発生機序について文献的考察を加え報告する。

O48-3

マクロファージ活性化症候群を合併し，多臓器不全に至った成人発症 Still 病の一症例

久留米大学病院

高度救命救急センター

中西 未来、田代 恵太、神戸 賢利、吉山 直政、下条 芳秀、高松 学文、長井 孝二郎、高須 修、山下 典雄、坂本 照夫
成人発症 Still 病（以下 AOSD）は，全身型若年性特発性関節炎（Still 病）が 16 歳以降に発症した原因不明の疾患である。今回，我々
はマクロファージ活性化症候群（以下 MAS）と播種性血管内凝固症候群（以下 DIC）を合併し，多臓器不全（以下 MOF）を生じ
た AOSD を経験したので報告する。
【症例】39 歳女性
【既往歴】2 型糖尿病，高血圧
【現病歴】1 病日に発熱し近医を受診。抗菌薬を処方されたが解熱せず，咽頭痛・関節痛・皮疹が出現し 10 病日に前医入院。
AOSD の診断基準を満たし，ステロイド治療を検討されていた。21 病日に下痢，乏尿が出現し，23 病日より無尿となった。24 病
日に血小板低下，肝酵素と BUN・Cr が上昇。25 病日に DIC と診断され，精査加療を目的に当センターに転院搬送となった。
【経過】搬入時，DIC score 8 点，APACHE 2 score 26 点。肝脾腫，LDH・フェリチンの上昇を認め，骨髄穿刺により MAS と診
断した。高サイトカイン血症（IL-6 2497pg/ml）と無尿に対し PMMA 膜を用いた持続的血液濾過透析（以下 CHDF）を行い、
DIC に対して AT-3 製剤・トロンボモデュリン投与を開始した。CHDF 開始 12 時間後には IL-6 753pg/ml まで低下し，CHDF は 26
病日で終了し以後は透析に移行した。27 病日から 3 日間のステロイドパルス療法のあと，プレドニゾロン（以下 PSL）での後療法
を継続。一旦，関節痛・皮疹は消失し検査所見も改善したが，PSL の減量中に再び症状増悪，MAS の悪化を認め、44 病日から免
疫抑制剤（シクロスポリン）を併用した。37 病日以降自尿が増加し 43 病日で透析を終了。52 病日に ICU を退出した。
【考察】本症例は，AOSD を基礎疾患とし，解熱鎮痛剤や感染を契機に MAS，高炎症性サイトカイン血症を来たし，DIC，MOF
に至ったと考えられた。高サイトカイン血症，DIC，AKI に対する集中治療に加え，免疫抑制剤が奏功した。
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O48-4

高アンモニア血症を呈し持続血液浄化を行ったミトコンドリア呼吸鎖異常症の新生児症例

大阪市立総合医療センター

集中治療部

岩田 博文、管 敏晃、奥村 将年、山本 泰史、大塚 康義、宇城 敦司、嶋岡 英輝
高アンモニア血症を呈し搬送されたミトコンドリア呼吸鎖異常症の新生児症例を経験したため報告する。症例は日齢 1 の男児。在
胎 38 週 2 日、妊娠経過中は特に問題なかったが、分娩 20 分前から変動性一過性徐脈を頻発し、経腟吸引分娩となった。出生時ア
プガースコア 3/4/5 点、呼吸は浅く頻呼吸、筋緊張低下あり、刺激への反応ほぼない状態であったため、気管挿管され、人工呼吸
器管理となった。出生時の血液検査で、代謝性アシドーシスとアンモニア濃度＞ 400 μ g/dl を認め、重症新生児仮死として低体温
療法を行っていたが、日齢 1 にはアンモニア濃度＞ 1600 μ g/dl まで上昇を認め、先天性代謝異常症の疑いで当院転院となった。
高アンモニア血症に対して、第 1 病日より第 8 病日まで持続血液透析を行いアンモニア値は基準値まで低下、透析終了後も上昇な
く経過できている。原因に関して、尿素サイクル異常症や有機酸代謝異常症を疑ったが、尿有機酸分析の結果からは否定的であっ
た。出生時より肝酵素、クレアチンキナーゼ、乳酸値の上昇あり、肝生検を行った。生検では、ウイルス感染や胆汁鬱滞を示唆す
る所見を認めなかったが、ミトコンドリア呼吸鎖複合体の酵素活性低下を認め、ミトコンドリア呼吸鎖異常症の診断となった。新
生児において、高アンモニア血症、代謝性アシドーシスとなりうる病態は多様で、診断に時間がかかるケースも少なくない。しか
し、高濃度のアンモニアに暴露された時間は、児の神経学的予後に関与しており、鑑別診断のための検査と同時に早期の積極的な
治療介入が必要である。

O48-5

摂食障害の身体合併症の臨床像の検討

横浜市立大学附属市民総合医療センター 高度救命救急センター、2）横浜市立大学大学院医学研究科救急医学、
横浜市立大学医学部 救急医学教室、4）横浜市立大学附属市民総合医療センター 精神医療センター

1）
3）

松森 響子 1,3）、日野 耕介 1,4）、安部 猛 1,3）、中村 京太 1,2,3）、森村 尚登 1,2,3）
背景：近年摂食障害のために救急搬送される症例が散見されるが、我々が渉猟しえた範囲では本邦において救急集中治療に関する
臨床像についての症例集積研究は認めていない。目的： 2013 年 4 月～2015 年 3 月の 2 年間で当院救命救急センターに搬送された摂
食障害の 6 例の臨床像を検討し、並びに重症例の摂食障害の系統的文献レビューを行った。結果：当院での 6 症例は 15～48 歳の女性、
うち 3 例は以前に摂食障害と診断されていた。意識障害をきたした症例は 6 例中 2 例で、2 例とも挿管人工呼吸管理となった。ショッ
クを呈した症例は 6 例中 5 例、低体温の症例は 6 例中 1 例であった。経過中にたこつぼ心筋症をきたしたものが 1 例、最重症の症例
は重度の低体温（24.0 度）、徐脈、血圧測定不能であり一時的に心停止となったため、経皮的心肺補助法（PCPS）と血液透析を施
行した。この重症低体温を除く 5 例では心拍数は 91～106 とむしろ相対的頻脈の傾向にあった。血液検査では全例に低 K 血症がみ
られ、ほか肝障害や血小板減少が高い頻度でみられた。転帰は自宅退院 2 例、当院精神科転科 3 例、当院小児科転科 1 例（後に精
神科転科）であった。医学中央雑誌で、摂食障害と集中治療について検索しえた 133 件の文献から、救命救急の分野に関連がない
と判断されたものを除外した原著論文と会議録は 33 件であった。考察：摂食障害の身体合併症については、低血圧、低体温、低
血糖、不整脈、電解質異常などが報告されている。敗血症や不整脈、循環不全などの重篤な身体合併症が致死的な転帰の原因とな
り、心停止に至る摂食障害は散見されるが、PCPS により救命された症例報告は検索できたものは本邦で 1 例のみであった。たこ
つぼ心筋症の合併は数例の報告があり、低血糖からのカテコラミンサージが想定されている。摂食障害では精神科治療だけでなく
身体疾患に対する集中治療も併せて集学的に行うことが肝要である。若干の文献的考察を加えて発表する。

O48-6

プロポフォールによる脂肪酸代謝抑制に対する糖・アミノ酸代謝の反応

鹿児島大学医歯学総合研究科侵襲制御学教室
森山 孝宏、原田 浩輝、中原 真由美、松永 明、上村 裕一
プロポフォールは脂肪酸の代謝を抑制するが、これがプロポフォール注入症候群の一因となっている可能性も指摘されている。脂
肪酸負荷動物モデルを用いて、脂肪酸代謝抑制時の糖・アミノ酸代謝の関与について検討した。
【方法】2 週間高脂肪食の食餌で
作成した脂肪酸負荷 SD ラット 18 匹を 1. プロポフォール 20mg/kg/h 投与群（A 群）
、2. イソフルラン + イントラリピッド投与群（B
群）
、3. イソフルラン投与群（C 群）の各群 6 匹に分類した。人工呼吸管理下で体動、自発呼吸が出ないよう投与量を調節し 3 時間
観察した。投与開始前、1、2、3 時間後に採血し、遊離脂肪酸値、血糖値、乳酸値、アミノ酸値、インスリン、グルカゴン、コル
チコステロン濃度を測定した。群間比較は ANOVA を用いて P ＜ 0.05 を有意差ありとした。【結果】遊離脂肪酸値は実験開始前で
3 群とも高値であったが、3 時間後には A 群はさらに上昇し C 群と比較して有意に高値であった（A 群：328 ± 86、B 群 262 ± 74、
C 群 241 ± 69 μ M）。血糖値は A 群では経過とともに著明な低下を認め、3 時間後には A 群 41 ± 12、B 群 72 ± 16、C 群 78 ± 18mg/
dl であった。分岐アミノ酸（バリン、ロイシン、イソロイシン）は、経過とともに C 群では上昇したのに対して、A 群では有意な
減少を認めた。アラニンは 3 群とも増加したが、C 群が A 群に対して有意に高値であった。乳酸値、インスリン、グルカゴン、コ
ルチコステロン濃度は 3 群間で有意差は認めなかった。【考察】プロポフォール投与下では遊離脂肪酸の低下がみられず、細胞内
に取り込まれないためエネルギー産生に有効利用されていないと考えられた。これに対して、血糖及びアミノ酸を利用することで
代償している可能性が示唆された。しかしながらこの反応が長期に及ぶ場合や代償反応が適切に作用しない病態時には、細胞のエ
ネルギー産生枯渇が生じる可能性も予測されるため、今後プロポフォール注入症候群発症機序の原因として研究を進める予定であ
る。
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O49-1

心臓・循環・体液管理⑤

3）

第 6 会場

HIT におけるヘパリンコーティングカニューレを継続使用した PCPS に対して , 血小板数の回復を認めた 1 症例

国立循環器病研究センター
国立循環器病研究センター

1）

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

臨床工学部、2）国立循環器病研究センター
麻酔 / 集中治療科

輸血管理室、

吉田 幸太郎 1）、林 輝行 1）、前田 琢磨 2,3）、四井田 英樹 1）、西垣 孝行 1）、高橋 裕三 1）、小川 浩司 1）、松本 泰文 1）、服部 希衣子 1）、
宮田 茂樹 2）
【背景】ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）と診断すれば , ヘパリンコーティング（HC）された医療材料を中止することが推奨
されている . しかし , HIT における HC の影響は報告が少なく不明である . 今回 , 経皮的心肺補助法（PCPS）の HC カニューレに関
しては , 交換に伴うリスクを考慮して継続使用したが , 血小板数の回復を認めた症例を経験したので報告する .【症例】47 歳男性 .
身長 180cm, 体重 83kg. 背部痛 , 発熱を主訴に受診 . 徐々に心機能低下による循環不全を認めたことから IABP および PCPS を導入
後 , 当院へ搬送となった . 心筋生検により劇症型心筋炎と診断 , 頭部 CT では脳梗塞の所見を認めた .【方法】PCPS システムは平和
物産社製 Endumo®-6000, そのシステムの HC は T-NCVC® コーティング（イオン結合）, 送脱血カニューレはメドトロニック社製バ
イオメディカス 21・23Fr, その HC は Carmeda® バイオアクティブサーフェス（共有結合）を使用した .【臨床経過】血小板数は入
院直後 8.5 万 / μ L, 第 4 病日から 2.9 万 / μ L と低下を認め血小板輸血を実施 , 第 7 病日に再度 2.8 万 / μ L へ低下 , HIT を疑い酵素免
疫測定法および機能的測定法により陽性の結果を得て HIT と診断した . 直ちに抗凝固剤をヘパリンからアルガトロバンへ変更 , 第
10 病日に PCPS システムをノンヘパリンコーティングへ交換したが送脱血カニューレは継続使用した。第 10 から第 18 病日までの
血小板数は 4-6 万 / μ L で推移したが , 第 19 病日に 7.7 万 / μ L と血小板数の回復を示し , 第 22 病日には 10 万 / μ L 台へ上昇した。第
21 病日の頭部 CT では軽度の出血性脳梗塞を認めたが , 心機能の回復に伴い第 25 病日に PCPS を離脱した .【考察および結語】HIT
と診断すれば HC を有した医療材料を中止すべきであるが , 交換できない場合の対応方法は明確に決まっていない . HC の影響は血
液接触面積やヘパリン結合方法の違いでヘパリン溶出量が異なるため , 各 HC のヘパリン溶出量を検討する必要がある .

O49-2

気管支喘息発作を発症した 17kg 女児に対するダブルルーメン体外循環肺補助用カニューレによる ECMO の経験

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

1）
2）

ME センター、
小児集中治療科

大城 幸作 1）、藤原 直樹 2）、八坂 有起 2）、制野 勇介 2）
【はじめに】呼吸不全に対する V-V ECMO では 2 本のカニューレを使用し、内頸静脈や大腿静脈での送・脱血が行われるが、今回、
気管支喘息重積発作による CO2 貯留のため、右内頚静脈から 15Fr ダブルルーメンカテーテル（ヨストラ体外循環肺補助用カニュー
レ）を用いて、ECCO2R（extracorporeal CO2 removal）を目的とし、血流量 800ml/min（47ml/kg/min、CI 1.1L/min/m2）の少
ない流量にて ECMO を維持し、脱血管の追加をせず、救命し得た症例を経験したので報告する。【症例】5 歳、17kg 女児。
TV120ml を確保するのに PIP50cmH2O 必要であったため、Manual bagging にてベネトリン吸入を施行されていた。血ガスデータ
として CO2196mmHg、PO2234mmHg、pH6.956 とアシデミアコントロール不能のため、ECMO 導入となった。ECMO 導入の際、
酸素化は保っていたため、高血流量での補助は必要でないと判断し、細径のダブルルーメンでの ECMO 導入。血ガス結果では 20
分後で CO265.3mmHg、60 分後で 28.91mmHg までの改善。4 日目には ECMO 離脱し、7 日目には抜管となり、神経学的異常は認め
られなかった。脱血圧は -34mmHg、送血圧は人工肺入口・出口で 433mmHg、360mmHg であり、流量の制限は脱血よりも送血側
にあった。【使用機器】人工肺・回路は泉工社製 SOLAS、コンソール・遠心ポンプは SORIN 社製 SCPC を使用した。
【結語】低酸
素を伴わない ECCO2R 目的の ECMO では、ダブルルーメンカニューレでの低流量補助でも有効であった。

O49-3

心筋炎に対し PCPS を施行した 13 例の検討

東京医科歯科大学医学部附属病院

ME センター

倉島 直樹、佐藤 由利、星野 春奈、野田 明里
【はじめに】循環不全に伴う機械的補助は IABP、PCPS が選択とされる。心筋炎症例は他の疾患に比べ、救命率は高い。しかし、
PCPS での循環補助は完全に代行できるとは言えない。症例によっては PCPS による後負荷増大に伴う肺うっ血や細径カニューレ
に伴う溶血など臓器不全を進行させる問題点も多い。【方法】今回、本学において 2008 年から 2015 年 4 月までに経験した 13 例にお
いて管理期間、予後、補助循環方式について検討したので報告する。
【結果】平均年齢 38 歳、性別男性 6 例、他施設からの転院 8
例（61.5%）で全例補助循環併用化に転院搬送症例。本学での PCPS 管理期間 4.8 日、30 日生存 11 例（84.6%）
、独歩退院 7 例（53.8%）、
IABP 併用 11 例（84.6%）、CBP 併用 6 例（46.1%）、体外式補助人工心臓移行（全例両心補助）5 例（38.4%）であった。
【考察】転
院症例が 6 割と多く、そのうち 5 例が PCPS 離脱不可能であり、両心補助へと移行したが、予後不良であった。両心補助法は、左
心補助にニプロ社製補助人工心臓を装着し、右心補助として FV-PA 送血 PCPS を用いた。直近の 1 例では、両心共に遠心ポンプを
用いた補助とした。直近 1 例は、前医でも補助循環日数が 1 日と短く、両心に遠心ポンプを使用することで、高流量での補助が可
能であった。心筋炎は救命率が高いが、PCPS による合併症を考慮し、デバイス選択を行うことが重要であると考えられた。
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O49-4

長期化した ECMO 管理における問題点

市立札幌病院

1）

臨床工学科、2）市立札幌病院

救命救急センター

板坂 竜 、猫宮 伸佳 、那須 敏裕 、前中 則武 、進藤 尚樹 1）、高氏 修平 2）
1）

1）

1）

1）

【はじめに】近年重症呼吸不全に対する Respiratory ECMO 施行症例が増加傾向である。当院においても症例数は増加し長期化す
る症例も少なくない。今回、長期化した際の当院 ECMO 管理の方法を検討したので報告する。【症例・方法】2013 年 1 月から 2015
年 7 月までに V-V ECMO を施行した 18 症例。その内 30 日以上の管理となった 6 例（肺炎 3 例、インフルエンザ 1 例、気胸 1 例、術
後換気不全 1 例）を対象とした。カニューレは内頚静脈脱血、大腿静脈送血を第一選択とした。人工肺は BIOCUBE 6000（NIPRO）、
遠心ポンプは Rota Flow（MAQUET）を使用。ヘパリンコーティングされた Long 回路を用いて過度な陰圧を避けるよう配置し、
回路内圧測定には Cardia Press（JMS）を用いている。ECMO Flow を低流量にした際は膜面積の小さい人工肺や High Flow
Shunt（人工肺出口 ‐ 遠心ポンプ入口）を用いた症例もある。
【結果】2 例離脱（1 例生存退院、1 例入院中）、3 例非離脱（3 例死亡）、
1 例 ECMO 稼働中である。男性：5 人、女性：1 人、平均年齢：63.6 歳、平均稼働時間：58.5 日、平均回路交換回数（人工肺単体も
含む）
：7.8 回。
【考察】6 例とも Hypoxia により ECMO 導入し酸素化は改善されたが、自己肺の線維化に伴い換気不全による
Hypercapnia が ECMO 離脱時に問題となり長期化した。また ECMO 長期管理に伴う出血性合併症が問題となる症例が多く、これ
に伴い抗凝固薬を休止せざるを得ない症例では人工肺交換の頻度が増加していた。しかし、膜面積の小さい人工肺、High Flow
Shunt などの管理により、予期せぬ性能不良は防げたのではないだろうか。自己肺の予備能が低下していた症例では、人工肺交換
の際の血圧低下や徐脈イベントが出現する傾向がみられた。【結語】長期 ECMO 患者では人工肺に依存した状態となっており、
ECMO 管理中は致死的合併症の発症に注意すべきである。今後も安定した ECMO 管理に努めたい。

O49-5

当院 ECMO における溶血に関する揚程と陰圧の後ろ向き解析結果について

心臓病センター榊原病院

1）

臨床工学科、2）心臓病センター榊原病院

循環器外科、3）心臓病センター榊原病院

中島 康佑 、永田 和之 、大下 智也 、有道 真久 、林田 晃寛 、平岡 有努 、鍵山 暢之 、坂口 太一
1）

1）

1）

1）

3）

2）

3）

循環器内科

2）

【背景】ECMO 管理における様々な合併症の一つに溶血があげられるが、主に遠心ポンプにおける揚程と過陰圧によって起こると
されている。ELSO のガイドラインにも「-300mmHg 以上で溶血が発生する」とされているが当院での溶血に関する揚程と陰圧の
cut off 値は定められていないのが現状である。そこで溶血に関する揚程と陰圧に関して後ろ向きに解析し、一定の見解を得たので
報告する。
【対象】2012 年 9 月から現在までの ECMO 症例（VA・VV 含む）82 例を対象とした。【方法】ECMO 管理における最大
Flow と回転数から各社カタログ値を参照に揚程を算出し、また送血カニューラの圧損・人工肺の圧損・回路の圧損、更に平均血
圧 65mmHg とし陽圧を算出した。この結果より陽圧から揚程を引くことによって陰圧を算出した。また血液検査において溶血（+）
と判定された症例において揚程と陰圧の cut off 値の解析を行った。
【結果】陽圧 182.3 ± 42.7mmHg、遠心ポンプ揚程 387.2 ± 163.0、
陰圧 -204.9 ± 148.6 であった。またそこから得られた Data を元に更に解析を行った結果、ROC 曲線を用いて揚程 440mmHg（AUC
0.782）、陰圧 -275mmHg（AUC 0.775）を得ることが出来た。
【考察】今回の解析では粘性等を考慮に入れていない為限界はあるが、
今後は解析結果から算出された揚程と陰圧を考慮に入れて送脱血管の選定・追加を行っていくべきであると考えている。またこれ
らに関しては様々な報告・経験での話を聞くが、下肢合併症のない適正サイズ（CT 等あれば送血部位の 70% 以下の送血管を選定
する）の送脱血管の選定を行うにあたっては、揚程を 400mmHg 以下にすることを考慮すると当院でも陰圧を -150mmHg 以上に抑
えるべきであると考えている。

O49-6

長期型（シリコンコーティング）膜型人工肺の使用時における、早期にガス交換能を低下させる因子の検討

浜松医科大学医学部附属病院

医療機器管理部

加茂 嗣典、江間 信吾、川村 茂之、伊藤 裕美、大村 守弘、森田 耕司、林 秀晴
【はじめに】体外式肺補助法（Extracorporeal Membrane Oxygenation：ECMO）は重要な救命手段として普及している。長期管理にお
いては安定したガス交換能を有することが重要で長期型膜（非対称膜や複合膜）が用いられることが多く回路交換の頻度も軽減する。
一方で長期型膜使用においても、ガス交換能が早期に低下する症例も経験する。
【目的】今回、泉工医科工業社製の長期型シリコンコーティング膜型人工肺エクセラン（以下エクセラン）を使用し、頻回な人工肺の交
換を要した症例について、臨床的特徴を明らかにすることを目的とした。
【症例と経過】34 歳、男性、皮膚筋炎を発症し入院となった。入院から約 1ヵ月後に間質性肺炎の増悪と気胸発症による高度な呼吸不全
のため V-VECMO を導入した。導入後、計 7 回の回路交換を実施（エクセラン 5 回）した。エクセラン使用 1～3 回目は定期交換（平均 9.0
日）、4～5 回目はガス交換能低下（平均 4.0 日）のため交換した。V-VECMO 開始 40 日後に CHDF を開始し、45 日後に多臓器不全合併の
ため死亡した。
【方法】エクセラン使用開始から 3 回目の回路交換（長期交換）までと、回路交換の間隔が短くなった 4 回目の開始～5 回目終了時（短
期交換）で ECMO 設定条件及び検査データを比較した。
【結果】ECMO 設定条件は、ガス流量（長期：平均 4.0L、短期：平均 8.3L）、吹送ガス対血流量：V・/Q・
（長期：平均 1.1、短期：平均 2.3）
が短期交換時で増加した。検査データでは、白血球数（長期：平均 8.3 × 103/ μ l、短期：平均 15.4 × 103/ μ l）、プロカルシトニン（長期：
平均 0.5ng/ml、短期：平均 3.6ng/ml）
、フィブリノーゲン（長期：平均 370mg/dl、短期：平均 483mg/dl）はそれぞれ短期交換時に高値
を示していた。
【まとめ】白血球数、プロカルシトニン、フィブリノーゲンが高値を示す症例では、長期型膜型人工肺のガス交換能を早期に低下させる
可能性が示唆された。
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O50-1

心臓・循環・体液管理⑥

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

当施設における経皮的心肺補助装置患者 75 名の後方視的検討

長崎大学病院

第 7 会場

~ 予後予測因子の解析 ~

集中治療部 / 麻酔科

東島 潮、岡田 恭子、矢野 倫太郎、松本 聡治朗、松本 周平、関野 元裕、原 哲也
【背景】経皮的心肺補助装置（percutaneous cardiopulmonary support; PCPS）は原疾患の治療効果が望める重症患者において重
要な救命の手段となり得るが，PCPS 管理患者の救命率は決して高くはない。今回，当施設における PCPS 管理患者の予後に関連
する因子を調査することを目的に検討を行った。【対象患者】2009 年 4 月から 2014 年 7 月までに PCPS を導入され当院 ICU に入室
した患者 75 名 【方法】上記 75 名の対象患者を生存群と死亡群の 2 群に分け，各臨床評価項目について統計学的解析を行った。統
計は t 検定を用いて p ＜ 0.05 を有意とした。【結果】対象患者 75 名中，急性心筋梗塞・狭心症 20 名，肺血栓塞栓症 11 名，呼吸器疾
患 10 名，心筋炎・心筋症 9 名，その他 25 名であった。生存群は 27 名（36%），死亡群は 48 名（64%）であった。両群間で有意差を
認めた項目は，APACHEII score（26.6 ± 1.0 vs 18.3 ± 1.4：死亡群 vs 生存群 , p ＜ 0.0001）
，ICU 入室時乳酸値（6.8 ± 0.7 vs 4.1 ± 1.0
mmol/L, p=0.019），PCPS 導入後 24 時間内最低乳酸値（4.6 ± 5.1 vs 1.5 ± 1.0 mmol/L, p=0.0002）
，PCPS 導入後 24 時間内最高乳酸
値（10.5 ± 7.8 vs 5.0 ± 4.2 mmol/L, p=0.0002）であった。ROC 解析では，APACHEII score および PCPS 導入後 24 時間内最高乳酸
値がともに AUC=0.78 と予後予測能が高いことが明らかとなった。
【結語】ICU 入室初日の経過（患者重症度，PCPS 導入後の乳酸
値の経過）が PCPS 患者の予後に関連する因子であった。過去の知見も踏まえ当院の PCPS 管理患者における現状について報告す
る。

O50-2
信州大学
信州大学
5）
信州大学

1）
3）

当院 ICU における植え込み型補助人工心臓 HeartMate II 植込術後管理導入プロセスの報告
医学部附属病院
医学部附属病院
医学部附属病院

集中治療部、2）信州大学 医学部附属病院 看護部、
高度救命救急センター、4）信州大学 医学部附属病院
心臓血管外科

医療用電子機器管理センター、

大津 義徳 1）、清水 彩里 1）、三田 篤義 1）、今村 浩 1,3）、山田 真理 2）、金子 香代 2）、塩原 まゆみ 2）、道永 祐希 4）、瀬戸 達一郎 5）、
岡田 健次 5）
【はじめに】当院で重症心不全に対する BTT（Bridge to Transplant）治療として植え込み型補助人工心臓（VAD）HeartMate II を植
え込んだ3症例をまとめ、地方大学病院のICUにおける植込型補助人工心臓治療導入のプロセスについて報告する。
【症例1】
43y.o M ベッ
カー型筋ジストロフィーに合併した拡張型心筋症。心不全症状出現後 4ヶ月目に入院、心不全進行し入院 2ヶ月後に HeartMate II 植込術
施行、術後 ICU 滞在 7 日で一般病棟転棟。【症例 2】44y.o M 拡張型心筋症にて 5 年前より加療中、2 年前に MR・Paf 増悪に対し MVP/
Maze 施行後症候性 VT 頻発し CRTD 植え込み施行。移植登録承認後心不全増悪し当院入院し 3ヶ月後に HeartMate II 植込術施行、術後
ICU 滞在 8 日で一般病棟転棟。【症例 3】15y.o M 腹痛・嘔吐を契機とし発症した急性心不全にて前医入院後、特発性拡張型心筋症の診
断にて当院転院した。入院 4ヶ月後に心不全症状増悪し HeartMate II 植込術施行、術後 ICU 滞在 4 日で一般病棟転棟。【方法】VAD 植
え込み術の導入にあたって ICU では 1）機器の説明と取り扱いのトレーニング、2）手術－ ICU 受け入れ―病棟転棟までの予定表の作成、
3）症例受け入れ後のフィードバックを行った。設備的には通常の心臓血管外科術後受け入れ準備に加え一酸化窒素吸入療法の併用が予
定されたため機材の手配と病室としてシールドルームを準備した。 スタッフの教育はメーカーに依頼して 1）のトレーニングを行った、
これとは別に事前に想定されるトラブルシューティング表を作成し多職種間で検討会を行った。HeartMate II 植え込み術を当院で開始
することを決定後、約 3 カ月間準備の上患者を受け入れ、3 例とも合併症および治療上のトラブルを起こすことなく順調に術後管理施行
し一般病棟へ転棟することができた。
【結語】新規の高度先進治療を導入するに当たり、多職種間で連携して準備をすることでスムース
に導入することが可能であった。

O50-3

V-V ECMO 施行中に TPTD で得られるデータは ECMO 流量に影響されるか

京都民医連中央病院

腎循環器センター

救急・集中治療科

鶴岡 歩、河本 晃宏、那須 徹也、藤野 高久、井上 賀元
【症例】45 歳 , 男性（161cm,136kg,BMI 52.5）.Pickwick 症候群の疑いにて入院となり , その後呼吸状態悪化したため人工呼吸器管理
となった . しかし酸素化の改善が全く見込めない状況が続き ,V-V ECMO を導入した .【背景】近年 PiCCO2® や EV1000® といった経
肺熱希釈法（TPTD）によるモニタリングが施行される症例が増えているが , CHDF や ECMO など体外循環施行中に TPTD で得ら
れるデータがどのような影響を受けるかについての報告は依然として少ないのが現状である .【目的】ECMO 流量の違いにより
TPTD で得られるデータがどのような影響を受けるかについて検討する .【方法】ECMO system は , 下大静脈脱血（左大腿静脈穿
刺 21.0Fr）, 右房送血（右大腿静脈穿刺 19.5Fr）とし , 遠心ポンプ・人工肺・回路は CAPIOX®（TERMO）を使用した .PiCCO
system（TOKIBO）は , 右内頸静脈に triple lumen CVC, 右大腿動脈に 4Fr A sheath を確保し , 熱希釈法については同一検者により
4℃以下に冷却した生理食塩水 15ml を計 3 回注入し測定した .ECMO の weaning が可能となった時点で ,ECMO 流量 4L/min（H 群）
と 2L/min（L 群）の各条件下で得られる PiCCO データを収集し ,ECMO 流量の違いによってデータに影響があるか評価した 【
. 結果】
ECMO 施行中に計 13 回熱希釈測定を行うことができた .GEDI は H 群 954 ± 54ml/m2, L 群 872 ± 41ml/m2 であり H 群で有意に高値
（p=0.00065）であり ,PVPI は H 群 1.8 ± 0.1, L 群 2.0 ± 0.1 であり L 群で有意に高値（p=0.00213）であった .【考察】GEDI が H 群で高
値となった理由としては ,ECMO により前負荷が増えたためと考えられた . 今回は 4L/min と 2L/min の場合でのみ比較検討した
が ,ECMO を中断した場合と比較してどの程度影響されるかについては検討できておらず , 今後の課題である .【結語】ECMO 管理
中に TPTD によるモニタリングを行う場合 ,ECMO 流量が GEDI,PVPI に影響を与えることに注意する必要がある .
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O50-4

小児 ECMO 患者における水分バランスと転帰に関する検討

東京都立小児総合医療センター

1）

救命・集中治療部

集中治療科、2）東京都立小児総合医療センター

小谷 匡史 、齊藤 修 、居石 崇志 、本村 誠 、中山 祐子 、新津 健裕 、清水 直樹 、吉田 拓司
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

臨床工学技士室

2）

【背景】水分バランス過多（以下、FO； Fluid Overload）は重症患者の転帰と関連があるとされるが ,Extracorporeal membrane
oxygenation（以下、ECMO）患者での FO と転帰の関連性に関する報告は少ない。【方法】東京都立小児総合医療センター集中治
療室（以下、当院 PICU）において 2010 年 4 月から 2015 年 8 月までに ECMO を導入した患者について患者背景と急性期（48、72 時
間）の累計水分バランス（以下、FB）ならび転帰との関連について診療録をもとに後方視的に検討した。
【結果】ECMO 症例は
70 例、ECMO のタイプは呼吸（R）26、循環（C）21、ECPR 23 例であった。このうち ECPR、短期装着症例を除き、各々につい
て生存（S 群）、非生存群（NS 群）にわけて転帰を検討した。呼吸 ECMO（月齢（中央値）13ヶ月（0- 192）
、体重 6.6 kg（2.7-25）、
P/F 比 81（35-350）、PIM2 6.2（1.2-37.6））では R-S 群 19/26 例、R-NS 群 7/26 例であった。また各々の 48、72 時間の FB の中央値は、
0.22 L/kg/ 日（-1.42-3.93）、0.13（-1.67-5.23）、R-NS 群 0.42 L/kg/ 日（-0.40-11.18）
、0.68（-0.77-14.35）であり、両群間での統計学的
有意差は認めなかった。一方、循環 ECMO（月齢 5ヶ月（0- 79）, 体重 4.2kg（2.5-33）
、Inotropic score 10（1-21）
、PIM2 8.6（2.2-76.2））
で は C-S 群 11/21 例、C-NS 群 10/21 例 で、 各 々48、72 時 間 の FB は 0.27L/kg/ 日（-0.58-1.01）
、0.08（-0.85-1.45）
、C-NS 群 1.88 L/
kg/ 日（0.01-9.55）、1.95（-0.16-9.97）で、いずれも C-NS 群で統計学的に有意な FO を認めた。
【考察】R 群と異なり、C 群は FO と
転帰との関連を認めた。C 群においては複雑心奇形による術後人工心肺離脱不能例を多く含み、ECMO 装着後においても積極的に
先天的心形態異常の早期評価、介入などを計らないと FO が増悪する傾向があった。【結語】不均一な基礎疾患を背景に個々多様
な経過を辿るため、ECMO 下の FO と転帰に関するさらなる検討が必要である

O50-5

小児の左心補助人工心臓（Berlin Heart EXCORE）装着術 6 例の周術期管理と問題点

大阪大学

医学部附属病院

1）

集中治療部、2）大阪大学医学部附属病院

小児科、3）大阪大学医学部附属病院

心臓血管外科

髭野 亮太 、廣瀬 将紀 、平松 大典 、高橋 邦彦 、小垣 滋豊 、平 将生 、上野 高義 、澤 芳樹 、内山 昭則 1）、藤野 裕士 1）
1）

1）

1）

2）

2）

3）

3）

3）

【緒言】本邦で小児用体外式補助循環装置（VAD）として Berlin Heart 社の EXCORE が使用できるようになった。当院はこれま
で 6 例の LVAD 装着児の術前術後管理を経験したので経過と問題点について報告する。
【症例】拡張型心筋症で心移植登録を必要
とした 4ヶ月～1 歳 2ヶ月（平均 7ヶ月）の 6 人。LVAD 装着術前に ICU 入室し管理を行なったのは人工呼吸下の 3 例、ECMO 下の
1 例。3 例は前医から搬送され、継続し集中管理を行なった。術前の入室期間は 5 日～21 日（平均 10.5 日）、全例カテコラミン投与
下であった。
【経過】術後全例に NO 吸入が必要であり、経口薬への移行は 3 例であった。右心補助のためのミルリノン、カテコラ
ミンの投与期間は 13 日～28 日（平均 18.6 日）、6 日～19 日（平均 12.5 日）であった。体外式 VAD であるため鎮静は重要でありオ
ピオイド、ミダゾラム、デクスメデトミジンを併用。人工呼吸期間は 3 日～36 日（平均 13.5 日）であり、3 例で術前から長期の鎮
静のため抜管後も離脱症状に難渋した。抗凝固はヘパリン、AT3、ワルファリンで行い、経過中の再開胸血腫除去が 2 例あった。
合併症として神経学的に重大な影響を及ぼすような頭蓋内の出血や梗塞はみられなかった。ICU 入室期間は 8 日～43 日（平均 23.8
日）
。6 人中 3 人が心移植を行うことができ、3 人は移植待機中である。【考察】術前から ICU で集中管理を適切に行い、臓器障害
を最小限に抑えることで良好な術後経過を得ることができた。長期の鎮静を必要とした症例では離脱症状に難渋し入室期間が長く
なった。術後は高血圧となりやすく血管拡張薬を適正に使用し、抗凝固が必須なため頻回の止血検査を行うことで頭蓋内出血など
更なる重大な合併症の予防を行っている。【結語】術前の集中管理にて臓器障害を最小限に抑え、術後の管理として頭蓋内出血を
生じるリスクを減らすために頻回の止血検査と高血圧のコントロールを行うことが重要である。

O50-6

当院での小児急性心筋炎に対する VA-ECMO の適応

山梨大学医学部小児科、2）山梨大学医学部附属病院新生児集中治療部、3）山梨大学医学部救急集中治療医学講座、
山梨大学医学部第二外科

1）
4）

河野 洋介 1）、小泉 敬一 1,2）、喜瀬 広亮 1,2）、戸田 孝子 1,2）、加賀 重亜喜 4）、森口 武史 3）、鈴木 章司 4）、松田 兼一 3）、杉田 完爾 1）、
星合 美奈子 1,2）
【背景】小児の VA-ECMO は血管アクセスが難しく、循環血液量が少ないことや合併症が多いことから施行に苦慮する。このため、小児急性
心筋炎に対する VA-ECMO の適応は明確ではない。
【目的】小児急性心筋炎に対する VA-ECMO の適応の検討を目的とした。
【対象・結果】1996 年から 2014 年までに当院へ搬送され、急性心筋炎と診断された 6 例を対象とした。6 例のうち VA-ECMO 施行例（ECMO 群）
は 3 例、VA-ECMO を必要としなかった例（非 ECMO 群）は 3 例であった。
ECMO 群：年齢 0～12 歳、男女比 2:1、入院時の LVEF は 15～30% であった。ECMO 施行前に、全例で低血圧性ショックのため強心剤が投与
されていた。心停止または薬剤抵抗性心室性不整脈が出現したため ECMO 装着に至った。ECMO 装着時には、全例が呼吸不全・肝機能障害・
腎機能障害・血液凝固異常・代謝性アシドーシス（pH6.7～7.1）があり、心原性ショックに伴う多臓器不全と診断した。予測死亡率（PIM2）
は 69.8～89.6%、入院から ECMO 装着までの時間は 14 分から 14 時間であった。
非 ECMO 群：年齢 0～12 歳、男女比 2:1、入院時 LVEF は 40～79% であった。2 例で心室性不整脈が出現したが 1 例はショック症状がなく、1 例
は強心剤投与により低血圧性ショックから回復したため、VA-ECMO 装着は回避できた。全例で多臓器不全・代謝性アシドーシスは出現しな
かった。PIM2 は 6.7～14.7% で、ECMO 群に比して低値であった。1 例はカニュレーションに備え大腿動静脈を剥離し、ECMO 装着を待機した。
ECMO 群・非 ECMO 群とも全例が生存退院し、現在まで神経学的予後は良好である。ECMO 群の 1 例で、下肢阻血による運動障害を生じた。
【まとめ】小児急性心筋炎では、低血圧性ショックとそれに伴う多臓器不全・アシドーシスを生じた場合にVA-ECMOの適応となると考えられた。
劇症化因子とされている心機能低下や心室性不整脈出現例でも、薬剤投与で血圧が維持できる症例では ECMO 装着を回避できる可能性がある。
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O51-1

外傷・熱傷②

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

第 8 会場

外傷性出血性ショックへの大動脈遮断バルーンカテーテル（IABO catheter）による Partial occlusion 戦略

済生会横浜市東部病院

救命救急センター

折田 智彦、船曵 知弘、山崎 元靖、佐藤 智洋、明石 卓、小林 陽介、吉田 浩輔、中道 嘉、倉田 早織、北野 光秀
【背景 / 目的】外傷領域での IABO（intra-aortic balloon occlusion）は近年海外でも REBOA（Resuscitative Endovascular Balloon
Occlusion）として脚光を浴びている。IABO による一時止血から根本的止血処置完遂までの時間的要素や止血法・順序の介入戦
略（OM（operative management）and/or TAE（Transcatheter Arterial Embolization）、MTP（Massive Transfusion
Protocols）や trauma call など）も多く検討されているが、IABO の REBOA としての戦略はほぼ未検討分野である。今回、遮断
法の工夫として部分遮断（Partial occlusion）が REBOA 戦略として有効かつ安全かを検討した。
【対象 / 方法】24 時間 OM and/or IVR、MTP 対応可能体制のもとで、初期輸液蘇生で Non-responder または Transient-responder
の外傷性出血性ショック症例の中で IABO により循環改善得られた IABO /REBOA Responder 26 例を対象。後方視研究。止血処
置完了まで完全遮断を継続した群（Full occulusion: F 群）と止血処置中も permissive hypotension 管理で積極的に部分遮断管理し
た群（Partial occlusion: P 群）に分類。止血処置完了までの輸血や輸液必要量、出血量の増加の有無、30 日生存率等を検討した。
【結果 / 結論】F 群 15 例 vs. P 群 11 例。総遮断時間（81.8 分 vs. 70.0 分）に有意差なく、部分遮断時間は P 群で有意に長かった（11.3
分 vs. 39.0 分）が、出血量（4803ml vs. 4568ml）、輸血量（4743ml vs. 4910ml）等に有意差はなく、30 日生存率（50%vs.27%）や
外傷死亡率（47%vs.18%）、臓器虚血性合併症発生率に有意差なし（0%vs. 9%）
。permissive hypotension 管理での部分遮断戦略は
出血量や輸血所要量、虚血性合併症率も増加させず救命率も低下せず、有効かつ安全な可能性がある。

O51-2

外傷性腹部大動脈解離による両下肢虚血に対し、腹部大動脈から腸骨動脈への bare stent 留置で救肢し得た 1 例

熊本赤十字病院

1）

集中治療部、2）熊本赤十字病院

心臓血管外科、3）熊本赤十字病院

外傷外科

渡辺 俊明 、毛利 雅治 、上木原 健太 、宮本 智也 、西田 翔 、堀 耕太 、林田 和之 3）
1）

2）

2）

2）

3）

3）

症例は 61 歳男性。クレーン作業中に誤って転落、立ててあった鉄板で上腹部を強打した。前医で腹腔内出血と両下肢虚血が見ら
れたため当院搬送となった。造影 CT では膵損傷と膵十二指腸動脈からの活動性出血を認め、腹部大動脈上部では解離をきたして
おり真腔は虚脱閉塞しており両側腎動脈にも解離が及んでいた。血圧低下をきたしたため救急外来で挿管し緊急手術の方針となっ
た。開腹し上腹部の出血部位を同定し止血術を行い、閉腹せずにパッキングした。続いて両側鼠径部を小切開し大腿動脈を露出、
血管造影を行いながら真腔を確認して bare stent 留置を行った。大動脈解離が及んでいない腎動脈上部から右総腸骨動脈・左外腸
骨動脈まで長区間に渡り留置することで真腔血流が改善、末梢動脈の拍動が得られるようになった。翌日に腹腔内観察と閉腹を
行った。誤嚥性肺炎・ARDS を併発したため気管切開を要したが、第 15 日病日には人工呼吸器を離脱し気管切開孔を閉鎖するこ
とができた。術後は無尿となり CHDF を要したが徐々に改善、透析から離脱することができ術後 3 か月目の外来受診時には Cr
0.8mg/dl まで改善していた。重篤な術前状態であったが、迅速な対応と集学的治療により救命救肢でき障害を残すことなく社会
復帰することができた。外傷性腹部大動脈解離では大動脈組織の挫滅により人工血管置換術は困難が予想され、血流再開までに長
時間を要する可能性が高く、また膵損傷や膵炎による人工血管感染の危険性も高いと判断した。血管内治療を選択することで良好
な転帰につながったと考えられた。

O51-3

骨盤骨折に対する TAE 後の再出血リスクの検討

済生会横浜市東部病院

～集中治療医が考慮すべきこと～

救急科

佐藤 智洋、船曵 知弘、倉田 早織、中道 嘉、吉田 浩輔、明石 卓、小林 陽介、折田 智彦、山崎 元靖、北野 光秀
【背景】骨盤骨折による後腹膜出血に対して経皮的動脈塞栓術（TAE）が、積極的に行われている。しかし重症多発外傷症例では、
TAE が行われ一旦循環動態が安定し ICU へ入室した後、再出血し循環動態の不安定化を来たす症例が散見される。静脈性出血を
疑い輸血による対症療法を行うことが多いが、造影 CT や血管造影により動脈性出血を認める場合もある。【目的・方法】骨盤骨
折に対して TAE を行った症例に関して、再 TAE の有無で 2 群に分け、循環動態、AIS、ISS、血液データ等から再出血を起こすリ
スク因子を検討する。【対象】2008 年 4 月から 2015 年 9 月までに骨盤骨折に対して TAE を施行した症例。再出血により再 TAE を
必要とした 12 例と必要としなかった 47 例の 59 症例。【結果】再 TAE 群で transient-responder/non-responder が有意に多かった
（p=0.029）
。各 AIS に有意差を認めなかった。再 TAE 群で ISS が高い傾向にあったが有意差を認めなかった。FDP、D- ダイマーに
有意差を認めなかった。【考察】初期輸液に反応しない症例では、血管攣縮していることが多く、TAE を行い循環動態が一旦安定
することにより攣縮が解除され、塞栓物質が wash out されることによる再出血や新たに出血が出現する可能性がある。頭部 AIS
や ISS に有意差を認めなかったが、重症例では凝固異常を来たし微細な出血でも持続することや塞栓物質による凝固が進みにくい
可能性がある。【結語】骨盤骨折において初期輸液に反応しなかった症例では、TAE 後に貧血の進行や遷延性低血圧を認めた場合
に動脈性再出血を考慮する必要がある。
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O51-4

日本外傷データバンクを用いた外傷患者における開胸心マッサージの有効性の検討

東京医科歯科大学

医学部附属病院

救命救急センター

遠藤 彰、白石 淳、大友 康裕
【目的】外傷患者における開胸心マッサージの有効性について検討した。【対象と方法】2014 年 12 月までに日本外傷データバンク
に登録され、緊急室で蘇生が行われた症例を対象とした。転帰は生存退院とした。欠測値を多重補完し、開胸心マッサージ群（開
胸群）を、年齡・性別・受傷年・時間帯・受傷メカニズム・病院前 / 病着時の vital sign・部位別 AIS・ISS などをもとに算出した
傾向スコアをもとにマッチさせた通常蘇生群（閉胸群）と比較した。
【結果】緊急室で蘇生を行った 8345 例のうち、2951 例（35.4%）
で開胸心マッサージが行われていた。マッチング後、開胸群と閉胸群共に 1949 例ずつを比較した。年齡（Median［1st , 3rd
IQR］）は 52［34, 69］歳、ISS は 34［25, 50］であった。95.4% が鈍的外傷で 76.1% は来院時心肺停止であった。生存退院は開胸群 1.1%、
閉胸群 2.9% で、開胸群が有意に低かった（p ＜ 0.001）。サブグループ解析では腹部 AIS ≧ 4 の群（OR 0.8［0.2, 3.8］
）で腹部 AIS ≦
3 の群（OR 3.2［1.9, 5.6］）よりも転帰を改善させる可能性が考えられた（p for interaction = 0.104）
。腹部 AIS ≧ 4 の患者のうち
開胸心マッサージが施行されたのは 52.6% であった。腹部骨盤 AIS ≧ 4 かつ胸部 AIS ≦ 3 で開胸心マッサージが施行された患者の
うち大動脈遮断が併施されたのは 57.2% であった。【考察・結語】開胸心マッサージは全体では予後を悪化させた。現在のガイド
ラインでは受傷機転と心停止時間が適応の項目とされているが、本検討では解剖学的要因が転帰に影響する可能性も示唆された。
開胸の利点として蘇生と同時に胸部下行大動脈アクセスによる下流の一時的な出血コントロールが可能であることが挙げられる
が、その施行率は高くなかった。

O51-5

当院における肋骨骨折と肺炎の関係性についての検討

日本海総合病院

呼吸器外科

高森 聡、金内 直樹、渡辺 光、鈴木 香菜
【背景】肋骨骨折後の肺炎がどのような背景因子によって生じるのかを検討した。【対象および方法】10 年 7 月から 15 年 6 月までに
当院を受診し胸部 X 線、CT を用いて肋骨骨折の診断で入院となった 217 例（男 149 例 . 女 68 例 .）を対象とした。そのうち硬膜外
麻酔使用 74 例、血胸合併 98 例、気胸合併 89 例、胸腔ドレーン挿入 54 例、脳卒中例 30 例（外傷性脳卒中 14 例、脳卒中既往 16 例）
、
多発外傷 105 例であった。気管挿管に至ったのは 3 例で、内訳は、フレイルチェスト 1 例、膿胸術後 1 例、肺炎に伴う ARDS1 例であっ
た。肺炎は、喀痰増量などの臨床所見を伴い、採血上感染徴候を認め、抗生剤による加療を開始したものと定義し、入院時検査で
明らかに肺炎を合併している症例は除いた。方法は後ろ向き研究で、これらの背景因子を用いて単変量解析、多変量解析を行った。
【結果】年齢の中央値 65 歳［17~96 歳］。 在日数の中央値は 9 日［1~388 日］であった。肋骨骨折の中央値の本数 3 本［1~18 本］
。
肋骨骨折に対しては全例保存的加療で対処可能であった。肺炎合併は死亡退院 1 例を含む 18 例（0.083%）であった。肋骨骨折後
の肺炎合併で、単変量解析を行うと血胸合併 14 例（6.45%）
、合併なし 4 例（1.84%）で有意差を認めた（p=0.0054）
。同様に気胸合
併 12 例（5.53%）、合併なし 6 例（2.76%）と有意差を認めた（p=0.0253）
。肋骨骨折 3 本以上で肺炎合併 15 例（6.91%）
、肋骨骨折 3
本未満で肺炎合併 3 例（1.38%）と有意差を認めた（p=0.0054）。多変量解析を行うと肋骨骨折本数 3 本以上（p=0.0345）
、血胸
（p=0.1024）、気胸（p=0.1250）と 3 本以上の肋骨骨折は独立した肺炎のリスク因子になるという結果であった。一方、性別、年齢、
脳卒中例では有意差は認めなかった。【結語】肋骨骨折に関しては保存的加療で十分対応可能である。しかし、3 本以上の多発肋
骨骨折は肺炎感染の重要なリスク因子になる可能性があり、十分に注意して経過を観察する必要がある。

O51-6

外傷性脳内出血症例と鑑別が困難であった AOAVM の検討

北海道大学大学院

医学研究科

侵襲制御医学講座救急医学分野

澤村 淳、水柿 明日美、村上 博基、方波見 謙一、前川 邦彦、小野 雄一、宮本 大輔、和田 剛志、早川 峰司、丸藤 哲
【目的】外傷性脳内出血症例は被殻・淡蒼球や皮質下出血など画像上高血圧性脳内出血との鑑別が困難なことが多い。今回我々は
重症頭部外傷患者における外傷性脳内出血の検討を行い、AOAVM（Angiographycally occult arteriovenous malformation）の文
献的考察を加えて報告する。【方法】北海道大学病院先進急性期医療センターに救急搬送された外傷患者を対象とした。期間は
2000 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日まで、診療録ベースで検索した。【結果】32 例の患者が抽出された。男性 21 名、女性 11 名で
平均年齢は 44.6 歳であった。ISS 平均値が 29.3 点と高値の高エネルギー外傷であった。SOFA スコアが平均 5.07、来院時の急性期
DIC スコアが平均 3.8 であった。来院時 GCS は平均 8.4 点と 16 例が 8 点以下の切迫する D であった。9 例で開頭血腫除去術が施行さ
れた。1 例で血腫の病理検査から AOAVM と診断した。【考察】AOAVM とは脳動静脈奇形のうち脳血管撮影検査で出血の原因と
なる異常所見を認めず、手術や剖検で血管腫を検出し得た症例をいう。AOAVM の発症様式は脳内出血・てんかんが多い。CT で
は不均一に造影される高吸収域として認められ ,MRI では T1・T2 強調で低・無信号域の所見を認める。術前に AVM が認識できな
い状況で、手術を行わなければならないため、対処困難な出血に遭遇する危険があり、注意が必要である。
【結語】若年発症例や
高血圧の既往のない外傷性脳内出血症例では、AOAVM を鑑別診断の一つとして考慮し、開頭血腫除去術の際には血腫の病理検
査を施行すべきである。
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口演 52

その他

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

O52-1

院内クラウド化情報管理システムを活用した患者管理システムの構築

東京大学

医学部

附属病院

第 9 会場

医療機器管理部

八反丸 善裕、渡邊 恭通
【背景・目的】重篤な急性機能不全の患者に効果的な治療を行うために集中治療室では様々な医療機器が使用されており、患者状
態や患者変化を迅速に把握するためには無くてはならない情報である。当院では医療機器の情報を独自に構築したアプリケーショ
ンとデータベースを用いた院内クラウド化情報管理システム（以下 ICMCI）を使用して一元的に取得している。ICMCI では各種
設定値、各種実測値、各種測定値、アラーム、アラーム履歴等をリアルタイムに共有することが可能である。ICMCI により取得
可能な機器情報及び患者生体情報の効率的運用、臨床工学技士業務の効率化・リスク削減・迅速な情報共有を可能にするための患
者管理システムを構築する。【方法・対象】患者管理システムは患者基本台帳・医療機器情報台帳・医療機器使用中点検台帳の 3
台帳を統合したシステム構成で構築する。対象とした医療機器は、人工呼吸器・血液浄化装置・セントラルモニタ・補助循環装置、
血液ガス分析装置である。データベースは FileMaker 社製 FileMaker Server 14・FileMaker Pro 14 Advanced を用いて構築した。
【結果】 本システムを構築することで ICMCI により取得した医療機器情報と患者情報の紐付けが可能となり、データの集計・分
析を行う環境が整備できた。【考察】 電子カルテや支援システムではなく独自に構築したシステムを使用することで、情報をリア
ルタイムに集計・分析することにより患者治療における必要な情報を効率よく把握することが可能であると考える。今回対象とし
た機器情報・生体情報だけではなくさらに多くの情報を一元的に管理することで、医療機器の異常や患者変化を早期発見できると
想定する。早期発見により、患者安全のさらには医療安全に寄与する可能性がある。

O52-2

QC 活動における音環境改善

株式会社麻生

飯塚病院

臨床工学部

清水 重光、村崎 由起、小田 和也
飯塚病院では医療サービスを提供していくうえで、問題が発生することに対して QC ストーリーや QC 手法というものを使って
問題解決を行う TQM 活動を行っている。この TQM 活動の中で救急病室におけるモニタアラーム音への改善活動を行った。 救
急病室では循環動態が不安定な患者が多く、医療機器に囲まれた入院生活を強いられている。救急病室に勤務する看護師全員が患
者から音に関する訴えを聞いた経験があり、院内患者満足度アンケート結果においても病室静けさの項目で救急病室は評価点が低
かった。 現状把握のためモニタアラーム内訳、件数、アラームが鳴る時間を調査すると、テクニカルアラームが多く、清拭時に
最も多くのテクニカルアラームが鳴っていることがわかった。このテクニカルアラームを軽減することを目標とし、要因解析から
対策の実施を行った。結果、清拭時のアラーム件数 451 件から 5 件へ、また、テクニカルアラームの割合も 85% から 28% へ削減でき、
アラームの無駄鳴りを顕著に減らすことができた。 今回の改善の結果、患者の療養環境を改善でき、音によるストレスを取り除
くことができたのではないかと考えるが、スタッフの意識が継続されるように今後も改善・見直しを行っていきたい。

O52-3

セントラル及びカメラモニタでの患者監視

社会医療法人

近森会

近森病院

山中 智弘、長尾 進一郎
【はじめに】臨床工学技士が 24 時間院内常駐し、集中治療部 52 床のバイタルが観られるセントラルモニタと同床分の患者の行動を
観察できる部屋、Watchroom を設置した。今回、その有用性について検討した。
【方法】患者の病態急変を示すアラーム（A）とそれ以外のものをテクニカルアラーム（TA）に分類し、開始時と半年後でアラー
ムの質や変化を比較した。
【 結 果 】 グ ラ フ に 示 す よ う に、TA 率 は 開 始 時 が
79.8％であったが、半年後は 56.5％と著しく低下して
いた。これを受けて、急変対応必要率は開始時が
0.00036％であったが、半年後には 0.00071％と向上し
ていた。
【まとめ】Watchroom でバイタルモニタと行動観察モ
ニタを同時に監視する事でアラームの質を瞬時に判
断でき、急変に対応できた。また、アラームの実態
を開始月直後に看護師や他職種にフィードバックし
た事で半年後のテクニカルアラームの低減に繋がっ
た。
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O52-4

各メーカーのシリンジについて構造・特徴の検討

北播磨総合医療センター

臨床工学室

小松 義輝、藤川 義之
【諸言】シリンジポンプは日々の使用率の高い医療機器である。医療安全を考えると、シリンジポンプとシリンジは同メーカーの
物を使用するのが一般的である。ただし、救急搬送されてくる患者様に、通常用いていないメーカーのシリンジがついてくること
もあり、そのまま使用してしまうケースもある。今回当院で通常用いているテルモ社製シリンジポンプ TE-SS800（以下スマート
ポンプ）に各メーカーのシリンジを用い流量精度を計測したので報告する。また、計測過程において、シリンジの構造の違いによ
り、特殊な圧曲線を描くシリンジがあったので併せて報告する。
【方法】テルモ社製・ニプロ社製・JMS 社製・トップ社製 50ml シリンジについて構造・特徴の検討を行った。
スマートポンプを使用し、シリンジメーカー表示機能設定を行わず、流速 5ml/h・10ml/h での閉塞圧変化及び、流量 10ml/h での
1 時間後の平均流量精度について計測を行った。
【結果】スマートポンプは、全社 50ml シリンジと認識した。
シリンジ内径はテルモ社製とニプロ社製に有意差は認めずに径は大きく、トップ社製、JMS 社製の順に径は小さくなった。各シ
リンジの同目盛間距離はすべてにおいて有意差はなかった。流量精度は± 3% 以内で良好とすると、テルモ社製とニプロ社製は良
好で、トップ社製は下限ボーダーライン前後、JMS 社製は不良であった。
テルモ社製ガスケットは柔らかく、ガスケット内の空洞も JMS 社製に次いで大きかった。トップ社製は固く空洞は比較的小さかっ
た。圧曲線はテルモ社製ではガスケット先端が歪むことによる一時的圧力低下（ノッチ）が認められたが、テルモ社製は直線的に
圧が上昇した。
【考察】スマートポンプでは、トップ社製・JMS 社製シリンジは安全上使用が担保されないため、緊急時であっても使用は避ける
べきと考える。

O52-5

通信の確保を意識したアクセスポイントの検証

社会法人かりゆし会

ハートライフ病院

医療技術部

臨床工学科

野原 剛
【諸言】日本災害ロジスティックス研修を受講し、実践訓練時の派遣先で、通信の確保の難しさや重要性を認識した。
【目的】当院
にて総合防災訓練時に災害対策本部として利用している 2 階講堂に衛星電話を設置し、通信環境の確認を行った事はなかった。実
際に衛星電話をセットアップし、最適なアクセスポイントの検索、動作確認を行い、災害対策本部の機能として通信の確保は可能
か検証した。
【方法】当院 BGAN 衛星電話「Thrane 社製 Explorer500」を用いて最適なアンテナレベルの場所を検索し、通信環境
の検証を行った。【結果】講堂内は良好なアンテナレベルが得られず、屋外にアンテナレベル良好なポイントを発見した。そのア
クセスポイントで動作確認を行い良好な通信環境である事を確認した。【考察】平時より災害に備え自施設内のアクセスポイント
を設定し把握する事は有用と考える。アクセスポイントは屋外となり講堂内での通信を考慮すると 15m 程度の延長コードをが必
要と考える。衛星電話を用いて災害対策本部の機能として通信の確保は可能であると考える。
【まとめ】衛星電話を用いて最適な
アクセスポイントの検索、通信環境の検証を行った。最適なアクセスポイントは屋外となり、雨天等を考慮すると、講堂内までの
延長コードが必要な事が判明した。設定したアクセスポイントでの通信環境は良好で通信の確保は可能であると判断した。
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口演 53

気道・呼吸・呼吸管理⑧

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

O53-1

陽・陰圧体外式人工呼吸器 RTX と HRTX における体外式高頻度振動換気の比較・検討

神戸大学

医学部

附属病院

第 10 会場

臨床工学部門

下田 優作、北 博志、横山 朋大
【はじめに】近年、陽・陰圧体外式人工呼吸器 RTX の後継機として HRTX が販売されている。しかし、その性能比較や動態に関
する報告はない。そこで、体外式高頻度振動換気中の圧力測定を 2 機種で行い、比較・検討した。【方法】圧力の測定には測定器
PF-300（以下 PF）を用いる。圧力を掛ける空間としてアクリル製の容積が約 3.4L の箱（以下小箱）と容積が約 22.8L の箱（以下
大箱）を準備し、小箱には開閉できる約 120mm2 の穴を開けた。そして、箱に PF と対象機器をそれぞれ接続し、以下の 3 条件で
測定した。1）大小の箱で設定圧に対する圧を測定する。2）小箱の穴が開いた状態で設定圧に対する圧を測定する。3）小箱での
駆動中に穴を開け、2）での測定圧に達するまでの時間を測定する。また、1）2）では波形安定後、10 波形のアンプリチュード（以
下 Ap）の平均値を測定値とする。【結果】1）小箱では両機で設定圧に近い値となったが、大箱では Ap の最高値が HRTX で約
35cmH2O、RTX で約 20cmH2O であった。2）HRTX の方が設定値に近い値となり、RTX では Ap の最高値が約 50cmH2O であった。
3）HRTX では設定圧に関わらずほぼ一定の時間で安定し、RTX では設定圧を高くする程、安定するまでにかかる時間が短くなっ
た。
【考察】1）より圧力を掛ける容積が増える程、大きなストロークボリュームが必要になり、設定圧が実現できなくなると考え
られる。そのため、RTX に比べ HRTX の方が駆動力が強いために、より大きな Ap が得られたと考えられる。2）3）よりリーク
に対する圧制御方法が両機器で異なっている様子が窺えた。そして、駆動力が強くなったことに加え、圧が安定する時間の短い
HRTX の方がリークに対する性能が良いものと考えられる。

O53-2

陽・陰圧体外式人工呼吸器 RTX と HRTX における擬似咳の実験的比較・検討

神戸大学医学部附属病院

1）

臨床工学部門、2）神戸大学医学部附属病院

北 博志 、下田 優作 、水上 一也 、横山 朋大 、三住 拓誉
1）

1）

1）

1）

集中治療部

2）

【はじめに】現在、陽陰圧体外式人工呼吸器 RTX の後継機として HRTX が日本でも使用可能であるが、その性能比較に関する報
告は少ない。そこで今回我々は、それぞれクリアランスモード時の擬似咳（以下コフ）中における実圧力測定を行い、比較・検討
した。
【方法】対象 2 機種それぞれにアクリル製の容積が約 3.4L の箱（以下小箱）と約 22.8L の箱（以下大箱）および測定器 PF300（imt 社 以下 PF）を接続し、クリアランスモードのコフ時におけるそれぞれ 4 点の陽・陰設定圧（-10/5.-20/10.-30/15.-40/20）
に対し、以下の 3 条件から実測値（cmH2O）を測定した。また、小箱には開閉できる約 120mm2 の穴を開けた。各条件設定 :1）大
小の箱で設定コフ圧に対する実圧力を測定する。2）小箱の穴が開いた状態で設定コフ圧に対する実圧力を測定する。3）小箱でコ
フ中に穴閉鎖状態から急速に穴を開放し、2）の測定圧に達するまでの到達時間を測定する。なお、1）2）では波形が安定後 10 波
形の平均値を測定値とする。
【結果】1）より小箱で RTX は安定は得られないが設定圧に近い実測値を示し、HRTX では陰圧がオー
バーシュートし、各設定圧より高値を示し、大箱ではともに安定時には設定圧に近い数値を示したが陽圧時に RTX は設定圧より
一度著明に高くなり、高いところから徐々に圧を下げていく傾向を認めた。また、小箱・大箱ともに各設定圧で RTX に比べ
HRTX は著明に設定圧まで速く到達した。2）HRTX は設定カフ圧に近似したが、RTX は設定陰圧 -40 においても実測値は約 -30 と
なった。3）HRTX では設定圧に関わらずほぼ一定の時間で安定し、RTX は設定圧が高くなるほど設定圧到達時間が長くなった。
【考
察】コフ時では HRTX は RTX と比べ、駆動圧が高く安定しやすいものと考えられ、設定コフ圧到達時間が早いことよりキュイラ
スからのエアリークに対応しやすいものと考えられた。

O53-3

Nasal High Flow におけるガス流量と回路内圧の関係

弘前大学医学部附属病院

医療技術部

臨床工学・技術部門

加藤 隆太郎、後藤 武、紺野 幸哉
【目的】現在 Nasal High Flow（NHF）は広く使用されているが、流量と回路内圧に関する報告は少ない。今回我々は、開口時と
閉口時における回路内圧について実験を行った。
【方法】使用したシステムは Fisher&Paykel 社製 Optiflow Nasal Cannula と F&P 社製 RT202。回路内圧は Care Fusion 社製 SiPAP
の圧測定ポートに回路内側管を接続し測定した。ボランティア 5 名を
被験者とした。
【結果】グラフとして示す。
【考察】開口時には、開口部の漏れにより 30 L/min 以上では PEEP 様
効果は半分以下となった。当院では 40 L/min を初期設定として使用
しているが、患者の酸素化など必要に応じて流量を増やすことで回路
内圧の上昇が見込め、酸素化改善に寄与すると考えられる。しかしな
がら、被験者より「60 L/min は不快感が強い」との意見が多く上がっ
たことから、実際使用するには患者への特段の配慮が必要であると考
えられる。
【結語】今回の実験では、閉口時は開口時に比べ回路内圧が 2 倍程度高
く、流量と回路内圧は高い正の相関を得た。
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O53-4

オープンフェースマスクと酸素療法デバイスの吸入気酸素濃度の比較

順天堂大学医学部附属浦安病院

1）

臨床工学室、2）順天堂大学医学部附属浦安病院

細谷 裕一 、山本 信章 、渡部 雄介 、斉藤 航 、秋山 泰利 、神山 洋一郎
1）

1）

1）

1）

1）

麻酔科

、神山 具也 2）、渡部 晃士 2）

1,2）

【目的】酸素療法の新たなデバイスとしてオープン型酸素マスクが発売され、施設によっては一般的な簡易マスクやリザーバーマ
スクを撤廃しオープン型酸素マスクを使用している所もあるようだ。しかし、オープン型酸素マスクと酸素療法デバイスの吸入気
酸素濃度を比較した文献は少ない。そこで我々は昨年行われた第 42 回当学術集会においてオープン型酸素マスクの有用性を発表
したが、更に一般的な簡易マスクとリザーバーマスクも加え、吸入気酸素濃度を新たに測定し比較したので報告する。
【方法】
Laerdal 社製気道管理トレーナーの顔部分にマスクを装着し、自発呼吸シミュレートとして人工呼吸器に Drager 社製 Evita XL、
モデル肺に IMG 社製 TTL1600 を用いて気道部の吸入気酸素濃度を GE ヘルスケア社製「S/5」患者モニターで測定した。呼吸回数
（10,15,20 回）と一回換気量（300,400,500,600,700mL）を変化させ、各呼吸回数と一回換気量に対してマスクの酸素流量を 5,7,10,15,20L/
min とし吸入気酸素濃度を測定した。【結果】呼吸回数 10,15 回の場合、酸素流量 5～10L/min ではオープンフェースマスク、酸素
流量 10L/min 以上ではリザーバーマスクが高い吸入気酸素濃度の値を示した。一方、呼吸回数 20 回の場合、全ての条件において
オープンフェースマスクが高い吸入気酸素濃度を示した。また、酸素流量 20L/min かつ自発吸気 flow が 20L/min 以上となる条件
での吸入気酸素濃度を比較した場合、一般的な簡易マスクとリザーバーマスクでは 60% 以下であったが、オープンフェースマス
クでは 60～65% の値が得られた。【結語】オープンフェースマスクは自発吸気 flow に合わせて酸素流量を調節することで低濃度か
ら高濃度までの吸入気酸素濃度を得ることが可能であり、その他の酸素療法デバイスと同等もしくはそれ以上の吸入気酸素濃度の
提供が期待できる。

O53-5

モイストラップ F 人工鼻（泉工医科工業製）の 48 時間使用における安全性

愛知厚生連

1）

江南厚生病院

臨床工学技術科、2）愛知厚生連

吉野 智哉 、堀尾 福雄 、山本 康裕
1）

1）

江南厚生病院

集中治療部

2）

【はじめに】現在当院では人工鼻としてモイストラップ FTM（泉工医科工業製）を使用しているが、この製品の取り扱い説明書に
は「24 時間を超えて使用しないこと」との記載がある。しかしその明確な根拠はない。CDC ガイドラインでは、人工鼻は 48 時間
より頻回に定期交換することを推奨しないとしている。我々はモイストラップ FTM の 48 時間交換の安全性を検証した。【方法】
加湿性能：泉工医科工業製の試験装置を用いて、モイストラップ FTM の ISO 規格に準拠した水分損失試験を 24 時間と 48 時間行い、
それぞれを比較した。（n=4）流量抵抗：48 時間の水分損失試験終了直後のモイストラップ FTM を ISO 規定に準拠した配管を用い
て圧力損失値を測定し、使用前の値と比較した。（n=4）バクテリアフィルター性能：48 時間使用による加湿性能と流量抵抗に臨
床使用上の問題がないことを確認後、人工呼吸中の症例においてモイストラップ FTM を 48 時間使用し、モイストラップ FTM の
吸気側と呼気側の細菌培養を行った。
（n=10）
【結果】加湿性能：24 時間の水分損失量；6.3 ± 0.29mg/L 48 時間の水分損失量；6.0
± 0.28 mg/L 流量抵抗：使用前の流量抵抗；2.2 ± 0.25hPa 48 時間使用後の流量抵抗；2.3 ± 0.20hPa バクテリアフィルター性能：
48 時間使用後のモイストラップ FTM の患者側からはすべて細菌が検出されたが人工呼吸器側から菌は検出されなかった。
【考察】
モイストラップ FTM は、24 時間使用と比べ 48 時間使用しても加湿性能劣化や流量抵抗上昇はみられず、またバクテリアフィル
ター機能も 48 時間維持されていた。従ってモイストラップ FTM は 48 時間の定期交換でも性能面では安全に使用できるものと考
える。しかし 24 時間以内であっても気道分泌物付着による流量抵抗上昇や閉塞の可能性はあり、慎重な観察の元に使用すること
は必要である。

O53-6

人工鼻用バクテリアフィルターのハウジング内位置による重量・流量抵抗への影響についての実験的検討

大阪府立

1）

急性期・総合医療センター

麻酔科、2）大阪府立

富田 敏司 、平尾 収 、山下 健次 、西村 信哉 、森 隆比古
1）

1）

1）

1）

急性期・総合医療センター

医療情報部

2）

【背景】人工鼻フィルター（Heat and Moisture Exchanger Filter: HMEF）はフィルター機能から静電気式と機械式に分類できる。
静電気式の多くは器械側にフィルター、患者側に人工鼻がある構造となっている。我々はフィルターが患者側にある構造では、フィ
ルターにより呼気中の熱の減少および膜の疎水性から人工鼻への水分・熱の供給に影響を及ぼすことを報告した。今回、フィルター
の位置が HMEF の重量・流量抵抗に及ぼす影響について検討した。
【方法】Clear-Therm 3 1541（Intersurgical）を対象とした。
この HMEF は、フィルター：患者側、人工鼻（フォーム）：器械側にある。180 度回転させてフィルター：器械側、人工鼻：患者
側にした場合との 2 通りについて試験を行なった。モデル肺は一方弁・テスト肺・加温加湿器・熱線付き回路から構成されている。
呼気ガスが HMEF へ入る時の温度は、33℃になるように温湿度計（Moiscope、スカイネット）を見ながら加温加湿器（VH-3000、
VADI Medical Technology）を調節した。人工呼吸器（Monnal T60、Air Liquide Medical Systems）の設定は SIMV、一回換気
量は 600 ml、呼吸回数は 15 回 / 分とした。6 時間後、重量・流量抵抗（60L/min）を測定した（N=6）
。統計処理は t 検定、p ＜ 0.05
を有意差ありとした。【結果】試験前の重量・流量抵抗は 2 通り共に約 30g・2.24cmH20/L/sec であった。6 時間後の重量・流量抵
抗はフィルターが患者側では、32.9 ± 0.9g・2.53 ± 0.12cmH20/L/sec であった。一方、フィルターが器械側では 30.6 ± 0.6g・2.32 ±
O.13cmH20/L/sec であった。フィルターの位置により重量で有意差が見られ、流量抵抗では見られなかった。
【考察】対象品は軽
量で流量抵抗が低いフォームである。しかし、今回の試験よりフィルターが患者側にある場合には重量が増加しており、長時間使
用すると流量抵抗も高くなる傾向と考えられる。【結語】人工鼻用バクテリアフィルターは器械側にある方が良い。
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口演 54

O54-1

Rapid Response Team・院内急変②

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

第 11 会場

Rapid Response System 開始後の院内死亡患者の推移と予期せぬ死亡患者の内容分析

大阪市立総合医療センター
松下 千紘、上田 小百合、川口 なぎさ、木村 千穂、松村 京子、宮原 聡子、有元 秀樹、奥村 将年、重光 胤明、師岡 誉也
【目的】多くの病院で院内救急対応システム（Rapid Response System 以下 RRS）が導入され、患者の突然の心停止や死亡を防ぐ
ことが期待されている。当院でも 2012 年から RRS を立ち上げ活動を開始しており、活動評価の一つとして院内の予期せぬ死亡患
者の推移を追ってきた。今回、これらの内容分析をすることで、患者の予期せぬ死亡を防ぐための新たな介入を検討する機会とし
たい。【方法】2013 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までに予期せぬ死亡として死亡退院した患者 57 名のうち、13 才未満の小児患者
3 名および、外泊中の急変患者 1 名を除く 53 名。予期せぬ死亡患者とは、救急専門医および集中治療専門医 3 名による判定の結果、
2 名以上が予期せぬ死亡であると判断した患者とする。予期せぬ死亡と判断された患者の年齢・性別・診療科・病棟、急変日時・
手術の有無・RRS 起動の有無・急変前後の診療記録・看護記録・バイタルサインの経過を診療録から情報を得て、分析する。
【倫
理的配慮】当院の研究倫理委員会の承諾を得た。【結果】退院 1000 人当たりの予期せぬ死亡数は 2013 年度 1.42 人、2014 年度 1.10 人
であった。予期せぬ死亡患者の内訳は、外科 :25 人（46.3％）、内科 :24 人（44.4％）、その他 5 人（9.3％）であった。急変時間帯は
平日 :37 人（69.8％）、休日 :16 人（30.2％）であった。急変前、24 時間以内にバイタルサインの変動や状態悪化の兆候が記録されて
いたのは、40 人（75.4％）であった。【結論】バイタルサインの異常や、状態悪化の兆候が記録されているにも関わらず、RRS の
起動がなく急変に至った事例があり、予期せぬ死亡患者アウトカムの改善には、これらの事例への介入が必要である。また、症状
が遷延することにより、介入のタイミングが困難となっている事例もあり、RRS 起動基準のさらなる周知が必要である。

O54-2

当院救急部門における RRS 導入によるコード状況の変化についての考察

神戸市立医療センター中央市民病院
神戸市立医療センター中央市民病院
4）
神戸市立医療センター中央市民病院
1）
2）

看護部 救急病棟・救急外来、
看護部 医療安全管理室、3）神戸市立医療センター中央市民病院
救急救命センター 救急部

総合診療科、

高岡 宏一 1）、山口 優 1）、奥田 有紀 1）、高尾 佳美 1）、利川 亜弥 1）、井出 絹代 1）、稲岡 佳子 2）、亀井 博紀 3）、瀬尾 龍太郎 4）
【はじめに】当院では 2012 年 9 月より急変の多い救急病棟で安全に患者管理を行うために、患者急変（もしくはその懸念）があった際に
は、主治医とともに MET（Medical Emergency Team）医を呼ぶことができる Rapid Response System（RRS）が整備された。RRS は
急変対応という側面のみならず、不適切な患者のコード状況（急変時処置の意思決定）を変更しうるという効果も期待されている。
【目
的】RRS 導入による予期せぬ ICU 入室患者のコード状況に与える影響について検討する。
【方法】2011 年 7 月 1 日から 2012 年 8 月 31 日（14
か月間）を RRS 導入前 2012 年 9 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日（33 か月間）を導入後とし、救急病棟から予定外に ICU 入室した患者を調査
対象とした。さらに、調査対象のコード状況の変化について後方視的に検討した。統計手法として Fisher の正確検定を用いた。【結果】
RRS 導入前の救急病棟から ICU への入室数は 77 例、導入後は 162 例であり、そのうち予定手術後の入室などを除いた予定外入室数は導
入前 45 例（58％）、導入後 92 例（57％）であった。RRS 導入前後で ICU 入室率に有意差はなかった（p=0.889）。ICU 入室後にコード状
況の変化があったものは導入前 9 例（20％）
、導入後は 51 例（56％）と、有意に増加がみられた（p ＜ 0.0001）。
【考察】今回の調査では、
RRS 導入による ICU 入室率の変化は見られなかった。しかし、導入前後でのコード状況の変更が増加することが明らかになった。MET
医が早期介入することによって、主治医と今後の方針を検討する機会を持つことに繋がった理由ことがの一つに挙げられた。また、コー
ド状況が未定、もしくは不適切であった事例に対して MET 医が介入し、急変時の方針について話し合いを持つことで、患者家族に寄
り添った医療の提供につながり、コード状況が変化する症例が多くなったとも考えられた。【結語】今回の研究で RRS の導入は、患者
にとっての適切なコードを考える機会になることが示唆された。

O54-3

一般病棟から ICU へ緊急入室した患者の臨床転帰の検討

彦根市立病院

1）

ICU CCU 病棟、2）彦根市立病院

中村 紀子 、佐伯 公亮 、池田 智之 、中野 顯
1）

1）

2）

循環器科

1,2）

【目的】Rapid Response System（以下 RRS）の目的は , 病棟での急変患者の早期発見と適切な対応である . 当院では , 平成 27 年 4 月
より RRS を開始したが ,RRS 開始以前の ICU へ緊急入室した患者の臨床転帰を明らかにすることが当院に適した RRS の構築に有用
と考え , 検討を行った .
【方法】平成 24 年から 26 年度の ICU 入室患者 1642 名を調査対象とした .ICU 入室を救急外来からの入室（ER 群）, 病棟からの予定
入室（病棟予定群）, 病棟からの緊急入室（病棟緊急群）の 3 群に分けて , 転帰と治療日数を比較した . また , 病棟緊急群を対象に ,ICU
入室までに要した時間を調査した .
【結果】病棟緊急群は ,ER 群や病棟予定群と比べ予後は悪く（死亡退院率 ER 群 19.7%, 病棟予定群 2.5%, 病棟緊急群 27.8%）, 治療日
数も長かった（平均入院日数 ER 群 30.6 日 , 病棟予定群 35.6 日 , 病棟緊急群 46.9 日）. バイタルサインの異常の発見から入室までの時
間は平均 869 分 , 中央値 402 分であった . 入室までの時間が長い群（上側 4 分位以上）とそれ以外を比較すると , 有意に死亡率が高く
（67% vs 32%,p=0.002）, 平均入院日数も長い傾向であった（73.8 日 vs 54.5 日 ,p=0.13）. 病棟緊急群における最初に記載されていた
異常バイタルサインは ,SpO2 低下 ,sBP 低下 , 意識レベル低下の順に多く , 早期に異常を示すと考えられる呼吸数は 3.1% に過ぎな
かったが , 測定率は 6.1% と明らかに少なかった .「治療中以外の疾患の悪化した群」では「治療中である疾患の悪化した群」と比べ
ると ,ICU 入室までの平均時間が長い傾向であった（1106 時間 vs786 時間 , p=0.13）.
【結語】病棟緊急群の臨床転帰は不良であった . また ,ICU 入室までの時間経過が長い群の予後も不良であった . また状態が悪化した
患者でも呼吸数測定が十分行われていなかった .RRS の導入により , 病態が悪化した患者を ICU へ速やかに移動できるシステム作り
とともに , 早期発見のために呼吸数を含めた適切なバイタルサインの測定を教育する必要があると考える .
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O54-4

救急外来コールで対応した患者の急変兆候に関する実態調査

旭川赤十字病院

救命救急センター

HCU・救急外来

小松 麻衣、谷山 吉美、西尾 友子、越智 明子、三上 淳子
【はじめに】A 病院救命救急センターでは、平成 22 年から救急ケア実践力の向上を目指し、救急外来（以下、救外）看護師が急変
場所に出動する急変時出動要請システム「救外コール」を導入している。心肺停止患者は 6～8 時間前に急変兆候があると言われ
ているが、A 病院の実態はわかっていなかった。今回、
「救外コール」患者に対して実態調査を行ない、急変兆候の有無を明らか
にし、今後の課題を明確にすることを目的とした。【方法】対象：平成 25・26 年度の「救外コール」に対応した入院患者の看護記
録 25 例 方法：医療安全全国共同行動 6 と聖マリアンナ医科大学病院の「RRS 起動基準 1、2」を用いて調査し、単純集計し
た。
【倫理的配慮】本研究は A 病院の倫理委員会の承諾を得て実施した。【結果】 救外コールの割合は、一般病棟が 84％で夜間帯に多
くみられた。対象の平均年齢は 74.8 歳で、急変兆候がみられたのは 84％であった。また、入院後 3 日以内での急変が 44％であった。
急変兆侯がみられたのは、平均 12 時間前で呼吸器系、循環器系、神経系の順で多かった。呼吸器系の内訳は、SpO2 低下が最も多く、
呼吸回数の異常は少なかった。その理由は記録上読み取ることができなかった。【考察】本研究では、平均 12 時間前に急変兆候が
みられ、高齢者の急変が多いことがわかった。このことから加齢に伴う変化を踏まえた観察をし、異常の早期発見につなげること
が重要であると考える。兆候として SpO2 低下が最も多かったが、これは重症化が進んだ時に現れるといわれている。一方、呼吸
回数の異常は初期段階に現れる兆候であるが記録は少なかった。早期に急変兆候を発見するには、SpO2 の数値だけでなく、普段
から視診で呼吸回数や呼吸状態を観察し記録することを習慣づける必要がある。今後は、救外コールの症例から急変兆候を共有し、
アセスメント能力向上にむけた教育が必要である。

O54-5

Modified Early Warning Scoring（MEWS）が 4 点以上で急変した入院患者背景の検討

潤和会記念病院，看護部
伊東 裕貴、池田 沙穂、井好 昭博、山本 直美
【はじめに】Modified Early Warning Scoring（MEWS）は，体温，脈拍数，呼吸数，収縮期血圧，意識レベル，2 時間尿量の 6 項
目からなり急変予測に有用とされている．当院では平成 25 年より MEWS を用い，先行研究で MEWS4 点以上の患者は，34% が急
変したことを明らかにした．MEWS が 4 点以上で，急変した患者と急変しなかった患者の背景を調べ，MEWS の項目以外に要因
があるかどうかを調べた．【対象】平成 25 年 11 月 1 日～平成 26 年 4 月 30 日で，ICU と緩和ケアを除く入院患者 2073 人のうち，
MEWS4 点以上の患者 140 人（男性：96 人 女性：44 人，平均年齢：74.7 歳）を対象とした．
【方法】後方視的研究を行った．対
象の 1.BMI，2. 飲酒歴，3. 喫煙歴，4. 既往歴（高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中、膠原病、心不全、呼吸器疾患）
，5. 年齢，6. 転
帰を調べた．
「急変あり」は，主に呼吸状態の悪化や血圧の低下などの急な状態変化，または癌末期患者以外の心肺停止患者とした．
「急変あり」と「急変なし」の 2 群間で上記 1.～6. を比較した．統計学的検討はχ二乗検定，t 検定，マン・ホイットニ検定で，p ＜
0.05 で有意差ありとした．【結果】140 人中，急変あり：47 人と急変なし：93 人だった．急変患者は 34% だった．1.BMI を 18.5 未満
（低体重）
，18.5 以上 25.0 未満（普通体重）
，25.0 以上（肥満）に分けた．有意差はなかった．2. 飲酒歴と 3. 喫煙歴ともに有意差はな
かった．4. 既往歴が単独：7 群，2 つ重複している：21 群は，全ての群で有意差はなかった．また，上記 7 項目の既往歴を有してい
る数別（0～4 個）で比較した結果も有意差はなかった．5. 年齢を 65 歳未満，65 歳以上 75 歳未満，75 歳以上に分けて比較したが有
意差はなかった．6.MEWS4 点以上で急変した 47 人のうち 35 人（74%）が死亡した．【考察】本研究で比較した全ての要因で有意
差がなかった．以上より，患者の急変予測は MEWS:4 点以上であれば，その他の要因を考慮しなくても，MEWS のみで急変予測
が可能であると考えた．

O54-6

救命救急センター看護師の急変を未然に防ぐ為の気づき・報告過程の考察

岩手県立大船渡病院

救命救急センター

黄川田 幸子、小野寺 淳、平山 奈保美、佐藤 博文
【目的】我が国の医療施設における蘇生処置が必要な院内 CPA は 0.4～0.7% であり、内 66～70% で急変前の 6～8 時間以内に何らか
の徴候があると言われている。予防として MEWS の有用性、効果的な伝達方法として SBAR などの RRS が推奨され始めた。当院
でも SBAR を勧めてきたが CPA は 0.51% 起きていた。そこで看護師の気づきから報告までの過程を調査し、急変を未然に防ぐ為
に不足している部分を明確化し方向性を見いだしたいと考えた。【対象】H24.9～26.12 に起きた有害事象の CPA13 症例【方法】記
録より急変の 8 時間前～MEWS で点数化し、看護師の気づき、報告の有無など 9 項目を抽出。その結果から急変を未然に防ぐ為に
不足しているものを考察。【結果】MEWS5 点以上 A 群 :7 件と 5 点未満 B 群 :6 件に分けられた。B 群は全て不整脈と心血管イベント
であった。看護師の気づきは 13 症例中 9 件でバイタルサインなど複数の情報を記載していたが、アセスメントの記載があったのは
4 件のみ。報告は 5 件あり、内 3 件は医師が診察・医療処置を行い、A 群の 2 件では繰り返し報告と追加医療処置が施された。その
他報告はないが予測指示で医療処置が実施されたものが 2 件。しかし A 群全ての症例で 5 点未満に安定せず CPA に至った。医師へ
の提案は 1 件。尚、A 群の内 5 件は 5 点以上のまま次の勤務者に交代された。【考察】急変前に何らかの徴候 / 状況に気づき、複数
の情報を背景として捉えている事が分かった。しかし医師への報告やアセスメント記載が少ない事から、気づきをキラーシンプト
ムとして捉えていない事が推測できた。交代前の勤務者がそのまま看ていたという先入観が加わり、アセスメントを鈍らせる要因
になると考察した。報告されたとしてもアセスメントと提案が不足している為、医師に報告の本質が伝わらず診察や医療処置が施
されないと考える。今後看護師のアセスメントや医師との共通認識ツールとして MEWS 導入を進め、急変を未然に防ぐ手立てと
していきたい
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O55-1

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床④

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

第 12 会場

心臓血管外科手術後における急性期早期離床プロトコール改訂後の効果

地方独立行政法人

大阪市民病院機構

大阪市立総合医療センター

川上 友里絵、丸山 純治、山口 直樹、三浦 智美、植村 桜、亀井 靖子
【目的】A 病院では 2013 年 4 月より心臓血管外科手術後患者を対象に早期離床プロトコール（以下、旧プロトコール）を導入した。
急性期の早期離床開始基準・中止基準を標準化した旧プロトコールを適応できた患者は、初回体位変換までの時間が有意に減少し
た。また、旧プロトコール運用によるインシデント報告はなく一定の安全性を獲得できた。しかし、旧プロトコールでは、安全性
に配慮し開始基準を設定したため、対象患者のうちプロトコールを適応できた患者は 44 名中 20 名で 45.4％であった。2015 年 1 月
より早期離床を推進するため、開始基準のうち循環作動薬の使用状況を考慮したプロトコールに改訂した（以下、新プロトコール）。
本研究では、新旧プロトコール適応群を比較し適応割合とその効果を比較検証した。【方法】新プロトコール導入後 3 カ月間、心
臓血管外科手術後 ICU に入室した患者を対象に基本属性、挿管期間、離床状態、入室期間等のデータを収集した。新プロトコー
ル適応群と前回の研究で得られた旧プロトコール適応群の比較を X2 検定、t 検定、マンホイットニーの U 検定で行った。本研究は、
当院倫理委員会の承認を得た。【結果】新プロトコールは 40 名中 35 名で 87.5％の患者に適応できた。新旧プロトコール適応群の基
本属性に有意差はなかった。新プロトコールでの挿管時間は 27.3 ± 51.7 時間、初回体位変換までの時間は 4.6 ± 3.6 時間、入室時間
は 45.7 ± 59.9 時間であり旧プロトコール適応群と有意差を認めなかった。インシデント報告は認めなかった。
【考察】新プロトコー
ルは開始基準を緩和したことにより、適応割合を拡大できた。重症な患者の適応が増えたが、旧プロトコール適応群と比較しても
有意差を認めておらず、一定の効果と安全性を確保できたと考える。

O55-2

心臓移植術後急性期の離床に関連する要因

国立循環器病研究センター
志村 ともみ、原田 愛子、古賀 麻位子、渡邉 裕美子、秦 広樹、藤田 知之、中谷 武嗣、小林 順二郎
【背景】一般的な心臓外科手術と比べて症例数の少ない心臓移植においてはリハビリテーションに関する詳細な情報がいまだ少な
いのが現状である。
【目的】心臓移植術後急性期のリハビリテーションの標準化を目指し当院で経験した心臓移植 63 例を振り返り
術後急性期の離床に関連する要因を明らかにする。【方法】対象：1999 年 5 月から 2014 年 12 月までに、心臓移植を行った患者 63
症例のうち遠隔期の死亡症例を除いた 61 例 。研究デザイン：後ろ向き観察研究。調査内容：端座位を離床開始の目安とし離床に
関わる情報を診療録をもとに調査。 分析方法：データ解析には SPSS Ver.22 を使用し相関分析もしくは Mann-Whitney 検定を行っ
た。倫理的配慮：本研究は院内の倫理委員会の承認を得たのちに行い、データは個人が特定されないように配慮した。オプティン
グアウトによる同意を得た。【結果と考察】術前因子として 61 例中 55 例が補助人工心臓を装着しており、術後離床までの時間に補
助人工心臓装着の有無は関連はなかった。術中因子として手術時間、麻酔時間、術後の心係数が離床に関連していた。術後因子と
して抜管までに要した時間が離床に関連していた。また局所陰圧閉鎖療法使用群と非使用群、術後の低心拍出症候群の有無におい
て離床開始時間に有意に差がみられた。これまでは体外式補助人工心臓が主流であり術前は病院での生活を余儀なくされていた
が、植え込み型補助人工心臓の発展により、今後自宅での生活から心臓移植手術を受ける患者が増えてくる。心臓移植を受ける患
者のバックグラウンドの変化に合わせて、離床に対する看護介入を行う必要がある。今回明らかになった要因をもとにアセスメン
トを行い効果的な介入を行うことが重要である。【結論】 心臓移植術後離床に影響を与えている要因は手術時間、麻酔時間、術後
心係数 、低心拍出症候群の有無、挿管期間、局所陰圧閉鎖療法の使用の有無であった。

O55-3

人工呼吸器離脱に難渋した心臓術後患者への継続的なリハビリテーションの試み

大阪大学医学部附属病院

集中治療部

中村 秋子、稲垣 範子、佃 順子
【はじめに】術前からの身体活動能の低下、術後の心機能低下に伴うカテコラミンや人工呼吸器離脱困難を認める “ 遅延群 ” に該当
する患者への看護介入を 3 期に分けて振り返り、看護のポイントを検討した。【看護の実際】透析症例である 60 代女性患者は、
AVR 施行後 MS による肺高血圧の状態が続き、今回 MVR 施行後 ICU 入室。カテコラミン 4 剤と IABP によるサポートが必要な状
況で、持続透析も開始された。敗血症や胃出血等の合併症を認め、入室期間は約 4ヶ月に及んだ。1 期：術後急性期（手術直後か
ら IABP 抜去まで一週間）重症管理に加え、術後一日から ROM、ポジショニング、ストレッチが看護師主体で開始された。2 期：
急性期・リハビリ停滞期（術後約 12 週間頃まで）血行動態は安定せず、合併症治療や処置のため鎮静剤・カテコラミンの増減を
繰り返した。毎日のカンファレンスでリハビリの実施や範囲が検討され、術前の身体活動能も考慮して “ADL の向上と端坐位の保
持 ” がこの時期の目標と設定された。PT の介入も始まるが不安・苛立ちによりリハビリに対する拒否を強く示し、精神的支援や
薬物治療が開始された。数分であっても端坐位を継続させるため、積極的な介入がされ、家族の治療参画を図る調整など看護師の
役割が拡大した。3 期：回復への準備期（退室まで）“ 早く孫と会いたい ” など自発的な対処の意欲が見られ、看護計画でも家人と
の面会方法に様々な工夫と提案がされた。間欠透析への移行、食事の開始、車椅子での散歩ができるようになり、ADL の拡大と
共に精神状態も安定を見せた。【考察】人工呼吸器だけでなく CRRT や VAC など、必須の治療による拘束状態にもあったが、治
療も離床も中断することなく並行して実施できたことが、離床の拡大へとつながったと言える。遅延群に該当する患者の離床計画
には、術前の身体活動能を考慮した目標を多職種で共有し、2 期 3 期を家族と共に乗越えていくことが重要である。
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O55-4

成人男性における電気刺激を用いたトレーニング中の筋肉酸素化状態および換気状態の変化

東海大学医学部付属病院看護部、2）東海大学健康科学部看護学科、3）東海大学情報教育センター

1）

中岡 正昭 1）、沓澤 智子 2）、栗田 太作 3）
【背景】ICU 入室患者の筋力低下予防には、随意的な運動を早期から施行していくことが必要であるが、困難なことが多い。近年、
電気刺激により筋肉収縮を起こさせる筋電気刺激（以下 EMS）を用いたリハビリテーションが、術後患者や高齢者の筋力低下に
効果を示すと報告されている。EMS を ICU 入室中の急性重症患者へ適用できれば、筋力低下を予防でき、早期離床に結びつく可
能性が高い。しかしながら、急性重症患者へ EMS を適用するためには、筋肉や呼吸・循環に及ぼす影響を検討していく必要がある。
【目的】健常成人男性（20～30 歳代）に、両下肢全体に EMS を施行し、両下肢の筋肉酸素化状態と換気にどの程度の影響を及ぼ
すかを検討した。
【方法】対象は健常成人男性 7 名（25.4 ± 2.8 歳）
。ベルト型電極をウェスト、膝上、足首につけ、EMS 機器（AUTO
TENS PRO リハビリユニット）を用いて 20Hz の指数関数的漸増波パルスで 3 秒の刺激、2 秒間休止の刺激様式で、15 分間の EMS
を行った。刺激強度は筋肉収縮が目視できる最低強度とした。EMS 中の外側広筋と腓腹筋の筋肉酸素化状態を近赤外分光法
（NIRO-200）で測定した。換気は鼻カニューラを装着し、呼吸圧（鼻カニューラ内の圧）の変化から、呼吸数、換気量相当を算出
した。
【成績】腓腹筋と外側広筋の筋肉酸素化状態は、ほとんどの被験者で EMS 開始後 1 分 30 秒で総ヘモグロビンと酸素化ヘモグ
ロビンが低下し、3 分にかけて増加し、その後ほぼ一定の値を示した。EMS 中の呼吸数、吸気換気相当量は、安静時に比べ、平均
で 10％程度の増加率であった。【結論】本研究での刺激による筋収縮は、筋肉酸素化状態の変化から、軽い運動強度のトレーニン
グに相当すると考えられ、換気への影響も小さいことが示された。ICU 入室患者に対しても、安全に使用できる可能性が高いと考
えられた。

O55-5

脳卒中急性期患者の肩関節外旋制限の発生要因の検討

徳島大学大学院

1）

医歯薬学研究部

保健科学部門看護学系、2）徳島大学病院

南川 貴子 1）、市原 多香子 1）、日坂 ゆかり 1）、原田 路可 2）、田村 綾子 1）
【目的】先行研究で脳卒中発症後 1 週間で麻痺側の肩関節外旋制限が出現する実態が明らかとなった 1）。そこで本研究では、脳卒中
発症後 1～2 日目から 1 週間の片麻痺患者の麻痺側肩関節の関節可動域変化について麻痺の程度、麻痺の左右差、NIHSS 重症度別
の影響要因について明らかにし、今後の看護支援の一助とする。
【方法】研究期間は 2012 年 4 月～2013 年 2 月、対象者は 1 施設の Stroke Care Unit に初発脳卒中（脳出血・脳梗塞）で入院した急性
期の片麻痺のある患者 26 名であった。大学病院臨床倫理審査委員会で承認の後、本人及び代諾者に研究及び発表についての許可
を口頭・文書で得て行った。上肢麻痺の Burnnstrome stage 別、麻痺側別、NIHSS の重症度別による関節可動域の比較を行った。
分析は Mann-Whitney の U 検定を用い、有意水準を 5％未満とした。
【結果】対象者 26 名の内訳は、脳出血 10 名 / 脳梗塞 16 名、右麻痺 10 名 / 左麻痺 16 名、上肢の Burnnstrome stage 別は I～III が 15
名 /IX～XI が 10 名、NIHSS1～11 点 13 名 /12～25 点 13 名であった。肩関節外旋の 1 週間の関節可動域は、Burnnstrome stage が I
～III で有意に 2.3 度低下し、IX～XI は 1.8 度低下であった（p=0.046）
。麻痺側の左右差、NIHSS 重度別の有意差は認めなかった。
【考察】脳卒中急性期の患者で Burnnstrome stageI～III の重症群に、入院後 1 週間で肩関節の可動域制限が出現した。この要因は、
治療の伴う上肢の抑制や輸液ライン挿入、安全柵の使用が考えられ、発症超急性期から 24 時間ケアにあたっている看護師が、肩
関節の外旋制限予防の支援を積極的に行う必要性が示唆された。なおこの研究は、科学研究費 24593299 と 23390503 の支援を受け
て行った。
1）Takako Minagawa, Ayako Tamura et al, Increasing upper-limb joint range of motion in post-stroke hemiplegic patients by
daily hair-brushing. British Journal of Neuroscience Nursing , 11（3）,112-117, 2015

O55-6

食道癌患者における周術期サポートチーム（POST）運用の効果

岩手医科大学附属病院

集中治療部

赤澤 里美、小沢 由佳、伊藤 富佐恵、佐藤 美樹、石森 由樹、高橋 弘江、秋山 有史
A 病院の集中治療部（以下 ICU）では、独自の離床開始基準・中止基準（以下基準）を作成・導入し、早期にリハビリテーション
（以下リハ）を開始して離床開始までの日数と在院日数の短縮につながったことを発表した。合併症の減少とさらなる早期退院を
目指し、食道癌患者への周術期サポートチーム（Peri Operative Suppot Team 以下 POST）の導入が開始となった。今回、こ
の POST 導入が術後経過に与えた効果を明らかにしたいと考えた。
【対象】1．基準導入前の患者 30 名（A 群）と基準導入後の患
者 30 名（B 群）、POST 導入後の患者 30 名（C 群）の属性、年齢、術式、術後合併症、離床日数、術後在院日数を比較検討した。
【倫
理】医師と共に術前に患者と家族へ患者の説明を行い、研究に協力しない場合でも診療、看護に不利益はないことを説明して文書
で同意を得た。【方法】1、医師や看護師、理学療法士や言語療法士などチーム全体で患者をサポートするための周術期管理プログ
ラムを作成した。2、術前に POST 外来受診日を設け、ICU 看護師が患者、家族に急性期リハの重要性や離床訓練の進め方などを
動画により説明した。3、医師や理学療法士、言語療法士と連携し、プログラムに沿って術後 1 病日目から ICU 内で理学、嚥下リ
ハを実施した。【結果、考察】ABC 群で合併症に有意差はみられなかった。平均術後在院日数は A 群より B・C 群ともに短縮した。
POST 導入後、術前から患者自身が周術期の状況を想像し、目標を共有し患者が手術を自主的に捉えられるようになったと考える。
このことが、過大侵襲術後の集中治療の時期から多職種と連携し離床訓練、嚥下リハが確実に進められる足掛けとなり、平均術後
在院日数の減少につながったと示唆される。
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腎臓・腎機能・血液浄化②

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

第 13 会場

透析患者の人工心肺手術後における血漿再充填速度（Plasma refilling rate :PRR）についての検討

東京女子医科大学東医療センター
東京女子医科大学東医療センター

1）
3）

臨床工学部、2）東京女子医科大学東医療センター 内科、
泌尿器科、4）東京女子医科大学東医療センター 心臓血管外科

芝田 正道 1）、中山 友子 1）、近藤 敦子 1）、桧垣 洋平 1）、豊見山 真智子 1）、廣瀬 沙優里 1）、樋口 千恵子 2）、小川 哲也 2）、中澤 速和 3）、
中野 清治 4）
（目的）周術期における透析患者に対する血液浄化の実施は、血管透過性（Vascular permeability）の亢進により血圧が低下しや
すく、除水設定が難しく困難であることが多い。今回、人工心肺による心臓手術を実施した維持透析患者の術後の血漿再充填速度
（Plasma refilling rate :PLR）に関する検討を行った。
（対象・方法）当施設において弁膜症の手術を実施した 9 症例の維持透析患者。
平均年齢 70.2 ± 5.2 歳、平均透析歴 9.2 ± 8.0 年。これらの患者に対し、術前、術後翌日、術後 5～7day の透析実施時に CLIT-LINE
モニター（JMS 社）を装着し、治療前後の結果から血漿再充填速度（Plasma refilling rate :PLR）を算出し比較した。統計学的検
定には ANOVA（一元配置分散分析法）を用いた。
（結果）術前、術後翌日、術後 5～7day の PLR は平均 8.3 ± 3.1,4.0 ± 1.1,7.1 ± 2.7ml/
min であり、術前に比べ術後翌日では有意に低値を示した（p ＜ 0.005）
。
（考察・結語）心臓手術直後の PLR は、術中および ICU
入室後より大量のボリュームが負荷されているにもかかわらず（5080 ± 2037ml）、術前に比較すると低下する傾向を改めて確認す
ることができた。侵襲の大きな手術後では、血管透過性の亢進に伴うサードスペースへ体液が移動するため血管内は容易に脱水状
態となる。術後 5～7day 程度で PLR が術前レベルに戻ってくるため、その間の血液浄化による除水設定は段階的に行い、持続的
または間歇的であれば頻回実施、あるいは SLED（sustained low efficiency dialysis：持続低効率血液透析）などが有用と考える。

O56-2

CRRT におけるダブルルーメンカテーテル逆接続時の透析効率に関する検討

仙台循環器病センター

臨床工学科

中村 恵子
【目的】CRRT におけるブラッドアクセスとして使用されるダブルルーメンカテーテル（以下、DLC）は、送脱血回路順行性接続
において時に脱血不良が起こる。その際、回路を逆行性接続とすると脱血不良が解消されることがある。この時 DLC の構造上起
こる血液再循環が、CRRT の透析効率に及ぼす影響について検討を行った。
【方法】対象は平成 25 年 1 月～9 月に腎不全に対し CRRT を施行した症例（n=21）。血流量（以下、QB）を 80、120ml/min とし、
送脱血回路を順行性接続し 5 分間循環させた後、体血液、ヘモフィルタ前および後の BUN を測定した。これを逆行性接続でも同
様に測定した。次に、順行性および逆行性接続の再循環率とヘモフィルタ前後での BUN の減少値（以下、Δ BUN）を t 検定を用
いて比較検討した。再循環率については日本透析医学会ガイドラインで提唱されている算出式を使用した。
【結果】QB80ml/min の再循環率は順行性－ 6.7 ± 16.6％、逆行性 15.6 ± 19.8％（p=0.02）
。Δ BUN は順行性 6.1 ± 2.2mg/dl、逆行性 6.0
± 2.2mg/dl（p=0.726）であった。QB120ml/min の再循環率は順行性－ 0.77 ± 26.2％、逆行性 18.4 ± 34.9％（p=0.178）
。Δ BUN は
順行性 4.1 ± 1.4mg/dl、逆行性 3.9 ± 1.5mg/dl（p=0.543）であった。
【考察】再循環率は QB に関わらず逆行性で高く、20% 程度再循環していた。Δ BUN は QB80、120ml/min ともに有意差は認めら
れなかった。これは CRRT で使用できる透析液が上限 10ml/min 程度であり、再循環が起きていてもクリアランスを十分上回る血
液がヘモフィルタに供給されているためと考えられる。これらのことから、DLC の逆行性接続は CRRT における電解質や BUN な
ど低分子領域の透析効率には影響を及ぼさないと思われる。ただし、今回の実験では中～大分子領域への影響は不明である。
【結論】CRRT における DLC の逆行性接続による血液再循環は、低分子領域の透析効率には影響を及ぼさない。

O56-3

ポンプセグメント径の違いによる長時間流量特性の基礎検討

広島国際大学

保健医療学部

医療技術学科

武藏 健裕
【目的】持続的濾過透析（CHDF）回路において、血液ポンプ（外径：8mm、内径：5mm）、透析液ポンプ（外径：3.5mm、内径：
2.5mm）、補液ポンプ（外径：3.5mm、内径：2.5mm）、ろ液ポンプ（外径：5mm、内径：3.4mm）の 4 つのローラーポンプのポン
プセグメント径と長時間連続運転が流量特性に及ぼす影響について水系実験にて検討した。
【方法】血液浄化用装置（TORAY：TR-525）と CHDF 回路（JUNKEN MEDICAL：多用途血液回路）および 37℃に加温した水
を用いてプライミングを行った。各流量を血液流量（QB）100、200mL/min、透析液流量（QD）700、2000mL/hr、補液流量（QF）
300、2000mL/hr、 ろ 液 流 量（QE）1000、2000mL/hr に 設 定 し た。 脱 血 回 路 に ク レ ン メ を 設 置 し、 脱 血 圧 を 開 放 時、-100、
-200mmHg と調整した。運転開始から開始直後、24 時間後、48 時間後、72 時間後に各流量を測定した。各設定条件にてそれぞれ 5
回ずつ流量を測定した。
【結果】QB については脱血圧の陰圧が強いほど有意に実測流量が減少した。また 4 つすべての流量（QB、QD、QF、QE）において、
連続使用時間の増加、設定流量の増大に伴い実測流量が有意に減少した。ポンプセグメント径の違いでは、径が太いポンプチュー
ブほど有意な実測流量低下が早い時間に発生した。
【考察】連続使用時間の増加および設定流量の増大による実測流量低下は、ポンプセグメント部がローラーによって押し潰される
回数が増加することで、復元性が劣化したことにより生じたと考えられる。また、ポンプセグメント径が太いポンプチューブでは、
細いポンプチューブと比べ実測流量低下が顕著となった。これは、内径が細いチューブほどポンプセグメント部の復元性が維持さ
れたためだと考えられる。太いポンプチューブでは一回駆出量が大きく、回転数は少なく保つことができるが、細いポンプチュー
ブと比べポンプセグメント部の肉厚が厚く、復元性が弱まり易いことが示唆された。
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O56-4

血液浄化装置 TR-55X での持続血液濾過モードでの透析回路側への濾液逆流現象の検討

札幌医科大学附属病院

1）

臨床工学部、2）札幌医科大学

医療安全部、3）札幌医科大学

小川 輝之 、千原 伸也 、島田 朋和 、山口 真依 、中村 勇輝 、室橋 高男
山蔭 道明 3）
1）

1）

1）

1）

1）

医学部

集中治療医学

、高橋 科那子 、巽 博臣 3）、升田 好樹 3）、

1,2）

3）

【目的】当院の持続血液浄化療法は血液浄化装置 TR55X（東レメディカル）を用い行っている。持続血液濾過（CHF）での治療時、
使用しない透析液回路側ドリップチャンバにわずかな液面上昇を確認した。原因検索したところ透析液ポンプと回路装着時の圧閉
不足による濾液逆流であった。この逆流は意図しない除水となり患者に直接影響する。今回、圧閉不足が生じる装着法とそれによ
る逆流量について検討した。
【方法】血液浄化装置 TR-55X と専用回路を用い生理的食塩水で回路内充填した．治療モードを CHF とし、使用しない透析液ポン
プと回路を圧閉する前に接触点 1 箇所および 2 箇所とし回路装着位置を中心からずらした状態で圧閉した．この状態で血流量を変
化させ濾過圧を 50mmHg、100mmHg 加えた場合のそれぞれの透析液側への逆流量を測定した。同一の実験を計 5 回ずつ行った。
【結果】接触点 1 箇所での逆流量は濾過圧 50mmHg で 7.0 ± 3.3ml、100mmHg で 23.0 ± 5.8ml（p=0.01）
、接触点 2 箇所では濾過圧
50mmHg で 9.6 ± 5.7ml、濾過圧 100mmHg で 22.4 ± 10.1ml であった（p ＝ 0.09）
．
【結果】TR55X は CHF モード施行時には透析液側クランプや計量センサ監視は一切行われていない．常に透析液ライン側の逆流
を念頭に置き、確実なクランプやチェックを行うことが必要である．メーカー側はこの報告を受け添付文書への注意喚起とその対
策についての追記を決定した。
【結論】TR55X における CHF モードでの透析液側への濾過液逆流について，ポンプと回路との圧閉方法による濾液逆流現象を検
討しメーカーへ情報提供を行なった。持続血液浄化療法は長時間にわたり施行するため，わずかな異常が蓄積すると患者に対する
重篤な影響となりうる．治療提供する上で装置の構造や動作特性を十分理解し使用することが重要である。

O56-5

持続緩徐式血液濾過器の（1 → 3）- β -D- グルカン値に関する基礎的検討

北海道大学病院 ME 機器管理センター、2）北海道大学病院検査輸血部、3）北海道大学消化器外科 I、4）北海道大学移植外科、
北海道大学病院臓器移植医療部

1）
5）

太田 稔 1）、岡本 花織 1）、加藤 伸彦 1）、南 昭子 2）、財津 雅昭 3）、川村 典生 3）、腰塚 靖之 3）、後藤 了一 3）、山下 健一郎 3,4）、
嶋村 剛 3,5）
【背景・目的】
（1 → 3）- β -D- グルカン（以下β -D- グルカン）は多くの病原真菌に共通する細胞壁構成成分の一部であり，深在性
真菌感染症の補助診断と治療効果判定の指標として使用される．血液透析患者において再生セルロース膜（RC）から溶出したβ
-D- グルカンにより偽陽性を示すことが報告されているが，持続緩徐式血液濾過器（CRRT 膜）の影響について調査した報告は極
めて少ない．今回，3 種の CRRT 膜からのβ -D- グルカンの溶出について検討した．
【方法】CRRT 膜の血液側を生理食塩水 1,000ml
で洗浄後に血液回路先端から 5ml を採取しβ -D- グルカンを測定した．CRRT 膜は，ポリスルホン膜（PS）は AEF-13，セルロー
ストリアセテート膜（CTA）は UT フィルター2100，ポリエチレンイミン表面処理アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウ
ム共重合体膜（AN69ST）はセプザイリス 150 を使用した．それぞれの CRRT 膜は 3 本使用し，β -D- グルカンは比濁時間分析法で
測定した．比較対象として再生セルロース膜（RC）の透析器 CL-EE18NL を使用し，同様に生理食塩液 1,000ml で洗浄後に血液回
路先端から 5ml を 3 本採取しβ -D- グルカンを測定した．
【結果】CRRT 膜の洗浄液のβ -D- グルカン値は PS，CTA，AN69ST で測
定感度（1.897pg/dl）以下であり，RC で 474.5 ± 22.5pg/dl を検出した．
【結論】PS，CTA，AN69ST では洗浄液中にβ -D- グルカ
ンを検出しないため持続緩徐式血液濾過中の深在性真菌感染症の補助診断と治療効果判定に影響を及ぼさないものと考えられる．

O56-6

持続血液浄化血液回路における Aeromonas hydrophila について

自治医科大学附属さいたま医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター

1）
3）

臨床工学部、2）自治医科大学附属さいたま医療センター
集中治療部

腎臓科、

安藤 勝信 1）、百瀬 直樹 1）、大河原 晋 2）、神尾 直 3）、中嶋 いくえ 3）、大城 國夫 3）、青松 昭徳 3）、中張 浩史 3）、森下 義幸 2）、
讃井 將満 3）
【目的】今回、CRRT の濾液回路および濾液計量回路から Aeromonas hydrophila が検出された症例を経験した。その経緯および対策に関して
報告する。
【経過】症例は 57 歳男性、骨髄異形成症候群骨髄移植後、髄膜炎疑いによる意識障害の診断で当センターICU に入室し、合併する急性腎傷害
に対し CRRT が開始された。CRRT は JUN-55X 505、AEF-10 で行い、透析補充液としてサブラッド BSG を使用し、透析液の空タンクを廃液
タンクとした。ICU 入室 29 日目（回路交換 48 時間後）に濾液回路および濾液計量回路内壁に白帯様の付着物を認めた。回路交換を行い治療
を継続するが、16 時間後に同部位に同様の白帯を認めたため、細菌塗抹検査および培養を提出した。塗抹でグラム陰性桿菌が確認され、培養
により Aeromonas hydrophila が検出された。8 日後に排液回路および濾液計量回路に再度白帯を認め、回路内液、廃液タンク内排液、汚物処
理層から Aeromonas hydrophila が検出された。その後、廃液タンクをベットパンウオッシャで毎回洗浄消毒をおこない、透析液の空タンク
を 3 日ごとに廃棄した。その結果、同様な Aeromonas hydrophila は検出されなくなった。経過中、血液培養は一貫して陰性で、臨床的な合併
症を認めなかった。
【考察】Aeromonas hydrophila はグラム陰性の通性嫌気性桿菌で通常菌体の一端に単毛の鞭毛を持つが、幼若培養菌では周毛が観察されるこ
とがしばしばある。また、その発育至摘温度が 30～35℃の中温性菌であることから排液が増殖に最適な環境であることが推察される。感染経
路は、汚物処理層から「はね」などにより廃液タンクが感染、廃液タンク内で増殖し、ろ液回路が排液に浸水し回路内に汚染が広がったと考
えられた。流路があるにしても流れに反して菌が増殖することは様々な環境下で確認がされている。
【結語】ろ液回路内に Aeromonas hydrophila の繁殖を経験した。廃液タンク内の汚染を防ぐ対策が重要である。
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デジタルポスターブース 1

リフィーディング後の低血糖、肝機能障害、血小板低下をきたした 5 例

大阪府立急性期総合医療センター

1）

救急診療科、2）大阪大学医学部付属病院高度救命救急センター

中本 直樹 1）、清水 健太郎 2）、吉川 吉暁 1）、木口 雄之 1）、藤見 聡 1）
【背景】リフィーディング症候群は、飢餓状態にある低栄養患者が、栄養を急に摂取することで水、電解質分布の異常を引き起こ
す病態で、心停止を含む重篤な致命的合併症を起こすことがある。集中治療室において、低血糖は死亡率が高くなることが知られ
ているがその原因は十分に明らかにされていない。当院では、低栄養から低血糖をきたし、同時あるいは遅れて重篤な肝機能障害
と血小板低下を合併する症例をしばしば経験するので報告する。
【目的】低栄養からの低血糖・肝機能障害・血小板低下を合併す
る症例の臨床経過を究明すること。【方法】2009 年 11 月から 2015 年 6 月まで当センターに入院となった、低栄養からの低血糖・肝
機能障害・血小板低下を合併した 5 例の臨床経過を後方視的に検討した。
【結果】5 例いずれも女性で神経性食思不振症あるいは摂
食障害の既往があった。年齢は 15 歳から 52 歳、当センター入院時の Body Mass Index は 10.2 ± 0.8（平均±標準偏差）であり、全
例意識障害で救急搬送となった。いずれもインスリン使用や糖尿病の既往はなかったが、病院搬入時の血糖値は 16.4 ± 6.3mg/dl、
中性脂肪も 10 ± 7.4mg/dl と低値であった。refeeding 症候群に注意しながら慎重に栄養を投与した。しかし、入院後数日から 2 週
間ほどで AST/ALT 1726 ± 940/1077 ± 663IU/L、血小板 3.58 万± 4.29 万と著明な肝機能障害、血小板低下を認め、投与カロリー
の減量や経腸栄養の中断が必要であった。5 例中 3 例が死亡した。【結論】低栄養からの低血糖をきたす症例の、栄養開始にあたっ
ては refeeding 症候群に注意しながら管理することが重要である。加えて、重篤な肝機能障害や血小板低下をきたし、致死的とな
ることがあり、十分に認識することが重要であると示唆された。

DP1-2

当院 ICU で経験した 3 例から重症神経性食思不振症に対する急性期栄養管理戦略を考える

藤田保健衛生大学

1）

医学部

麻酔・侵襲制御医学講座、2）公立西知多総合病院

集中治療部・麻酔科

川治 崇泰 、原 嘉孝 、大槻 藍 、山添 泰佳 、勝田 賢 、小松 聖史 、秋山 正慶 2）、内山 壮太 1）、柴田 純平 1）、西田 修 1）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

重症神経性食思不振症（AN）の管理で最も注意すべき合併症の一つは、refeeding syndrome（RS）であるが、栄養の投与経路や
投与量増加の方法など不明な点も多い。当 ICU では一般的な重症患者においては積極的に経「空腸」EN を行っているが、重症
AN に対する栄養管理では、今回紹介する重症 AN3 例における経験から、EN にこだわらず PN で導入する方針としている。
【症例 1】18 歳女性。BMI 11.7。AN 加療中に肺炎を合併し、全身管理目的で ICU 入室。経腸栄養（EN）主体で管理を行うも、第
32 病日以降、大量の下痢と腸管粘膜の脱落を認め、EN を断念し、経静脈栄養（PN）に変更した。
【症例 2】4 歳女児。88cm、8kg。極度の飢餓で ICU 入室。第 5 病日まで挿管下に EN 開始に伴う RS が生じないことを確認した。
EN 増量に伴い難治性の下痢が持続したため、第 12 病日より EN を断念し PN を主体に切り替え下痢は治まったが、第 21 病日急激
な全身性浮腫と心タンポナーデが出現し心停止となり蘇生を行った。PN による遅れて生じた RS と考えられた。その後、病態は改
善し EN を再開し、経口摂取も進み退室した。
【症例 3】23 歳女性。BMI 10.7。AN 加療中、肝・腎機能障害を認め ICU 入室。EN は最小限に抑え、代謝モニターを参考に PN で
投与量増加した。約 30kcal/kg/day まで増量後、排便量に注意し徐々に EN に移行した。
【まとめ】重症 AN では極度の低栄養により多臓器の機能障害が認められ、消化管の消化・吸収機能も低下している可能性がある。
EN での管理は吸収の程度が不明であり RS の発現も時に予測困難である。我々の重症 AN に対する栄養管理の概略は下記としてい
るので紹介する。当初より、経空腸 EN を開始するが、5% グルコースまたは約 5kcal/kg/day を上限にしばらく固定し、投与エネ
ルギー増加は PN で行う。その後、腸管の機能が回復するのを待って、徐々に EN に切り替える。単球上 HLA-DR 抗原測定、アミ
ノ酸分析、rapid turnover protein 測定を定期的に行なう。

DP1-3

心臓血管術後患者の術直後における必要カロリーの検討－間接熱量計と Harris-Benedict 式との比較－

高知大学

医学部

麻酔科学集中治療医学講座

田村 貴彦、矢田部 智昭、立岩 浩規、山下 幸一、横山 正尚
【緒言】近年、ICU における投与カロリーが患者アウトカムに影響を与えるという研究はなされているが、心臓血管術後患者の術
直後における必要カロリーについては、未だエビデンスは確立されていない。そこで今回、心臓血管手術術後患者における ICU
での間接熱量計で測定した必要カロリーと Harris-Benedict 式で算出した必要カロリーの比較検討を行った。
【方法】2013 年 9 月から 2015 年 3 月までに高知大学医学部附属病院にて心臓血管手術を行った患者を対象とし、18 歳未満、透析患
者は除外した。術後 ICU にて間接熱量計付人工呼吸器を装着し、間接熱量計で測定した必要カロリーと Harris-Benedict の式で求
めた必要カロリー（HBE）との比較検討を行った。呼吸器は従圧式とし，1 回換気量の目安は 6～10 mL/kg で管理した。鎮静はデ
クスメデトミジンとプロポフォールで行った。また、血糖値のバラツキを抑えるために全例に人工膵臓を併用し、血糖値が 110～
180mg/dl となるようにコントロールした。
【結果】対象患者は 47 名（年齢 73 ± 10 歳、体重 55 ± 10kg）で検討した。間接熱量計で測定した必要カロリーは 1314 ± 476kcal/
day、HBE は 1147 ± 148kcal/day であった。間接熱量計で測定した必要カロリーは、HBE に比べて有意に高かった。
（p= 0.02）
【結論】心臓血管手術において、間接熱量計で測定した必要カロリーは Harris-Benedict 式で求めた必要カロリーに比べて有意に高
いことが分かった。
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DP1-4

救命 ICU における糖尿病患者の経管栄養の選択

- インスローとその他栄養剤の比較 -

東京女子医科大学東医療センター
菅 智行、磯谷 栄二、吉川 秀和、原田 志保
【目的】東京女子医科大学東医療センター救命 ICU（以下当院 ICU）では 2014 年 4 月、医師、看護師、管理栄養士より構成される
救命 NST を発足し、栄養プロトコルの作成を行ってきた。栄養プロトコルは検討を重ねられ、現在栄養プロトコル Ver3 が稼働し
ている。栄養プロトコル Ver3 では新たに疾患別に栄養剤を選択する頁が設けられ、糖尿病既往のある患者ではインスローが選択
される。インスローは投与後の急激な血糖値の上昇を抑制する。しかし栄養プロトコル Ver3 では持続投与が中心となっており吸
収速度は一定と考える。このことからインスローの持続投与下での有効性は定かではない。そこで、持続投与下でのインスローの
有効性を明らかにすることを目的とする。【方法】栄養プロトコルの対象となった糖尿病既往のある患者を対象とし、8 時間ごと
の血糖値およびインスリン投与量を比較する。【成績】症例数はインスロー群 n10、その他の栄養剤群 n16 であった。血糖値中央値
（95% 信頼区間）はインスロー群 161（6:00）,183（14:00）,153（22:00）mg/dl、その他の栄養剤群 171（6:00）,183（14:00）,178（22:00）
mg/dl であった。インスリン使用量中央値（95% 信頼区間）はインスロー群 6.5（6-14）,7.2（14-22）,7.6（22-6）U、その他の栄養
剤群 9.5（6-14）,9.6（14-22）,9.0（22-6）U であり、F 検定 /T 検定を行った結果（6-14）と（14-22）でのインスリン使用量はイン
スロー群で有意に少なかった。また、両郡間での APACHE-2,HbA1c の有意差は認められなかった。
【結論】インスロー群では他
の栄養剤群と比較し、インスリンの使用量が少なった点で選択の意義が認められた。持続投与下でも血糖値の急激な上昇を抑制さ
れた為と考える。本研究では血糖値を 8 時間ごとに見ているため、投与量の変化に伴った血糖値の細かな変動は拾えていない。当
院 ICU では 6：00 に投与量を漸増させるため 6：00～14：00 間の血糖変動を詳細に観察することで新たな発見ができる可能性がある。

DP1-5

救命救急センター入院患者における亜鉛欠乏に関する検討

長崎大学病院

救命救急センター

山野 修平、上木 智博、井山 慶大、猪熊 孝実、田島 吾郎、平尾 朋仁、野崎 義宏、山下 和範、田崎 修
【背景】亜鉛欠乏症は免疫力の低下、創傷治癒の遅延、貧血、味覚障害、精神障害などの多彩な症状を呈するが、その認知度は低
く救急領域での亜鉛欠乏に関する報告は殆ど無い。
【目的】救命救急センター入院患者の亜鉛欠乏の実態を調査すること。
【対象・方法】 平成 26 年 10 月から平成 27 年 7 月までに長崎大学病院救命救急センターに 5 日以上入院した患者において入院翌日
の血清亜鉛濃度の測定を行い、2 週間以上入院した場合には再測定を行った。亜鉛欠乏症のリスクがある栄養障害、褥瘡や難治性
の創傷、欠乏症状のある患者に対しては、亜鉛濃度の測定結果が判明する前からポラプレジンク 1 日 150mg 投与を行った。
【結果】対象となったのは 109 例で傷病は外傷 64 例、熱傷 1 例、中毒 4 例、感染症 20 例、心肺停止蘇生後が 7 例、その他内因性疾患
13 例であった。入院日数の中央値（IQR）は 19（10-33）日であった。入院翌日の血清亜鉛濃度の中央値（IQR）は 38.0（24.5-54.5）
μ g/dl（正常値下限は 65）と低く、正常下限を下回った症例は 88％（96 例）の高い頻度で認められた。 2 週間以上入院した症例
で、亜鉛欠乏のリスクがあるポラプレジンク投与群と非投与群を比較すると、来院翌日の亜鉛濃度の中央値（IQR）は投与群で
25.5（18.75-35）、非投与群で 29（22.5-38.25）となり 2 群間で差は認められなかった。2 週間後の測定では投与群で 68（57.5-94.5）、
非投与群で 70.5（56.25-79）となり、こちらも 2 群間で差は認められなかった。2 週間後に正常値まで回復していたのは、投与群で
14 例中 8 例、非投与群で 42 例中 24 例あり、両群とも半数近くが回復していなかった。
【結語】救命救急センターの入院患者において亜鉛欠乏の頻度は高く補正の意義についてさらなる検討が必要である。

DP1-6

早期経腸栄養管理バンドルによる栄養管理の解析

名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

東 倫子、日下 琢雅、海野 仁、眞喜志 剛、山本 尚範、江嶋 正志、田村 有人、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】2013 年 1 月に当講座は，早期経腸栄養の徹底のために，当講座の松田の提唱する早期経腸栄養バンドル 2002 を改定し，
Early Goal-directed Nutrition（EGDN）として重症症例における第 1 選択を早期経腸栄養とし，静脈栄養を縮小する指針とした。
EGDN 2013 策定前後の 2012 年と 2014 年の栄養管理を後方視的に比較した。【方法】2012 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の 1 年間（2012
年群）と 2014 年 1 月 1 日から 12 月 31 日 1 年間（2014 年群）において，在室日数が 2 日以下と管理プロトコルを持つ低体温療法の症
例を除外し，それぞれの初回の栄養法，入室時 APACHEII スコア，ICU 死亡などを比較した。【結果】上記条件を満たしたのは，
2012 年群で 170 例，2014 年群で 222 例だった。入室日の APACHEII スコアの平均はそれぞれ 27.6 および 27.1 であり，経静脈栄養が
19 例（11.2%）と 17 例（7.6%），経腸栄養が 76 例（44.7%）と 107 例（48.2%）だった。2012 年群では入室後 6 時間未満の経腸栄養
開始が 8 例（10.5%），24 時間以内の経腸栄養開始が 41 例（53.9%）だったことに対して，2014 年群ではそれぞれ 22 例（20.5%），74
例（69.2%）に上昇していた。これらには，ショック症例の大半が含まれていた。48 時間以降の経腸栄養開始は，2012 年群では 13
例（17.1%）だったが，2014 年群では 4 例（3.7%）に低下していた。これらの ICU 内死亡率は，2012 年の 9.4%（16 例）に対して，
2014 年では 6.8%（15 例）に低下していた。【結語】EGDN 2013 に則った栄養管理により，当講座は早期経腸栄養を徹底している。
急性循環不全においても，早期経腸栄養の実施率が高まり，生命予後が改善している結果が認められた。
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デジタルポスター 2

DP2-1

気道・呼吸・呼吸管理①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 2

AIDS 患者の PjP に対して、VV-ECMO を用いて救命した一例

自治医科大学付属さいたま医療センター

麻酔科集中治療部

堀北 奨、讃井 將満、松永 渉、神尾 直、藤本 由貴、毛利 英之、簗瀬 史貴、柿本 大輔
現在、急性呼吸不全に対する治療方法の一つとして、VV-ECMO（以下 ECMO）の使用が広まってきているが、その適応、禁忌
に関しては確固たる基準はない。今回、AIDS 患者が PjP の悪化による急性呼吸不全となり ECMO を回し、救命した症例を経験し
たので報告する。
【症例報告】発熱を主訴に若年男性が近医受診し、市中肺炎、間質性肺炎の治療を行ったが改善せず、転院搬送
となる。HIV 陽性、P.jirovecii の PCR 陽性であったことから、AIDS を発症し PjP に至ったと診断。人工呼吸器管理を行い、感染
に対して TMP/SMX を継続した。その後も、患者の呼吸状態は増悪の一途であり強制換気でも酸素化を保つことができないため、
人工呼吸器装着 3 日目に VV-ECMO が導入された。ECMO 導入後、原疾患の治療を継続し、呼吸状態は改善。合併症もなく導入
後 16 日目に ECMO から離脱した。しかし、ECMO 離脱 2 日後に再度呼吸状態が増悪。その原因として、IRIS（免疫再構築症候群）
の可能性を考慮し、ART（anti-retroviral therapy）を中止、再度 ECMO 導入となった。2 度目の ECMO 導入後、徐々に呼吸状態
は改善し、再導入後 14 日目に離脱。その 30 日後に人工呼吸器からも離脱し、患者は退院となった。
【考察 / 結語】ECMO は回復の
見込みのない患者においては相対的禁忌とされており、AIDS 患者も免疫抑制状態という点で相対的禁忌という認識が大きかった。
しかし、ART の進歩により AIDS 患者の予後が長期化していることから、AIDS 患者の PjP に対して、ECMO を導入する意義はあ
ると考えられる。本症例では IRIS による呼吸状態の増悪を疑い ECMO を再度導入したが、IRIS の患者で ECMO を回した症例はほ
とんど報告されていない。AIDS 患者の PjP、IRIS 疑いに対し、2 度 ECMO を回し、救命し得た症例を経験した。本症例は「AIDS
患者の PjP に対する ECMO の有効性」「IRIS にに対する ECMO の有効性」を示唆する一助となるかもしれない。

DP2-2
徳島大学

1）

緊急 V － V ECMO が有効であった、食道癌再発による気道狭窄に対する気管ステント留置の 1 例
地域医療人材育成分野、2）徳島大学

麻酔疼痛治療医学分野、3）徳島大学歯科麻酔科学分野

曽我 朋宏 1）、川人 伸次 1）、箕田 直治 2）、片山 俊子 2）、若松 成知 2）、久米 克佳 2）、堤 保夫 2）、田中 克哉 2）、北畑 洋 3）
【症例】77 歳男性 食草亜全摘術を 2 年前に施行され外来で経過観察中であった。咳嗽と呼吸困難のため受診、精査され肺門部リ
ンパ節再発による気道狭窄および食道胃管吻合部肺瘻、肺化膿症と診断、緊急入院となった。保存的に加療されていたが次第に呼
吸困難が増悪したため、YAG レーザーによる腫瘍焼灼および気管支ステント留置術が予定された。術前の気管支鏡では気管分岐
部から左主気管支にかけて腫瘍の突出を認めたが、右気管支は開存しており呼吸器外科、心臓外科と相談の上、ECMO は回路を
組まず待機のみの予定とした。デクスメデトミジンおよびフェンタニルにより自発呼吸下に経口挿管、軟性気管支鏡により処置開
始した。手術開始後 3 分程で腫瘍からの出血により視野がとれず、次第に換気、酸素化が不良となった。待機中の心臓外科医師に
緊急で V-V ECMO を依頼、18 分後に ECMO 開始、ミダゾラム、ロクロニウムを投与後調節呼吸へ移行した。直後より酸素化の改
善を認めたため手術を続行、Ultraflex ステントを左右主気管支へ 2 箇所留置して手術を終了した。ECMO からの離脱は円滑に行え，
胸部 Xp，血液ガス所見で異常がないことを確認して ICU 入室した．
【考察】麻酔の導入により気道の確保が困難であると予想され
る高度気管狭窄症例には、体外循環のスタンバイが必要である。循環補助が必要とならない場合、V-V ECMO が有効であるとい
う報告が多いが、コスト面などの問題もあり症例によりどこまで準備するかの判断が難しい。今回の症例では、手術開始直後から
腫瘍から出血して危機的な換気不全に陥ったため、最初から体外循環併用で手術を開始するべきであったかもしれない。【結語】
食道癌気管浸潤による気道狭窄症例に対し，緊急で V-V ECMO を用いることで換気不全から離脱して手術を遂行できた。

DP2-3

長期 ECMO 管理中の肺生検により ECMO 継続か撤退かを判断した重症呼吸不全の 2 例

前橋赤十字病院
心臓血管外科

1）

高度救命救急センター

集中治療科・救急科、2）同、呼吸器外科、3）同、病理診断科、4）同、心臓血管内科、5）同、

鈴木 裕之 1）、桜澤 忍 1）、中村 光伸 1）、町田 浩志 1）、宮崎 大 1）、井貝 仁 2）、上吉原 光宏 2）、井出 宗則 3）、星野 圭治 4）、石川 和徳 5）
【はじめに】重症呼吸不全患者に ECMO を導入後、長期間の ECMO サポートでも呼吸状態の改善がない場合、このまま ECMO を
継続すべきか否かの判断に迷うことがある。今回、その判断のために ECMO 中に肺生検を 2 症例に施行したので報告する。
【症例 1】
73 歳、男性。肺炎球菌性肺炎、ARDS の診断で挿管、人工呼吸管理中であった。第 3 病日、呼吸不全が進行したため V-V ECMO
を導入した。lung rest させ抗菌薬による治療を継続した。しかし、4 週間が経過しても呼吸状態は改善しなかった。そのため、
ECMO 導入から 31 日目、胸腔鏡下肺生検を実施した。肺胞腔は増生した線維芽細胞に圧排置換されていた。肺は不可逆的な状態
と判断し、家族に病状説明し治療を断念した。ECMO 導入から 39 日目に死亡した。【症例 2】59 歳、男性。僧房弁閉鎖不全症によ
る慢性心不全で入院中であった。院内肺炎を合併し挿管、人工呼吸管理となったが、呼吸不全が進行したため V-V ECMO を導入
した。lung rest させ、抗菌薬による治療と厳格な水分管理を行った。ECMO 導入から 4 週間が経過しても、胸部 X 線にスリガラ
ス影は残存していた。ECMO 導入から 28 日目に ECMO 離脱を試みるも失敗し、3 日後に V-V ECMO を再導入した。KL-6 は
1849U/ml で肺の線維化が疑われた。ECMO 再導入から 6 日後に胸腔鏡下肺生検を実施した。器質化肺炎と組織診断されたため、
ステロイドにより改善が期待できると判断し ECMO を継続する方針とした。ECMO 再導入から 25 日目、ECMO を離脱することが
できた。ECMO サポート期間は合計 53 日間であった。その後、僧帽弁置換術を受け、人工呼吸器を離脱。現在リハビリ中である。
【考察】今回の 2 症例では肺生検の結果が ECMO 継続か撤退かの判断の根拠となった。文献的考察を加えて報告する。
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DP2-4

敗血症性ショックによる ARDS に対し早期の ECMO 導入および腹臥位療法により良好な転帰を得た一例

奈良県立医科大学

救急医学

高度救急救命センター

原 悠也、淺井 英樹、多田 祐介、川井 廉之、福島 英賢、奥地 一夫
【背景】急性呼吸促迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome; 以下 ARDS）は敗血症などを契機に発症し、重症化すれば
死亡率は 20% を越える重篤な疾患である。今回、敗血症性ショックから ARDS に陥った症例に対し、発症早期より体外式膜型人
工肺（Extracorporeal Membrane Oxygenation; 以下 ECMO）を用い、腹臥位療法を併用し救命し得た 1 例を経験したので報告する。
【症例】73 歳、女性。突然の呼吸困難で前医を受診した。前医到着時、ショックを呈しており、同院処置中より呼吸状態が徐々に
悪化したため、人工呼吸管理が開始された。胸腹部単純 CT 検査にて、両側肺野に広範なスリガラス影と浸潤影、腎周囲に脂肪識
の混濁を認めたため、尿路感染症を契機とした敗血症性ショックおよび ARDS と診断され、当院へ搬送された。当院到着時、脈
拍 149/min、血圧 71/49mmHg、SpO286%（バッグバルブマスク補助換気下、酸素 10l/min）、ジャクソン・リース回路にて用手換
気としても、P/F ratio 90 まで酸素化低下を認めた。当院にて再度胸腹部造影 CT 検査を施行すると、前医で認めた両側肺野のス
リガラス影は、背側優位の広範な浸潤影へと変化していた。ECMO の適応と判断し、発症から 6 時間後に導入した。ECMO 導入後、
呼吸状態は改善を認め、第 4 病日に気管切開術を施行、第 5 病日より腹臥位療法を追加した。第 7 病日、体位変換の一環として端
座位を施行した。第 10 病日、ECMO を離脱、第 11 病日、人工呼吸器を離脱した。第 18 病日、前医へ再転院となった。【考察】
ARDS に対する ECMO の使用は近年広く普及しており、ECMO 管理中の腹臥位療法が有効であるという報告もある。しかし、
ECMO 導入の適応疾患や適切な開始時期は明らかでない。本症例のように敗血症性ショックを呈し急激な呼吸不全、ARDS が進
行する重症例では、早期に ECMO 導入を考慮し、腹臥位療法をはじめとする理学療法を含めた集学的治療を開始することが重要
である。

DP2-5

ARDS を合併した有瘻性膿胸に対し VV-ECMO 管理下に EWS による気管支充填術を行い救命できた 1 例

JA 広島総合病院

1）

呼吸器内科、2）JA 広島総合病院

近藤 丈博 、櫻谷 正明 、吉田 研一
1）

2）

救急・集中治療科

2）

【症例】48 歳女性、拒食症にて近医通院中。
【現病歴】呼吸苦、咳のため近医受診、胸部レントゲンにて右胸水を認め、当院紹介。
【経
過】CT にて膿胸が疑われ、高度の低酸素血症が見られたため ICU 入室とし、人工呼吸器管理とした上で、局所麻酔下胸腔鏡にて
膿胸のドレナージを施行した。その後ドレナージチューブを留置したが持続性のエアリークが見られ有瘻性膿胸と診断した。ICU
入室後 6 日目に急激な酸素化の悪化を認め、肺炎、ARDS の合併と診断、VV-ECMO による呼吸管理開始とした。胸腔ドレナージ
不良となったためチューブの入れ替えを行ったところ出血が見られたため、止血、膿胸掻爬、リーク部処理目的に緊急手術となっ
た。右肺上、中葉を中心に多数のリーク部位を認め、外科的処置は不可能と判断、止血を行った上でドレナージチューブを再留置
して手術終了した。その後気瘻に対し VV-ECMO 下に Endobronchial Watanabe Spigot（EWS）による気管支充填術を施行したと
ころ、気瘻の改善見られ、酸素化安定、VV-ECMO 導入から 3 週間ほどで離脱となった。その後人工呼吸器からも離脱、ICU から
一般病棟へ転棟後、胸腔ドレナージチューブも抜去可能となり、有瘻性膿胸の改善が見られた。入院から 97 日目に自宅退院となっ
た。
【考察】我々は今回、ARDS を合併した有瘻性膿胸に対し VV-ECMO 管理下に EWS による気管支充填術を行い救命できた 1 例
を経験したので文献的考察を交え報告する。

DP2-6

Respiratory ECMO における離脱基準の検討

東京都立多摩総合医療センター

1）

救命救急センター、2）昭和大学

医学部

救急医学講座

萩原 祥弘 、清水 敬樹 、小野 将平 、鈴木 茂利雄 、荒川 裕貴 、濱口 純 、金子 仁 1）、光銭 大裕 1）、森川 健太郎 1）、
三宅 康史 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【背景と目的】呼吸不全に対する VV-ECMO の離脱基準に明確なものは存在していない。自己肺の改善は胸部 X 線像などの画像評
価、1 回換気量や肺コンプライアンスなどの呼吸機能評価、動脈血液ガスや水分バランスの評価などを総じて行い，最終的に
sweep gas の供給を止める “ 離脱トライアル ” を試みるのが一般的である。離脱トライアル中に患者の SpO2，PaCO2，呼吸数，呼
吸様式などを監視することになるが，中には頻呼吸・努力呼吸・気胸併発となる者もおり，患者への侵襲を考慮すると離脱トライ
ア ル を 行 な う 前 段 階 と し て 何 か し ら の 指 標 が 必 要 と 考 え た。
【 対 象 と 方 法 】 今 回 我 々 は VV-ECMO の 脱 血 cSvO2（ ％） と
VO2ECMO［人工肺からの酸素付加量＝（1 － cSvO2）× Hb（g/L）× ECMO 流量（L/min）× 1.36］の関係性に着目し，その比
を ECMO weaning index（以下 EWI）と称した。「EWI ＝ cSvO2/VO2ECMO ＞ 1 となった時に離脱トライアルが成功する」とい
う仮説をもとに，2014 年 4 月～2015 年 8 月で EWI の推移が記載された VV － ECMO 症例を後方視的に集計し離脱の成否をまとめた。
【結果】7 症例が集計され，離脱トライアル成功 5 例，失敗 2 例であった。成功群（平均値 1.11, 中央値 1.13）と失敗群（平均値 1.02,
中央値 1.02）に有意差は認めず，仮説は証明出来なかった。失敗群では（1）EWI=1.00 で酸素化は保たれたが，換気能が保てなかっ
た例，（2）EWI=1.04，体重 30kg であった例が含まれた。
【考察】現行の EWI では換気能の改善は評価困難である。また酸素消費
量が体重換算であることからも EWI 式に体重に関連した項を付すべきである。今後更に症例を集積し修正を加え検討していくこ
とで，EWI が VV-ECMO の weaning 期における有用な離脱基準の一つとなり得ると考えた。
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気道・呼吸・呼吸管理②

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 3

新しい加温加湿器 HAMILTON-H900 の使用評価

社会医療法人財団

大和会

東大和病院

臨床工学科

錦織 大輔、梶原 吉春、中山 雄司、石高 拓也
【目的】日本医療機能評価機構の報告からも呼吸回路や加温加湿器の事例が多いため、各メーカによる安全対策を取り入れた加温加
湿器や呼吸回路が開発されている。HAMILTON メディカル社製 H900system と F&P 社製 MR850system を評価したので報告する。
【方法】人工呼吸器（Evita4）の分時換気量 6L と設定した。H900 の温度設定をチャンバ温度 37℃、回路出口温度 40℃とし MR850
はオートモードで作動させ、H900 と MR850 の吸気回路出口部の温度を Maphy+ を用いて測定した（n=10）
。測定環境温度は H900
で 26.4 ± 0.8℃、MR850 は 26.8 ± 0.8℃であった。
人工呼吸回路の表面温度を測定するために GRAPHTEC 社製温度モニタ（midi LOGGER TYPE GL450）を用いて、両回路の吸気・
呼気側回路の表面温度を Y ピース側・中間・本体側の 3 か所で測定した（n ＝ 3）
。両システムの設定温度までの到達時間を測定し
た（n=5）。
【結果】H900 の吸気回路出口温度は 38.8 ± 0.2℃、MR850 は 37.7 ± 0.4℃であった。表面温度（℃）最高値の結果を示す（Y ピース側：
中 間： 本 体 側 ）。H900 吸 気 回 路（42.0：40.4：39.7）、H900 呼 気 回 路（38.9：38.0：38.8）
、MR850 吸 気 回 路（34.4：39.8：35.2）、
MR850 呼気回路（32.6：35.6：38.5）であった。設定温度到達時間は H900 で 990 ± 52 秒、MR850 で 2182 ± 353 秒であった。
【考察】H900 は新しいコンセプトの PassOver 式加温加湿器であり、温湿度性能が高い加温加湿 system であることが示唆された。
人工呼吸器使用開始 15 分程度で設定に到達することから早期から加温加湿ができると示唆される。H900 はヒータワイヤが回路表
面に巻かれているため MR850system より高値ではあるが以前報告した VentSterHelix 回路の 48.1℃よりは低いためヒータワイヤが
回路表面タイプの回路としては改良されていると示唆される。
【結語】H900system は MR850 同様の加温加湿性能を有し、新しい安全機構を採用しているため安全性が向上した加温加湿システ
ムであった。

DP3-2

User Evaluation Report on the New High Flow Therapy "STEADYAIR SYSTEM"

社会医療法人財団

大和会

東大和病院

梶原 吉春、石高 拓也、片瀬 葉月、錦織 大輔、中島 義博、中山 雄司
【目的】High Flow Therapy は NPPV と比べ装着の利便性や快適性から使用する施設が増加し装置の開発も進んでいる。アトムメ
ディカル社が開発した High Flow Therapy System を評価したので報告する。
【 方 法 】 ス タ ッ フ 14 名 に Steadyair System（ 以 下 SA： ア ト ム メ デ ィ カ ル 社 製 ） と Nasal High Flow System（ 以 下 NHF：
Fisher&Paykel 社製）を装着しアンケートを実施した。設定は流量 40L/ 分、酸素濃度 21％、口元温度 40℃、チャンバ出口温度
37℃とした。カニュラサイズは、SA は L、NHF は M を使用した。アンケート内容は、A 作動音、B バンド・カニュラの付け心地、
C 加温加湿の感じ方、D 回路の軽さ感、F 体動に対するカニュラのズレ具合を 5 段階で評価した（5: 大変良い 4: 良い 3: 普通 2: 悪い 1:
非常に悪い）。回路出口部とカニュラ出口部の温湿度を MOISCOPE（スカイネット社製）にて測定した。
【結果】アンケート結果を（A:B:C:D:E）で示す。SA（2.4 ± 1.3:4.3 ± 0.8:4.1 ± 0.6:3.9 ± 0.8:4.2 ± 0.9）、NHF（2.9 ± 1.2:3.0 ± 1.0:4.1 ± 0.7:2.9
± 0.7:3.5 ± 1.1）であった。温湿度結果を（回路出口温度［℃］: 回路出口湿度［%］
：カニュラ出口温度［℃］
：カニュラ出口湿度［%］）
示す。SA（39.4 ± 0.2:84.7 ± 3.8:35 ± 0.2:88.2 ± 1.6）、NHF（39.7 ± 0.1:77.3 ± 1.3:36.1 ± 0.6:83.4 ± 1.8）であった。
【考察】SA はバンド・カニュラの付け心地と体動に対するカニュラのズレ具合の評価が高いことからバンドとカニュラの構造に工
夫が施されていると示唆された。加温加湿の感じ方では両装置とも評価が高く、温湿度測定結果からも十分な加温加湿性能を有し
ていると示唆された。SA 回路は軽さ感で 0.93 ポイントの点差があることから SA 回路の方が軽く感じていた。また SA では流量計
出口の音が原因で作動音のポイントが低いため改良を望んでいる。
【結語】Steadyair System は High Flow Therapy System として十分な性能であり、患者へのカニュラの装着感を考慮した装置で
あった。

DP3-3

ネーザルハイフロー使用時の MR-850 各モードでの加湿状況の検討

医療法人社団

康心会

茅ヶ崎中央病院

鎌田 隆行
【背景・目的】高流量酸素療法であるネーザルハイフローシステム（以下 NHFS）は近年多くの施設で導入されている。その
NHFS で使用される加温加湿器 MR － 850（以下 MR － 850）の設定は F ＆ P 社が挿管モード・AT での使用を推奨しているため、
その設定での使用をしている施設が多いと推測する。しかし F ＆ P 社が推奨している AT での使用には根拠がなく適正であろう予
測での話とのことであり、その設定使用が実際に患者に適正であるかはわからない。そこで MR － 850 の設定を変化させたときの
NHFS プロング先端の加温加湿状況を検証した。【方法】まず F ＆ P 社 Optiflow 経鼻インターフェイス、ブレンダ、MR － 850 を使
用し、ブレンダ流量を流量 20L と 40L の時、MR － 850 チャンバー加温設定を AT、0．0、1．0、2．0、3．0、4．0、5．0 と変化
させ、各 5 分後のプロング先端の絶対湿度と相対湿度を挿管モードとマスクモードで計測した。【結果】MR － 850 挿管モード・流
量 20L の時、各設定の絶対湿度は 41．3、41．3、41．8、42．8、43．7、44．7、45．6 となり、相対湿度は各設定で 100％であった。
挿管モード・流量 40L の時、各設定の絶対湿度は 44．7、44．7、46．8、48．0、48．7、48．7、49．9 となり、相対湿度は各設定
100％であった。マスクモード・流量 20L の時、各設定の絶対湿度は 22．7、28．0、30．8、32．4、34．0、34、7、35．5 となり、
相対湿度は各設定 100％には達しなかったマスクモード・流量 40L の時、各設定の絶対湿度は 23．4、24．2、26．9、29．8、34．0、
36．0、36、7 となり、相対湿度は各設定 100％に達しなかった【結語】NHFS 使用時、MR － 850 の設定は挿管モードを使用し温
度変化のある AT より温度固定設定がよいと考えられた
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DP3-4

Nasal High Flow における F&P 社製 MR850 を用いた加温加湿器設定の検討

JA 長野厚生連

篠ノ井総合病院

臨床工学科

小林 祐治、高橋 延之、尾崎 稔、宮嵜 大介、高沼 和幸、高沼 亜貴、近藤 文麿、横田 大将、桜沢 貴俊、関原 宏幸
【緒言】Nasal High Flow（以下 NHF）はドライガスを高流量必要とするため、粘膜線毛状態を維持していく上で加温加湿は不可
欠である。今回我々は、NHF における加温加湿器 MR850 の最適な設定範囲を検討したので報告する。
【方法】室温 24℃、湿度
60% の環境下で測定を行った。呼吸回路と鼻カニュラは F&P 社製 RT202、Optiflow を使用し、鼻カニュラ出口の絶対湿度（以下
AH）
・温度を泉工医科工業社製 MOISCOPE で測定した。測定条件は、酸素濃度 30% でガス流量 20,60L/min とし、MR850 の設定は、
非挿管モード hc1（34-2℃）、hc3（34 ± 0℃）、hc5（34 ＋ 2℃）
、挿管モード HC0（40-3℃）
、HC1（40-2℃）
、HC2（39 ± 0℃）とした。
【結果】hc1 の AH と温度は、ガス流量 20L/min と 60L/min それぞれで、25.8 ± 0.2mg/L・30.4 ± 0.2℃、25.2 ± 0.2mg/L・32.3 ± 0.1℃
であり、ともに AH30mg/L 以下となった。その他の設定では、ガス流量 20,40L/min 両方において AH30mg/L を上回り、挿管モー
ドでのガス流量 20L/min では AH40mg/L 以上、60L/min では AH44mg/L 以上となった。HC2 においては短時間で回路内に結露が
発生した。
【考察】AARC が提唱している適正湿度 30mg/L 以上を得るにはチャンバー温度は 34℃以上必要である。さらに、鼻カ
ニュラ内では 2～3℃温度降下するため口元温度をチャンバー温度より高めに設定する必要があると考えられる。またガス流量が
低いほど鼻カニュラ内では環境温度の影響を受けると考えられる。【結語】NHF 使用時の MR850 の設定は、チャンバー温度 34℃
以上、口元温度＋ 2℃以上が望ましい。

DP3-5

新生児 / 乳児用 High Flow Nasal Cannula 中の加温加湿

徳島大学病院

1）

臨床工学技術部門、2）徳島大学

医学部

医学科、3）徳島大学大学院

近田 優介 、大西 沙紀 、小野寺 睦雄 、大藤 純 、西村 匡司
1）

2）

3）

3）

病態情報医学講座

救急集中治療医学

3）

【目的】High flow nasal cannula（HFNC）療法は急速に広まっている。HFNC 療法は、通常の酸素療法より加湿が優れている。
成人用 HFNC に関しての報告はあるが、新生児 / 乳児用 HFNC の加温加湿についての報告は殆どない。外気温度、HFNC ガス流量、
換気量が加温加湿に与える影響を調査した。【方法】Optilow system（Fisher&Paykel）を使用した。HFNC ガス流量は 3、5、7
L/ 分、加温加湿器 MR850（Fisher&Paykel）は invasive mode（40/-3℃）に設定した。自発呼吸シミュレータ、人工呼吸器回路、
一方弁、模擬鼻腔で自発呼吸を模擬した。模擬自発呼吸は一回換気量 20、30、40 mL、呼吸回数 20、30 回 / 分、吸気時間 0.8 秒の
斬減波とした。模擬鼻空、人工呼吸器回路は閉鎖式保育器内（37℃）と外（25℃）に設置した。吸気側の絶対湿度を 1 分間測定し
最後の 3 呼吸を抽出した。【結果】保育器内の場合、ガス流量 3 L/ 分のとき一回換気量 20、30、40 mL で絶対湿度は 39.3 ± 0.8、
39.0 ± 0.5、39.4 ± 0.4 mg/L、5 L/ 分で 39.0 ± 1.2、39.4 ± 0.9、39.6 ± 0.7 mg/L 、7 L/ 分で 39.4 ± 0.5、39.9 ± 0.4、40.1 ± 0.5 mg/L
であった。保育器外の場合、ガス流量 3 L/ 分のとき一回換気量 20、30、40 mL で絶対湿度は 27.3 ± 0.4、27.4 ± 0.4、27.0 ± 0.2 mg/
L、5 L/ 分で 29.6 ± 0.2、29.6 ± 0.4、29.3 ± 0.3 mg/L、7 L/ 分で 31.1 ± 0.9、31.1 ± 0.8、31.1 ± 0.9 mg/L であった。呼吸回数は絶対
湿度に影響しなかった。【結語】保育器内の場合、一回換気量と HFNC ガス流量の影響は少なかった。保育器外の場合、ガス流量
が多くなるに従い絶対湿度は高くなった。保育器外で使用する場合は、絶対湿度が下がるため注意が必要である。

DP3-6

人工呼吸器使用時における加温加湿器の安全管理への取り組み

名古屋記念病院

臨床工学部

坂本 裕美、嶋崎 公司
【はじめに】近年、NPPV は急速に普及し、急性及び慢性呼吸不全に対する適応範囲が広がっている。NPPV では加温加湿器を併
用することが多く、離脱に向けて ON/OFF する場合や、夜間のみ使用する場合などの着脱の際に加温加湿器の電源を入り切りし
忘れるといったミスがいまだになくならない。今回、人工呼吸器と加温加湿器の電源における安全管理について、CE からの視点
で取り組んだので報告する。
【目的】安全に人工呼吸器管理を行うため、加温加湿器の電源を工学的に制御できないか検討する。
【方
法】人工呼吸器は、V60（Philips 社製）加温加湿器は PMH1000PR（パシフィックメディコ社製）を使用し、加温加湿器の電源制
御を以下の方法で行う。1. 市販のパソコン連動タップ 2 種類（サンワサプライ社製） ・電流感知方式：タップに加温加湿器のプ
ラグを接続し、V60 本体の電源 ON-OFF と連動させた。
・USB 電流感知式：タップに加温加湿器のプラグを接続し、V60 本体
の USB ポートからの信号と連動させた。2. 開発した回路内圧力連動型コンセント V60 本体の送気口に、微圧を検出するスイッチ
を取り付け、回路内圧と加温加湿器の電源を連動させた。
【結果】1. 市販の連動型タップ電流感知方式および USB 電流感知式では、
V60 の電源を ON-OFF すると加温加湿器の電源も連動した。しかし、電源を直接医療用コンセントからとれない、人工呼吸器側に
USB ポートが必要なため汎用性がない等の問題があった。2. 開発した回路内圧力連動型コンセント V60 の回路内圧を検出し、加温
加湿器の電源と連動したが、呼吸回路に接続部を増やし安全性を低下させる可能性がある。
【考察】今回試みた全ての方法で加温
加湿器の電源を制御することができたが、それぞれの方法にメリットとデメリットが存在する。より安全に人工呼吸管理を行うた
め、現場の努力や意見が良い報告となり、今後の人工呼吸器に多様な安全機構が備わっていくことを期待したい。
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災害・病院前管理

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 4

小児患者の ICU 間新幹線搬送の経験と考察

あいち小児保健医療総合センター

1）

救急科、2）あいち小児保健医療総合センター

集中治療科

水野 光規 、池山 貴也 、池山 由紀 、今井 一徳 、丹羽 雄大 、伊藤 友弥 、伊藤 友理枝 1）、石川 祥一朗 1）
1）

2）

1）

2）

2）

1）

【はじめに】新幹線は世界に誇る安全性と定時性、快適性を備えている。新幹線多目的室を利用した小児 ICU（PICU）間搬送事例
2 例を交え、新幹線による ICU 間転院搬送に関する考察を述べる。
【事例 1】0 歳 7 か月女児、劇症肝炎 / 肝不全。肝機能悪化のため生体肝移植適応と考え、東京都への緊急搬送となった。天候不良
でヘリコプターは利用できず、新幹線搬送（N700 系のぞみ号）に決定した。決定から 1 時間 55 分で当院を出発、移送中は新鮮凍
結血漿輸血等を実施し当院出発から 2 時間 47 分で約 400km を移動した。東京駅にて受入側搬送チームに引き継いだ。
【事例 2】0 歳 6 か月女児。0 歳 3 か月時、百日咳に伴う急性呼吸不全で長期管理が必要となり体外式膜型人工肺（ECMO）を装着の
まま当院より東京都まで大型救急車で搬送、ECMO 離脱に成功し人工呼吸のまま当院に予定搬送となった。公共空路搬送は各機
関から利用不可との回答があり新幹線搬送（N700 系のぞみ号）に決定した。人工呼吸、持続薬剤投与等を実施しつつ、東京駅か
ら名古屋駅まで新幹線を利用、他は救急車にて搬送した。
【考察】新幹線は、天候安定性が高く、比較的安定した電源供給が得られる、振動等のストレスが少ない、速い、比較的安い、資
器材持込制限が比較的少ないなどの利点がある。一方、定期列車であるため一般旅客に対する配慮や、定時運行を妨げない十分な
配慮、鉄道会社との連携に留意を要する。また酸素、大型手回り品など約款に許す範囲内とすること、駅や車内の電源設備利用に
関して JR グループ内でも取扱いが異なること、新幹線多目的室の種類や特徴、エレベーターの大きさ等に配慮が必要であり、前
述 2 例は総合旅行業務取扱管理者資格を有する医師により旅程管理を実施した。殊に重症患者搬送は熟練を要すと考える。
【まとめ】新幹線による ICU 間搬送は精度の高い搬送計画とその実施、列車による医療搬送の知識を要するが、有効な搬送ツール
となり得ることが示唆された。

DP4-2

口頭指導の地域差は院外心停止の予後に関係する

金沢大学医薬保健研究域医学系血液情報発信学（救急医学）
、2）石川県立中央病院救命救急センター、
金沢大学附属病院救命センター

1）
3）

稲葉 英夫 1）、太田 圭亮 2）、明星 康裕 2）、前田 哲生 1,3）、後藤 由和 1,3）、船田 晃 3）
【目的】口頭指導の地域差が院外心停止の予後に関係するか検討する。【方法】2007 年から 2011 年までの総務省院外心停止データ
ベースからバイスタンダーに目撃され、医師の関与なく病院へ搬送された院外心停止 157,093 件を抽出した。各都道府県の口頭指
導関連指標（口頭指導感度、受け入れ率、心肺蘇生自発性）と病院前救急医療システム関連指標（一次救命処置講習、人口高齢化
率、救急車車両 1 台あたりの救急出動件数、救急告示病院数、二次救命処置実施率）を算出し、entropy splitting 法により、各指
標について、先進地域、標準地域、後進地域に分類した。各地域分類と機能良好 1ヶ月生存との関係を分析後、個々の院外心停止
の背景を含めた多変量ロジスティック解析を行い、口頭指導関連指標が院外心停止の予後と関係するかを検討した。
【成績】すべ
ての地域分類と院外心停止の予後を分析した結果、一次救命処置受講率とバイスタンダーCPR の自発性は院外心停止の予後に関
係しなかった。他の地域分類と個々の院外心停止の背景を含めた多変量ロジスティック解析は、予後に関係することが知られてい
る患者背景に加え、口頭指導感度（オッズ比：1.277; 1.131-1.441）と口頭指導受け入れ率（1.749; 1.554-1.967）が予後に関連するこ
とが明らかになった。病院前救急医療システムに関連する指標は予後と関連がなかった。
【結論】目撃された院外心停止からの生
存は、高い口頭指導感度と口頭指導受け入れ率を有する地域と関連がある。口頭指導の地域差を改善する施策が必要である。

DP4-3

神奈川県における災害拠点病院ごとの小児災害医療リスクリソース比

横浜市立大学 大学院医学研究科 救急医学、2）北里大学 医学部 産婦人科学産科学、3）北里大学
横須賀市立うわまち病院 救命救急センター、5）横須賀共済病院 救命救急センター、
6）
日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急センター
1）
4）

医学部

救命救急医学、

問田 千晶 1）、服部 響子 2）、服部 潤 3）、本多 英喜 4）、内山 宗人 5）、松田 潔 6）、浅利 靖 3,6）、安部 猛 1）、森村 尚登 1）
【背景】近年、首都直下型地震による被災を想定した対策が検討されているが、地域毎の医療需給均衡に基づく検討は少ない。
【目的】神奈川県内市区町村ごとの災害想定に基づき、小児に対する医療需要と医療供給力の比率（Medical Risk-Resource-Ratio; RRR）を算出し、
各拠点病院における小児災害医療需給均衡のばらつきを調査すること。
【方法】神奈川県地震被害想定調査報告書で示された都心南部直下地震の被災想定を用いて、神奈川県の被害を推定した。対象は神奈川県内の災害
拠点病院 33 施設とした。神奈川県内の 15 歳未満の小児推定傷病者数 / 重症患者数 /ICU 入室患者数を災害医療需要とし、対象施設の小児用推定空床
数 / 重症用病床空床数 /ICU 空床数を災害時医療供給力とした。発災直後の空症数は、病床利用率 85% と仮定して算出した。
各災害拠点病院における小児の RRR として、総傷病者 RRR/ 重症患者 RRR/ICU 入室患者 RRR を算出した。
【結果】数値は、平均値（最小 - 最大）で表記した。
神奈川県の小児人口は 1,168,050 であり、小児推定総傷病者は 8,391 人で、人口の 0.7% であった。小児推定重症者数は、総傷病者数の 5.4% にあたる
449 人であり、小児推定 ICU 入室者数は 65 人であった。
県内 33 の災害拠点病院において、小児用推定空床数は 366、重症者病床数は 20、ICU 病床数は 11 であった。27 施設は、小児に対応可能な ICU 病床
は 0 と推定された。
小児総傷病者 RRR は 24（2-92）人 / 床、重症患者 RRR は 36（2-152）
、ICU 入室患者 RRR は 1（1-5）であり、施設間でばらつきを認めた。
【考察】15 歳未満の小児では、発災直後の医療需要に対して病床数が絶対的に不足し、かつ災害拠点病院毎に医療需給均衡にばらつきがあることが
明らかとなった。
RRR は各病院の需給不均衡の程度を示すために有用であるが、需給不均衡を是正するための支援量や支援の優先度を説明することはできない。今後、
必要支援量の割合や支援優先度の視点からデータを解析し報告する。
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DP4-4

超遠隔地小笠原村における新血液供給システム ” 血液製剤ローテーション計画（Blood Rotation 計画）” の試み

小笠原村診療所、2）東京都日本赤十字血液センター、3）CBC エスト株式会社

1）

笠井 あすか 1）、嶋 太郎 1）、飴谷 利江子 2）、都能 克博 3）、松崎 浩史 2）
小笠原村は、週 1 便、片道 25 時間半を要する定期船しかない超遠隔離島であり、急患搬送の要請から病院に収容までの平均所要時
間は約 10 時間である。緊急輸血は島民有志の供血による生血輸血で対応しており、長年の課題であった。しかし使用頻度の少な
い状況では、不測の事態に備えての血液製剤のストックは廃棄率が高くなる。また供血者の確保及び安全性の問題もある。これを
解決したのが「ATR700-RC05」を利用した東京都赤十字血液センターによる小笠原村診療所への赤血球製剤の供給である。従来
の搬送容器と異なり保管及び冷却機能を有する搬送保管容器で、期限内赤血球製剤の再出庫が可能となる。これは僻地の集中治療
の充実だけでなく、僻地病院の血液製剤ストック破棄率の低下、またドクターヘリなどを利用した急患搬送の分野、災害医療での
運用にも期待される。特に災害時は情報が錯綜する中、温度管理や使用期限を理由に破棄することなく適切な供給が可能である。
また使用頻度は少ないが産科的、外科的な危機的出血への対応が求められる地方中核病院へも安全に適切に破棄率の問題なく供給
できる。いずれ高次医療機関に搬送する際も集中治療を発症時から適切に行うことが治癒率を上げる。この Blood Rotation 計画を
東京都赤十字血液センターが中心となり日赤関係機関ならびに厚生労働省、小笠原海運、都立病院及び東京都等の関係機関と連絡
調整の上、平成 26 年 4 月より開始した。運用開始後も診療所では生血輸血を限りなくゼロにしていく挑戦を継続。さらに小笠原村
診療所では臨床検査技師が在籍していない。その中で緊急輸血を安全に確実に行う事を目標に定期的な勉強会の継続に取り組んで
いる。地域医療機関でもすべてのコメディカルがそろっている体制でないことが多いと考える。今回この Blood Rotation 計画の詳
細とスタッフトレーニングの取り組みを報告する。

DP4-5

小笠原地域での急患患者搬送の現状

自衛隊中央病院

1）

胸部外科、2）硫黄島航空基地、3）防衛医科大学校病院

伊藤 直 1）、佐々木 寿 2）、東原 拓也 3）、稲田 真 2）
われわれ硫黄島航空基地には 2 名の医官（幹部自衛官医師）が在籍し、滑走路と救難ヘリコプターを有しており、小笠原地域で
の急患発生時には災害派遣法に基づき航空機輸送の一部を担い対応している。
小笠原諸島は東京から約 1000km 南に位置し、
主な有人島としては民間人の住む父島、母島、主に自衛官が常駐している硫黄島、南鳥島がある。父島、母島にはそれぞれ人口約
2,000 人、約 500 人が生活しているが、ともに地形的条件から滑走路が作れずに東京から約 25 時間かけて航行する貨客線のみが唯
一の公共交通機関となる。医療機関はそれぞれの島に診療所があるが、設備や人員は限られており緊急治療を要する患者の搬送に
は、海上自衛隊に災害派遣を依頼して航空機輸送を行っている。 航空機輸送の方法として天候などの条件が許せば海上自衛隊の
救難飛行艇を父島の二見湾に着水させて患者輸送を行うが、母島の患者や、飛行艇着水の条件を満たさない場合には硫黄島まで救
難ヘリコプターで搬送し、硫黄島で固定翼航空機に移送してから内地まで輸送するという手順になる。 また、この地域での船舶
からの救助要請についても救難ヘリコプターでの救助や固定翼航空機への移送で対応している。 記録の残る過去 8 年間の急患輸
送について集計し、その現状について報告する。

DP4-6
警視庁

1）

事件・テロ対策医療の集中治療の重要性
警務部、2）放射線医学総合研究所

奥村 徹 1）、富永 隆子 2）
今までにも増して、国際情勢は安定しているとは言えないなかで、日本は先進国首脳サミットや東京オリンピックで、事件やテロ
の脅威は高まり続けている。当然、事件・テロが起これば、集中治療の対象となる被害者も相当数想定され、地域の枠を超えて、
広域的な対応が必要とされる。前述した国際的政治イベントや国際スポーツイベントでは、通常の事件・テロ対策と異なり、行わ
れる日程が確定しているため、事前からの計画、準備が可能であり、その意味でも集中治療領域でもこれらのイベントに備えた事
前の体制の計画立案、演習が必須となる。もちろん、事件・テロの未然防止が重要である事も論を待たないが、万が一、最悪の事
態が起きた場合に万全の対応が出来る態勢を整える事自体も事件・テロへの抑止力と成り得る。具体的には、集中治療が必要とさ
れる患者の突然かつ急激な増加にどう対応出来るか（いわゆるサージキャパシティ、集中治療患者の広域搬送も含む）
。放射性物
質や化学物質や病原体に汚染された集中治療患者に対して汚染・感染拡大を如何に防止するか（事態の対応初期に汚染が判明せず、
集中治療室入室後に判明することも想定、そのための個人防護衣着脱の習熟）
、内部被ばくや化学物質曝露に対する特異的薬剤の
確保（実際に保有しなくても、どれほどの時間でどれほど集められるかのシミュレーション）など、個々の集中治療施設で今から
具体的に計画立案、演習を行なう必要がある。さらには個々の集中治療施設を超えた地域の施設間の連携も必要であり、場合によっ
ては他の都道府県の集中治療施設との連携も考慮しておかねばならない。
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デジタルポスター 5

DP5-1

心臓・循環・体液管理①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 5

小児先天性心疾患術後管理におけるトルバプタンの使用経験

北海道大学大学院医学研究科

1）

循環器・呼吸器外科、2）北海道大学病院先進急性期医療センター

太安 孝允 1）、浅井 英嗣 1）、佐藤 公治 1）、新宮 康栄 1）、加藤 裕貴 1,2）、大岡 智学 1）、若狭 哲 1）、橘 剛 1）、松居 喜郎 1）、丸藤 哲 2）
心臓手術周術期治療において、利尿剤は必要不可欠な薬剤である。現在、利尿剤にはループ利尿薬、炭酸脱水酵素阻害薬、サイア
ザイド系利尿薬、K 保持性利尿薬が一般的に使用されている。近年、バゾプレシン V2 受容体拮抗薬のトルバプタンが発売され、
他の利尿薬が十分に作用しない難治性心不全においても有効性が多数報告され、心臓手術周術期での使用についても有効性が報告
されるようになった。小児や先天性心疾患罹患患者の難治性心不全症例対する使用報告例も散見、有効性・安全性が示唆されるよ
うになった。2015 年 1 月から 6 月にかけて当院で先天性心疾患手術を施行した新生児・乳幼児症例のうち術後トルバプタンを使用
した 62 症例について評価し、文献的考察を加えて報告する。

DP5-2

重症大動脈弁狭窄症を合併した高齢急性心不全患者に対する低用量トルバプタムの有効性

順天堂大学

医学部

循環器内科

高須 清、宮崎 哲朗、根来 加奈子、加藤 隆生、須田 翔子、比企 優、葛西 隆敏、宮内 克己、代田 浩之
背景：重症大動脈弁狭窄症を合併した心不全患者に対する安全かつ有効な薬物療法は確立されていない。利尿剤は有用な治療法で
はあるが、重症大動脈弁狭窄症患者では循環血液量の減少による心室拡張末期圧の低下、心拍出量の低下が問題となる。トルバプ
タムは急激な循環血液量の低下を来さないことが知られており、重症大動脈弁狭窄症を合併した心不全患者に対して安全かつ有効
であると考えられる。方法：2014 年 4 月から 2015 年 3 月までに当院 CCU に入院した重症大動脈弁狭窄症を合併した急性非代償性
心不全症例のうち、外科手術ならび径カテーテル大動脈弁留置術の適応外と判断され、トルバムタムを使用した 5 例を対象に後ろ
向きに有効性・安全性の解析を行った。結果：患者の平均年齢は 91 ± 7 歳、男性 1 名、女性 4 名、心エコーによる評価では平均弁
口面積は 0.47 ± 0.18 cm2 であった。トルバプタムの 1 日投与量は 5.3 ± 2.1 mg であり少なくとも一週間の投与（平均投与期間 20 ±
13 日）が行われた。投与前と比較しトルバプタム投与初日、二日目には尿量の増加が認められた。（928 ± 478 vs. 1203 ± 517 ml,
P=0.03, vs. 1492 ± 676 ml, P=0.06）。 ま た 投 与 初 日 に は 尿 浸 透 圧 の 低 下 傾 向 を 認 め た（408 ± 137 vs. 261 ± 155 ml, P=0.06）。
NYHA 分類は治療前と比較し、治療後一週間、退院時で有意な改善を認め（3.8 ± 0.4 vs. 3.0 ± 0.0, P=0.02, vs. 2.6 ± 0.5, P=0.004）、
BNP も同様の経過であった（1264 ± 796 vs. 635 ± 470 pg/mL, P=0.03, vs. 538 ± 343 pg/mL, P=0.03）
。トルバプタム投与による血
清クレアチニン濃度、eGFR の有意な悪化は認められなかった。また尿量の増加に伴う、明らかな血圧、脈拍の変動は認められな
かった。結語：重症大動脈弁狭窄症を合併した高齢心不全患者に対する低用量トルバプタムの有効性・安全性が示唆され、今後前
向きの検討が必要であると考えられる。

DP5-3

成人心臓手術後の不整脈とランジオロール使用状況―OPCAB 症例と弁手術の比較―

富山大学附属病院
富山大学附属病院

1）
4）

集中治療部、2）富山大学附属病院
心臓血管外科

救急部、3）富山大学附属病院

麻酔科、

澁谷 伸子 1）、青木 正哉 4）、有嶋 拓郎 2）、山崎 光章 3）、若杉 雅浩 2）、奥寺 敬 1）
心臓手術の周術期には、心房細動、上室性および心室性期外収縮などの不整脈がおこり、交感神経活動の亢進が大きな因子と考
えられる。これに対し、β遮断薬ランジオロールの有用性が報告され、当院でも術中および術直後のレートコントロール目的に投
与している。今回当院における心臓手術後の不整脈の出現頻度とランジオロールの使用状況について後ろ向きに調査した。 当院
で 2012 年 7 月～2015 年 6 月の 3 年間に OPCAB あるいは弁手術を受けた 415 例について、術前心房細動の有無、新たな心房細動あ
るいは頻拍発作の出現の有無、ランジオロール最大投与量と投与時間、最大心拍数、最低血圧について調べた。 術前から心房細
動を有している症例は OPCAB 症例では 3.3％であったのに対し、弁手術では 30％の高率であった。術後にランジオロールを投与
された人数は 191 人（80％）と高率であり、弁手術では 114 例（67％）であった。ランジオロールの最大投与量は OPCAB で 2.0 ± 1.3
μ g/kg/min、弁手術で 2.1 ± 1.3 μ g/kg/min、最大心拍数はそれぞれ 93 ± 14 回／分と 96 ± 14 回／分、最低血圧は 84 ± 10mmHg
と 83 ± 10mmHg であった。ICU 入室中に新たな心房細動あるいは頻拍発作が発生したのは OPCAB、弁手術ともに 17 例で、ラン
ジオロール投与の有無で差がなかった。また、電気的除細動を要する高度の上室性頻拍や重篤な心室性不整脈は見られなかった。
OPCAB および弁手術後の脈拍コントロール目的に、低用量のランジオロールが高率に使用されていた。ランジオロール投与中の
最大心拍数は概ね 100 回／分以下に維持され、高度の低血圧はなかった。ランジオロールによる頻拍発作予防効果ははっきりしな
かったが、注意深く投与することでほぼ安全に使用することができていた。
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DP5-4

VA

ECMO 管理に塩酸ランジオロールが有用であった 2 症例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

救急・集中治療医学講座

政所 祐太郎、二木 貴弘、宮本 昇太郎、寺田 晋作、谷口 淳一郎、柳元 孝介、有馬 都、山口 桂司、安田 智嗣、垣花 泰之
【背景】近年、救急医療の高度化が進み VA ECMO 施行症例数、施行施設数は増加傾向にある。また、日本から VA ECMO に関す
る良好な成績も報告されている。しかし、日本には VA ECMO に関する具体的なガイドラインは作成されておらず、その管理は
各施設ごとの知識と経験に委ねられている。今回、VA ECMO 管理に塩酸ランジオロールが有用であった 2 症例を経験したので報
告する。症例 1：29 歳、女性、妊娠 21 週、劇症型心筋症。症例 2：50 歳、女性、薬剤性心筋症。2 症例とも入院直後から心原性ショッ
クに対し VA ECMO（大腿動脈送血）導入。その後、心機能改善に伴い右上肢の SpO2 が低下。それぞれの症例にて、VA ECMO
開始後から肺水腫、肺胞出血を併発しており、その影響で心臓から酸素化不良の血液が拍出されたことが SpO2 が低下した原因と
考えられた。Mixing Point をコントロールする目的で、塩酸ランジオロールを投与したところ右上肢の SpO2 の再上昇を認めた。
【考
察】VA ECMO 管理中の体内の血流は、VA ECMO から送血された血液と心臓から拍出された血液を合わせたものである。VA
ECMO の送血を大腿動脈から行った際には、ECMO の送血流量と心臓の拍出量のバランスにより、両者の混合する位置（Mixing
Point）が変わる。肺炎や肺水腫、肺出血などで肺での酸素化が十分でない症例では心機能が改善するに伴い Mixing Point が末梢
側へ移動する。その結果、心臓や脳への酸素供給量が減少し予後が悪いと報告されている。今回、私たちは、VA ECMO 管理に
塩酸ランジオロールを使用することにより、心臓や脳への酸素供給が維持できたと思われた。

DP5-5

2014 年のランジオロールの急性期管理における使用調査

名古屋大学

大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

久保寺 敏、東 倫子、高谷 悠大、稲葉 正人、山本 尚範、沼口 敦、高橋 英夫、松田 直之
【はじめに】急性期の頻脈管理として，アドレナリン作動性β受容体遮断を用いることを，当講座は管理バンドルの 1 つに組み込
んでいる。ランジオロール使用の調査結果を報告する【方法と結果】2014 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日までの 1 年間に，当講
座が管理する救急・内科系集中治療室（EMICU）でランジオロールが投与された患者は 43 人で，平均年齢は 64.3 歳だった。
APACHEII スコアと SOFA スコアの平均はそれぞれ 27.6 と 9.3 であった。ICU 入室の原因の内訳は心疾患が 25.6% と最も多く，次
に感染症が 20.9%，大動脈解離が 7.0% だった。不整脈の内訳は，心房細動もしくは心房粗動が 44.2% と最も多く，次に洞性頻脈の
rate 調節が 39.5%，発作性上室性頻脈などが 16.3% だった。平均投与量は，心房細動や心房粗動が 150mg，洞性頻脈の rate 調節が
117mg，その他の頻脈が 180mg だった。その平均投与時間は，順に 603 分，822 分，542 分であり，ほぼ適正にその間の心拍調節
ができていた。
【結語】ランジオロールは，心房細動に対して最も高い頻度で使われていた。投与量は，その他の不整脈や洞性頻
脈の rate 調節と有意差を認めず，さらに速やかに心拍数の調節ができていた。

DP5-6

デクスメデトミジン投与で惹起されたと考えられる徐脈性不整脈 4 例の検討

東京医科歯科大学

医学部附属病院

集中治療部

塩田 修玄、原茂 明弘、大森 敬文、増田 孝広、丸山 史、若林 健二、足立 裕史、中沢 弘一、槇田 浩史
デクスメデトミジン（DEX）は呼吸・循環抑制が少なく、譫妄を生じるリスクが低い、理想的な鎮静薬として集中治療の領域を
中心に広く用いられ、保険適用の範囲も年々拡大されている。我々はこれまでに経験した DEX に関連すると考えられる 4 例の不
整脈合併例を経験した。【Case 1】56 歳男性。心臓血管外科手術を終え、抜管後の術後第 2 病日夜間に DEX を投与した。投与 5 時
間後、高度ブロックから心停止に至った。【Case 2】87 歳男性。胸水排液後の再膨張性肺水腫の疑いで NIPPV による呼吸補助を施
行した。DEX で鎮静を図ったが深夜に徐脈となり投与を中止したが、心電図を見直すと 2 度房室ブロックを生じていた。
【Case 3】
75 歳男性。間質性肺炎の診断で NIPPV を用いながらステロイドパルス療法を施行した。第 7 病日に DEX の投与を開始し、36 時間
後に 2:1 の房室ブロックを生じた。
【Case 4】79 歳男性。下肢の虚血性変化に対して切断術を施行した。当日夜間に、頻脈の治療に
アミオダロンの持続投与を開始したが、DEX の投与を併用した所、高度徐脈から心停止に至った。
【考察】DEX はシナプス前性
にα 2A 及びα 2C アドレナリン受容体を活性化して交感神経系にネガティブフィードバックを生じさせる。徐脈は交感神経緊張の
低下の結果と考えられているが、一部は心臓内での房室伝導遅延による直接的作用の可能性がある。近年、少しずつ重篤な徐脈性
不整脈惹起の症例報告が増えているが、我々の経験と同様、房室ブロックによると考えられるものが多い。本邦での適用拡大の臨
床治験に於いても、心拍数の記録は行われたが心電図の詳細な変化は評価されておらず、注意が必要と考えられる。DEX の徐脈
性不整脈は濃度依存性にも乏しいと推測され、伝導障害の潜在する例や、抗不整脈薬が使用されている例では心電図波形自体をモ
ニタリングする等の注意が必要と思われる。
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神経①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 6

急性期脳梗塞の患者が胆嚢癌をともなった Trousseau 症候群であった 1 症例

潤和会記念病院

1）

集中治療部、2）潤和会記念病院

濱川 俊朗 、立山 真吾 、中村 禎志 、成尾 浩明
1）

2）

2）

麻酔科

1）

Trousseau 症候群（TS）は，悪性腫瘍が原因の血液凝固亢進で脳梗塞となり，神経症状を生じる傍腫瘍性神経症候群のひとつで
ある．意識障害と片麻痺で救急搬送された患者が本症候群だった症例を経験したので報告する．【患者】60 歳代女性【主訴】意識
レベル低下，右片麻痺．【既往歴】なし．【服薬歴】なし．【現病歴】車の運転席に座って意識朦朧としていたのを発見され，当院
に救急搬送された．
【所見】JCS：1，右不全片麻痺，失語【血液検査】白血球数：10230/ μ L，血色素量：14g/dL，血小板数：21
万 / μ L，総ビリルビン：0.9 mg/dL，AST：57U/L，ALT：43U/L，γ GTP：155U/L，ALP：485U/L，LDH：519U/L，PT 秒：
15 秒，PT 活性：57%，PT-INR：1.4，APTT：22 秒，フィブリノーゲン：213mg/dL，トロンボテスト：36 %，D- ダイマー：57
μ g/mL，FDP：120 以上μ g/mL，CRP：2.3mg/dL，CA19-9：10600U/mL，AFP：5.2ng/mL【頭部 MRI】右小脳半球，両前頭
葉皮質，放線冠，左頭頂葉皮質等に急性期梗塞が散在．
【心電図】正常範囲．
【胸腹部 CT】胸部：両肺に多発性結節．肝臓：不整
な低信号腫瘤が多数．胆嚢：底に不整な壁肥厚．肝門部周囲に腫大リンパ節が多数．
【診断】多発性脳梗塞．胆のう癌．多発リン
パ節，肝臓，肺転移，凝固線溶系亢進．多発性両側性脳梗塞に胆嚢癌をともなっており，凝固線溶系の亢進を認めたため TS と診
断した．
【考察】TS にともなう癌の多くは，固形癌で婦人科系悪性腫瘍が最多である．脳梗塞を起こしやすい原因としては，脳は
トロンボプラスチンが豊富に存在し，トロンビンの拮抗因子であるトロンボモジュリンが乏しいため，血管内凝固異常症の標的臓
器となりやすいとされている．また，担癌患者の D- ダイマーの上昇が，TS の予測因子とされている．治療は原疾患の治療と抗凝
固療法が中心となる．【結語】心電図が正常で，多発性両側性の急性期脳梗塞を認めた場合は，TS を疑い悪性腫瘍の検索を行う必
要がある．

DP6-2

CT ガイド下マーキング中に発症した空気塞栓症に対し高圧酸素療法を含めた集学的治療が奏功した一例

刈谷豊田総合病院
山添 大輝、三輪 立夫、三浦 政直、永森 達也、堀 智音、野村 祐子、鈴木 あさ美、青木 優祐、山内 浩揮、中村 不二雄
【症例】75 歳男性【現病歴】転移性肺腫瘍に対し前医で術前 CT ガイド下マーキング施行された。穿刺直後は問題なかったが、穿
刺針抜去後に咳嗽を認め、意識レベル低下、両側上下肢麻痺となった。CT 検査にて下行大動脈内に大量の空気と後頭葉にも数カ
所空気を認め空気塞栓症と診断した。穿刺から約 3 時間 30 分後、高圧酸素療法（hyperbaric oxygen therapy;HBOT）目的に当院
へ転院搬送となった。【入院時現症】意識：GCS E4V5M6 軽度傾眠、右上下肢に不全麻痺を認め、歩行は困難であった。CT 再検
では血管内の空気は消失し頭蓋内に明らかな低吸収域は認めなかった。
【入院後経過】来院 70 分後に第 1 種装置にて初回 HBOT（2
気圧 60 分）を施行し、脳保護目的にエダラボンを開始した。HBOT 後意識レベルは改善したが、同日夜間に全身性強直性痙攣を
認め、気管挿管人工呼吸管理としフェニトインにて鎮攣した。第 3 病日に人工呼吸器離脱し HBOT 再開し以降連日計 6 回施行した。
徐々に右上下肢不全麻痺は改善を認め、初回痙攣後は痙攣発作を認めなかった。右上下肢の不全麻痺はさらに改善し立位歩行が可
能となり肺腫瘍根治術目的に第 7 病日に転院した。【考察】本例での空気塞栓症の発生機序は、穿刺によって気道系と肺血管に交
通が生じ咳嗽による気道内圧上昇で肺血管内に空気が流入したと考えられた。本症における HBOT は、高気圧下での血管内気泡
の縮小効果と、血中の酸素分圧を上昇させ虚血組織の酸素化の改善を期待し施行した。痙攣重責発作により挿管管理が一時的に必
要となったが HBOT を完遂できた。使用できたのは第 1 種装置に限られたことや転院後であり早期の施行とはいえないなど問題点
は多数あったが予後を改善する一因となりえたと考えられた。
【結語】空気塞栓症に対し高圧酸素療法を含めた集学的治療が奏功
した一例を経験した。問題点や文献的考察も含め報告する。

DP6-3

外傷性脳損傷後に重篤な脳梗塞を来し症候性脳血管攣縮が疑われた一例

京都大学

医学部附属病院

初期診療・救急科

下戸 学、鈴木 崇生、角田 洋平、播摩 裕、森 智治、趙 晃済、大鶴 繁、西山 慶、佐藤 格夫、小池 薫
外傷性脳血管攣縮は脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血後に起こる脳血管攣縮よりも一般的に症状が軽く、重篤な症状を呈するのは
まれである。今回我々は外傷性脳損傷後に中大脳動脈領域の広範な脳梗塞を来した症例を経験したので文献的考察を加え報告す
る。症例は 49 歳男性。統合失調症で精神科病院入院中に痙攣発作を起こし、頭部を打撲した。その後意識清明となったため水中
毒との診断で経過観察されていたが、翌日に昏睡状態で発見されたため当院に転院搬送となった。来院時は呼吸不全とショックを
認め、昏睡状態であった。頭部 CT にて両側前頭葉の脳挫傷、右硬膜下血腫とくも膜下出血を認めた。また胸部 CT にて両肺下葉
に粒状影を認め、肺炎による敗血症性ショックと診断した。頭部 MRI および MRA では動脈瘤や脳梗塞を認めず外傷性脳損傷とし
て保存的加療の方針とし、集中治療室に入室して敗血症性ショックの加療を開始した。第 4 病日には呼吸状態は改善し、ショック
を離脱して従命可能となったが、左上下肢麻痺が認められた。第 5 病日の頭部 CT にて右中大脳動脈領域の脳梗塞と midline shift
を認めた。CT angiography で右中大脳動脈の閉塞や狭窄部位が認められなかったため外傷性脳損傷後の一過性血管攣縮による脳
梗塞と診断し、緊急減圧開頭術を施行した。術後の全身検索では明らかな塞栓源は認めなかった。術後経過は良好で、左上下肢麻
痺は残存するものの装具を用いて介助で歩行可能なまでに改善し、第 62 病日にリハビリテーション目的で転院となった。頭部外
傷後脳梗塞の報告は比較的少なく、集中治療室で適切な観察とモニタリングを行うにより早期発見して原因を鑑別し、適切な治療
を行う必要がある。
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DP6-4

重症頭部外傷に対する脳低温療法施行時における血糖管理の意義．B-HYPO Study 登録症例の検討．

大阪府三島救命救急センター、2）山口大学脳神経外科、3）東京慈恵会医科大学救急医学、
熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部、5）山口大学医学部附属病院先進救急医療センター、6）香川大学救急医学、
7）
徳山中央病院 救急集中治療、8）山口県立総合医療センター
1）
4）

小畑 仁司 1）、杉江 亮 1）、末廣 栄一 2）、土肥 謙二 3）、金子 唯 4）、小田 泰崇 5）、黒田 泰弘 6）、山下 進 7）、前川 剛志 8）
【目的】重症患者にみられるストレス高血糖は患者転帰に関連することが知られる．わが国で実施された重症頭部外傷（GCS 4-8）
に対する RCT である B-HYPO Study 登録症例における血糖値につき検討する．【方法】軽度低体温（H）群（32-34℃）94 名，体
温管理（C）群（35.5-37℃）47 名について，来院時（Day0）
，翌日（Day1）
，復温前日（Day3）
，復温終了 1 日後（Post）の血糖値
と治療法および転帰との関係を比較検討した．本研究における血糖管理目標は 70-180mg/dL であった．
【成績】Day0, Day1, Day3,
Post の血糖値（mg/dL）は H 群で 183.0, 170.5, 128.3, 127.0，C 群で 170.7, 150.0, 134.3, 132.6 と経時的に低下した．血糖低下は C 群で
は Day0-Day1（-26.9, p=0.0049）, Day1-Day3（-15.4, p=0.0495）で有意であったが，H 群では Day0-Day1（-9.5, p=0.28）に有意差を
認めず , Day1-Day3 の低下（-38.5, p ＜ 0.0001）のみ有意であった．転帰良好（GOS が GR, MD）と不良（SD, PVS, D）の血糖値を
比較すると，患者全体では Day1 において転帰不良群で有意に高く（151.2 ± 8.0 vs. 179.0 ± 8.0, p=0.016）
，H 群（160.1 ± 10.2 vs.
184.0 ± 9.9, p=0.096），C 群（135.3 ± 12.9 vs. 168.6 ± 13.5, p=0.082）では転帰不良群で高い傾向がみられた．生死に関しては，
患者全体で Day0（171.8 ± 5.9 vs. 196.6 ± 8.7, p=0.02）と Day1（151.8 ± 5.9 vs. 198.7 ± 10.4, p=0.002）, H 群（160.5 ± 8.5 vs.
197.3 ± 12.3, p=0.016）と C 群（137.7 ± 9.8 vs. 203.4 ± 19.4, p=0.004）では Day1 で死亡群の血糖が高値であった．期間中の最低
血糖値は 59mg/dL，最高血糖値は 503 mg/dL であった．【結論】血糖値は経過とともに低下するが，H 群では Day1 の低下幅は有
意ではなかった．両群ともに Day1 の血糖値は死亡群で有意に高く，転帰不良群で高い傾向がみられた．血糖値は予後予測因子で
あるとともに，早期のストレス高血糖の管理が予後に影響する可能性が示された．

DP6-5

頚髄損傷の経口挿管率と人工呼吸器離脱率

神戸市立医療センター中央市民病院

1）

麻酔科集中治療部、2）神戸市立医療センター中央市民病院

浅香 葉子 、瀬尾 龍太郎 、朱 祐珍 、蛯名 正智 、山崎 和夫
1）

2）

2）

2）

救命救急センター

1）

背景：頚髄損傷では、呼吸筋障害から痰トラブルなどの致死的合併症を伴うことが知られている。特に高位頚髄損傷は、横隔膜の
障害を伴うため人工呼吸器のサポートが不可欠となることが多く、また完全麻痺症例も経口挿管率が高くなることが知られてい
る。今研究では、受傷時点での呼吸器合併症の予測を可能とし致死的イベントを回避する目的で、頚髄損傷の経口挿管率と人工呼
吸器離脱率を検討した。
方法：当院に 2012 年 1 月から 2014 年 12 月まで頚髄損傷で入院した成人を対象とし、経口挿管、気管切開の有無につて後方的に確認。
損傷部位、損傷程度と経口挿管率、人工呼吸器離脱率について検討した。
結果：期間中対象となった患者は 72 名、男性 55 名（76.4%）
、平均年齢 63.86 歳であった。入院中、9 名（12.5%）が経口挿管が必
要となり、そのうち 6 名（8.3%）が気管切開を必要とした。損傷部位としては C1-3 損傷が 7 名（9.7%）で、これらのうち 57.1% が
経口挿管を必要とした。C4-5 損傷が最も多く 52 名（72.2%）で、うち 7.9% が経口挿管を必要としなかった。ASIA の頚髄損傷分類
では、ASIA A が 7 名（9.7%）、ASIA B が 7 名（9.7%）
、ASIA C が 20 名（27.8%）
、ASICA D-E が 38 名（52.8%）であった。経口
挿管率は ASIA A で 85.7%、ASIA B で 28.6%、ASIA C で 5% であった。気管切開が必要となったもののうち 4 名（66.7%）では人
工呼吸器から離脱が可能であったが、排痰の問題で気切孔閉鎖には至らなかった。
考察・結論：これまでの報告の通り、高位頚髄損傷の症例と、完全麻痺の症例はそれぞれ経口挿管率が高かった。しかし中位頚髄
損傷であっても、ASIA A-B であると経口挿管を必要とする可能性が高く、高位頚髄損傷であっても ASIA A-B 以外では気管挿管
を必要としない症例がみうけられた。来院時の損傷部位と ASIA 分類を組み合わせることで、リスクが高い患者の予測ができる可
能性がある。また、多くの挿管患者は退院時には人工呼吸器が離脱可能となっていた。

DP6-6

当院心臓外科手術後の下肢対麻痺に対する bundle treatment の取り組み

自治医科大学附属さいたま医療センター

麻酔科集中治療部

簗瀬 史貴、小室 哲也、飯塚 悠祐、増山 智之、神尾 直、大城 国夫、中嶋 いくえ、青松 昭徳、讃井 將満
緒言 心臓外科手術後に発生する下肢対麻痺は前脊髄動脈の虚血が原因と考えられている。開胸での胸腹部置換術の際には脳脊髄
液ドレナージを行う事で下肢対麻痺の予防となる事が知られているが、発症後の治療は確立されていない。当 ICU では下肢対麻
痺を認めた症例に対し適正な酸素供給を目的に bundle treatment（心係数＞ 3l/min/m2、ヘモグロビン＞ 10g/dl、平均血圧＞
90mmHg、SpO2 ＞ 98%、PaCO2 ＞ 35mmHg、可能な症例であれば脳脊髄液ドレナージ、ナロキソンの投与、早期離床）を発症か
ら 2 日間から 5 日間を目安に行っている。今回、カルテレビューを行い下肢麻痺発症時と比較し、ICU 退室時、退院時に下肢徒手
筋力テスト（MMT）に改善が認められたか検討する。方法 2012 年 4 月から 2015 年 6 月の間に当 ICU に入室した心臓外科術後患
者のうち下肢麻痺を発症した患者のカルテレビューを行った。結果 心臓外科術後に下肢対麻痺を発症した症例は 7 例あり、その
うち 4 例が緊急の大動脈解離術後患者であった。2 例が人工心肺不使用の腹部血管術後患者、1 例が予定手術の胸腹部置換術の患者
であった。全例に bundle treatment が行われたが、2 例は臨床的な出血傾向のため脳脊髄液ドレナージは施行されず、定時手術の
1 例は術前に脳脊髄液ドレナージが挿入された症例で、残りの 5 例が発症後数時間以内に脳脊髄液ドレナージが試行された。
Bundle treatment により 7 例中 5 例の患者で下肢 MMT の改善を認めた。脳脊髄液ドレナージは下肢 MMT の改善を認めた患者 5
例中 4 例に挿入され（1 例は術前に挿入）、改善を認めなかった患者 2 例中 1 例に挿入された。また、全例で ICU 退室時から退院時
にかけて下肢 MMT の変化は認めなかった。結論 本研究は後ろ向き研究で対照群が存在しないため bundle treatment の有用性に
ついては不明であるが、7 例中 5 例で下肢 MMT の改善を認めた。また、ICU 入室中のみに下肢 MMT の回復が認められ、早期発
見及び介入の重要性が示唆された。
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腎臓・腎機能・血液浄化①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 7

AN69ST 膜を用いた CHDF 施行例の検討

東京大学医学部付属病院
東京大学医学部付属病院

1）
3）

救急部・集中治療部、2）東京大学医学部付属病院
血液浄化療法部

腎臓・内分泌内科、

吉本 広平 1）、土井 研人 1）、松浦 亮 2）、吉田 輝彦 2）、小丸 陽平 2）、野入 英世 3）、矢作 直樹 1）
【初めに】AN69ST 膜は従来のヘモフィルターと比較し、炎症性メディエーター吸着特性により敗血症に対する救命率が改善する
ことが期待されている。【対象と方法】2014 年 8 月～2015 年 8 月に当院 ICU に入室し、AN69ST 膜あるいは PS 膜を使用した後希釈
法 CHDF を施行された 106 名（男 82）延べ 357 例を対象とした。まず 357 例を PS 膜使用群（PS 群）と AN69ST 膜使用群（AN 群）
に分け、膜・回路寿命について検討した。さらに 106 名を PS 群と AN 群に分け、28 日死亡率に与える使用膜の影響を二項ロジス
ティック解析を用いて検討した。【結果】解析対象となった症例は、年齢 65.9 ± 14.8 歳、第 1 病日 SOFA score 10.4 ± 4.1 であり、
PS 群 82 例（延べ 309 例）、AN 群 17 例（延べ 48 例）であった。患者背景のうち AN 群は PS 群に比較し有意に高齢であり（70.4 ± 7.3
vs 65.0 ± 15.8, P = 0.03）、重症度は高値であった（SOFA score 12.6 ± 3.6 vs 10.0 ± 4.0, P = 0.01）
。濾過透析条件に関して 2 群間で
血液浄化量と施行時間に有意な差は認めず、Kaplan-Meire 法による生存分析においても膜・回路寿命に有意差は見られなかった（χ
+
= 0.59, P = 0.44）。2 群間で 28 日生存率に有意差は認めず（P = 0.55）、AN 膜使用を説明変数とした 28 日生存率に対するオッズ
比（OR） は、 第 1 病 日 SOFA score・ 年 齢 で 補 正 後 も 有 意 で は な か っ た（OR = 1.05, 95%CI 0.32 - 3.44）
。 一 方、AN 群 の
APACHEII score は 32.7 ± 10.2 であり、実際の 28 日生存率は予測生存率に比し有意に高値であった（P ＜ 0.01）
。
【結論】AN69ST
膜と PS 膜で膜・回路寿命に有意差は認めなった。また従来の報告と同様に AN 群の救命率は APACHEII score による予測生存率
に対し高値であったが、同時期に施行された PS 群と比較し救命率に有意差はなく、AN69ST 膜の救命率向上への寄与は不明であっ
た。症例数の制限から本研究では十分な交絡因子が考慮されておらず、症例集積を経て今後さらなる検討が必要である。

DP7-2

重症敗血症に対する AN69ST 膜による持続血液濾過透析の有用性の検討

小倉記念病院

1）

麻酔科・集中治療部、2）小倉記念病院

救急部

近藤 香 、宮脇 宏 、鴛渕 るみ 、隈元 泰輔 、栗林 淳也 1）、角本 眞一 1）、中島 研 2）、瀬尾 勝弘 1）
1）

1）

1）

1）

2014 年 6 月より、サイトカイン吸着能に優れた AN69ST 膜が重症敗血症に対して使用できるようになった。今回、重症敗血症に対
する AN69ST 膜による持続血液濾過透析（continuous hemodiafiltration:CHDF）の有用性を検討した。
【対象】2013 年 1 月から
2015 年 7 月の期間中に、重症敗血症で CHDF を 24 時間以上施行した、AN69ST 膜使用群（A 群）12 例、Polymethylmethacrylate
（PMMA） 膜 使 用 群（P 群 ）15 例 を 後 ろ 向 き に 検 討 し た。
【 方 法 】CHDF 開 始 前 の Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation（APACHE）II スコア、CHDF 開始前から治療開始後 72 時間以内の Sequential Organ Failure Assessment（SOFA）
スコア、平均血圧ならびにカテコラミンインデックス（CAI）を比較した。
【結果】治療開始前の APACHE II スコア、SOFA スコ
アとも 2 群間で有意差はなかった。治療開始後の SOFA スコアは、A 群のみ 48・72 時間後で有意に低下し、2 群間でも 48・72 時間
後で A 群が有意に低くなった。平均血圧は、A 群において開始 36 時間以降で治療開始前より有意に高く、18・36・72 時間後で A
群の方が P 群より有意に高かった。CAI は、A 群において開始 12 時間以降で治療開始前より有意に減少し、P 群では治療開始 72
時間後のみ治療開始前より有意に減少したが、すべての時点で群間に有意差はなかった。バソプレシンを使用した症例が各群 3 例
ずつあり、いずれも 72 時間以内に中止されていた。エンドトキシン吸着療法が 21 例（A 群 8 例、P 群 13 例）に施行されていた。
【考
察・結語】治療開始前の重症度スコアや血圧、CAI には有意差がなかったが、治療開始 12 時間以降、A 群の CAI は有意に減少し、
36 時間以降、平均血圧も有意に高くなった。また、SOFA スコアも 48 時間以降 A 群で有意に低下した。P 群では治療前後で血圧
に有意差なく、72 時間後 CAI が有意に減少した。AN69ST 膜使用による CHDF は、重症敗血症に対し、PMMA 膜使用による
CHDF より早期にショックを離脱できる可能性がある。

DP7-3

SIRS に対して使用した AN69ST 膜のサイトカイン除去効果の検討

東京都立多摩総合医療センター

1）

救命救急センター、2）昭和大学医学部救急医学講座

金子 仁 1）、清水 敬樹 1）、萩原 祥弘 1）、濱口 純 1）、荒川 裕貴 1）、光銭 大裕 1）、笠原 道 1）、鈴木 茂利雄 1）、森川 健太郎 1）、
三宅 康史 2）
【背景】AN69ST 膜は重症敗血症および敗血症性ショック時のサイトカイン吸着能を伴う持続緩徐血液濾過膜であり，SIRS への抑
制効果が期待される．最近臨床応用が可能となったため，各臨床症状と各サイトカイン吸着能についてはデータを蓄積する必要が
ある．
【方法】全身性炎症反応症候群（SIRS）と判断し，AN69ST 膜を使用した急性血液浄化療法を実施した症例を対象とした．
血液浄化開始前および 24 時間後の各サイトカイン値（IL-1 β，IL-6，IL-8）
，重症度指標（APACHE II，SOFA）を算出できた症
例を検討した（N=4）．SIRS に至った原因は，慢性膵炎急性増悪，原因が同定できなかった敗血症，グラム陰性桿菌腹腔内感染症，
嫌気性菌による膿胸であった．【結果】各症例の血液浄化開始前の APACHE II，SOFA はそれぞれ 7～37，10～18 に分布している
症例群であった．24 時間後の APACHE II および SOFA はそれぞれ平均 4.3，2.6 上昇した．血液浄化開始前の各サイトカイン値は，
IL-1 β : 感度以下～1150 pg/mL，IL-6:370～462,000 pg/mL，IL-8:38.5～92,000 pg/mL であった．24 時間後の変化は IL-1 β平均 29
pg/mL 上昇，IL-6 平均 44,418 pg/mL 低下，IL-8 7,860 pg/mL 低下を認めた．膵炎では IL-1 β 6.0 pg/mL，IL-6 1,162.7 pg/mL の上
昇を認めた．
【考察】AN69ST 膜による血液浄化を実施した症例では，APACHE II，SOFA の上昇を認めた症例でも，IL-6，IL-8
の低下を認めた．この結果は本膜の一部サイトカインに対する良好な吸着特性を示しているものと考えられる．IL-1 βの結果から
AN69ST には吸着出来ないサイトカインに対する対応の必要性も示唆される．
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DP7-4

急性腎傷害患者における CHDF 補充液の電解質組成の検討

大阪大学医学部附属病院

麻酔・集中治療部

阿部 隆一郎、内山 昭則、酒井 佳奈紀、井口 直也、藤野 裕士
【目的】本邦では急性腎傷害（AKI）に対する continuous hemodiafiltration（CHDF）のための補充液は存在せず、慢性腎不全が
適応である補充液が広く ICU でも流用されている。我々は CHDF 中の電解質変動を後方視的に調査し、AKI に対する CHDF にお
ける理想的な電解質組成について推察を行った。【対象】2012 年 6 月から 2015 年 4 月までの間に当院 ICU に入室し、CHDF を開始
後から連続して 5 日以上施行した症例（108 例）のうち AKI に対し CHDF を施行した症例を対象とした。慢性透析患者、血液検査
結果の揃わない患者は除外した。【方法】検査結果が得られた 30 例について CHDF 導入直前と導入後 5 日目の電解質値及び pH を
比較した。5 日間に必要とした電解質補正量（NaCl、NaHCO3、KCl、K2PO4、グルコン酸 Ca、CaCl2、MgSO4）を後方視的に調査
した。
【結果】30 症例中 19 例が心臓外科術後急性腎傷害の症例であった。CHDF の使用時間は 83 ± 12 時間、使用した補充液は 56
± 21L であった。Na は 140 ± 5.8 mEq/l から 137 ± 2.9mEq/l に低下（p ＜ 0.01）し、P は 4.9 ± 1.1mg/dl から 3.3 ± 1.2mg/dl に低下（p
＜ 0.01）した。Ca は 9.3 ± 0.9mg/dl から 9.7 ± 0.9mg/dl に上昇（p ＝ 0.045）した。Cl、K、HCO-、pH については有意な変化はなく、
Mg は検査データが揃わず、検討できなかった。KCL による補正は 21 例で必要であり、投与量は 68 ± 82mEq であった。NaHCO3
を投与したのは 9 例、MgSO4 を投与したのは 13 例、10%NaCl を投与したのは 2 例、K2PO4、CaCl2 は各 1 例に投与した。グルコン
酸 Ca を投与した症例は認めなかった。【結論】現行の補充液の電解質組成は概ね適切であると考えられる。本院の使用法では理想
的には、Na:140.7mEq/l、K:3.2mEq/l、P:1.8mg/dl、Ca3.0mg/dl とするのがより適正と推察された。

DP7-5

非昏睡性急性肝不全に対する持続緩徐式 Plasma Filtration with Dialysis（PDF）の有用性

滋賀医科大学救急・集中治療部、2）滋賀医科大学麻酔科、3）滋賀医科大学救急集中治療学講座

1）

橋本 賢吾 1）、藤井 恵美 1）、宮武 秀光 1）、今宿 康彦 2）、山根 哲信 1）、田畑 貴久 3）、辻田 靖之 1）、高橋 完 1）、萬代 良一 1）、江口 豊 3）
我々は Plasma Filtration with Dialysis（PDF）を考案した。急性肝不全（ALF）を対象に多施設共同研究を施行し、本年 3 月 1 日
から保険収載された。共同研究者の谷口らは PDF を持続緩徐式（cPDF）とし ALF に有効であることを報告した。一方、重症敗
血症や敗血症性ショックからの ALF は著しく死亡率が高いことから、予後改善のためには急性血液浄化法を駆使する必要がある
ものと考えられる。今回、敗血症を含む非昏睡性 ALF に cPDF を施行し、後ろ向きに検討したので報告する。対象症例は、2012
年 5 月より 2014 年 12 月までの当院集中治療室にて非昏睡型急性肝不全（正常肝で 8 週間以内に PT ＜ 40%,PT-INR ＞ 1.5）に対し
cPDF を行った 20 例（男女比 9/11）である。基礎疾患は敗血症 10 例、術後肝不全 7 例、心原性・出血性ショック 3 例で、施行前の
APACHE 2 スコアーは 28.3 ± 5.1 点、SOFA スコアーは 13.9 ± 3.8 点であった。施行条件は、Hemofilter としてアスブミン（Alb）
篩係数 0.3 の血漿分離膜である Evacure EC-2A（川澄化学）を用いて、CHDF 用のベッドサイドコンソールを用いて Qb 80ml/
min、Qf と Qd が 400ml/h とし、輸液ポンプ一台を追加して新鮮凍結血漿を 120ml/h で補充した。除水は 280ml/h まで可能で、血
中の Alb 値に応じて 25%Alb を適時追加とした。一回の施行期間は 1 本の Evacure EC-2A で最大 48 時間まで施行可能である。28 日
生存率は 60％で、MELD スコアーによる層別解析では、19 点以下では 60%、20-29 点で 50%、30-39 点で 71% であった。以上より、
cPDF は重篤な非昏睡型急性肝不全に対し有用であるものと考えられる。 今後症例を重ねて検討していく。

DP7-6

腎移植の周術期管理において高クロール血症が移植腎に与える影響の検討

聖路加国際病院

麻酔科

集中治療室

岡田 修、片山 正夫、宮坂 勝之、青木 和裕、橋本 学、藤田 信子、篠田 麻衣子、篠浦 央、岡部 宏文、米倉 なほ
【背景】近年、高クロール血症の術後腎機能への影響が報告されている。当院における腎臓移植レシピエントの輸液管理は、高カ
リウム血症を回避するため生理食塩水が基本となる事が多く、さらに腎臓の血流を維持する目的に移植前に大量に輸液する。この
ため周術期において高クロール血症を来しやすい状況であると思われる。
【目的】術中の高クロール血症が移植された腎機能にあ
たえる影響を検討する。【対象】2011 年 8 月から 2015 年 3 月までに当院で行った生体腎移植症例（レシピエント）22 症例。
【方法】
術前、術中、術後のクロール値と 2 か月後の移植腎機能（eGFR）との関係を後ろ向きに検討した。【結果】22 症例（女性 4 例）の
年齢は 53 ± 9.7 歳であった。術前のクロール値は 104 ± 4.8mEq/L、術直後は 109 ± 5.2mEq/L と上昇を認めた（P ＜ 0.001）。2 か月
後の eGFR は 47 ± 11.7ml/min/1.73m2 であった。術前後のクロール値の上昇幅、術中の最高値、術後の値と 2 か月後の eGFR の間
に相関関係は認められなかった。【結語】腎移植レシピエントの術前後において統計学的有意差をもってクロール値の上昇を認め
たが、2 か月後の腎機能にクロールの値による影響は認められなかった。
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TSLS（Streptcoccal toxic shock-like syndrome）の予後規定因子

東邦大学医療センター大森病院

総合診療・救急医学講座

一林 亮、豊田 幸樹年、小泉 雅之、佐藤 大輔、横室 浩樹、吉原 克則、本多 満
【目的】Streptcoccal toxic shock-like syndrome（以下 TSLS）は我が国では全数把握対象の 5 類感染症に指定されている。TSLS は
増加傾向に有りかつ死亡率は 30-80％と予後不良な疾患である。今回我々は TSLS の転帰に影響する因子を調査することを目的と
した。
【対象】2011 から 2014 年の 4 年間で、入院加療をおこなった 2006 年厚生労働省届け出基準に該当する TSLS 症例 20 例を対象
とした。
【方法】生存群（以下 A 群）14 例、死亡群（以下 D 群）6 例にわけ血液検査（白血球、CRP、血小板、プロカルシトニン）、
背景因子（外傷歴、担癌患者、糖尿病、ステロイド内服歴、肝障害、アルコール飲酒歴）
、症状（肝不全、腎不全、ARDS、DIC、
軟部組織炎、全身性紅斑性発疹、中枢神経症状）治療方法（手術、補助循環）など各因子を後ろ向きに調査し比較検討した。
【結果】
TSLS 死亡率 30%。APACHE2 スコア A 群 21.1 ± 9.3、D 群 35.7 ± 11.4（P ＜ 0.05）
。入院時中枢神経症状 A 群 4/14 例、D 群 6/6 例（P
＜ 0.05）。手術及び外科的手技施行 A 群 8/14 例、D 群 0/6 例（P ＜ 0.05）
。
【結語】当院の TSLS 死亡率は 30% であった。APACHE2
スコアが高く、来院時意識障害を生じている症例は有意に転帰不良因子であった。また、外科的介入ができた症例は転帰良好因子
であった。転帰に影響する支持療法はなく、手術及び外科的手技施行にて感染巣のコントロールができた症例が予後良好であるこ
とが考えられた。

DP8-2

Edwardsiella tarda による敗血症性ショック後の髄膜脳炎・化膿性脊椎炎の一例

高知赤十字病院

1）

初期臨床研修医、2）高知赤十字病院

救命救急センター

高橋 清英 、廣田 誠二 、村上 翼 、原 真也 、島津 友一 2）、山崎 浩史 2）、藤本 枝里 2）、安岡 やよい 2）、西山 謹吾 2）
1）

2）

2）

2）

【症例】53 歳男性。既往歴：アルコール性肝障害。1 週間前から発疹が下腿に出現し発熱、脱力を認め紹介搬送された。来院時 意
識清明、脈拍 123 回 / 分、血圧 116/65mmHg、体温 39.2℃、WBC 2660 /µl、PLT 7.0 万 /µl、FDP 11.9 µg/mL、CRP 9.73 mg/dl、
PCT 45.91 ng/ml であった。画像所見では有意な感染源は認めず敗血症、DIC と診断し ICU 入室。入室後から不穏、循環不安定と
なり急速輸液、Noradrenaline、MEPM 投与、少量ステロイド持続開始、人工呼吸器管理とした。アシドーシス進行し、CHDF 導入、
一時 Adrenaline 使用した。血液培養からグラム陰性桿菌の発育を認め、最終的には Edwardsiella tarda（以下 E.tarda）を検出し種々
の抗生剤への感受性は良好であった。徐々に循環安定し、第 5 病日 CHDF 離脱。第 6 病日抜管。第 8 病日から意識レベルに変動が
あり、顔面の痙攣様運動、幻視や幻聴を認め、髄液細胞数の軽度上昇認めたが、髄液培養は陰性だった。髄膜脳炎として抗生剤継
続も、発熱持続し第 27 病日から腓骨神経麻痺を認めた。腰椎 MRI 施行し、L5 の化膿性脊椎炎を認め同部位穿刺するも菌は検出さ
れなかった。腰椎後方固定術を行い、第 97 病日に軽快退院した。
【結語】E.tarda による敗血症性ショック後の髄膜脳炎・化膿性脊
椎炎の一例を経験した。E.tarda は爬虫類や魚類由来のグラム陰性桿菌で胃腸炎の原因菌となるが、非腸管感染で敗血症を伴うと
致死率 38-50% と報告されている。本症例の感染経路は不明だが、アルコール性肝障害により免疫能が低下、易感染状態だったこ
とが発症の要因と考えられる。E.tarda 感染症はショック離脱後も継続して全身管理を行う必要がある。

DP8-3

Edwardsiella tarda による卵管留膿腫の 1 例

松本市立病院

1）

外科、2）松本市立病院

内科、3）松本市立病院

産婦人科

坂本 広登 、塩野入 規 、三澤 俊一 、黒河内 顕 、桐井 靖 、赤穂 伸二 2）、塩沢 功 3）、高木 洋行 1）
1）

3）

1）

1）

1）

症例は 41 歳、女性。既往歴に 2005 年に右卵管留膿腫に対し卵管切除術後、また。2010 年より両側子宮内膜症性嚢胞を発症し当院
産婦人科通院中。2015 年 1 月下旬に発熱と下腹痛で当院受診。両側付属器に圧痛を伴う 70mm の嚢胞を認めた。精査で子宮内膜症
性のう胞及び膿瘍の診断で入院。炎症反応高値であり抗生物質投与による治療を開始したが腹部症状の悪化を認めたため、第 2 病
日に両側付属器切除術を施行し膿瘍培養を提出。術中に一時的に酸素化不良となり、血液検査にて DIC 傾向を認めたため、術後
は挿管管理下に集中治療室管理とした。同日中に呼吸状態悪化、敗血症性 DIC の進行、肝腎機能悪化と多臓器不全の進行を認め、
人 工 呼 吸 器、CHDF、PMX に よ る 呼 吸 循 環 管 理、 お よ び、 敗 血 症 性 DIC 治 療 を 行 な っ た。 膿 瘍 培 養、 血 液 培 養 か ら は
Edwardsiella tarda が分離された。第 3 病日以降、集中治療管理により徐々に症状は改善し、第 4 病日に CHDF、PMX より離脱、
第 7 病日に敗血症性 DIC より離脱、第 8 病日に抜管し BIPAP へ移行、第 10 病日には BIPAP 離脱。経過中、末梢循環不全による手指、
足趾皮膚多発潰瘍を発症したが、疼痛管理、皮膚ケアを行いながら早期離床を進め、第 20 病日に退院。Edwardsiella tarda は水生
生物の病原菌として分離されるものの人への感染は稀であり、胃腸炎症状を発症しても抗生剤投与なしで軽快する弱毒菌とされて
いる。しかし、敗血症に移行した場合には急速な DIC、多臓器不全の進行を認め、致死率が 38-55% と報告されている。本邦での
報告例では、肝硬変や糖尿病などを発症した免疫不全患者での敗血症発症の報告はされているが、健常人での報告は希有であった。
集中治療管理により救命し得た Edwardsiella tarda 敗血症の 1 例を経験したので報告する。
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DP8-4

イヌ咬傷後 Capnocytophaga canimorsus 敗血症による剖検例

沖縄県立中部病院

集中治療部

中山 泉、毛利 英之
Capnocytophaga canimorsus 感染症は、イヌ・ネコの口腔内に常在する C. canimorsus を原因菌とし、主に咬傷や掻傷後に生ずる。
発症は極めて稀で、これまで世界でも 200 例程度の報告に留まる。一方、発症した例では急激に敗血症に陥り、致死率は 30% とさ
れる重篤な感染症である。ICU に入室する段階では原因不明の重症敗血症を呈すると考えられ、病歴聴取から動物接触・咬傷が疑
われた場合には本疾患を念頭に適切な対応必要となるため報告する。
基礎疾患のない 51 歳男性が前日からの悪寒戦慄を主訴に救急搬送となった。来院前日、飼犬の散歩中に悪寒戦慄を自覚した。そ
の後から頭痛、腰痛、両膝痛、上肢しびれが続いた。来院時は意識清明、血圧 88/44mmHg、脈拍 132 回 / 分、呼吸数 36 回 / 分、
SpO2 85%（マスク 6L/ 分）、体温 39 度であり、高度な代謝性アシドーシスを認めた。両肺浸潤影を認め、急性腎障害、肝障害、
DIC を合併していた。右手第 1、2 指間に 1cm ほどの治癒過程にある裂創を認めた。1 年前に知人からイヌを譲り受け、これまで複
数回咬傷の既往があった。イヌ咬傷に伴う敗血症性ショックが疑われ、ICU 入室した。末梢血塗抹にて小型のグラム陰性桿菌の白
血球貪食像を認めた。ICU での管理後も急速に意識障害、呼吸循環不全、代謝性アシドーシスが進行し、治療介入に全く反応しな
いまま来院 8 時間後に死亡した。病理解剖では敗血症に伴う ARDS, 多臓器うっ血を認めた。血液培養からは Capnocytophaga
canimorsus が検出された。
Capnocytophaga 属は通性嫌気性のグラム陰性小型桿菌であり、C. canimorsus と C. cynodegmi がイヌ・ネコ咬傷後感染症の原因
となるが、重症・死亡例のほとんどは C.canimorsus による感染である。基礎疾患のない比較的若い年齢においても重症例の報告
がある。比較的発育の遅い細菌であるため、自動血液培養で陽性シグナルを示さない例もあり、血液塗抹の直接グラム染色が早期
診断に有用である。

DP8-5

犬咬傷による Capnocytophaga canimorsus 感染症の 1 例

福山市民病院

救命センター

柏谷 信博、宮庄 浩司、米花 伸彦、大熊 隆明、石橋 直樹、山下 貴弘
Capnocytophaga canimorsus は犬や猫の口腔内常在菌であり動物咬傷後の敗血症の原因として知られているが本邦での報告例は少
ない。特発性血小板減少症（以下 ITP）に対する脾摘後の患者で犬咬症による Capnocytophaga canimorsus 感染症を経験したため
報告する。症例は 59 歳男性。ITP の治療として脾臓摘出術を施行され近医でフォローを行われていた。自宅で倒れている所を家
人が発見し救急要請 , 近医に搬送された。41.5 度の発熱 , 頻脈あり , 敗血症性ショックの疑いとして当院へ搬送された。来院時 , 血圧
85/58mmHg, 脈拍 135 回 / 分とショックバイタルであった。CT 検査では明らかな感染源は認められなかった。血液検査では
WBC,CRP の上昇を認めプロカルシトニン 100ng/ml 以上と高値を示していた。Plt0.3 万と血小板減少 ,PT-INR1.9,FDP324 μ g/ml と
凝固異常を認め DIC の状態であった。両足趾は DIC が原因と思われる黒色変化を認めた。また BUN31.9,Cre3.62 と急性腎不全を呈
していた。右手第 3 指に内出血痕を認め家人に聴取したところ 6 日前に犬に咬まれたことが判明した。ICU にて敗血症治療を行っ
た。入院翌日 , 前医の血液培養からグラム陰性桿菌が検出されたと報告があり画像検査上 , 明らかな感染源が認められないこと動物
咬傷の病歴から Capnocytophaga canimorsus 感染症を疑った。集学的治療により全身状態 , 検査所見は次第に改善した。第 10 病日
PCR 検査にて菌種が Capnocytophaga canimorsus と同定された。基礎疾患に ITP があったためか血小板数の改善に乏しく通常経
過よりも血小板数の改善に時間を要した。趾先は乾性壊死へ至ったため切断が必要となったが術後経過も安定して経過し転院と
なった。Capnocytophaga canimorsus 感染症は糖尿病 , 肝硬変 , 脾摘後 , 自己免疫疾患等の基礎疾患を有する患者に起こりやすいと
されている。今回我々は ITP に対する脾摘後患者での Capnocytophaga canimorsus 感染症を経験したので若干の文献的考察を踏ま
えて報告する。

DP8-6

「タイミャンマー国境における現地で学ぶ熱帯感染症研修」で経験した melioidosis による重症敗血症の 3 症例

大阪大学医学部付属病院

集中治療部

滝本 浩平
【背景】2014 年 7 月大阪大学微生物研究所主催の「タイミャンマー国境における現地で学ぶ熱帯感染症研修」に参加した。このと
きタイの地方中核病院（ウドンタニ病院）ICU で経験したメリオイドーシスの 3 症例を提示する。
【症例 1】67 歳男性、既往歴に糖
尿病と COPD。肺炎による重症敗血症にてウドンタニ病院に入院。セフタジジムとシプロフロキサシンを開始。入院 4 日目、呼吸
状態が悪化し ICU 入室（血液培養；Burkholderia pseudomallei）
。抗菌薬をメロペネムに変更も入室 3 日目に死亡。
【症例 2】66 歳
男性、既往歴に糖尿病。右膝痛と発熱を認め近医入院。病状が改善しないためウドンタニ病院に転院。細菌性関節炎と診断（関節
液；B. pseudomallei）。抗菌薬はセフタジジムを投与、外科的ドレナージも施行。術後、呼吸状態が悪化し ICU に入室。抗菌薬を
メロペネムと ST 合剤に変更するも病状悪化。術後 7 日目に死亡。
【症例 3】61 歳男性、既往歴に糖尿病と高血圧。肺炎による重症
敗血症にてウドンタニ病院に入院。ARDS を併発しており ICU 入室（喀痰；B. pseudomallei）。抗菌薬はセフタジジムとアジスロ
マイシンを投与。呼吸状態の改善なく入院翌日に死亡。
【症例まとめ】メリオイドーシスは、主にタイやオーストラリア北部の地
域における風土病であり、これまで日本では確認されていない。日本国内では東南アジアからの帰国者の感染症として数例が発表
されているだけであり認知度は低い。本疾患は主に呼吸器症状を呈することが多く、重症化した場合には死亡率は高い。今回経験
した 3 症例とも症状は激烈であり、有効な抗菌薬を投与していたにもかかわらず死亡という結果になった。本疾患が発生している
地域は日本人が海外旅行で訪れる可能性が高く、また発症した場合には重症化することもある。その場合には ICU に入室する可
能性があり、集中治療医として本疾患に対する認知度を高めておく必要があると考え、今回の学会発表に至った。
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鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床①

2 月 12 日
（金） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 9

譫妄評価における CAM/ICU と 3D/CAM の検討

潤和会記念病院

集中治療部

田中 友康、新見 拓也、池田 亜里沙、川野 マキ
【目的】当 ICU では，譫妄評価に Confusion Assessment Method ICU（CAM/ICU）を用いている．2014 年に 3 minute Diagnostic
Interview for CAM Defined Delirium（3D/CAM）が発表された． 両評価法は，A. 急性発症または変動性の経過，B. 注意力欠如，
C. 無秩序な思考，D. 意識レベルの変化の 4 項目からなる．大きな違いは，3D-CAM は注意力欠如に関して応答に発語もしくは記
述を要する．また，CAM/ICU は意識レベルの変化に Richmond Agitation Sedation Scale（RASS）が必要な点である．両評価ツー
ルの違いを検討した．【対象】ICU 入室患者 32 人（平均 62 歳）
．
【方法】担当看護師が 0・6・18・21 時に，3D/CAM と CAM/ICU
で評価した．疾患，術式，APACHEII，バイタルサイン，鎮静剤使用の有無，Visual Analog Scale（VAS）
，RASS を調査した．
CAM/ICU または 3D/CAM で「譫妄群」と「非譫妄群」に分類した．【結果】CAM/ICU または 3D/CAM で ,1 回でも譫妄と評価
された患者は 6 人（平均 74 歳），3D/CAM：5 人と CAM/ICU： 5 人で全例外科手術後であった．譫妄群と評価されたのは延べ 102
回中 21 回（20.5%）だった．そのうち 1.CAM/ICU と 3D/CAM 両方で譫妄と評価されたのは 10 回，2.CAM/ICU のみは 5 回，3.3D/
CAM のみは 6 回であった．それぞれの APACHEII の平均は，1:9.5，2:13，3:7 で平均 9.8 だった．また，鎮静剤使用ありは 1:7/10 回，
2:2/5 回，3:1/6 回だった．RASS は 1:-1.1，2:-1.2，3:-0.6 で，VAS は 1:2 2:8 3:16.6 だった．
【考察】3D/CAM と CAM/ICU では譫
妄の評価方法に違いがある．しかし，検出率の差はなかった．3D/CAM は譫妄の診断が困難な認知症の患者でも，診断精度が高
いとされている．しかし，3D/CAM は応答に発語もしくは記述を要し，鎮静中の患者や人工呼吸器装着患者には困難である．また，
看護師は，RASS が必要であるが CAM/ICU が使用しやすいという意見が多かった．以上より，患者の状況に合わせて 2 つの評価
ツールの使い分る事が重要であると考えた．

DP9-2

せん妄に対する看護師の意識変化

金沢医科大学氷見市民病院

～ICDSC を導入して～

3 階東病棟集中治療室

庄谷 和真、酒井 一匡
【目的】A 病院集中治療室では，せん妄の早期認識のため 2014 年に Intensive Care Delirium Screening Checklist（ICDSC）を導入
した。今回，ICDSC 導入が看護師のせん妄に対する意識を向上させたかを明らかにする。
【研究方法】
「せん妄の要因に対する意識」
14 項目と「せん妄への看護介入に対する意識」20 項目について 5 段階尺度で，ICDSC 導入前，導入 3ヵ月後，導入 1 年後にアンケー
ト調査を実施し結果を比較。ICDSC 導入前にはせん妄と ICDSC の勉強会をスタッフ全員へ実施した。
【倫理的配慮】A 病院倫理委
員会の承認を得て，対象者に研究の趣旨・結果の公表について口頭と文書で説明し，回答をもって同意を得られたものとした。参
加は自由意思であり，参加拒否により不利益がないこと，データ保管および研究終了後の破棄を保証とした。
【結果】せん妄の要
因に対する意識は，
「している」
「ときどきしている」と答えた割合が導入前と比較し導入 3ヵ月後では 8 項目で上昇し，低下はなかっ
た。1 年後では，3ヵ月後と比較し 3 項目で上昇，7 項目で低下し，「あまりしていない」「していない」と答えた割合が 4 項目で増
加した。せん妄への看護介入に対する意識は，「している」「ときどきしている」と答えた割合が導入前と比較し導入 3ヵ月後では
10 項目で上昇し，低下は 1 項目であった。3ヵ月後と比較し 1 年後では 5 項目が上昇し，6 項目が低下，「あまりしていない」
「して
いない」と答えた割合が 5 項目で増加した。【考察】ICDSC 導入とせん妄の勉強会の実施は，看護師のせん妄に対する意識向上へ
とつながった。1 年後には導入前と同水準ほどではないが意識の低下がみられたことより，ICDSC の導入のみでは意識向上の維持
は困難であり，患者側要因とスタッフ側要因の現状と課題を分析し , ケア体制づくりをしていく必要性が示唆された。【結語】
ICDSC 導入は看護師のせん妄に対する意識を向上させるが，維持にはケア体制づくりが必要である。

DP9-3

当センターICU における CAM-ICU を用いたせん妄評価の実態調査

自治医科大学附属さいたま医療センター

集中治療部

吉田 直人、増山 智之、中嶋 いくえ、大城 国夫、神尾 直、飯塚 悠祐、小室 哲也、小林 雅矢、八木橋 智子、讃井 將満
【はじめに】当センターICU では CAM-ICU を 2013 年 5 月に導入した。今回、ICU におけるせん妄評価法（CAM-ICU）の実施状況
および看護師のせん妄に対する意識の経時的な変化を調査した。
【方法】2013 年および 2014 年のそれぞれ 1 月と 7 月、2015 年 1 月から 6 月までの連続した 6ヶ月において ICU に 72 時間以上入室した
患者を抽出し、CAM-ICU 施行患者割合およびせん妄の発生割合を後向きに調査した。また ICU 看護師 41 名に対し、せん妄に対す
る意識に関して無記名・6 項目の選択式アンケートを 2014 年 8 月と 2015 年 8 月に実施し、結果を比較した。
【結果】2013 年 5 月から 2015 年 6 月までの総対象患者は 207 例であった。CAM-ICU を施行した患者割合は 72.3% で、すべて自主的
に行われた。せん妄の病型別の内訳は低活動型が 49.8％と最も多く、ついで活動型 29.6％、混合型 20.0％であった。CAM-ICU 施
行患者割合の経時変化をみたところ、2013 年 5 月から 12 月は 44.4％、2014 年は 57.4%、2015 年 1 月から 6 月は 81.9％と施行割合が
増加した（p ＜ 0.01）。特に 2015 年 6 月は 96% であった。せん妄の発生割合は 2013 年 50.0％、2014 年 40.0％、2015 年 60.3％であった
（p=0.60）。アンケート（回収率 92.6%、有効回答率 100%）の結果では、
「受け持ち患者全員に施行している」看護師の割合が 2014
年に 0％（0/42 人）であったのに対し、2015 年には 55.2％（21/38 人）と有意に増加した（p ＜ 0.01）
。
【結論】当センターICU では、自主的な CAM-ICU の施行割合が経時的に上昇した。原因として、多施設研究への参加、勉強会の
実施、データの可視化などの介入によってせん妄に対する看護師の意識が変化したことが大きい。せん妄の発生割合は諸家の報告
と同様であった。今後はせん妄予防・治療に対して非薬物的な方法を中心に積極的な介入を行い、せん妄の発生割合が減少するか
検討したい。
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DP9-4

当院救命センターにおけるせん妄の発症率とリスク因子の関連性に対する分析

手稲渓仁会病院
金浜 英介、葛西 陽子、奈良 理
（目的）せん妄の予防的ケアを行う際、リスク因子の把握は必須といえる。そこで当院救命センターにおけるせん妄の発症率とリ
スク因子との関連性の有無を明らかにすることを目的とし本研究を行った。
（方法）対象は平成 26 年 7 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日
までの期間、救命センターに 24 時間を超えて入院している 390 名（年齢 16～99 歳、中央値 75、男女比 225：165）とした。せん妄
の判定は ICDSC を使用し、救命センター在室中にスコアが一度でも 3 点以上に達した患者をせん妄と判定した。せん妄発症群と
非発症群に分け、以下の因子について関連性を分析した。因子は患者背景（年齢、認知症の既往、原疾患）
、病室環境（個室、採
光など）、挿管の有無、侵襲的な処置の有無とした。また、患者の ADL 等の状態を表す指標として重症度、医療・看護必要度 B 項
目（以下看護必要度とする）のスコアを因子の一つとして採用した。看護必要度スコアは救命センター在室中の最高点を使用した。
分析方法は Fisher の正確検定を行った。倫理的配慮は当院の規定に従った。
（結果）せん妄発症群は 135 例（34.6％）
、非発症群は
255 例（65.4％）であった。原疾患別では内因性頭部疾患（58.3％）、重症感染症（55.3％）、消化器疾患（54.5％）で高い発症率が
認められた。2 群間に有意差が認められたのは、年齢 65 歳以上（せん妄発症群 42.1％vs 非発症群 18.5％、P 値 4.07e － 06）、認知症
既往患者（59.3％vs23.2％、P 値 1.13e － 11）、挿管の有無（61.1％vs31.9％、P 値 0.0007）
、看護必要度 B 項目スコア 7 点以上（39.5％
vs10.6％、P 値 1.94e － 06）の例であった。病室環境の違いや侵襲的な処置を要した例では 2 群間に有意差を認めなかった。
（結語）
高齢、挿管の有無、認知症の既往は当院救命センターにおいて、せん妄の発症率と関連性があることが分かった。疾患に起因する
又は体動制限等による ADL の低下はせん妄の発症率と関連性があることが示唆された。

DP9-5

術後挿管患者の CAM-ICU 陽性率は経時的に変化する

学校法人鉄蕉館

亀田医療大学

成人看護学

宮崎 俊一郎、古賀 雄二
【目的】日本語版 CAM-ICU の妥当性と信頼性の検証が行われ、簡易的にせん妄評価を行うことが可能となった。侵襲や薬剤等の
影響を受ける術後挿管患者の CAM-ICU 陽性率とその変動状態を明らかにする。
【方法】2013 年 2 月～2015 年 3 月までの期間に A
病院 ICU に術後挿管状態で入室した患者を対象とした。所属機関倫理審査委員会の承認を得た（管理番号：H25-71）
。ICU 入室後
4 時間、6 時間、12 時間、離床時に CAM-ICU を用いたせん妄スクリーニングを行い、評価されたデータを後ろ向きに検証した。
SPSS. Ver. 22.0 による t 検定を用いて分析した。【結果】対象患者 310 名、うち男性 138 名、平均年齢 70.4 ± 4.4 歳、APACHE2 スコ
ア 18.2 ± 1.7 であった。心臓外科患者は 174 名、非心臓外科患者は 136 名であった。離床時期は ICU 入室後 14-19（中央値：17）時
間であった。CAM-ICU 陽性率は入室後 6 時間の時点で最高値（47.5%、うち心臓外科患者 104 名、非心臓外科患者 43 名）となり、
他の時点と比較し有意であった（p ＜ 0.01）。また、心臓外科術後患者と非心臓外科術後患者の CAM-ICU 陽性率は、すべての時点
において心臓外科術後で有意に高値であった（p ＜ 0.01）。CAM-ICU 陽性患者のうち、入室後 4 時間では 100%、6 時間では 89.8%、
12 時間では 70.7%、離床時では 59.5% が不活発型せん妄であった。また、全期間を通して、不活発型から活発型せん妄へ移行した
のは 31.1% であり、活発型から不活発型せん妄への移行はなかった。【結論】術後挿管患者の CAM-ICU 陽性率は変動し、術後 6 時
間の時点で最も高かった。J-PAD ガイドラインが推奨するせん妄の評価は、
「各勤務帯ごと＋随時」とされているが、術後挿管患
者においては ICU 入室後から経時的にせん妄モニタリングを行っていく必要がある。
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破傷風に合併した抗リン脂質抗体症候群が疑われた巨細胞性動脈炎の 1 症例

潤和会記念病院

1）

集中治療部、2）潤和会記念病院

樋口 和宏 、成尾 浩明 、中村 禎志 、濱川 俊朗
1）

1）

2）

麻酔科

1）

破傷風，顎関節症，巨細胞性動脈炎は開口障害をきたす．また，抗カルジオリピン抗体（aCL）は抗リン脂質抗体症候群（APS）
や全身性エリテマトーデスで上昇する．開口障害と構音障害で来院し，APS に合併した破傷風と診断した巨細胞性動脈炎（GCA）
の患者を経験したので報告する．【患者】60 歳台，女性【既往歴】特記事項なし【現病歴】来院 3 か月前より両耳介部痛，開口障
害が出現した．5 日前に構音障害，2 日前に尿便失禁が出現し，症状が改善せず救急要請した．【妊娠歴】2 回妊娠 2 回流産．
【身体
所見】JCS:I-2，構音障害，開口障害あり，両耳介部～両顎下部の圧痛，右側方視での眼球運動障害があった．【頭部 MRI】拡散強
調画像で左小脳脚と左放線冠，脳梁に高信号領域．
【血液検査】Hb:11 g/dL，Plt:80 万 / μ L，Alb:2.7 g/dL，CRP:12 mg/dL，
APTT:36.4 秒，aCL:19 U/mL.【経過】MRI で多発脳梗塞と診断しヘパリン静注を開始した．脳梗塞と流産歴および aCL 陽性より
APS と考えた．開口障害は破傷風を疑い，抗破傷風グロブリンと破傷風トキソイドを投与し抗菌薬治療を開始した．入院 14 日目
の血液検査で CRP:7.6 mg/dL, ESR（60 min）:140 mm と炎症所見が持続していた点が APS に矛盾していた．精査加療目的で膠原
病専門診療科へ転院後，両顎の圧痛と開口障害は GCA に特異的な顎跛行と考えられた．さらに血管エコーでの浅側頭動脈描出不
良や Positron Emission Tomography-CT での胸腹部大動脈，両側鎖骨下，内頚動脈壁でのフルオロデオキシグルコース集積亢進
から GCA と診断された．ステロイドと免疫抑制剤が投与されたが，転院 67 日目に広範な脳梗塞と出血性梗塞を発症して脳幹反射，
自発呼吸が消失し転院 72 日目に死亡した．
【考察】GCA による顎跛行を破傷風と誤診した．aCL の陽性所見は APS の診断
に有用であるが，GCA 患者でも aCL 陽性を認めたとの報告があるため，APS と診断する際には aCL 陽性をきたす他疾患の除外を
行う必要がある．

DP10-2

続発性副腎不全に起因する QT 延長症候群から心室頻拍をきたし、心停止に至った一例

兵庫県立尼崎総合医療センター、2）兵庫県災害医療センター

1）

中村 順子 1）、三木 竜介 2）、菊田 正太 2）、石原 諭 2）、川瀬 鉄典 2）
【症例】56 歳女性【現病歴】来院 4ヶ月前から食思不振があり、13kg の体重減少があったが精査はされていなかった。来院当日に
息切れが強く、会話不能になったため救急搬送。救急車内で意識レベル JCS10、橈骨動脈触知不能、モニター上心電図波形は wide
QRS tachycardia であった。【来院時現症】血圧測定不可、脈拍 260 回 / 分、SpO2 76%（10L 酸素投与）
、頸動脈触知不能、呼びか
けに反応はあるが不穏状態、全身に点状の発疹あり【来院後経過】来院直後に意識レベル低下を認めた。心電図上 wide QRS
tachycardia が持続し、死戦期呼吸も出現したため near CPA と判断した。直ちに CPR を開始し、電気的除細動後に洞調律復帰が
得られた。血液検査上心筋逸脱酵素の上昇や電解質異常を認めなかった。冠動脈造影検査でも有意な狭窄所見なし。頭部、胸腹部
の単純 CT でも原因となりうる所見を指摘しえなかった。入院後も昇圧剤に反応しない低血圧が持続、また薬剤ではコントロール
不良の TdP を頻回に生じ、血行動態の破綻をきたしたため、第 3 病日より VA-ECMO での循環管理を開始した。来院時から連日
の心電図記録において QT 時間が延長しており、最長 835msec まで延長を認めた。追加で施行した内分泌関連検査で ACTH 感度
以下、コルチゾール 0.8 μ g/dl と低値を認め、続発性副腎不全が疑われた。ECMO での循環管理開始後第 8 病日に心筋生検施行後、
ヒドロコルチゾンの投与を開始したところ QT 時間は著明に短縮し、正常上限近くまで改善を認めた。循環動態も安定し第 14 病日
に転院となった。
【考察】副腎機能不全による QT 時間の延長の報告は非常に稀である。原因不明の QT 延長症候群の鑑別として、
副腎機能不全は重要なものの 1 つであると考えられるので、本症例に文献的考察を加え報告する。

DP10-3

重篤なアナフィラキシーショックを繰り返した症例の原因薬剤を ICU で同定し得た 1 例

佐賀大学 医学部 附属病院
伊万里有田共立病院 麻酔科

1）
3）

集中治療部、2）佐賀大学

医学部

附属病院

麻酔・蘇生学講座、

中村 公秀 1）、三浦 大介 2）、山田 友子 1）、中川内 章 1）、谷川 義則 1）、松本 浩一 3）、坂口 嘉郎 2）
麻酔中のアナフィラキシーの頻度は、1/2,000-1/2,5000 とされている。今回、我々は原因薬剤の同定に難渋し、アナフィラキシー
ショックを繰り返した症例を経験した。【症例】21 歳、男性。身長 179 cm、体重 75 kg。上部食道の粘膜下腫瘍に対して鏡視下食
道切除術を予定されたが、手術開始直後にアナフィラキシーショックを来したため、手術中止とした。アドレナリン投与で vital
sign が改善した後、ICU へ入室し、翌日、抜管した。原因薬剤の同定のため、被疑薬 5 剤でプリックテスト、皮内テストを施行さ
れた。皮内テストでロクロニウムが陽性であったため、交差反応を考慮し、ベクロニウム、スキサメトニウムで同試験を行い、と
もに陽性であった。再手術時は筋弛緩薬を使用せず、麻酔導入を行った。しかし、再度アナフィラキシーショックを来したため、
手術中止とした。再び原因薬剤の同定のため、前回、試験を行わなかった薬剤 10 剤で静注試験によるアレルギーテストを行うこ
ととなった。検査中に強いアナフィラキシー反応を来す可能性があることを考慮し、ICU で少量から徐々に投与を行う方針とした。
ウリナスタチン投与の 3 分後に、全身の紅斑・膨疹、口唇・眼瞼の腫脹を認めた。症状出現後よりアドレナリンを投与し、血圧低
下や呼吸状態の増悪は認めなかった。3 度目の手術の際は、筋弛緩薬、ウリナスタチンを使用しない方針とし、アナフィラキシー
を来さず、手術終了した。術後、ICU へ入室し、翌日に抜管した。周術期に大きな合併症なく、術後 8 日目で退院となった。
【結語】
皮内テスト陽性の薬剤を除外したにも関わらず、再度アナフィラキシーショックを来した症例に対して、ICU で全身管理ができる
状態でアレルギーテストを行うことで、アナフィラキシーの頻度の低い薬剤を原因薬剤として同定することができた。
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DP10-4

経過中に突然の心肺停止をきたした IgG4 関連疾患の一例

日立総合病院

救急集中治療科

高谷 信宏
【背景】IgG4 関連疾患は血清 IgG4 高値と IgG4 陽性形質細胞の組織浸潤を特徴とする疾患である。ステロイドなど適切な治療によ
り良好な経過をとるが、本疾患の認知度の低さから悪性腫瘍等と誤診され不適切な治療が行われていることがある。今回我々は経
過中に突然の心肺停止をきたしたが即時の対応で蘇生し、精査にて IgG4 関連疾患と診断。ステロイド投与に良好に反応し救命し
えた、IgG4 関連疾患の一例を経験したので報告する。【症例】糖尿病性腎症で透析療法中の 58 歳男性。糖尿病の血糖コントロール
目的に他院入院中に発熱・胸部異常陰影を認め、抗生剤投与を開始されるも改善を認めず当科紹介、同日救命センター入院となっ
た。入院時、胸部 CT にて縦隔肺門リンパ節腫大・気管支血管束および小葉間隔壁の肥厚を認めた。入院第 2 病日間欠透析開始後
40 分経過した頃より収縮期血圧 90 台 , SpO2 60 台に低下を認めたため除水を中止するも、その 10 分後に HR 40, SpO2 50 台まで低
下し心肺停止となった。初期波形は PEA で、挿管し CPR を 1 サイクル施行した時点で ROSC し ICU 入室となった。好酸球増多を
認めたため経気管支リンパ節針生検の上で、メチルプレドニゾロン 1g × 3 日間のステロイドパルス療法を開始した。PSL1mg/kg/
day にて後療法を行い好酸球は著明に減少し 0% となり、全身状態の著明な改善を認めた。入院時の採血にて IgG4 1270mg/dl と高
値を認め、IgG4 関連疾患と診断した。【結語】本症例は画像所見上、縦隔肺門リンパ節腫大・気管支血管束および小葉間隔壁の肥
厚があり、IgG4 1270mg/dl と血清 IgG4 高値、C3 46mg/dl・C4 3mg/dl・CH-50 12.0u/ml と低補体血症を認めた。また、好酸球増多・
ステロイド反応性があったことと合わせ、IgG4 関連疾患と考えられた。経過中に突然の心肺停止をきたし、その原因が IgG4 関連
疾患であった可能性が考えられ文献的考察を加えて報告する。

DP10-5

敗血症性ショックの臨床像を呈した小児衝心脚気の一例

東京都立小児総合医療センター

救命・集中治療部

谷口 昌志、本村 誠、居石 崇志、渡邉 伊知郎、中山 祐子、新津 健裕、齊藤 修、清水 直樹
【背景・目的】心臓脚気はビタミン B1 欠乏に起因し、全身血管抵抗の低下により高心拍出性心不全を来す病態である。その中で急
激でショックに至るものが衝心脚気であり、臨床像は敗血症性ショックに酷似するがビタミン B1 の投与なしでは致死的であり、
小児例は少ないため報告する。
【症例】8ヶ月女児、既往に蛋白漏出性胃腸症があり、前医で完全母乳栄養管理されていた。5ヶ月時に人工乳の開始とともに下痢、
下腿浮腫、低アルブミン血症を認め当院紹介となった。ミルクアレルギーによる蛋白漏出の病態悪化が疑われ、経腸栄養を中止し、
中心静脈栄養およびステロイド、サンドスタチンの投与が開始された。以後、全身状態は改善していたが、誘因なく多呼吸と頻脈
を認め、代償性ショックで当院 PICU に入室した。長期カテーテル留置から敗血症による血液分布異常性ショックと考え人工呼吸
管理および細胞外液負荷（50ml/kg）、抗生剤（PIPC+VCM）を開始し、心機能を評価した上でカテコラミンを持続投与した。治
療開始後も著明な代謝性アシドーシスと高乳酸血症が遷延したため敗血症以外の鑑別として副腎不全と衝心脚気の可能性を考え
た。中心静脈栄養ではあったがビタミン B1 不足と考え投与し、4 時間ほどで劇的に臨床所見および代謝性アシドーシスと高乳酸血
症が改善し、以降安定して経過した。急性期のビタミン B1 血中濃度は 21ng/ml（正常値 24-66ng/ml）であった。
【考察】本症例では敗血症による血液分布異常性ショックと診断し循環管理を開始したが、非典型的な経過から本疾患を疑い、ビ
タミン B1 の投与で速やかに改善した。
【結語】衝心脚気は小児に稀ではあるが、ビタミン B1 投与で救命が可能であることから血液分布異常性ショックの鑑別として重要
な疾患である。

DP10-6

血糖変動を抑制する方法に関する検討

公益財団法人

1）

会田病院

外科、2）京葉病院

星野 正己 、原口 義座 、津端 徹 、梶原 周二
1）

2）

2）

外科
1）

【方法】対象は 124 例 .（検討項目）1）ICU 入室時における ,SOFA（Sequential Organ Failure Assessment）score（SOFAad）,
HemoglobinA1c（HbA1c）, 血糖値（BGad）,2）ICU 入室後 1 週間における , 最高 SOFAscore（SOFAmax）,6 時間毎に測定した
BG の標準偏差（BGsd）, 平均（BGm）, 最高値（BGmax）, 経静脈的 1 日 Glucose 投与量の平均値（Glu）,1 日 Insulin 投与量の平均
値（Ins）.BG は 6 時間毎に指尖穿刺毛細管血にて測定し ,BG が 140mg/dL 以上の時 ,Insulin を原則的に皮下注した .（検討 1）BGsd
と上記各指標との関連を重回帰分析した（検討
.
2）Insulin 投与に用いる Sliding Scale の BG（Scale）幅を 20mg/dL とした A 群（n=47）
と ,40mg/dL とした B 群（n=77）の 2 群に分け , 両群間で上記各指標を比較した【結果】
.
1）BGsd は、BGm（p=0.00045）,BGad（p=0.049）
と 相 関 し て い た .2）BGsd,BGm,Ins は ,A 群 で 有 意 に 低 値 で あ っ た（ 各 々,23 ± 12vs36 ± 18mg/dL,p=0.0000038,126 ± 24vs147 ±
35mg/dL,p=0.0011,0.054 ± 0.070vs0.12 ± 0.14U/kg/day,p=0.00052）.【考察と結語】1）入院時血糖高値例に対する厳重な血糖管理 ,
平均血糖値の抑制 , および ,Sliding Scale 幅を小さくする等の方法を用いた綿密な血糖管理が , 血糖変動の抑制に重要と考えられ
た .2）綿密な血糖管理は , 平均血糖値の抑制や Insulin 投与効果の改善にも有用と思われた .3）従って , 人工膵臓等の持続的自動血糖
管理を行わない場合は , より綿密な血糖管理方法の検討も必要と考えられた .4）BGsd と SOFAmax との間に有意な（1 次）相関が
認められなかった原因の 1 つに , 我々が報告して来た様に , 両者が 2 次相関していることが示唆された .
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DP11-1

外傷・熱傷

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 1

外傷性脳底動脈絞扼による閉じ込め症候群

神戸市立医療センター

中央市民病院

救急部

桑原 佑典、朱 祐珍、浅香 葉子、瀬尾 龍太郎
【はじめに】頭部外傷による斜台の骨折は非常に稀であるが、椎骨脳底動脈や脳幹を損傷した場合致死的と報告されている。今回
我々は、斜台骨折による脳底動脈絞扼のため橋梗塞を発症し、閉じ込め症候群に至った症例を経験したので報告する。
【症例】50
歳台の男性。船内でコンテナを動かす仕事中に、高さ 5.5m のコンテナから地面へ転落し当院へ搬送された。全身 CT で外傷性くも
膜下出血・気脳症・急性硬膜下出血・左側頭骨骨折・顔面骨骨折があったが、頚椎に骨傷はなかった。入室後は開眼でき、眼球は
左へ偏倚していたが上下方向のみの運動は可能だった。四肢は完全麻痺を示していた。四肢麻痺が残存したため第 2 病日に頭部・
全脊椎 MRI を撮影したところ橋の梗塞像を示した。第 8 病日に行った血管造影では脳底動脈が狭窄し血流が遅延していた。血行再
建術の適応はなく抗凝固薬で経過観察した。その後も開眼と眼球の上下運動で意思表示し、四肢の疼痛も訴えることができたが、
それ以外の運動は消失し閉じ込め症候群の状態だった。
【考察・結語】斜台骨折による椎骨脳底動脈絞扼は、これまで十数例しか
報告さていない稀な病態で多くは剖検で診断されたものである。本症例では四肢麻痺があったため当初は頸髄損傷を疑ったが、そ
の後の画像検査で橋梗塞が判明した。MRA で脳底動脈が腹側に屈曲しており、同部位の CT で斜台に垂直方向の骨折があった。
血管造影でも同部位で血管が狭窄していたことから骨折部位に脳底動脈が巻き込まれたことで血流が低下し、橋梗塞に至ったと推
察された。斜台骨折を伴う頭部外傷において、脳底動脈損傷による脳幹梗塞の可能性を考慮する必要がある。

DP11-2

前頭部打撲を契機に発症した外傷性後後咽頭間隙血腫により遅発性上気道狭窄をきたした 1 例

大阪府済生会野江病院

救急集中治療科

鈴木 聡史、清水 導臣、増茂 功次
【症例】80 歳代男性。脳梗塞と腰部脊柱管狭窄症を基礎疾患としてもつが、日常生活動作に問題はなかった。2 次予防目的にバイ
アスピリン・プレタールの抗血小板薬を内服していた。1 月某日に自宅近くの路上で足をすべらせ転倒し、前額部挫傷を認め当院
に救急搬送された。来院時、右肩から前腕にかけての疼痛を認めていたが明らかな打撲痕は認めていなかった。定型的に前額部の
創傷処置を施し帰宅の方針となっていたが、受傷約 2 時間後より呼吸苦を認めはじめ経過観察をしていたところ約 4 時間後の 14 時
に窒息状態になり、緊急で気管内挿管による気道確保を行った。Airway の安定化を図ったのち頭頸部・胸部 CT を撮影したとこ
ろ咽頭間隙と椎前間隙にそった軟部組織の濃度上昇と腫大を認め下咽頭から気管にかけての圧排があり窒息の原因病変と考えられ
た。MRI や造影 CT による精査では感染や腫瘍性病変を示唆する所見は認めず、経時的に消退することより血腫であると考えられ
最終診断は外傷性後咽頭間隙血腫（咽後血腫）と判断した。第 6 病日に抜管し、嚥下撮影により食事のクリアランスを評価しなが
ら経口摂取の形態をアップし第 32 病日に自宅退院となった。【考察】抗血小板薬など血栓止血系の抑制下での高齢者の転倒は ER
において common な病態であるが、外傷性後咽頭間隙血腫は uncommon である。致命的な転帰が来すことがあり文献的な考察を
加え本症例について報告する。

DP11-3

多発外傷後に肺血栓塞栓症を発症し、抗凝固療法が奏功した 1 症例

順天堂大学医学部附属練馬病院

救急・集中治療科

伊藤 櫻子、高見 浩樹、坂本 壮、小松 孝行、水野 慶子、関井 肇、野村 智久、杉田 学
多発外傷患者の治療中には，静脈血栓塞栓症（VTE）の発症リスクと出血リスクの双方を考慮して，VTE 予防の方法を選択する
必要がある．今回我々は、交通事故に伴う多発外傷の経過中に VTE を発症した症例を経験したため，文献的考察を交え報告する。
【症例】41 歳男性，バイクで走行中に乗用車と接触して受傷 ．Primary Survey では蘇生を要する問題は認められず，Secondary
Survey では左右多発肋骨骨折，右血気胸，左気胸，縦隔気腫，肝・腎損傷，右肘関節脱臼を認めた．胸腔ドレーンを挿入後に
ICU に入室して経過観察した．本症例は VTE 発症の高リスク群であり，出血性合併症のリスクを考慮して間歇的空気圧迫法（以
下 IPC）を行っていた．しかし第 7 病日に臓器損傷の経過観察目的で施行した胸腹部造影 CT で，下大静脈および右総腸骨静脈に
約 2cm，右肺静脈にも細かい造影欠損域を認め，VTE の発症を確認した．未分画ヘパリンの持続投与を開始し，以後大きな問題
無く経過してワーファリン内服に漸次切り替えた．第 26 病日に退院，第 46 病日の CT では血栓は消退傾向であり，6ヶ月間の内服
で投与終了予定としている．【考察】本邦の肺血栓塞栓症 / 深部静脈血栓症予防ガイドラインでは，多発外傷は VTE の高リスク群
であり，IPC あるいは低用量未分画ヘパリンの使用が推奨されている．しかし臨床現場では既に起きている外傷に対して，高リス
クとはいえ出血を助長する治療は躊躇されることが多い．本例の如く VTE は潜在的に発症している可能性があり，肺血栓塞栓症
のリスクを考慮すれば，モニタリング下に予防的な抗凝固療法を施行する事が必要だと考える．
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DP11-4

大都市郊外型救命救急センターにおける小児外傷症例についての検討

東京医科大学

1）

八王子医療センター

救命救急センター、2）恵泉クリニック

佐野 秀史 1）、弦切 純也 1）、大村 泰史 1）、星合 朗 1）、太田 祥一 2）
【背景・目的】八王子市は人口 56 万人の中核都市で 15 歳未満の小児は 7 万人在住している．その中で当院は唯一の救命救急センター
を有する．今回我々は当センターが小児外傷に果たす役割について検討することを目的に本研究を行った．【対象・方法】過去 5
年間，当センターに救急搬送された 15 歳未満の外傷 381 例を対象とし，来院時心肺停止は除外した．搬送記録から搬送経路・年齢・
性別・受傷機転・受傷部位・転帰などを抽出し検討した．【結果・考察】3 次搬送 75 例，2 次搬送 306 例で，平均年齢は 7.4 歳，男
女比は 3 : 1 であった．受傷機転は転倒・転落が最多で 44%，次に交通外傷が 39% であった．受傷部位は頭部が最多で 46%，次に
顔面が 34% であった．転帰は，8% が ICU・Intermediate Care Unit（ImCU）に入院し，13% が一般病棟に入院し，2% が Pediatric
ICU を有する近隣病院に転送となった．平均 ISS（Injury Severity Score）は ICU・ImCU 入院例で 14.5（2-42）
，転送例で 24.0（9-34），
一般病棟入院例で 5.9（1-17）であった．転送例の多くは重症頭部外傷症例で，いずれも長期的な集中治療管理が予想される症例
であった．外来から帰宅した 2 次搬送例のうち 1 例が遅発性消化管穿孔のため再入院となった．また，1 例は，交通外傷で 3 次搬送
され経過観察入院後に急性硬膜下血腫にて再入院となった．当センターは様々な重症度の小児外傷が搬送されるが，症状や所見が
乏しくとも厳重な経過観察が必要な症例があり，帰宅基準や CT 撮影基準を検討する必要があると考えられた．また，この結果を
参考に転院搬送の基準についても検討していきたい．

DP11-5

当院救命センターにおける電撃症 26 例の臨床的検討

熊本赤十字病院

第一救急科

岡野 雄一、高橋 大介、野田 慶太、加藤 陽一、大塚 尚実、原富 由香、山家 純一、桑原 謙、奥本 克己、井 清司
【背景】電撃症は稀な疾患ではあるが、その電気様式や通電経路により多彩な臨床症状を呈する為、重症度や予後の判断が難しい
救急疾患である。
【目的】臓器障害を呈し重症化した電撃症症例の臨床的特徴を明らかにする。【対象 / 方法】2006-2015 年の 10 年
間で当院に救急搬送された電撃症 26 例についてカルテより後方視的に検討した。【結果】受傷原因は高圧電線接触（10 例）
、家庭
用コンセント（8 例）、雷電流（4 例）の順で多く、入院加療は 13 例（50.0%）で、うち集中治療管理を要したのは 9 例（34.6%）
、
手術例は 6 例（23.1%）であり、熱傷部位デブリドマン（6 例）
、断端形成目的での外科的処置（4 例）が多かった。また雷による電
撃症では、全例身体が飛ばされたことによる多発外傷の合併しており、入院中に進行性に臓器障害が進展した例や、長期間精神科
フォローを要する例が多かった。【考察】集中治療管理を要した電撃症例を重症化群と定義すると、重症化群（9 例）は非重症化
群（17 例）と比較し、単変量解析にて高電圧（1000 ボルト以上）
（71.4% vs 23.5%; オッズ比（以下、OR）8.1［95% 信頼区間（以下、
95%CI）1.1-59.2］）
、 初 回 CPK 高 値（500U/L 以 上 ）（71.4% vs 17.6%;OR 11.2［95%CI 1.5-91.5］
）
、 外 傷 合 併（57.1% vs 13.3%;OR
10.0［95%CI 1.2-81.8］）、不整脈（66.7% vs 5.9%;OR 32.0［95%CI 2.8-370.0］
）が有意に多い結果であった。また多重ロジスティッ
ク回帰分析から、重症化に影響を与える因子は、年齢、高電圧、不整脈であった。
【結語】電撃症の診療には、重症化する危険因
子を把握しつつ、組織障害が進行しないか厳重な管理と長期のフォローアップが必要である。

DP11-6

墜落外傷の自殺未遂例における希死念慮の予測因子に関する検討

兵庫県災害医療センター

1）

救急部、2）神戸赤十字病院

心療内科、3）兵庫県こころのケアセンター

菊田 正太 1）、石原 諭 1）、古賀 聡人 1）、甲斐 聡一郎 1）、井上 明彦 1）、三木 竜介 1）、中山 伸一 1）、村上 典子 2）、加藤 寛 3）
【目的】墜落外傷の飛び降りの高さや身体的重症度と希死念慮との相関についての報告はない。墜落外傷の自殺未遂例の希死念慮
について、受傷機転を含む入院時に得られる情報に特徴があるかを検証する。【方法】2011 年 1 月から 2015 年 7 月に自殺企図によ
る墜落外傷で入院後、心療内科もしくは精神科による診療を受けた症例のうち、幻覚妄想状態により飛び降りをきたすことの多い
統合失調症圏（国際疾病分類 ICD10；F2）を除外し、精神科での入院継続を要した切迫する希死念慮を有する群（I 群）
、有さな
い群（C 群）について後方視的に比較検討した。検討項目は患者背景（年齢、性別、精神科病名、精神科通院歴）、受傷機転（飛
び降り階、着地点の性状）、Injury Severity Score（ISS）とし、統計解析は EZR で Mann-Whitney U 検定、Fisher の正確確率検定
を用いて危険率 5％未満を有意差ありとした。
【結果】I 群 13 例、C 群 27 例で年齢、性別に差はなかった。強迫性障害・適応障害（F4）、
うつ病などの気分障害（F3）、人格障害（F6）のほか複数の精神科病名がみられるものや診断名がつかないものもみられたが、両
群で差はなかった。精神科通院歴は I 群で多かった（I 群 92％、C 群 58％；p=0.04）
。飛び降り階の中央値は I 群 4 階、C 群 3 階と I
群で有意に高く（p=0.002）、飛び降り階を用いて切迫する希死念慮を予測した場合、ROC 曲線下面積は 0.789 と比較的良好であった。
また、4 階をカットオフ値とした際の希死念慮予測における感度、特異度はそれぞれ 69％、85％であった。なお、土・芝生といっ
た軟らかい地面への着地は C 群（50％）で多かったが有意差を認めず、ISS についても両群で差はなかった（I 群 22 点、C 群 21 点）。
【考察】統合失調症圏以外の墜落外傷の自殺未遂例において、精神科通院歴と飛び降り階による切迫する希死念慮の予測は有用で
あることが示唆された。
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デジタルポスター 12

DP12-1

気道・呼吸・呼吸管理③

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 2

NPPV を導入した septic shock 症例の後方視的検討

大阪警察病院

呼吸器内科

益弘 健太朗、緒方 嘉隆、光山 裕美、高田 創、金 成浩、矢賀 元、井原 祥一、南 誠剛、山本 傑、小牟田 清
【背景】septic shock では治療初期に十分な輸液量を要する。SIRS では血管透過性が亢進しているため、輸液量増加の結果、肺水
腫を呈し酸素化の悪化をきたすことが経験される。当科では septic shock と診断され低酸素血症を呈した患者に対し、即座に気管
内挿管に移行できる環境下に NPPV の導入を行っている。
【目的】NPPV を導入した septic shock 症例に対して、離脱の成否を各
種パラメーターから予測し得るか後方視的に検討した。
【症例】2012 年 1 月から 2015 年 5 月に NPPV を導入した septic shock 34 症
例を対象とした。【患者背景】男 19 例、女 15 例。年齢 80.7 ± 10.5 歳。原因疾患は肺炎 12 例、尿路感染症 9 例、胆道感染症 5 例、そ
の他 8 例。APACHEII 28.8 ± 7.8、SOFA 10.5 ± 3.7。【結果】離脱成功群 24 例、失敗群 10 例。失敗群は挿管移行症例や離脱出来ず
死亡した症例と定義。30 日生存率は成功群で 95.8%、失敗群で 50%。NPPV 装着期間は成功群 12.6 ± 8.1 日、失敗群 8.7 ± 8.6 日。離
脱成功に関与する因子を検討した。単変量解析では LDH（成功群 276 ± 147U/L、失敗群 550 ± 338U/L）
、Alb（成功群 2.3 ± 0.4g/
dL、失敗群 1.9 ± 0.5g/dL）、NPPV 導入後 3 日間の輸液 total balance（成功群 4.2 ± 2.8L、失敗群 8.7 ± 5.5L）
、導入後 24 時間の呼吸
数変化量（成功群－ 7.1 ± 6.9 回 / 分、失敗群－ 1.9 ± 2.9 回 / 分）で有意差を認めた。cut off 値を設定した所、LDH（≧ 450U/L: ＜
450U/L 37.5%:80.8%）、24 時間の呼吸数変化量（≧－ 5 回 / 分 : ＜－ 5 回 / 分 93.8%:50.0%）、3 日間の輸液 total balance（≧ 6L: ＜ 6L
30.0%:90.0%）で離脱率に有意差を認めた。多変量解析では LDH ＜ 450U/L（OR:6.99 95%CI:1.23-39.5）
、3 日間の輸液 total balance
＜ 6L（OR:30.0、95%CI:2.18-411）で有意に成功率が高かった。
【結論】単変量解析では LDH、Alb、3 日間の total balance、24 時間
の呼吸数変化量が、多変量解析では 3 日間の total balance や LDH が、NPPV 離脱の予測因子として示唆された。

DP12-2

小児の抜管後呼吸不全における、非侵襲的人工呼吸管理（NPPV）と Nasal high flow 療法（NHFT）の治療成績

神奈川県立こども医療センター

1）

林 拓也 、山田 香里 、永渕 弘之
1）

1）

救急診療科、2）神奈川県立こども医療センター

集中治療科

2）

「初めに」2010 年から小児の抜管後呼吸不全の予防に NPPV と nasal-DPAP 導入し、再挿管回避率の向上を本学会で発表している。
2014 年から NHFT を導入したため、NPPV と比較してその有用性を検討する。「対象、方法」2014 年 1 月から 2015 年 8 月まで、抜
管後呼吸不全あるいはその予防に NPPV または NHFT を行った症例のうち、3 歳以下または体重 20kg を満たす 212 例。内訳は、
NPPV37 例、NHFT175 例で、先天性心疾患周術期の挿管を -H 群、心手術以外の挿管を -NH 群に分類し再挿管回避率を検討。
「結果」
NPPV-NH 群 10%（3/30）、NHFT-NH 群 7.5%（4/53）
、NPPV-H 群 29%（2/7）
、NHF-H 群 10%（13/122）
。-NH 群の再挿管 7 例の
理由は、無気肺 3 例、神経筋疾患初発 2 例、覚醒不全 1 例、気胸 1 例。-H 群の再挿管 15 例の理由は、心不全 8 例、気道 7 例。NHFT
群の再挿管 17 例中 7 例は NPPV も無効で再挿管となった。
「考察」抜管後呼吸不全は、酸素化の悪化が主体であることが多く、そ
の対応、予防として、気道の開存や呼吸仕事量の軽減目的に PEEP を負荷することが有効である。-H 群の再挿管の半数は反回神経
麻痺や横隔神経麻痺で、今回の検討において、NHFT 群と NPPV 群で再挿管回避率は同等であった。Device や prong の簡便性、
快適性から、小児、特に乳幼児における抜管後呼吸不全およびその予防に対し、最初に NHFT の介入は有用であると考える。
「結語」
小児、特に乳幼児の抜管後呼吸不全、その予防に対して、NHFT は第一選択となりうる。

DP12-3

新生児 / 乳児用 High Flow Nasal Cannula 療法中の吸入酸素濃度

徳島大学

1）

医学部

医学科、2）徳島大学病院

臨床工学技術部門、3）徳島大学大学院

大西 沙紀 、近田 優介 、小野寺 睦雄 、大藤 純 、西村 匡司
1）

2）

3）

3）

病態情報医学講座

救急集中治療医学

3）

【目的】High flow nasal cannula（HFNC）療法は広く普及しつつある。HFNC 療法は通常の酸素療法より安定した酸素濃度を供
給できる。今回、HFNC ガス流量、呼吸パラメータが吸入酸素濃度に与える影響を調査した。【方法】HFNC には Optilow system
（Fisher&Paykel）を使用した。HFNC ガス流量は 3、5、7 L/ 分、酸素濃度 30、50、70% に設定した。自発呼吸シミュレータ、人
工呼吸器回路、模擬鼻腔で自発呼吸を模擬した。模擬自発呼吸は一回換気量 20、30、40 mL、呼吸回数 20、30 回 / 分、吸気時間 0.8
秒の斬減波とした。呼気側の酸素濃度を 1 分間測定し最後の 3 呼吸を抽出した。【結果】設定酸素濃度 30% の場合、ガス流量 3 L/
分のとき一回換気量 20、30、40 mL で吸入酸素濃度は 28.7 ± 0.5、28.2 ± 0.2、27.3 ± 0.2%、5 L/ 分で 30.3 ± 0.1、30.1 ± 0.1、29.4 ± 0.7%、
7 L/ 分で 30.2 ± 0.7、29.6 ± 0.3、29.2 ± 0.5 ± 0.4% であった。設定酸素濃度 50% の場合、ガス流量 3 L/ 分のとき一回換気量 20、30、
40 mL で 47.4 ± 0.7、45.0 ± 1.6、42.6 ± 1.7%、5 L/ 分で 48.8 ± 0.3、48.2 ± 0.0、47.0 ± 1.2%、7 L/ 分で 49.9 ± 0.1、49.7 ± 0.4、48.9 ±
0.0% であった。設定酸素濃度 70% の場合、ガス流量 3 L/ 分のとき一回換気量 20、30、40 mL で 64.0 ± 2.0、61.2 ± 1.0、57.4 ± 1.1%、
5 L/ 分で 67.3 ± 1.4、67.1 ± 0.6、62.8 ± 0.6%、7 L/ 分で 69.8 ± 0.0、69.7 ± 0.1、68.0 ± 0.2% であった。呼吸回数は吸入酸素濃度に影
響しなかった。【結語】一回換気量が大きくなるに従い誤差が大きくなった。設定酸素濃度が大きくなるに従い、設定酸素濃度と
の誤差が大きくなった。ガス流量が多くなるに従い酸素濃度は安定した。
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DP12-4

気管切開患者に対する高流量酸素療法の効果：附属キャップ位置の違いによる評価

神戸大学附属病院 集中治療部、2）神戸大学附属病院
徳島大学病院 ER・災害医療診療部

1）
4）

麻酔科、3）神戸大学附属病院

臨床工学部門、

三住 拓誉 1）、藤本 大地 2）、上野 喬平 2）、北 博志 3）、今中 秀光 4）、溝渕 知司 2）
【背景】経鼻高流量酸素療法は鼻腔に高流量ガスが流入することによって気道に陽圧環境を作り様々な臨床効果を生み出す酸素療
法である。我々は、気管切開患者に対する高流量酸素療法においてもデバイスの工夫によって同様の効果が得られるのではないか
と考えた。今回、F ＆ P 社の OptiflowTM 気管切開コネクタを用い、ガス流量を変化させ附属のキャップの位置を通常位と低位に
した場合で比較し、呼吸に対する影響を検討した。【方法】同意を得た呼吸機能の正常な術後気管切開患者 20 名に対し、コネクタ
を装着した状態で、酸素 40% ガス流量 20・40・60L/min の各状態においてキャップの高さを通常位（通常群）と低位（低位群）
に設置し、1. 食道内圧、吸気流量を測定し、圧容量曲線からその面積を積分して呼吸仕事量を計算 2. 気道内圧を測定 3. 動脈血液
ガス（pH,PaO2,PaCO2）を測定し、比較検討した。統計には Wilcoxon single-ranks test を用い P ＜ 0.05 を有意差ありとした。
【結果】
呼吸仕事量、血液ガス所見は、各ガス流量とも通常群と低位群の間で有意差を認めなかった。一方、平均気道内圧は全てのガス流
量において通常群と低位群の比較で有意差が認められた（中央値 mmHg: 20L/min 通常群 0.062、低位群 0.160; P ＜ 0.001: 40 L/min
通常群 0.338、低位群 0.918; P ＜ 0.001: 60 L/min 通常群 0.954、低位群 1.603; P ＜ 0.001）
。
【考察】キャップを低位に設置することによっ
て平均気道内圧が上昇することがわかった。これは、通常位に比べ低位にすることで気管内に流入する気流が増加したことが主な
原因であると考える。

DP12-5

High-flow nasal cannula 療法（NHF 療法）は人工呼吸器離脱成功に有効である

国立病院機構

1）

長崎医療センター

救命救急センター、2）国立病院機構

長崎医療センター

山田 成美 、白水 春香 、日宇 宏之 、増田 幸子 、中道 親昭 、高山 隼人 、谷脇 裕介
1）

1）

1）

1）

1）

1）

ME 機器センター

2）

【目的】当院では High-flow nasal cannula 療法（NHF 療法）を導入し高い人工呼吸器離脱成功率を得ている。そこで NHF 療法導
入前後の症例を検証し、臨床工学的な実験データを元に考察する。
【方法】NHF 療法導入前後の 2010 年から 2011 年と 2013 年から 2014 年で気管挿管お
よび人工呼吸器装着例の離脱成功率を比較する。また臨床工学部で得た実験データ
より人工呼吸器離脱成功要因を検証する。
【成績】NHF 導入前の抜管成功率は 297 例中 90.57％、抜管後に NPPV による陽圧換
気を要したのは 22 例だった。NHF 療法導入後の抜管成功率は 446 例中 94.17％、抜
管後は全て NHF 療法を行った。臨床工学部の実験データでは、気管切開を施行し
た患者 7 例でインスピロン T ピースによる酸素投与と High-flow による酸素療法を実
施し、High-flow による酸素療法で有意に心拍数が減少、吸気時・呼気時気管内圧
が上昇した。この結果より NHF 療法は自発呼吸サポート効果が高いと考えられ人
工呼吸器離脱時の酸素投与療法として有効と考えられた。
【結論】NHF 療法は人工呼吸器離脱に有効である。

DP12-6

2014 年におけるハイフローネーザルカヌラによる呼吸管理の解析

名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

東 倫子、日下 琢雅、海野 仁、眞喜志 剛、山本 尚範、江嶋 正志、田村 有人、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】当講座は，教育・診療・研究指針として策定した救急・集中治療管理バンドルの多くに，
「末梢気道開放バンドル」を
導入し，全身管理の向上を目標している。その一環として，ハイフローネーザルカヌラ（HFNC）の使用が，2014 年には増加して
きている。2014 年における当講座管理した HFNC による呼吸管理を解析した。
【方法と結果】2014 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31
日の 1 年間で，HFNC を用いた在室 2 日以上の集中治療症例を抽出した。該当症例は，全 18 例であり，平均年齢 71.6 ± 8.9 歳，ICU
平均在室日数 8.1 ± 3.9 日，ICU 入室日 APACHEII スコア 29.3 ± 4.3，予測死亡率が 66.9 ± 13.6 だった。疾患の内訳は間質性肺炎の
急性増悪が 6 例（33.3%）と最多であり，重症敗血症が 4 例（22.2%）
，肺高血圧症が 4 例（22.2%）だった。NPPV への移行は 4 例（22.2%），
気管挿管への移行は 1 例（5.6%）に留まっており，1 症例以外の全例で呼吸状態の改善が得られており，ICU 内死亡は 1 例（5.6%）だっ
た。しかし，28 日死亡は全例で 3 例（16.7%）であり，いずれも ICU 入室時から気管挿管を希望しない症例だった。【結語】
APACHEII スコアが高いにもかかわらず，生命予後は比較的良好だった。しかし，病棟移行後の管理については，再考が必要と
評価した。HFNC の使用により，多くの症例で NPPV や気管挿管を回避できており，生命予後の改善につながる可能性があると評
価した。
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重症度・予後評価

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 3

ICU 長期滞在症例の検討

信州大学医学部附属病院

集中治療部

三田 篤義、清水 彩里、大津 義徳、今村 浩
【背景】近年、高齢患者の増加や、ドクターヘリ搬送等による重症患者の集約化により、大病院における重症患者数は増加傾向に
ある。当施設の集中治療室（ICU）は満床が常態化しており、病床稼働を円滑に行うことが限られた医療資源を有効に活用する上
で重要である。そのような中、ICU 長期滞在を余儀なくされる症例があり、問題となっている。そこで、このような症例の特徴を
明らかにするために検討を行った。
【対象】当施設 ICU に 2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日の 1 年間に入室した患者 844 例のうち、
滞在日数が 14 日を超えた 29 例（3.4％）を本研究の対象とした。これらの症例について、その特徴、予後を検討した。
【結果】年
齢は中央値 65 歳（0～81 歳）、男女比 18：11、入室の原因となった疾患は、心血管疾患 12 例、呼吸器疾患 9 例、脳神経疾患 4 例、
腫瘍 2 例、その他 2 例で、11 例（37.9％）は感染を契機に病態が悪化し、ICU 入室となっていた。緊急入室が 20 例（69.0％）を占め、
APACHE スコアは 22.3 ± 9.2 点で、院内予測死亡率は 37.4 ± 26.4％であった。滞在日数は中央値 27 日（15 日～193 日）、予後は、
死亡退室が 11 例（37.9％）、入院死亡が 15 例（51.7％）で、ICU 滞在日数が 14 日以内の 815 例では死亡退室が 20 例（2.5％）
、入院
死亡が 42 例（5.2％）であったのに比べて高率だった。
【結語】ICU 長期滞在症例は全入室症例に占める割合は少ないが、超過日数
は多く、病床の有効活用の点で問題であった。救命できた症例がある一方、長期入室患者の予後は短期入室患者に比べて悪かった。
救命の努力は当然のことであるが、救命を期待できない症例に対しては、集中治療から緩和療法への切り替えのタイミングや、重
症管理を継続する必要がある慢性期症例をどう扱うかなど、検討すべき様々な問題があると考えられた。

DP13-2

ICU 長期滞在患者の背景と予後

水戸協同病院

1）

総合診療科、2）水戸協同病院

高木 雅生 、五十野 博基 、長谷川 隆一
1）

1）

救急・集中治療科

2）

【背景】 重症度が高い患者、重篤な合併症がある患者では ICU 滞在期間が長期化することが予想されるが、それらの背景や予後
についての報告は少ない。今回当院 ICU における長期滞在について検討した。
【方法】 2012 年 7 月から 2015 年 7 月までの 3 年間で、
2 週間以上 ICU に滞在した患者を対象とし、カルテ記載を基に入室時 APACHE2 スコア、年齢、性別、診療科、DIC の有無、敗血
症の有無、免疫不全の有無、手術の有無、輸血の有無、死亡率を調べ、滞在期間との関連や予後について検討した。なお免疫不全
の定義は糖尿病・肝不全・腎不全・悪性腫瘍の罹患、ステロイド・免疫抑制剤使用とした。【結果】 2 週間以上滞在した患者は 27
名で、男性 17・女性 10 例、平均年齢は 65 歳（18~91 歳）
、平均入室期間は 31.4 日（14~212 日）
、APACHE2 スコアは平均 14（4~23）。
診療科は外科系 9 例・内科系 18 例で、術後症例は 16 例、DIC 合併例は 11 例、最終転帰は死亡 6 例（死亡率 22.2%）であった。滞在
期間が長期化した原因は、原疾患によるものが 22 例と最も多く、内わけは敗血症が 14 例（63.6%）
、続いてくも膜下出血（SAH）
3 例（13.6%）、破傷風 2 例（9.1％）、ANCA 関連血管炎 1 例（4.54%）
、間質性肺炎 1 例、NMDA 受容体脳炎 1 例であった。上記敗血
症症例のうち 9 例（64.2%）は免疫不全症例であった。合併症により滞在期間が伸びたものは 3 例で、他には診断が困難で早期の適
切な治療介入ができずに滞在が長期化したもの 1 例、悪性腫瘍・心不全の終末期であるが抜管できずに長期化したものが 1 例であっ
た。
【考察】 長期滞在の主な原因は敗血症であり、免疫不全に関連する患者背景が大きなリスクとなっていた。さらに敗血症によ
る死亡例は 5 例あり、4 例で DIC を発症し血流障害に伴う臓器機能低下を来していた。【結語】 免疫機能の低下を伴う敗血症症例
では ICU の滞在期間が延長しやすく、予後も不良である。

DP13-3

術後集中治療患者における高ビリルビン血症の患者予後予測能に関する検討

神戸大学医学部附属病院

麻酔科

長江 正晴、巻野 将平、江木 盛時、溝渕 知司
【背景】術後 ICU 患者における入室後の高ビリルビン血症は、患者予
後と関連する事が知られている。しかし、患者予後予測におけるビリ
ルビン値の最適な評価方法や閾値はいまだ不明である。
【方法】本研
究は、2008～2013 年に 48 時間以上の術後集中治療を要し、術前検査
で血清総ビリルビン値が 2.0mg/dl 未満であった 2913 名を対象とした
後ろ向き研究である。入室直後、入室 1・2・4 日目、入室後 2 日間の
最高値、入室後 4 日間の最高値を抽出し、病院死亡との関係を受信者
動作特性（ROC）曲線下面積で評価した。
【結果】ROC 曲線下面積は、
入室直後＝ 0.60、入室後 1 日目＝ 0.61、2 日目＝ 0.64、4 日目＝ 0.63、
入室後 2 日間最高値＝ 0.59、入室後 4 日間最高値＝ 0.62 であり、入室
後 2 日目で最大であった。また、その cut-off 値は 1.9mg/dl であった（図
1）
。
【結語】術後集中治療患者の血清総ビリルビン値の上昇は死亡率
増加に有意に関連し、その予測能は ICU 入室 2 日目で最大であり、
cut-off 値は 1.9mg/dl であった。
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DP13-4

救急症例における初診時血中 NGAL 値の検討

熊本大学

医学部

附属病院

救急・総合診療部

金子 唯、笠岡 俊志
【背景】NGAL（neutrophil gelatinase-associated lipocalin）は急性腎傷害のバイオマーカーとして知られているが，近年，重症敗
血症や敗血症性ショックの予後や臓器障害との関連が報告され，NGAL 値と全身性炎症との関与が示唆されている．今回，当院救
急症例において初診時血中 NGAL を測定し，腎機能障害・全身性炎症を考慮して検討を行ったので報告する．
【方法】2014 年 3 月
から 5 月の間に熊本大学医学部附属病院救急外来を受診した症例のうち来院時採血で NGAL 測定を行った 44 例を後方視的に検討
した．腎機能障害の有無，炎症所見として血中 CRP 値との比較検討を行った．結果：年齢の中央値は 64 歳，男性は 61%，NGAL
の中央値は 83ng/mL であった．初診時血中 NGAL 値は，同血中クレアチニン値から計算した eGFR 45（mL/min/1.73m2）をカッ
トオフとした 2 群間で有意差を認めた［eGFR（＜ 45）: 163 v.s.（≧ 45）: 79.5, P=0.045］
．また eGFR 45 以上の症例（n=36）で，
NGAL 値と CRP 値の相関係数は 0.650（P ＜ 0.001）であった．
【考察】救急外来初診時血中 NGAL 値は従来の報告通り，腎機能障
害症例で有意な上昇を認めた．しかしながら腎機能非障害症例でも血中 NGAL 値の上昇は認められ，全身性炎症病態との関連が
示唆された．【結論】救急外来受診症例において，初診時血中 NGAL 値は腎機能障害および全身性炎症病態を予測する可能性が示
唆された．

DP13-5

救急入院患者の初期集中治療における管理失敗の予測因子についての検討

公立陶生病院

救急部

集中治療室

黒川 英輝、横山 俊樹、中島 義仁、市原 利彦、川瀬 正樹
【背景】当院では 2014 年 1 月より救命センターの開設とともに，救急からの入院症例のみを対象とした 12 床の救急部門集中治療室
（ER-ICU）を開設した．本 ER-ICU では中等症の救急入院患者の初期集中治療管理を主目的とし，4:1 看護体制としている．OpenICU 体制として主科管理体制を基本としている．集中治療医常勤体制をとらないため，患者の重症化の予測が重要であると考えて
いる．
【方法】2014 年 1 月～12 月の 1 年間に当院 ER-ICU に入室した患者のうち，48 時間以上 ER-ICU に滞在した症例を対象とする．
ER-ICU にて管理を行いながらも院内死亡，もしくは増悪した結果 semi-closed システムをもつ general-ICU へのステップアップ入
室のいずれかを「ER-ICU 管理失敗」と定義し，ER-ICU 入室時の患者背景，バイタルサイン，臨床検査値等についてロジスティッ
ク回帰分析を用いて多変量解析を行った．
【結果】期間中 ER-ICU 入室した 1577 例のうち，48 時間以上 ER-ICU に滞在した 395 例（年
齢 72.9 ± 12.4 歳，男 253 例 / 女 142 例）について検討を行った．うち 35 例が入院中に死亡，9 例が general-ICU へステップアップ入
室となっていた．全体の APACHE-2 は 15.9 ± 6.1 点，SOFA は 3.8 ± 2.6 点だった．ロジスティック回帰分析にて単変量解析を行っ
た 結 果， 年 齢，ADL 不 良， 心 拍 数， 呼 吸 数，GCS，Ht， ア ル ブ ミ ン，CRP，Lactate，APACHE-2，SOFA が 選 択 さ れ た．
APACHE-2 及び SOFA については有意な相関関係（r=0.611, p ＜ 0.0001）を認めたため，多変量解析では SOFA を除外し検討を行っ
た．その結果，多変量解析では呼吸数（p=0.0119, OR 0.947, 95%CI 0.907-0.988）
，Lactate（p=0.0459, OR 0.905, 95%CI 0.820-0.998），
APACHE-2（p=0.0384, OR 0.936, 95%CI 0.879-0.996）が有意に選択された．
【考察】救急入院患者初期集中治療においては，初期
の重症度の把握とともに，Lactate や呼吸数の評価が重要であり，早期の循環動態やバイタルサインの評価が重要と考えられた．

DP13-6

敗血症患者の救急外来滞在時間と ICU 入室後の予後に関する検討

倉敷中央病院

救急科

佐藤 瑞樹、岡本 洋史、福岡 敏雄
【背景】救急外来を受診する患者において、救急外来滞在時間延長に影響を与える因子を検討した研究は多数認めるものの、救急
外来滞在時間延長と予後との関連を調べた研究は少ない。
【目的】ICU に入室した敗血症患者の救急外来滞在時間と ICU 入室後の
予後との関連を調査する。【方法】2013 年 4 月 16 日から 2015 年 3 月 31 日までに ICU 入室となった全ての敗血症患者を対象とした。
入室時に敗血症以外の急性疾患を合併していた患者は除外した。患者情報、予後に関する情報など、全ての情報は電子チャートか
ら後方視的に収集した。ICU 入室後の予後に関しては、Primary outcome を ICU 滞在日数、Secondary outcome を ICU mortality
とした。救急外来滞在時間とこれら予後との関連を重回帰分析、ロジスティック回帰分析を用いて検討した。共変量として年齢、
性別、他院紹介の有無、walk-in 患者と救急搬送患者、24 時間救急医が常駐の有無、APACH II スコアを調整した。
【結果】合計
179 人の敗血症患者が対象となった。年齢は中央値 74 歳（66-82）、男性 105 例（58.7%）、救急搬送されたのは 140 例（78.2%）
、
APACHE II スコアの中央値 18 点（13-21）であった。救急外来滞在時間、EICU 滞在日数はそれぞれ 190 分（139-269）
、4 日（3-9）
であり、ICU mortality は 18 例（10.1%）であった。救急外来滞在時間と ICU 滞在日数との間には相関関係を認めなかった（Odds
比 0.48; 95% 信頼区間 0.21 to 1.06）。救急外来滞在時間と ICU mortality との間にも相関関係を認めなかった（R2=0.13, 標準化係数
＝ -0.09; 95% 信頼区間 -1.22 to 0.34）。【結語】ICU 入室が必要な敗血症患者において、救急外来滞在時間と予後との間には関連を認
めなかった。
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デジタルポスター 14

DP14-1

心臓・循環・体液管理②

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 4

FloTrac/VigileoTM と LiDOCOrapidTM による心拍出量・stroke volume variation の比較

愛媛大学

医学部

1）

附属病院

集中治療部、2）愛媛大学

医学部

麻酔・周術期学、3）愛媛大学

医学部

附属病院

手術部

池宗 啓蔵 、出崎 陽子 、小西 周 、中西 和雄 、西原 佑 、藤井 園子 、菊池 幸太郎 、関谷 慶介 、土手 健太郎 、
萬家 俊博 2）
1）

1）

2）

3）

2）

2）

2）

2）

1）

近年、arterial waveform analysis 法を用いた循環指標測定機器が低侵襲であるため輸液管理などによく用いられるようになって
きた。今回我々は、術後患者において、心拍出量（CO）と stroke volume variation（SVV）を、FloTrac/VigileoTM（FT）と
LiDCOrapidTM（LD）の 2 種類で比較検討した。なお当研究は愛媛大学医学部倫理委員会の承認を得て行った。
【方法】人工呼吸下
にある自発呼吸のない術後 ICU 入室患者 6 名を対象とした。循環動態の安定を確認後、FT と LD により合計 20 分（19-22 分）間、
それぞれのデバイスでの CO と SVV を 1 分ごとに同時測定した。
【結果】合計 123 ポイントの結果が得られた。CO、SVV の相関係
数（r2）はそれぞれ 0.687、0.555 であった。Bland-Altman analysis では、CO の bias が 0.14L/min、precision は 1.56L/min であり、
Upper/Lower limit of agreement はそれぞれ 1.70、-1.42L/min であった。CO の percentage error は 46.6％であり臨床上許容される
限界値 30％を超えていた。また SVV の解析結果は bias が 0.62％、precision は 5.37％と大きく、Upper/Lower limit of agreement
はそれぞれ 5.99、-4.75 と広範囲となっていた。2 種類のデバイスで測定された SVV が 12％以上を「輸液反応性有り」と仮定した場
合、判定が FT と LD で不一致であったものが総数で 24 ポイント（19.5％）にみられた。また患者別でみると 6 人中 1 人で 84％のポ
イントが一致していなかった。【結論】FT と LD の一致度は高くなく、CO に比べて特に SVV 値での差が大きく、輸液反応性を判
断する場合には、同一患者でも用いるデバイスによっては異なる判断となる場合が発生しうると思われた。

DP14-2

Estimated continuous cardiac output による cardiac output と stroke volume variation の測定

慶應義塾大学医学部

麻酔学教室

鈴木 武志、鈴木 悠太、伊東 真吾、奥田 淳、御園生 与志、上田 朝美、森崎 浩
【目的】近年 arterial pressure based cardiac output（APCO）などの低侵襲循環モニターが普及し、心電図とパルスオキシメータ
―から cardiac output（CO）や stroke volume variation（SVV）を測定できる estimated continuous cardiac output（esCCO）が
開発された。心臓外科術後における、esCCO と APCO の相関性を検
討した。【方法】心臓外科予定手術患者 14 名を対象とした。APCO の
測定にはフロートラックセンサーを使用し、術中は APCO を指標と
し た 循 環 管 理 を 行 っ た。 集 中 治 療 室 入 室 時 か ら APCO と と も に
esCCO による持続的モニタリングを開始し、帰室時と術後 1 日目の 0、
3、6 時の計 4 点でデータを採取した。APCO および esCCO により測
定された CO と SVV の相関関係をピアソンの相関係数にて解析し、p
＜ 0.05 を有意とした。【結果】サンプル数は計 56 点であった。APCO
および esCCO による CO と SVV の結果を図 1 に示す。CO と SVV 両項
目において、APCO と esCCO に有意な相関関係を認めた（CO: r=0.7、
p ＜ 0.01、SVV: r=0.51、p ＜ 0.01）。【結論】esCCO によってさらに低
侵襲に循環評価が可能となる。

DP14-3

定量化毛細血管再充満時間（Q ∽ CRT）と組織灌流に係る研究：救急初療室におけるショックとの相関

横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター、2）横浜市立大学医学部

1）

救急医学教室、3）横須賀共済病院

酒井 拓磨 1,2）、藤井 裕人 2,3）、土井 智喜 1,2）、六車 崇 1,2）、春成 伸之 1,2）、安部 猛 1,2）、森村 尚登 1,2）
【背景】我々は非侵襲的なショックの評価を目的とした測定機器を開発し、集中治療室症例において定量化毛細血管再充満時間
（quantitative capillary refill time: Q-CRT）が乳酸値と相関することを報告した（Emerg Med J 2015;32:6 444-448）
。
【目的】重症
救急症例の病院搬入時における Q-CRT と乳酸値の関係について検討すること。
【方法】対象は当院救命救急センターへ搬送された
98 例。試作した自動指尖圧迫装置をパルスオキシメータ（OLV-3100・日本光電）と接続し被検者の示指へ装着して Q-CRT を測定
した。得られた Q-CRT とショックの指標としてのパラメータ（乳酸値、塩基欠乏、収縮期血圧、心拍数、呼吸数）との相関をス
ピアマンの順位相関係数を用いて検討した。また、Q-CRT が乳酸値もしくは塩基欠乏の予測因子となるか重回帰分析を用いて検
討した。
【結果】98 例中、男性は 67 例（68%）、外因性疾患は 48 例（49%）であった。年齢、APACHEII の平均値はそれぞれ 54 歳、
13 点であった。Q-CRT と各パラメータの相関は、乳酸値（ρ =0.019、p=0.86）
、塩基欠乏（ρ =0.11、p=0.31）
、収縮期血圧（ρ
=-0.028、p=0.80）、心拍数（ρ =0.094、p=0.39）、呼吸数（ρ =0.049、p=0.65）であった。また、重回帰分析の結果、乳酸値もしく
は塩基欠乏と、Q-CRT との間で有意な関連は認めなかった。
【考察】今回、Q-CRT がショックと関連しなかった原因として軽症例
が多く、選択バイアスの可能性があること、救急初期診療中の患者であり体動を完全に除去できなかったこと、病態が変化してい
る中での 1 回のみの測定であり、病態の本態を表していない可能性があることが考えられた。
【結語】救急初期診療において
Q-CRT はショックと相関しなかった。今後は病態別に検討するとともに、Q-CRT を経時的に測定し、病態モニタリングの動的指
標として研究を行う必要がある。
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DP14-4

脈波伝搬時間により脈圧変化を予測できるか？

高知大学医学部

麻酔科学・集中治療医学講座

山下 幸一、矢田部 智昭、立岩 浩規、田村 貴彦、阿部 秀宏、横山 正尚
【目的】日常診療において循環管理は依然として血圧で行われている。そのため観血的動脈圧を測定しない場合には急激な循環変
動をリアルタイムに捉えることは困難である。今回、血流の運動方程式から導かれる脈圧（PP）と脈波伝搬時間（PWTT）間の
理論式（PP = α PWTT + β）を動物実験で検証し、PWTT が非侵襲的に PP を測定する新たな循環管理指標となる可能性を検討
した。
【方法】高知大学動物実験委員会の承諾後、豚 3 頭を対象に研究を実施した。ケタミン、ミダゾラムにより全身麻酔を導入
し気管挿管を行った。麻酔導入後、心電図、大腿大動脈圧、プレシスモグラムをポリグラフシステム（RMT-1000、日本光電、東京）
で記録し、酸素―イソフルラン、ケタミン、ベクロニウムで麻酔を維持した。循環が安定した後ノルアドレナリン、ニトロプルシ
ド、エスモロール、ドブタミンを投与し血圧± 30％または頸動脈血流量± 30％まで変化させそれぞれ 15 分間 PWTT と PP を同時
に測定した（各 400 ポイント）。相関関係はスピアマン順位相関係数を用いた。【結果】PP と PWTT 間の関係は、（Case1）PP =
-0.3 PWTT + 116、ρ = -0.77, p ＜ 0.0001（2000 ポイント）
、
（Case2）PP = -0.3 PWTT + 111、ρ = -0.89, p ＜ 0.0001（2000 ポイ
ント）、（Case3）PP = -0.3 PWTT + 116、ρ = -0.87, p ＜ 0.0001,（2000 ポイント）であった。【考察・結語】PWTT と PP 間には、
傾き -0.3 の直線的な関係があることが明らかとなった。切片の差から個体差はあるものの PWTT から PP の変化を捉えることが可
能と考えられた。PWTT はリアルタイムに PP 変化を捉えることが可能な循環指標と考えられる。

DP14-5

術中 RPP 抑制は術後カテコラミン量に影響するか―短時間作用型β 1 遮断薬による抗虚血効果の検討―

大阪大学

医学部附属病院

麻酔・集中治療医学教室講座

前畠 慶人、藤野 裕士
近年 , 手技の工夫により低心機能患者への心臓手術が拡大施行されている . 当院では同患者の僧帽弁置換術（MVR）は on pump
beating 下に短時間作用型β 1 遮断薬であるランジオロール（オノアクト）を高用量投与し , 心拍数を抑制して手術の補助を行って
いるが , 低心機能での心拍数抑制は長期予後として心機能の保持ま
たは改善が報告されている .【方法】MVR を施行した低心機能症
例 11 例（DCM8 例 ,ICM3 例 ） を 対 象 と し , 術 中 の RPP（rate
pressure product ＝心拍数×収縮期血圧）と ,pump off 後のカテコ
ラミン使用量（Vasoactive inotropic score（VIS）に投与時間（分）
を加味して t-VIS として試算）との相関を検討した .【結果】RPP
と VIS 間 に は 高 い 負 の 相 関（p ＜ 0.05） が み ら れ た .【 考 察 】 高
RPP ＝心筋虚血のため心機能が低下し多量のカテコラミンを要す
ると考えていたが , 低心機能患者の RPP は心筋保護より心機能その
ものの指標になっている可能性がある . 心室容量や壁厚を因子とす
る心室ストレスの影響 ,DCM や ICM の病態の差異 ,preconditioning
などの関与を , データ測定時機を含め共に検討する必要がある .

DP14-6

豚敗血症モデルにおけるブドウ糖初期分布容量の変化の検討

弘前大学

1）

医学部

附属病院

集中治療部、2）弘前大学大学院

医学研究科

麻酔科学講座

橋場 英二 、斎藤 淳一 、葛西 俊範 、赤石 真啓 、丹羽 英智 、櫛方 哲也 、廣田 和美 2）
1）

2）

2）

2）

1）

2）

豚敗血症モデルにおいて、中心部細胞外液量を示すブドウ糖初期分布容量（IDVG）を他の体液量評価法と共に測定した。【方法】
倫理委員会承認後、豚 8 頭を使用しエンドトキシン（ET, 15-20 μ g/kg）により敗血症モデルを作成した（敗血症群 5 頭、コントロー
ル群 3 頭）。輸液は乳酸リンゲル液（4 mL/kg/hr）を投与した。IDVG は 2g のブドウ糖で測定し、Bp、HR、CVP、CO、胸郭内血
液量（ITBV）などは PiCCO を使用した。循環の維持にはドブタミンを使用した。測定は ET 投与前、投与後 1、2、4、5 時間目に
行った。統計学的検討は、RM-ANOVA with Dennett’s test
により行い、P ＜ 0.05 を有意差ありとした。【結果】敗血症群
の各測定値の変化を表に示した。ET 投与による敗血症ショッ
ク時、IDVG/BW、ITBV は有意な低下を示したが、CVP は変
化しなかった。コントロール群では、IDVG に有意な変化は認
められなかった。
【結語】ET 誘発敗血症性モデルにおいて
IDVG は有意な低下を示すことが分かった。IDVG は敗血症に
おいても心臓前負荷の一指標となる可能性が示唆された。
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（金） 13：30～14：30
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腋窩動脈大腿動脈バイパス術により救命し得た急性大動脈閉塞の一例

新潟市民病院

1）

救命救急循環器病脳卒中センター、2）魚沼基幹病院

池上 かおり 1）、田嶋 淳哉 1）、佐藤 信宏 1）、吉田 暁 1）、井ノ上 幸典 1）、関口 博史 2）、宮島 衛 1）、田中 敏春 1）、熊谷 謙 1）、
広瀬 保夫 1）
【症例】60 代男性。
【既往歴】なし。【現病歴】某日夕方、入浴時に突然、激しい両下肢から腰部の疼痛を自覚し、歩行できなくな
り救急要請。
【経過】来院時、意識清明、顔面蒼白、BP 205/105 mmHg、HR 132 /min、洞調律、頻呼吸、SpO2 96％、BT 36.1 度。
腹部は膨満だが軟で圧痛なし。両下肢の冷感著明、暗紫色、両側大腿動脈・足背動脈は触知できず、麻痺、感覚脱失を認めた。造
影 CT で上行大動脈内に血栓あり。腹部大動脈は腎動脈下から総腸骨動脈に至るまで完全血栓閉塞を認めたが、左右ともに内外腸
骨動脈分岐部から再び造影された。すぐに手術室へ搬入し、大腿動脈より Fogarty バルンカテーテルによる血栓除去を行ったが、
開通得られず、発症 5 時間後に左腋窩－両側大腿動脈バイパス術を施行し、発症 6 時間後に血行再建した。直後より再灌流障害に
よる横紋筋融解、急性腎障害を発症し、CPK 262.691 U/l まで上昇した。集学的治療を行い、第 27 病日に透析を離脱した。下肢の
筋力低下は残存したが、受動的に立位が可能な状態まで回復し、第 69 病日にリハビリ目的に転院した。血栓性素因については精
査したが明らかな原因は特定できなかった。
【考察】急性大動脈閉塞症は、集中治療領域の進歩などにより死亡率は低下しているが、
いまだ予後不良とされる。本例では非解剖学的バイパス術を選択したが、腸管虚血や皮膚壊死などの合併なく、両下肢温存のうえ
救命し得た。非解剖学的バイパス術は、文献的にも有用性が報告されており、低侵襲で予後の改善を期待できる治療方法と思われ
た。

DP15-2

修正大血管転位症に対する三尖弁置換術後に中心静脈圧上昇を伴わない心タンポナーデを認めた一例

鹿児島大学

1）

医学部

麻酔科、2）鹿児島大学

医学部

集中治療部

長嶺 嘉通 、原田 浩輝 、岩川 昌平 、中原 真由美 、長谷川 麻衣子 1）、安田 智嗣 2）、垣花 泰之 2）、上村 裕一 1）
1）

1）

1）

1）

【症例】患者は 48 歳の女性。15 歳時に修正大血管転位症と診断された。数ヶ月程前から体心室側房室弁逆流（解剖学的三尖弁逆流）
によるうっ血性心不全が増悪してきたため、今回人工弁による三尖弁置換術が施行された。
【術後経過】ICU 入室後の循環動態は
比較的安定しており、CCI ＞ 2.2L/min/m2、SvO2 ＞ 65% が維持された。術後 2 日目に人工呼吸器を離脱し、順調にカテコラミンを
減量していたが、術後 3 日目の朝から徐々に血圧が低下し、末梢冷感も出現した。収縮期血圧は 60mmHg まで低下し、CCI 1.5L/
min/m2、SvO2 53% と低心拍出量症候群が疑われた。肺動脈カテーテルの圧所見は PAP 28/18mmHg、CVP 8mmHg であった。経
胸壁心エコー検査では全周性に心嚢液貯留を中等量認め、機能的右室の圧排はごく軽度であったが、機能的左室の EF は著明に低
下を認めた。心嚢ドレーンをローラーでミルキングしたところ、約 200ml の血性排液を認め、その直後に EF と循環動態の明らか
な改善を認めた。【考察】本症例の低心拍出量症候群の原因は心タンポナーデと思われた。通常、心タンポナーデはまず右心系が
圧排され、CVP 上昇を伴う血圧低下をきたすことが多い。しかし、本症例のような修正大血管転位症では解剖学的には右室であ
る機能的左室が心嚢液による圧排を受けやすく、機能的右室よりも機能的左室に拡張障害が強く現れた結果、CVP は上昇せず、
EF が低下した可能性が考えられた。【結語】心臓血管外科術後において最も注意すべき合併症のひとつに心タンポナーデがある。
今回、我々は修正大血管転位症患者の CVP 上昇を伴わない心タンポナーデの一例を経験した。心臓血管外科術後のショックでは
肺動脈カテーテル所見と心エコー検査を組み合わせ、積極的に心タンポナーデを除外し、心タンポナーデと診断した場合は迅速に
介入すべきである。

DP15-3

持続性心室頻拍で来院し、早期に体外循環導入を行い、救命し得た劇症型心筋炎の一例

東京都立多摩総合医療センター

循環器内科

小木曽 正隆、田中 博之、山田 千翔、大野 睦記、巴里 彰吾、磯貝 俊明、加藤 賢、手島 保
症例は 29 歳、女性。入院二日前に発熱を自覚し、当院救急外来受診し感冒の診断で対症療法で帰宅となった。その後、解熱は得
られたものの動悸、めまいを認めたため、当院救急外来受診。心電図で持続性心室頻拍を認めており、血圧も収縮期血圧 80mmHg
と低下を来していたため電気的除細動 150J で停止させた。停止後の心臓超音波検査では左室駆出率は 10% とび漫性左室壁運動低
下を認め、採血で心筋逸脱酵素の上昇を認めたため、緊急冠動脈造影検査を行ったが、冠動脈に有意狭窄はなく、心筋炎の診断に
至った。カテーテル検査中も持続性心室頻拍が頻発したため、循環動態不安定と判断し、大動脈内バルーンパンピング（IABP）
、
経皮的心肺補助装置（PCPS）を挿入し、右室生検を行い、集学的管理を行った。第 5 病日までは心機能の改善乏しく、補助人工
心臓の導入なども検討されたが、第 6 病日に顕著に心機能は回復した。経時的に左室壁運動の改善を認め、順次 PCPS、IABP、人
工呼吸器を離脱し、合併症もなく、独歩にて退院となった。退院時の左室駆出率は 60％まで回復しており、第 1 病日に行った右室
生検の結果では心筋細胞にリンパ球浸潤と心筋細胞の変性・消失を認め，ウイルス性心筋炎に矛盾しない所見であった。劇症型心
筋炎の治療において補助循環の適応は、致死的不整脈と心ポンプ失調による低心拍出状態とされているが、導入時期を誤ると状態
は急激に悪化し、死に至る可能性もあるため、導入時期は慎重に選択されるべきである。今回、我々は来院後心肺停止となる前に
体外循環導入することで、救命し良好な転帰をたどった劇症型心筋炎の一例を経験したので文献的考察を加えて報告する。
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DP15-4

経皮的心肺補助装置搭載型 Mobile CCU による劇症型心筋炎例の搬送

済生会熊本病院

集中治療室

中村 通孝、西上 和宏、柴田 啓智、管田 塁、高山 洋平、永野 雅英、高志 賢太郎、坂本 美賀子、上杉 英之、中尾 浩一
【背景】劇症型心筋炎は急激に発症し、ポンプ失調や重篤な不整脈を併発して、急速な経過で心肺危機に陥り、時に死亡に至る。
近年従来では救命困難であった劇症型心筋炎例が、大動脈内バルーンパンピング（intraaortic balloon pumping, IABP）
、経皮的心
肺補助（percutaneous cardiopulmonary support, PCPS）
、補助人工心臓（ventricular assistant device, VAD）の使用により救命
可能となり、積極的な急性期救命治療が提唱されているが、すべての施設で施行できる治療ではなく、VAD 治療可能な施設への
搬送も重要となる。今回、劇症型心筋炎に対して IABP/PCPS を導入した直後、IABP/PCPS 搭載型 Mobile CCU にて転院搬送し
た症例を経験したので報告する。【症例】元来健康な 56 歳男性、1 週間前より上気道炎症状を認め、5 日前から左下腿の腫脹と疼痛
を認め筋痛症の診断で近医に入院。2 日後 39 度台の発熱と CK：5025IU/L を認めた。この頃より胸部不快感が出現し、心エコーに
て心嚢液の貯留と下壁の壁運動低下を認めた。さらに呼吸困難と心電図での II/III/aVF/V1-4 での ST 上昇を認めたため当院に紹
介となった。緊急冠動脈造影検査では冠動脈に異常を認めず、心筋炎の疑いで心筋生検を施行した。ノルアドレナリン投与下で収
縮期血圧は 70mmHg 台であったため、IABP を留置し ICU に入室した。帰室後、持続性心室頻拍と洞不全症候群が出現。心エコー
上、心機能も低下傾向であったため人工呼吸器管理とし、PCPS と経静脈ペーシングを留置した。その後も vital は不安定であり、
VAD での加療も必要と判断し、転院搬送方針とした。当院に導入していた IABP/PCPS 搭載型 Mobile CCU を用い、2 時間をかけて、
合併症無く転院搬送できた。【考察】循環補助装置の進歩により、IABP/PCPS 搭載型 Mobile CCU での転院搬送の必要性が予想さ
れる。搬送時に安全面で考慮したこと、必要であった機材、各職種間での連携など、改善点も踏まえ報告する。

DP15-5

PCPS 下開腹術の経験

久留米大学病院

1）

臨床研修管理センター、2）久留米大学病院

高度救命救急センター

増田 健 、下条 芳秀 、中西 未来 、宇津 秀晃 、高須 修 、山下 典雄 2）、疋田 茂樹 2）、坂本 照夫 2）
1）

2）

2）

2）

2）

【はじめに】十二指腸潰瘍穿孔による汎発性腹膜炎、敗血症性ショックから心肺停止となり PCPS 導入下に開腹術を施行し救命で
きた症例を経験したので報告する。【症例】64 歳、男性。3 日前より腹痛、下痢、食欲不振が出現し近医を受診した。内服加療す
るも腹痛は改善しなかった。搬入当日朝、気分不良あり救急要請された。救急隊によりショック状態と判断され、ドクターヘリに
て当センター搬入となった。【既往歴】心筋梗塞、糖尿病、高血圧、慢性腎臓病【経過】搬入時、意識清明。血圧 85/47 mmHg、
脈拍数 98 / 分、呼吸数 33 回 / 分、体温 38.9℃。腹部 CT 検査にて腹部全体に free air、腹水を認め下部消化管穿孔を疑い緊急手術
の方針となった。敗血症性ショックに対しては初期輸液療法、ノルアドレナリンを開始し、さらに心機能の低下に対してドブタミ
ンを併用した。手術室にて全身麻酔を導入後、開腹直前に心室細動となり ACLS に基づき心肺蘇生を開始した。除細動とアドレナ
リン投与にて一時的に心拍再開するも心室細動を繰り返したため PCPS、IABP を導入。導入後まもなく開腹手術を開始した。開
腹すると十二指腸球部前壁に約 1cm の穿孔を認め、縫合閉鎖、大網被覆術を行った。続けて心臓カテーテル検査を行ったが致死
的不整脈を来すような病変はなかった。ICU 帰室前の頭部 CT では明らかな低酸素脳症の所見は認めなかった。術後呼吸循環とも
に安定し第 2 病日に PCPS 離脱。また、意識レベルも GCS9T（E3VTM6）を確認できた。第 3 病日 IABP を抜去。第 10 病日に人工
呼吸器を離脱。第 23 病日には独歩にて転院した。

DP15-6

病的肥満のうっ血性心不全患者に対するヘマトクリットモニタリング下 ECUM の有用性

堺市立総合医療センター

集中治療科

村上 紗羅、熊澤 淳史、青柳 健一、小畠 久和、小原 章敏
【はじめに】極度の体液過剰を呈したうっ血性心不全患者に対し利尿薬のみでの治療が難しい場合、ECUM を用いての積極的除水
を行うことが考慮される。当院ではヘマトクリット（Ht）の推移をモニタリングし除水量を決定することにより、効率的かつ短
期間に適切な除水を行うことが可能と考えている。今回、病的肥満のうっ血性心不全患者に対して ECUM を用いて管理し得た一
症例を提示する。
【症例】38 歳女性。受診 3ヶ月前より咳嗽出現、10 日前より臥床困難となり近医を受診した。低酸素血症、胸部
レントゲン上のうっ血所見からうっ血性心不全と診断され、人工呼吸管理を行うも低酸素血症が遷延し当院紹介となった。来院時
BP174/121mmHg、HR168bpm（Af）、CVP18mmHg、BW145kg（BMI58）
。レントゲン上のうっ血所見の他、高度全身浮腫を認
めた。高度肥満による高心拍出心不全と診断し、利尿薬と ECUM の併用による除水を開始した。Ht が一定となるように適宜除水
量を調節し、少量の除水で Ht が変動し始めた第 7 病日には BW109kg、CVP7mmHg となっており、この時点で ECUM を終了した。
第 7 病日に人工呼吸器から離脱し、第 11 病日に ICU を退室した。
【考察】うっ血性心不全に対し、Ht モニタリング下での ECUM は、
利尿薬による治療と比較して合併症を増やすことなく除水を可能にする報告があるが、今回のような大量除水に関する報告はな
い。Ht が一定に保たれることは、Hb の喪失がない限り、血管内血液容量が一定であることを示し、Ht を持続モニタリング下に除
水速度を調節することで、本症例のような大量除水が必要な症例においても、腎機能低下、血栓塞栓症などの合併症を起こすこと
なく ECUM を施行可能にすると考えられる。一方、今回の症例では、血管内容量を一定に保っていると推測される中でも CVP の
低下を認めた。CVP は通常右室拡張末期容量と右室壁のコンプライアンスに規定されるが、浮腫によって生じる間質圧が大きく
影響している可能性がある。
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急速に進行した意識障害と両下肢脱力で精神疾患と診断されていた成人 T 細胞白血病の 1 症例

潤和会記念病院

1）

集中治療部、2）潤和会記念病院

麻酔科

䅏田 一旭 、樋口 和宏 、中村 禎志 、濱川 俊朗 、成尾 浩明 1）
1）

1）

2）

1）

成人 T 細胞白血病（ATL）は HTLV 1 感染を原因とする疾患である．皮膚病変，リンパ節腫大，肝脾腫，高 Ca 血症などがあり，
中枢神経，肺，消化管などの多臓器に浸潤し，様々な症状を呈する．われわれは，当初，進行性両下肢脱力で精神疾患を疑われ，
急速に意識障害となった ATL 患者を経験したので報告する．【患者】60 歳台，男性【既往歴】なし．【現病歴】16 日前より両下肢
脱力が出現し，6 日前より歩行時のふらつきが強くなり整形外科を受診したが，異常は認めなかった．次第に増悪し歩行困難とな
り神経内科を紹介受診した．両下肢の筋力低下と腱反射消失を認めた．神経伝導速度と脊髄 MRI で異常を認めず身体表現性障害
を 疑 わ れ た． 翌 日， 下 肢 脱 力 と 吐 気， 意 識 障 害 で 救 急 搬 送 さ れ た．
【 所 見 】JCS：1， 体 温：36.7 ℃， 脈 拍：55/ 分， 血 圧：
130/82mmHg，SPO2：98%． LDH:537IU/L，CK:387IU/L．頭部 CT 検査で頭蓋内病変は認めなかった．
【入院経過】第 2 病日に
見当識障害が出現し意識障害が進行した．Ca:11mg/dL で上昇していなかった．髄液検査で髄液圧の上昇，タンパク量増加，T リ
ンパ球系異型細胞を認めた．胸腹部 CT で全身リンパ節腫脹と肝脾腫，頭部 MRI で側脳室周辺の高信号があった．また，抗
HTLV-1 抗体陽性，可用性 IL-2 受容体：7950IU/mL，さらに末梢血に花冠状細胞（ATL 細胞）を認め ATL と診断した．【考察】
ATL 初発症状として，ATL 細胞の臓器浸潤による皮膚病変，リンパ節腫大，肝脾腫や，ATL 細胞の産生するサイトカインに起因
する高 Ca 血症，正常 T 細胞の減少に伴う免疫不全による日和見感染症があげられる．今回，中枢神経浸潤に伴い，急性に進行し
た下肢脱力を初発症状とし意識障害となった非典型的な ATL の 1 例を経験した．慢性に進行する頸性歩行障害を主症状する
HTLV-1 関連脊髄症とも異なる臨床像であった．ATL は全身臓器に浸潤し，多彩な症状を呈するため，進行性両下肢脱力におい
ても ATL を鑑別にあげる必要があると考える．

DP16-2

傍腫瘍性辺縁系脳炎の 3 症例

大阪府立急性期・総合医療センター
紺田 眞規子、平尾 収、西村 信哉
傍腫瘍性辺縁系脳炎（paraneoplastic limbic encephalitis: 以下 PLE）は比較的まれな疾患で、数日から 3ヶ月程の経過で急性・亜急
性に進行する記銘力・認知機能障害、精神症状、痙攣、意識障害などを呈する。我々は早期の腫瘍摘出術と免疫抑制療法、厳重な
全身管理により改善を認めた症例を経験したので報告する。［症例 1］34 歳、女性。常同行動、意識障害を認め入院した。MRI で
左基底核下に T1 iso,T2 High（CE －）な病変を、CT で胸腺腫を認め、PLE と診断された。ステロイドパルス療法を開始し拡大胸
腺摘出術が施行された。入院中に再発を繰り返したが、ステロイドパルス療法を反復し寛解を得た。寛解後の経過は良好で精神症
状も安定し退院となった。VGKC 抗体疑陽性であった。［症例 2］64 歳、男性。認知行動異常、大量失禁を認め入院した。MRI で
辺縁系に high density area を認め、4ヶ月前に縦隔腫瘍を指摘されていたことから PLE と診断された。胸腺摘出術を施行しステロ
イドパルス療法が開始された。見当識障害は残存したが、病棟内の ADL は自立するまでに回復し退院となった。自己抗体は検出
されずであった。
［症例 3］29 歳、女性。発熱とともに不穏、幻覚妄想状態を呈し、昏睡に至った。MRI で脳梁に T2 high な病変を、
CT で両側卵巣奇形腫を認め PLE と診断された。腫瘍摘出術を施行しステロイドパルス療法、血漿交換を行うも意識障害、顔面の
不随意運動、頻脈、頻呼吸が持続した。術後 4 日で気管切開術を施行したが、術後 29 日目より徐々に意識状態の改善を認め、気管
切開カニュレも抜去し高次機能障害もほぼ改善し退院となった。抗 NMDA 受容体抗体陽性であった。
［考察］PLE が疑われる場合、
感染性脳炎を否定すると同時に腫瘍検索を行い出来るだけ早く免疫抑制療法と腫瘍摘出を行う。しかし、寛解するものもいれば神
経症状を残すものや死に至るものもある。我々が経験した 3 症例について文献的考察を加えて報告する。

DP16-3

第 3 病日に頭部 MRI 画像所見が顕在化したインフルエンザ脳症の 1 例

兵庫県災害医療センター

救急部

古賀 聡人、菊田 正太、井上 明彦、三木 竜介、石原 諭
【症例】16 歳女性。脳性麻痺の既往はあるが、意思疎通に問題はなかった。来院 2 日前に 38
度の発熱があり、来院前日に 40 度への上昇を認めたため近医を受診し、インフルエンザ A
型と診断されラニナミビルを吸入した。その半日後、呼びかけに反応がなくなったため、当
院へ救急搬送された。来院時 GCS：E3V1M5 の意識障害があるが、痙攣は認めなかった。
血液検査や髄液検査で他の疾患の除外を行い、インフルエンザ脳症と臨床診断したが、頭
部 CT や頭部 MRI では所見に乏しかった。ペラミビルの点滴静注とメチルプレドニゾロン・
パルス療法を開始したところ、第 3 病日に意識清明となったが、同日の頭部 MRI の拡散強
調画像では視床、海馬、放線冠、前頭葉大脳皮質に高信号を認めた。第 7 病日に神経学的後
遺症なく転院となった。
【考察】本症例では脳症発症の数時間後の MRI は画像変化がわずかであり、また経過中症状
と画像の乖離が見られた。過去の報告例では、初回 MRI で異常が出ない事や数日後に画像
変化を来す病型があり、複数回の MRI 検査が好ましいと考えられる。
図：2 回目の頭部 MRI
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結核性髄膜炎との鑑別が困難であった癌性髄膜炎の 1 例

倉敷中央病院

麻酔科

楠 宗矩、大竹 孝尚、生津 綾乃、河合 恵子、古谷 明子、入江 洋正、山下 茂樹
背景
髄膜炎の原因としては , 感染性・腫瘍性・薬剤性等が挙げられる。結核性髄膜炎と類似した臨床症状を呈し , 診断に難渋した癌性髄膜炎の症例を経験したの
で報告する。
症例
37 歳男性 , 身長 170cm, 体重 71kg。
2ヶ月前より両眼痛 , 後頚部痛 , 頸部前屈困難の症状を認めた。その後 , 体重減少 , 間欠的な咳嗽や嘔気 , ふらつきが出現し ,37 度台の発熱も認めた。近医で頚部
X 線 ,CT, 頭部 MRI, 上部消化管内視鏡検査を施行したが原因の特定には至らなかった。呂律困難感 , 脱力感も出現し , 近医へ救急搬送されるも診断はつかず退
院となったが , 翌日意識レベルの低下を認め , 当院へ救急搬送された。
来院時 ,GCS:E3V3M5, 項部硬直あり。不穏状態のため鎮静し , 気管挿管を施行した。頭部 CT で両側大脳半球皮質 , 側脳室周囲に石灰化病変を認め , 髄液検査は
初圧が 30cmH2O 以上 , 細胞数 19/ μ l, 蛋白 266mg/dl, 全細胞中 23% を占める異型細胞を認めた。頭部 MRI では水頭症 , 髄膜炎を疑う所見を認めた。胸腹部 CT
では , 右肺上葉に結節影 , 両肺野に多発結節影 , 左肋骨に癌転移を疑う腫瘤 , 椎体に病的骨折を認めた。
亜急性の経過であること , 両肺野多発結節影 , 脳室周囲の石灰化病変が存在することから , 粟粒結核・結核性髄膜炎を疑ったが , 右肺上葉の結節影が非典型的
であり , 肺癌の多発転移・癌性髄膜炎の可能性を考えた。治療の遅れによる重症化を懸念したため , 抗結核薬（EB,INH,PZA,RFP）を開始し陰圧管理とした。
その後 , 髄液細胞診より Adenocarcinoma と診断し , 各種検体の塗抹 , 核酸増幅検査結果も陰性であった。結核治療は終了し , 肺癌多発転移による髄膜炎に対し
て化学療法を開始した。徐々に意識レベルは改善し ,ICU 入室 5 日目に抜管した。
考察・結語
若年男性の亜急性経過をたどる癌性髄膜炎を経験した。髄膜炎は緊急性が高く , 診断と初期治療の遅れが転帰に影響を及ぼすため , 迅速な対応が必要とされ
る。初発症状として髄膜炎を呈する肺癌は珍しく , 結核性髄膜炎との鑑別が困難であった。

DP16-5

名古屋大学における MELIt Trial の開始にあたって

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

錦見 満暁、江嶋 正志、沼口 淳、松田 直之
【はじめに】名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野は，基盤研究および臨床研究として，集中治療における急性
期病態のメラトニンの病態生理学を検証するとともに，メラトニンの急性期病態における役割を検証しようと考えている。【目的】
メラトニン受容体アゴニストであるラメルテオンの ICU における有効性を明らかにすることを目的として，MELIt Trial
（Melatonin Evaluation of Lowered Inflammation in ICU Trial）を 2015 年 5 月に開始した。
【方法】2015 年 5 月より 2016 年 3 月まで
の間に，当院救急・内科系集中治療室に入院となる 20 歳以上の患者を対象とする。対象となった患者に対して二重盲検法でラメ
ルテオン投与群とプラセボ投与群に割り付け , 入院時より連日ラメルテオン 8 mg もしくはプラセボを 1 日 1 回，21 時に投与する方
針とした。一次エンドポイントは ICU 在室期間 , 二次エンドポイントは炎症反応の推移（入院時からの CRP, 血清 pH, 血清乳酸値
の推移）, せん妄の有無と重症度（CAM-ICU によるせん妄の有無 , 在室期間中に使用されたリスパダール及びプロポフォール , デ
クスメデトミジンの使用量），ICU 退室時の転帰とする。合わせて，血中メラトニン濃度を当研究室において時系列で評価する。
【結
語】本研究は，ラメルテオンの ICU 患者への有効性を検討する臨床基盤試験であり，かつラメルテオンの抗炎症作用を調査した
臨床試験である。中間報告を含めたプロトコールの紹介を行う。

DP16-6

aEEG に対する麻酔薬と低体温の影響について - 周術期の使用経験から

東京医科大学

麻酔科学分野

集中治療部

関根 秀介、今泉 均、長尾 明紘、山田 梨香子、長島 史明、沖田 綾乃、竹下 裕二、矢数 芳英、内野 博之
【はじめに】集中治療においても脳卒中の発症は患者予後に重大な影響を与えることからその予防と早期検出が大切であるが、確
実なモニターは未だ存在しない。脳虚血においては、脳波所見が脳血流量よりも脳損傷の程度を正確に反映している場合がある。
脳波の異常は虚血障害の予後ともよく相関することから、心停止後昏睡患者の予後の予測として蘇生ガイドラインでも心肺停止後
の早期脳波検査の実施や脳低体温治療患者の連続脳波モニタリング（cEEG）が推奨され、近年、新生児領域のみならず成人集中
治療領域においてもその使用が報告されている。aEEG は、cEEG の生波形とアンプリチュードの変化を圧縮表示する。長時間の
モニタリングも可能であることから、周術期や神経集中治療領域での使用により脳損傷の早期診断の一助となる可能性がある。し
かし、周術期や集中治療患者では鎮静・鎮痛下であり、鎮静・鎮静薬の aEEG に対する影響についての解釈が必要であるが十分な
議論はなされていない。今回我々は、aEEG についてプロポフォール（P）
、レミフェンタニル（R）による全身麻酔下乳房切除術
の経過と人工心肺症例（大動脈弓部全置換術、大動脈弁置換術の 2 症例）の経過を比較検討し、術中の脳梗塞発症時の脳波変化に
遭遇した。
【結果】PR による、脳波の平坦化や aEEG の最小振幅値の低下は認めなかった。低体温（20-25℃）により、脳波の平坦
化と aEEG の最小振幅値の低下を認めた。術中に suppression-burst（SB）を示した症例では術後に脳梗塞が判明した。
【考察】麻
酔薬により aEEG の最小振幅値の低下を認めなかったことから、鎮静・鎮痛下でも aEEG の低下や SB を認める場合には脳機能障
害の存在を疑う必要がある。【結語】鎮静・鎮痛下でも脳波上 SB を認める場合は脳障害の存在を考慮する必要がある。
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ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈し ICU 管理を要した Aicardi-Goutieres 症候群の 1 例

名古屋市立大学大学院

医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野

松本 梓、伊藤 秀和、寺島 良幸、河野 真人、吉澤 佐也、仙頭 佳起、平手 博之、杉浦 健之、笹野 寛、祖父江 和哉
【はじめに】Aicardi-Goutieres 症候群は、重症心身障害をきたす常染色体劣性遺伝の早期発症型脳症である。特徴は、頭蓋内石灰化、
髄液細胞数・インターフェロンα・ネオブテリンの増加であり、国内患者数 100 名前後の稀な疾患である。
【症例】1 歳 5ヶ月の男児。
在胎 39 週 5 日、3388g で出生。日齢 2 より哺育障害、筋緊張低下のため TORCH 症候群が疑われたが、頭部 CT で脳室石灰化、髄液
中のリンパ球増加・インターフェロン高値を認め、Aicardi-Goutieres 症候群と診断。1 歳 1ヶ月時、ネフローゼ症候群（Nephrotic
syndrome：NS）を発症。NS はステロイド抵抗性であり、メチルプレドニゾロン（mPSL）パルス療法 4 クールとシクロスポリン
により完全寛解。1 歳 5ヶ月時プレドニゾロン減量中に再発、急性腎障害（Acute kidney injury：AKI）と重度浮腫による呼吸不
全となり、ICU に入室。【ICU 経過】NS に対して mPSL パルス療法 2 クール、ミコフェノール酸モフェチル投与、浮腫の管理目的
に腹膜透析を開始した。低蛋白血症による膠質浸透圧低下にはアルブミン製剤、高血圧に対してはβ遮断薬と Ca 拮抗薬の投与を
行った。その後徐々に腎機能は改善、34 日目に抜管、NS は入室 42 日目頃に不完全寛解となり、50 日目に退室した。なお、腎生検
の結果は、Minor glomerular abnormalities であった。
【考察と結語】ステロイド抵抗性 NS を呈した Aicardi-Goutieres 症候群症例
を経験した。AKI と重度浮腫に対する腹膜透析により良好に管理し得た。本症例に対する腹膜透析カテーテル挿入は、限外ろ過
による腹水排泄と透析液による腹膜透析を同時に行えるという利点があった。小児用の血液透析デバイスが充実した現在でも、症
例によって腹膜透析は有用である。

DP17-2

小児先天性代謝異常症に対し急性血液浄化療法を施行した 3 症例の検討

藤田保健衛生大学

医学部

麻酔・侵襲制御医学講座

小川 慧、河田 耕太郎、大槻 藍、若子 尚子、竹田 彩香、磯部 恵里、柳 明男、小松 聖史、山下 千鶴、西田 修
先天性代謝異常症（IEM）では、アミノ酸投与制限、糖負荷と輸液に反応しない場合、迅速な急性血液浄化療法が選択肢となる。我々
は IEM を 5 症例経験し、3 例に急性血液浄化療法を施行した。施行上の工夫や導入のタイミング、各部署の連携の観点からも報告
する。
【症例 1】7ヶ月男児。オルニチントランスカルバミナーゼ欠損症でフォロー中、痙攣、意識障害で転院搬送され ICU 入室。
輸液療法にて血中 NH3 値 887 μ g/dL から 272 μ g/dL に低下したが、6 時間後 1227 μ g/dL まで再上昇し、入室 12 時間後 CHDF を
QF:600 ml/h、QD:300ml/h、QB:30ml/min（血流 20ml/min、前希釈 10ml/min）で開始した。開始後、順調に NH3 値は低下した。
食事療法のみとし入室 3 日目に一般病棟に転棟した。【症例 2】2ヶ月男児。哺乳不良、呼吸不全にて転院搬送し ICU 入室した。BE:
－ 20mmol/L であった。小児科の意向で糖負荷のみで対応するも改善せず、入室 3 日目に CHDF を QF:300ml/h、QD:300ml/h、
QB:20ml/min（血流 15ml/min、前希釈 5ml/min）で開始した。入室 5 日目から広範な腸管壊死を認め 2 度の緊急手術を施行するも
7 日目に死亡した。【症例 3】日齢 3 日女児。生後 3 日に痙攣を認め転院搬送、NH3 値 4030 μ g/dL と異常高値のため迅速な血液浄化
の 導 入 を め ざ し 各 部 署 で 連 携 を 図 っ た。 右 房 ま で 脱 血 管 を 挿 入 し、ICU に て QD:600ml/h、QB:8ml/min で CHD を 開 始 し、
QD:1200ml/h、QB:10ml/min まで効率を上げた。徐々に効率を下げ、入室 5 日目に離脱し、NH3 の再上昇を認めず 9 日目に NICU
へ転棟した。
【考察】IEM に対する急性血液浄化療法は、侵襲も大きくブラッドアクセスと血流量の確保、プライミングの量と質、
回路交換時の返血、施行中の体温保持などといった問題点があり導入には慎重な判断と経験豊富な施設での施行が必須であり、病
院間搬送などの問題も伴う。しかしながら、導入のタイミングが遅れると重篤な結果を招くため、地域を含む小児科医と集中治療
医の密な連携が必要である。

DP17-3

新生児における持続的血液濾過透析および腹膜透析中の薬物動態の検討

大垣市民病院

1）

薬剤部、2）大垣市民病院

第二小児科、3）大垣市民病院

種田 靖久 、孫田 みゆき 、伊東 真隆 、山口 均 、吉村 知哲
1）

2）

2）

3）

集中治療室

1）

【目的】新生児への薬物動態情報については従来から不足が指摘されている。今回、新生児における持続血液濾過透析（以下
CHDF）中のフェノバルビタール（以下 PB）および腹膜透析（以下 PD）中のバンコマイシン（以下 VCM）の薬物動態について 1
症例から得られた知見について報告する。【症例】在胎 37 週 2 日、MD twin のため予定帝王切開にて出生。出生体重 1914 g。出生
後徐々に陥没呼吸が出現し、room air にて SpO2 低下あり NICU 入室となる。新生児一過性多呼吸および呼吸窮迫症候群から気胸
および縦隔気腫を合併。その頃から無尿の状態が持続し、急性腎不全を認めた。症状の急激な増悪もあり、ICU 入室の上 CHDF
を開始した。膜は CH-1.0（PMMA 膜）を用い、流量は high flow（Qb 40 mL/min、Qd 300 mL/min、Qf 300 mL/min）で開始し、
経過中に slow flow（Qb 40 mL/min、Qd 200 mL/min、Qf 100 mL/min）に変更した。全身状態が落ち着いた後に CHDF 離脱、
PD 導入にて水分管理を行った。PD は 15 mL を注入し、30～45 分間貯留した後、15 分で排液することを 1 サイクルとして繰り返
し行った。【結果】本症例より得られた CHDF 中の PB クリアランスは high flow で 0.170 L/kg/hr および slow flow で 0.083 L/kg/hr
であり、治療域の 15 μ g/mL を達成するのに必要な投与量はそれぞれ 150 および 50 mg/kg/day と推定された。また、PD 中の
VCM クリアランスは 0.0086 L/kg/hr であった。治療域の 10 μ g/mL を達成するのに必要な投与量は 3 日に 1 回 12.5 mg/kg と推定
された。【結論】新生児における薬物動態について有用な知見が得られたと考える。

－ 538 －

DP17-4

肝不全に対する On-line HDF 施行中にバンコマイシン持続投与を行った症例

横浜市立大学附属病院

1）

医学部

麻酔科学講座、2）横浜市立大学附属病院薬剤部、3）横浜市立大学附属病院麻酔科

堺 結有 1）、高木 俊介 1）、金城 梢 2）、山本 夏啓 1）、西周 祐美 1）、出井 真史 1）、吉田 輔 1）、山口 嘉一 1）、山口 修 1）、後藤 隆久 3）
血液透析血液浄化療法中はバンコマイシン（VCM）の血中濃度（Cs）変化を予測するのが困難である。今回我々は、on-line 高流
量 Hemodiafiltration（OL-HDF）中に VCM を持続投与した症例について報告する。症例は遅発性肝不全に対する OL-HDF 施行中、
MSSA 菌血症に対して他の抗菌薬が無効であったため VCM 投与の方針となった。OL-HDF は 1 日あたり 12 時間施行した。
VCM1g を単回投与し測定した Cs をもとにクリアランス（CL）を算出した。投与 2 時間後と 3.5 時間後の Cs は 58.2 μ g/ml、12.9 μ
g/ml より、消失速度定数（K）は log（58.2/12.9）/1.5 = 1 であった。年齢・体重より算出した分布容積は 28L であるため、OLHDF 中の CL は 28x1=28 L/hr であった。VCM の AUC/MIC ≧ 400 を目標とした。MIC=1 であったため 1 日に必要な VCM 投与量
は 400x28 ＝ 11200mg であり、OL-HDF 中の VCM 総投与量（D）は 5600mg が必要と算出された。また、持続投与中の予想平均血
中濃度は Css=D/CLx t で 16.7 μ g/ml と算出された。CCr7.6 であったため、OL-HDF 非施行時には VCM の Cs はほとんど低下し
ないと考えられたが、実際には非施行時にも Cs は低下しており投与量の再考を要した。そこで、OL-HDF 開始前の Cs を 16.7 μ g/
ml 以上に保つため、非透析時間の消失速度定数の算出を行った。持続投与終了 2 時間後、10 時間後の Cs より、log（31.3/24.4）/8
= 0.031 と算出された。HDF 開始前の Cs を 16.7 μ g/ml になるように、K=0.031 を用いて VCM 持続投与終了時 Cs を計算すると 24.2
μ g/ml となった。血中濃度を実測しながら持続投与速度を調節した結果、OL-HDF 終了時の Cs 24.2 μ g/ml を保つために適切な
VCM 持続投与速度は 240mg/hr（総投与量 2880mg）であった。その後は OL-HDF 開始直前と終了直後の 2 点で血中濃度を測定し、
充分な AUC に到達できたことを確認した。OL-HDF 施行中に VCM 持続投与を行ったが、OL-HDF 施行時と非施行時で消失速度
が異なるため、投与量の調整が必要であった。

DP17-5

持続的腎代替療法施行中にピペラシリン・タゾバクタムの薬物血中濃度を測定した 8 例

兵庫医科大学

集中治療医学

小濱 華子、井手 岳、西 信一
目的：持続的腎代替療法（CRRT）施行中患者にピペラシリン・タゾバクタム（PIPC/TAZ）の投与量は 2.25g × 3～4/ 日が推奨
されているが、海外での報告ではさらに高用量の必要性も示唆されている。今回我々は本邦での CRRT 施行中患者における PIPC/
TAZ の薬物動態を検討した。方法：CRRT 施行中に PIPC/TAZ を 8 時間ごとに 2.25g を投与した 3 例、12 時間ごとに 4.5g を投与し
た 1 例、12 時間ごとに 2.25g を投与した 4 例の患者を対象とした。ダイアライザー前後の血液検体とろ過液を投与前、投与終了直後、
投与終了後 0.5、1、2、4 時間、次回投与直前に採取した。PIPC および TAZ の血中濃度を測定し、薬物動態パラメータを求めた。
結果：PIPC および TAZ の血中濃度の消失半減期（t1/2）
、トラフ値（Cmin）はそれぞれ、2.25g × 3 回 / 日（n=3）
（PIPC t1/2 8.9
± 4.4 時間、Cmin 81.1 ± 7.8 μ g/ml ; TAZ t1/2 23.9 ± 21.8 時間、Cmin 13.7 ± 2.4 μ g/ml）
、4.5g × 2 回 / 日（n=1）
（PIPC t1/2 4.8
時間、Cmin 72.7 μ g/ml; TAZ t1/2 5.3 時間、Cmin 8.5 μ g/ml）
、2.25g × 2 回 / 日（n=4）
（PIPC t1/2 7.4 ± 1.5 時間、Cmin 39.8 ±
19.5 μ g/ml; TAZ t1/2 9.6 ± 1.9 時間、Cmin 4.9 ± 2.5 μ g/ml）であった。MIC が 8 μ g/ml の菌を想定した場合、time above MIC
はいずれも 100% であった。また CRRT による薬物除去率は PIPC で 18.0 ± 5.4%、TAZ では 22.9 ± 4.5% であった。結語： CRRT 施
行中に PIPC/TAZ を投与した際、本邦の CRRT の設定では海外と比べ PIPC、TAZ とも薬物除去率が低いために血中濃度が蓄積
しており、少なくとも増量は必要ないと考えられた。

DP17-6

敗血症性ショック急性期の重度代謝性アシドーシスに対する間歇的血液透析；単施設後向き観察研究

亀田総合病院

1）

集中治療科、2）東京医科歯科大学

救急災害医学分野 / 救命救急センター

野木 一孝 、白石 淳 、山本 良平 、笹野 幹雄 、麻生 将太郎 1）、佐藤 仁信 1）、藤内 まゆ子 1）、松本 敬 1）、軽米 寿之 1）、
林 淑朗 1）
1）

2）

1）

1）

【背景】血行動態不安定な患者に対する腎代替療法には持続的腎代替療法が普及しているが、敗血症性ショック急性期の重度代謝
性アシドーシスに対して、当施設では間歇的血液透析（IHD）を多く施行している。【目的】敗血症性ショック急性期における重
度代謝性アシドーシスに対する IHD 施行状況の記述および IHD 前後の生理学的・生化学的変数の比較【研究デザイン】ICU デー
タベースおよび診療記録を利用した単施設後向き観察研究【対象患者】2014 年 4 月～2015 年 6 月に当 ICU に入室した敗血症性ショッ
ク患者のうち急性期に重症代謝性アシドーシスに対して IHD
を施行した患者【主要評価項目】IHD 前後における血管収縮薬
投与量、平均動脈圧【統計】IHD 前後の評価項目変数の変化を
Wilcoxon signed-rank test で検定【結果】IHD 後、平均血圧は
有意に上昇し、血管収縮薬使用量は減少傾向にあった（Table1,
2 参照）
。
【結論】敗血症性ショック急性期における重度代謝性
アシドーシスに対する IHD は、今日の常識に反して血行動態
を安定化させる可能性があり更なる研究に値する。
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DP18-1

多臓器不全・敗血症②

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 8

敗血症関連のバイオマーカから見た菌血症（Bacteremia）と敗血症（sepsis）の比較

東京医科大学八王子医療センター

特定集中治療部

池田 寿昭、泉谷 義人、須田 慎吾、上野 琢哉、小野 聡
はじめに：集中治療室（ICU）に入室してくる患者の多くは、高度侵襲を伴った多臓器不全症例や重症敗血症・敗血症性ショック
症例であり、ICU での死因の多くはこれらの病態で占められている。また、重症症例では、炎症性メデイエーター等により血管内
皮細胞での透過性亢進が間質の浮腫を引き起こし組織酸素代謝障害から多臓器不全（MOF）につながるとされ、敗血症診断およ
び治療は早期から行われるべきと考えられる。目的：敗血症を理由に ICU 入室した症例で、血液培養が施行された症例を血液培
養にて細菌が検出された群（陽性群、31 例）と検出されなかった群（陰性群 31 例）に分類し、敗血症関連のマーカ（プロカルシ
トニン：PCT、Interleukin-6:IL-6、プレセプシン：Pres、endotoxin activity assay：EAA）および背景因子、重症度（APACHE2
スコア、SOFA スコア）、28 日後の転帰について検討した。結果は、mean ± SD（median）で表し、統計処理は Mann-Whitney
U-test 及び Chi square test、Fisher's test を用い、危険率＜ 0.05 にて有意差ありとした。結果：年齢、性別及び重症度は群間に有
意差は無かった。血液検査所見では、有意差は無いものの、陽性群は陰性群より低値を示す傾向にあった（12.2 ± 10.9（9.1）vs
18.1 ± 10.1（15.9）。腎機能障害は両群とも認められていたが群間には有意差は無かった。乳酸値は、陽性群は陰性群に比して高値
を呈していた。PCT 値は、陽性群 35.9 ± 75.3（7.8）、陰性群 17.1 ± 30.9（2.0）で陽性群が高い傾向にあった。EAA は、陽性群 0.54
± 0.20（0.58）、陰性群 0.37 ± 0.26（0.34）で陽性群は陰性群に比して有意（p ＜ 0.05）に高値を呈した。28 日後の生存率は、陽性群
90.9％、陰性群 87.1％で有意差は無かった。結語：血液培養陽性群で EAA 値は有意に高値を呈したが、28 日後の転帰には影響を
及ぼさなかった。

DP18-2

CD4 陽性 T 細胞での PD-1 発現からみた術後感染性合併症のリスク評価に関する検討

東京医科大学

1）

八王子医療センター

特定集中治療部、2）防衛医科大学校

小野 聡 、久保 徹 、須田 慎吾 、泉谷 義人 、上野 琢哉 、池田 寿昭
1）

2）

1）

1）

1）

外科学

1）

【目的】消化器癌待機手術症例を対象に術前あるいは術直後の免疫機能評価から術後感染性合併症の発症が予測可能か否かについ
て検討した。尚、免疫機能の評価として CD4 陽性 T 細胞の機能を抑制する programmed death 1（PD-1）に注目した。
【方法】待
機的に開腹手術を行った消化器癌手術 101 例（大腸癌 63 例、胃癌 25 例、その他 13 例）を対象とした。尚、術前に炎症所見を認め
る症例は除外した。術前および術直後に末梢血を採取し、flowcytometry を用いて CD4+T 細胞数、CD4+T 細胞での PD-1 発現率
を測定した。同時に NLR 比（Neutrophil/Lymphocyte）も測定した。術後感染性合併症は、皮膚切開創感染、臓器・体腔感染、
遠隔部位感染に分類し検討した。
【成績】1．術後感染性合併症例では非合併例に比べ、術直後の CD4+T 細胞数が有意に低値であっ
た。また、CD4+T 細胞での PD-1 発現率は術前、術直後において感染合併例で有意に発現率が増加していた。2．臓器・体腔感染
では、CD4+T 細胞での PD-1 発現率が術前、術直後において非感染例に比べ有意に高値であった。一方、皮膚切開創感染や遠隔部
位感染ではいずれも非感染群と差を認めなかった。3．CD4+T 細胞での PD-1 発現率と NLR との間には有意に正の相関関係を認め、
NLR が 3 以上では PD-1 発現率が有意に高値であった。【結論】術前後の CD4 陽性 T 細胞における PD-1 発現率は、術後感染性合併
症の発症と深く関連しているため、術前のリスク評価や感染性合併症の早期診断に有用である可能性が示唆された。

DP18-3

敗血症性 DIC 治療において臓器障害の改善に寄与する因子は何か

信州大学

医学部

救急集中治療医学教室

望月 勝徳、森 幸太郎、八塩 章弘、竹重 加奈子、城下 聡子、新田 憲市、今村 浩
【背景】本邦の敗血症診療ガイドラインでは、敗血症性 DIC は臓器不全発症の一因ととらえられている。臓器障害の重症度を表す
SOFA スコアは、ICU 入室時の重症度評価だけでなく、48 時間後に低下していない場合は高い死亡率が予測されるため、治療効果
の判定にも用いられる。本研究の目的は敗血症性 DIC 治療において、治療開始 48 時間後の SOFA スコア低下に寄与する因子を明
らかとすることである。
【方法】2009 年 4 月から 2015 年 3 月の信州大学医学部附属病院高度救命救急センターの診療録を後方視的に解析し、敗血症性 DIC
症例の患者背景、感染臓器、重症度、治療内容、転帰について調査した。第 1・第 3 病日の SOFA スコアに基づいて、SOFA スコ
ア改善群と非改善群に分け各項目を比較した。統計処理は SPSS にて行い、有意水準は P ＜ 0.05 とした。
【結果】対象症例は 45 例であった。平均年齢は 69 ± 13 歳、男性：女性は 22：23、易感染性の基礎疾患は 26 例にあった。感染臓器は、
呼吸器系 7 例、心血管系 4 例、消化器系 11 例、腎泌尿器系 12 例、筋骨格系 11 例、不明 4 例、重複 4 例であった。SIRS スコアは 2.9
± 0.7、急性期 DIC スコアは 5.4 ± 1.4、SOFA スコアは 8.9 ± 3.7、APACHE2 スコアは 16.8 ± 7.6 であった。手術療法が 11％、腎代
替療法が 40％、エンドトキシン吸着療法が 31％、rh-TM 投与が 64％、AT-3 投与が 31％で行われていた。28 日死亡率は 27％、院
内死亡率は 38％であった。SOFA スコア改善群と非改善群の比較では、患者背景・感染臓器・重症度に差はなかったが、SOFA ス
コア改善群において rh-TM 投与率（81％vs42％、P ＝ 0.012）が有意に高く、28 日死亡率（12％vs47％、P ＝ 0.015）
、院内死亡率（23％
vs58％、P＝0.029）が有意に低かった。ロジスティック回帰分析の結果、rh-TM 投与は SOFA スコア低下に対する独立因子であった。
【結語】敗血症性 DIC 治療において、rh-TM 投与は臓器障害の改善に寄与した独立因子であった。
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DP18-4

DIC を合併した重症敗血症に対する遺伝子組み換えトロンボモジュリン投与の効果の検討

慶應義塾大学

1）

医学部

麻酔学教室、2）埼玉メディカルセンター

奥田 淳 1）、鈴木 武志 1）、鈴木 悠太 1）、印南 靖志 1）、御園生 与志 2）、上田 朝美 1）、森崎 浩 1）
背景：遺伝子組み換えトロンボモジュリン（rTM）は DIC 治療薬の一つであり、未分画ヘパリンと比較して高い DIC 改善率を示
すと報告されているが、生命予後改善効果については議論がある。そこで、当院における DIC 合併重症敗血症に対する rTM 投与
の効果を後ろ向きに検討した。
方法：平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 5 月 31 日までの 14 か月間に重症敗血症の診断で ICU に入室し、DIC を合併した患者を対象
とした。DIC の診断には急性期 DIC スコアを用い、rTM 投与群と非投与群における、DIC スコアの推移および転帰を比較検討した。
統計処理は、Mann-Whitney U test または Fisher Exact test を用い、P 値 0.05 未満を有意とした。
結果：対象となる DIC 合併重症敗血症患者は 30 例であった。そのうち rTM 投与群は 20 例、非投与群は 10 例であった。rTM 投与
群および非投与群の入室時の SOFA score はそれぞれ 11.5［9-13］
、11.5［6-15］であり、有意差はなかった。DIC と診断した時点
での DIC スコアは、rTM 投与群で 5.5［5-8］、非投与群で 5［4-7］であり、両群で有意差はなかったが、DIC 診断 7 日目の DIC
score は、rTM 投与群で 3［1-5］と投与初日と比べて有意に低下した（p=0.01）
。一方、非投与群の 7 日目 DIC score は 4.5［1-7］と、
改善はみられなかった（p=0.249）。院内死亡率は、rTM 投与群では 25%（5/20）
、非投与群で 40%（4/10）であり、rTM 投与群に
て低い傾向にあったものの、有意差はなかった（p=0.431）
。
結語： DIC 合併重症敗血症に対する rTM の投与は、DIC 離脱を早め、生命予後を改善する可能性が示唆された。

DP18-5

敗血症性 DIC におけるリコンビナントトロンボモジュリンの有用性

東京医科歯科大学医学部附属病院

1）

救命救急センター、2）東京女子医科大学東医療センター

救命救急センター

世良 俊樹 、牛澤 洋人 、高橋 宏之 、遠藤 彰 、落合 香苗 、森下 幸治 、相星 淳一 、加地 正人 1）、磯谷 栄二 2）、
大友 康裕 1）
1）

1）

2）

1）

1）

1）

1）

【背景】敗血症性 DIC の治療薬として、2008 年から組み換えヒト可溶型トロンボモジュリン（以下 rTM）が使用されるようになっ
たが、未だその有用性についてのエビデンスは十分ではない。【目的】敗血症性 DIC 患者において、rTM 投与患者（rTM 群）は
非投与患者（対照群）と比較して、28 日後の死亡率が低下するか（primary outcome）を検討する。【デザイン】前向きオープン
ラベルのランダム化比較試験（UMIN000003799、東京医科歯科大学倫理委員会承認番号 1314））（現在進行中）。【対象・方法】
2008 年 10 月から 2011 年 3 月、2012 年 4 月から 2015 年 7 月までに当救命救急センターに入院した敗血症患者で急性期 DIC 基準を満
たし本人または家族から同意の得られた患者。封筒法にて 2 群に割り付け。【結果】rTM 投与群は 29 名、対照群は 31 名で、28 日
死亡率は、rTM 投与群 24.1%、対照群 25.8%（P=0.56）で差はなかった。有害事象は rTM 投与群に 1 例出血がみられた。【結語】
現時点では、rTM は従来の治療群と比較して敗血症性 DIC 患者の 28 日死亡率を改善させるとはいえない。さらに症例を増やして
十分な症例数で比較する必要がある。【主な Limitation】単施設研究。原因疾患の多様性。
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鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床②

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 9

ICU 離床プログラムを導入後の現状

社会医療法人

かりゆし会

ハートライフ病院

又吉 愛美、新川 愛実、安村 公均、勝連 しのぶ、洲鎌 正子、久場 良也
当院 ICU では、平成 25 年度より早期リハビリ実施の開始基準と中止基準のマニュアルを設けた。これにより、平成 25 年度はリハ
ビリ開始日、挿管日数、ICU 在室日数は減少した。しかし、平成 26 年度は挿管及び ICU 在室日数の改善がみられなかった。その
理由として、APACHE スコアが 25.0％→ 30.9％と患者の重症度が上がったことが考えられたが、更にリハビリに対する看護師の
関わりやリハビリ内容を調査する為、看護師の意識調査を実施した。その結果、リハビリ実施は全員が必要と回答しているが、看
護側が実施するリハビリ内容や開始時期、方法についての認識の差がみられた。今回、人工呼吸器管理中の患者において更なる離
床促進を目的として、看護師間で統一したリハビリの実施ができるように ICU 離床プログラムを作成、導入した。ICU 離床プログ
ラムを導入するにあたり、看護師に対し早期リハビリの有用性やセデーションバケーションの必要性について再度周知徹底した。
新たに、ROM 運動の必要性や注意点の説明を行い、理学療法士による ROM 運動の実践方法について勉強会を開催した。ICU プ
ログラムには、これまでに早期リハビリの開始・中止基準マニュアルに加え、安静度に応じた離床促進ができるようにリハビリの
内容を 4 段階のステップに分けた。また、個々の患者に合わせた離床促進が行えるように、可動域制限がある場合などの特記事項
や理学療法士等によるリハビリ時間の連絡欄を設けた。更にプログラムに含まれる ROM 運動については、関節の動き一つ一つを
写真で示し、初めての看護師でも容易に理解・実践ができるように工夫を行った。ICU 離床プログラムを使用することで個々の患
者に合わせたリハビリ内容や開始時期、方法について看護師間で統一した関わりができるようになった。ICU 離床プログラムの導
入前後で離床促進状況や ICU 在室日数、挿管日数の変化について報告する。

DP19-2

当院高度救命救急センター外傷患者における静脈血栓塞栓症発症の現状

岡山大学病院

1）

高度救命救急センター、2）岡山大学病院

看護研究・教育センター、3）京都第一赤十字病院

麻酔科

相賀 美佳 、湯本 哲也 、川田 将弘 、寄高 麻奈実 、木口 隆 、加藤 湖月 、難波 志穂子 、平山 敬浩 、難波 由美子 1）、
佐藤 圭路 1）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

2）

3）

【目的】当院高度救命救急センター（以下当センター）での 2014 年の先行研究において、当センター入室患者の静脈血栓塞栓症（以
下 VTE）の発症率は、18.7％であり、VTE 発症患者のうち 56.7% が外傷患者であることが明らかとなった。今回我々は、外傷患
者における VTE の現状について検討したので報告する。【方法】当センターに 2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日に入院し、連続 7
日以上在室している患者 129 例のうち欠損値のない外傷患者で外傷重症度スコア（以下 ISS）ISS ≧ 9 の 75 例（58.1％）を後ろ向き
に検討した。倫理的配慮は、岡山大学病院看護部倫理委員会の承認を得た。
【結果】75 例の年齢の中央値は 60 歳、女性 28 例（37％）、
ISS の中央値は 25、在室日数の中央値は 21 日であった。VTE を認めた症例は 27 例（36％）で、このうち症候性の肺塞栓を認めた
症例は無かった。また、造影 CT での診断日の中央値は 10 日で、VTE の有無で D ダイマー値は 7 日目に初めて有意差を認めた（14.6
vs 8.4, P=0.014）。また、VTE の有無で端座位開始日は 11 日目 vs8 日目（P ＝ 0.055）で、VTE 有りの症例で端座位開始日が遅い傾
向があった。【考察】リハビリが遅れる症例は重症例が多い傾向にあるが、中には早期にリハビリ介入が可能であった症例も含ま
れていた為、今後は安静度が拡大出来ると判断される症例については、VTE の有無や程度に応じてリハビリの拡大を図る必要が
あると考えられた。造影 CT を施行すべき D ダイマーの値は定めていないが、撮影のタイミングは D ダイマーの有意差を認めた 7
日目と比較して 3 日ほど遅くなる傾向があった。これは外傷の重症度が高いことや段階的手術を要する症例が多いことによる影響
が考えられた。【結語】当センターでの外傷患者の VTE 発症率は 36％であり、VTE 発症の現状が明らかになった。我々看護師は、
外傷患者の重症度や個別性を考慮したリハビリの介入を検討していく必要があると考えられた。

DP19-3

Functional Independence Measure（FIM）の認知項目における脳出血部位別のリハビリ（RT）前後の機能改善の比較

潤和会記念病院

看護部

井好 昭博、池田 沙穂、伊東 裕貴、山本 直美
Functional Independence Measure（FIM）は，機能的自立度評価表であり運動項目 13 項目と認知項目 5 項目の計 18 項目から成る．
先行研究で FIM を用いた脳出血患者のリハビリテーション（RT）前後における出血部位別の比較では，脳幹以外の部位で RT 前
後に有意な改善があった．今回は FIM を用いて，RT 前後で認知項目の改善を出血部位別（視床，小脳，脳幹，皮質下，被殻）と
性別，左右の違いで比較した．【方法】救急搬送され入院した患者のうち，死亡症例を除いた脳出血患者 167 人（平均年齢 67 歳，
男 102 人，女 65 人）を対象とした．脳出血部位別に 5 群（視床 63 人，小脳 7 人，脳幹 8 人，皮質下 23 人，被殻 66 人）に分けた．入
院時と退院時に FIM の認知項目（コミュニケーション：2 項目，社会認識：3 項目）を RT 前後で測定した． RT 前後の FIM 合計
点の差を機能改善値とし，脳出血部位別で男女別と脳幹を除く左右部位別を比較した．統計は t 検定を用いた．【結果】RT 前後の
FIM 合計平均点（前，後）は，認知項目では視床（20，27）
，小脳（13，25）
，脳幹（25，25）
，皮質下（19，22）
，被殻（15，
25）
，コミュニケーションでは視床（8 ，11），小脳（5，11）
，脳幹（10，10）
，皮質下（8，22）
，被殻（7，10）
，社会認識では視
床（11 ，16），小脳（7，14），脳幹（14，14），皮質下（10，13）
，被殻（8，14）だった．認知項目では視床，小脳，被殻，また，
コミュニケーションでは視床，小脳，皮質下，被殻で有意差を認めた．社会認識では視床，小脳，被殻において有意差を認めた．
男女別機能改善値は，認知項目と社会認識では視床，皮質下で女が有意に改善していた．左右部位別機能改善値の比較では認知項
目およびコミュニケーションは被殻，社会認識では視床で左側に有意な改善を認めた．【結論】脳幹は，全ての項目で有意な改善
を認めなかった．認知面では，部位別や性別，左右の違いで RT の効果に差を認めた．
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DP19-4

脳卒中急性期患者にシリアスリハビリテーションゲームソフトを用いた起立運動による廃用症候群の予防の効果

徳島大学病院、2）徳島大学大学院

1）

医歯薬学研究部

保健科学部門

看護学講座系

折坂 明里 、南川 貴子 、市原 多香子 、日坂 ゆかり 、原田 路可 、田村 綾子 2）
1）

2）

2）

2）

1）

【研究目的】練習機器シニア用のシリアスリハビリテーションゲームソフト「リハビリウム起立くん：メディカ出版」を使用して、
片麻痺の生じた脳卒中患者の運動前後での筋肉量変化について確認し、廃用症候群予防の一助とする。
【方法】急性期脳卒中の患者に、発症後の歩行が可能となった直後から 5 日間「起立くん」を使用した起立運動訓練を行った。評
価は、生体電子インピーダンス（In-body S10：インボディ・ジャパン社）を使用して、初回の筋肉量計測と 5 日後の筋肉量を比較
した。なお、急性期であるために、運動の前中後に血圧を中心としたバイタルサインの測定を行い、変化がないことを確認しなが
ら運動を実施した。また、患者の発言について逐語録を作成した。分析は、筋肉量は Wilcoxon の順位和検定で、有意水準を 5％未
満とした。患者の発言内容はカテゴリー化を行った。なお、倫理的配慮は大学病院倫理審査委員会で承認後に本人に研究の実施と
公表の許可を受けて実施した。
【結果】研究に参加した脳卒中患者は 3 名で、開始時期は発症後 3～9 日目で、脳梗塞 1 名、脳出血 2 名、麻痺側は全員左あった。平
均年齢は 61.7 歳（SD11.47）、男性 2 名、女性 1 名であった。運動前後の下肢筋肉量は、2 名は麻痺側に増加が認められた（p ＝ 0.290）。
1 名は健側と麻痺側ともに減少していたものの、その差は極少で、有意差も認めなかった。患者の発言内容は、「楽しみながらで
きる」「やる気が出る」「通常のリハビリ以外に運動できてよい」などの発言が聞かれた。
【考察】先行研究では、1 週間で筋肉量の低下がみられていた。しかし、今回の「起立くん」の 5 日間の使用で、有意差を認めはな
かったものの、増加の傾向があった。患者の発言は、患者のやる気につながるという好評価が多かった。サンプル数が少なく、回
数や頻度を今後再度検討する必要があるが、急性期からの積極的起立訓練を行うことの必要性が再確認できた。

DP19-5

急性期脳血管障害患者の他動的足関節運動中の非運動肢の下腿筋肉酸素化状態

東海大学

医学部

1）

附属病院、2）東海大学

岩本 敏志 、沓澤 智子 、栗田 太作
1）

2）

健康科学部、3）東海大学

情報教育センター

3）

【目的】ICU に入室した患者に対し、関節拘縮や筋力低下を予防するために、他動的足関節運動などの理学療法が行われている。
健常人では、一側の他動的足関節背屈運動（ROM）が対側の非運動肢の微小循環に影響を及ぼすことを山川らが第 40 回学術集会
で報告している。急性期脳血管障害（CVD）患者にも、この ROM は日常的に施行されるが、脳の病変により、ROM 中の対側肢
の微小循環が変化している可能性がある。本研究では、ICU に入室した片麻痺のある CVD 患者に一側の ROM を行い、両側の腓腹
筋酸素化状態を同時測定し、非運動肢の筋肉酸素化状態について検討した。
【方法】対象は、急性期 CVD 患者 10 名（右麻痺：5 名、
左麻痺：5 名、72.9 ± 10.4 歳）。測定は、入室 7 日目に実施した。ROM は、5 分間（他動的背屈運動 20 秒、解除 10 秒を 1 回とし、10
回行う）を左右 1 回ずつ実施し、両側の腓腹筋酸素化状態を近赤外分光法にて同時測定した。【結果および考察】非運動肢に関し
ては、健側、麻痺側問わず、1. 健常人と同様の背屈運動に同期した血液量の変化、2. 同期しない不規則な血液量の増減、など、患
者によって差異が認められた。また、患者の中には ROM の対側肢の血液量の増加が認められた。これらの所見は、ROM により
惹起される神経系の反応が、中枢神経系の影響を受けていることを推定させる。

DP19-6

看護チームアプローチの効果～早期離床実現のための活動～

地方独立行政法人

広島市立病院機構

広島市立広島市民病院

越水 久美、石本 やえみ
【はじめに】A 病院 ICU において早期離床を目指した看護ケアを提供する為、病棟における看護チームで現状調査と研修会を系統
的に行った。この看護活動の結果を報告する。【目的】病棟看護チーム活動および、看護師が習得した知識、技術が看護実践に及
ぼす効果を検証する。【活動内容】A 離床に関する資料による学習、読み合わせ BA 病院 ICU 離床開始基準、中止基準の確認 C 端
座位、腹臥位などの看護援助技術演習 D 鎮痛、鎮静管理に関する研修 E 看護チームの活動目標を病棟全体への提示と実践【調査方
法】研修会実施前後の受動座位および端座位実施状況を後方視的に調査した。＜対象＞成人患者、開胸術後、人工呼吸器管理あり、
ICU 在室 2 日以上、重症度 APACHE2 10 から 20 ＜調査期間＞ A 活動前 2013 年 5 月 1 日から 6 月 30 日、B 活動中 2014 年 1 月 1 日から
2 月 28 日、C 活動後 2014 年 10 月 1 日から 11 月 30 日＜調査内容＞各調査期間における ICU 退室までの受動座位と端座位の実施率【結
果】受動座位実施率に変化はなかった。端座位実施率は調査期間 A25％、B50％、C89％であった。【考察】活動前には受動座位ま
での援助にとどまる状況が多かった。活動後は端座位までリハビリテーション介入を行う看護師が増加した。ICU 入室直後から、
患者の QOL を見据えた早期離床を目指す看護ケアを提供する看護師が増加した。早期離床の意義や効果を認識した看護師は多職
種チームにおいて患者情報の提供やケア方法の提案を行うようになる。
【結論】看護チームの系統的、継続的な活動は他の看護師
の認識を変化させる。看護師の認識の変化は看護実践に影響を与える。看護プロセスのアウトカムを患者の変化に着目した看護活
動は病棟全体の看護実践に影響を与える。患者のアウトカムをデーターで可視化しながら取り組む活動は、達成感を共有でき次の
変化につなげることができる。
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DP20-1

脳死・移植

2 月 12 日
（金） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 10

第一回法的脳死判定から第二回法的脳死判定まで一週間を要した脳死下臓器提供症例

大阪市立総合医療センター

救命救急センター

師岡 誉也、孫 麗香、山下 智也、立木 規与秀、大川 惇平、重光 胤明、福家 顕宏、有元 秀樹、宮市 功典、林下 浩士
【はじめに】脳死下臓器提供の第一回法的脳死判定と第二回法的脳死判定の時間間隔は施行規則で「6 歳以上では 6 時間以上、6 歳
未満で 24 時間以上」とあるのみで、ドナーの状態を考慮すれば可能な限り短い間隔で第二回を施行し臓器提供に繋げたい。厚生
労働省の「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 検証のまとめ」によると、第一回と第二回法的脳死判定の間隔は平均 7 時間 5 分、
最長でも 24 時間 33 分である。我々は、第一回法的脳死判定後に臓器提供の除外基準である「全身の感染症」が判明し、1 週間の
抗生剤治療および全身管理を経て第二回法的脳死判定および脳死下臓器摘出に至った症例を経験した。その間の患者および家族へ
の対応について若干の考察を加えて報告する。【症例】47 歳 女性。自転車運転中に車と衝突し受傷。救急隊到着時は心停止であっ
たが搬送中に心拍再開。来院時 意識レベル GCS3（E1V1M1）瞳孔 5mm/5mm、対光反射両眼ともなく固定。頭部 CT にて TCDB
分類びまん性損傷 IV。患者家族と相談し積極的治療を控える方針で集中治療室に入室。第 4 病日 家族の申し出より脳死下臓器提
供を前提とした法的脳死判定をすることとなり、同日 第一回法的脳死判定を施行。次日（第 5 病日）前日採取した血液培養の
Gram 染色で肺炎球菌様のグラム陽性球菌陽性が判明したため当初予定していた第二回法的脳死判定を中止。再度 医療チーム内そ
して家族と話し合い、感染症に対する治療および臓器保護を目的とした集中治療管理をすることとした。第 6 病日に採取した血液
培養の最終報告が陰性と確定した第 11 病日 第二回法的脳死判定を行い、第 12 病日 臓器摘出となった。
【結語】第二回法的脳死判
定まで 1 週間という長期間 臓器温存を目的とした集中治療を経て脳死下臓器提供に辿り着いた症例を経験した。当初の積極的治
療を控える方針から積極的に全身管理する方針に切り替え乗り越える難しさを医療チームおよび患者家族と共有した。

DP20-2

小児脳死事例に対して長距離搬送を行った一例

富山大学

医学部

1）

小児科、2）富山大学附属病院

種市 尋宙 、澁谷 伸子
1）

集中治療部

2）

【はじめに】小児の脳死事例に対する医療のあり方は、現在も現場で混乱が続いている。小児終末期医療のあり方について、医療
者間における議論、情報共有の不足がその一因であろう。当科では、小児脳死事例に対して、その診断と明確な病状説明を心がけ、
家族とできる限り時間をかけて話し合い、ICU スタッフ間の議論、情報共有を通して方針を決定している。
【症例】他県から当地
へ遊びに来ていた際に不慮の事故に遭い、心肺停止に陥った。1 時間後に心拍再開し、当院へ搬送。積極的な集中治療を行うも脳
死とされうる状態と判断した事例を経験した。脳死判定後に、
「患児が長期間生存することは不可能な状況であること」
「臓器提供
の道があること（オプション提示）」
「厳しい条件になるが地元での看取りについてもできる限り対応していきたいこと」を伝えた。
家族が「地元で看取りたい」という答えにたどりつき、
「できるだけ多くの友人たちと会わせてあげたい」と思いを述べた。これ
らの希望を受けて、搬送先病院の手配と搬送手段についての検討を始めた。その後、患児の循環動態は不安定であり、高いリスク
があることは理解していたが、家族と思いを共にし、医学的判断のもと、搬送を決断した。搬送中、尿崩症の再発など問題はあっ
たが、4 時間の搬送を遂行した。患児は転院 2 週間後に死亡確認となった。転院時にグリーフカードを渡し、当科の連絡先を伝え
ていた。家族は、事故の 1 年後に事故現場を訪れるとともに遠方より主治医のもとに来院し、感謝の意を述べられた。
【考察】家族、
主治医の関係を含め小児終末期医療のあり方において必要なこととは何か、その問題について本事例を通して考察し、議論してい
きたい。救命出来ないと分かっている状況でも、われわれ医療者が患児、家族に提供できるものは医療であり、オプション提示を
含めて、その選択肢をどれだけ提示できるかが重要ではないかと考えている。

DP20-3

救命救急センターの集中治療下における脳死・心停止下臓器提供の現状と問題点

東京医科大学

1）

八王子医療センター

櫻井 将継 、弦切 純也 、櫻井 悦男
1）

1）

救命救急センター、2）東京医科大学八王子医療センター

臓器移植コーディネーター

2）

【背景・目的】救急医は、診療患者の最期の望みを叶えるという目的で臓器提供に携わる頻度が高い。今回、自施設における臓器
提供の推移と問題点について検討した。【方法】2008 年から過去 8 年間で、当院救命救急センターの臓器提供の推移を記録し、臓
器移植法改正前後にわけて分析した。そこから現在の臓器提供の問題点について検討した。【結果】法改正前に 13 例の臓器提供が
行われ、うち 12 例（92%）が心停止下提供であった。法改正後から現在まで 15 例の臓器提供が行われ、脳死下 11 例（73%）
、心停
止下提供 4 例（27%）であった。法改正後、19 例に心停止下臓器提供の意思表示確認を行い、11 例（58%）が口答同意し、うち 6
例に書類承諾を得た。しかし、実際に臓器提供に至ったのは 4 例で、提供に至らなかった理由は、入院中の腎機能低下 2 例、血圧
低下の遷延 1 例、考え直し 2 例、手続き面倒で辞退 2 例であった。【考察】臓器提供の選択肢を家族が知ることは、患者や家族の意
思を尊重する契機としても重要である。当救命センターはその理念のもと、患者の救命が困難な状況では臓器提供の意思確認を
行ってきた。その結果、法改正以降、脳死下提供件数は増加し、心停止下提供件数は有意に減少していた。これは、心停止下臓器
提供に求められる患者条件の複雑化、脳死下臓器提供の条件との重複、手続きの複雑さなどが考えられる。尊重すべき臓器提供の
意思表示があるにも関わらず、提供に至らない症例も増加しており、種々の問題は臨床現場をより混乱させている。
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DP20-4

生活保護認定遅延により臓器移植が遅延した一例

金沢大学附属病院

～行政と医療の温度差～

集中治療部

岡島 正樹、北野 鉄平、吉川 陽文、相良 明宏、関 晃裕、佐藤 康次、越田 嘉尚、野田 透、谷口 巧
【症例】57 歳、女性。
【既往歴】健康保険未加入にて受診歴なし。
【現病歴】某日早朝、呼吸苦のため会話不能な状態を娘が発見し、
救急車を要請。救急隊接触直後 PEA にて CPR 開始された。虚脱から 46 分後、当院にて自己心拍再開となった。緊急 CAG 検査施
行され、左前下行枝の亜閉塞に対し、大動脈バルーンパンピング下緊急 PCI された。低酸素脳症に対し低体温療法施行したが、深
昏睡から回復せず、脳波平坦、自発呼吸や脳幹反射も消失したままであった。第 5 病日、家族の臓器提供の強い意思を確認した。
しかし、金銭的側面から、生活保護認定がなされるまでは脳死判定を拒否されていた。健康保険未加入であったため、入院直後よ
り当院ケースワーカーの介入のもと生活保護申請を速やかに行い、医療扶助を利用する手続きを開始し、第 19 病日に生活保護認
定の決定がなされる予定であった。その間、重症ショック、重症感染、急性腎障害を合併し、ステロイド、昇圧剤、多種の抗生剤、
血液浄化などにより、呼吸、循環、感染の管理に努めた。しかし予定日に認定されず、さらに 2 度の認定延期を経て、ようやく第
27 病日に生活保護認定された。第 28 病日より脳死判定、第 29 病日に肺のみの摘出、臓器提供に至った。
【考察】原則、生活保護
決定は申請日から 14 日以内になされるよう義務づけられている（生活保護法第 24 条）が、今回は患者側や行政の問題により、そ
れ以上の期間を要した。その間患者は臓器障害の進行を認め、医療側はその管理に苦慮した。患者、医療スタッフ、行政の温度差
はしばしば問題になるが、この症例においてもその問題が浮き彫りとなった。今回、たとえ肺のみでも家族の希望である臓器提供
ができたが、この温度差問題がさらに拡大し、脳死判定時期がさらに遅れた場合、臓器提供できなかった可能性がある。この症例
を通して行政と医療の連携の問題を提起し議論をしたい。

DP20-5

糖原病 1 型（von Gierke Disease）患者の腎移植周術期管理の一例

弘前大学
弘前大学

大学院 医学研究科 麻酔科学講座、2）弘前大学
医学部附属病院 集中治療部

1）
3）

医学部附属病院

麻酔科、

櫛方 哲也 1）、野口 智子 2）、斎藤 淳一 2）、橋場 英二 3）、丹羽 英智 1）、工藤 倫之 2）、廣田 和美 1）
糖原病 1 型は G6Pase の先天的欠如により体内に貯蔵されたグリコーゲンからグルコースを産生できない先天性代謝性疾患である。
生命活動の維持に常にグルコースの直接摂取する必要がある。臓器別の病態としては、エネルギー源としてグルコースしか利用で
きない脳をはじめ、肝、腎の機能障害も見られ、肝、腎移植の適応となる症例も稀ではない。今回、我々は成人糖原病 1 型の生体
腎移植に際し、全静脈麻酔を用いた周術期管理経験したので報告する。症例は 31 才女性、生後直後の肝腫大を指摘され肝生検の
結果、糖原病 1 型と診断された。乳製品除去とコーンスターチ継続的摂取を必要としている。過去一年で腎機能が急速に悪化し腎
移植の適応となった。移植時の麻酔はプロポフォール、レミフェンタニル、ケタミンを用いた全静脈麻酔と超音波ガイド下の腹直
筋、腹横筋膜ブロックで管理した。ケタミンは 0.5mg/kg 静注ののち、0.5mg/kg/hr で移植片再灌流時まで持続静注した。補液は
1% グルコース含有酢酸加リンゲル液を主体とし、必要に応じてグルコースを追加した。移植腎からの利尿は良好であり、麻酔か
らの覚醒は速やかであった。麻酔終了後は集中治療室で周術期管理を行った。患者の同意の下、ケタミンの血中濃度の測定を、投
与中止時、投与中止 15，30，45，60、120、180 分後に行った。ケタミン血中濃度は投与中止 120 分後には 0.0ng/ml となり半減期
は 17.3 分であった。ケタミンの薬物動態は腎機能障害で阻害されるという報告が有る 1）が、今回のケタミン血中濃度の推移の結
果は移植腎が良好に機能している証左の一つと考えられた。参考文献 1. Pedraz JL, Lanao JM, Dominguez-Gil A. Kinetics of
ketamine and its metabolites in rabbits with normal and impaired renal function. European journal of drug metabolism and
pharmacokinetics. 1985; 10: 33-9.

DP20-6

当院で経験した呼吸不全に対する長期 VV-ECMO 患者の肺移植登録についての検討

日本医科大学付属病院

1）

外科系集中治療科、2）日本医科大学

杉田 慎二 、竹田 晋浩 、梅井 菜央 、市場 晋吾 、坂本 篤裕
1）

1）

1）

1）

麻酔科学教室
2）

我々は呼吸不全にたいする長期にわたる ECMO 管理を経験した。患者は 50 歳男性。他院で特発性肺線維症に対して VV-ECMO が
導入された。ECMO12 日目に当院へ搬送となった。来院当時、重度の呼吸不全と循環不全により完全な鎮静をされて管理を行った。
そのため、患者の治療方針についてのインフォームドコンセントは患者の家族に対して行われ、治療の制限についても患者家族の
意向に沿って行われた。ECMO17 日目に、VV-ECMO 管理が安定して管理できるようになり、患者の意識を改善するにいたったが、
まだ重篤化する可能性もあったため家族の意向を尊重し、患者への病状の説明は部分的に行った。生体肺移植については不可能と
判断されたため、臨床状態からも今後の治療によっても ECMO の離脱は不可能な状態に陥ると考えられた。この時点では死体肺
移植は ECMO 管理の患者であることや当時の患者状態、時間的問題、社会的問題からも検討はされなかった。終末期への移行も
検討したが、ECMO 管理は問題なく行われ、患者の ADL は改善していった。65 日目以降にはスピーチカニューラを使用すること
で意思疎通を完全に取れる状態となったため、患者家族に再度死体肺移植についての説明を行い、患者本人に移植についての意思
確認を行い、死体肺移植の申請をするに至った。欧米では bridge-to-transplantation としての ECMO の症例は多いが、本邦ではい
まだ報告はない。これには、ECMO の歴史のほかに、肺移植についての社会的な背景の違いや、移植登録・申請についてのスピー
ドの違いなどが理由として推測される。今後本邦でも長期にわたる VVECMO 管理の患者は増えていく可能性があり、ECMO 患者
に対する肺移植の法的、医学的アプローチによるプロトコールが整備される必要があると考えられる。
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DP21-1

感染・感染対策①

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 1

壊死性軟部組織感染症に対するデブリドマン後の創管理

岐阜大学医学部附属病院

1）

高度救命救急センター、2）兵庫医科大学病院

救命救急センター

中野 志保 、加藤 久晶 、水野 洋佑 、北川 雄一郎 、田中 卓 、神田 倫秀 1）、中野 通代 1）、白井 邦博 2）、豊田 泉 1）、
小倉 真治 1）
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1）

1）

1）

1）

【背景】当施設では、壊死性軟部組織感染症に対する十分なデブリドマン後、創閉鎖術までの創管理に局所陰圧閉鎖療法（negative
pressure wound therapy：NPWT）を用いている。【対象と方法】2007 年 3 月～2015 年 5 月に当施設に入院した壊死性軟部組織感
染症 20 例のうち、来院後 3 時間で死亡した 1 例を除く、19 例（Fournier’s gangrene 5 例、四肢・体幹部壊死性筋膜炎・筋炎 14 例）
を対象とし、NPWT 使用率、NPWT 開始時期と使用期間、創閉鎖方法、手術回数について検討した。【結果】全例当センター入
院当日または翌日に初回デブリドマン手術が施行された。初回手術後、19 例中 13 例（68.4％）に NPWT が使用され、使用されなかっ
た 6 例は、術後 1 週間以内に創部を縫合閉鎖できた 2 例と壊死の進行により患肢切断もしくは死亡した 4 例であった。NPWT 開始
時期は入院後 7（0 － 33）日目、使用期間は 28（3 － 125）日間であった。創閉鎖方法に関しては、13 例は縫縮および植皮術で創閉
鎖が可能であったが、アキレス腱が露出した 1 例と、坐骨骨髄炎により創治癒が遷延した 1 例に対しては皮弁術を必要とした。ま
た 2 例に対して切断術を施行した。創閉鎖に要した手術回数は 3（2 － 8）回であった。8 回の手術を要した 2 例は、背部から頸部に
およぶ広範な皮膚欠損を生じた 1 例と坐骨骨髄炎を併発した 1 例であり、これらは NPWT を各 32・125 日間使用されていた。
【考察】
開放創への NPWT の使用は、良好な肉芽形成の促進効果が報告されており、当施設においても多数の症例で縫縮および植皮によ
る比較的簡便な方法で創閉鎖が可能であった。しかし、広範な腱の露出や骨髄炎の併発など、NPWT を漫然と施行するのではなく、
早期の皮弁術を考慮すべき症例もあると考えられた。

DP21-2

当院における壊死性軟部組織感染症への取り組み

東京都立多摩総合医療センター

1）

救命救急センター、2）昭和大学病院

救急医学講座

濱口 純 、清水 敬樹 、笠原 道 、荒川 裕貴 、鈴木 茂利雄 、萩原 祥弘 1）、金子 仁 1）、光銭 大裕 1）、森川 健太郎 1）、
三宅 康史 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】皮膚・軟部組織感染症は表在に限局した軽症な疾患から，皮下組織や筋膜にまで達する蜂窩織炎，壊死性筋膜炎のように
生命予後に関わる重症な疾患まで多岐に渡る。治療には抗菌薬の投与を行うが，特に壊死性筋膜炎を代表とする壊死性軟部組織感
染症の予後は悪く，早期の外科的デブリードメントによる source control が重要となる。しかし発症早期には，身体所見や画像所
見からは蜂窩織炎との鑑別が難しく，under triage により治療介入が遅れ，致死的となることがある。そのため，当院では壊死性
軟部組織感染症かどうかの判断が難しい場合には，積極的に外科的デブリードメントを行う方針としている。【方法】2013 年 4 月
から 2015 年 6 月に当院救命救急センターへ入院となった , 重症軟部組織感染症 9 症例を対象とした。1. 壊死性筋膜炎の診断（蜂窩
織炎との鑑別）には LRINEC score が用いられるが，その有用性について検証した。2. 壊死性軟部組織感染症に対する外科的デブ
リードメントの治療効果判定として，処置前後の shock index やその他パラメーター変化を評価し検証した。
【結果】1. LRINEC
score は 5-10 点と，一部の症例で壊死性軟部組織感染症であるにも関わらず，点数を満たさないものがあった。2. ほぼ全ての症例
で外科的デブリードメントによりバイタルサインや採血データの著明な改善を認めた。
【考察】壊死性軟部組織感染症の治療の要
は，早期に外科的デブリードメントを行うことにある。治療介入の遅れは致死的になるため，疑わしい場合には身体所見や画像所
見，LINEAC score で診断に至らない場合でも，壊死性軟部組織感染症として早期治療介入が必要となる。

DP21-3

2015 年における胆道系分離菌の解析

名古屋大学大学院医学系研究科

1）

救急・集中治療医学分野、2）名古屋大学医学部附属病院

高谷 悠大 、八木 哲也 、東 倫子 、稲葉 正人 、井口 光孝 、松田 直之
1）

2）

1）

1）

2）

中央感染制御部

1）

【はじめに】名古屋大学病院救急科は，救急外来および ICU で，胆道系感染症を管理する機会が多い。Tokyo Guidelines 2013 にも
言及されているように，施設における胆道系感染症の起炎菌と薬剤感受性を定期的に評価することで，胆道系感染制御に役立てる
ことができる。2015 年上半期の当院の胆道系から検出された菌の特徴について報告する。【対象と方法】2015 年 1 月 1 日～6 月 30
日に当院に入院していた患者で，胆汁検体が提出された 107 名を対象とし，各患者の胆汁から検出された計 282 株の分離菌種とそ
の薬剤感受性について解析した。期間内に同一患者から同一菌株を複数回検出している場合は初回検出菌で判定した。薬剤感受性
はCLSI M100-S24で判定した。
【結果】
検出された上位菌種の内訳は順に，Enterococcus faecalis 28株，Enterococcus faecium 24株，
Klebsiella pneumoniae 24 株，Enterobacter cloacae 23 株，Escherichia coli 21 株，Klebsiella oxytoca 21 株 な ど で あ り，
Enterococcus 属，腸内細菌科細菌が多い結果だった。腸内細菌科細菌の一部には，第 3 世代セフェム系薬に耐性を示す高度耐性菌
が検出され，Enterobacter aerogenes の 60.0%（3 株）Enterobacter cloacae の 17.4%（4 株），Citrobacter freundii の 45.5%（5 株），
Serratia marcescens の 18.2%（2 株）が高度耐性株だった。MRSA は S. aureus の 25%（2 株）に認めた。ESBL 産生株は検出されな
かった。
【結語】当講座は，胆道系感染症の治療方針として，ドレナージを優先すること，検出菌の薬剤感受性に基づいて抗菌薬
を de-escalation することを重視している。今回の結果からは，敗血症性ショックなど胆道感染症の重症例では，empirical therapy
として広域抗菌薬及び抗 MRSA 薬の使用は妥当であると評価した。今後も院内全体の胆道系分離菌種の解析をもとに，集中治療
室での胆道系感染症に対する抗菌薬の使用指針を各年で見直していく方針である。
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ICU 患者を対象とした ESBL 産生菌腸管内保菌者検出の意義

福岡大学病院

救命救急センター

川野 恭雅、水沼 真理子、星野 耕大、山崎 玲子、森本 紳一、西田 武司、石倉 宏恭
【目的】ESBL 産生菌は多くの抗菌薬に耐性を示すことから、感染症診療において重要な細菌の一つであるが、ICU 入院患者の腸
管内保菌者を特定することによる臨床的意義を検討した報告は少ない。今回我々は便検体を用いた ESBL 産生菌の積極的監視培養
が抗菌薬使用量（AUD）や院内死亡率へと与える影響を検討したので報告する。
【対象と方法】2013 年 4 月から 2014 年 9 月に当院救命救急センターへ入院した成人症例を対象とした。便検体による監視培養で
ESBL 産生菌のスクリーニングを行わなかった期間（前期；2013 年 4 月から 12 月）とスクリーニングを行った期間（後期；2014 年
1 月から同年 9 月）の 2 群に分類し、各種培養（喀痰・尿・便・血液等）による ESBL 産生菌検出率、キノロン系抗菌薬・第 3 世代
セファロスポリン・タゾバクタム／ピペラシリン（TAZ/PIPC）およびカルバペネム系抗菌薬の AUD、院内死亡率と ESBL 産生
菌関連院内死亡率を 2 群間で比較した。
【結果】症例数は前期 670 例、後期 575 例であった。各種培養にて ESBL 産生菌を認めた症例は前期 20 例、後期 71 例であり、その
検 出 率（ 前 期 3%、 後 期 12.3%、p ＜ 0.05） で は 2 群 間 に 有 意 差 を 認 め た が、AUD［ キ ノ ロ ン 系 抗 菌 薬（ 前 期 6.8、 後 期 10.4、
p=0.27）、第 3 世代セファロスポリン（前期 19.9、後期 33.3、p=0.36）、TAZ/PIPC（前期 48、後期 50.7、p=0.55）
、カルバペネム系
抗菌薬（前期 27.3、後期 60.3、p=0.06）］では 2 群間に有意差を認めなかった。また、院内死亡率（前期 17.9%、後期 16.1%、
p=0.3）と ESBL 産生菌関連院内死亡率（前期 0.1%、後期 0.2%、p=0.55）でも 2 群間に有意差は認めなかった。
【結論】当院救命救急センターにおいて、積極的監視便培養を用いて ESBL 産生菌の腸管内保菌者を同定することは抗菌薬使用量
及び院内死亡率に影響を与えなかった。

DP21-5

人工呼吸器関連肺炎と人工呼吸器関連イベントのサーベイランスの相違と有用性についての検討

佐久総合病院

1）

救命救急センター、2）東京ベイ浦安市川医療センター

集中治療科

小林 絵梨 、内藤 貴基 、岡本 賢太郎 、川口 剛史 、片岡 惇 、則末 泰博 2）、岡田 邦彦 1）、藤谷 茂樹 2）
1）

2）

2）

2）

2）

【目的】人工呼吸器関連肺炎（Ventilator-Associated Pneumonia：VAP）は入院日数、死亡率の増加と関連するとされており主要
な院内感染の一つである。感染管理においてサーベイランスは対策の根幹をなすものであるが、VAP に関しては診断のゴールド
スタンダードがない点、診断に胸部レントゲン所見など客観性に欠ける項目があるなどの問題があった。そこで米国疾病管理予防
センター（CDC）から人工呼吸器関連イベント（Ventilator-Associated Event：VAE）が提唱され、より客観的なサーベイランス
が可能となった。しかし VAE は VAP と相関性に乏しいことが知られており、感染管理のためのサーベイランスとしての有用性は
はっきりしていない。本研究では VAE と VAP の関連を明らかにし感染管理における VAE サーベイランスの問題点を検討する。
【方法】当院 ICU に 7 月 1 日～31 日に退室したすべての挿管患者 49 例を対象としてサーベイランスを行った。VAE のサーベンラン
スには当院で採用している日本光電の生体情報管理システム（CAP）の自動 VAE サーベイランス機能使用した。VAP サーベイラ
ンスは ICU から提出された痰培養陽性例と、臨床的に VAP の治療を行った症例から CDC の定義を満たすものを抽出した。【成績】
49 例の年齢は平均 71 ± 10 歳、挿管日数は中央値 2（1-5）日であった。49 例中 VAE と診断された症例は 1 例（2.0%）
、VAP と診断
された症例は 6 例（12.2%）であった。VAE と診断された症例は消化管穿孔で閉創していない創部を閉腹した後の呼吸状態悪化に
よるもので VAP ではなかった。また VAP と診断された症例はすべての症例で VAE の基準を満たさなかった。【結論】VAE は世
界標準の客観的指標のため ICU におけるサーベイランスに重要である。しかし臨床的に VAP と診断され治療される症例は VAE の
定義を満たすほど呼吸状態の悪化を伴わない可能性があり、感染管理の観点からは VAP を正確に反映していない可能性があるた
め注意が必要である。

DP21-6

中心静脈カテーテルの感染率 3 年間の調査 ～岡山大学高度救命救急センター～

岡山大学病院 救急科、2）岡山大学病院 高度救命救急センター、3）岡山大学医療教育統合開発センター、
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 救急外傷治療学講座

1）
4）

平岡 知浩 1）、木口 隆 2）、山内 英雄 4）、飯田 淳義 3）、塚原 紘平 1）、湯本 哲也 1）、松尾 瑞恵 1）、佐藤 圭路 1）、鵜川 豊世武 4）、
氏家 良人 1）
【背景】救急および集中治療において中心静脈カテーテルは必要不可欠であるが、不適切な挿入手技や不十分なケアは感染の原因
となる。しかし、適切な管理をすることにより、挿入部位にかかわらず感染率を低く抑えられる報告がある。今回我々は当院高度
救急救命センターにおける中心静脈カテーテルの感染率および部位毎の感染率について検討した。【方法】対象は 2012 年 4 月～
2015 年 3 月に当院高度救急救命センターに入院し中心静脈カテーテルを挿入した患者で、電子カルテを用いて後方視的にカテーテ
ル挿入日数、挿入部位、基礎疾患、感染の有無を検討した。感染の定義は NHSN（National Healthcare Safety Network: 全米医療
安全ネットワーク）感染症判断基準を使用し、カテーテル挿入時はすべてマキシマルプリコーションで行った。
【結果】カテーテ
ル 567 本、カテーテル延べ日数 3,822 日、患者 285 人において、感染が確認されたカテーテルは 7 本（1.23%）
、1.83 件 /1,000 カテー
テル日だった。挿入した患者の背景としては外傷および敗血症が多く、部位毎の比較では鎖骨下静脈に挿入した群（n=23）
、内頚
静脈に挿入した群（n=274）、大腿静脈に挿入した群（n=270）の感染数は、1 本（4.35%）
、1 本（0.36%）
、5 本（1.85%）であり 3
群間で有意な差は認めなかった。感染が確認された患者は外傷が多く（7 例中 5 例）
、挿入期間（平均 10.0 日）は感染を起こさなかっ
た群（全体平均 6.7 日）と比べ、より長い傾向にあった。【考察】外傷患者では頚椎保護の点から挿入部位として大腿静脈を選択
されることが多いこと、清潔が保ちにくいことが感染と関係していると考えられた。またカテーテル挿入期間が感染率上昇と関連
している可能性が示唆された。
【結語】マキシマルプリコーションに則った挿入操作および適切なカテーテルケアがあれば挿入部
位にかかわらず感染率を低く抑えられると思われる。今後は何日で入れ換えるのが妥当か検討していきたい。
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看護教育

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 2

ME 機器管理導入のための Off － JT、On － JT を組み合わせた教育体系の効果と今後の課題

市立函館病院救命救急センター、2）市立函館病院 ICU、3）市立函館病院看護局看護科、4）市立函館病院麻酔科

1）

大山 隼人 1）、十文字 英雄 2）、渡邊 裕介 3）、辻口 直紀 4）
【目的】当院 HCU（現 ECU）は、主に救急外来からの緊急入院患者の大多数を受け入れてきたが、補助循環や血液浄化装置、低
体温療法適応患者などは ICU で受け入れていた。2015 年 2 月、病床編成に伴い HCU から ECU へ病棟新設となり、それまで ICU で
受け入れていた CHDF、IABP、低体温療法適応患者を ECU で受け入れることになった。そこで、卒後 1～2 年目、管理職を除い
た看護師 32 名に対して、集中ケア認定看護師 2 名による勉強会の実施（Off-JT）と ICU で 1 回の On-JT を行い、臨床実践において
効果があったのかアンケート調査をし、検討した。【方法】2015 年 2 月から 8 月まで A チーム（特定集中治療室管理相当の患者を
担当するチーム）に所属している看護師 13 名に対して、アンケート調査を実施した。倫理的配慮に関しては、個人が特定されな
いよう配慮した。【結果】全ての ME 機器管理の Off-JT、On-JT ともに必要であると全員が答えた。臨床での効果に関しては、
70％が今回の教育体系による学習で、フィジカルアセスメントの判断に役立った、アラーム対応が不安なく行えたなど、効果があっ
たと答えたが、残りの 30％は、Off、On-JT を実施してから臨床実践まで時間が経ち、学習内容が薄れてしまい、効果的ではなかっ
たと答えた。
【考察】Off、On-JT による教育体系が望まれていること、またフィジカルアセスメント、アラーム対応など効果的な
臨床判断に繋がることが示唆されたが、今回の教育体系では、指導者が 2 名しかいない、また他部署での On-JT のため、指導者、
受講者の勤務調整が必要となるため、On-JT の回数が制限されてしまい、臨床実践まで期間が空いてしまった。今後は、ICU、
ECU の両部署での On-JT も考慮する必要があり、指導者の育成とその質の担保が課題である。

DP22-2

ECMO 装着患者を受け持つ看護師に対する教育方法の検討－看護基準手順を作成して－

済生会横浜市東部病院

救命救急センター病棟

山中 恵美子、中村 智美、田中 理奈、諏訪 豊美、川野邉 麻美
【背景・目的】A 病院救命救急センター病棟（以下救命病棟とする）において、Extracorporeal Membrane Oxygenation：ECMO（以
下 ECMO とする）装着患者の受け持ち看護師の教育プログラムの確立を目的とし、2013 年度に実施した研究結果（以下第一報と
する）において、ECMO 装着患者を受け持つ際の看護師の不安や戸惑いが明らかになった。そこで本研究の目的は、ECMO 装着
患者の看護基準手順を作成することで知識不足による受け持つ際の不安や戸惑いを軽減できるかを明らかにすることである。さら
に ECMO 装着患者の受け持ち看護師の教育方法に示唆を得ることとする。【方法】対象は、救命病棟配属 3 年目以上の看護師 42 名
に対し、2013 年度同様の質問紙に看護基準手順を使用した上での質問項目を追加したものを使用する。回答を全て抜き出し、
2013 年度のデータと比較を行う。また、看護基準手順の作成により、不安や戸惑いがどのように変化したのかを分析する。本研
究は、A 病院倫理審査委員会の承認を得て実施した。【結果】基準手順の作成において、
「治療方法・機器の取り扱いに関する知識
不足」は、分かるようになったが 96%、いいえが 3% であった。
「看護ケア」は、分かるようになったが 96%、いいえが 3% であった。
「それぞれの知識不足がカバーできるか」はできる 83%、できない 16% であった。
「アラーム・機器に関する恐怖心」は、軽減でき
たが 86%、軽減できないが 13% であった。【考察】第一報を受けてのマニュアル作成に至ったことで、スタッフが特に不安に思っ
ていた機器の取り扱いや看護ケアの内容をマニュアル内に盛り込めたことから、少なからず不安は軽減できたと考える。このマ
ニュアルを活用したうえで、Partnership Nursing System において実践を行う事で、経験不足による不安は解消できると考える。
【結論】ECMO 装着患者の看護基準手順を作成したことで、ECMO 装着患者を受け持つ看護師の不安や戸惑いが軽減できた。

DP22-3

呼吸管理研修が実践に及ぼす影響について－受講後の追跡調査を通じて－

東京女子医科大学病院

看護部

茂木 奈津、荒木田 真子、小泉 雅子、江畑 典子
【はじめに】A 病院では , これまで人工呼吸器に特化しない呼吸ケア看護全般の質の向上に重点を置いた呼吸管理研修を開催し，6
年が経過する . 本研修は , 基礎編である呼吸管理 1 と応用編である呼吸管理 2 で構成され , 呼吸管理 2 では臨床現場における呼吸ケア
看護の向上に関するリーダーシップを発揮することをねらいとしている .【目的】呼吸管理 2 研修を受講した後 , 数年を経過した臨
床現場における研修の効果・影響についてその実態を明らかにすることにより , 本研修のありかたに関する示唆を得ることであ
る .【対象と方法】平成 24,25 年度の呼吸管理 2 受講者 82 名に対し , 半構成的質問紙によるアンケート調査を実施した . 調査期間は平
成 26 年 10 月～平成 27 年 3 月であった .【倫理的配慮】本調査への回答は自由意志とし，匿名性を確保した . また，所属施設の承認
を得た .【結果・考察】2 年間における呼吸管理 2 の受講者数 106 名に対して , 調査時に在籍している看護師 82 名（77%）に配布し ,
そのうち回答が得られた 35 名（回収率 46%）を分析の対象とした . 経験年数は 3～21 年（平均 9.34 年）であった . 研修で学んだ内容
を看護実践で「生かせている」「まあまあ生かせている」と回答した者は 89% であった . そのうち ,『呼吸フィジカルアセスメント』
は受講者の 77% が「看護実践で生かせた」と回答した . これは，疾患に関係なくすべての患者に必要な看護技術であること , 呼吸状
態のアセスメントと記録では動画を用いた演習を通じた訓練が影響していると推察された . また , 臨床における指導で「生かせた」
項目は ,『呼吸フィジカルアセスメント（57%）』『適切な看護記録（43%）』であり , 実践で生かせた内容とほぼ一致しており , 研修
の学びが実践や指導へ発展していた . 集合教育において , 研修終了後の実践活用状況を把握することは , その妥当性の評価や充実化
につながることが示唆された . 今後も，呼吸管理の重要性や最新の知識をふまえた呼吸管理研修を継続する必要がある .
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DP22-4

呼吸サポートチーム主導による院内呼吸ケア学習システム構築に向けた取り組み

日本赤十字社

武蔵野赤十字病院

石田 恵充佳、小林 圭子、楠 さくら
【背景と目的】開催した学習会が実践に結びつかない現状がある。そこで呼吸サポートチームが、専門的な知識を持ちかつ臨床現
場の学習ニーズを把握している強みを活かし、インストラクショナルデザインの概念を参考に呼吸ケア学習会を設計し、実践に反
映できる学習機会の提供を目指し取り組んでいる。
今回、学習者ニーズの高い 3 段階目（人工呼吸器装着患者担当機会のある看護師）を対象に設計した学習機会の形成的評価を目的
とし効果的か、魅力的か、効率的かの 3 視点で評価を行った。
【方法】事前に具体的な学習目標、目標達成のためのシリーズ回数を告知した。知識の学習効果はオーディエンス・レスポンス・
システム（ARS）の回答、学習者の意見や満足度はアンケートで評価した。学習会後の行動変容は参加者数最多部署の看護記録
内容の変化から評価した。データは個人が特定されないように匿名化した。
【実際・評価】自主参加型で 6 回開催、延べ 137 名の参加があり、参加者数最多部署は CCU であった。ARS では各学習会終了後の
知識達成目標に 100% が到達しており、カークパトリック 4 段階評価のレベル 2 の到達が確認された。患者ケアの例として、せん
妄予防ケアに関する CCU 看護師の看護記録記載は学習会前は 10% だったものが、開催後 6ヶ月では学習会で達成目標とした観察
や実践内容が記載され 80％の看護師の行動変容を認めた。カークパトリックレベル 3 の到達が確認され、効果的な学習機会を提供
できた可能性があると評価する。アンケートでは「達成目標が明確で理解が進んだ」
「具体的で実践したい」など学習者満足度は
高く、魅力的であったと評価する。一方で、不参加者のために前回の学習課題の復習から開始し終了時間を延長する回があり、効
率良い進行ができなかった。
【今後の課題】効果的、魅力的な学習機会を提供できたが効率性に欠ける。各回に事前課題や前提条件を設けることで効率の良さ
を目指す。

DP22-5

クーリングに関する看護師の認識変化―学習会前後の内容分析―

横浜市立市民病院

ICU

鈴木 佑実、小野 高、倉本 紀、赤松 直子
【背景】A 病院 ICU では発熱時のクーリング実施の指示が多く、看護師はその指示に従う現状があった。昨年度 ICU 看護師を対象
にクーリングの認識を調査した結果、
「適応」
「リスク」の知識や「発熱時のアセスメント」の不足が明らかとなった。
【目的】クー
リング学習会前後の認識の変化を明らかにする【方法】
（1）方法 : クーリング学習会の実施後、クーリングに関する認識のアンケー
ト調査を行う（2）対象 :A 病院 ICU 看護師 34 名（3）期間 :2015 年 4 月～7 月（4）倫理的配慮 : 本研究は A 病院の倫理審査の承認を
得た【結果】ICU 看護師全員を対象に、クーリングの「適応」「リスク」および、「意識下又は浅鎮静」「完全鎮静」「脳血管虚血・
中枢神経障害」「敗血症などの感染症」の病態別のアセスメントについて学習会を実施した。学習会後のアンケートの結果、クー
リングの開始基準は、学習会前と比較し変化はなかったが、クーリングの適応や悪影響について認識する人数は増加した。病態別
のクーリングの効果、注意点について、正答する人数も増加したが、
「わからない」とする回答も残る結果となった。
【考察】学習
会前にアンケート調査を行い、クーリングにおける看護師の課題を明確にしたことにより、指導内容の焦点化が可能となり、クー
リングに対する認識の変化につながった。クーリングの開始基準に変化はなかったが、適応や悪影響について認識する人数が増加
したことは、クーリングを習慣で行うのではなく、アセスメントした上で行うことにつながる。病態別のアセスメントの認識にお
いて「わかならい」とする回答が残ったことは、指導内容の標準化が不十分であることを示し、今後指導内容の検討と学習の継続
が必要である。【結論】課題を明確にした上での学習会の実施により、クーリングの「適応」
「リスク」に対する理解や発熱時のア
セスメントが深まり、発熱時個々の患者に対する適切な援助につながる可能性がある。

DP22-6

術後患者の観察をした学生の体験における構造的特徴 -KH Coder による計量的な内容分析より -

中部大学

生命健康科学部

保健看護学科

松田 麗子、江尻 晴美、中山 奈津紀、梅田 奈歩、牧野 典子
【目的】高性能シミュレータを使用して術後患者の呼吸を観察する演習を実施した看護大学生の体験について計量的な内容分析に
より検討する。
【方法】術後患者の観察が未経験である成人看護学臨地実習前の看護大学生 24 名の演習終了後面接内容を分析対象
とした。演習の課題は術後患者の呼吸を観察し教員に報告することである。演習終了後、1 人 20 分程度の半構造的面接を 1 回行っ
た。面接内容は対象者の承諾を得て IC レコーダに録音し、逐語録を作成してテキストデータとした。テキストデータは樋口らが
開発したテキストマイニングソフト「KH Coder」を使用し、頻出語分析、共起ネットワーク分析およびクラスター分析を行った。
【結果】総抽出語数と文章数はそれぞれ 288,65 語、2,610 文であった。テキストに頻回に出現した語は「緊張」
「自分」
「観察」
「呼吸」
「実際」
「患者」であった。出現回数が 16 回以上の上位 35 語を抽出し共起ネットワーク図を作成した結果、最も中心的な語は「実習」
「患者」でありこれらの語を介して他の語句が共起していた。最も強く共起している語は「実際」
「教科書」
、
「教科書」
「勉強」、
「実
習」
「急性」
、
「自分」「観察」、「呼吸状態」「不安」であった。クラスター分析の結果［経験からの体得］
［呼吸状態の報告］
［念の
ための確認］
［演習の緊張感］［急性期実習の準備］の 5 つが見出された。
【結論】術後患者を観察した看護大学生の体験をまとめ
ると 1. 高性能シミュレータを用いた演習は教科書では得られない実際の看護技術を身につけることができる 2. 呼吸の観察内容を報
告する時に呼吸音を聞き忘れていたことに気がつく 3. 自分で考えた観察項目に自信が持てないため念のため広く全般的な観察を行
う 4. 高性能シミュレータによるリアルな場面設定よりも他者の評価により緊張感が喚起される 5. 高性能シミュレータを用いた演習
を行うことにより急性期実習を想定した観察をするであった。
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DP23-1

気道・呼吸・呼吸管理④

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 3

頸部超音波検査により抜管前に食道癌術後の両側反回神経麻痺を診断し得た 1 例

横浜市立大学附属病院

集中治療部

山本 夏啓、山口 嘉一、堺 結有、西周 祐美、吉田 輔、出井 真史、高木 俊介、野村 岳志、山口 修、後藤 隆久
［はじめに］近年、頸部超音波検査で声門を観察し、反回神経麻痺の有無を評価する方法の有用性が報告されている。抜管する前
に頸部超音波検査で食道癌術後の両側反回神経麻痺を疑い、安全に管理することができた症例を経験したので報告する。
［症例］68 歳男性。食道癌に対し、食道切除、胃管再建、3 領域郭清の手術を受けた。術中所見として、左反回神経周囲のリンパ
節に浸潤を認め、剥離を行った。また、右反回神経は術中に確認、温存していた。手術終了後、手術室で抜管したが、抜管約 5 分
後に気道狭窄音が聴取されるようになった。咽頭ファイバーで右声帯固定、左声帯軽度固定の所見を認めたため、再挿管された。
ICU で経口気管挿管、人工呼吸管理を継続した。術後 2 日目に自発呼吸テスト、カフリークテストに合格し、抜管の方針となったが、
抜管前に実施した超音波検査では、自発吸気時に声帯の動きを認めず、両側反回神経麻痺が遷延している可能性が高いと考えられ
た。チューブエクスチェンジャーを留置して抜管した。抜管直後より上気道狭窄症状を認め、ファイバーで両側声門固定の所見を
認めたため、留置していたチューブエクスチェンジャーを使って酸素化・再挿管を行い、同日気管切開術を行った。気管切開術後
は人工呼吸器を離脱し、術後 3 日目に ICU を退室した。
［考察］頸部超音波検査による咽頭、声帯の観察が頸部手術後の声帯麻痺の診断に有用であると報告されている。本症例では経口
気管チューブ抜管前に声帯を観察したことにより、あらかじめチューブエクスチェンジャーを留置して抜管することで安全に抜管
および再挿管することができた。頸部手術後など、反回神経麻痺のリスクが高い症例に対し、超音波検査による声門の評価が有用
である可能性が示唆された。
［結語］経皮エコーにより頸部手術後の反回神経麻痺を抜管前に評価することができた症例を経験した。

DP23-2

超音波ガイド下鎖骨下静脈穿刺に際し、気胸の合併を超音波で迅速に診断した一例

名寄市立総合病院

1）

麻酔科、2）名寄市立総合病院

衛藤 由佳 、舘岡 一芳 、丹保 亜希仁
1）

1）

救急科

2）

【諸言】小型で解像度の高い超音波診断装置の普及により、超音波ガイド下中心静脈穿刺が浸透している。穿刺針や静脈周囲の構
造を確認しながら穿刺できるため、安全性が高いという報告が多いが、過信による合併症は発生している。また、超音波診断装置
は肺疾患の診断にも利用される。今回、全身麻酔下での中心静脈（CV）ポート留置術による気胸を超音波で迅速に診断した例を
経験したので報告する。【症例】60 代女性、全身麻酔下での診断的腹腔鏡および CV ポート留置術が予定された。助手がリニア型
プローブで右鎖骨下静脈短軸像を描出し、術者が交差法で穿刺を行ったが、針先が描出されない状態で穿刺針の根元まで刺入され
ていた。2 回目の穿刺でも針先は描出されなかったが、鎖骨下静脈が圧迫されている像が得られ、貫通法で外筒を留置した。その後、
定型的に CV ポートを留置した。換気量や酸素化に変化はなかったが、医原性気胸を懸念し肺エコーを施行したところ、右前胸部
で lung sliding の消失、M モードでバーコードサインを認め、気胸と診断した。気胸の程度を評価するため lung point を検索したが、
側胸部でも認めないため高度の気胸と判断、胸腔ドレーンを挿入した。気胸は徐々に改善し、第 11 病日に抜去した。【考察】超音
波ガイド下中心静脈穿刺の際、穿刺針先端が描出できない状況で針を進めると重篤な合併症を引き起こす可能性があり、超音波ガ
イド下穿刺の特徴をよく理解していなければ、安全な穿刺は不可能である。手元のプローブと穿刺針の刺入角度や深さ、得られた
画像との整合性を確認することが重要で、画像のみに集中することは大変危険である。
【結語】超音波ガイド下中心静脈穿刺であっ
ても、正しく施行しなくては気胸などの合併症を引き起こすことに留意するべきである。また、気胸は超音波で簡便に診断するこ
とができ、中心静脈穿刺後における気胸合併の有無を検索することは有用であると考える。

DP23-3

輪状甲状間膜切開と肺エコーを施行した困難気道管理の 1 症例

岩手医科大学

医学部

麻酔科

山田 直人、鈴木 健二
【はじめに】一般病棟で輪状甲状間膜切開を行い、両肺の換気状態を肺の超音波画像（肺エコー）で確認した困難気道の 1 症例に
ついて報告する。
【症例】40 歳女性、165cm、85kg、急性膵炎の入院治療中であった。多発性硬化症の既往歴があり、急性増悪に
よる呼吸困難を発症した。気管挿管が必要となったが、挿管困難のために麻酔科医が病棟に呼ばれた。マスク換気を 2 人がかりで
行っていたが、SpO2 60%、HR 140bpm、BP 80/60mmHg であった。また、下顎後退、頭部後屈不能、開口困難の上、複数回の気
管挿管施行による口腔内の浮腫、出血を認めた。ビデオ喉頭鏡で気管挿管を試みたが、喉頭鏡の口腔内の挿入が困難かつ、血性分
泌物により喉頭蓋の視認が困難であった。SpO2 が更に低下し、徐脈となったため、輪状甲状間膜切開を行った。肥満体型のため、
輪状甲状間膜より気管挿管後も呼吸音は聴取困難であったが、肺エコーにより視覚的に換気状態が確認出来た。
【考察】緊急時の
輪状甲状間膜切開を行う機会は少ない。本症例は通常の手技による気管挿管が不可能であり、SpO2 低下、徐脈となったために輪
状甲状間膜切開を行った。病棟にあった縫合セット内のメスとペアン鉗子を用いて手技が可能であった。必ずしも気道確保の道具
が充実しない一般病棟においても、気道確保の最後の手段となりうると思われた。手技が迅速に行われるためには適応を含めた病
棟スタッフの理解が必要であり、困難気道管理症例の評価方法、気道確保器具の使用方法に加えて、輪状甲状間膜切開について病
院内での情報共有の必要性を感じた。また、気管挿管後に呼吸音聴取が困難な場合でも、肺エコーによる視覚的な換気の確認は同
時に複数名で行う事が可能であり、有用と思われた。
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DP23-4

Proportional Assist Ventilation Plus に基づく肺コンプライアンスは、術後の体重変化と相関する

香川大学

医学部

1）

麻酔学講座、2）香川大学

医学部

附属病院

集中治療部

岡部 悠吾 、浅賀 健彦 、別宮 小由理 、村上 あきつ 、齋田 昌史 、山田 祥子 1）、中條 浩介 1）、山鳥 佑輔 1）、菅原 友道 1）、
白神 豪太郎 1）
1）

2）

2）

1）

1）

【始めに】肺コンプライアンスは、肺水腫、無気肺、肺炎や胸水および胸郭の可動性や柔軟性などの肺、胸腔内、胸郭の病変や病態を反映す
るとされる。一方、体内水分量との関係についての報告はない。我々は、Puritan BennettTM 840 に搭載される自発呼吸様式 Proportional
Assist Ventilation Plus（以下 PAV ＋と略す）に基づいた肺コンプライアンス（以下 Cpav と略す）と体内水分量を反映する術後急性期の体重
変化との相関について検討した。
【期間】2014 年 7 月 1 日から 2015 年 6 月 30 日。
【対象】Intensive Care Unit（以下 ICU と略す）へ入室し、PAV ＋による人工呼吸管理を 3 日間以上行った呼吸器合併症を持たない手術後患者。
（n ＝ 6）
【方法】Cpav は、PAV ＋施行時、4 から 10 呼吸毎にランダム、かつ連続的に測定される。また、体重は連日計測を行った。測定記録は、共に
日本光電社製重症病棟支援システム RPM-7400 を用いて記録した。PAV ＋による人工呼吸開始日に測定した体重からの減少量をΔ体重（kg）
として、Cpav（ml/cmH2O）との相関を検討した。【検定】ピアソンの相関係数の検定を用い、p ＜ 0.05 を有意とした。
【結果】Cpav とΔ体重は相関した。（回帰直線、Y ＝ 56.266+3.277X、P ＝ 0.035 相関係数 0.462 r2 ＝ 0.213）
【考察】術中に大量の輸血や輸液により人工呼吸管理が必要となった患者に対して、Cpav と体重測定を行うことで体内水分量の管理を安全且
つ非侵襲的に行えると考えられる。更に Cpav 測定値を呼吸器離脱プロトコルに組み込むことで人工呼吸期間の短縮や再挿管率に低下に寄与
すると考えられる。
【限界】長期間人工呼吸を施行する場合、PAV+ が選択されない場合も多く症例が十分に集まらなかった。肺気腫や間質性肺炎など肺コンプ
ライアンスが変化する症例は除外している。
【結語】PAV ＋に基づく肺コンプライアンスは、術後患者の体重変化と相関する。

DP23-5

拡張障害型心不全治療に対して横隔膜電位（Edi）モニタリングを活用した一症例

岡山大学病院

1）

麻酔科蘇生科、2）岡山大学病院

臨床工学部

吉鷹 志保 、清水 一好 、岡原 修司 、落葉 佑昌 、日笠 友起子 1）、廣井 一正 1）、鈴木 聡 1）、林 真雄 1）、森松 博史 1）
1）

1）

1）

2）

【症例】92 才男性。歯肉癌に対し左下顎区域切除、大腿皮弁による再建、気管切開術が施行され術後 ICU へ入室した。左冠動脈に
ステント留置の既往があったが、術前冠動脈造影では有意狭窄なく、心エコー検査では EF 74％、E/A 0.7、DcT 205 ms、中等度
の大動脈弁狭窄と軽度の大動脈弁閉鎖不全を認めた。【経過】術後 8 日目（POD 8）に一般病棟に退室したが、POD 9 に病棟で頚
部膿瘍を開創洗浄した後に急性呼吸不全を呈して ICU へ再入室した。人工呼吸器（CPAP モード、FIO2 0.4、PS 6 cmH2O、PEEP
5 cmH2O）を再装着下でも PaO2 74 mmHg であった。POD 13 に安静時の呼吸器離脱は可能となったが、身体負荷増強により心不
全増悪を繰り返すため完全な離脱は困難であった。POD 18 の心エコー検査では拡張障害（EF 65％、E/A 1.6、DcT 191 ms）を
認めた。呼吸負荷の可視化目的に Edi モニタリングを開始し、NAVA モード（FIO2 0.4、PEEP 5 cmH2O、NAVA レベル 0.5
cmH2O/ μ V）も併用した。水分管理を利尿薬投与で厳重に行うとともに、Edi ＜ 40 μ V を目標に急激な負荷を回避した。経過中
に横隔膜機能不全を疑わせる Edi 検出遅延が出現したが、Edi は負荷を概ねよく反映していた。Edi モニター開始 15 日間で体重は
7.5kg 減少し、BNP は 907 → 366 pg/ml まで低下、拡張機能も改善（EF ＞ 60％、E/A 1.2、DcT 220 ms）した。Edi は安静時 1525 μ V → 5-15 μ V、負荷時 25-40 μ V → 20-30 μ V と安定したため、POD 32 に呼吸器から離脱した。
【結語】拡張障害型心不全
患者の呼吸不全に対して、Edi を呼吸負荷監視目的に使用した。Edi による経時的評価は、人工呼吸器離脱困難な患者に対する治
療アプローチの適正化につながる可能性がある。

DP23-6

開心術において左心径拡大患者が術後呼吸機能に与える影響の検討

明石医療センター

麻酔科

坂本 元、服部 洋一郎、田原 慎太郎、多田羅 康章
（背景）心臓と肺は胸腔内で隣り合っているため、一側臓器の拡大・肥大は対側臓器へ影響を及ぼすことが考えられる。一般的に
心拡大患者では心機能が低下していることが多く、肺うっ血により肺酸素化能が低下していることがある。また、拡大心の慢性的
な肺圧迫のため圧迫性無気肺が生じる場合があり、同様に呼吸機能の低下が懸念される。今回我々の施設で、定期手術の弁置換術
及び弁形成術（大動脈弁手術、僧帽弁手術）を施行された患者を対象に、術前の経胸壁心エコー（TTE）で計測した左心径が術
後 ICU での肺酸素化能に与える影響について検討した。（方法）2013 年 4/1～2015 年 3/31 までの二年間で当センターにて施行され
た定期の開心術（単独大動脈弁手術、単独僧帽弁手術、大動脈弁 + 僧帽弁手術）70 症例を対象とした。70 症例を術前 TTE により
左房径 45mm 以上もしくは左室拡張期径 55mm 以上を拡大群（n=35）とし、それ以外を非拡大群（n=35）とした。両群間で ICU
帰室時 1 時間後、3 時間後、6 時間後、12 時間後の P/F 比、人工呼吸器装着時間、ICU 滞在日数などをレトロスペクティブに比較
検討した。統計処理は、student’s t-test と chi square test で行い p ＜ 0.05 で有意差ありとした。
（結果）患者背景は両群間において
有意差は認めなかった。ICU 帰室時 1 時間後、3 時間後、6 時間後では両群間の P/F 比に有意差は認めなかったが、12 時間後の P/
F 比は拡大群が非拡大群と比較して有意に低下した（290.9 ± 89.5vs352.4 ± 99.8）。人工呼吸器装着時間、ICU 滞在日数に有意差は
認めなかった。
（考察）元々心拡大がある患者では、心機能と呼吸機能が低下している場合が多い。よって左心径拡大患者では、
開心術後 ICU 帰室時 6 時間以降から肺酸素化能が低下することがあるのでより厳重な注意が必要である。

－ 551 －
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DP24-1

小児・新生児①

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 4

救命救急センター併設型 PICU における小児重症頭部外傷診療の治療成績

熊本赤十字病院

こども医療センター

武藤 雄一郎、大平 智子、平井 克樹
【目的】当院 PICU 開設からの小児重症頭部外傷の治療実績ならびに長期予後について明らかにする。
【対象と方法】2012 年 5 月
（PICU 開設後）から 2015 年 7 月当院 PICU に搬入された小児重症頭部外傷を診療録を用いて後方視的に検討を行った。【結果】上
記 3 年 3ヶ月間の PICU 入室患者 1100 例のうち頭部外傷は 106 例（9.6％）で、受傷機転は交通外傷 49 例（46％）
、墜落・転落 42 例（40％）、
虐待（疑い含む）11 例（10%）、受診経路は直接搬入／救急受診 71 例（67％）
、転院 35 例（33％）であった。うち、Glasgow
Coma Scale ≦ 8 の重症頭部外傷は 25 例（23.5％）で年齢中央値 2 歳 1 か月（1 か月～14 歳）・平均 ISS 23.6、血腫除去等の観血的治
療（6 例）や重症頭部外傷ガイドラインを参考にした厳密な呼吸循環管理／積極的体温管理／高浸透圧療法等が行われた。退院時
転帰（Glasgow outcome scale:GOS）GR 18 例（72％）
、SD 4 例、VS+D 3 例（SD+VS+D 28 %）であり頭部外傷データバンク
2009 の小児重症頭部外傷患者転帰（GCS ≦ 8 症例 GR+MD 47%,SD+VS+D 53 %）と比較し予後良好の傾向にあった。また初診
時 GCS 低値、受傷機転が虐待であることは予後不良因子であった。【考察】 迅速な初療～搬送～PICU への集約化ならびに全身管
理を行うことで小児重症頭部外傷の予後の改善に寄与していた。

DP24-2

当院 ICU に入室し血漿交換を施行した小児ギランバレー症候群の 5 症例

大阪市立総合医療センター

集中治療部

菅 敏晃、嶋岡 英輝、宇城 敦司、大塚 康義、山本 泰史、奥村 将年、和田 翔、岩田 博文、宮内 清司
【はじめに】ギランバレー症候群（以下 GBS）は小児では稀な疾患であり、成人に比べ良好な経過予後を特徴とする。治療は免疫
グロブリン療法（以下 IVIg）や血漿交換（以下 PE）といった免疫調整療法を行うが、簡便性や小児という特性から IVIg が第一
選択として行われることが多い。しかし重症例や IVIg では奏功しない症例に対しては血漿交換を施行している。【対象・結果】
2004 年から 2013 年の 10 年間に GBS で ICU に入室したのは 5 症例であった。入室理由としては呼吸障害が 4 例、IVIg 不応例が 1 例
であり、呼吸障害で ICU 入室した症例についてもそのほとんどが呼吸障害出現前に IVIg が投与されているにも関わらず奏功しな
かった。ICU 入室後は全例 PE を施行し、有害事象は生じなかった。人工呼吸器管理期間は 5 － 26 日間で、全症例で呼吸器離脱が
できた。ICU での治療開始 4 週間後の機能評価については Hughes の functional grade（以下 FG）を使用し、FG2 が 2 例、FG3 が 1
例で、FG4 が 2 例であった。
【考察】ICU に入室した症例では、入室までに IVIg を施行したにも関わらず奏功しなかった症例が多く、
PE を第一選択としている。しかし、呼吸障害は改善するが機能予後は必ずしも良い結果に結びついてはいない。呼吸障害を生じ
た症例では機能予後は不良となるといわれており、予後予測因子等を踏まえ、IVIg 投与後の効果判定にどの程度の時間を要し、
どのタイミングで PE を施行するのかが課題である。安全に施行できるのであれば早期に PE の検討も可能と思われ、今後症例を
重ね検討していく必要がある。

DP24-3

病初期よりフェノバルビタール超大量療法を行った難治頻回部分発作重積型急性脳炎（AERRPS）の一男児例

滋賀医科大学

1）

救急・集中治療部、2）滋賀医科大学

麻酔学講座、3）滋賀医科大学

救急集中治療医学講座

岸本 卓磨 、田中 智基 、橋本 賢吾 、清水 淳次 、今宿 康彦 、山根 哲信 、田畑 貴久 3）、辻田 靖之 1）、江口 豊 3）
1）

1）

1）

1）

2）

1）

【はじめに】難治頻回部分発作重積型急性脳炎（acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures; AERRPS）は、薬
剤抵抗性痙攣発作の群発を示す予後不良の急性脳炎である。発作抑制には通常チオペンタールなどの持続投与による suppressionburst（SB）昏睡療法を必要とする。その副反応に対して人工呼吸や循環作動薬投与など集中治療管理を要し長期化する傾向にある。
今回、我々は病初期からフェノバルビタール（PB）超大量療法による発作抑制を試み、早期に人工呼吸を離脱、回復期管理へ移
行できた AERRPS 症例を経験したので報告する。【症例】9 歳男児。特記すべき既往歴、家族歴なし。発熱 6 病日に意識障害と強
直発作群発を認め近医救急搬送となった。髄液、頭部 MRI は異常なく、脳波で広汎性高振幅徐波を認め、急性脳症と診断しステ
ロイドパルス療法を開始した。発作に対してはベンゾジアゼピン、フェニトインが無効であり PB 大量投与（30mg/kg/ 日）を行っ
た。一旦発作は消失したが、8 病日に痙攣が再発し当科紹介、人工呼吸管理、PB 増量（40mg/kg/ 日）を行い発作は消失した。PB
漸減と抗てんかん薬調整の上、20 病日に人工呼吸器から離脱、35 病日に介助下歩行が可能となった。PB 最高血中濃度は 136 μ g/
ml まで達したが、呼吸循環動態は安定しており、循環作動薬は要さなかった。けいれんや神経疾患を基礎にもたない小児の急性
発症、発熱に続く難治性複雑部分発作群発、切れ目なく回復期難治性てんかんへ移行した経過、17 病日の頭部 MRI で両側前障と
海馬に異常信号を認めたことなどより、AERRPS と診断した。
【考察】今回我々は、SB 昏睡療法を行わず、病初期から PB 超大量
療法を施行した AERRPS 症例を経験した。PB 併用下に早期の人工呼吸器離脱が可能で、急性期合併症の発生を抑制し、慢性期管
理に移行できた。AERRPS として軽症例であった可能性もあるが、本疾患の治療法を考察する上で重要な症例であった。

－ 552 －

DP24-4

演題取り下げ

DP24-5

小児溺水に対する脳低温療法の有効性

獨協医科大学病院

1）

救命救急センター、2）獨協医科大学医学部小児科学

大西 俊彦 1）、今高 城治 2）、星山 栄成 1）、鍛 良之 1）、菊池 仁 1）、神津 成紀 1）、和気 晃司 1）、松島 久雄 1）、小野 一之 1）
【背景】小児における死亡原因の第 1 位は不慮の事故である。原因としては交通事故、溺水、窒息がある。日本は他国と比較し溺
水事故による死亡の割合が高いとされている。また溺水は死亡を免れた場合、神経学的後遺症が多い事故である。当院 ICU では
重篤な小児溺水に対し脳保護目的に脳低温療法の導入に取り組んでいる。
【目的】小児溺水に対する脳低温療法の有効性を検討す
る。
【対象】2000 年から 2015 年の 16 年間に経験した脳低温療法を施行した小児溺水 6 例。【方法】各々の症例について当院の診療
録を後方視的に各症例の 1. 年齢・性別 2. 溺水事故の発生場所 3. 溺水事故発見までの時間 4. 事故発見時の状況 5. 来院時の神経評価 6. 血
液ガスおよび血液生化学検査値の結果 7. 治療（低温時間、維持体温）8. 予後（PCPC スケール）について調べた。【結果】症例は 6
例で年齢は 10ヶ月から 5 歳 5ヶ月で男児 2 例、女児 4 例であった。発生場所は浴槽 5 例、プール 1 例、発見時に呼吸停止が 5 例、心
肺停止例が 1 例であった。来院時の神経評価は Conn のスケールで分類 B；2 例 C2；3 例、C3 が 1 例。血液ガスでは全例 pH7.2 以下
のアシデミアを認め、血糖値も 180mg/dl 以上を認めていた。治療としては全例に脳低温療法を施行。死亡してしまった 1 例を除き、
5 例に 35 度以下で 48 時間の維持を行った。予後に関しては死亡例 1 例。その他 5 例は PCPC スケールで 1or2 であり良好であった。
【考察】溺水の脳保護目的の治療に関しては、国際的に標準とされた指標がない。当院 ICU では Conn の溺水神経評価や溺水時間、
血液ガス分析データ、採血データなどから神経学的予後が悪いと予想される症例に対し脳低温療法を施行した。6 例中 5 例に関し
ては良好な予後を認め脳低温療法が有効である可能性を認めた。
【結語】来院時の重症度評価，予後予測としては，Conn の分類が
有用である。小児溺水に対する脳低温療法は、神経学的予後を改善する可能性があると考えられた。

DP24-6

新生児仮死の 2 例と低体温療法の適応に関する考察

済生会横浜市東部病院、2）横浜市立大学

1）

吉田 英里佳

医学部

小児科学教室

、立石 格 、中村 久理子 、峯川 奈緒美 1）、武田 義隆 1）

1,2）

1）

1）

【緒言】日本における新生児低酸素性虚血性脳症（HIE）に対する低体温療法は、ILCOR 2010 CoSTR に基づく適応基準を元に行
われている。その基準を満たさず低体温療法を行わなかったが重度の後遺症を残した症例、出生体重が 1800g 未満である以外適応
基準を満たしたため低体温療法を行い良好な予後を得られたと考えられる症例の 2 例を経験したので報告する。
【症例】症例 1：39 週 0 日、2990g、Apgar Score（APS）4/4/6 点（1/5/10 分）で出生、新生児仮死で当院へ搬送。新生児低体温療
法の A 基準は充足したが B 基準は該当項目なく aEEG も活動性低下を認めなかった。筋緊張と過敏性ともに亢進していたが低体温
療法の適応なしと判断。生後 8 時間で痙攣と思われる無呼吸発作が頻発し、対症療法を行った。退院時の頭部 MRI で HIE の所見
あり、現在 2 歳で症候性てんかん、痙性四肢麻痺と精神発達遅滞を認める。症例 2：胎児発育不全で母体管理入院中、胎児心音異
常あり緊急帝王切開術にて 38 週 2 日、1662g、APS1/2/4 点（1/5/10 分）で出生。筋緊張・過敏性ともに亢進。aEEG は upper
margin ＞ 10 μ V、lower margin は 5 μ V 前後で sleep/wake cycling はほぼ見られず。出生体重は 1800g 未満で除外基準に相当した
が在胎 38 週であり A 基準・B 基準を満たしたため低体温療法施行。施行中、低血圧がみられたが容量負荷と昇圧剤の投与で対応
可能であった。日齢 2 に痙攣を認め抗痙攣薬を日齢 5 まで使用したが以後痙攣発作なし。退院時の頭部 MRI で明らかな異常を認め
ず生後 7 カ月時点で運動発達正常。
【考察 / 結論】HIE で痙攣がみられる症例のうち 50-60% 程度は生後 6-12 時間に起こるとされ、低体温療法を開始すべきとされる生
後 6 時間を超えてから発症することも多い。今回経験した 2 症例より、痙攣を含む B 基準を満たさなくても筋緊張亢進や過敏性の
亢進を認める場合や、出生体重1800g 未満でも満期で低体温療法の適応基準を満たす場合は低体温療法を考慮しても良いと思われる。
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DP25-1

心臓・循環・体液管理④

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 5

褐色細胞腫破裂による急激な血行動態悪化に対し、集中管理により緊急手術を回避し，待機手術に成功した一例

日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科、2）日本医科大学付属病院 循環器内科、
日本医科大学付属病院 内分泌代謝内科、4）日本医科大学付属病院 内分泌外科、5）日本医科大学付属病院

1）
3）

外科系集中治療科

黄 俊憲 、林 洋史 、圷 宏一 、山本 剛 、岡本 彬美 、杉原 仁 、五十嵐 健人 、市場 晋吾 、萩原 かな子 2）、清水 渉 2）
1）

1）

1）

1）

3）

3）

4）

5）

症例は 37 歳女性。3 年前より前屈時に動悸や頭痛の自覚あり、近医で行った腹部超音波検査で 8cm 大の右副腎腫瘍を認め、褐色細
胞腫疑いで当院紹介受診した。MIBG シンチグラフィ施行のため自宅で前処置の下剤を内服したところ、排便後に急激な頭重感と
動悸、腹痛、嘔気が出現し救急搬送。来院時血圧 240/125mmHg, 脈拍数 120-150 回 / 分まで上昇あり、胸部単純写真及び CT 上著
明な肺水腫を認めた。心筋トロポニン T 陽性であり、褐色細胞腫クリーゼ及びカテコラミン心筋障害による急性心不全と判断し
集中治療室入室。酸素投与と安静、ドキサゾシン内服による降圧管理にて速やかに肺水腫は改善した。血中・尿中カテコラミン値
及び MIBG シンチグラフィ所見より褐色細胞腫と確定診断し、待機手術の方針となったが、第 5 病日排便時の怒責に伴い再度血圧
が上昇し、強度の腹痛と嘔吐が出現。フェントラミン持続静注開始したが血圧コントロール困難であり、収縮期圧 300 台、脈拍数
140 台まで上昇がみられたため、ニカルジピン、ニトログリセリン、ランジオロールを併用し、鎮静・鎮痛も行った。腹部 CT に
て腫瘍内出血を認め、褐色細胞腫破裂と診断。一時ショックとなったがカテコラミン投与及び大量補液にて血行動態は安定したた
め、保存的治療継続し、第 8 病日腫瘍摘出術を施行した。術中バイタルに変動は見られず、手術は問題なく終了。術後も血行動態
安定して経過し、第 19 病日自宅退院となった。褐色細胞腫の自然破裂は極めて稀で、重篤かつ不安定な血行動態が特徴とされ、
その致死率は 30-50% に上る。しかし、緊急手術の成績は不良であり、血行動態安定後の待機手術が望ましいとされている。本症
例は、褐色細胞腫破裂により急激な血行動態の悪化が見られたが、迅速な対応により血行動態を安定させることができ待機手術に
成功した貴重な一例であり、報告する。

DP25-2

食道癌術後に冠動脈攣縮による心停止をきたした 1 症例

横浜市立大学附属病院

1）

集中治療部、2）横浜市立大学附属病院

消化器・肝移植外科、3）横浜市立大学附属病院

麻酔科

出井 真史 、水谷 健司 、小坂 隆司 、山本 夏啓 、堺 結有 、吉田 輔 、山口 嘉一 、高木 俊介 、山口 修 、後藤 隆久 3）
1）

1）

2）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

症例は 69 歳男性、158cm、58kg。検診で指摘された胸部中部食道癌に対して胸部食
道切除・胃管再建（後縦隔経路）
・腸瘻増設術が施行された。術中経過に問題はなかっ
たが、術後 1 日目に集中治療室で覚醒させ自発呼吸テストのため体位を半坐位に変
換したところ、急激な血圧低下と高度房室ブロックから心停止となり蘇生が行われ
た。その後施行した冠動脈造影では明らかな器質的狭窄を認めなかったが、アセチ
ルコリン負荷により 3 枝とも高度狭窄が出現し冠攣縮性狭心症と診断された。神経
学的後遺症は認めず、歩行退院した。食道癌手術周術期の冠攣縮については過去に
も報告が散見されるが、術後の報告は少ない。しかし食道癌手術など術後も挿管下
で集中治療管理を継続する症例では、手術侵襲に加えて鎮静薬や覚醒に伴う自律神
経の不均衡、高侵襲による循環血液量の不足など、麻酔中と同様の冠攣縮リスクが
継続する。そのため術後管理においても十分な注意と予防が必要と考えられるので
報告する。

DP25-3
虎の門病院

感染性心内膜炎の疣贅により急性心筋梗塞を認めた一例
循環器センター内科

桑原 政成、森谷 学、富田 康弘、石村 理英子、児玉 隆秀、三谷 治夫、藤本 陽、石綿 清雄、大野 実
症例は 48 歳男性。38 歳の時に僧帽弁逸脱症を指摘されていた。2015 年 2 月頃から週 3 回程度 38℃台の発熱を認め、近医で抗生剤
加療を行われていた。3 月に入り、連日 38℃を超える発熱を認め、精査のため大学病院受診。造影 CT 検査で脾腫、脾梗塞が認め
られ、感染性心内膜炎の疑いで循環器専門病院に転院。経食道エコー図検査で僧帽弁前尖に粘液腫は認めるものの、後尖には所見
はなく、感染性心内膜炎は否定的と診断され、再度大学病院に転院され成人 Still 病の精査・加療を行われた。4 月に PET-CT 検査
を施行され、びまん性の骨髄集積を認めたため当院血液内科に紹介入院。入院 2 日後、呼吸状態悪化したため循環器内科紹介。心
エコー図検査で僧帽弁前尖に vegetation を疑う所見を認め、感染性心内膜炎に伴う急性心不全と診断し、非侵襲的陽圧換気療法な
どで加療を行った。入院時の血液培養 4 セットから Streptococcus mitis/oralis を認め、抗生剤は PCG ＋ GM で加療を行った。合併
症精査で、多発する脳梗塞と感染性脳動脈瘤、微量のくも膜下出血、脾梗塞、腎梗塞の所見を認めたが、全身状態の安定化を認め
ており、抗生剤加療を継続し血液培養の陰性化 6 週後に手術の方針とした。血液培養の陰性化 4 週後、シャーワー中に突然の胸痛
を認め、12 誘導心電図で II、III、aVF で ST 上昇の所見を認めた。急性心筋梗塞の診断で緊急カテーテル検査を施行。右冠動脈の
房室結節枝に 99％狭窄病変を認め、同部位を血栓吸引カテーテルで吸引したところ、vegetation を疑う構造物が吸引され、血流改
善を認めたためステント留置は行わなかった。病理では石灰化を伴う血栓と胞子状微細顆粒状構造物の所見を認め、感染性心内膜
炎由来と考えられた。6 月に僧帽弁形成術を施行し、経過良好にて 7 月に退院。感染性心内膜炎の加療後 5 週後、血液培養陰性 4 週
後に生じた、疣贅由来の急性心筋梗塞は報告が稀であり、手術時期についても考えさせられる貴重な症例であり報告する。
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DP25-4

Stanford A 型慢性大動脈解離に、真腔狭窄から急性肺水腫、心原性ショックを来した 1 症例

久留米大学病院

1）

集中治療部、2）久留米大学

心臓血管外科

佐藤 晃 、新山 修平 、有永 康一 、和田 久美子 2）、飛永 覚 2）、赤須 晃治 2）、高瀬谷 徹 2）、平田 雄一郎 2）、明石 英俊 2）、
田中 啓之 2）
1）

1）

1）

背景）Stanford A 型大動脈解離の合併症としての上行大動脈の真腔狭窄に伴う急性心不全はまれである。今回慢性大動脈解離
（Stanford A 型）に、心原性ショック、肺水腫を発症し、上行大動脈 - 遠位弓部大動脈間での圧較差（147mmHg）より、真腔狭窄
による急性心不全と診断し、上行全弓部大動脈置換術を施行し救命し得た 1 症例を経験したので報告する。症例）77 歳女性、
Stanford A 型慢性大動脈解離の診断で手術待機中であったが、突然の呼吸困難、意識レベルの低下を認め当院へ救急搬送された。
来院時、意識レベル E4 V4 M6 で、血圧 78/43mmHg、心拍数 134 回 / 分、呼吸数 32 回 / 分、ショックおよび急性呼吸不全を呈して
おり直ちに気管挿管を行った。胸部単純レントゲン写真にて著明な肺うっ血所見を認めていたが、造影 CT 検査では、明らかな大
動脈解離の進行、破裂所見は認めなかった。冠動脈ステント留置術の既往があることより、心原性ショックの原因精査目的にて緊
急心臓カテーテル検査を施行した。結果として冠動脈病変はなく、上行大動脈 - 遠位弓部大動脈間での圧較差（147mmHg）が認
められた事より、真腔狭窄による急性心不全と診断し、上行全弓部大動脈置換術を施行し救命し得た。考察）Stanford A 型大動
脈解離における偽腔または initimal flap による上行大動脈の真腔狭窄に伴う急性心不全の合併は極めて稀であり、現在まで数例の
報告があるのみである。結語）大動脈解離に伴う重篤な合併症として、報告頻度は少ないものの真腔狭窄に伴う急性心不全の発症
も考慮する必要がある。

DP25-5

CT では診断に苦慮した、全周性内膜剥離を呈した Stanford A 型急性大動脈解離

東京都立墨東病院

救命救急センター

山岸 利暢、中田 一弥、湯川 高寛、横山 太郎、重城 未央子、柏浦 正広、田邉 孝大、杉山 和宏、明石 暁子、濱邉 祐一
【症例】未加療の高血圧を既往にもつ 58 歳女性。突然の胸苦しさと意識消失発作で当院救命センターに救急搬送された。搬入時、
JCS-III-200、瞳孔径は両側 3mm で対光反射は両側迅速、脈拍 72 回 / 分、血圧 60/42mmHg で腹痛や四肢麻痺はなかった。胸背部
痛を訴え、意識の改善と悪化を繰り返し、時折左共同偏視が見られた。心臓超音波で心嚢液の貯留や壁運動異常はなかったが、重
度の大動脈弁逆流（AR）と拡張期に flap の左室内腔への陥入、収縮期に flap の動揺が見られた。心電図では有意な ST 変化は見ら
れなかった。造影 CT で腕頭動脈遠位から両側総腸骨動脈まで及ぶ偽腔開存型の解離腔を認めた。大動脈基部から上行大動脈には
解離腔は確認できなかったが、超音波所見と合わせて上行大動脈の全周性内膜剥離を呈した Stanford A 型大動脈解離と診断し、
緊急手術を施行した。術中所見で上行大動脈の sinotublar junction から 15mm ほど遠位に全周性の内膜剥離を認め、解離腔の近位
は左右の冠動脈入口部付近まで及んでいた。大動脈弁尖の変化はなかったが、弁輪は拡大し、上行大動脈のみグラフト置換し弁輪
縫縮した。術後、大動脈弁逆流は消失した。経過中、院内肺炎を合併し抗菌薬治療を要したが、後遺症を残すことなく第 58 病日
に独歩退院となった。【考察】全周性内膜剥離による Stanford A 型大動脈解離は、上行大動脈に解離腔を認めず診断に苦慮するこ
とが多い。また、flap が中枢側に嵌入した場合、冠動脈入口部を塞ぎ心筋虚血を惹起する、いわゆる ’flap suffocation’ を呈したり、
flap が左室に入り込み重度の AR を呈したりする。末梢側での flap の嵌入による重積により脳血流低下や循環虚脱を呈したりする。
本症例では早期診断、早期治療により良好な転機を辿った。

DP25-6

BT シャント閉塞により心肺停止となり経皮的バルーン拡張術で救命し得たファロー四徴症の成人例

中頭病院
安富 き恵、仲村 尚司、米丸 裕樹
【症例】29 歳女性．ファロー四徴症極型に対して Blalock-Taussig シャント術を 2 回施行され，他院にてフォロー中であった．既往
歴に原田病がありプレドニゾロン内服中．数日前から感冒症状，下痢，体重減少があった．受診当日胸部絞扼感と呼吸困難感を認
め，タクシーで病院へ向かう途中に心肺停止状態となり救急搬送された．経皮的心肺補助装置（PCPS）導入し体外循環確立後，
蘇生を得られ，挿管下での意思疎通も良好であった．第二病日に PCPS 離脱を試みたが，離脱後徐々に酸素化の悪化と血圧の低下
を来たしたため再導入した．発症前の脱水の病歴や，酸素化悪化からの心肺停止よりシャント不全が疑われた．造影 CT 検査でシャ
ント狭窄を認めたが，既に複数回の手術を経ており外科的処置は困難が予想されたため，第 7 病日に経皮的バルーン拡張術を行っ
た．拡張後は SpO2 の改善が得られ，第 8 病日に PCPS 離脱，第 9 病日に抜管し，その後もバイタルサインは安定していた．【考察】
近年外科手術の進歩やデバイスの発達により手術成績が向上し，先天性心疾患を持つ成人患者が増加しているが，解剖および血流
動態が通常とは異なっており，特異的治療が必要となることが多い．小児の先天性心疾患の診療においてはシャント閉塞に対する
経皮的血管形成術が行われているが，成人での報告は少ない．今回我々は，成人の人工血管シャントに対して，バルーン拡張術を
行い良好な転帰を得た一例を経験したので，文献的考察を加えて報告する．
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埋込型ペースメーカの放射線治療時における臨床工学技士の役割

（独）健康者福祉機構
（独）健康者福祉機構

1）
3）

香川労災病院
香川労災病院

ME センター、2）（独）健康者福祉機構
集中治療部

香川労災病院

麻酔科、

中 公三 1）、北浦 道夫 2）、戸田 成志 2）、海野 知洋 3）、古味 秀美 3）
【目的】今回、埋込型ペースメーカ（以下 PM）を装着した食道癌患者の放射線治療を経験した。PM 装着患者に対する放射線治療
を行う際に、より安全で効率的な照射を行うため、PM の影響と臨床工学技士の役割を明らかにする。
【対象】Medtronic 社製
Adapta PM 埋込患者。【結果】放射線治療に先立ち、放射線治療医師、メーカを踏まえて、照射角度、照射野決定などの放射線
治療計画を立案した。今回、予測蓄積線量は Pinacle を用いた放射線治療計画では 40Gy 照射まででは 0.3Gy であり、60Gy で 1Gy 以
下であった。治療後の腫瘍総線量は 60Gy/30Fr であり散乱線線量は 0.21Gy、蓄積線量は 0.82Gy であり、照射中の PM 異常発生は
認めなかった。【考察と結語】製造メーカや機種により放射線耐性の差が存在しているため、臨床工学技士は、それぞれの一過性
機能障害について検討し、事前の治療計画立案からの介入が重要である。また、照射前後、定期的な PM チェック、モニタリング
に加え、不測の事態に備えることが必要である。

DP26-2

IABP と Balloon の応答性の比較検討

小倉記念病院

1）

検査技師部

工学課、2）小倉記念病院

麻酔科・集中治療部

森田 真 、道越 淳一 、伊藤 朋晃 、丹生 治司 、宮脇 宏 2）、瀬尾 勝弘 2）
1）

1）

1）

1）

【はじめに】近年、IABP 装置（以下 , 装置）の性能が向上しているが、最近の機種を用いた Balloon（以下 , バルーン）の応答性能
に関する報告は少ない。【目的】2 社の IABP 装置と 2 種類のバルーンを用いて応答性能を比較検討した。【対象および方法】IABP
装 置 は CARDIOSAVE（A；MAQUET）、CORART BP21-T（B； 泉 工 医 科 工 業 ）
、IAB は YAMATO 7.5Fr 40cc（a；
MAQUET）、P2 8Fr 40cc（b；泉工医科工業）を使用した。模擬心電図に同期させて（HR60bpm）装置を駆動し、水中モック内（背
圧 40～80mmHg に調整）でバルーンのポンピングを行った。駆動条件はアシスト比 1:1、inflation は R-R 間隔の 50％、deflation は R
波 deflation とした。1．HR60bpm 時の装置 A ＋バルーン a および装置 B ＋バルーン b の組み合わせでバルーンが拡張するまでの加
速度（AC）とバルーンが収縮する減速度（DC）の比較。2．装置に他社バルーンを使用し、AC と DC を比較し平均値± SD で示
した。統計学的検討は t 検定（両側）で行い、p ＜ 0.05 を有意差ありとした。
【結果】1．HR60 に対する AC を示した。装置 A ＋バルー
ン a；124.0 ± 1.1msec、装置 B ＋バルーン b；89.9 ± 1.5msec であった（p ＜ 0.05）
。DC は装置 A ＋バルーン a；122.5 ± 1.5msec、装
置 B ＋バルーン b；110.9 ± 0.6msec であった（p ＜ 0.05）。2．装置に他社のバルーンを使用した時の AC は装置 A ＋バルーン b；
101.8 ± 1.4msec、装置 B ＋バルーン a；95.1 ± 0.8msec であった（p ＜ 0.05）
。DC は装置 A ＋バルーン b；95.1 ± 1.1msec、装置 B ＋
バルーン a；118.1 ± 0.5msec であった（p ＜ 0.05）。【考察】今回の検討によりいずれのバルーンでも装置 B で AC が速く、トリガに
対して応答性がよいと考えられた。しかし、DC は装置 A とバルーン b の組み合わせでもっとも速くなったことからカテーテルの
サイズとポンプの性能の違いが関与していると考えられた。【結語】IABP 装置やバルーンにより応答性能が異なることを考慮す
る必要がある。

DP26-3

PCPS 及び IABP を装着した劇症型心筋炎患者の救急車長距離搬送の経験

長崎労災病院

1）

臨床工学部、2）長崎労災病院

宮崎 健 、吉田 浩二 、寺尾 嘉彰 、中村 利秋
1）

1）

2）

麻酔科、3）長崎労災病院

救急集中治療科

3）

【はじめに】劇症型心筋炎で経皮的補助循環装置（PCPS）及び大動脈内バルーンパンピング（IABP）装置を装着した状態での救
急車による長距離搬送（約 100km）を経験したため報告する。【症例】当院職員の 60 歳男性。数日前から風邪症状を認め業務中に
ショック状態のところを職員が発見。体外式ペースメーカー及び IABP 挿入、翌日更に状態悪化し PCPS 導入した。劇症型心筋炎
の診断で人工心臓植え込み適応となり高次機能病院へ搬送となる。
【搬送経過】各診療部門及び消防等が連携して搬送手段を検討
した。生命維持装置の積載、電源容量確保、搬送時間等を考慮して高規格救急車での搬送とした。高規格救急車の電源供給上限が
300W であったため PCPS（最大出力 160W）のみ車内電源とし IABP 装置（最大出力 450W）は内部バッテリーと院内無停電（UPS）
装置を準備して搬送する計画とした。IABP 装置内部バッテリーは交換から約 2 年が経過していたため性能劣化を考慮し性能 50％
の 60 分間を駆動可能と想定した。また電源の不足分として院内で使用可能な UPS 装置 5 台を確保した。UPS 装置からの電源供給
を約 60 分間として合計 120 分間の電源供給を可能と想定した。PCPS は車内から電源確保し IABP は UPS 装置から電源供給を行っ
た状態で当院出発。車内では循環器科医師 1 名と臨床工学技士 2 名で搬送中の患者及び生命維持装置の管理を行った。搬送中は生
命維持装置の作動状態は安定していたが、出発後約 30 分で IABP 装置の UPS 電源は 5 台全て消費し内部バッテリーへ移行した。
IABP 内部バッテリー使用 50 分後、搬送病院到着 2.7km 手前で IABP 内部バッテリー残量警報発生した。搬送先に到着し救急車か
ら患者を降ろす際に IABP 電源が落ちたが、その場で準備していた IABP に交換し患者の状態に変化は認めなかった。
【結語】救急
車で生命維持装置を複数作動させて長距離搬送する場合は各関連機関との連携及び安定した電源確保を最優先した搬送計画が安全
管理上重要である。
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DP26-4

搬送経路上で ECMO の緊急挿入が予期された小児肺移植症例の長距離患者空輸に従事した経験

札幌医科大学附属病院

1）

臨床工学部、2）札幌医科大学

医学部

集中治療医学、3）防衛省航空自衛隊

航空医学実験隊

菅原 康介 、島田 朋和 、橋本 佳苗 、千原 伸也 、室橋 高男 、片山 洋一 、巽 博臣 、升田 好樹 、山蔭 道明 2）、
山口 大介 3）
1）

1）

1）

1）

1）

2）

2）

2）

【背景】生体肺移植は限られた施設でしか行われず，特に北海道からは地理的な理由から航空機による搬送が必要となる．今回，
搬送中の急変時に航空機内での ECMO 導入が必要となる可能性があった症例の搬送チームの一員として臨床工学技士が携わった．
【症例】10 歳女児．骨髄移植後に発症した慢性閉塞性細気管支炎の急性増悪に対して人工呼吸管理を行っていたが，病態の改善が
得られず，生体肺移植の適応と判断された．
【準備】ECMO 導入可能な医療環境が必要であったため，機動衛生ユニットを有する航空自衛隊航空機動衛生隊による搬送が実施
された．搬送経路は当院（防災ヘリ）→航空自衛隊千歳基地（航空機）→大阪国際空港（救急車）→京都となった．当院医師と航
空機動衛生隊や防災ヘリ，救急車搬送を要請した北海道防災航空室，消防局の搬送担当者との協議で，狭隘なヘリ・航空機・救急
車内スペースおよび電力を確認し，機材の選定や手配を行った．加えてチームのスタッフと協議し，ユニット内での ECMO 導入
に備えて物品，処置スペースや機材配置などを選定した．収集した情報から必要機材一覧表および機器点検表を作成し，事前に点
検した．この際，搬送先の臨床工学技士とも綿密に連絡を取りあった．
【搬送】千歳基地離陸前，機内で航空機動衛生隊員と搬送の流れやユニットの仕様について最終確認を行った後，ユニット内に設
置された人工呼吸器の使用前点検の実施，患児の搬入，ECMO 装置などの機材を設置した．大阪国際空港着陸後，患児を救急車
に載せ換え，病態が悪化することなく，約 5 時間後に移植施設に到着した．
【まとめ】ECMO 導入が予期される長距離搬送において臨床工学技士が機材の選定や手配，使用環境の調整にチームの一員として
携わることで円滑に準備が進み，急変時の迅速な対応など，より安全な患者搬送に寄与できると考えられた．

DP26-5

当院における ECMO 装着患者の搬送シミュレーションについて

徳島大学病院

臨床工学技術部門、2）徳島大学大学院

1）

病態情報医学講座

堀川 卓志 、近田 優介 、林 昌晃 、森西 啓介 、小野寺 睦雄 、西村 匡司
1）

1）

1）

1）

2）

救急集中治療医学
2）

【はじめに】Extracorporeal membrane oxygenation（ECMO）は重篤な心不全、呼吸不全に対して使用される。呼吸不全患者で
は ECMO 中に CT 検査が必要となる事が多い。搬送中のトラブルは生命に直結する危険性がある。本院臨床工学技術部門は安全に
ECMO 患者の搬送を行うため、模擬患者を CT 検査室まで搬送するシミュレーション訓練を行っている。【方法】搬送時のトラブ
ルに対してトラブルシューティングマニュアルを作成した。ハンドクランク、延長ガスパインピング、延長電源コード、再プライ
ミング用の輸液ライン等の搬送用キットを作成した。シミュレーション時には血液ポンプ停止、バッテリ切れ、酸素ボンベの残量
切れ、ガスチューブ外れ等のトラブルを模擬的に発生させて対応する訓練を実施し、マニュアル通りに対応できるか調査した。ま
た、CT 撮影時の ECMO 装置やスタッフの配置を確認した。
【結果】臨床工学技士 10 人でシミュレーションによる訓練を行った。
血液ポンプ停止、バッテリ切れのトラブルに対しては、全スタッフが迅速に対応できた。しかし、2 人は酸素ボンベの残量切れ、
ガスチューブ外れに対するトラブルを発見するまでに数秒を要した。また、CT 撮影時の装置、人員配置は全てのスタッフがマニュ
アル通りに行えた。
【結語】ECMO 施行中の搬送シミュレーション訓練を実施した。搬送時のトラブルシューティングマニュアル
を作成することにより全てのスタッフが対応することができたが、対応時間に差があった。今後も定期的なシミュレーションが必
要である。

DP26-6

ECMO 中における輸血管理

心臓病センター
心臓病センター

1）

3）

榊原病院
榊原病院

診療支援部門
心臓血管外科

臨床工学科、2）心臓病センター

榊原病院

循環器内科、

有道 真久 1）、永田 和之 1）、中島 康佑 1）、大下 智也 1）、村木 亮介 1）、林田 晃寛 2）、坂口 太一 3）
【はじめに】心臓手術の人工心肺管理において血液製剤の使用は、小児、成人共に合併症や死亡率を増加させると報告されている。
ECMO 管理においても同様に報告されているが、小児領域の報告が多い。今回、当院での成人 ECMO 管理において血液製剤使用
に関して後ろ向きに検討したので報告する。【対象】2012 年 11 月～2015 年 6 月までの成人 ECMO 症例 69 例のうち、生存日数が 30
日未満の患者は除外した 38 例を対象とした。対象の内訳は Cardiac ECMO:19 例、ECPR:16 例、Respiratory ECMO:3 例であった。
【 方 法 】 シ ス テ ム は ECPR に テ ル モ 社 製 エ マ セ ブ、Cardiac ECMO、Respiratory ECMO に Medtronic 社 製 ジ ャ イ ロ ポ ン プ ＋
MERA 社製 NHP 人工肺を用いた。血液製剤使用に関しては、採血データ、出血、SvO 2 および Lac より決定した。比較検討項目は、
ICU 滞在日数に関連すると考えられる因子 38 項目とした。統計学的検討は Wilcoxon 検定、Spearman 相関係数を用い、p ＜ 0.05 を
有意差ありとした。【結果】RBC 単位数：12.46 ± 17.5、FFP 単位数：4.52 ± 5.72、PC 単位数：7.8 ± 12.8、ICU 滞在日数：23.7 ±
20.2 であった。独立因子として、CHDF、RBC 単位数、栄養開始日数、導入時の Hb、HCT、BE、EF において有意差を認めた。
また、RBC 総使用単位数と ICU 滞在日数において p ＜ 0.0001 であり、弱い正の相関（R 2=0.38）を認めた。
【考察】心臓手術の周
術期管理において、血液製剤使用により人工呼吸管理日数の延長や急性腎障害の発生など様々な合併症が報告されている。導入前
の重症度がそれぞれ異なることから一様に評価できないが、RBC の輸血単位数の増加に伴って ICU 滞在日数の増加を認めたのは、
RBC による合併症も関与していると考えられた。また、必要最低限の血液製剤使用により、医療コストの削減にも寄与すると考
えられた。【結語】血液製剤使用について厳密に管理する事により、様々な恩恵が得られることが示唆された。
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DP27-1
香川大学
香川大学

1）

3）

腎臓・腎機能・血液浄化③

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 7

持続緩徐式血液濾過器の膜特性の比較検討
医学部
医学部

附属病院
附属病院

ME 機器管理センター、2）香川大学
救命救急センター

医学部

附属病院

集中治療部、

久保 諭 1）、岡部 悠吾 2）、別宮 小由理 2）、浅賀 健彦 2）、白神 豪太郎 2）、濱谷 英幸 3）、篠原 奈都代 3）、阿部 祐子 3）、河北 賢哉 3）、
黒田 泰弘 3）
はじめに近年、集中治療領域において持続的血液濾過透析（以下 CHDF）は必要不可欠な治療法となっており、各社から様々な膜
素材の血液濾過器が製品化されている。今回、今後の膜選択に役立てるために、血液濾過器 3 種 4 製品 PS（AEF-10）
、PS（SHG-1.0）、
PES（FS-11DP）、PMMA（CH-1.0SX）の膜特性の比較検討を行った。＜対象・方法＞ 2012 年 2 月～2015 年 3 月までの当院、集中
治療部・救命救急センターICU で CHDF を施行した 20 症例（男性 13 例、女性 7 例、年齢（歳）73 ± 11、平均±標準偏差）、施行
数 52 本を対象とした。検討項目は、膜機能劣化の基準値を CHDF 開始時より入口圧が＋ 100mmHg、静脈圧が＋ 100mmHg、濾過
圧が -100mmHg、TMP が± 150 mmHg、AV 差圧が＋ 40mmHg となった到達点、life-time を 24 時間到達点に設定し、その到達率
を比較した。また、24 時間以内に回路交換を要した膜の life-time と、CHDF 開始時の凝固線溶系マーカー（PT、Fib、D-dimer、
FDP）の血中濃度との相関関係を検討した。統計学的解析は t 検定、log-rank 検定を用いた。p ＜ 0.05 を統計学的有意差ありとした。
＜結果＞入口圧、静脈圧、AV 差圧による到達率は全群間で有意差はなかった。PMMA 群の濾過圧および TMP の到達率は他群に
比して有意に高かった（濾過圧：100%（13/13）、TMP：85%（11/13）
）
。24 時間の到達率は全群間に有意差はなかった。24 時間
以内に回路交換を要した膜の life-time と、CHDF 開始時の凝固線溶系の血中濃度との相関関係はみられなかった。＜考察＞
PMMA は開始時より TMP が上昇傾向にあり、これは細孔内へのはまり込みによる細孔閉塞によるものと考えられ、life-time が短
いことと関係があると思われた。SHG は他の膜に比べて様々な圧力の評価における到達率が低く、圧力変動が少ない傾向があり、
24 時間の到達率が高くなっていると考えられた。＜まとめ＞ PMMA は吸着特性による特異的な圧力上昇傾向がみられた。SHG は
圧力変動が少なく、life-time に優れた膜である。

DP27-2

新しい持続的血液浄化濾過膜 sepXiris150 の lifetime についての検討

東京女子医科大学
東京女子医科大学

1）
3）

東医療センター
東医療センター

臨床工学部、2）東京女子医科大学 東医療センター 血液浄化部、
心臓血管外科、4）東京女子医科大学 東医療センター 救急医療科

今泉 力也 1）、芝田 正道 1）、小林 利道 1）、川名 由浩 1）、鮫島 麻子 1）、中澤 速和 2）、小川 哲也 2）、樋口 千恵子 2）、中野 清治 1,3）、
磯谷 栄二 4）
【背景・目的】CHDF において hemofilter の lifetime が治療効率やスタッフの労力に与える影響は大きい。今回新しい持続緩徐式血
液濾過膜 sepXiris150（Baxter 社）の lifetime について検討した。
【対象・方法】対象は 2014.7～2015.3 に当院 ER にてナファモスタッ
トメシル酸塩を使用し CHDF を実施した 51 症例 140 回とした。比較対象は 2013.1～2015.6 に他の hemofilter（AEF-10（旭 MED
社）,SHG-1.0,CH-1.0SX,CH-1.8W（東レ社）,UT-1100S（ニプロ社）
）で CHDF を実施した 64 症例 165 回とした。また、sepXiris 対象
患者のうち 9 例に対し延べ 24 回脱血側、送血側で ACT を測定し検討した。統計学的検討には Wilcoxon signed-rank test, KruskalWallis test を 用 い た。【 施 行 条 件 】CHDF は QB：80～100ml/min,QD/QF300～570/100ml/hr, ナ フ ァ モ ス タ ッ ト メ シ ル 酸 塩
15~40mg/hr, 血液浄化装置に ACH- Σ（旭化成 MED 社）を使用した。
【結果】sepXiris150 の平均 lifetime は 29.8 ± 17.6hr、ナファ
モスタットメシル酸塩の平均使用量は 29.3 ± 5.0mg/hr であった。ACT は脱血側で 142.6 ± 172, 返血側で 155.4 ± 25.7sec で変化率は
9.1 ± 13.2％と延長の程度は軽度であった。他の膜との比較では CH-1.8W, UT-1100S に比べ sepXiris は有意に短い結果となった。
【結
語】SepXiris150 の lifetime について検討した。ナファモスタットメシル酸塩を使用した場合、返血側での ACT 延長が軽度であっ
たことから膜よりも静脈側チャンバの凝固による影響が大きいことが示唆された。

DP27-3

AN69ST（sepxiris）は nafamostat mesilate の抗凝固作用に影響を与えるか

福岡大学病院

1）

臨床工学センター、2）福岡大学病院救命救急センター

鳩本 広樹 1）、仲村 佳彦 2）、山崎 慎太郎 1）、大藏 裕子 2）、鈴木 祥子 2）、長島 亮太郎 2）、西田 武司 2）、石倉 宏恭 2）
はじめに：本邦においてアクリロニトリル / メタリルスルホン酸ナトリウム共重合体である AN69ST（sepXiris）が臨床使用可能
と な っ た。 過 去 に、AN69 が 抗 凝 固 薬 の nafamostat mesilate（NM） を 吸 着 す る こ と が 報 告 さ れ て お り、AN69ST も 回 路 内
activated clotting time（ACT）に影響を与える可能性がある。今回、我々は AN69ST 使用下 CHDF 症例において、AN69ST が
NM の抗凝固作用に与える影響について検討を加えたので報告する。対象と方法：今回の検討は 2014 年 12 月から 2015 年 1 月まで
の間に当センターで CHDF を施行された 7 症例（37 本）を対象に実施した。使用したカラムにより、sepxiris; 施行群（sep 群 ,
n=23）とそれ以外のカラム（PS および PMMA 膜）で施行した群（non-sep 群 , n=14）に分類し、NM の単位時間あたりの投与量、
回路内 ACT、カラムの 24 時間ライフタイムを 2 群間で比較した。結果：sep 群は non-sep 群に比較して、ACT が有意に低値［median
（IQR）, 164（159-174）sec vs 200（193-203）sec, p ＜ 0.0001］で、時間当たりの NM 投与量は有意に高値［median（IQR）, 28
（24-32）mg/hr vs 12（10-14）mg/hr, p ＜ 0.0001］であった。24 時間ライフタイムは 2 群間で有意差を認めなかった［median（IQR）,
23（20-24）hr vs 24（23-24）hr, p=0.05］。結語： AN69ST は既存の PS 膜および PMMA 膜と比較して、回路内の ACT を延長させ
るために、高容量の NM が必要であった。この理由としては AN69ST が AN69 同様に NM を吸着している可能性が示唆された。
AN69ST 使用下 CHDF の際 NM を抗凝固剤として使用する場合は、回路内 ACT を延長させるための工夫が必要となる可能性が示
唆された。
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DP27-4

AN69ST 膜による FGF-23 吸着の優位性

国立病院機構大阪医療センター臨床工学室、2）同センター腎臓内科

1）

峰松 佑輔 1）、倭 成史 2）、池宮 裕太 1）
【目的】リン利尿ホルモンである線維芽細胞増殖因子 23（FGF-23）は、血中レベルの上昇が慢性腎臓病患者の心、腎予後のみなら
ず、近年急性腎障害（AKI）の生命、腎予後とも相関することが報告されている。また、in-vitro 実験で炎症性サイトカインの刺
激により骨細胞での FGF-23 産生が増加することが知られている。さらに、FGF-23 の上昇は単球での局所的ビタミン D 発現低下を
もたらし、免疫応答不全の一因になる可能性が示唆されている。したがって、敗血症性 AKI における血中 FGF-23 レベルの制御は
従来の抗サイトカイン療法とは異なる新たな治療戦略になると推察する。
血中 FGF-23 除去では、これまで維持血液透析患者を対象に on-line HDF による FGF-23 除去の報告はあるが、吸着除去の可能性に
ついては未知である。しかし、我々は分子量が炎症性サイトカイン HMGB1 と同じ約 30 kDa であることに着目し、CRRT の使用
膜の FGF-23 吸着能について、バッチ法による以下の in vitro 実験を施行した。
【方法】PS、PMMA、AN69ST の 3 種類の膜素材を用いて、FGF-23 濃度を実験 1: 5,000 pg/mL、実験 2: 50,000 pg/mL の 2 種類に
分け、開始から 240 分後までの経時的濃度変化を調査した。
【結果】実験 1: 60 分後までは 3 群間で有意差は認めなかったが、240 分後には他の膜に比べ AN69ST で有意に低下した。
（p ＜ 0.01）。
実験 2: 60 分後、240 後ともに AN69ST 膜で有意に低下した（p ＜ 0.05）
。一方、Alb 値については両実験ともほぼ不変であり、FGF23 吸着には Alb を介した影響はないと考えられた。
【結論】AN69ST 膜による FGF-23 の吸着能の優位性が示された。敗血症性 AKI における AN69ST 膜の治療効果には抗サイトカイ
ンのみならず、直接的および炎症性サイトカイン吸着を介した間接的な抗 FGF-23 療法としての臨床効果を期待しうる。

DP27-5

直並列法を用いた PMX-DHP 施行症例の検討

手稲渓仁会病院

臨床工学部、2）手稲渓仁会病院

1）

麻酔科集中治療室

千葉 二三夫 、多田 亮祐 、鈴木 学 、齋藤 大貴 、今野 裕嗣 1）、菅原 誠一 1）、渡部 悟 1）、横山 健 2）
1）

1）

1）

1）

【はじめに】急性血液浄化療法においてポリミキシン B 固定化カラムによる直接血液灌流法（PMX-DHP）は sepsis に対する重要
かつ有用な治療法の 1 つである。当院においても現在まで 179 例に PMX-DHP を施行しており、2008 年からは直並列法を用いた
PMX － DHP を行なっている。今回、直並列法を用いた PMX-DHP 施行症例の検討とその有用性について報告する。【対象および
方法】2008 年 6 月から 2015 年 5 月までの過去 7 年間に PMX-DHP に直並列法を用いた 30 例を後方視的に検討した。【結果】平均年
齢 66.8 歳（16～91 歳）、男女比 21:9、疾患別では、消化器疾患群 18 例、呼吸器疾患群 6 例、心・大血管群 4 例、その他群 2 例であっ
た。浄化方法は、19 例に CH（D）F+PMX、9 例に HF-CHDF+PMX、2 例に HD+PMX の直並列法を用いた。30 例中 18 例（60%）
を救命し得た。
【考察】長時間 PMX-DHP 施行時に CH（D）F 及び HF-CHDF などを直並列で同時に治療を行うことにより、アシドー
シスの改善や Humoral mediator の除去など迅速な対応が可能となり循環動態の改善に有用と思われた。また直並列専用回路を用
いることで簡便に回路の脱着が容易となった。【まとめ】長時間 PMX-DHP 施行時には直並列法を用いた血液浄化療法は有用な方
法と考えられた。

DP27-6

ROTEM® を用いて評価した ALS における合成能補助療法としての PDF の有用性

琉球大学

1）

医学部

附属病院

ME 機器センター、2）琉球大学

平山 千佳 、神里 興太 、照屋 孝二 、渕上 竜也 、垣花 学
1）

2）

2）

2）

医学部

附属病院

麻酔科

集中治療部

2）

【目的】近年、血液凝固機能検査の point of care monitor として注目されているトロンボエラストメトリー（ROTEM®）を用いて、
人工肝補助療法（Artificial Liver Support ; ALS）における PDF（Plasma Filtration with Dialysis）の有用性を検討した。【症例】
54 歳、68.9kg の男性。劇症肝炎亜急性型（HBV キャリアの急性憎悪）にて、ALS として SHEDD-fA+PDF を脳死肝移植までの
bridge use として連日 10 日間施行した。【方法】PDF は SHEDD-fA に直並列に接続し、膜型血漿分離器 Evacure2A10®、FFP10U
を用いて連日 8 時間施行した。治療前・4 時間・8 時間経過時に採血し、ROTEM® を用いて内因系・外因系凝固・フィブリノゲン
値やその機能を、フィブリン形成が開始するまでの時間（clotting time ; CT）、クロット形成の初期速度を反映するクロット形成
時間（clot formation time ; CFT）およびアルファ角（Alpha angle ; α）
、凝血塊の強度（maximum clot firmness ; MCF）で評
価し、合成能の補助療法としての PDF の治療効果を検討した。【結果】臨床症状として消化管出血が改善した。フィブリノゲンは
初回 PDF 開始 4 時間で MCF : 7mm から 12mm［正常参照値 : 10-24］へ早期に改善がみられ、PDF10 回終了時には 22mm、また、
その他、全ての評価項目においても止血能はほぼ正常化された。【考察】Evacure2A10® における PDF では、アルブミンの篩係数
は 0.3 であることから、施行中に中から大分子領域に存在する凝固因子の喪失を抑制しつつ、FFP で効率的に補充することができ
た。そのため PDF を連日施行した結果、止血能を改善させ、維持することが可能であった。ROTEM® は数値データだけでなく波
形から視覚的にも容易に評価できると思われた。【まとめ】PDF は bridge to transplantation として、合成能障害による凝固異常
の改善に有用であった。
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早期離床・リハビリテーション①

2 月 13 日
（土） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 8

くも膜下出血後における肺炎に関連する因子の検討

製鉄記念八幡病院

1）

リハビリテーション部、2）製鉄記念八幡病院

山内 康太 、熊谷 謙一 、萩原 理紗 、小柳 靖裕 、中溝 玲
1）

1）

1）

1）

脳卒中・神経センター

2）

【緒言】くも膜下出血は，脳血管攣縮などの危険性から動脈瘤再破裂予防措置後においても急性期では安静度が制限されることが
多い。しかし，安静期間が遷延することにより臥床関連合併症の増加が危惧される。今回，くも膜下出血後における肺炎に関連す
る因子を調査することを目的とした。
【対象・方法】2010 年 1 月から 2015 年 6 月までにくも膜下出血にて入院した 51 例のうち，動脈瘤再破裂予防措置（動脈瘤クリッピ
ング術，コイル塞栓術）を施行した 41 例を対象とした。診療録より入院中に肺炎と診断された症例を P 群，肺炎を認めなかった
症例を N 群とした。検討因子は年齢，性別，BMI，入院前 mRS，既往歴，入院時・7 日目 NIHSS，Hunt&Hess 分類，WFNS 分類，
リハ開始日，離床開始日（立位以上），症候性脳血管攣縮，水頭症有無とした。統計解析は入院中における肺炎の有無における 2
群間の比較においてp＜0.10未満であった因子を独立変数とし，肺炎の有無を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を行った。
【結果】P 群 6 例，N 群 35 例であり，肺炎の発症率は 15 % と高率であった。P 群 6 例における肺炎発症時期は 14 日以内の発症が 4 例
であり，離床状況は 1 例のみ歩行が可能であったが 5 例は離床できていなかった。
単変量解析の結果，入院前 mRS は P 群 0（IQR0-2），N 群 0（IQR0-0）
，入院時 NIHSS は P 群 5 点（IQR1-23）
，N 群 1 点（IQR0-5）
であり，いずれも P 群が高い傾向にあった（p=0.078, p=0.085）
。また離床開始日は P 群 14 日（IQR6-28）
，N 群 8 日（IQR5-12）と
P 群で遅延していた（p ＜ 0.01）。発症 7 日目 NIHSS，Hunt&Hess 分類，WFNS 分類，リハビリ開始日に差を認めなかった。多重
ロジスティック回帰分析の結果，独立した予測因子は離床開始日（OR1.22，p=0.013）のみであった。
【考察】脳血管攣縮に留意しながら早期離床，離床時間の拡大と安静期間中における呼吸器合併症を予防するためのポジショニン
グの重要性が示唆された。

DP28-2

術前の GNRI が消化器外科術後の離床に与える影響について

医療法人渓仁会

手稲渓仁会病院

小山内 大地、秋元 健太郎、青山 誠
【目的】 消化器外科術後、ICU 管理となった患者において術前の GNRI
と術後の離床状況の関係を検討。【方法】 対象は 2013 年 3 月から 2015
年 5 月に入院、消化器外科術後 ICU 管理となった 19 例。診断名は消化
管穿孔・壊死 10 名、絞扼性イレウス 3 名、腸管虚血 3 名、腹腔内出血 1 名、
胆管癌 1 名、盲腸腫瘍 1 名。検討項目は性別、年齢、抜管日数、ICU 入
室期間、在院日数、転帰先、術後離床開始日数（ベッドアップ、端坐位、
立位、歩行）、合併症の有無、CRP、緊急・待機手術、手術時間、出血量、
食事開始日。統計解析は術前の GNRI 値と各項目の相関を Pearson の相
関係数、χ 2 検定を使用。有意水準は 5%。
【結果】術前 GNRI 42.9 ± 4.6。
【考察】術前 GNRI と ICU 入室期間で有意な中等度の負の相関がみられ
た。これは術前の栄養状態が良いほど、ICU を早期に退出する傾向を示
し、術後の ICU 管理期間を予測する有用な因子と考えられた。術後端
坐位開始日数は有意水準に達しなかったが、中等度の負の相関を示し
た。術前の GNRI が良好なほど術後端坐位の開始を早期に行える可能性
も示唆された。

DP28-3

CABG 施行後初回立位負荷後長時間循環応答にカテコラミンが及ぼす影響

兵庫医科大学病院 リハビリテーション部、2）兵庫医科大学 リハビリテーション部、3）兵庫医科大学 医学教育センター、
兵庫医科大学 心臓血管外科、5）兵庫医科大学 集中治療医学、6）兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室

1）
4）

笹沼 直樹 1）、井谷 祐介 1）、田中 隆史 1）、眞渕 敏 1）、児玉 典彦 2）、高橋 敬子 3）、宮本 裕治 4）、西 信一 5）、道免 和久 6）
【はじめに】今回我々は CABG 後の初回立位負荷後 3 時間までの心拍数、血圧、二重積および呼吸数について検討した。また、ド
パミン（DOA）、ドブタミン（DOB）、ノルアドレナリン（NAD）の投与量による循環応答の差異について比較した。
【対象と方法】
介入は 3 分から 10 分間の術後初回立位とした。評価は心拍数、血圧、二重積および呼吸数とした。また、投与された DOA、
DOB、NAD の薬剤量を求め中央値で 2 群に群分けを行った。初期値と立位直後、30、60、90、120、150、180 分後の値とを比較し
た。比較には Wilcoxon の符号付き順位和検定を使用した。【結果】対象は 12 例、DOA は全例、DOB は 6 例、NAD は 7 例で投与さ
れていた。全例の解析では初期値と比較し立位直後にて血圧、二重積、呼吸数が有意に減少した。DOA および DOB の高用量群に
て収縮期血圧が立位後 60 分においても高値を示し、DOB 高用量群で立位後 90 分にても高値が持続した。【結語】CABG 後症例は
立位直後には血圧低下が生じるがその後有意に高値な循環応答が立位後 90 分以降まで遷延することが示唆された。
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DP28-4

急性心不全・慢性心不全急性増悪による ICU 入室患者の退院時歩行速度関連因子の検討

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 リハビリテーション科、
名古屋大学大学院 医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻、3）国家公務員共済組合連合会
4）
国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 循環器内科
1）
2）

枚方公済病院

看護部、

岩津 弘太郎 1）、山田 純生 2）、堀内 あゆみ 3）、岡崎 善則 4）、大上 真理子 4）
【目的】集中治療を必要とする重症疾患患者は退院後も生活機能の低下を有しており、その予防には早期からハイリスク患者を同定する
ことが重要とされる。しかしながら、ICU 入室患者の病態は多岐にわたり、生活機能低下の関連因子は明らかでない。本研究は急性心
不全・慢性心不全急性増悪にて ICU 入室した患者において退院時歩行速度の関連因子を検討する事を目的とした。
【方法】2015 年 4 月から 7 月にかけて急性心不全・慢性心不全急性増悪にて当院 ICU に入室となった患者 41 例（男性 24 例、年齢 74.3 ±
11.1 歳）を対象とした。年齢、入院時収縮期血圧、心拍数、左室駆出分画、生化学検査データ（BNP 値、血清クレアチニン値、ヘモグ
ロビン A1c 値、血清アルブミン値、血清 CRP 値）と退院時 10m 歩行速度の関連を Peason の相関係数にて検討した。また、有意な関連
を認めた各指標の中央値に基づき、関連因子の保有数を対象者ごとで算出し、退院時 10m 歩行速度との関連を一元配置分散分析にて検
討した。有意水準は p ＜ 0.05 とした。
【結果】全対象者の退院時歩行速度は 1.03 ± 0.29m／秒だった。年齢（r= － 0.505、p ＜ 0.01）、BNP 値（r ＝－ 0.333、p=0.03）、血清アル
ブミン値（r= － 0.395、p=0.01）が退院時歩行速度と有意に関連した。また、高齢（年齢≧ 75 歳）、BNP 高値（BNP ≧ 762.5pg／dl）、血
清アルブミン低値（血清アルブミン≦ 3.7g／dl）の因子を多く保有する症例ほど、歩行速度が有意に遅かった（0：1.28 ± 0.22m／秒、1 つ：
1.18 ± 0.19m／秒、2 つ：0.92 ± 0.29 m／秒、3 つ：0.83 ± 0.28 m／秒、p ＜ 0.01）。
【結語】急性心不全・慢性心不全急性増悪による ICU 入室患者では年齢、入院時 BNP、入院時血清アルブミン値が退院時歩行速度の関
連因子であり、因子の保有数が多い程歩行速度が低いことが示された。本研究結果は、急性心不全・慢性心不全急性増悪による ICU 入
室患者における生活機能低下のリスク層別化に寄与するものと思われた。

DP28-5

ICU 在室患者における一日の座位時間の調査～3 軸加速度計を用いた評価の試み～

横浜市立市民病院

リハビリテーション部

井出 篤嗣、前野 里恵、斉藤 均、森川 由季、今村 純子、江井 佐知恵、杉本 俊太郎、三橋 拓、塚本 佐保、高橋 素彦
【背景】ICU での早期離床が推奨され、理学療法士（以下 PT）によるそれらの報告も散見される。しかし、PT での治療時間以外
に離床につながる座位時間が、1 日の中でどの程度確保できているのかを知ることも、ICU-AW の評価において重要である。そこ
で 3 軸加速度計『MG ‐ M1110 ‐ HW（株）LSI メディエンス社製』を用いて、身体角度を 24 時間記録することで、ICU 在室患者
がとる一日の座位時間が客観的に把握できると考えた。
【目的】3 軸加速度計を用いて、ICU 在室患者の一日の座位時間を把握す
る【対象】ICU に在室し、本研究の同意が得られ、安静度が『座位』以上の患者を対象とした。除外は胸部に術創がある患者、理
解が得られない患者とした。 症例 1 は 80 歳代、男性。骨腫瘍 Th1 で呼吸状態悪化により気管切開部からの人工呼吸器装着。 症
例 2 は 60 歳代、女性。クモ膜下出血、保存療法、麻痺なし。
【方法】3 軸加速度計は胸骨にテープで固定し、24 時間計測して得ら
れた加速度信号を 1 秒ごとに平均し、その X・Y 軸成分から重力方向に対する傾き角を計測し、その分析結果をグラフ化した。座
位の定義は 3 軸加速度計の角度が 45°以上とした 。症例 1 では看護師も姿勢の記録を取り、計測結果と比較した。【結果】症例 1 の
座位時間は PT による治療時間を含めて 156 分であった 。臥位の時間帯は、およそ 2 時間おきに側臥位をとっていた。また、看護
師が設定した角度と実際の測定角度が異なる時間帯があった。症例 2 の座位時間は 348 分であった。日中は座位時間が長く、夜間
はほぼ臥位であった。【考察】3 軸加速度計を用いることで、患者の一日の姿勢が簡便、客観的に計測でき、座位時間などの現状
把握に有用であると考える。看護師が設定した角度と実際の患者の角度が異なる場合があり、患者の姿勢を見て修正する必要があ
ると考えられる。 今後は、症例を増やし、座位時間の休日と平日、ICU と一般病棟における違いや個別性なども見る必要がある。

DP28-6

急性期内科疾患入院患者における自立歩行判定のための簡易的評価項目の検討

兵庫医科大学病院

1）

リハビリテーション部、2）兵庫医科大学

山内 真哉 、眞渕 敏 、児玉 典彦 、道免 和久
1）

1）

1）

リハビリテーション医学教室

2）

【目的】理学療法士は患者の歩行能力を正確に見極め，早期離床を図る必要がある。先行研究では自立歩行の関連因子として，下
肢筋力，バランス，歩行速度，認知機能などが報告され，様々な評価法が考案されている。これらの評価法は妥当性，信頼性が高
いテストとして広く使用されている。しかし，測定時間や場所を必要とするため，急性期の患者には実施困難である場合が多い。
したがって，急性期の患者においても使用できる簡易的な評価法が望ましいと考える。本研究の目的は，急性期内科疾患入院患者
において，自立歩行判定のための簡易的評価項目を検討することである。
【方法】対象は，理学療法を実施した内科病棟入院患者
200 例（男性 91 名，女性 109 名，平均年齢 66.7 ± 16.9 歳）である。研究デザインは横断的研究とした。測定項目は，歩行自立度，
下肢筋力，バランス，血液検査データとした。歩行自立度の評価には機能的自立度評価法（Functional Independence Measure:
FIM）
，下肢筋力の評価には下肢伸展挙上（Straight Leg Raising; SLR）反復回数，バランスの評価には片脚立位保持時間，認知
機能の評価には MMSE（Mini-Mental State Examination）の見当識，注意・計算，再生の各項目のスコアを用いた。血液検査デー
タからは総蛋白値，アルブミン値，赤血球数，ヘモグロビン値をカルテより調査した。対象を歩行非自立群と自立群に分類し，ロ
ジスティック回帰分析を行った。さらに，ROC 曲線からカットオフ値を算出した。【結果】ロジスティック回帰分析から抽出され
た項目とカットオフ値は，SLR 反復回数 27 回，片脚立位保持時間 3.6 秒，MMSE の見当識スコア 9/10 点であった。【結論】本研究
の結果から，SLR 反復回数，片脚立位保持時間，MMSE の見当識スコアは自立歩行に関連する評価項目であり，これらの評価項
目が急性期内科疾患入院患者の自立歩行判定に利用できる可能性が示唆された。
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ホウ酸中毒の一例

香川県立中央病院

麻酔科

大西 淳司、林 裕之、谷津 祐一、武知 かおる、池田 智子、井上 一由、平崎 盟人
ホウ酸はゴキブリなどの害虫駆除用に用いられているが誤食による中毒が多数報告されている。当初、細菌性腸炎からの敗血症性
ショックを疑っていたが、皮膚障害からホウ酸中毒と診断した症例を経験したので報告する。症例は 80 歳女性、認知症があるが
一人暮らしをしていた。下痢、嘔吐があり近医を受診したところ腎機能障害を認め輸液に反応せず無尿であり、意識障害もあるこ
とから当院紹介された。来院時呼びかけに反応なく、無尿でショック状態のため ICU 入室した。当初は細菌性腸炎からの敗血症
性ショック、腎障害を疑い治療を開始した。抗菌薬投与、人工呼吸、カテコラミンによる循環補助、CRRT 行うも治療に抵抗性で
あった。来院時全身に紅斑があり、次第にびらんとなり中毒性表皮壊死症（TEN）様の皮膚障害、口腔粘膜の潰瘍を認めたため
ホウ酸摂取の可能性を疑い家族に確認したところ、数日前に町内でゴキブリ駆除用のホウ酸団子を作り自宅に持ち帰ったとのこと
であった。経過中、難治性下痢、急性腎障害、横紋筋融解、骨髄抑制、敗血症を合併した。徐々に全身状態は改善、意識も回復し
たが腎障害は遷延し血液透析行いつつ ICU を退室した。その後血液透析からも離脱した。後に来院時のホウ酸血中濃度は 1246 μ
g/ml と異常高値であり、自宅の鍋におかゆ状の物が残っておりそれはホウ酸であることが判明した。認知症があり、ホウ酸団子
を誤食したものと考えられた。ホウ酸中毒の症状は消化器症状、神経精神症状、肝・腎障害、循環抑制、皮膚障害など多彩であり
特異的な治療はなく、対症療法が基本となる。重症のホウ酸中毒では血液透析が有効との報告がある。原因不明のショックに
TEN 様の皮膚障害を伴えばホウ酸中毒を疑い病歴を確認する必要がある。

DP29-2

メトホルミン中毒が想定された過量服薬後の乳酸アシドーシスに対し、集学的治療が奏功した一例

東京大学医学部附属病院

救急部集中治療部

丹生谷 啓介、前田 明倫、早瀬 直樹、浅田 敏文、上田 吉宏、土井 研人、中島 勧、矢作 直樹
【背景】2 型糖尿病治療薬のビグアナイドは副作用に乳酸アシドーシスが知られている。自殺目的に過量服薬を行った後に著名な
低血糖・乳酸アシドーシスを来した症例に対して、メトホルミン中毒を想定した集学的治療が奏功した一例を経験したのでここに
報告する。
【症例】38 歳男性。2 型糖尿病・統合失調症のため内服加療中であった。自宅にて自殺目的に過量服薬を行った患者は、意識障害
を主訴に家族の要請で救急搬送となった。当初家族および救急隊情報では眠剤の過量内服のみであった。来院後に意識障害の悪化
と著明な低血糖と乳酸アシドーシスを認めたため、既往疾患と病歴から臨床的にメトホルミン中毒を疑った。尚、誤嚥性と考えら
れる肺炎を合併していた。糖補充、挿管・人工呼吸管理、炭酸水素ナトリウム点滴による可及的なアシデミアの補正の後、ICU に
て高流量 CHDF・血液透析を含めた集学的治療を行った。乳酸値は第二病日に最大 33mmol/L に至ったが、治療が奏功し後遺症な
く軽快するに至った。希死念慮が遷延したため、第 9 病日に精神科病床に移動となった。後日、ICU 入室時のメトホルミン血中濃
度 146 μ g/mL と著明高値が確認された。
【考察】メトホルミン中毒による乳酸アシドーシスは、約 30% に及ぶ高い致死率の報告もある。自験例では当初メトホルミン内服
の有無・錠数ともに不明であったが、同中毒を想定した集学的治療を行い良好な経過を得た。後遺症なく救命に至った要因に関し、
文献的考察を踏まえて報告する。

DP29-3

急性血液浄化にて救命し得たメトホルミン中毒の一例

兵庫県立尼崎総合医療センター

1）

救急集中治療科、2）兵庫県立尼崎総合医療センター

松本 優 、恒光 健史 、野田 健仁 、鈴木 崇生
1）

1）

2）

ER 総合内科

1）

症例は 75 歳女性。2 型糖尿病、慢性腎不全のために近医通院中であった。当院搬送 10 日前頃より食事摂取が進まなくなったが、
メトホルミンを含む各種処方薬を内服されていた。搬送当日、自宅でトイレに行こうとした際に動けなくなり当院へ救急搬送。来
院時、意識レベル GCSE1V1M1、呼吸数 24 回 / 分、血圧 130/45mmHg、心拍数 80bpm、体温 36.0 度、酸素飽和度 99%（室内気）
であった。来院時動脈血液ガスでは pH6.874 と著明な代謝性アシドーシス、高乳酸血症、腎機能障害、血液凝固異常を呈しており、
高度の乳酸アシドーシス、急性腎障害の診断で ICU に入室とした。病歴・処方薬等からメトホルミン投与による乳酸アシドーシ
スを考えた。当初高度の乳酸アシドーシスに対して持続血液濾過透析法（CHDF）を行うも、代謝性アシドーシスの改善を得るこ
とができず、循環が不安定であったものの血液透析（HD）を行うことにより乳酸アシドーシスの改善および全身状態の改善を得た。
今回迅速な急性血液浄化を行うことによりメトホルミンによる高度の乳酸アシドーシスの一救命例を経験したので、若干の文献的
考察を加えてこれを報告する。
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DP29-4

持続血液透析により救命し得た急性カフェイン中毒の一例

大阪市立総合医療センター

救命救急部

山下 智也、重光 胤明、大川 惇平、森本 健、師岡 誉也、石川 順一、福家 顕宏、有元 秀樹、宮市 功典、林下 浩士
本邦における急性カフェイン中毒は報告例が少なく，治療法は未だ一定しない．我々は致死量の急性カフェイン中毒に対して持続
血液透析を行い，救命し得た症例を経験したので報告する．症例は境界型人格障害を有する 21 歳女性．自殺目的に市販のカフェ
イン約 13g を服用し，近医に搬送された．胃洗浄後に全身状態が安定していたため帰宅となったが，翌日，自宅で意識障害を呈し
ているところを家人に発見されて救急搬送された．来院時，意識レベルは清明，血圧 130/93mmHg, 脈拍数 158 回 / 分，呼吸数 20
回 / 分，SpO2 99%（室内気）, 体温 38.5℃と洞性頻脈および高体温を認めた．輸液および体表クーリングにより一時的に頻脈は改
善したが，来院約 12 時間後には再度増悪し，血圧低下を伴ったため気管挿管されて集中治療室に入室となった．ランジオロール
持続投与により頻脈の改善を図ったが奏功せず，大量輸液，ノルアドレナリン持続投与に反応しないショック状態が遷延したため，
血中カフェイン除去を目的に持続血液透析を導入した．導入後約 2 時間で頻脈は正常化し，それに伴いショック状態は改善した．
第 3 病日に持続血液透析を離脱，第 4 病日にノルアドレナリン投与を中止し，抜管することが出来たため，第 6 病日に精神科病棟
に転棟となった．後日判明した血中カフェイン濃度は，持続血液透析の導入前は 109mcg/mL と高値であったが，約 6 時間後に
59.2mcg/mL，約 48 時間後に 1.8mcg /mL であった。考察：血中カフェイン濃度は臨床症状の改善に一致して経時的に低下した．
急性カフェイン中毒において持続血液透析は症状の改善に有用であり、後日判明したカフェイン血中濃度からも持続血液透析は有
用と考えられた．

DP29-5

早期に持続血液濾過透析で治療した急性リチウム中毒の 1 例

名古屋第二赤十字病院

麻酔・集中治療部

為近 舞子、井上 芳門、藤井 智章、伊藤 優、村橋 一、寺澤 篤、杉本 憲治、高須 宏江
【はじめに】双極性障害の治療薬として広く使用されている炭酸リチウムは治療域と中毒域が近いため腎機能低下による排泄低下
や過量内服により容易に中毒症状を引き起こす。今回中毒量のリチウムを内服した患者に対し早期より持続的血液濾過透析を施行
した症例を経験したので報告する。【症例】38 歳女性。双極性障害と診断され、近医で炭酸リチウムを処方されていた。来院 2 時
間ほど前に炭酸リチウム 20000mg、アルプラゾラム 4mg およびエスタゾラム 10mg を過量内服したとして独歩で来院した。来院
時、意識障害（JCSI-1）を認め、心電図は洞調律で QTc の延長は認めなかった。ICU 入室時には意識清明となっていた。内服量は
中毒量に達していたため、血清リチウム濃度の結果を待たず血液浄化を施行することを決定し、来院 3 間後には持続的血液濾過透
析を開始した。当初血清リチウム濃度の低下を確認するまで血液浄化を継続する方針であったが患者本人の強い退院希望があり
11 時間施行した時点で終了した（ピーク濃度は 3.84 mmol/L）。家族の厳重な監視と外来通院を条件に ICU 入室後 24 時間で退院と
なった。外来で血清リチウム濃度が治療域以下に低下しているのを確認した。
【考察】
リチウム中毒の治療は補液と利尿を基本とし、
炭酸リチウムは分子量が低く蛋白に結合しないため血液透析も有効とされている。今回は内服量が多かったため血中濃度の上昇を
防ぎ、組織への移行を防ぐ目的で早期に血液浄化を開始しピーク濃度は予想値より低下させることができた。
【結語】中毒量の炭
酸リチウムを内服するも早期に血液浄化を導入することにより良好に管理し得た症例を経験した。当院での自験例他 3 例（うち 1
例は透析施行）と共に文献的考察を加え報告する。

DP29-6

HD 後に CVVHDF を行い QTc 時間を指標に透析を行いリバウンド現象を起こさずに治療し得たリチウム中毒の 1 例

川崎市立川崎病院

救急科

土井 賢治、白川 和宏、近野 祐介、野口 啓、塩島 裕樹、伊藤 壮一、田熊 清継
【背景】リチウム製剤は血中から細胞内に移行し血中に再分布する事で持続した血中濃度の上昇を来しうる。中毒域症例に対して
血液透析が有効であるがその薬物動態の特徴から透析間欠期にリチウム血中濃度のリバウンド現象を来しうる。近年、HD に引き
続いた CVVHDF の有用性が報告されている。今回、当院でも同様の治療で治療が奏功した症例を経験したので報告する。【症例】
41 歳女性。双極性障害で近医通院中。来院 2 時間前に希死念慮で過量服薬。夫から救急要請。内服薬剤はリーマス 5000mg、リフ
レックス 570mg、コントミン 900mg、セパゾン 92mg。夫が嘔吐させたが食物残渣のみで薬塊は認められず。来院時、循環動態
は安定。電解質異常なし。QTc 567msec であり延長あり。Anion Gap（以下、AG）は 6.5 と狭小化しリチウム血中濃度が中毒域に
あることが推察された。無症状であり輸液負荷による利尿を図り経過観察目的にモニター装着下で ICU 入院。第 2 病日 朝 QTc
560msec と延長持続。経時的に心拍数 50/min の徐脈となり AG 狭小化が進行してきたことから透析を導入した。HD を 4 時間行い
その後 CVVHDF を開始。HD 終了後、AG7.7 と改善が認められた。血清リチウム濃度は即日検査不能であり、QT 延長、AG を指
標に透析の必要性を判断した。第 3 病日も QTc 延長があり同様の治療を行った。第 5 病日には QT 延長は改善しており CHDF 終了
とした。第 6 病日も QT 延長は認められず細胞内毒性は解除されたと考えられた。第 7 病日には QT 延長は認められず、第 8 病日に
独歩退院した。【結語】リチウム中毒で心毒性を来している症例に対して、QTc 延長を指標に HD および CHDF を行うことで、リ
バウンド現象および致死的イベントを起こすことなく加療しえた一例を経験した。
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エコーガイド下中心静脈穿刺においてガイドワイヤーが右内頸静脈を貫通し、右椎骨静脈に迷入した一症例

天理よろづ相談所病院

麻酔科

梅宮 槙樹、中尾 謙太、浜川 綾子、石井 久成
内頸静脈（IJV）から中心静脈カテーテル（CVC）を挿入する際、動
脈誤穿刺の報告はあるが、椎骨静脈（VV）にガイドワイヤー（GW）
を留置した報告は少ない。今回、VV に GW が迷入した症例を経験し
たので報告する。72 歳女性、身長 152cm 体重 51kg。重症の大動脈弁
狭窄症に対して、経カテーテル大動脈弁留置術が予定された。全身麻
酔導入後、右 IJV から CVC 挿入を試みた。エコーガイド下に交差法
で穿刺し静脈血の逆流を確認後、GW を抵抗なく挿入した。GW と皮
膚との刺入角が通常より大きかった。エコーで確認したところ、GW
が IJV を貫通して深層の静脈に迷入していた（図 1）。頸部 CT とエコー
所見より、GW は右 VV に迷入したと推測された。エコーガイド下に
GW 先端を VV から IJV まで引き抜き IJV の中枢側に進めた後、通常
通りカテーテル留置を行った。交差法で IVC 穿刺を行う際、VV に
GW が迷入することがある。CVC 挿入前に GW を注意深く観察するこ
とにより、VV への CVC 誤留置を回避することができた。

DP30-2

動脈圧ライン固定具による刺入部合併症の軽減効果の検討

徳島大学病院

救急集中治療部

綱野 祐美子、井澤 眞代、中瀧 恵実子、小野寺 睦雄、大藤 純、今中 秀光、西村 匡司
【背景】動脈圧カテーテル挿入は ICU において循環モニタリングのための一般的な処置である。しかし、橈骨動脈に動脈圧カテー
テルを留置した場合には固定が難しく、カテーテルの屈曲、穿刺部の皮膚損傷、出血などの合併症が起こり得る。今回我々は、動
脈ライン専用の固定具を使用することで、これらの合併症を回避できるか検討した。
【方法】橈骨動脈にカテーテルを留置した成
人患者を対象とした。動脈ライン専用固定具（StatLock;,Bard, USA）使用群と非使用群に分け、患者背景、カテーテルの屈曲、
刺入部の出血、抜去したカテーテル先端の細菌培養について比較検討した。非使用群では、当施設で従来から用いている方法で固
定した。
【結果】対象症例は 157 例、固定具使用群 79 例、非使用群 78 例だった。両群の男女比、年齢（66 ± 15.0 歳 vs. 63 ± 16.6 歳）、
APACHEII スコア（25 ± 8.8 vs. 24 ± 7.5）に有意差はなかった。カテーテル刺入部の異常は固定具使用群で 9 例（11.4%）
、非使用
群で 21 例（27%）と使用群の方が有意に少なかった（p=0.01）
。カテーテル先端の培養はそれぞれ 6 例（7.6%）
、5 例（6.4%）で陽
性となり有意差はなかった。カテーテル関連血流感染症は両群ともに認めなかった。
【結語】動脈ライン専用固定具の使用により、
カテーテル刺入部の合併症を減らせるか検討した。合併症は有意に減少したが、カテーテル先端の細菌汚染率には差がなかった。

DP30-3

電子カルテ緊急停止時の問題点と対応

社会医療法人財団

1）

大樹会

総合病院

回生病院

救急センター、2）社会医療法人財団

大樹会

総合病院

回生病院

麻酔科

関 啓輔 、乙宗 佳奈子 、音成 芳正 、西信 俊宏 、白神 真乃 、神野 敬祐 、木村 廷和 、穴吹 大介 、藤本 正司 、
前川 聡一 1）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

2）

2）

2）

今回意図せぬ停電により、電子カルテサーバーがブレークダウンし、電子カルテ障害に対する緊急対応を経験した。電子カルテ緊急停
止時の問題点と対応について、検討したので報告する。
【はじめに】当院の電子カルテは、電子カルテのメインシステムである電子カルテシステム（KAI システム）があり、それに接続され
るかたちで、医事会計システム（M PACK）
、放射線情報システム（FRIS）、検査システム、薬剤システム、リハビリシステム、DPC
システム、栄養システムから成っている。KAI システムのみがダウンした場合障害レベル 2 とし、KAI システム以外の障害の場合障害
レベル 1、KAI システムに加え他のシステムも障害された場合を障害レベル 3 としている。レベル 3 の場合外来受付は中止し、入院患者
は紙カルテ診療となる。
【発生】今回カルテ障害は外来診療時間内の 9 時半には発生し、障害レベル 3 であったが薬剤システムは稼働していたたため、過去の処
方を確認できた。
【一般的対応】レベル 3 の障害では外来診療は停止とするマニュアルが多い。
【今回の対応】薬剤システムやお薬手帳で処方内容が確認できた場合、手書き処方を行った。単純レントゲンはフィルム対応した。糖尿
病外来と神経内科は紙カルテで通常診療した。受診患者をトリアージし、治療が必要な患者は他院紹介を行った。入院患者は紙カルテ
診療で対応した。
【良かった点】特に抗てんかん薬等内服継続が必須の場合もあり、過去の W 処方を確認して手書き処方を行えた。トリアージすることで、
後方病院に診療を繋ぐことができた。
【改善点】対策本部立ち上げの必要性。障害レベル宣言者の見直しが必要であった。
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開放型 ICU に適した電子カルテ熱型表システムの開発と運用

久留米大学病院

1）

医療情報センター、2）久留米大学病院集中治療部

七種 伸行 1）、新山 修平 2）、有永 康一 2）、佐藤 晃 2）、坂本 照夫 2）
当院では平成 26 年 4 月より外科系診療科の術後患者管理を担う外科系集中治療室（SICU）を Opened ICU として開設したので、
SICU で導入した熱型表システムの開発と運用について報告する。平成 25 年 1 月より病院情報システム（HIS）を稼働しており、
Closed ICU である高度救命救急センターと新生児集中治療室では重症系部門システムを併用している。SICU では手術室や一般病
棟との移動が短期間に発生するため、部門システムを導入した場合には転棟時に記録の連続性が保たれない。また Opened ICU と
して多診療科の医師が操作することを考慮すると、カスタマイズや操作習熟が必要となる部門システムは SICU の円滑な運営には
適さないと考えられた。SICU 開設にあたって部門システムは導入せず、機器連携用の Gateway を介して受信したバイタルデータ
を HIS 内部のフローシートとして記録し、熱型表として構成する方式を採用した。これにより院内の全端末からリアルタイム閲覧・
情報取得が特別な操作なしに可能となった。フローシートを一般病棟と共有出来たことで、転棟前後で看護記録の連続性が担保さ
れた。また機器連携はフローシートのマスタ設定により行うため、将来的な機器の追加・更新時にも院内で対応可能となる。本方
式で ICU 業務に耐えうる熱型表機能を実現できるかは HIS 側の処理能力に大きく依存するが、全てのデータを HIS 単独で一元的に
管理することはビッグデータ時代の臨床研究や登録事業等への対応も期待される。

DP30-5

徳島大学病院集中治療室における長期滞在例の検討

徳島大学病院

救急集中治療部

井澤 眞代、綱野 祐美子、小野寺 睦雄、大藤 純、西村 匡司
【背景】ICU 資源の有効利用は重要な課題である。ICU 入室患者のデータを蓄積・分析することは適切な ICU 資源分配の手がかり
となる。徳島大学病院の ICU は closed かつ mixed type の ICU（病床数 10 床）である。当 ICU 入室患者のデータベースより長期滞
在患者について調査し、ICU 資源分配の状況を検討した。【方法】データベースをもとに後方視的研究を行った。2011 年から 2014
年の 4 年間に当院 ICU へ入室した患者を対象とした。年齢、性別、入室経路、ICU 滞在期間、APACHE II スコア、ICU 転帰、院
内転帰をデータベースから抽出し、ICU 長期滞在患者（ICU 滞在日数＞ 14 日）と非長期滞在患者の割合、長期滞在に影響する因
子について検討した。【結果】全体で入室件数 1,917 件、入室者数 1,604 人、平均年齢 56 ± 27 歳、男性割合 62.2%、平均在室日数 6
± 11 日であった。長期滞在は入室件数 168 件（8.8%）
、入室者数 152 人、平均在室日数 31 ± 25 日で、のべ利用病床数は全体の
43.3% に相当した。長期滞在者では非長期滞在者に比べて他病棟からの非術後患者の割合が多かった（41.1% vs 20.4%, p ＜ 0.01）。
APACHE II スコア中央値は長期滞在者で 27（IQR 20-32）
、非長期滞在者で 18（IQR 14-24）であった（p ＜ 0.01）
。長期滞在患者
と非長期滞在でそれぞれ ICU 死亡率は 28.8%、11.6%（p ＜ 0.01）
、院内死亡率は 36.0%、14.7% であった（p ＜ 0.01）
。
【考察】全体数
の 4-11% 程度である長期滞在者が 40% 以上の ICU 病床数を占めるといわれ、当院でも同程度であった。長期滞在者では入室時の重
症度が高く、ICU 死亡率も高く、これも過去の報告と同様であった。長期滞在因子として予定外入室が報告されているが、本院で
は院内他病棟からの緊急入室患者が多かった。
【結論】当院 ICU における 4 年間の ICU 長期滞在者について検討した。約 9% の長期
滞在患者が 40% 以上の病床占拠率を有していた。

DP30-6

チェックリストを用いたブリーフィングの導入と、早期リハビリテーションに与える影響

愛知医科大学医学部麻酔科学講座
藤田 義人、赤堀 貴彦、安田 吉孝、吉野 博子、橋本 篤、佐藤 祐子、下村 毅、畠山 登、木下 浩之、藤原 祥裕
【背景】多職種間のコミュニケーション不足、業務の多さなど集中治療を行う現場では医療安全を脅かす様々な要因がある。チー
ム医療であるため医師、看護師間での治療方針や ICU でのゴールなど共通の認識は重要である。我々は、チェックリストを用いて、
毎日の看護師勤務交代申し送り時でのブリーフィング、デブリーフィングを行い、治療もれの減少、治療方向性の共有などを試み
ている。コミュニケーションの活発化、病態の共有などメリットはあるが、数値としての評価には難しさがある。早期のリハビリ
テーション開始のためのチェック項目もあり、今回早期リハビリテーション開始につながっているかを検証する。
【対象と方法】
当院は 900 床の大学病院で、院外救急に対応の Emergency ICU（12 床）と術後と院内発生に対応する General ICU（22 床）がある。
今回チェックリストを導入した GICU で滞在が 5 日以上の患者を対象とした。方法は、導入する前の 7ヶ月と、導入後の 7ヶ月の当
科から依頼したリハビリテーション依頼件数および 5 日以上在室患者数に対する割合、入室から依頼までの日数を比較した。
【結
果】リハ依頼および割合は、それぞれ 11 件 /82（13.4%）、32 件 /118（27.1%）であった。GICU 入室からリハ依頼までの日数はそ
れぞれ平均 6.4 ± 8.1 日、3.7 ± 2.8 日であった。【考察】ブリーフィングの導入で依頼件数および依頼の割合共増加傾向を認めた。
依頼までの日数も短縮傾向が認められた。しかし、5 日以上在室患者の 3 割弱しか依頼をされてないことは検討の必要がある。ま
たこれらによりリハビリテーション開始を早めるとともに、リハビリ科との協力で早期の回復、退院に及ぼす影響を検討していく
必要がある。【まとめ】今回の導入でリハビリの依頼件数、割合の増加傾向、依頼までの日数短縮傾向を認めた。

－ 565 －

デジタルポスター 31

DP31-1

その他

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 1

重篤な小児を成人と同様に診る  ― 救命救急センター5 施設の実績から重篤小児診療の展望を示す ―

横浜市立大学附属市民総合医療センター 高度救命救急センター、2）九州大学病院 救命救急センター、
県立広島病院 救命救急センター、4）岡山大学病院 高度救命救急センター、
5）
りんくう総合医療センター 泉州救命救急センター 救命診療科、6）横浜市立大学大学院 医学研究科 救急医学
1）
3）

六車 崇 1）、賀来 典之 2）、多田 昌弘 3）、塚原 紘平 4）、安達 晋吾 5）、松岡 哲也 5）、鵜川 豊世武 4）、山野上 敬夫 3）、水口 壮一 2）、
森村 尚登 6）
【緒言】重篤小児症例の診療体制としては、小児診療への専従性を重視した " 箱 " の議論が先行してきた。しかしながら、補助金や診療報酬に
よる誘導にもかかわらず 各事業の施行地域は限定されており、また診療実績の定量的検証がなく 診療における小児と成人の差異も明らかで
ない。
小児と成人の診療の差異を議論するうえでは、同一ユニットで双方を診療する環境における検証が不可欠と考え検討を行った。
【目的】小児・成人を共通のユニットで診療する 5 施設の診療実績を検証し、重篤小児診療の展望と課題を提示すること
【方法】Setting: 救命救急センター5 施設：小児・成人を共通のユニットで診療、小児症例対策は 主に薬剤量算出と資機材整備に限局
検討方法 : 5 施設における 2 年間の 16 歳未満の救急症例 の診療実績を、JaRPAC［Japanese Registry of Pediatric Acute Care, http://jarpac.
org］のデータ収集項目につき後方視的に収集し検討した。
【結果】対象は計 683 例、うち外傷 205 例（30%）。
平均予測致死率（PIM2）11.3%、90% 超の超重症 40 例（6%）。
死亡 33 例（実死亡率 4.8%）, 予測外生存 7 例 , 超過生存 7 例を認めた。
【考察 / 結語】小児・成人を共通のユニットで診療している救命救急セン
ターにおける重篤小児の診療は、小児施設などの既報告に遜色ない実績が得られていた。
小児専従ユニットの未設置地域では 需要を度外視した投資を避け、救命救急センターを軸に整備しても 効果が得られることが示唆される。
対象とした施設における 薬剤量算出・資機材整備 の方法など、国内の全地域で実行しうる 重篤小児の診療体制につき提案する。

DP31-2

当院の集中治療体制に問題はあるか？

市立三次中央病院

2）

田嶋 実 、柳谷 忠雄 、岸本 朋宗
1）

～ドクターヘリによる他施設への搬送の観点からの検討～

麻酔科・集中治療室、 国立病院機構

1）

1）

浜田医療センター

2）

（はじめに）当院は広島県備北、島根県西部の人口約 10 万の医療圏で唯一の総合病院である（心臓血管外科、小児外科医は不在）
。
病床数 350 床に対し集中治療室（ICU）は 4 床で集中治療専門医の資格を有する麻酔科医 1 名が担当科と連携しつつ管理を行って
いる。今回ドクターヘリ（DH）による搬送の観点から当院の集中治療体制を検討した。
（対象と方法）中国 5 県での DH の運用が
可能となった 2013 年 5 月～2015 年 3 月の期間で、DH により他施設に搬送された症例を対象とし、後ろ向き研究を行った。（結果）
期間中の ICU への入室患者数は 395 例（のべ 1503 例）であった（循環器疾患 40％、神経疾患 35％、大手術後 25％程度）
。DH 搬送
は 23 例で、最多は小児科部門（小児外科手術か新生児集中治療が必要な症例）で 11 例を占めた。救急外来からの搬送は 6 例で、
内訳は当院での治療が困難な血管内治療症例と熱傷症例の 2 例、早急な手術対応が困難で手術目的での転送が 2 例、DH の中継病
院として対応した多発外傷 1 例、出血性ショックだが家族の要望により転院となった 1 例であった。入院患者の搬送は 6 例で 3 例が
ICU、2 例が救急病棟、1 例が産科病棟からの搬送であった。ICU からの搬送例のうち薬物誤飲による食道穿孔症例、難治性心室細
動症例の 2 例は当院での継続治療は困難と考えられたが、急性膵炎の 1 例は継続治療が可能であったと推測された。救急病棟から
の搬送は重症筋無力症疑い、劇症肝炎亜急性型疑いの 2 例で，ICU に入室せず、早期に診断治療を兼ねた転院は適切と考えられた。
産科病棟からの搬送 1 例は母体・胎児管理目的であった。
（考察）本検討の限界は DH での搬送が重症症例と判断している点と救急
車での転院を検討していない点にあるが、当院で対応可能な重症症例に対しては ICU で最大限治療を行っている姿勢が明らかと
なった。（結語）ICU 管理が可能と判断された症例では概ね適切に管理されていると判断される。

DP31-3

人工呼吸患者との意思疎通のための機械読唇術システム構築に関する予備研究

和歌山県立医科大学

1）

救急集中治療医学講座、2）立命館大学

情報理工学部

情報コミュニケーション学科

中島 強 、宮本 恭兵 、川副 友 、永野 雄大 、李 周浩 、木田 真紀 、岩崎 安博 1）、加藤 正哉 1）
1）

1）

1）

2）

2）

1）

近年 ICU における鎮静は、鎮痛をベースとした浅鎮静で管理することが一般的となり、患者と意思疎通を図れる状態にあること
が多い。人工呼吸患者では文字盤の使用や筆談などで意思疎通を図ることが多いが、四肢麻痺や筋力低下（ICU-acquired
syndrome）などにより、そういった方法が困難なことも多く、意思疎通に多大な時間を要すことが多い。それにより患者ストレ
スを増大させてしまい、せん妄の一因にもなりうる。そういった背景の中、われわれは人工呼吸患者の口唇の動作映像を利用して
患者の発話内容を推定する、機械読唇術システムを構築する試みを行っている。機械は大量の顔のサンプル画像から顔の形状の知
識を得ており、鼻や口を認識できる。さらに挿管患者や気管切開患者を想定した大量のサンプル画像から、発話時の口唇の動きの
情報の知識も得ている。そのデータを利用し、発話時の口唇の動作映像を認識し母音を推定し、その母音の組み合わせから発話内
容の候補を抽出することが可能である。会話時の状況に最適な言葉を選択できれば、ほぼリアルタイムにスムーズな意思疎通が可
能となる。患者の訴えを早期に認識することで治療の早期介入、最適化、患者ストレスの減少に繋がる可能性がある。現在立命館
大学と共同してシステム構築中であり予備研究の段階であるが、経過を含め報告する。
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DP31-4

代謝阻害剤を用いた細胞内エネルギー枯渇と再供給が血管内皮細胞機能に及ぼす影響

浜松医科大学附属病院

1）

集中治療部、2）浜松医科大学臨床薬理学講座

小幡 由佳子 1）、袴田 晃央 2）、小田切 圭一 2）、渡邉 裕司 2）、土井 松幸 1）
【目的】ブタ下行大動脈血管内皮細胞を 2 時間エネルギー枯渇状態にすると細胞の F-actin の構造が変化し、細胞の透過性亢進が見
られる。この細胞をその後代謝阻害剤を除去し、3 時間再培養するとこれらは正常化することは既に示されている。しかし細胞の
F-actin 構造変化が可逆的であること以外の細胞機能の変化については詳細はわかっていない。今回、細胞内エネルギー枯渇とそ
の後のエネルギー再供給を行った血管内皮細胞のカルシウム応答の変化について調べた。
【方法】初代培養ブタ大動脈血管内皮細
胞に酸化的リン酸化阻害剤 KCN（5mM）と解糖系の阻害薬である 2-DG（2-deoxy-D-glucose）（5mM）を用いて薬剤によるエネル
ギー枯渇状態を作り、2 時間投与した後ウオッシュアウトし、3 時間再培養してからブラジキニン 10nM 刺激に対する細胞内 Ca2+
濃度変化を調べた。内皮細胞内 Ca2+ 濃度は、fura-2/AM を用いた蛍光色素測定法により評価した。【結果】
【方法正常時のブラジ
キニン刺激後の fura-2/AM の ratio（F340/F380）は 7.14 ± 1.4 で、エネルギ－枯渇再供給群ではベースラインでは変わらなかったが、
ブラジキニン刺激後の値は 4.7 ± 2.3 で有意に低くなった。代謝阻害剤を用いたエネルギー枯渇と再供給はブタ下行大動脈血管内皮
細胞におけるブラジキニン誘発性内皮細胞内カルシウム応答を抑制した。
【考察】代謝阻害剤でのエネルギ－枯渇再供給モデルで
は、血管内皮細胞でのカルシウム応答が変化することがわかった。カルシウム濃度の変化は様々な遺伝子発現や細胞内シグナリン
グに関与しており、見かけ上の細胞構造変化は可逆的であるが、細胞機能には何らかの障害があったと考えられる。

DP31-5

当院救急外来における ABO 異型適合血輸血施行症例の検討

新潟大学医歯学総合病院

高次救命災害治療センター

新田 正和、本多 忠幸、本田 博之、青木 信将、林 悠介、上村 夏生、遠藤 裕
【緒言】近年危機的出血における ABO 異型適合血輸血はガイドラインで容認され当院でも施行可能である。しかし危機的出血の診
断に厳密な基準はなく実際の ABO 異型適合血輸血の施行は担当医にゆだねられている。さらに輸血後の妥当性評価もなされてい
ない。そこで今回我々は当院救急外来で ABO 異型適合血輸血を施行された症例につき診療録をもとに検討したので報告する。
【対
象】2014 年 4 月から 2015 年 3 月までに当院救急外来で ABO 異型適合血輸血を施行された 31 例のうち、輸血に関する詳細な診療録
が保管されていた 27 例を対象とした。【患者背景】年齢：72（8-89）歳（中央値（最少 - 最大値））。性別：男 14 例、女 13 例。症例
内訳：外傷 18 例、消化管出血 3 例、その他の出血 3 例、敗血症性ショック 3 例。転帰：生存 14 例（院外心肺停止 1 例）
、死亡 13 例（院
外心肺停止 10 例）。
【来院後輸血開始までの時間】19（0-171）分。時間別評価：日勤帯（8:30-17:15）10（0-64）分、非日勤帯 28（9171）分（P=0.014）。搬送手段別評価（日勤帯）：Dr ヘリ 4（0-56）分、救急車 18（4-64）分（P=0.066）
。
【適正評価】適正輸血 17
例（63%）
、不適正輸血の可能性有 10 例（37%）（理由：ABO 同型血輸血可能 5 例、輸血依頼遅延 4 例、輸血適応外 1 例）。【不適正
輸血の可能性が有る症例】時間別評価：日勤帯 18 例中 4 例、非日勤帯 9 例中 6 例（P=0.039）
。搬送手段別評価（日勤帯）
：Dr ヘリ 8
例中 2 例、救急車 10 例中 2 例（P=1）。
【結語】ABO 異型適合血輸血症例の 37% が不適正輸血の可能性があった。非日勤帯で有意に
輸血開始時間が遅れ、不適正輸血の可能性の有る症例が増えた。搬送手段は不適正輸血に影響しなかった。

DP31-6

組立型モバイル治療室制作の試み

福島県立医科大学

医学部

救急医療学講座

島田 二郎、田勢 長一郎
【背景】われわれは、これまで、本学会において、東日本大震災の経
験を基に、災害時の病院避難において、重症患者の避難の困難性につ
いて発表してきた。その中で種々の治療機器のついた重症患者では、
搬送する車両の確保が困難性のひとつの要因と考察した。
【目的】種々
の治療機器がついた重症患者搬送において有効な組立型モバイル治療
室を試作する。
【方法】ハニカム構造を持ったダンボールを用いて、
企業と連携し組立型のモバイル治療室の試作室を作成する。
【結果】
写真のような組立型モバイル治療室を試作した。【考察】ハニカム構
造を持ったダンボールは相当の強度を持ち、組み立てにより居住空間
の作成が可能で、カラオケルームなどが既に市販されている。これを
ベースに応用し、今回、大型の治療機器も併設できる治療室の試作を
行った。電力確保や耐水性などの問題がのこるものの、トラックなど
の荷台内に組み込むことで、重症患者の搬送においてひとつの戦略に
なり得ると考えられた。またこの試作室は、感染隔離室や救護所など
に応用できるものと思われる。
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DP32-1

感染・感染対策②

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 2

PCR で Rickettsia japonica を迅速診断し救命し得た重症日本紅斑熱の 1 例

島根大学

医学部

1）

麻酔科学教室、2）島根大学

医学部

皮膚科学教室

角田 尚紀 、二階 哲朗 、三原 亨 、串崎 浩行 、榊原 学 、藤原 辰也 1）、新原 寛之 2）、齊藤 洋司 1）
1）

1）

1）

1）

1）

［はじめに］日本紅斑熱は、重症化、死亡例の報告が散見される感染症の一つである。今回我々は PCR で Rickettsia japonica を迅
速診断し救命し得た日本紅斑熱の重症例を経験したので報告する。
［症例と治療経過］症例は 80 歳代男性。既往歴は高血圧、糖尿病、
心房細動。初診 3 日前からの 39℃台の発熱と倦怠感のため、2015 年 6 月当院救急外来を受診した。来院時所見は、意識清明、躯幹
四肢に淡い紅斑を認め、体温 38.5℃、WBC 5430 μ L、CRP 12.66 mg/dL、PCT 8.01ng/ml であった。原因不明の感染症として、
緊急入院の上 MEPM 3g/ 日点滴加療を開始するも、翌日にはショック、DIC を併発したため ICU 入室となった。MEPM に VCM
1.5g/ 日を追加し、輸液負荷やカテコラミン、バソプレッシン投与に加え人工呼吸管理、持続的血液濾過透析を行うも全身の循環
動態は改善せず、乳酸値は 105 mg/dL に達した。血液培養陰性、紅斑、リケッチア侵淫地域の居住から、日本紅斑熱の鑑別に
PCR を当院で施行した。同日に全血、紅斑部組織由来の DNA から日本紅斑熱の起因病原体である Rickettsia japonica の遺伝子が
検出され、日本紅斑熱と診断した。MINO 200mg/ 日、CPFX 600mg/ 日点滴、重症感染症としてグロブリン 5g/ 日を開始した。
また、血球減少を認め、骨髄生検結果から HPS と診断し、ステロイドパルスを行い、全身状態は徐々に改善した。HPS 鑑別目的
で施行した重症血小板減少性紫斑病（SFTS）の PCR は陰性であった。抗体価も日本紅斑熱感染を支持する上昇が確認された。
［結
語］感染症急性期に PCR で迅速に R. japonica 遺伝子を検出し、日本紅斑熱と診断して適切な治療介入を行い、救命し得た症例を
経験した。

DP32-2

マダニ咬症による重症熱性血小板減少症候群（SFTS）を発症し、死亡した一症例

飯塚病院

救急部

太田黒 崇伸、生塩 典敬、鶴 昌太、山田 哲久、奥山 稔朗、鮎川 勝彦
【背景】重症熱性血小板減少症候群（severe fever with thrombocytopenia syndrome、以下 SFTS）は新種のブニヤウイルス（重
症熱性血小板減少症候群ウイルス）による感染症で主にマダニによって媒介される感染症である。2013 年 1 月に国内で初めて患者
が確認され、2015 年 8 月までに 151 人の SFTS 患者が報告されている。今回、当院で初の SFTS 患者を経験したので報告する。
【症例】
高血圧症で近医通院中の 81 歳女性。職業は農業。来院 5 日前頃より食思不振、嘔吐・下痢が見られており近医にて輸液加療で経過
観察されていた。来院前日に訪問した家族が普段と様子が違う患者を発見し、翌日当院受診。来院時、意識レベル GCS14（E4V4M6）
で、39.6℃の高熱を認めた。血液検査で汎血球減少、肝逸脱酵素上昇、凝固能異常が見られた。CT 検査や髄液検査を施行するも
明らかな熱源は不明であり、精査加療目的に入院となった。入院後、左下腿部にマダニの付着を認めたため SFTS を含めたリケッ
チア感染症を念頭に置き、抗菌薬治療を開始するも効果は乏しかった。第 2 病日の骨髄検査で血球貪食症候群の所見を認めた。徐々
に意識レベル低下、血圧低下が見られ、乳酸アシドーシスの進行を認めた。第 4 病日に全身性強直性痙攣が出現し、集学的治療を
行うも心停止となり同日死亡確認。後日、血液及び咽頭ぬぐい液の遺伝子検査にて SFTS と確定診断された。【考察・結語】SFTS
と類似した臨床症状・検査所見を呈する鑑別疾患は多くあるが、原因不明の発熱、血球減少でダニ媒介感染症が疑われる症例では
SFTS を鑑別に挙げて治療を行うことが重要である。

DP32-3

ECMO を要した成人のヒトメタニューモウイルス感染による ARDS の 1 例

埼玉医科大学総合医療センター

高度救命救急センター

大井 秀則、間藤 卓、中田 一之、山口 充、奈倉 武郎、大瀧 聡史、杉浦 潤、有馬 史人、杉山 聡、堤 晴彦
はじめに、ヒトメタニューモウイルスは主に小児の気道感染症の原因ウイルスとして知られ、また施設内でのアウトブレイクの報
告や迅速診断キットも発売されたことから最近注目されているウイルスである。今回、我々は成人のヒトメタニューモウイルス感
染の重症例を経験したので報告する。症例は既往に糖尿病・高脂血症がある 37 歳女性。発熱・咳嗽・倦怠感を主訴に当院受診し
帰宅。その後は呼吸困難も出現し翌日に近医受診、肺炎の診断で当院呼吸器内科に紹介入院となった。入院後、酸素化は悪化傾向
で第 3 病日に挿管・人工呼吸管理を行うも増悪を認め第 4 病日に ICU に転棟となり第 5 病日に V-V ECMO を導入した。症状・経過
からインフルエンザウイルス感染が強く疑われたが陰性であり、気管支洗浄液での PCR でヒトメタニューモウイルスが検出され
た。その後は徐々に改善を認め第 10 病日に ECMO から離脱、第 18 病日に抜管となり一般病棟に転棟となった。成人のヒトメタ
ニューモウイルス感染の重症例の報告はまれであるが、免疫能低下患者では重症化する可能性のある疾患である。迅速に診断でき
ることから今後は報告が増えてくる可能性もあり、ここで文献的考察と共に報告する。
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DP32-4

Fusobacterium nucleatum による重篤な膿胸の 1 症例

長崎みなとメディカルセンター市民病院

集中治療科

小寺 厚志
【はじめに】糖尿病症例において，口腔内の不衛生な環境が契機となった Fusobacterium 属による重篤な膿胸の 1 症例を経験した
ので報告する。【症例】 67 歳の女性（身長 147cm，体重 80kg）。糖尿病，高血圧，陳旧性脳梗塞に対し，内服加療中であった。数
日前より体調不良を認め，徐々に意識状態が悪化したため，近医へ搬送となったが，精査にて左胸腔全体を占拠する膿胸を認め，
加療目的で当院へ転院となった。意識状態は Glasgow Coma Scale；E2V2M4 の 8 点，心拍数；115 回 / 分，血圧；121/78mmHg，
呼吸数；28 回 / 分，体温；38.3℃，酸素飽和度；96%（10L/ 分の O2 マスク）であった。左肺の呼吸音は減弱し，また，口臭が強
く多数の齲歯を認めた。血液生化学所見は，白血球数；15900/mm3，CRP 値；27.94mg/dl で，動脈血血液ガス所見（10L/ 分の O2
マスク）は，PaO2；80.3mmHg，PaCO2；29.4mmHg であった。胸部 X 線写真では左肺野の透過性は著明に低下し，胸部 CT では
多房性の膿瘍貯留により肺は圧排されていた。左胸腔穿刺による約 1000ml の膿汁ドレナージ後も呼吸状態は改善せず，人工呼吸
管理を行った。以後，タゾバクタム・ピペラシリン，クリンダマイシンの投与と間欠的胸腔内洗浄を開始したところ，炎症所見お
よび呼吸状態も徐々に改善した。第 5 病日には人工呼吸管理より離脱可能となり，膿汁培養にて Fusobacterium nucleatum が検出
さ れ た。 第 16 病 日 に は 左 胸 腔 ド レ ー ン を 抜 去 し， 膿 胸 の 再 燃 な く， 第 30 病 日 に 近 医 へ 転 院 と な っ た。
【 考 察・ 結 語 】
Fusobacterium 属 は グ ラ ム 陰 性 嫌 気 性 桿 菌 で， 口 腔 内， 消 化 管 に お け る 常 在 菌 で あ る。Fusobacterium 属 の な か で も，
Fusobacterium nucleatum は基礎疾患のある人に感染症を誘発し，特に免疫不全状態時に，咽頭や扁桃から波及する重篤な感染症
を引き起こしうると報告される。本症例も，糖尿病を基礎疾患として有し，不衛生な口腔内環境が契機となり重篤な膿胸へ進展し
た 1 症例であった。

DP32-5

Capnocytophaga 感染症による電撃性紫斑病の一例

新潟大学医歯学総合病院

1）

高次救命災害治療センター、2）新潟大学医歯学総合病院

集中治療部

上村 夏生 、鈴木 友康 、青木 信将 、本田 博之 、岡部 康之 、林 悠介 、新田 正和 1）、本多 忠幸 1）、遠藤 裕 1）
1）

2）

2）

2）

1）

1）

【症例】51 歳男性【既往歴】高血圧、高尿酸血症【ペット歴】トイプードルを飼育【現病歴】20XX 年 7 月 1 日夜から悪寒があり翌
日近医を受診した。体温が 38.5℃であったが診察上異常はなく感冒薬を処方された。7 月 3 日足の皮疹が出現し、再度近医を受診
したところ、ショック状態であり敗血症が疑われ当院へ搬送となった。
【来院時現症】脈拍数：124/min 血圧：105/50mmHg 呼吸
数：30/min SpO2：96%（O25L/min）意識：GCS E4V5M6 体温：36.1℃ 頭頸部：顔面に点状出血あり 胸部・腹部：異常なし 四肢：
両側の前腕・下腿に紫斑あり 血液検査所見：WBC 17070/ μ l Plt 1.8 × 104/ μ l CRP 35.58mg/dl PCT 388.08ng/ml PT-INR 3.23
FDP 338.5 μ g/ml D-D 158.3 μ g/ml BUN 49mg/dl Cre 4.88mg/dl CT：脾萎縮を認める。炎症のフォーカスは特定できず。
【経過】
敗血症性ショック・急性腎不全・DIC と診断し、気管挿管・人工呼吸器導入、昇圧剤および血液透析により全身管理を行った。
CT 上 蜂 窩 織 炎 は な く、 血 流 障 害 も な か っ た た め 四 肢 の 紫 斑 は 感 染 に 伴 う 電 撃 性 紫 斑 病 と 考 え た。 各 種 培 養 提 出 の 上
MEPM+LZD+MINO を開始した。7 月 7 日、血液培養から Capnocytophaga Sp. が検出された。MEPM → SBT/ABPC と抗菌薬を変
更し治療を続けた。その後全身状態は徐々に改善し、人工呼吸器管理・昇圧剤・血液透析は適宜終了となった。紫斑も軽快したが、
右第 5 趾と左第 2-5 趾の先端は壊死したため、デブリドマンを行った。壊死に伴う炎症反応が持続しており、現在も治療継続中で
ある。
【考察】Capnocytophaga は犬や猫の口腔内常在菌であり、多くは咬傷により感染する。世界での報告は約 250 例と稀であるが、
発症すると急激に敗血症をきたし、致死率は 30% とされる。本患者はトイプードルを飼育していたが咬傷は無かった。自身でよ
く四肢を掻把し皮疹ができていた事、顔などをよく舐めらていた事から、皮膚もしくは粘膜の傷を通して感染が成立したと思われ
た。

DP32-6

A 群β溶血性連鎖球菌による急性汎発性腹膜炎から救命し得た 1 症例

藤枝市立総合病院

1）

心臓血管外科、2）藤枝市立総合病院

麻酔科、3）藤枝市立総合病院

鈴木 一周 、酒井 宏明 、白石 義人 、山中 裕太 、西山 元啓
1）

2）

2）

3）

外科

3）

【はじめに】 急性汎発性腹膜炎症状から発症し救命し得た劇症型 A 群β溶血性連鎖球菌感染症例を経験した。
【症例】 73 歳、女性。
特記すべき既往歴はない。他院での婦人科検診処置後から帯下が増加。検診 3 日後に腹痛で当院に救急搬送された。来院時に白血
球数 2100、CRP1.4、腹部 CT では小腸の肥厚と右卵巣腫瘍があり、当初腸炎と卵巣腫瘍茎捻転を疑われた。来院 4 時間後に腹痛の
増悪とショック状態となり、輸液負荷とノルエピネフリン約 0.08 μ g/kg/ 分を投与して収縮期血圧は 70～80mmHg、心拍数 130/
分、体温 39.0 度であった。消化管穿孔所見は乏しかったが、来院 8 時間後に緊急試験開腹手術を行った。全身麻酔導入後の収縮期
血圧はドパミンとノルエピネフリン併用で 80～120mmHg、心係数は 3.0～3.5L/ 分 /m2 であり敗血性ショックを疑った。腹腔内に
充実性卵巣嚢腫は存在したが捻転と穿孔性腹膜炎はなかった。米のとぎ汁様の腹水の採取培養と腹腔内洗浄ドレナージを行った。
第 1 病日は人工呼吸管理下にエンドトキシン吸着療法を含む集中治療を行ったが血行動態は不安定であった。抗生剤は PIPC ＋
TAZ13.5g/ 日、LVFX0.5g/ 日、VCM2.5g/ 日を投与開始した。急激に DIC も進行したためトロンボモジュリンα 12800 単位 / 日を
投与した。第 2 病日に腹水より A 群β溶血性連鎖球菌が検出され、LVFX と VCM から CLDM600mg/ 日に変更しポリグロビン 0.5g/
日を投与した。第 3 病日に白血球 17900、CRP29.1 と最高値を示したが、血行動態は安定し、人工呼吸を離脱した。経過中利尿は
良好で、菌は腹水からのみ検出された。【考察】 劇症型 A 群β溶血性連鎖球菌感染症は壊死性筋膜炎などで発症する「人喰いバ
クテリア」として知られている。本症例は同細菌としては非定型的な症状で発症し診断治療に苦慮した。迅速な開腹ドレナージと
感受性のある抗生剤治療により救命することができた。 （尚、この発表に関して患者本人の同意を得ている。
）
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DP33-1

気道・呼吸・呼吸管理⑤

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 3

非侵襲的陽圧換気により改善した胸部外傷後の気道狭窄の一例

十和田市立中央病院

麻酔科

横野 良典、深田 祐作
【症例】87 歳女性、BMI 28.6、心不全、喘息様気管支炎の既往あり。歩行中の交通外傷による全身打撲で救急搬送となった。
【来
院時所見】意識レベル JCS Ι -2、呼吸数 30 回 / 分と頻呼吸、酸素マスク 10L 投与下で SpO2 88％と酸素化は不良。循環は維持され
ていた。胸部聴診上 coarse crackle と収縮期雑音、下腿浮腫を認めた。肺挫傷と血胸を伴う多発肋骨骨折、右下腿骨骨折の診断で
入院となった。
【治療経過】入院当日、創痛による換気障害に対しペチジン持続静注で鎮痛を行い、呼吸数 25 回 / 分、SpO2 95％
に改善した。入院 2 日目、再検胸部 CT で左血気胸が増悪。また、右側臥位・食事摂取時に増強する呼気性喘鳴が出現し呼吸困難
が再燃した。鎮痛法を胸部持続硬膜外ブロックに変更、既往歴から心不全あるいは喘息を疑い対症療法を施行したが、いずれも無
効であった。5 日目の胸部 CT で、喘鳴の原因は縦隔血腫による気管膜様部の圧排に伴う狭窄（狭窄率 57％）と判明。呼気時の気
道狭窄の解除目的に非侵襲的陽圧換気（以後 NIPPV）を用いて PEEP 5cmH2O を負荷したところ、喘鳴は消失した。以後、血腫
の自然退縮まで間欠的 NIPPV を継続した。12 日目、自発呼吸下でも喘鳴および呼吸困難が消失し、胸部 CT で狭窄の改善を認め、
NIPPV を離脱した。【考察】文献上、気管膜様部狭窄の診断は、
「呼気時 CT での計測で狭窄率 50％以上」とされている。本症例
でもこれに合致し、狭窄の原因は、呼気性喘鳴の特徴的所見と CT 所見から縦隔血腫と考えられた。治療では、呼気時気道径の維
持が重要と考え、NIPPV を用いて PEEP の維持を図った。これにより、鎮静下気管挿管による侵襲的人工呼吸が回避でき、安楽
な呼吸と ADL を保つことが可能であったと考えられた。【結語】外傷性縦隔血腫による気管膜様部狭窄に対し、NIPPV は有効な
呼吸管理法と考えられた。

DP33-2

高度肥満患者の cannot ventilate, cannot intubate の経験

愛媛県立中央病院

救急科

上松 敬吾、佐藤 裕一、三宅 悠香、芝 陽介、田中 光一、橘 直人、濱見 原
症例は 48 歳女性。身長 150cm、体重 85kg、BMI 37.8 kg/m2 の高度肥満であった。脳内出血のため脳神経外科による緊急手術後、
集中治療室で呼吸管理が行われていた。術後 5 日目、脳神経外科医によって気管チューブ（以下 ETT）が抜管されたが、cannot
ventilate, cannot intubate（以下 CVCI）となり、救急科に応援が要請された。 患者接触時、高度な呼吸努力と頻脈を認めた。
SpO2 は測定不能であった。用手換気を行ったが換気は困難であり、上気道閉塞による窒息が強く疑われた。次に Macintosh 喉頭
鏡による喉頭展開を行ったが、舌、咽頭の浮腫が著明で声門を確認できなかった。経口気管挿管は困難と考え、直ちに外科的気道
確保に切り替えた。短頚及び厚い軟部組織のため、輪状甲状靭帯切開を行うための解剖学的指標は不明瞭であったが、大まかな推
測のもとで前頚部を大きく横切開した。その後、数回の鋭的剥離を繰り返し、漸く横切開線よりも頭側で輪状甲状靭帯を同定でき
た。切開後は、切開孔を通してごくわずかではあるが自発換気が可能となった。同部位に内径 6.0mm の ETT の挿入を試みたが、
挿入出来なかったため、輪状軟骨より尾側での気道確保に変更した。正中に縦切開を追加し、皮下を鋭的に剥離することにより、
気道の走行を大まかに同定することが出来た。気管軟骨レベルで気管穿刺を行い、続いて Seldinger 法による外科的気道確保（メ
ルカー緊急用輪状甲状膜切開用カテーテルセット ® 内径 6.0mm）を行った。以後、換気良好となり、同日気管切開術を施行し、
患者は後遺障害なく退院した。 高度肥満患者の CVCI では、短頚及び厚い軟部組織等の要因により解剖学的指標を同定すること
が困難であることが多く、外科的気道確保の際に気道へのアプローチに難渋する。高度肥満患者の CVCI で、短時間かつ確実に外
科的気道確保を行う手技として、前頚部横切開のみに固執せず、躊躇わず大きく縦切開を行うことも戦略の一つと考える。

DP33-3

当院での熱傷後顔面・頚部拘縮による気管挿管困難症例に対する挿管法の検討

独立行政法人

地域医療機能推進機構

中京病院

麻酔科

浅野 貴裕、加藤 真奈美、森 俊輔、伊藤 洋、田中 厚司、金 日成
顔面、頚部の熱傷患者の受傷後早期はデブリードマン、植皮術、その後は瘢痕拘縮などのために頻回の手術が必要となる。その経
過中、それらの瘢痕拘縮が進行し用手換気や気管挿管が困難となる場合もある。当院での 2011 年 4 月から 2015 年 3 月までの熱傷手
術患者のうち麻酔導入時に用手換気、気管挿管が困難であったと記載のある 7 患者の計 52 回の気管挿管につき検討を行った。年齢
は 14 歳から 68 歳、全員女性であった。40 回は筋弛緩薬投与下の全身麻酔で、12 回は自発呼吸を温存した軽度鎮静下に気管挿管を
行っている。全身麻酔下での用手換気、気管挿管が問題なく可能であった患者でも、瘢痕拘縮の進行とともに用手換気困難となり
次回手術から自発呼吸下での気管挿管を選択したものが 4 例あった。その 4 例のいずれも数回の拘縮解除形成の手術後には頚部伸
展が可能となり、再び全身麻酔下での気管挿管を行っている。気管挿管時に使用したデバイスはマッキントッシュ型喉頭鏡が 21
回、ビデオ喉頭鏡（グライドスコープ）が 11 回、ラリンジアルマスク（ファーストラック）が 4 回、気管支ファイバースコープが
16 回だった。用手換気の可否、開口の程度、頚部伸展の程度などにより適切なデバイスと麻酔法を選択する必要があった。顔面、
頚部の熱傷患者では瘢痕拘縮の進行のため、同一患者であっても経過中に用手換気、気管挿管の難易度が高くなり麻酔導入には注
意が必要と考える。拘縮形成の手術後は開口障害、頚部伸展障害が改善するためその後の気道管理をより安全に行うことができた。
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DP33-4

気管挿管後声門下狭窄症 3 症例の検討

長野県立こども病院

1）

麻酔科、2）長野県立こども病院

小児集中治療科

阿部 世紀 、佐藤 公則 、天笠 俊介 、北村 真友 、笠井 正志 2）、松井 彦郎 2）
1）

2）

2）

2）

【背景】気管挿管後の声門下狭窄症は、近年では比較的稀となってきたが、依然として報告例が散見される。当院でも、最近、3
症例を経験したので報告する。【症例】症例 1．3 歳女児。身長 88cm、体重 11.8kg。2 相性脳症による痙攣重責のため、症例 2．1ヶ
月男児。身長 58cm、体重 4.9kg。急性細気管支炎による呼吸不全のため、症例 3．3ヶ月男児。身長 53cm、体重 3.2kg。ダウン症で
心室中核欠損症の根治術のため、それぞれ気管挿管人工呼
吸管理となった。気管チューブのサイズ・種類、リークの
有無、気管挿管期間、気管挿管回数、声門下狭窄の程度
（Cotton-Myer 分類）
、抜管後再挿管までの期間、転帰を下
表に示す。
【考察】3 例とも、気管チューブ周囲のリーク
がない太いサイズを使用していた。気管挿管期間は長く、
気管挿管回数も複数回に及ぶが、2 症例は抜管後の再挿管
に伴っていた。抜管後に呼吸症状が悪化するまでの期間に
は幅があり、注意を要する。【結語】3 例中 2 例が気管切開
を要しており、気管チューブのサイズは慎重に選択する必
要がある。

DP33-5
山口大学

1）

EMG 気管チューブ抜管後に喉頭浮腫による気道狭窄を認めた 4 例
医学部

附属病院

集中治療部、2）山口大学医学部麻酔・蘇生・疼痛管理学分野

勝田 哲史 1）、松田 憲昌 1）、藤原 康弘 1）、上田 晃志郎 1）、松本 聡 1）、若松 弘也 1）、松本 美志也 1,2）
EMG 気管チューブ（以後 EMGT）は声帯の筋線維に誘発される活動電位をモニタするための挿管チューブである。EMGT 抜管後
に喉頭浮腫による気道狭窄を発症した 4 例を経験した。
【症例 1】40 歳代、男性。頭蓋内微小血管減圧術を施行し、手術室で抜管し
て ICU に入室した。上気道の狭窄音と呼吸困難感が続き術後 1 日目に喉頭浮腫を認め再挿管した。ステロイドの投与とフロセミド
の持続静注を行い、術後 7 日目に浮腫の軽減を確認して抜管した。
【症例 2】70 歳代、女性。頭蓋内微小血管減圧術を施行し、手術
室で抜管して ICU に入室した。上気道の狭窄音があり術後 1 日目に右披裂部に浮腫を認めステロイドの投与を開始した。術後 3 日
目の ICU 退室時には症状が改善した。【症例 3】40 歳代、男性。甲状腺全摘術、頸部郭清術を施行した。術後に両側披裂部に浮腫
を認め挿管のまま ICU に入室した。術後 2 日目に気管切開を施行し、術後 13 日目に浮腫の改善を認め気管切開チューブを抜去した。
【症例 4】70 歳代、女性。甲状腺全摘術、頸部郭清術を施行した。術後に手術室で抜管し一般病棟に帰室したが、呼吸苦の訴えが
あり、披裂部の浮腫を認めたため ICU に入室し、直ちに挿管した。術後 1 日目に浮腫は改善し抜管した。【考察・まとめ】当院で
は 2013 年 3 月から 2015 年 7 月まで、37 例に対し EMGT を使用し、4 例（10.8%）に喉頭浮腫を認めた。一般的に抜管後喉頭浮腫の
発生率は 2.3～6.9％で、高齢者、女性、36 時間以上の挿管等で多いとされている。しかし、今回の 4 例の手術時間は 5～7 時間で挿
管時間も短く、年齢、性別も様々であった。当院の手術時に使用している挿管チューブはポリ塩化ビニルで形成されているのに対
し EMGT はシリコーン樹脂で形成され、またサイズが等しいチューブの外径を比較すると EMGT はより太い特徴があり、浮腫の
原因の可能性がある。EMGT を使用する手術では時間、年齢、性別に関係なく抜管後の喉頭浮腫に注意する必要があると思われる。

DP33-6

当院救命救急センターにおける遅発性気管切開術後気道狭窄に関する検討

日本医科大学千葉北総病院

救命救急センター

久城 正紀、齋藤 伸行、八木 貴典、阪本 太吾、岡田 一宏、中山 文彦、本村 友一、益子 一樹、原 義明、松本 尚
【はじめに】気管切開術後の晩期合併症として術後気道狭窄は稀に経験される病態である。この遅発性気道狭窄を発症した場合、
治療や日常管理に難渋することが多く、気道の問題であるため致命的となり得る。
【目的】気管切開術後の遅発性気道狭窄の特徴
を明らかにすること。【方法】2012 年 1 月 1 日から 2015 年 8 月 31 日に当科で気管切開術を施行した 252 例中、遅発性気道狭窄を発
症した 5 例（1.9%）を対象とし、遡及的に発生要因、治療・管理について検討した。気管切開術は、すべて救命救急センター所属
の外科医により外科的手技が選択された。【結果】症例の内訳は男性 3 例、女性 2 例、平均年齢 59.2 歳（41 － 84）であった。原疾
患は 4 例が胸部外傷による呼吸不全、1 例が頭部外傷による遷延性意識障害であった。気管切開術は、平均第 5.8 病日（3 － 5）に
施行され、気道狭窄症状は、気切カニューレ抜去後、平均 10.2 日（1 － 20）で出現していた。気道狭窄の原因は気切部瘢痕狭窄が
2 例、気切部肉芽形成が 2 例、声門下肉芽形成が 1 例で、肉芽形成の原因には直接外傷による輪状軟骨損傷が疑われた。【考察】当
院救命救急センターでの気管切開術後の遅発性気道狭窄発生率は 1.9％と低かった。その要因としては、瘢痕狭窄と輪状軟骨損傷
が挙げられた。しかし、事前に診断することはできず、結果として狭窄症状により発見された。
【結語】気管切開後の遅発性気道
狭窄の要因は、単純な瘢痕狭窄だけではなく、外傷に起因することがある。今後は早期診断により気道狭窄を回避することが可能
かどうかについて検討する必要がある。
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出血傾向・舌の著明な腫脹を契機にビタミン K 欠乏症を合併した後天性血友病 A と診断した 1 例

大阪府泉州救命救急センター
野間 貴之、山田 茉美、安達 晋吾、布施 貴司、水島 靖明、松岡 哲也
一般的に後天性血友病 A とは、出血傾向の既往がないにも関わらず自己免疫性疾患・悪性腫瘍・薬剤・分娩を契機に凝固第 VIII
因子に対する自己抗体が産生され、凝固第 VIII 因子活性低下による出血傾向を来す疾患である。今回、出血傾向・舌の著明な腫
脹を契機にビタミン K 欠乏症を合併した後天性血友病 A と診断した症例を経験したので報告する。 症例は 81 歳女性。大腸癌術後、
狭心症、2 型糖尿病の既往があり、2014 年 11 月にアテローム血栓性脳梗塞を発症し、左片麻痺・嚥下機能障害のため 2015 年 1 月よ
りリハビリ目的で他院に入院中であった。2015 年 5 月 17 日に嘔吐を契機に腸閉塞と診断され、右内頚静脈に中心静脈路が確保さ
れた。この頃より出血傾向が出現しカテーテル刺入部から持続的に出血し、カテーテル周囲に皮下出血を認める様になった。5 月
28 日に舌が著明に腫脹していたため精査目的で当院に入院となった。入院時の血液検査で PT 21%（INR 3.46）
、APTT 109.7 秒と
著明な延長を認め、ビタミン K の補充、新鮮凍結血漿の補充で凝固障害の補正を行ったところ、第 2 病日には PT は正常化したが
APTT は 77.7 秒と依然高値のままであった。APTT クロスミキシング試験でインヒビターパターン、第 VIII 因子活性の低下と第
VIII 因子抑制因子が高力価であった事より後天性血友病 A と診断した。また、ビタミン K1 が低値であった事よりビタミン K 欠乏
症を合併していた事が判明した。今回の症例では後天性血友病 A とビタミン K 欠乏症という 2 つの凝固障害を来す疾患が合併して
おり、補充療法後の APTT 異常より後天性血友病 A と診断する事ができた。

DP34-2

診断と初期治療に難渋した血球貪食症候群の 1 例

九州労災病院

1）

重症治療部、2）九州労災病院

松本 泰幸 、増田 徹 、立川 義倫
1）

2）

内科

2）

集中治療を要する重篤なショック状態の患者は、外傷や心不全を除けば敗血症を念頭に置いて加療に当たることが多いが、敗血症性
ショックを強く疑う病歴と臨床所見にも関わらず、消化管手術後に血液疾患によって重篤な経過となった1例を経験したため報告する。
【症例】60 代男性。大腸癌術後に経過良好で自宅退院していたが、術後 14 日目に発熱、下痢が出現、術後 18 日目に当院を受診し
た際にはショックバイタルであった。画像検査で特に所見はなく、発熱、DIC、下痢、PCT 強陽性、消化管術後の経過から感染巣
不明の敗血症として加療を開始した。当初敗血症性ショックとして大量輸液（初日 10.5L）とノルアドレナリン投与を行い、
50mmHg 前後であった sBP はどうにか 70mmHg を維持。併せて人工呼吸器管理、MEPM 投与、FFP 投与、アンチトロンビン製剤、
rTM 投与、CHDF、エンドトキシン吸着療法が行われていたが、エンドトキシンは陰性であったため吸着療法は初日のみの施行
とし、尿量が確保できたため CHDF も 2 日間で終了、3 日目の段階で血液培養も陰性であったため抗生剤も中止した。線溶亢進型
DIC、尿量増加に矛盾した腎機能増悪、フェリチン高値、抗核抗体陽性、LA 抗体陽性の経過から膠原病または血球貪食症候群や
Still 病の増悪による経過を疑いステロイドパルス療法を施行したところ、循環動態及び全身状態は著明に改善した。血液内科に転
科しステロイド加療を継続し、気管挿管 10 日目には抜管、週 3 回継続していた間欠透析も入室 17 日目に終了できた。
本症例はウイルス感染による血球貪食症候群が疑われ、現在各種検査については提出中であるため学術集会ではその結果を踏まえ
て考察する。本例では各種培養が陰性、尿量確保後も腎機能増悪し DIC が線溶亢進型でフェリチンも異常高値であり診断に結び
つくことが出来た。敗血症らしくない所見を認めたときは、膠原病や血液疾患を一考することが重要であると認識させられた 1 例
であった。

DP34-3

テイコプラニンによる免疫性血小板減少性紫斑病で肺胞出血を来した 1 例

東京慈恵会医科大学附属病院

集中治療部

阿部 建彦、瀧浪 將典、内野 滋彦、齋藤 敬太、遠藤 新大、飯島 正紀、小林 秀嗣、齋藤 慎二郎、吉田 拓生、横田 泰佑
薬剤による免疫性血小板減少性紫斑病（ITP）はβラクタム系、バンコマイシンなどで多く報告されているが、テイコプラニン
（TEIC）による ITP は本邦での報告はない。本症例は、コントロール困難な感染と腹膜透析により血中濃度が下がらず血小板減少
が遷延したため、診断に苦慮した一例である。【症例】65 歳男性、右下腿蜂窩織炎で入院中、創部感染に対し TEIC を投与したと
ころ、投与後 4 日目より血小板数が 35.8 万 / μ L から 2.2 万 / μ L まで低下した。血小板輸血にて対応したが、投与後 12 日目より発
熱を伴う低酸素血症を認め、ICU 入室。その後も低酸素血症が進行し、ICU 入室 2 日目に挿管管理となったが、その際、血性の分
泌物が吸引でき、血小板減少による肺胞出血の診断に至った。血小板減少症の原因として、骨髄は過形成の状態であり、IVIG を
投与することで血小板数の劇的な回復を得たため、TEIC による ITP と診断。血小板上昇後は血痰の量も減少し、ICU 入室 5 日目
に抜管し、6 日目に退室となった。【考察】薬剤性 ITP の症例報告レビューでも 1）抗生剤ではピペラシリン、ST 合剤、リファンピ
シン、バンコマイシンでの報告のみである。治療として血漿交換やステロイド、IVIG など様々な方法が試みられているが、一定
の効果は得られていない。薬剤による ITP は通常、被疑薬の中止から 1 週間程度で回復してくることが多く、被疑薬の再投与をし
ないよう注意を要する。潜在性に薬剤性 ITP を起こしている可能性があり、投薬時期と血小板数の関連を念頭に置き、鑑別診断に
入れておく必要がある。1）Blood 2010, 116: 2127-33
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DP34-4

覚醒剤使用歴のある患者に発症した動揺性の意識障害を伴った特発性血栓性血小板減少性紫斑病の一例

東海大学医学部付属病院

総合内科

桑野 公輔、石原 徹、小松 昌道、沖 将行、柳 秀高、小澤 秀樹、高木 敦司
症例は 39 歳男性。覚醒剤使用で逮捕歴がある患者。入院前日、頭痛を主訴に受診中に異常行動出現したため警察署内の留置所に
拘留されていた。入院当日、留置所内で痙攣しているところを発見され当院搬送となった。来院時、JCS 200 の動揺性意識障害を
認めていたが、尿中トライエイジは陰性であった。検査所見は血小板 8000 / μ l、Hb 9.5 g/dl、血清 Cr 2.57 mg/dl であった。上
記所見に加え末梢血中に多数の破砕赤血球認めたため血栓性微小血管障害症（TTP）疑いの診断で緊急入院となった。入院後、
気道確保目的に人工呼吸器管理開始した後、直ちに血漿交換（PE）およびステロイド投与開始。第 4 病日には意識改善および 2 日
連続の血小板数正常化認めたため PE 中止となったが、意識変容および血小板減少出現したため PE 再開となった。これは新鮮凍
結血漿投与（FFP）による booster 効果により ADAMTS 13 インヒビターに対する抗体産生が亢進された結果と考えられた。入院
時提出した ADAMTS13 活性 ＜ 0.5 % および ADAMTS13 インヒビター定量 3.2 BU であり特発性 TTP の確定診断となった。PE 継
続に加え第 9 病日よりステロイドパルス療法施行するも血小板、LDH および破砕赤血球数改善認めなかったため院内の倫理委員会
の承認を得て、リツキシマブ 375 m 2/ 週× 4 回の投与開始。その後、徐々に意識状態改善認め、第 14 病日には血小板数＞ 15 万 /
μ l と改善認め全身状態安定認め第 63 病日退院となった。諸外国のガイドラインでは難治性 TTP に対しリツキシマブが推奨され
ている。本症例でもリツキシマブ投与後より各種検査所見および意識障害改善認めており有効と考えられた。治療後に測定した
ADAMTS13 活性およびインヒビター定量は正常化しており、症状再燃も認めていない。覚醒剤使用歴のある患者に発症した動揺
性の意識障害を伴った特発性 TTP の一例を経験したので若干の考察を交えて報告する。

DP34-5

Secondary TTP 病態におけるトロンボモジュリン製剤の有効性

日立総合病院救命救急センター

救急集中治療科

中村 謙介、高谷 信宏、大道寺 洋顕、大島 和馬、徳永 蔵人
【背景】TTP は vWF 多重体を切断する ADAMTS13 の酵素活性の低下により微小血管内皮にてずり応力を生じ血小板凝集、血栓
をきたす病態である。ADAMTS13 活性が著減し ADAMTS13 inhibitor 陽性となる定型的 TTP と、原病に併発し ADAMTS13 活
性低下が軽度に留まる secondary TTP があり、septic DIC などにおいて後者をきたし臓器不全を合併することがしばしばみられ
る。トロンボモジュリン製剤 rTM は血管内皮障害を改善させることで TTP を軽快させる可能性があり、これまでに rTM 単剤で
軽快した TTP 症例を報告している。今回我々は、自施設において secondary TTP 病態に対して使用した rTM の有効性に関して
検討を行った。
【方法】当院救命救急センターに 2013 年 4 月～2015 年 3 月に入室し、1. 破砕赤血球を伴う溶血性貧血（Hb ＜ 12g/dl
以下）2. 血小板減少（＜ 100 × 103/ μ L）3.ADAMTS13 活性＜ 50% を満たした症例を抽出し、後ろ向きに解析を行った。【結果】
16 人（男性 8 人女性 8 人、75.0 ± 11.7 歳）が inclusion し、全員が KDIGOstage2 以上の腎障害、DIC を伴っていた。rTM 投与群 11
例と rTM 非投与群 5 例を比較し、背景疾患や重症度など basic characteristics に有意差はなかった。TTP 治療の重要な outcome で
ある血小板に関して、3.3 ± 2.6 → 11.3 ± 14.6 vs 3.5 ± 3.7 → 5.7 ± 3.9（x1000/ μ l）と rTM 投与群で有意に血小板数の増加が認めら
れた（p=0.034）
。
【結論】TTP は血管内皮障害を介して血中 TM 値が非常に高値となる病態として知られる。また血中 TM 値高値
の症例ほど rTM は血管内皮障害を軽減させ投与意義があると考えられる。TTP 病態に rTM は血管内皮障害軽減を介して有効で
あると考えられた。

DP34-6

口腔癌術後における深部静脈血栓症の発生頻度と危険因子の検討

群馬大学 大学院 医学系研究科 顎口腔科学分野、2）群馬大学医学部附属病院 歯科口腔・顎顔面外科、
群馬大学医学部附属病院 集中治療部、4）群馬大学大学院医学系研究科 麻酔神経科学

1）

3）

小板橋 敦 1）、宮崎 英隆 2）、高山 優 2）、小川 将 2）、牧口 貴哉 2）、國元 文生 3）、齋藤 繁 4）、横尾 聡 1,2）
【目的】外科手術における術後肺血栓塞栓症は重篤な合併症のひとつであり，その主原因は深部静脈血栓症（以下 DVT）である．
今回，口腔癌術後における DVT に関する臨床的検討を行ったのでその概要を報告した．
【方法】2010 年 1 月から 2013 年 7 月に当科
で加療を行った口腔癌の手術症例 229 例を対象に，術後 30 日以内に認められた DVT の発症率，身体要因および手術要因の比較を
行った．高リスク群 105 例に対し D-dimer，FDP のモニタリングを行い，カットオフ値の検討を行った．
【結果】12 例に深部静脈
血栓を認めた（発症頻度 5.2%）．ICS（2002）の一般外科手術の発症率 25% に比較し極めて低かった．再建術を伴う手術での発症
が多く，比較的低侵襲の手術後発症例は血栓症リスク因子の高い既往を有していた．DVT 発症群が非発症群と比べて，手術時間，
出血量，術後 2～7 日目の D-dimer，FDP で有意差を認めた．術後 2 日目以降に D-dimer が 8 μ g/ml，または FDP が 18 μ g/ml 以上
で，かつ検査値の上昇傾向を示す患者を陽性，それ以外を陰性とすると，DVT 診断の感度 100%，特異度 94% であった．これらの
症例の治療はいずれも循環器内科対診のうえ，早急な抗血栓薬の投与を行い，予後は良好であった．
【考察】口腔癌手術は全例ヘ
パリン予防投与を行うほど DVT 発症は高頻度ではないが，当科では術後 2 日目以降に D-dimer が 8 μ g/ml，または FDP が 18 μ g/
ml 以上で，かつ検査値の上昇が継続する患者には画像検査施行前に低用量ヘパリンの先行投与を行うことで，DVT の早期治療を
行っている．
【結論】口腔癌手術では一般的な DVT リスクはもとより，再建を伴う長時間手術を行うにあたり，常に DVT の可能
性を念頭に置く必要がある．
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小児・新生児②

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 5

人工呼吸下の小児・乳児に対するヘッドアップと分泌物の気管内挙動に関する実験的検討

東京医療保健大学大学院

1）

斉藤 岳史 、赤星 博和
1）

看護研究科、2）筑波大学附属病院

医療機器管理センター

2）

【目的】米国の小児 VAP バンドルでは、成人同様、30～45°の角度でヘッドアップすることが推奨されている。しかし、小児患者
にはカフなし気管チューブが使用されるため、ヘッドアップによって口腔内分泌物の垂れ込みが増え、却って VAP を誘発するこ
とが懸念される。そこで今回、小児の模擬気管を用いた実験により、人工呼吸下のヘッドアップの角度および PEEP 値が、分泌物
の垂れ込みにどのように影響するかを検討した。【方法】1 歳児の気管と同寸法のシリコンチューブと小児用テスト肺で模擬気管
を作製し、人工呼吸器 Puritan Bennett 840（Covidien）に接続したカフなし気管チューブを挿入した。陽圧換気の状態で、模擬気
管と気管チューブの隙間から、唾液と同等の粘度に調整した着色液を注入し、その挙動を観察した。具体的には、ヘッドアップ角
度 0, 15, 30, 45°、PEEP 値 0, 3, 5, 8 cmH2O の各条件について、着色液が気管チューブの先端を超えるまでの時間を計測した。
【結果・
考察】ヘッドアップがない（0°）場合、PEEP 値に関係なく、600 秒の観察時間の間に垂れ込みは見られなかった。それ以外の条
件では、ヘッドアップ角度が大きいほど、また PEEP 値が小さいほど、垂れ込みが速くなる傾向が認められた。とくに角度を 45°
にしたときには、PEEP 値を大きくしても、垂れ込みが顕著に速くなった。この結果は、ヘッドアップ角度が大きいと PEEP によ
る垂れ込み防止効果が薄れることを意味しており、カフなしチューブを用いる小児の人工呼吸において、ヘッドアップの設定を慎
重に行うべきであることを示唆する。今後、実験方法等を工夫してより臨床に近い条件を再現し、ヘッドアップ角度および PEEP
の至適範囲について検討する必要がある。

DP35-2

気道閉塞所見を認めた頸部リンパ管腫に対して選択的に気管切開を行った小児の 2 例

滋賀医科大学

1）

救急・集中治療部、2）滋賀医科大学

麻酔学講座、3）滋賀医科大学

救急集中治療医学講座

清水 淳次 、橋本 賢吾 、岸本 卓磨 、今宿 康彦 、山根 哲信 、田畑 貴久 、辻田 靖之 1）、江口 豊 3）
1）

1）

1）

2）

1）

3）

【はじめに】リンパ管腫は頸部に好発し、急速な腫脹の進行により気道狭窄症状を呈することがある。リンパ管腫に隣接する血管
や神経温存のため、外科的切除を回避し OK-432 局所注射などの硬化療法が第一選択肢となることが多い。OK-432 局所注射後は一
時的な腫脹や増大傾向を示すことがある。高度の気道圧排所見を呈し、OK-432 注入および選択的気管切開を行った 2 例の小児例
について報告する。
【症例 1】5ヶ月男児、左頸部の腫脹を認め画像検査によりリンパ管腫と診断、外来経過観察中であった。発熱および、喘鳴が出現
し救急外来受診。抗生剤治療での改善乏しく、喘鳴増悪、SpO2 80% に低下し、気管挿管。CT で著明な気管圧排所見を認めた。
気管切開を行い、OK-432 注入を実施。一時的な腫脹増悪の後、縮小を認め 5 週後に気管切開カニュウレを抜去した。
【症例 2】5 歳男児、生下時より右頸部に腫脹を認め、リンパ管腫と診断された。無症状であったが、著明な気管圧排所見を認め、
気管挿管の上 OK-432 注入を実施した。一時的な増大および腫脹を認めたが縮小は認めなかった。長期間の治療が予測され、安全
な気道管理のため気管切開を行った。30 日後に 2 度目の OK-432 注入を試みたが、液体の穿刺吸引が不可能であり、OK-432 注入を
断念した。家族に気管切開管理を指導し外来経過観察となった。1 年 10ヶ月後 MRI で著明な腫瘤の縮小を認めたため、1 年 11ヶ月
後に気管切開カニュウレを抜去した。
【考察】頸部リンパ管腫は急速な増大により気道狭窄症状を呈し迅速な気道確保を要することがある。OK-432 注入は一時的な炎症
反応により腫脹増大がみられることがある。また、注入後に期待したような縮小がみられない場合もある。気道圧排所見を認める
小児の頸部リンパ管腫の管理・治療においては第一に安全な気道管理が必須であり、治療選択および気管切開の時期について十分
に検討し治療にあたる必要がある。

DP35-3

当院における小児敗血症性ショック患者への Early Goal-Directed Therapy の検討

東京都立小児総合医療センター

1）

鴻池 善彦

救命・集中治療部、2）久留米大学

医学部

小児科学講座

、居石 崇志 、渡邉 伊知郎 、本村 誠 、中山 祐子 、新津 健裕 、齊藤 修 1）、清水 直樹 1）

1,2）

1）

1）

1）

1）

1）

【背景】敗血症性ショックにおける Early Goal-Directed Therapy（EGDT, 2001 年）は、その後の敗血症性ショックの治療を変え
る契機となった。成人領域ではその是非の検討が進められているが、小児領域では未だその検討が少ない。本検討は小児の敗血症
性ショック患者を対象に、EGDT アルゴリズム遵守の現状把握とその有効性について後方視的に検討した。【方法】2010 年 3 月か
ら 2014 年 12 月までの 4 年 10 か月間に、当院 PICU へ入室した敗血症性ショック患者 35 人を対象に、診断から EGDT アルゴリズム
における各治療ステップまでの経過時間を算出した。またその後の vital sign の正常化や乳酸値の変化を記録し、EGDT の遵守が
これらに与える影響について考察した。
【結果】治療ステップに関して、酸素投与、60ml/kg ボーラス投与、抗菌薬開始、気管挿管、
CVL 確保、強心薬開始の 6 項目を検討した。EGDT の遵守率は高いもので酸素投与（5 分）57.1%、抗菌薬開始（15 分）40.0%、気
管挿管（60 分）37.1% にとどまり、過半数に達したのは 1 項目のみであった。またそれぞれの治療ステップに関して、遵守・非遵
守の 2 群間で心拍数、乳酸値を比較した結果、いずれにも有意差を認めなかった。各治療ステップまでの経過時間と心拍数、乳酸
値との相関においては、60ml/kg ボーラス投与と心拍数の間にのみ相関を認めた（Spearman の順位相関係数、p ＜ 0.01、相関係数
0.535）
。【考察】小児の敗血症性ショック患者において EGDT アルゴリズム遵守率はいまだ低い現状が示めされた。また治療アル
ゴリズムを遵守することは vital sign やバイオマーカーの正常化には関連しないとの結果を得た。しかし、迅速な volume
resuscitaiotn に関しては、循環動態の安定化に寄与する可能性があると考えた。
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DP35-4

本邦小児集中治療領域における敗血症性ショック管理の現状

長崎大学病院

1）

小児科、2）長野県立こども病院

横川 真理 、笠井 正志 、志馬 伸朗
1）

2）

小児集中治療科、3）国立病院機構京都医療センター

救命救急科

3）

【背景・目的】小児重症敗血症は致死率の高い重要病態であるが、診療ガイドラインにおいて明確な根拠に基づく推奨が行われて
いる介入は少なく、実践も施設間差違が大きい可能性がある。PICU を対象としたフランスの先行研究（Miriam 2013）では、全
施設で敗血症性ショックの診断後 1 時間以内の抗菌薬投与と積極的輸液が行われていた。本邦の小児集中治療領域において、小児
の敗血症性ショックの管理実態に関する横断的調査を行い、管理実践の改善に繋がる基礎的資料を得ることを目的とした。
【方法】小児の集中治療を行っている大学病院や小児病院など国内 29 施設の ICU および PICU の施設長を対象に、提示した敗血症
性ショックの症例に対する診療状況について調査した。
【結果】回答を得た 27 施設のうち、PICU が 24 施設（89％）
、総合 ICU が 1 施設、Cardiac ICU が 2 施設であった。抗菌薬投与前に
全例で血液培養を 1 セット採取しているのは 96％であったが、2 セット採取していたのは 33％に過ぎなかった。敗血症の診断後 4
時間以内に抗菌薬を投与すると回答したのは 96％であったが、1 時間以内に抗菌薬を投与していたのは 52％にすぎなかった。全体
の 59％が 40-60ml/kg の輸液に反応しない場合に昇圧薬の投与を考慮しており、選択する昇圧薬はドパミン（38％）、ノルアドレナ
リン（33％）、アドレナリン（29％）、であった。敗血症性ショックの重症度は、乳酸値、動脈血ガス値、中心静脈酸素飽和度を指
標に評価されており、CRP やプロカルシトニンを指標とする施設は少なかった。
【結論】本邦の小児集中治療領域における小児の敗血症性ショックについての現状を把握し得た。血液培養複数セット採取とより
早期の適切な抗菌薬投与が、今後の重要な診療改善点であると考えられた。

DP35-5

当院で経験した心臓術後の乳糜胸水腹水を合併した症例への検討

千葉県こども病院

集中治療科

杉村 洋子、松永 綾子
小児心疾患術後には、乳糜胸水腹水を合併し治療困難となり不幸な転帰を辿る症例がある。
【目的】当院で経験した先天性心疾患
術後の乳糜胸水腹水合併症例を検討し、当院における実情を把握するとともに、治療困難となる要因について検証する。
【対象・
方法】2010 年 1 月から 2015 年 6 月末までに当院小児集中治療室に入室した心臓術後症例のうち、術後に乳糜胸水腹水を確認した症
例に対し、後方視的に診療録から疾患、術式、体重あたりの最大流出量（ml/kg/ 日）
、ドレナージ期間、治療法、転帰等の検討を
加えた。【結果】乳糜胸水腹水の合併例は 42 例で心臓術後 795 例のうち 5.2％を占めた。42 例のうち 19 例（45％）が新生児で、平
均年齢は 8.5ヵ月だった。入室時体重の中央値は 4.1kg だった。疾患の内訳は大動脈関係が 22 例（52.4％）と最も多く、術式もそれ
に関係したものが上位を占めた。体重あたりの最大流出量は中央値 47.6ml/kg/day で、ドレナージ期間の中央値は 8 日だった。ほ
ぼ全例に食事療法導入されており、年齢に応じて MCT ミルクまたは低脂肪食が選択されていた。オクトレオチドは 10 例（使用期
間平均 16.3 日）に投与された。死亡は 3 例で、いずれも一旦は乳糜胸水腹水量が減少したが、中心静脈内血栓形成や心機能低下、
著明な呼吸負荷等の原因で、静脈圧が上昇し、乳糜胸水腹水が再発した。流出量も増加し続け、感染を契機に死亡している。
【考察】
当施設の乳糜胸水腹水の出現率は、他施設からの報告に比べて非常に多い。手術手技に起因するところが大きいのは言うまでもな
いが、転帰不良の 3 症例については術後管理に寄与するところが大きい。小児の場合、リンパ管造影は難しく、胸管結紮も現実的
ではない。γグロブリンや凝固因子の定期的な補充および、経静脈的な脂肪製剤投与をしつつ、早期に血行動態を積極的に評価し
静脈圧を下げる手段において外科的に介入できる可能性を探っていく必要があると考えた。

DP35-6

当院における術後乳糜胸発症症例の検討

東京都立小児総合医療センター

救命・集中治療部

中山 祐子、居石 崇志、渡邉 伊知郎、本村 誠、新津 健裕、齊藤 修、清水 直樹
【背景】乳糜胸は、小児の縦隔腫瘍や先天性心疾患術後合併症としてしばしば経験される。内科治療として絶食、MCT ミルク、オ
クトレオチド投与などが行われるが、治療に難渋することも多い。
【目的】小児における術後乳糜胸発症の危険因子を明らかにし、
治療介入の時期や方法を再検討すること。【対象と方法】2011 年 1 月から 2015 年 8 月までに当院集中治療室に入室した術後患者の
うち、乳糜胸と診断された 10 例について、疾患背景や術式など、乳糜胸発症の危険因子及び発症後の治療介入、経過について後
方視的に検討した。
【結果】術後乳糜胸と診断された 10 例のうち、心臓血管外科術後症例が 8 例、一般外科術後症例が 2 例であった。
手術時月齢の中央値は 4 か月（0-22 か月）、手術時体重の中央値は 5.3kg（1.7-11.5kg）、心臓血管外科術後症例の心疾患の内訳は
TOF 3 例、TAPVC 2 例、AVSD 2 例、TGA 1 例であった。術式は TAPVC 修復 2 例、BT シャント 2 例、TCPC 1 例、Jatene 1 例、
その他 2 例であり、大動脈弓や左房背面など、胸管周囲を操作する術式に加え、肺静脈圧が高くリンパ管拡張をきたしやすい病態
で発症リスクが高いと考えられた。一般外科術後症例は縦隔腫瘍 1 例、食道閉鎖 1 例であった。乳糜胸は術後 6 日目（1-14 日目）
で発症し、ドレーン留置期間の中央値は 13 日（3-30 日）であった。初期治療介入として、全例で絶飲食とし、中心静脈栄養を併
用していた。経腸栄養再開時は全例 MCT ミルクを投与し、オクトレオチド投与が 5 例に行われたが、うち 3 例では無効であり、1
例に胸管結紮術を行った。経過中、カテーテル関連血流感染を 4 例に認め、乳糜胸遷延に伴う合併症と考えられた。【結語】乳糜
胸は、治療抵抗例では低蛋白血症、低栄養、感染合併などから死亡に至る場合もある重大な合併症である。術前から危険因子を予
測し、早期に診断し治療介入を行うことで、治療抵抗例においてもより良い転帰が得られる可能性があると考えられた。
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心臓・循環・体液管理⑥

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 6

CCU における Cardiac ECMO 長期サポート例の最近の成績

日本医科大学付属病院
日本医科大学付属病院

1）
3）

心臓血管集中治療科、2）日本医科大学付属病院
外科系集中治療科

循環器内科、

三軒 豪仁 1,2）、鈴木 啓士 1）、古瀬 領人 1）、林 洋史 1）、細川 雄亮 1）、圷 宏一 1）、山本 剛 1）、杉田 慎二 3）、竹田 晋浩 3）、清水 渉 1,2）
【背景】院外心停止、ショックを伴う心筋梗塞や劇症型心筋炎、難治性不整脈に対する心肺補助装置の有効性は確立されてきている。
一方、心肺補助が長期に及ぶ症例では、補助人工心臓（VAD）を検討するが、適応外の症例や数週間の心肺補助後に、離脱可能
となる症例も経験される。既存の心肺補助では、短期間サポートを前提とした PCPS 回路を使用することが多いが、長期サポート
の際は頻回の回路交換を要する。当院では 2012 年 8 月より心肺補助が長期となる症例に対し、ECMO チーム管理のもと、長期耐
性遠心ポンプ、膜型人工肺を用いた ECMO 回路による心肺補助を行っている。【目的】長期耐性遠心ポンプ、膜型人工肺を用いた
ECMO 回路を用いた心肺補助の最近の成績を明らかにすること。【方法】2012 年 8 月から 2015 年 8 月の間に、Cardiac ECMO を 3
日以上要した連続 16 例のうち、長期サポートのため PCPS 回路から ECMO 回路に変更を行った 7 例（57 ± 20 歳、男性 4 例）を後
ろ向きに検討した。【結果】原疾患は虚血性心疾患 6 例（難治性不整脈 3 例、左室自由壁破裂 2 例、ポンプ失調 1 例）、心筋炎 1 例。
入院時の左室駆出率 22.4 ± 8.9%、PCPS 回路期間 4.9 ± 1.7 日、ECMO 回路期間 11.9 ± 13.0 日、総サポート期間 15.7 ± 13.9 日であった。
ECMO 回路の交換は 41 日間サポートした 1 例のみ 2 回要した。全例が Cardiac ECMO から離脱し、抜去後 30 日生存は 6 例（85.7%）、
生存退院は 3 例（42.9%）であった。【考察】ECMO 回路は抗血栓性の高い人工肺、優れた耐久性および効率性を有する遠心ポンプ
により長期の心肺補助が可能であり、ECMO 回路に変更後に回路交換を要したのは 1 例のみであった。また経皮的心肺補助は後負
荷を増大させるため、低左心機能例に対するサポート効果の減弱が懸念されるが、全例心肺補助から離脱可能であった。

DP36-2

救急外来の血圧別に評価した心不全の病態評価と予後の検討

東京医科大学

1）

小林 正武

循環器内科、2）東京医科大学

、渡邉 雅貴

1,2）

、岩崎 陽一

1,2）

先進的心不全治療医学講座

、山科 章 1,2）

1,2）

背景 Clinical Scenario（以下 , CS）はプレホスピタルにおける急性心不全患者の収縮期血圧から治療開始するアプローチとして提
唱されているが , その病態把握と予後に関しては十分な検証がなされていない。方法東京医科大学病院に 2010 年 1 月 1 日から 2014
年 7 月 31 日の期間に急性非代償性心不全の診断で入院となった連続 205 症例を対象に救急外来での収縮期血圧を基に SBP ＞
140mmHg を CS1 群（56 症例）, SBP: 100-140mmHg を CS2 群（132 症例）, SBP ＜ 100mmHg を CS3 群（15 症例）に分類し比較検
討した。結果救急外来での収縮期血圧は , CS1 群 ,CS2 群 ,CS3 群の順で有意に高値を示した（160 ± 15 vs 118 ± 12 mmHg vs 89 ± 8
mmHg, P ＜ 0.0001）。心胸郭比や左室拡張末期径は 3 群間で有意差は認めなかった（P=04, 0.47）
。左室駆出率は CS3 群で有意に低
値を示したが（P=0.03）, 一方で CS1 群と CS2 群では有意差は認めなかった（P=0.95）
。BNP や血清クレアチニン値 , ヘモグロビン
値も 3 群間で有意差は認めず（P=0.49, P=0.82, P= 0.74）, 血管機能検査に関しては , CS1 群で PWV が有意に高値を示しており
（P=0.005）, CS1 群の PWV と救急外来での収縮期血圧は正の相関を認めたが（r=0.49, P=0.002）, CS2 群では有意な相関を認めなかっ
た（P=0.3）。1 年後の心不全再入院率における Kaplan-Meier 曲線では , 3 群間に有意差は認められなかった（P=0.74）
。結語 CS1,2,3
を表現型とする急性心不全例では心機能や他臓器障害において有意差は認められなかったが , CS1 の心不全例では動脈硬化性変化
が進展しており血管障害の可能性が示唆された。

DP36-3

腹部大動脈瘤破裂手術後の集中治療室滞在長期化予測因子

埼玉県立循環器呼吸器病センター

1）

麻酔科、2）群馬大学医学部附属病院

三田 範勝 、華山 悟 、高橋 利和 、加賀谷 慎 、三好 壮太郎 、齋藤 繁
1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】腹部大動脈瘤破裂手術後に長期 ICU 滞在（≧ 7 日）
となる要因を後ろ向きに調査した。【方法】16 人の周術期背
景、術後転帰を比較した。【結果】［表 1］長期滞在者（9 人）
では術中輸液量が有意に多く（p=0.03）、EVAR の割合が低
い傾向にあり、術中出血量、RCC 輸血量が多い傾向にあった。
術後 24h の P/F 比が有意に低く、人工呼吸時間が長かった
（p=0.02,0.03）。［表 2］術後人工呼吸時間、ICU 滞在、術後在
院日数は EVAR で短い傾向にあった。ロジスティック解析で
術後 24h の P/F 比＜ 210 がオッズ比 21.0（p=0.02）であった。
術後人工呼吸時間と ICU 滞在日数、歩行開始日数と術後在院
日数は有意な正相関を認めた（r=0.9,p ＜ 0.01、r=0.6,p=0.02）
。
【結語】大量出血、大量輸液に伴う術後呼吸不全が ICU 長期
滞在の主な要因であり、EVAR 施行により改善される可能性
がある。
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DP36-4

内因性出血性ショックの緊急手術に際し、全身麻酔管理に大動脈バルーンオクル－ジョンが奏効した 3 症例

太田西ノ内病院

麻酔科・救命救急センター

橋本 克彦、岩崎 夢大、伊藤 文人、石田 時也
【背景】大動脈バルーンオクル－ジョン（IABO）は、出血性ショック症例において横隔膜より末梢側の一時的な止血目的に使用
される。今回、危機的産科出血 2 症例と内因性脾動脈瘤破裂 1 症例の緊急開腹術の術前に IABO を予防的に用いて良好な循環動態
を保ち得た症例を経験したため報告する。
症例 1：30 歳女性。正常分娩後の癒着胎盤・子宮内反症による出血性ショックのため救急搬送された。収縮期血圧 50mmHg の高度
ショック状態であり、救急外来で気管挿管・輸血を開始すると共に IABO を挿入した。手術室への移動時と麻酔導入時に IABO を
インフレートし、急速輸血で昇圧が得られた後に IABO をデフレートした。術中・術後共に循環動態は安定し、患者は独歩退院した。
症例 2：34 歳女性。突然の腹痛のため救急搬送された。来院後精査で右卵管角部の子宮外妊娠と診断されたが、まもなくして収縮
期血圧 40mmHg のショック状態となった。救急外来で気管挿管・輸液を開始すると共に IABO を挿入した。手術開始後 IABO を
インフレートし、安定した循環動態が得られ、止血確認後 IABO をデフレートした。患者は独歩退院した。
症例 3：46 歳男性。高血圧、高度肥満、肝硬変の既往あり。突然の腹痛のため救急搬送された。収縮期血圧 50mmHg の高度ショッ
ク状態であり、直ちに輸血を開始した。脾動脈瘤破裂と診断され、手術に先立ち透視室で IABO を挿入した。IABO インフレート
下でも開腹直後に収縮期血圧 60mmHg まで低下がみられたが、急速輸血にて以降の循環動態は安定した。患者は独歩退院した。
【考察】IABO は比較的低侵襲で、術野の外から調整が出来るため、予防的に挿入することで開腹操作による低血圧・心肺停止の
危険を回避することができた。IABO は大動脈損傷や末梢臓器虚血といった重大な合併症を起こしうるが、適性に使用されれば横
隔膜より末梢側の出血性ショックへの止血術において循環動態維持に有用であると考えられた。

DP36-5

急性心筋梗塞に対する PCI 中の急性ステント内血栓症に対するパーフュージョンバルーンの有用性

同愛記念病院

1）

循環器科、2）日本医科大学付属病院

循環器内科

松田 淳也 、高橋 保裕 、福泉 偉 、羽田 朋人 、佐藤 太亮 1）、清水 渉 2）
1）

1）

1）

1）

【背景】急性ステント血栓症は急性心筋梗塞患者の 1% 程度に認められ、血行動態の破綻をきたし致命的な合併症の一つである。当
院において急性心筋梗塞に対する PCI 中の急性ステント血栓症に対し血栓吸引、バルーン拡張、大動脈内バルーンパンピングで改
善が得られず、パーフュージョンバルーンによる長時間拡張が有用であった 3 症例を経験したため報告する。【症例 1】68 歳男性、
非 ST 上昇型急性心筋梗塞（Killip III）にて救急外来で気管挿管施行後に冠動脈造影を施行し左前下行枝中間部 90% 狭窄を認め、
胃管挿入後に抗血小板剤 2 剤を投与して緊急 PCI を施行。左前下行枝に薬剤溶出性ステントを留置し、直後の造影でステント内に
血栓を認めた。
【症例 2】63 歳男性、ST 上昇型急性心筋梗塞にて左前下行枝近位部完全閉塞に対し緊急 PCI 施行。血栓吸引の後に
薬剤溶出性ステント留置し、ステント内後拡張後の造影でステント内に血栓が認められた。【症例 3】41 歳男性、非 ST 上昇型急性
心筋梗塞に右冠動脈中間部完全閉塞に対して緊急 PCI 施行。薬剤溶出性ステント留置しステント内後拡張後の造影でステント内に
血栓が認められた。【結語】いずれの症例においてもヘパリン起因性血小板減少症は否定され、ヘパリン投与、複数回の血栓吸引
とバルーン拡張にて改善の得られない難治性ステント内血栓症に対してパーフュージョンバルーンによる長時間拡張によってステ
ント内血栓の改善が確認された。急性ステント内血栓症の主な原因としてステント拡張不十分、ステント留置によるプラーク破綻
部の血栓や、血管壁の微細な損傷などによってステントストラット周囲の乱流・渦流が促進され血小板が凝集することが考えられ
ている。本例において IVUS によりステントの拡張は良好であることが確認され、パーフュージョンバルーンによる血栓の壁への
圧着、圧排が乱流を抑制し難治性のステント血栓症に対して有効な初期効果が得られた可能性がと考えられた。

DP36-6

褐色細胞腫による逆たこつぼ型左室壁運動異常を来たした 2 症例

聖路加国際病院

麻酔科

藤田 信子、岡田 修、橋本 学、篠田 麻衣子、岡部 宏文、青木 和裕、片山 正夫
症例 1: 75 歳、男性。胸痛、呼吸困難が出現し、当院に救急搬送。来院時、血圧 250/150mmHg、心拍数 100bpm、P/F ratio 71 と
肺水腫の状態だったため、気管内挿管施行。左室造影で心尖部過収縮、心基部無収縮の逆たこつぼ型左室壁運動異常の所見を認め
た。 腹部 CT で右副腎に腫瘍を認め、尿中 VMA は陽性だったため、褐色細胞腫とカテコラミンによる心筋障害が疑われた。第 2
病日、循環動態が保てないため、PCPS を確立した。右副腎腫瘍に対する早期の手術療法も考慮されたが、全身状態が悪く手術は
PCPS を離脱の目安がつくまで延期とした。第 3 病日から、末梢循環不全、乳酸アシドーシス、急性腎不全の進行を認め、第 5 病
日に死亡を確認した。症例 2: 24 歳、女性。妊娠 38 週 0 日、呼吸困難が出現したため、当院に救急搬送。来院時、胎児は子宮内で
死亡、患者は肺水腫、EF10% の急性心不全の状態であった。呼吸、循環の維持が困難だったため、気管内挿管、PCPS を確立。腹
部 CT で左副腎に腫瘍を認め、褐色細胞腫とそれに伴うカテコラミン心筋障害を疑った。左室造影で逆たこつぼ型左室壁運動異常
を認めた。Pheochromocytoma multisystem crisis（PMC）の病態が疑われ、救命には腫瘍摘出が必要と考え、全身状態は不良であっ
たが、PCPS 下で腫瘍摘出を行った。術後、出血傾向はみとめられたが、術後 5 日目に心機能回復し PCPS を離脱、術後 6 日目に経
膣的に児娩出、術後 11 日目に抜管され、後遺症なく術後 30 日目に退院となった。褐色細胞腫による逆たこつぼ型左壁運動異常を
呈した 2 症例を経験した。どちらも心源性ショック、肺水腫を認め、PCPS を必要とした。PMC の病態が疑われる場合、報告では
腫瘍摘出がなされない場合多くは死亡している。PCPS を必要とするような状態でも、腫瘍摘出のみが救命の手段となる可能性が
あり、治療方針の決定を十分議論する必要がある。
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早期離床・リハビリテーション②
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ICU の人工呼吸患者における抜管後の器械的排痰補助（mechanical insufflation-exsufflation,MI-E）の有用性

聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部、2）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
川崎市立多摩病院リハビリテーション科、4）聖マリアンナ医科大学救急医学

1）

3）

リハビリテーション部、

横山 仁志 1）、堅田 紘頌 1）、渡邉 陽介 1）、松嶋 真哉 2）、中田 秀一 3）、森澤 健一郎 4）、柳井 真知 4）、高松 由佳 4）、津久田 純平 4）、
平 泰彦 4）
【目的】器械的排痰補助（mechanical insufflation-exsufflation,MI-E）は , 神経筋疾患を中心とした呼吸筋や咳嗽弱化例の気道クリアラン
スに有用視されている . 近年 , 集中治療領域においてもその有用性が広がりつつある . そこで本研究では ,ICU の人工呼吸患者における抜管
後の MI-E の有用性を検証した【方法】
.
対象は 2014 年 8 月から 2015 年 7 月までの期間に当院 ICU に入院した挿管下人工呼吸患者である . 取
り込み基準は , 顔面 , 気道・胸部外傷がない 18 歳以上の成人で ,48 時間以上の人工呼吸療法を必要とした症例で自発呼吸試験を完遂したも
のとした . そのうち抜管後に呼吸リハのみを実施した症例（CR 群）と呼吸リハに MI-E を併用した症例（MI-E 群）に分け ,MI-E の効果を
後方視的に検証した . 調査項目は , 対象の基本属性 , 抜管前の各呼吸指標と抜管後 48 時間以内における再挿管の有無 , 痰による気管支閉塞
の有無 , 胸部画像所見による無気肺・肺炎の有無 ,NPPV・high flow therapy（HFT）使用の有無 ,P/F ratio, そして ventilator free days
（VFD）,ICU 滞在日数 , 抜管後 ICU 滞在日数とし , 両群間で比較検討した .【結果・考察】CR 群（25 例）,MI-E 群（21 例）の年齢（68 ±
14 歳 vs68 ± 15 歳）,SAPS2（52 ± 15vs57 ± 17）, 抜管前の各呼吸指標 , 初回抜管日（4 ± 3 日 vs5 ± 4 日）は両群間で差を認めなかった . ま
た ,NPPV・HFT 使用率（32％vs29％）,VFD（22 ± 6 日 vs22 ± 5 日）,ICU 滞在日数（8 ± 7 日 vs7 ± 5 日）にも有意差は認められなかった . し
かし , 再挿管率（16％vs5％）, 痰による気管支閉塞の併発率（28％vs10％）, 抜管後 ICU 滞在日数（5 ± 6 日 vs2 ± 2 日）では有意差を認め
ないものの MI-E 群で低値を示し , 無気肺・肺炎の併発率（36％vs10％）,P/F ratio（238 ± 81vs351 ± 119）では両群間に有意差を認めた
（p ＜ 0.05）. 以上のことから ,ICU の人工呼吸患者における抜管後の MI-E の併用は , 無気肺・肺炎ならびに痰による気管支閉塞の回避 , 酸
素化の早期改善 , 再挿管予防 , 抜管後 ICU 滞在期間の短縮に寄与する点で有用と考えられた .

DP37-2

当院 ICU における人工呼吸器離脱困難症例へのアプローチの分析

飯塚病院

リハビリテーション部、2）飯塚病院

1）

集中治療部

田中 雅也 、江里口 杏平 、坂本 智代 、横手 翼 、安達 普至 2）、鮎川 勝彦 2）
1）

1）

1）

1）

【背景】人工呼吸器管理指針 ABCDE バンドルでは理学療法士は早期離床を担う。当院でも ICU 専従理学療法士が重症患者へ 365
日を通して早期離床、加えて身体所見に基づく呼吸理学療法で、呼吸管理と人工呼吸器離脱へ支援している。その中で呼吸器離脱
に難渋する症例（以下、離脱困難症例）では、日々の状態から個々に目的・アプローチ手段を選択し、指標を設け離脱可能か予測
を行ってきた。
【目的】離脱困難症例の転帰と呼吸理学療法上で重要視した点、実施したアプローチ、離脱判断指標を検討すること。
【対象と方法】2014 年 4 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日に当 ICU で気管内挿管を行った人工呼吸管理（以下 IMV）のもと理学療法を実
施した患者のうち、最終的に ICU 在室中に IMV を離脱した離脱困難症例 48 名を対象とした。離脱困難症例の定義は IMV の開始か
ら 1 週間以上継続した患者（1）、1 週間以内に一度抜管するも再挿管を要した患者（2）とした。以後の経過で最終的に気管切開術
を回避できた群（A）と気管切開を要した群（B）に分類し、1A 群 27 名、1B 群 12 名、2A 群 4 名、2B 群 5 名とした。各患者のアプ
ローチと離脱の判断指標、IMV 期間を各グループで検証した。
【結果】呼吸理学療法で重要視した点は 1A および 2A で肺うっ血や胸水の影響、1B は無気肺、2A は 2B で理学所見上の呼吸筋力低
下がそれぞれ多かった。平均 IMV 期間（日）は 1A 10.2、1B 19.8、2A 7.6、2B 21.2 で、B 群で長期化する傾向であった。A 群では
離床が最適であったケースが多く、B 群では体位ドレナージや上肢自動運動が欠かせない者が多かった。離脱判断指標としてはほ
ぼ全例で動的コンプライアンスを用いていた。
【結論】無気肺や呼吸筋力低下を認めた患者は、最終的に気管切開を行われているケースが多く、今後アプローチ内容をそれぞれ
強化する必要が考えられた。

DP37-3

当院 ICU における挿管下人工呼吸器装着患者に対する早期リハビリテーションと鎮静剤総投与量との関連性

神戸市立医療センター中央市民病院

1）

リハビリテーション技術部、2）神戸市立医療センター中央市民病院

西原 浩真 、岩田 健太郎 、小柳 圭一 、前川 利雄 、瀬尾 龍太郎 、朱 祐珍
1）

1）

1）

1）

2）

救急部

2）

［目的］当院 ICU において、専従理学療法士（PT）の導入前後で挿管下人工呼吸器装着患者に対する早期リハビリテーション（リ
ハ）と鎮静剤総投与量との関連性を調査報告する .［対象と方法］当院 ICU 入室後に挿管下人工呼吸管理が 3 日以上経過した患者
群を対象とし、専従 PT 導入後である 2014 年 5～12 月までの連続 135 例（専従群、65.8 ± 17.7 歳）と導入前の 2013 年 5～12 月までの
連続 91 例（非専従群、66.8 ± 16.4 歳）の 2 群間で ICU 入室期間、リハ開始までの日数、離床までの日数、人工呼吸器装着（MV）
期間、Ventilator-Free-Days（VFD）、肺合併症罹患率、ICU 内での離床率、在院日数、鎮静剤 3 剤（プロポフォール、ミダゾラム、
デクストメデトミジン）の総投与量に関して比較検討した .［結果］専従群は非専従群と比較して、鎮静剤総投与量は 2 群間におい
て有意差は認めなかった . しかし有意にリハ開始までの日数は早く（1.2 ± 1.3 vs 2.5 ± 1.8 日 p ＜ 0.001）
、離床開始までの日数が早
か っ た（3.2 ± 3.8 vs 4.4 ± 5.0 日 p=0.002）. ま た VFD は 長 く（18.5 ± 7.5 vs 15.1 ± 9.2 日 p=0.003）、 肺 合 併 症 罹 患 率（31.1% vs
45.1% p ＜ 0.05）が低かった . 更に、離床率（73.3% vs 54.9% p=0.004）が高くなり、在院日数は短縮した（28.9 ± 26.3 vs 33.8 ±
27.9 日 p=0.008）.［考察］今回当院 ICU において鎮静剤 3 剤の総投与量に有意差は無く、医師の使用用途も同様であった . 一方で専
従 PT 導入後、挿管下人工呼吸器装着患者の訓練頻度が増加し、リハ開始と離床開始が早まり、ICU 内での離床率が上昇していた . 効
率的なリハ介入により日中の覚醒と活動度が維持され、VFD の延長や肺合併症罹患率が有意に低下したと考える .［結論］研究仮
説と異なり、専従 PT 導入前後において鎮静剤総投与量は減量していなかった . しかし、専従 PT 導入後は合併症の予防と概日リズ
ムを保つことが可能となった .
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DP37-4

譫妄を発症した sepsis 患者に対する機能予後影響因子からみたリハビリテーションの役割

北里大学病院

1）

リハビリテーション部、2）北里大学

医学部

救命救急医学

宮崎 道輝 、片岡 祐一 、見井田 和正 、神應 智道 、服部 潤 、浅利 靖 2）
1）

2）

1）

2）

2）

【背景】sepsis 患者における譫妄の発症は , 全身性炎症反応症候群の結果生じた瀰漫性脳障害と考えられており , 長期的に生存した
患者において認知機能障害の発生につながると考えられている．
【目的】ICU 入室中に譫妄を発症した sepsis 患者の機能予後に影響を与える因子を抽出し , リハビリテーションの役割を検討する .
【対象・方法】2014 年 5 月～2015 年 7 月に当院 ICU に入院した sepsis の診断となった内科・外科患者（除外 : 脳血管障害 , 認知症 , 精
神疾患有）でリハビリ処方があった 53 例中 ,CAM-ICU で譫妄有の評価となった 43 例を対象に , 予後指標を退院時 ADL 自立度評価
尺度（Functional Independence Measure:FIM）とし , 背景因子 , 重症度 , 鎮静・鎮痛薬の使用・期間・投与量 , 代謝障害 , 人工呼吸管
理期間 , 譫妄分類・期間 , リハ開始・初回離床・歩行までの期間との関係について相関係数を算出し , 退院時 FIM 規定因子を重回帰
分析で抽出した .
【結果】退院時 FIM と有意な相関を認めた因子は ,septic shock, 譫妄期間 , 総譫妄 / 昏睡フリー日数 %,ICU 退室時譫妄の有無 ,ICU 在
室期間 , 人工呼吸器管理期間 , 最低 P/F 値 , リハビリ開始までの日数 , 離床の有無 , 歩行訓練の有無であった . 重回帰分析より , 歩行訓
練の有無（30 例）,ICU 退室時譫妄の有無（10 例）, 人工呼吸器管理期間（11.7 ± 16.2 日）, 総譫妄 / 昏睡フリー日数 %（27.5 ±
23.2%）,septic shock（38 例）の順に退院時 FIM の有意な規定因子であった（R2=0.636）.
【考察】譫妄を発症した sepsis 患者の重症度や退室時譫妄の存在は機能予後に影響をもたらす因子であると考えられ , 人工呼吸器か
らの早期離脱や譫妄 / 昏睡フリー日数を増加させる為の早期リハビリ介入を多職種で行う必要があることが示唆された .

DP37-5

ICU 多職種カンファレンス導入による早期離床促進に及ぼす効果

水戸協同病院
水戸協同病院

1）
3）

リハビリテーション部、2）筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
看護部、4）水戸協同病院 臨床工学部

救急・集中治療科、

中川 義嗣 1）、長谷川 隆一 2）、高木 雅生 2）、柏 俊一 1）、土子 紗也香 1）、坂田 薫 1）、辻村 悠 1）、吉田 和歌子 1,3）、長津 貴子 3）、
丸岡 正則 4）
【背景】早期離床には，疾患の重症度や医学的安静度，離床判断力などが関与するとされ，治療方針の共有や多職種の協調的な介
入が重要である．当院は 6 床の Open ICU を有する 2 次救急病院であるが，ICU 専従医師の着任に合わせ，迅速で効率的な診療を目
的に，多職種によるカンファレンス（以下，多職種カンファ）が毎朝開催され，2014 年 8 月より理学療法士も参加することとなった．
そこで，理学療法士の参加前後における離床及び退院等に要した期間を調査・比較し，ADL回復や社会復帰に及ぼす多職種カンファ
の効果と有用であった要因について検討することとした．
【方法】対象は，2015/4/1～2015/12/28 の間に当院 ICU へ入室した患者で，
ICU に 3 日以上在室し脳・心臓・整形外科疾患の各クリティカルパス非適用の者を対象とした．対象患者は，理学療法士の多職種
カンファ参加前（4/1～7/31：以下，カンファ前）と，参加後（9/1～12/28：以下，カンファ後）に群分けし，ICU 入室からリハ
ビリ介入，端座位・立位・歩行開始，ICU 退室，退院までに要した期間を比較した．統計解析は，SPSS Statistics Base（Ver.23,
IBM）を用い Shapiro-Wilk 検定の後，Mann-Whitney 検定により両群間を比較した．有意水準は p ＜ 0.05 とし，値は中央値（第 1 －
第 3 分位）で示した．
【結果】対象は，カンファ前群 28 名，カンファ後群 21 名，平均年齢 75.3 ± 14.4 歳であった．ICU 入室からリ
ハビリ介入開始までの期間は，カンファ前群 4 日（3 － 6）に対し，カンファ後 3 日（2 － 3）と有意に短縮した（p ＜ 0.001）
．他方，
ICU 入室から端座位・起立・歩行開始及び，ICU 退室，退院までの期間については，有意差を認めないものの全てにおいてカンファ
後群で短縮する傾向であった．
【考察】多職種カンファへの理学療法士の参加は，リハビリ開始のみならず，その後の離床促進や
入院期間短縮に効果的であった．離床に対する多職種間の協力や効率的な診療方針の立案が有用であったと考える．

DP37-6

ICU 専任理学療法士配置前後における ICU 入室患者の在院日数の比較検討

群馬大学医学部附属病院

1）

リハビリテーション部、2）群馬大学医学部附属病院

集中治療部

山口 裕臣 、戸部 賢 、菅谷 知明 、長谷川 信 、田澤 昌之 、日野原 宏 、国元 文生 2）、和田 直樹 1）
1）

2）

1）

1）

1）

2）

【背景】近年、集中治療患者の早期リハビリテーションにより ICU 滞在日数、在院日数の短縮などが報告されており、早期離床介
入の重要性が高まっている。当院では 2014 年 7 月より ICU 専任理学療法士（physical therapist；PT）を配置し、早期からのリハ
ビリ介入が可能となった。ICU 専任 PT の役割は、毎朝の他職種合同カンファレンスで離床介入を含めた治療方針の決定、リハビ
リ対象患者の選択、リハビリ介入患者の進捗状況の伝達、リハビリ診療を行うことである。運用を開始し約 1 年が経過したので、
専任 PT 配置前後の ICU 入室患者の ICU 滞在日数、在院日数などを調査した。
【対象・方法】対象は、専任 PT 配置前の 2012 年 10
月から 2013 年 3 月の 6 か月間と配置後 2014 年 10 月から 2015 年 3 月の 6 か月間に ICU 入室し生存退院した患者とした。方法としては、
専任 PT 配置前と後の 2 群間での ICU 入室経路（院外、院内急変、予定手術後）
、ICU 入室時における重症度（acute physiology
and chronic health evaluation 2 score：APACHE2）、院内死亡率、ICU 滞在日数、在院日数を後ろ向きに抽出し検討した。
【結果】
専任 PT 配置前の入室患者数は 319 名で、入室経路別割合は、院外・院内・予定手術後の順に、27.0、12.5、60.5% であった。PT 配
置後の入室患者数は 493 名で、その割合は、31.9、16.4、51.7% であった。入室時の APACHE2 は、前 12.4 点、後 13.3 点で、平均
ICU 滞在日数は前 3.9 日、後 4.8 日であった。院内死亡率は、前 13.0%、後 9.9% で、退院までの平均在院日数は、前 33.2 日で後 30.9
日であった。
【考察】ICU 運営ベッド数が 11 床から 17 床へ増床となったため、入室患者数の増加はあったが、専任 PT 配置後では、
予定手術患者の割合の減少、入室時平均 APACHE2 スコア上昇にもかかわらず、平均在院日数は減少した。今後更なる調査が必
要ではあるが、ICU に専任 PT を配置し、早期からリハビリ介入を積極的に行ったことも在院日数の短縮に寄与した可能性もある。
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DP38-1

敗血症管理における低血糖と転帰の関係

日本大学

医学部

救急医学系

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 8

救急集中治療医学分野

古川 誠、木下 浩作
【背景】敗血症治療中の血糖管理の重要性は知られているが、低血糖を呈し転帰不良のものが存在する【目的】来院時及び入院中
に低血糖を呈した敗血症症例の転帰を検討する【対象】2011 年から 12 年に当施設に入院した敗血症症例 117 例【方法】来院時及
び入院中に血糖値を測定し、来院時血糖値及び入院中最低血糖値 70mg/dl 以下を低血糖群とし、各々の死亡率を検討した。入院中
の血糖値目標は 120～180mg/dl とし、高血糖時はインスリンの持続注射もしくは皮下注射を行った。
【結果】来院時は低血糖群 10
例で死亡率 80.0％、非低血糖群は死亡率 29.9％で、有意差（p=0.0014）を認めた。入院中は低血糖群 40 例、非低血糖群 77 例、死
亡率はそれぞれ 52.5% と 24.7% で有意差（p=0.0029）を認めた。インスリン使用下での低血糖発生例 5 例中死亡例は 1 例だった。
【考
察】敗血症のような生体侵襲時には高血糖になることが一般的であり、低血糖状態は内分泌や糖新生等の生体システムに異常があ
るものととらえる必要がある。低血糖は転帰不良の原因ではなく結果としてとらえ、単全身的な精査と介入が必要と考える。【結
語】経過中に低血糖を認めた敗血症症例は転帰が不良である。低血糖は生体システム障害の指標として考える必要がある。

DP38-2

敗血症患者における予後と栄養関連マーカーとの関連性について

大阪大学

医学部附属病院

高度救命救急センター

竹川 良介、清水 健太郎、小倉 裕司、嶋津 岳士
【背景】重症患者の予後を改善する上で早期からの栄養管理が重要と考えられており、栄養管理の生化学的指標としては血清総蛋
白（TP）、アルブミン（Alb）、中性脂肪（TG）、コレステロール（Chol）、コリンエステラーゼ（ChE）などが用いられている。
重症患者の急性期において、これらは低値を示す場合が多く、急性期の栄養状態や予後を規定する指標は十分に検討されていない。
そこで我々は、重症患者における急性期の栄養状態や予後を規定する指標を確立することを目的に検討を行った。
【方法】2011 年 4 月より 2015 年 7 月までの間に当院高度救命救急センターに入院した敗血症患者で 7 日以上生存した症例を対象と
して、カルテを後方視的に観察した。観察項目は第 14 病日までの TP、Alb、TG、ChE、T-Chol、HDL-Chol、LDL-Chol の継時的
変化で、これらと予後との関係性を検討した。
【結果】各栄養関連指標の第 1、7、14 日の継時的変化に関しては、Alb2.6 ± 0.8、1.9 ± 0.7、1.8 ± 0.8 g/dl、TP も同様に 6.1 ± 1.2、5.0
± 1.2 ＊、5.2 ± 1.3 ＊ g/dl と有意に低下した。ChE に関しては、140 ± 70、120 ± 66、102 ± 67 ＊ U/L と有意に低下した（平均±標準
偏差、＊ P ＜ 0.05 vs. 第 1 病日）
。それ以外の指標では有意な変化は認められなかった。次に、各栄養関連指標の第 14 病日までの最
低値と生死との関係を解析したところ、LDL-chol 47±2.6 vs 27±5.6 ＊ mg/dl、HDL-Chol 20±1.1 vs.13±11 ＊ mg/dl、Alb 1.8±0.64
vs.1.2 ± 0.47 ＊ g/dl、TP 4.5 ± 1.2 vs.3.4 ± 1.0 ＊ g/dl、T-chol 95 ± 37 vs.70 ± 30 ＊ mg/dl、TG 79 ± 45 vs.68 ± 37 mg/dl、ChE 110 ±
61 vs.69 ± 39 ＊ U/L（平均±標準偏差、＊ P ＜ 0.05 生存群 vs. 死亡群）と、TG 以外においては生存群と死亡群の間に有意な差を認めた。
【考察・結語】敗血症患者において、Alb、TP、ChE は経過とともに低下することがわかった。各種栄養関連指標の値は、生存群
と死亡群では有意差を認めており、予後指標として役立つ可能性がある。

DP38-3

敗血症早期の運動介入は PGC-1 αを介して脂質代謝と生存率を改善する

日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野、2）京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学分野、
京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻栄養化学分野

1）
3）

苛原 隆之 1,2,3）、佐藤 格夫 2）、大嶽 康介 1,2）、齋藤 龍史 2）、角田 洋平 2）、森 智治 2）、大鶴 繁 2）、井上 和生 3）、小池 薫 2）、横田 裕行 1）
【目的】敗血症発症後早期に運動することが病態にどのような影響を与えるかは分かっていない。本研究ではマウス敗血症モデル
に急性期における低強度の運動を課し、エネルギー代謝動態や生存率の変化を調べた。また脂質代謝に重要な役割を持つ PGC-1 α
の発現の変化も調べた。
【方法】C57BL/6 マウスに生食（C; control 群）, 1mg/kg（L; low dose 群）, 5mg/kg（M; medium dose 群）,
10mg/kg（H; high dose 群）の LPS を腹腔内投与し敗血症モデルを作製した。その後絶食とし、呼気ガス分析による間接熱量測定
を 72 時間施行してエネルギー代謝動態の変化を測定した。さらに各群に急性期の低強度トレッドミル運動を課し、運動介入によ
る生存率と代謝動態の変化を調べた。また、LPS 投与後 16 時間の肝臓における PGC-1 αの mRNA とタンパク質の発現を、定量
PCR およびウエスタンブロットにて測定した。【結果】運動介入により H 群の生存率が有意に改善した（100% vs 50%, p ＜ 0.05）
。
間接熱量測定では M 群および H 群で LPS 投与後 16 時間の急性期 FAO が有意に抑制されていたが、運動介入により全ての群で上昇
する傾向をみとめた。また H 群の生存例の急性期 FAO は死亡例に比して有意に高く、生存率と急性期 FAO との関連が示唆された。
PGC-1 α発現は安静時には敗血症群で有意に低下していたが、運動介入によりほぼ全ての群で有意に上昇していた。すなわち敗血
症急性期の低強度の運動により PGC-1 α発現が活性化され脂質代謝が改善することが、生存率改善に寄与していることが示唆され
た。
【考察及び結論】敗血症発症後の急性期の運動介入が病態そのものに対する治療的効果を持つ可能性があるというのは、全く
新しい画期的な知見である。また、PGC-1 αを活性化する他の介入にも同様の効果を得られる可能性があり、臨床における重症患
者への栄養療法にも応用可能と思われる。

－ 580 －

DP38-4

低用量 steroid が投与された敗血症患者における CRP，IL-6，PCT の動態

東千葉メディカルセンター

救急科

小倉 皓一郎、島田 忠長、仲村 将高、橋田 知明、児玉 善之、平澤 博之
【背景】敗血症治療において C-reactive protein（CRP）
，interleukin-6（IL-6）
，procalcitonin（PCT）等が biomarker として用いら
れている．しかし，敗血症治療における低用量ステロイド治療が，これらの biomarker 動態にどう影響するかは不明である．今回，
当施設で経験した敗血症患者を対象に PCT 値，CRP 値，IL-6 値の動態を低用量ステロイド投与群とステロイド非投与群に分けて
比較検討した．
【対象・方法】2014 年 4 月～2015 年 7 月に当 ICU に入室した敗血症症例のうち，低用量 hydrocortisone の投与を受
けた群（投与群，n=17）と，ステロイド治療を受けなかった群（非投与群，n=27）に分け，それぞれ CRP 値，IL-6 値，PCT 値の
推移を測定し，両群間でこれらの biomarker を比較した．観察期間は最大 7 日間とした．
【結果】投与群における hydrocortisone 投
与は大部分の症例で 200mg/day から開始され，その後は漸減されていた．平均投与期間は 4.4 日であった．治療開始時の各
biomarker 測定値（投与群：非投与群）は、CRP 値（12.5 ± 9.6：12.2 ± 9.0）
，IL-6 値（46181 ± 101472：6710 ± 13185）
，PCT 値（18.3
± 14.7：19.9 ± 34.5）と有意な差は認めなかったが，治療開始後，投与群では非投与群に比較し CRP 値が有意に低く推移した．一
方 で，IL-6 値 と PCT 値 の 推 移 に お い て は 両 群 間 に 明 ら か な 差 を 認 め な か っ た．【 考 察 】 今 回 の 検 討 結 果 か ら， 低 用 量
hydrocortisone 投与下では CRP 値は低下してしまい敗血症病態の評価は困難であると考えられた．一方，IL-6 値や PCT 値は低用
量 hydrocortisone により大きな影響を受けないため，より正確に敗血症の病態を反映すると考えられた．今回は steroid を低用量
hydrocortisone に絞って検討したが，今後 steroid の種類や容量を変更した上で，これらの biomarker がどう変動するか検討してい
きたい．
【結語】PCT，IL-6 は低用量 hydrocortisone 投与下でも影響を受けにくく，敗血症治療に有用な biomarker であると考え
られた．

DP38-5
広島大学

1）

Detection of suppressive activity on innate immune DAMPs response in sepsis
救急医学、2）広島大学

免疫学

Ho Minh Van 、廣橋 伸之 、山賀 聡之 1）、鈴木 慶 1）、板井 純治 1）、太田 浩平 1）、志馬 伸朗 1）、Weng Sheng Kong 2）、菅野 雅元 2）
1）

1）

We collected serum samples from 5 healthy donors and 49 septic patients admitted to the ICU at the time of admission. For
DAMP activity assays, THP-1 derived macrophages were treated with the serum or mixture of serum and DAMP molecules
（ATP,MSU）, and cell-culture medium was collected for detection of IL-1 β . We found a group of septic serum（n=42, 85.7%）
resulted in significantly lesser IL-1 β production than those of healthy donors. Moreover, the suppression of IL-1 β secretion
was observed in almost all of septic patients in the presence of ATP, but not in MSU. The serum from 20 septic patients was
further examined at three points: the 1st day, the 3rd day, and the 7th day from admission. In the addition of ATP, the
immunosuppressive activities were evident from the 1st week and the IL-1 β secretion was inhibited the strongest at the 3rd
day. Interestingly, we observed clear difference between survival and non-survival group on suppressive profile of IL-1 β
secretion in the presence of ATP at the 7th day. The recovery of IL-1 β production of stimulation from the 7th day serum was
significantly larger than those of stimulation from the 3rd day serum in survival group. Conversely, in the non-survival group,
the recovery activities were not presented and in contrast, IL-1 β production of stimulation from the 7th day serum was lower
than those of stimulation from the 3rd day serum. This study indicates that the measurement of DAMPs activities in septic
patient serum might be a good biomarker for predicting mortality rate. Further clinical studies will be required.

DP38-6

顆粒球コロニー刺激因子 Knock Out マウスでは敗血症に伴う血管内皮障害が抑制される

岐阜大学大学院医学系研究科

救急・災害医学分野

鈴木 浩大、岡田 英志、小田 和正、田中 卓、中野 志保、吉田 隆浩、吉田 省造、牛越 博昭、豊田 泉、小倉 真治
【背景】敗血症に伴う多臓器不全は主要臓器に集積した好中球から産生される好中球エラスターゼ（NE）により血管内皮細胞が障
害されることが一因と考えられている。本研究では、1, 好中球の存在しない顆粒球コロニー刺激因子 Knockout（G-CSFKO）マウ
スを用いた敗血症モデルを作製し、血管内皮障害に対する好中球の影響についての解析、2, NE 阻害薬を用いた血管内皮障害抑制
効果の解析を行った。
【方法】9-12 週齢オスの G-CSFKO マウス（n=18）にリポ多糖（LPS）を 20mg/kg 腹腔内注射し敗血症を作製。
コントロールとして 9-12 週齢オスの C57BL6 マウス（n=12）を用いて同様に敗血症を作製した。また、治療群は NE 阻害薬
（Sivelestat）を用いて同様の効果が得られるか検証するために 9-12 週齢オスの C57BL6 マウスを用いた敗血症モデルマウス（n=14）
に NE 阻害薬を LPS 注射後 3，6，9，12 時間で 0.2mg/kg 腹腔内投与を行った。各群を LPS 注射 48 時間後に屠殺し、肺、肝臓、腎
臓について走査型電子顕微鏡を用いた超微形態学的解析を行った。
【結果】LPS 投与後 48 時間の生存率は、G-CSFKO マウス（77.8%）
でコントロールマウス（8.3%）に比べ有意に改善を認めた。超微形態の観察では血管内皮障害は G-CSFKO で抑制されていた。治
療群でも生存率はコントロールマウスと比較し有意に改善し（85.7%）、血管内皮障害は G-CSFKO 同様、抑制されていた。
【考察】
これら結果は、顆粒球が敗血症により生じる血管内皮障害に強い影響を与え、それらは NE 阻害薬の投与により抑制されることを
示唆するものである。

－ 581 －

デジタルポスター 39

DP39-1

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床③

2 月 13 日
（土） 13：30～14：30

デジタルポスターブース 9

緊急開腹手術における術後超音波ガイド下体幹部神経ブロックは早期回復に寄与する

鹿児島市立病院

1）

麻酔科

集中治療部、2）鹿児島市医師会病院

萩原 信太郎 1）、上野 剛 1）、濱崎 順一郎 1）、山口 俊一郎 1）、内野 えりか 1）、川崎 孝一 1）、有村 俊明 2）
【目的】周術期の至適鎮痛は術後 QOL 向上や合併症発生軽減、早期回復に繋がると期待されている。しかし、緊急開腹手術では不
安定な循環動態や血液凝固異常等により硬膜外カテーテルを留置できず、
術後疼痛管理に難渋し合併症を併発しやすい。今回、硬膜外カテーテル
非留置緊急開腹手術症例に対し術後 1～3 日目に体幹部神経ブロックを施
行し早期回復への影響を検討した。
【方法】術後 ICU に入室した緊急開腹手術 41 例（非ブロック群 21 例、ブロッ
ク群 20 例）を対象とした。非ブロック群はフェンタニルとデクスメデト
ミジンを持続静注し、ブロック群は持続静注に加え体性痛出現時に神経
ブロック（0.2% レボブピバカイン 50ml/ 回）を施行した。鎮痛薬投与量、
術後 ADL、周術期合併症について比較し、神経ブロックの鎮痛効果を評
価した。
【結果】全項目に有意差を認め、神経ブロックによる体性痛軽減がみられ
た（表）。手技的合併症や局麻中毒等の偶発症はなかった。
【結論】ICU での術後超音波ガイド下体幹部神経ブロックは安全かつ簡便
に施行でき、早期回復に寄与する可能性がある。

DP39-2

ICU の鎮静管理における SedLine の使用経験

山形大学医学部附属病院

高度集中治療センター、2）山形大学医学部附属病院

1）

鈴木 博人

、高橋 菜々子 、黒田 美聡 、鈴木 麻奈美 、小野寺 悠

1,2）

2）

2）

2）

麻酔科、3）山形大学医学部附属病院

、秋元 亮 、小林 忠宏

2,3）

2）

、中根 正樹

1,2）

救急科

、川前 金幸 2,3）

1,3）

SedLine は本年初めに発売された新しい脳波による鎮静モニターである。Patient State Index（PSI）による鎮静深度の評価の他に、
多チャンネルでの測定、左右別の評価、Density Spectral Array（DSA）
・Spectral Edge Frequency（SEF）のモニタリングが可
能等の特徴を持つ。麻酔管理はもとより、集中治療管理においての有用性に関しても今後のエビデンスが期待されている。今回
我々は、ICU での鎮静管理における Sedline の使用経験について、簡易な統計学的検討も含めて報告する。
［方法］当院 ICU に入室
し、SedLine を用いて鎮静管理を行った 3 名（1 名については Bispectral Index（BIS）を併用）について後方視的に検討した。BIS
と PSI の関連性、PSI と SEF の関連性、また SEF の左右差について検討した。DSA に関しては記録が残らない仕様であり、今回
は検討しなかった。［結果］3 名とも心臓血管外科手術の術後であり、1 名はプロポフォール + フェンタニル、他 2 名はさらにデク
スメデトミジンを併用して鎮静された。BIS と PSI には有意な相関が見られた（r=0.415、信頼区間 0.356-0.471、p ＜ 0.0001）。また、
患者覚醒時には PSI のほうが BIS よりも反応が早い傾向であった。3 症例とも PSI と SEF には有意な相関がみられたが、DEX 使用
の 2 症例は 2 峰性の分布が見られた。また、2 例の SEF について左側がより高い傾向であった。［考察］PSI は BIS と同等の評価が
できる可能性が示された。また、PSI に伴った SEF の増加は覚醒による速波の増加を反映していると考えられるが、鎮静薬等によ
り異なる推移を示す可能性がある。［結論］SedLine により、鎮静深度の評価だけでなく、DSA・SEF により鎮静の質も評価でき
る可能性がある。

DP39-3

トラマドールとデクスメデトミジン併用による Endovascular aortic repair（EVAR）術後患者への有用性

浜松医科大学

1）

医学部附属病院

集中治療部、2）浜松医科大学

麻酔・蘇生学講座

御室 総一郎 、小林 賢輔 、鈴木 祐二 、大橋 雅彦 、加藤 弘美 、大杉 浩一 1）、八木原 正浩 1）、小幡 由佳子 1）、土井 松幸 1）、
中島 芳樹 2）
1）

2）

1）

1）

1）

【目的】EVAR 術は皮膚切開の範囲は小さいが、高齢者の割合が多く、呼吸器合併症を有する頻度も多い。麻薬は呼吸抑制の合併
症があり、書類上煩雑さのため使用をためらわれることがある。トラマドールは複数の作用機序を持った鎮痛薬であり、呼吸抑制
の副作用がすくない。当院では鎮痛鎮静の基本薬としてデクスメデトミジン（Dex）を使用し、Dex 単独、Dex とフェンタニル（Fen）
または Dex とトラマドール（Tra）を各担当医師の判断で投与している。そこで後方視的に 3 群の投与方法を比較検討した。
【方法】
2014 年 4 月から 2014 年 10 月までの腹部大動脈瘤に対して EVAR を施行した患者で、術後 ICU 入室後から Dex、Dex+Fen または
Dex+Tra を投与した症例を抽出した。入室時の状態、入室 12 時間後の鎮静鎮痛の状態を RASS,NRS および Prince Henry Score
（PHS）
、嘔吐の回数、無呼吸の頻度を抽出し評価した。【成績】評価可能な症例は Dex 群が 6 名、Dex+Fen 群は 8 名、Dex ＋ Tra
群は 8 名であった。患者の年齢、手術時間、手術中の麻薬の使用量に差はなかった。開始時の投与速度は Dex 群が 0.3 ± 0.2 μ g/
kg/hr、Dex ＋ Fen 群は Dex 0.3 ± 0.1 μ g/kg/hr+ Fen 0.5 ± 0.1 μ g/kg/hr、Dex ＋ Tra 群は Dex 0.3 ± 0.1 μ g/kg/hr+ Tra 0.3 ± 0.1
mg/kg/hr で あ っ た。 経 過 中 RASS は ど の 群 も 0 か ら -1 で あ っ た。 ま た 不 穏 譫 妄 と 診 断 さ れ る 患 者 は い な か っ た。Dex 群、
Dex+Fen 群、Dex+Tra 群の順に 12 時間後の NRS 値は中央値（25、75 パーセンタイル値）で 2（0,3）
、0（0,5）
、1（0,2）であった。
12 時間後の PHS は順に 1（1,2）、0（0，2）、0（0,1）であった。12 時間までの嘔吐の回数は順に 1、2、2 回であった。12 時間まで
の無呼吸の頻度は 0、1、0 で、この患者は声掛けで改善した。【結論】トラマドールをデクスメデトミジンと経静脈持続投与する
ことで、呼吸抑制、悪心嘔吐などの合併症を増やすことなく良好な鎮痛鎮静管理ができる可能性が示唆された。
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DP39-4

鎮痛・鎮静プロトコールによるせん妄発生率の減少

大阪市立総合医療センター

集中治療部

奥村 将年、宇城 敦司、大塚 康義、山本 泰史、和田 翔、岩田 博文、菅 敏晃、宮内 清司、嶋岡 英輝
【背景】近年，人工呼吸管理中の鎮静は鎮痛を中心とした analgesia based sedation に変化している．当院は 57 診療科（小児 17 診
療科），1065 床の総合病院で，10 床の ICU で新生児から成人にわたる術後・院内急変に対応している．対象年齢の多様性から当院
ICU では人工呼吸管理中の鎮静・鎮痛に関して管理指標がなく，2014 年のせん妄発生率は 55％と高い状況にあった．そこで，人
工呼吸管理中のせん妄率の減少および挿管期間の短縮を目標として鎮痛・鎮静プロトコールを 2014 年 8 月から導入した．【方法】
期間：2013 年 4 月～2014 年 3 月（プロトコール導入前），2014 年 8 月～2015 年 7 月（導入後）
．対象患者：内科疾患で ICU に緊急入
室した 18 歳以上の患者．検討項目：プロトコール導入前後の鎮静剤・鎮痛剤の種類，入室 24 時間後と 48 時間後の RASS およびせ
ん妄率，人工呼吸期間，ICU 滞在期間．プロトコールは BPS 5 以下と RASS － 2～0 を管理目標としてフェンタニルとデクスメデト
ミジンを中心に用いるものとした．また持続ミダゾラムの使用を原則禁止とした．
【結果】導入前群 25 人，導入後群 28 人であった．
各群ともに敗血症と呼吸不全で 80% 以上を占めていた．プロトコール導入後，薬剤の使用率はデクスメデトミジン 96％（導入前
68％），ミダゾラム 17％（導入前 36％），フェンタニル 65％（導入前 20％）であった．入室 24 時間後の RASS は－ 2（導入前－ 2）
，
48 時間後の RASS は－ 1（導入前 0）で有意差はなかった．24 時間後せん妄率は 30％（導入前 47％）で有意差はなかったが，48 時
間後せん妄率は 25％（導入前 55％）で有意差をもって減少していた（p ＝ 0.04）．人工呼吸管理期間（72 時間と 68 時間）と ICU 滞
在期間（121 時間と 119 時間）はともに短縮しなかった．
【結論】プロトコール導入前後で RASS は変化しなかったが 48 時間後せん
妄率が減少した．適切な鎮静深度が保たれている場合にはデクスメデトミジンとフェンタニルによる管理がせん妄の発生を予防す
ると考える．

DP39-5

作業療法士の ICU 専従化でせん妄は減らせるか？

神戸市立医療センター中央市民病院
神戸市立医療センター中央市民病院

1）
3）

救急部、2）神戸市立医療センター中央市民病院
リハビリテーション技術部

麻酔科、

高場 章宏 1）、瀬尾 龍太郎 1）、蛯名 正智 1）、朱 祐珍 2）、淺井 康紀 3）、有吉 孝一 1）
【背景・目的】人工呼吸患者に早期から理学療法（PT）
、作業療法（OT）を行うことで、せん妄期間などのアウトカムを改善する
ことが報告されているが、OT 単独の予後改善効果は示されていない。当院 ICU では、入院翌日からほぼ全例に PT を施行してい
たが、OT も早期から行う患者は少数であった。2014 年 4 月より作業療法士 1 名が ICU 専従となっており、OT 専従化前後でのせん
妄期間などに及ぼす影響を比較した。【方法】2014 年 1 月から 3 月を前期、2015 年 1 月から 3 月を後期とした。対象は ICU 入室した
救急科管理患者（脳神経外科や循環器内科での入院は含まれない）で、CPA 蘇生後は除外した。せん妄の有無は、DST（Delirium
Screening Test）で評価した。
【結果】前期 41 名、後期 52 名であった。OT 施行率は前期 14.6% から後期 40.3% と有意に増加した（p
＜ 0.01）。ICU 滞在期間、入院日数、せん妄発生率は 2 群間で有意差を認めなかった。せん妄期間および入院日数に対するせん妄期
間の割合は、平均で前期 :5.3 日、18.2%、後期 :2.8 日、11.5% であり、これらに関しても有意差を認めなかった。【結論】作業療法士
専従化に伴い ICU での OT 施行率は増加した。アウトカムの有意な改善は認めなかったが、せん妄期間は短縮傾向であった。今後
は OT の内容について見直しをするとともに、OT 単独の予後改善効果を評価するため前向き比較試験を検討している。

DP39-6

ガイドラインを使用した PAD 評価の取り組み

石川県立中央病院

1）

麻酔科、2）石川県立中央病院

集中治療部

高橋 麗子 、沖野 優子 、西 幸恵 、太田 淳子 、松原 隆夫 2）、石塚 修一 1）、新田 俊一 1）
1）

2）

2）

2）

【目的】当院集中治療室（ICU）では、鎮静薬や鎮痛薬の選択は各科医師の裁量により決定しており、過鎮静での管理となる印象
があった。今回、鎮痛・鎮静・せん妄（PAD）の臨床ガイドラインで推奨されたツールを使用して、当院での PAD 評価を試み、
せん妄の出現因子について検討した。【方法】多職種からなる PAD ワーキンググループを中心に 2 か月間の勉強会施行後、当院
ICU に入室した患者に対して、7 か月間 PAD 評価を行った。評価は担当看護師が行い、判定スケールとして、鎮痛は CPOT（2 時
間ごと）
、鎮静は RASS（2 時間ごと）、せん妄は CAM-ICU（8 時間ごと）および ICDSC（24 時間ごと）を使用した。【結果】評価
を行った 220 名の年齢は 66 ± 14 歳、内訳は、予定手術後患者が 115 名、緊急入院患者が 83 名（うち循環器疾患患者が 80％）
、院内
急変患者ほかが 22 名だった。入室期間は 4 ± 3 日で、人工呼吸管理患者は 58 名であった。人工呼吸中の鎮静には、90％以上でプロ
ポフォールが単独で使用されていた。220 名中、鎮痛不良（CPOT ≧ 3）の患者が 7％、過鎮静（RASS ≦ -3）の患者が 9％、せん
妄（CAM-ICU で陽性、ないしは ICDSC ≧ 4）患者が 18％にみられた。予定手術後患者は、非手術後患者に比べて鎮痛と鎮静が良
好で、せん妄の出現が少なかった。せん妄が出現した患者には、鎮痛と鎮静が不適切な患者が多かった。その他、せん妄出現の危
険因子は、高齢と長期の入院期間であった。
【結論】ワーキンググループを中心にして、ガイドラインのツールを用いて PAD の評
価を行うことができた。せん妄出現の予防には、十分な鎮痛と良好な鎮静の重要性が示唆された。
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集中治療における臨床工学技士常駐体制の効果

横浜市立市民病院

臨床工学部

須藤 弘樹、西方 貴洋、浅見 幸恵、木内 耕己、相嶋 一登
【背景】当院では 2013 年 4 月より臨床工学技士（CE）の当直制度を導入している。
【方法】2013 年 4 月から 2015 年 8 月までの集中
治療における CE の当直業務について集計し、その役割について考察した。【結果】当直業務 981 件のうち集中治療に関連する対応
は 489 件（49.8%）だった。生命維持管理装置の対応は 356 件（77.2%）であり、このうち開始が 88 件（24.7%）
、操作・管理が 200
件（56.2%）、トラブル対応が 37 件（10.4%）、その他が 31 件（8.7%）だった。また、心臓カテ―テル検査・治療は 133 件（27.2%）
であり、このうち AMI に対する PCI は 105 件（78.9%）だった。
【考察】CE の集中治療における役割は生命維持管理装置の開始・
操作・トラブル対応が主であり、24 時間 CE がいることで安全管理に関与している。また、心臓カテーテル検査・治療に CE が介
入していることで補助循環症例への対応も迅速である。
【結語】当直制度を導入したことで、集中治療が安全かつ迅速に行うこと
ができると考えられた。

DP40-2

当直体制導入の効果について

医療法人

豊田会

刈谷豊田総合病院

清水 信之、藤田 智一、間中 泰弘、水谷 瞳
【はじめに】当院は 672 床を有する急性期病院であり、臨床工学技士は 25 名在籍している。救命・救急センター・ICU での急性血
液浄化、人工呼吸器、補助循環関連業務に 24 時間対応するためオンコール体制を行ってきたが、平成 26 年度の診療報酬改定を背
景に同年 4 月より当直体制を導入した。今回、従来のオンコール体制と当直体制を比較し、その効果について報告する。【方法】
平成 26 年 4 月から平成 27 年 7 月までの当直時間帯における業務内容と件数および所要時間を調査。
【結果】調査期間中の当直 487
日中、業務発生日は 388 日で件数・時間については、総業務件数 910 件、48189 分、平均 2.35 件 / 日、平均所要時間 53 分 / 件であった。
主な内訳では急性血液浄化関連業務が 507 件で全体の 55.71% を占め最も多く、1.31 件／日、業務時間 59.17 分／件。人工呼吸器関
連業務では 126 件、0.32 件／日、26.05 分／件。補助循環関連業務では 28 件、0.07 件／日、79.11 分／件。その他業務として 249 件、0.64
件／日、50.97 分／件であった。また集中治療室以外での業務件数は 302 件、時間は 16045 分であった。【考察】稼働日数および件
数から当直時間帯における臨床工学技士の必要性は高く、急性血液浄化業務ではオンコールに比べ治療開始の契機及び開始までの
時間短縮においては当直の効果と推測できる。人工呼吸器、補助循環関連業務においては件数こそ少ないが、院内に常駐すること
で即時対応が可能となり、看護師スタッフの負担軽減と医療安全への向上に繋がると推察される。その他では、救命・救急センター・
ICU 以外での業務対応が約 3 割程度発生しており当直業務への運用については、チーム医療として十分な検討が必要と考える。
【ま
とめ】救命・救急センター・ICU における夜間帯業務の件数から、従来のオンコールとくらべ即時対応が可能な当直体制の導入は
有用であった。

DP40-3

ICU 業務導入後から見えた問題点への取り組み

JA とりで総合医療センター

1）

菊地 浩之 、八代 三恵子
1）

臨床工学部、2）JA とりで総合医療センター

看護部

2）

【はじめに】2012 年 12 月の ICU 増床を契機に臨床工学技士（CE）を日勤帯に日替わりで担当者を配置し 2 年が経過した。基本的
な業務内容は統一していたが、担当者の器量によって他の業務や対応方法に違いが生じ、名ばかりになる時があった。そこで、円
滑なチーム医療を行うため、問題点を明確にし共通認識を図ることで改善できた経過を報告する。
【目的】問題点を明確にし、円滑なチーム医療を行うため業務見直しを図る。
【方法】1.ICU を担当する CE への聞き取り調査 2.ICU 看護師へのアンケート調査 3.CE へ勉強会（具体例と設問形式）4. 双方からの
評価をもとに意思の統一化
【結果】1. 機器の日常点検以外に何をしていいかわからない・技術的に不安で即答できない部分もあるなどの意見があった。2. 急
変時や、機器のトラブル対応に関し謝辞が寄せられたが、挨拶の欠如や、顔と名前の不一致、頼んで良い業務内容か躊躇するなど
の指摘を受けた。3.CE のコミュニケーション不足と情報収集能力の欠如が明らかになり、ICU からの要望を加味して関与するこ
とに賛同を得られた。4. コミュニケーション不足の改善と情報収集を目的に 1 日 2 度行っているケースカンファレンスに参加する
ことにした。ICU からの要望に関し CE が対応できるか回答した。
【考察】当院の ICU 業務は機器の日常点検、人工呼吸器関連、血液浄化関連、IABP 等の循環器関連以外の業務は各個人の判断に
委ねられるため、臨床業務がない時には自ら模索できなかったと考えられる。そこで問題点と、ICU 業務についての一例を提示し
た勉強会は部内の意思統一化に繋がり、加えてカンファレンスへの参加はコミュニケーション作りに有用だったと考えられる。ま
た、ICU からの業務要望についての回答は CE の業務内容を認知させ依頼し易さにも繋がったと考えられる。
【結語】チーム医療を円滑に行うためには多職種間のコミュニケーションが大事であり定期的な意見聴取とすり合わせも必要である。
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DP40-4
名古屋大学

集中治療室における臨床工学技士二交代制勤務の現状と課題
医学部

附属病院

臨床工学技術部

林 裕樹
【目的】集中治療室における安全指針検討作業部会の報告で、指針として集中治療室内に臨床工学技士の常時勤務することが望ま
しいと明記されている。平成 26 年度診療報酬改定の特定集中治療管理料の改訂にて、質の高い集中治療を行うため、施設基準に
専任の臨床工学技士の常時院内勤務が明記された。当院でもそれに伴い夜勤 1 名、休祭日 1 名配置による二交代制勤務を導入した。
二交代制勤務での臨床支援業務の実態を調査し、現状と課題について報告する。【方法】2014 年 6 月から 2015 年 7 月までの二交代
制勤務時間内の臨床支援業務について、業務内容を集計、検討した。【結果】二交代勤務時間中の全対応件数は 1748 件であり、血
液浄化業務 1060 件、PCPS、ECMO 導入 35 件、IABP 導入 19 件、PCI 業務 81 件、心臓デバイスチェック 78 件などの臨床支援業務
が全対応件数の 77％を占めていた。【考察】第 3 次救急医療施設での集中治療室での業務は、緊急の開心術も含め、PCPS や PCI、
心臓デバイスチェックなど、多種多様な臨床支援業務への初期対応が必要となる。また PCPS などの補助循環業務は数日から数週
間の継続治療となるため、集中治療室へ入室した後も補助循環装置での血行動態管理が必要となる。日常業務への影響を考慮し、
経験値の少ない技士も勤務するため、緊急時での対応に苦慮することもあり、待機担当者への応援要請も多い。教育も含め経験値
のある指導者と二人で勤務できる体制にすることが、より安全の質の向上に繋がると考える。
【結語】二交代制勤務を行うことで、
臨床支援業務への迅速な対応は可能であるが、緊急時への全ての業務の知識と経験が必要である。ジェネラリストとしての教育方
法の構築が急務であり、業務を安全に遂行するため、集中治療室ベッド数に対しての人員配置基準などを明確にすべきである。

DP40-5

当直業務開始前後における人工呼吸器装着時間の推移について

済生会熊本病院

1）

臨床工学部門、2）済生会熊本病院

集中治療室

管田 塁 、吉永 修平 、荒木 康幸 、上杉 英之 、西上 和宏 2）
1）

1）

1）

2）

【目的】当院では、2012 年 12 月より ICU での臨床工学技士（以下 CE）が当直業務を開始し、人工呼吸器装着患者のウィーニング
支援業務を行っている。今回、当直業務前後において人工呼吸器装着時間（以下装着時間）の変化を比較する。
【対象と方法】対
象は、当直前群 2010 年 1 月から 2012 年 11 月（709 例）、当直後群 2012 年 12 から 2014 年 12 月（719 例）
。主要な各診療科において当
直開始前後での装着時間を比較した。【結果】全体では、当直前 37.2 ± 56.2 時間、当直後 35.6 ± 52.8 時間（p=0.019）だった。各診
療科の比較では、消化器外科で 73.7 ± 64.2、66.6 ± 59.1（p=0.016）
、循環器科で 101.4 ± 86.4、69.9 ± 72.1（p=0.007）
、心臓血管外
科で 22.8 ± 31.8、20.9 ± 29.7（p=n.s）、救急総合診療科で 132.3 ± 125.2、136.8 ± 113.3（p=n.s）だった。【考察】全体として装着時
間は短縮していたが、各診療科で装着時間にばらつきがあった。装着時間が短縮した診療科では、主治医の人工呼吸器不慣れに対
し、CE が積極的に介入することで短縮できたと思われる。装着時間に有意差がなかった診療科では、CE 当直前より人工呼吸器離
脱プロトコール（クリニカルパス）を使用しており、装着時間が短縮できていた事や主治医の判断での呼吸器離脱により、CE の
介入が少なかったためと考える。 また、介入した CE スタッフの経験値や知識量、メディカルスタッフとのコミュニケーション力、
医師からの信頼度のなどにもばらつきがあり影響している可能性が考ある。
【結論】CE 当直業務開始前後における人工呼吸器装着
時間を比較し、装着時間の短縮にばらつきがあった。今後、院内での統一した呼吸器離脱プロトコールの作成や CE スタッフにお
けるスキルの標準化が必要と思われる。

DP40-6

当直業務開始前後の業務量の変化と看護師満足度調査について

諏訪赤十字病院

1）

医療技術部

臨床工学技術課、2）諏訪赤十字病院

救急部、3）諏訪赤十字病院

集中治療部

森本 学 、刈田 瑛子 、小林 彩 、花岡 和也 、高尾 彰孝 、丸山 朋康 、宮川 宜之 、酒井 龍一 2）、河野 哲也 3）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

当院は長野県の南信地域に位置し、第 3 次救急医療機関を併設する ICU8 床・QQ 病床 10 床を含む 455 床の急性期病院である。2015
年 7 月現在で臨床工学技士（以下 CE）は 21 名在籍している。2014 年 6 月より「特定集中治療室管理料 1」の施設基準を満たすため
に、CE の当直業務を開始した。開始から 1 年経過したため、当直業務の内容の調査と看護師に対してアンケートによる評価を行っ
た。
【目的】当直開始に伴う業務量の変化と、アンケートによる顧客満足度から当直業務のニーズと有用性を評価する。
【方法】1. 当
直業務開始前後 1 年間（2013 年 6 月～2014 年 5 月と 2014 年 6 月～2015 年 5 月）の平日の 17:00 から翌日の 8:30 までと休日の業務内容
と業務量を、時間外報告書や勤務日誌から集計・評価する。2. 全病棟の看護師を対象に 2014 年 4 月と 2015 年 4 月に当院の CE に関
するアンケートを行った。【結果】1. 急性血液浄化で時間外において 1 日当たりに対応する件数は当直開始前 0.45 回、開始後 0.65 回
と増加していた。機器のトラブルに対応した件数は、当直開始前 27 回、開始後 57 回と増加していた。2. アンケートから、CE が対
応するまでの時間について聞いたところ、「非常に速い」
「早い」が 2014 年は 74％（170/263）2015 年は 85％（241/284）と増加し
ていた。また、2015 年のアンケートで「CE 当直者がいることで業務負担や医療機器へのストレスは減るか」という質問に対して、
「減る」「やや減る」を合わせて 89％（201/282）であった。
【考察】拘束対応していた時には連絡していなかったトラブルにも、
連絡・相談しやすくなり、CE の対応回数が増加したことが考えられる。また、CE が迅速な対応が可能となったため、アンケート
結果の改善につながったと考えられる。【まとめ】CE が 24 時間院内にいることは、看護師の業務や、医療機器トラブルに対する
ストレスを軽減できた可能性がある。
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医療安全

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 1

ICU 病棟における重要ルート類自己抜去の要因～抜去群と非抜去群の 2 群間比較より～

富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院

1）

看護部

救命救急病棟、2）金沢医科大学

寺井 彩 1）、浦上 恵里 1）、松木 健宏 1）、寺井 孝弘 2）
【目的】集中治療領域（以下 ICU）における重要ルート類の自己抜去は、生命に直接的な影響を与える危険性が高い。それ故自己
抜去を未然に防ぐ必要性がある。そこで、同じ入院環境にありながら自己抜去に至る患者（以下抜去群）と至らない患者（以下非
抜去群）の違いを調査し、自己抜去に関連する要因を導き出すことを本研究の目的とした。
【方法】対象は H23 年 4 月から H26 年 3
月の間に発生した抜去群 34 例、同時期の非抜去群 40 例とした。非抜去群は無作為的に 40 例抽出した。先行文献で信頼性大・中と
された挿管チューブの自己抜去に至った患者の心身の要因、ヒヤリハット報告におけるチューブ類自己抜去に関する発生要因につ
いての大規模研究より導き出された患者要因より 9 項目を選択し、カイ二乗検定を行った。カイ二乗検定の結果、有意差がでた項
目について項目同士の関連性を調査するため、回帰分析を行った。【結果】9 項目についてカイ二乗検定を行った結果、『JCS』
（P
＜ 0.001）
、
『せん妄』（P ＜ 0.001）、『RASS』（P ＜ 0.001）となり、3 項目については自己抜去に関連が認められた。調整済残差の結
果より、JCS は 1 ケタ、せん妄有り、RASS ＋で抜去群が有意であった。さらに先の 3 項目についてステップワイズ法による重回
帰分析を行った結果、せん妄と RASS を投じた時点で変数投入が打ち切られた。y ＝ 1.337 ＋ 0.343（せん妄）－ 0.67（RASS）と得
られた。R2 乗値は 0.264 と当てはまりの悪い回帰式が得られた。また P 値はせん妄は 1％有意で説明力あり、RASS は 5％有意で説
明力があるとされた。【結語】重要ルート類を抜去する患者側要因として『せん妄有』
『RASS ＋』
『JCS1 ケタ』が挙げられ、その
中でも、『せん妄有』は特に自己抜去との関連性が強いと示唆された。

DP41-2

当センターにおける CAM-ICU の評価と挿入物の自己抜去の関連についての検討

兵庫県災害医療センター

1）

看護部、2）兵庫県災害医療センター

高砂 伊代 、津田 雅美 、足立 久美子 、井上 明彦
1）

1）

1）

救急部

2）

当センターは、独立型救命救急センターであり病床数 30 床、うち ICU が 12 床である。せん妄は、重篤な患者での発生率が高く、
当センターICU 入室患者の多くも不穏・せん妄を来たすことが多い。そのため、重症患者の確実で安全な医療・看護の提供におい
て、せん妄対策は重要な因子である。しかし、当センターでは、不穏・せん妄に対する評価ツールを使用しておらず、統一した評
価・対応のための評価スケールの導入の検討が必要であった。そこで、2011 年にワーキンググループを立ち上げ、鎮静スケール
（RASS）を導入した。そして、2013 年より疼痛スケール（BPS、NRS、PRS）の使用を開始し、2014 年よりせん妄スケール
（CAM-ICU）の導入に至った。そこで今回、CAM-ICU 導入前後での挿入物（挿管チューブ、気切チューブ、胃管カテーテル、動
脈ルート、中心静脈カテーテル、末梢静脈ルートを対象とする）の自己抜去件数を比較し、CAM-ICU の評価と挿入物の自己抜去
の関連について検討した。【方法】ICU 入室患者を対象とし、インシデントレポートをもとに CAM-ICU 導入前の 2013 年 2 月～
2014 年 2 月までの 1 年間と、導入後の 2014 年 3 月～2015 年 3 月までの 1 年間の挿入物の自己抜去件数を比較した。
【結果】CAMICU 導入前：26 件、導入後：25 件であり、挿入物の自己抜去の件数は減少を認めず、有意差はなかった。また、導入後における
挿入物の自己抜去時の CAM-ICU の陽性・陰性の有無を比較すると、陽性：49％、陰性：43％、不明：8％と有意差はなく、CAMICU が陰性であっても自己抜去はみられており、CAM-ICU のスケール評価だけでは予防できない結果となった。
【考察】CAMICU の評価と挿入物の自己抜去の関連については、評価ツールの活用だけでなく、患者の個別性の分析と異なるせん妄の知識・ケ
アの充実・向上が課題である。また、CAM-ICU の評価が全ての疾患に対して妥当性はあるか、正確性があるかの検討が必要と考
えられる。

DP41-3

チューブ類計画外抜去の前駆症状に対する看護師の認識の違いと行動制限の臨床判断

国立病院機構千葉医療センター

看護部

永野 何奈、新井 洋、田中 由見子、森口 裕美、亀崎 智都江
【目的】計画外抜去発生時とその前の勤務帯での看護師の前駆症状の認識、行動制限への臨床判断の違いに伴うチューブ類計画外
抜去との関連性を明らかにする。【研究方法】計画外抜去発生時の 8 症例の受け持ち看護師（以下当事者）、発生前の受け持ち看護
師（以下前勤務者）へ患者の前駆症状の認識や行動制限に対するアセスメントについて半構成面接法を用いて調査した。
【倫理的
配慮】所属機関の倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】前駆症状を認識していたのは前勤務者 8 人中 6 人、当事者では 2 人で
あった。前勤務者で行動制限を検討したのは 4 症例あり、いずれも前駆症状を捉え 3 人が行動制限の継続、1 人が行動制限を解除
した。当事者で行動制限を検討したのは 3 症例あったが、前駆症状を捉えていたのは 2 人、3 症例すべてで行動制限の変更または
解除を行い計画外抜去に至っていた。行動制限の解除時間を設けず両勤務帯を通して行動制限を実施していた症例は 3 症例あり、
患者はいずれも計画外抜去や拒否的な態度へと移行した。
【考察】行動制限の解除は前駆症状の軽快につながるが、それを看護師
が行動制限に伴う一時的な興奮であったと捉えてしまうと、計画外抜去の要因になると考える。しかし、行動制限の継続した実施
は前駆症状を進行させ、患者の拒否的な態度は看護師が行動制限の変更、解除を考慮する判断要因になったと考える。行動制限を
解除することで、前駆症状の進行するリスクは低下できるが、計画外抜去のリスクは高まるため、患者の安全性と前駆症状の緩和
を考慮した行動制限の実施が必要と考える。【結論】行動制限の変更や介助に伴い前駆症状が軽快してもそれは一時的な物であり、
計画外抜去のリスクはある。

－ 586 －

DP41-4

当院における身体抑制の見直しについて

市立函館病院

3 階南 ICU 病棟

十文字 英雄、本田 周司、菊地 智、北村 里絵、和田 望美、酒井 香、辻口 直紀
【はじめに】 当院では気管挿管患者や不穏、せん妄の状態にある患者に対して身体抑制（以下抑制）をしている。2013 年より
CAM-ICU を導入し、ストレスの軽減のため、見守りにて抑制を解除するスタッフも増えていったが、同時に計画外抜去の事例も
目立つようになってきた。そこで ICU での抑制基準を見直す必要があり、現在使用している抑制基準と患者背景を検証したので
報告する。【方法】 2014 年 1 月から 2015 年の 5 月までの約 1 年間における計画外抜去事例の患者背景を分析し、ICU 独自の抑制基
準マニュアルを作成。【結果】 インシデントは 33 件で最も多かったのが、胃管の 15 件（44％）
、次いで動脈ラインの 8 件（23%）、
気管チューブの 5 件（15%）であった。年齢別では 70 代の 11 名（32％）と 80 代の 10 名（29％）が多く、発生時間では 16～19 時の
8 件（32％）と 20～23 時の 11 件（32％）が多かった。意識レベルは JCS2 が 11 名（32％）
、JCS3 が 20 名（59％）で鎮静患者におい
ては RASS+1 が 9 名（26%）と多かった。さらに CAM-ICU に関して 7 名（21%）の患者が陰性ではあったが、JCS1 で痛みがある
場合に計画外抜去されていた。【考察】 患者背景として 70 代以上で JCS2 以上かつ鎮静スケールで RASS-1、さらに 20 時以降は注
意する必要がある。また CAM-ICU が陰性でも夜間帯で、さらに痛みなどが加わることで、注意力が低下し、インシデントに発展
する可能性もある。これらより抑制基準としては、消灯以降で 70 歳以上、また JCS2 以上もしくは RASS-1 かつ疼痛のある患者に
は抑制を開始する。ただしマンパワーのある状況において可能な範囲で抑制を解除し、ストレスの軽減を図ることも重要である。
今後も新たな抑制基準を使用し、患者の権利を最大限尊重したうえで患者の安全を守り、さらに治療が円滑に行えるようにしてい
くことが重要である。【結論】現在使用している抑制基準と患者背景を検証し、ICU 独自の新たな抑制基準を作成した。

DP41-5

安全帯フローチャートの導入と効果～安全帯の適正使用を目指して～

公立陶生病院

集中治療室

濱本 実也、生駒 周作、鈴木 麻里菜、川瀬 正樹
【はじめに】ICU では、安全上の理由から抑制帯などの拘束具（以下、安全帯）を、患者や家族の同意の下で使用することがある。
一方で、どのような患者に対し安全帯を使用するのか明確な基準はない。今回、安全帯の適正使用と自己抜管などの重大な事故の
防止を目的に「安全帯フローチャート」を作成、導入し、その効果を検討した。【方法】安全帯フローチャート導入前（2014 年 7
月 1 日～8 月 9 日，53 名，延べ入室日数 131 日）と導入後（2014 年 9 月 1 日～10 月 9 日，40 名，183 日）での日勤帯での安全帯使用
率（一時的でも使用した場合には「使用」と判断し、1 日 1date として集計）を比較。また、導入前（2013 年 8 月～2014 年 7 月）と
導入後（2014 年 9 月～2015 年 8 月）の自己抜管及びルート類の自己抜去数を比較。分析には、統計ソフト SPSS ver.21 を用いた。
【倫
理的配慮】本研究は A 病院看護研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。【結果・考察】安全帯フローチャート導入前後での安
全帯使用率に有意差は認めなかった（35.9％ vs. 43.7％ ; p ＝ 0.163）
。これは、導入後の患者の方が生命維持装置使用患者が多かっ
た（38.5％ vs. 73.2％ ; p ＜ 0.001）ためと考えられた。生命維持装置を使用している患者の安全帯使用率を比較した結果、安全帯
使用率は有意に減少していた（70.0％ vs. 48.5％ ; p ＝ 0.009）
。せん妄発症率に有意差は認めなかった（44.7％ vs. 55.7％ ; p ＝ 0.193）。
また、ルート類の自己抜去数を比較した結果、安全帯フローチャート導入後に有意に減少していた（17 件 vs. 10 件 ; p ＜ 0.05）。ま
た、自己抜管も減少傾向を示した（2 件 vs. 0 件）。今回、安全帯フローチャートの導入により、自己抜管やルート抜去などを増や
すことなく、安全帯の使用率を低下させることができた。安全帯の適正使用を検討する上では、このような実施基準の明確化が有
用であると考えられた。

DP41-6

ICU 経験 1 年未満の看護師のインシデント報告要因分析

愛知医科大学病院

―教育課題の検討―

看護部

河合 真由美、冨石 香代子、萬谷 和代
【目的】ICU 経験 1 年未満看護師のインシデント報告書から初年度に必要な教育課題を検討する。
【方法】H26 年 5 月～H27 年 3 月の、A 病院周術期集中治療室配属 1 年未満の看護師（部署異動者 38 名、新卒者 14 名）のインシデン
ト報告書を対象とし、P-mSHELL モデルを用いて分析する。
【結果】当事者要因関連の報告書は部署総数 209 件中 159 件で、部署異動者 128 件（61％）
、新卒者 31 件（15％）だった。
最多報告は『ドレーン・チューブ（以下チューブ）』関連で 84/159 件（52.8％）
、次いで『薬剤』関連 34/159 件（21.3％）だった。
『チュー
ブ』関連内訳は、自己抜去 41 件で抑制なしの事例 26 件を含んでいた。次は自然抜去 17 件、三方活栓操作間違いが 10 件で、シリン
ジポンプ使用時 7 件を含んでいた。ルート類の自己抜去後再挿入率は ICU 経験 1 年未満者 38.3％、配属 1 年以上者では 26.7％だった。
『薬剤』関連では過剰投与 6 件の他、製剤管理の誤り等多様な内容だった。インシデント要因は確認不足が 19 件だった。
【考察・結論】A 病院は H26 年に新病院が開院した。周術期集中治療室 8 床は対象患者を拡大して 28 床になった。看護師が大幅に
増員され、ICU 経験のない看護師が約 2/3 を占めた。また、指導者不足があった。
インシデント報告分析結果は日本集中治療医学会の調査同様、
『チューブ』と『薬剤』関連が多かった。部署異動者では『チューブ』
関連が 76/128 件（59.3％）と多かった。自己抜去の多発は、せん妄症状や事故発生時の患者への影響等の認識不足、抑制マニュア
ル不備が要因と考えられた。ルート類の自己抜去後再挿入率が 40％以下だったことより、不要なルートがあったと推察された。身体
抑制時の自己抜去発生は、抑制方法の改善が必要と思われた。シリンジポンプ関連のトラブルから、シリンジ交換の安全・確実な方
法の教育が必要と考えられた。確認不足事例より、ダブルチェックの意義の再確認や啓蒙活動が必要であることが明らかになった。
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感染・感染対策③

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 2

ICU におけるアデノシン三リン酸拭き取り検査を用いた環境清浄度調査

潤和会記念病院

1）

感染対策管理室、2）潤和会記念病院

永迫 望 、田中 友康 、坂本 加代子 、川野 マキ
1）

2）

3）

集中治療部、3）潤和会記念病院

看護部

2）

【背景】環境整備は，これまで培養検査で清浄度を計測していたが，時間と経費，手間がかかっていた．アデノシン三リン酸（ATP）
測定は，測定時間 10 秒で費用もかからず手間も少ない．ICU における環境整備は，感染対策上重要である．当院 ICU では 1 日 1 回
の環境整備を行っているが，箇所が統一されておらず指標もなかった．そこで ATP 拭き取り検査を行い，環境整備を見直し前後
で清浄度評価を行った．【方法】ATP 測定にはルミテスターPD-30 とルシパック Pen（キッコウマン，東京）を用いた．手指高頻
度接触表面 11 箇所の環境整備見直し前後に清浄度調査を行った．ATP 基準値は，前後でそれぞれ 2 回測定し平均 500 RLU 以下で
清浄と判断した．
【結果】環境整備見直し前の ATP 測定で基準値を上回った箇所は，輸液ポンプ（1087RLU）
，シリンジポンプ（588），
中央テーブル（588），ベッド柵縁（4538），ベッド柵内側（1334）
，ベッド柵外側（1096）
，汚物室ドアノブ外側（1178）
，汚物室ド
アノブ内側（1185），パソコンのマウス（595）の 9 箇所であった．ATP 測定結果を ICU スタッフへ報告し ATP について説明した．
また環境整備実施時間や整備箇所，清拭の方法などを見直し統一した．見直し後 ATP 値が低下したものの基準値を超えた箇所は，
ベッド柵縁（3555），ベッド柵内側（748）
，ベッド柵外側（963）汚物室ドアノブ外側（741）
，汚物室ドアノブ内側（1093）だった．
パソコンのマウス（652）は上昇していた．【考察】ATP 測定で清浄度を数値化することで環境整備の指標とすることが可能で，
不十分な箇所を明らかにできた．ATP 測定は簡便かつ短時間で結果を得ることができ，その場でフィーバックすることができる．
また再評価することも簡便になり，短時間で対策を立てなおすことができる．ATP 測定は環境整備の有用な指標となると考えた．

DP42-2

ICU における手荒れ予防効果のある手指消毒剤の使用は手指衛生遵守率を向上させるか

埼玉医科大学国際医療センター、2）埼玉医科大学国際医療センター集中治療科、3）埼玉医科大学国際医療センター救命救急科

1）

杉本 直樹 1）、相庭 克行 1）、中村 真巳 1）、新山 和也 1）、佐伯 有香 2）、磨田 裕 2）、古田島 太 2）、根本 学 3）
【はじめに】感染対策の方法として手指衛生が簡便で最も効果的な方法とされているが、アルコールによる手荒れを気にして手指
衛生を怠る看護師は少なくなく、遵守率が低下する要因の一つとして考えられる。そこで、手荒れ予防を目的とした高機能保湿成
分リピジュア配合の手指消毒剤を導入し、既存の手指消毒剤との遵守率を比較した。
【目的】リピジュア配合手指消毒剤を使用す
ることで、ICU 看護師の手指衛生遵守率向上に有効性があるか検証する。【方法】対象は救命救急センターICU に従事する看護師。
定点ビデオカメラを患者のプライバシーを侵害せず、対象者の手指衛生場面が写る場所へ設置し午前 9 時から午前 12 時まで撮影し
た。手指衛生遵守状況は WHO の 5 つのタイミングを観察するためのチェックリストを独自に作成し、研究者全員が同様の観察が
できるよう WHO の提供する「トレーナー、オブザーバー、そして医療従事者のための教育セッション」を用いて訓練を行った。
撮影したデータより場面毎に各 100 例を目標にデータを収集後、無作為に半数を抽出し遵守率を算出した。【結果】救命救急セン
ターICU に従事する看護師で男性 12 名、女性 23 名から同意を得た。総撮影時間約 3,680 分であった。アルコール手指消毒剤の手指
衛生を必要とした場面数は 315 回であり遵守率は 27％であった。リピジュア配合手指消毒剤の場面数は 317 回で遵守率は 30％で
あった。【考察】両剤の手指衛生遵守率に差は認めず、手指衛生を実施していない割合も差はなかった。手荒れを予防するために
消毒剤を変更するだけでは、手指衛生に対する意識に変化を与える事は難しく、手指衛生遵守率向上に直接的な影響は少ないこと
が示唆された。手荒れに悩まず手指衛生を実施できる環境を整備することは、手指衛生に対する煩わしさを軽減し、スタッフへの
意識付けに対する指導効果が期待できる可能性がある。

DP42-3

多剤耐性アシネトバクターの感染拡大防止に向けた取り組み

三重大学

1）

医学部付属病院

総合集中治療センター、2）三重大学

医学部付属病院

伊藤 真実 、森井 杏奈 、濱口 美咲 、正木 香苗 、水谷 典子 、鈴木 圭 、今井 寛
1）

1）

1）

1）

1）

2）

救命救急センター
2）

【背景および目的】多剤耐性アシネトバクター・バウマニ（以下 MDRAB）のアウトブレイクを経験した。早期収束にむけ手指衛
生遵守率向上にむけた取り組みの効果を検討したため報告する。
【実際の取り組み】アウトブレイク判明後の 2014 年 9 月から翌年
1 月まで、1）患者周囲の高頻度接触部位とスタッフゾーンの継続的な清掃（3 回 / 日）
、2）手指衛生遵守率を向上させるための啓
発活動、3）当該病棟の看護師を対象に手指消毒のタイミングを細分化したアンケート調査の実施、4）当該病棟全入院患者および
退棟前の MDRAB スクリーニング、5）当該病棟スタッフゾーンを含めた環境培養の実施結果をスタッフ全員に周知、6）MDRAB
が検出された患者と担当スタッフのゾーニング、を行った。なおゾーニングは MDRAB 患者が 1 名になった時点で廃止し個室管理
とした。【結果】清掃はチェックリストを用いて全スタッフで行った。啓発活動は手指消毒や個人防護具の着脱方法の普及、擦式
消 毒 剤 携 帯 の 義 務 化 等 を 行 い、 活 動 に よ り 患 者 一 人 当 た り の 擦 式 消 毒 剤 使 用 量（ml/ 患 者 延 べ 人 数 ） は 21 →
83 → 143 → 110 → 86 → 112 と漸増し、アンケート調査による手指衛生遵守率は啓発活動前と比べて増加し、41 項目中 28 項目で有意
差がみられた。清掃と擦式消毒剤使用量増加に伴い環境培養による MDRAB 陽性数（/ 箇所）は 3 → 19 → 30 → 0 → 1 → 3 と著明に
減少した。擦式消毒剤使用量は同月の環境培養陽性数と正の相関、翌月の環境培養陽性数とは負の相関が認められた。患者・担当
スタッフのゾーニングにより非感染患者区域からの環境培養陽性はみられず、個室管理になってからは患者の病室外の環境から散
発的に MDRAB が検出されたが、新規発生患者はなかった。
【結語】種々の取り組みにより MDRAB アウトブレイクの早期封じ込
めに成功した。特に、定期環境培養検査は擦式消毒剤増加につながり、アウトブレイク早期収束に寄与する可能性が示唆された。
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DP42-4

VAE サーベイランスを用いたケア介入の現状と課題

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院

集中治療部

押川 大輔、竹内 愛美、岸良 達也、日高 祥子、田中 妙子、田中 裕美
【はじめに】当院 ICU において人工呼吸器関連肺炎（以下 VAP）発生件数が増加傾向にあり、バンドルをもとにベッドアップ・口
腔ケア技術向上、カフ圧管理などの看護ケアを実施している。しかし、VAP 発生患者のほとんどが循環動態が不安定であり、ベッ
ドアップや早期離床が困難でバンドルの遂行が難渋している。人工呼吸器関連イベント（以下 VAE）サーベイランスは、VAP サー
ベイランスにおいて課題とされていた主観的な評価を削除し、客観性をもたせることで施設内外の医療の質を指し示すベンチマー
キングとしての機能が期待されている。そこで呼吸状態の悪化を FiO2 や PEEP の悪化で示唆される VAE サーベイランスの指標を
アウトカムとし、予防的介入ができ VAP 発生が低減できるのではないかと考えた。【目的】呼吸状態の悪化を FiO2 や PEEP の悪
化で示唆される VAE サーベイランスを行い、VAP 発生要因を明らかにする。
【方法】H26 年 4 月～H27 年 7 月までに当院集中治療
室にて VAP 発生した患者 11 名を対象に、VAP サーベイランスと VAE サーベイランスの診断に関係する症状・看護ケアに関する
項目との関連性を比較検討する。【結果】VAP11 例中、VAE は 5 例（VAC5 例、IVAC3 例、PVAP2 例）であった。VAE サーベイ
ランスでは VAP の 45.4％となった。【考察】入室患者のほとんどが重症であり、入室時から高 PEEP・高 FiO2 であるため 2 日以上
の安定した状態の後に酸素化の悪化に対する人工呼吸器設定の変更とすると VAE を満たすことができない。しかし、白血球の異
常や発熱を組み合わせた場合、呼吸器感染症を把握することが容易となり VAP 予防対策につながると示唆された。

DP42-5

当院 ICU における VAEs 発症リスク因子の検討

秋田大学 医学部 附属病院 集中治療部、2）秋田大学大学院
独立行政法人 労働者健康福祉機構 秋田労災病院

1）
3）

医学系研究科

救急・集中治療医学講座、

原田 真希 1）、佐藤 智子 1）、稲垣 歩 1）、鈴木 絵理奈 1）、石川 ひとみ 1）、佐藤 多実子 1）、五十嵐 季子 2）、中永 士師明 2）、奥山 学 2）、
多治見 公髙 3）
【背景】当院 ICU では、2013 年 12 月から VAEs（Ventilator-Associated Events）surveillance を開始した。2015 年 5 月までの 18 か
月間で、対象 169 症例のうち VAEs 陽性と判定されたのは 16 症例で発症率は 9.46% であった。更にこれら 169 症例を、VAEs 陽性
例と陰性例で比較したところ、APACHE 2 score、平均予測死亡率、実際の死亡率において有意差が認められた。また、VAEs 陰
性例の標準化死亡比（SMR）は 0.50 であったのに対し、VAEs 陽性例では 1.56 であった。更に多重ロジスティック分析の結果、挿
管日数の長期化とベッド頭側 30 度以上の挙上、更に死亡率において VAEs 発症に関連がみられた（第 37 回日本呼吸療法医学会で
報告した）
。
【目的】更に症例数を重ねて VAEs 発症リスク因子を検討する。さらに、VAEs 発症が回避し得たかを考察し報告した
い。
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DP43-1

気道・呼吸・呼吸管理⑥

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 3

大葉性肺炎による著明な酸素化不良に対し一酸化窒素吸入療法を行い救命に至った 1 例

広島市立広島市民病院麻酔集中治療科
宇仁田 亮、山口 直城、上野原 惇、後藤 隆司、鷹取 誠
【現病歴】70 歳男性。呼吸苦を主訴に当院救急外来を受診。著明な酸素化不良を認め、大葉性肺炎と診断され全身管理目的に ICU
入室となった。
【経過】各種検査を提出し、抗生剤加療を開始。酸素化不良に対して挿管人工呼吸管理を行った。挿管後より著明
な血圧低下を認めノルアドレナリン・バソプレッシンを投与するも反応不良でありハイドロコルチゾン持続投与を要した。腎機能
障害に対して Online-CHDF を導入。その後血行動態は安定したが酸素化不良が増悪し、第 4 病日には P/F ratio ＝ 50 まで低下した。
VV-ECMO 導入も検討したが一酸化窒素（NO）吸入療法を開始したところ酸素化の改善を認めた。その後酸素化は改善傾向とな
り第 8 病日には NO 中止し ECMO を導入することなく管理しえた。第 14 病日に抜管するも、呼吸筋疲労および喀痰排泄困難のた
め第 23 病日に再挿管し第 25 病日に気管切開を施行。その後呼吸器を weaning し、第 35 病日に一般病棟へ退室となった。【考察】
NO 吸入療法は肺血管拡張作用により換気血流不均等を是正し酸素化を改善しうる。しかし ARDS に対する NO 吸入療法は生命予
後を改善しないと報告されており、合併症のリスクも報告されている。一方でオーストラリアの ECMO 導入ガイドラインには NO
吸入療法が記載されている。本症例は典型的 ARDS ではなく片側を中心とした大葉性肺炎であり、同様の片側性肺炎に対する有
効性を報告した論文も認める。重症呼吸器不全に対する早期 ECMO 導入の是非はまだ結論が得られていない。本症例では人工呼
吸器の圧条件が低値であったこと、当院での VV-ECMO の経験がなかったことから、まず NO 吸入療法を行い結果的に ECMO 導
入を回避しえた。今後 VV-ECMO 症例を増やし、その導入適応およびタイミングについては検討していく必要がある。【結語】
NO 吸入療法は片側を中心とした大葉性肺炎による酸素化不良に対しては救命手段のひとつの選択肢となりうる。

DP43-2

心肺蘇生後の気道出血に対し、気管支動脈塞栓術が有効であった 1 症例

姫路赤十字病院

麻酔科

古島 夏奈、増田 恵里香、出口 美希、依田 智美、中村 芳美、稲井 舞夕子、山岡 正和、仙田 正博、八井田 豊、倉迫 敏明
心肺停止蘇生時には胸骨圧迫により肋骨骨折やそれに伴う肺挫傷をきたしうる。今回我々は心肺蘇生後の肺挫傷による気道出血の
コントロールに難渋し、肺動脈塞栓術によって止血をしえた症例を経験したので報告する。症例は 68 歳男性。第 1 病日に気分不良
および胸痛の訴えののち意識消失したため、救急要請された。救急隊到着時の初期波形は心室細動であり、電気的除細動と胸骨圧
迫を施行され、当院に救急搬送された。搬送後、緊急冠動脈カテーテル検査が施行され、＃ 6 に 99% 狭窄を認めたため、PCI を施
行された。血圧は安定していたが、心収縮力は著明に低下しており、大動脈バルーンパンピング（以下、IABP）を挿入され ICU
入室となった。入室時より血痰を認め、心肺蘇生時の肋骨骨折及び肺挫傷が原因と考えられたが、抗凝固薬・抗血小板薬を使用せ
ざるを得なかったため、high PEEP で管理し、出血の制御を目指した。その後も出血が持続するため、第 7 病日に IABP を抜去し
た後、気道出血の止血を優先し抗凝固薬および抗血小板薬を中止した。同日 CT を撮像したが、明らかな出血源は不明であった。
抗凝固薬・抗血小板薬の中止後、出血は著明に減少したため、呼吸器の離脱を試みたが、PEEP を下げると血性痰が再び出現する
ようになった。保存的な止血は困難であり、第 17 病日に CT を再度撮像し、気管支動脈からの出血が疑われたため、第 18 病日に
気管支動脈塞栓術を施行した。その後、気道出血は改善傾向を示し、酸素化も改善したため、第 24 病日に抜管した。今回我々は、
蘇生後の気道出血のコントロールに難渋し、気管支動脈塞栓術により著明に改善した症例を経験した。心肺停止蘇生後の気道出血
は通常肺挫傷によるため、動脈性の出血ではないことが多く塞栓術の適応とならない症例が多いが、保存的治療で止血困難な場合
は、気管支動脈塞栓術を考慮する必要があると考えられた。

DP43-3

ウイルス培養にて診断されたインフルエンザ肺炎の 2 症例

公立陶生病院呼吸器アレルギー疾患内科
速井 俊策、谷口 博之、近藤 康博、木村 智樹、片岡 健介、松田 俊明、横山 俊樹
【背景】原因不明の ARDS の一部にはウィルス性肺炎があると言われるが , 診断方法は確立されていない . 今回我々は , 急性呼吸不全
にありながら積極的に気管支鏡・気管支肺胞洗浄を行い診断し得たインフルエンザ肺炎による ARDS を経験したため報告する .【症
例 1】64 歳男性 . 咳嗽全身倦怠感を主訴に受診し , 胸部 CT にて両側びまん性すりガラス陰影を認めインフルエンザ迅速抗原検査陰
性であった .P/F ratio 135,NPPV による呼吸管理 , ステロイドパルス療法（メチルプレドニゾロン 1000mg/day3 日間）, 免疫抑制剤
併用療法を行いインフルエンザ流行期でありペラミビル投与も行った . 入院時 BAL 液ウイルス培養検査にてインフルエンザ A ウイ
ルスが分離培養されインフルエンザ肺炎と診断 , 免疫抑制剤中止 , ステロイド早期漸減を行い入院第 56 病日に独歩退院となった【症
.
例 2】45 歳男性 , 咳嗽を主訴に当院紹介受診し胸部 CT にて上肺有意にすりガラス陰影を認めた . インフルエンザ迅速抗原検査陰性 ,
気管支肺胞洗浄検査にて肉眼的肺胞出血であった . 来院時 P/F ratio 221,NPPV による呼吸管理 , ステロイド療法（メチルプレドニ
ゾロン 1mg/kg）を行ったがその後入院時気管支肺胞洗浄液ウイルス培養検査にてインフルエンザ A ウイルスが分離培養され ,, イ
ンフルエンザ肺炎と診断 , 入院第 40 病日に独歩退院となった .【考察】今回の 2 症例は急性経過の呼吸不全を呈しており , 流行期で
あるためペラミビルを併用した．2 例とも入院時にはインフルエンザ迅速抗原検査陰性であり，原因不明の ARDS と考えざるを得
なかった . このためステロイド治療を開始する前に NPPV を併用しつつ気管支鏡検査を行いその結果診断が可能となった . 全身症状
を呈する急性呼吸不全症例についてはインフルエンザ流行時期においては迅速抗体検査が陰性であっても鑑別に残すべきと思われ
ると同時に急性呼吸不全においても気管支鏡などの積極的な診断的介入が重要であると考えられた .
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DP43-4

拘束性障害で著明な高二酸化炭素血症を合併した呼吸不全に対して HFOV が有効であった 1 例

沖縄県立南部医療センターこども医療センター
制野 勇介、八坂 有起、藤原 直樹
【はじめに】ARDS などの低酸素血症に対して HFOV の有用性は報告されているが、高二酸化炭素血症に対する報告は少ない。今
回基礎疾患により拘束性障害を持つ児の呼吸不全に対して HFOV を導入し、高二酸化炭素血症の改善を得た症例を経験したので
報告する。【症例】13 歳男児、体重 16kg。毛細血管拡張性小脳失調症の基礎疾患があり、呼吸機能検査では %VC 16% と著明な拘
束性障害を認めていた。感染を契機に呼吸不全となり、前医で挿管となったが、呼吸不全の改善なく、当院 PICU に搬送となった。
PICU 入室時 ABG: pH 7.00 pCO2 116mmHg pO2 92mmHg（FiO2 1.0）で、CMV では換気不全が進行し、HFOV（初期設定：
MAP28 Amp70 SV 135 振動数 8Hz）を施行した。変更直後の ABG では pH 7.17 pCO2 76mmHg、変更 6 時間後には pH 7.30
pCO2 58mmHg と改善した。10 日間の HFOV 管理後、CMV に変更し、PICU 退出となった。しかし 5 日後に MRSA 肺炎に罹患し
PICU 再入室となった。再入室時の ABG;pH7.09 pCO2 ＞ 250mmHg で CMV では二酸化炭素のコントロールがつかず、HFOV を導
入し直後には pH7.31 pCO2 81mmHg と改善を認めた。【考察】本症例は、免疫不全により繰り返す呼吸器感染から気管支拡張症と
著明な拘束性障害を合併していた。CMV では二酸化炭素の管理に難渋し、HFOV に変更後改善を認めた。拘束性障害により一回
換気量が制限されている上に気管支拡張症や感染により生理学的死腔が増加し、通常の換気様式では高二酸化炭素血症を呈したと
考える。しかし HFOV による振動を用いた換気様式では高二酸化炭素血症の改善を認めた。通常の管理では難渋する致死的な高
二酸化炭素血症に対して、換気様式の異なる HFOV が有効な場合があることが示唆された。HFOV; high frequency oscillatory
ventilation, ABG: arterial blood gas analysisCMV: conventional mechanical ventilation, MAP: mean airway pressureAmp:
amplitude, SV: stroke volume

DP43-5

Guillain-Barre 症候群に対して NAVA mode が有効であった 1 症例

鹿児島県立大島病院

1）

服部 淳一 、櫻井 絵里
1）

救命救急センター、2）鹿児島大学医学部

麻酔・蘇生学

2）

人工呼吸における NAVA（Neurally Adjusted Ventilatory Assist）mode とは呼吸中枢から横隔膜への神経シグナルを利用した補
助換気を行う自発呼吸モードである。今回 Guillain-Barre 症候群の症例において人工呼吸適応となり NAVA mode にて有効な呼吸
管理が出来たので報告する。（症例）66 才男性、既往に高血圧、夜間睡眠時無呼吸症候群があった。近医より紹介され GuillainBarre 症候群の診断にて当院 ICU へ入院となった。入院後、NPPV にて呼吸管理していたが誤嚥性肺炎を併発し経口挿管による呼
吸管理となった。この際、NAVA mode を使用して呼吸管理した。（結果）鎮静はプレセデックス、プロポフォールで管理したが
Edi peak は鎮静 / 睡眠により有意に低下した . 挿管初期と後期において Edi peak に明らかな差を認めなかった . NAVA level を変
化させても PIP, VT は影響を受けなかった。NAVA lv を変化させても etCO2, pH は生理的変化にとどまった。（考察）NAVA
level 2.5 における Edi peak の平均は 6.0 μ V と報告されている . 本患者の平均は 6.2 μ V であり矛盾しない結果であった . 一般的に
NAVA level を下げると Edi peak は上昇する . 同様の傾向は他グループによる Guillan-Barre 症候群例でも認めた . 一方で、呼吸不
全状態では一般的に Edi は上昇し、健常に近づくほど Edi が低下すると報告されている . 本症例では NAVA level を低下させたが
Edi peak の上昇はなく呼吸不全の評価に難渋した．
（結論）Guillan-Barre 症候群に対しても NAVA mode を適応できる . Edi は呼吸
不全の程度をより詳細に把握するための貴重な情報である . NAVA に関する報告は限られており、今後の報告が望まれる .

DP43-6

Neurally Adjusted ventilator Assist が有用であった慢性肺疾患の乳児例

国立成育医療研究センター

集中治療科

阿部 迪子、壷井 伯彦、後藤 祐也、青木 一憲、松本 正太朗、井手 健太郎、西村 奈穂、中川 聡
【はじめに】Neurally Adjusted ventilator Assist（NAVA）は横隔膜活動電位（electrical diaphragmatic activity; Edi）変化を利
用し呼吸補助のタイミングや吸気圧、換気量を制御する人工呼吸モードである。小児においても Edi を利用したトリガーは圧トリ
ガーやフロートリガーよりもトリガーの遅れが有意に短く、さらに呼吸回数および気道内圧が低値であったと報告されており、人
工呼吸との同調性が悪い症例は NAVA の良い適応である。今回、NAVA が人工呼吸との同調性改善に有用であった症例を経験し
たので報告する。
【症例】生後 10 か月、体重 4.4kg の男児。既往に横隔膜ヘルニア術後、慢性肺疾患、肺高血圧、短腸症候群があり、
感染等による呼吸不全増悪により ICU 入退室を繰り返していた。気管切開術後も人工呼吸との同調が悪く、鎮静薬増量や一時的
な筋弛緩薬の使用により対応するも管理に難渋していた。患児が呼吸窮迫状態にある時点での Edi 変化から計測した患者呼吸努力
による吸気時間は 0.3 秒、呼気時間は 0.5 秒と非常に短かった。フロートリガー下ではトリガーされないことも多く、トリガーされ
ている時でも Edi の吸気変化から実際にフローアシストが開始されるまでに 0.2 秒要していた。NAVA の導入により非同期時間が
短縮することで人工呼吸との同調性が改善し、静注鎮静薬の中止が可能となった。また、患児の見た目の呼吸努力と Edi 値が良く
相関しており、呼吸器設定の際に Edi 値を指標とすることが有用あった。【考察】呼吸数が多く吸気時間が短い症例において、ト
リガーの遅れは非同期の主要な原因と考えられた。【結語】小児の呼吸管理において非同調が問題となる症例は多い。NAVA によ
り自発呼吸を温存しながら人工呼吸との同調性を改善させ、呼吸努力の軽減を図ることが可能である。
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高齢者

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 4

高齢者の急性硬膜下血腫の特徴にあわせた治療戦略

東海大学

医学部

1）

脳神経外科、2）東海大学医学部付属

八王子病院

脳神経外科

堀田 和子 、小松 文成 、長田 貴洋 、小田 真理 、下田 雅美 、松前 光紀 1）
1）

2）

1）

2）

2）

【はじめに】昨今の高齢化社会において、高齢者の急性硬膜下血腫は増加傾向にある。一般に転倒や、転落など軽微な外傷を契機
として発症するが、高齢者では外傷機転がはっきりしない場合も多い。また基礎疾患や、抗凝固・抗血小板薬内服のため予後不良
となりやすい。高齢者の急性硬膜下血腫において、神経内視鏡を用いて小開頭での血腫除去術を行った症例について検討し報告す
る。
【対象と方法】東海大学八王子病院において、2012 年 4 月～2015 年 1 月までに、急性硬膜下血腫単独で入院した患者のうち、
高齢者で背景に複数の合併症があり、入院後、保存的加療中に症状の増悪を認めたために、神経内視鏡を用いて血腫除去術を施行
した症例を対象とした。原則として全身麻酔下に手術を施行した。術前 CT にて血腫最厚部に直径 3 センチの小開頭を設け、硬性
鏡を用いて血腫除去術を行った。【結果】全 9 症例の平均年齢は 81.2 ± 8.6（mean ± SD）歳、男女比 3：1 であった。受傷機転は転
倒が 5/9 例（55%）であり、その他の誘因ははっきりしなかった。抗凝固または抗血小板薬内服 6/9 例（67%）であった。全 9 症
例に対して神経内視鏡を用いて合併症なく血腫除去術を施行した。動脈性出血が確認できたのは 4 症例で、電気凝固にて止血可能
であった。そのほかの症例では、静脈性出血、脳挫傷から出血を認めたが圧迫止血などで全例において止血可能であった。急性硬
膜下血腫の再発例はなく、予後良好例（GOS 4 以上）は 3/9 例（33 %）であった。
【考察】高齢者の急性硬膜下血腫の出血源は皮
質動脈が最も多く、次いで挫傷脳、静脈性と報告されている。当院の症例でも同様の結果であった。高齢者では小開頭術でも神経
内視鏡を用いることで、出血ポイントを確認し、止血可能である。また本方法は短時間で施行でき低侵襲といえる。したがって意
識障害が軽度で、急性硬膜下血腫単独の症例であれば、本方法は高齢者においては有用な治療方法となり得る。

DP44-2

当院救急 ICU における超高齢者症例（85 歳以上）の入室状況

一宮市立市民病院

救命救急センター

救急科

土井 智章、竹村 春起、志水 清和、永田 二郎
【はじめに】愛知県尾張西部医療圏の 3 次救急を担う当院は年間約 6000 台の救急車に対応している（病床 584 床 内救急 ICU6 床：
ER 方式、open ICU）。我が国は超高齢化社会を迎えており、当院救急 ICU への超高齢者（85 歳以上）の入室状況を検証し、超高
齢者社会における ICU の位置づけについて考察する。
【現状】2012～2014 年の 3 年間で当院救急 ICU に入室した人数は 1610 人（平均 68.2 歳）であり、そのうち 85 歳以上は 147 人（平均
年齢 88.2（85～98）
、男：女 =64：83）であった。担当科は循環器内科 89 人、呼吸器内科 12 人、外科 12 人、血管外科 8 人、心臓外
科 6 人、消化器内科 4 人、脳神経外科 4 人等であった。主な疾患は心不全 48 例、冠動脈疾患 26 例、大動脈疾患 13 例、肺炎・呼吸不
全 12 例、不整脈 10 例、外傷 7 例、腹膜炎 6 例、CKD 増悪 5 例、消化管出血 4 例、胆嚢炎 3 例 等であり、施行した処置は NPPV54 例、
気管挿管 5 例、緊急手術 17 例、PCI16 例、IABP5 例、ペースメーカー11 例、緊急透析 4 例等であったが、特に処置をしない症例は
25 例であった。平均の ICU 入室期間は 3.1（1～27）日、入院期間 20（1～119）日。入室時 APACHE II 15.0 ± 5.9、SOFA 3.7 ± 2.4、
予測死亡率 20.5 ± 15.8％。死亡は 27 人（18.4％）、そのうち ICU 死亡が 10 名であった。また、69 人は ICU 入室中に DNAR が確認さ
れていた。
【小括】当院 ICU では超高齢者は約 1 割を占めており、疾患は循環・呼吸不全、大動脈疾患が多いが重症度は高く無い。積極的な
処置は行われている例が多いが、処置を必要としない経過観察例も多い。ICU 入室期間は短く、DNAR 確認がとれた後に退出す
る例が多かった。
【考察】当院では積極的に超高齢者に対する ICU 管理を行っているが、中には DNAR が確認出来るまでの Bridging としての役割を
果たしている症例も多い。今後の超高齢化社会では、ICU という限りある医療資源を有効に活用するためにも年齢や治療の希望に
応じた入室基準を再考する必要性があると考えられた。

DP44-3

当院集中治療室における超高齢者緊急入室の検討

大垣市民病院

集中治療部

山口 均
【背景】近年高齢者医療は大きな社会問題となっており集中治療領域でも特別ではない。特に緊急入室症例では生命予後にも大き
く関わることになり様々な議論がなされている。【目的】オープン方式で運営されている当院集中治療室に緊急入室した 85 歳以上
の超高齢者の特徴を明らかにすること。【方法】2013 年から 2014 年までの間に集中治療室に入室した 85 歳以上の患者 77 名のうち
緊急入室となった 25 名について疾患、入室理由、転帰等を検討した。【結果】調査期間中に入室した患者は 1684 名で 85 歳以上の
患者は全体の 1.5％、緊急入室 492 名に占める割合は 5.1％であった。男性 12 名、女性 13 名で平均年齢は 88 ± 3.0 歳（最高齢 96 歳）
、
平均在室日数は 3.1 ± 1.8 日（1～8 日）であった。診療科では内科系 13 名、外科系 12 名であり内科系は全例循環器科の患者で心血
管系疾患の増悪が入室理由であった。外科系は全例手術直後で緊急手術が 6 例、定時手術が 6 例であった。敗血症が入室理由の症
例は 1 例もなかった。院内心肺停止症例は 1 例であった。転帰は入室中死亡が 3 例、退室後死亡が 1 例で死亡率は 16％であった。
他院へ転院は 5 例（20％）で 16 例（64％）は自宅退院であった。集中治療室退室後の再入室は 1 例もなかった。【考察・まとめ】
超高齢者が全体の入室患者、緊急入室患者に占める割合は多くはなく在室日数も長期間ではなかった。緊急手術症例は全例生存退
院したが定時手術での術中急変により死亡した症例もあり、手術適応は慎重に求められる。内科系では死亡症例が 3 名（23％）で
あり超高齢者の循環器治療の難しさを示している。自宅退院した症例も多かったが、死亡症例では入室時とその後の家族の意見も
変化していた。超高齢者の集中治療は患者の QOL を考慮すると慎重に行わなければならない。
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DP44-4

当 ICU における超高齢者の検討

済生会横浜市東部病院

1）

集中治療科、2）済生会横浜市東部病院

麻酔科

木村 慎一 、金尾 邦生 、大村 和也 、星野 哲也 、秋山 容平 、佐藤 智行 2）、高橋 宏行 1）
1）

1）

1）

1）

2）

【背景】当 ICU は救命病棟 ICU とは別部署として存在し、年間約 900 例の入室がある。患者内訳としては約 600 例が開心術、開頭
手術を含む高度侵襲手術の術後管理のための入室であり、約 300 例は入院患者の容体急変の結果生命維持装置の使用や集中治療管
理が必要となった症例の入室である。また、近年では日本は超高齢社会を迎え、麻酔技術の進歩や低侵襲手術の普及の結果、集中
治療管理を必要とする超高齢者が増加することが予想される。【目的】当 ICU に入室した 90 歳以上の超高齢患者について調査し、
転帰について検討した。【方法】2012 年 1 月から 2014 年 12 月までの 3 年間に ICU 入室した 90 歳以上の患者の転帰について後方視的
に検討した。【結果】3 年間で 90～103 歳までの 89 例の入室があり、54 例は予定手術患者、35 例は緊急入室患者であった。予定手
術群では 1 例（1.8％）の死亡例があり、生存 53 例中 37 例（68％）は自宅退院、16 例（29％）はリハビリ病院などへの転院となった。
2012 年と比較して 2013～2014 年と入室症例が増加しており、約半数がステントグラフトや TAVI といった低侵襲血管内治療であっ
た。また、緊急入室群では ICU 死亡が 3 例（8.6％）、退室後院内死亡が 7 例（20％）
、生存例では 13 例（37％）が自宅退院、12 例（34％）
が転院となった。【結論】予定入室では低侵襲手術の普及に伴い今後も入室増加が予想される一方、転院となる患者もあり術後合
併症を減らし機能を維持する必要がある。緊急入室患者では高い死亡率と生存後も機能低下に伴い自宅退院不可能から転院となる
傾向があった。近隣病院との連携も含めた対応がより必要となると思われた。

DP44-5

高齢化が進んだ地域の ICU における高齢集中治療患者の疫学：単施設後方視記述的観察研究

医療法人鉄蕉会

1）

亀田総合病院

集中治療科、2）東京医科歯科大学

医学部附属病院救命救急センター

笹野 幹雄 、白石 淳 、山本 良平 、藤内 まゆ子 、野木 一孝 、佐藤 仁信 1）、松本 敬 1）、小林 宏維 1）、麻生 将太郎 1）、
林 淑朗 1）
1）

2）

1）

1）

1）

【背景】ICU の多くの患者が高齢（65 歳以上）者である。日本の高齢化
率は 2050 年代に 40% 近くに達すると見込まれるが、当院のある千葉県
鴨川市の高齢化率は既に 32.4% に達している。
【目的】高齢化の進んだ地域の高齢 ICU 患者の疫学の記述
【デザイン】単施設後方視記述的観察研究
【セッティング】千葉県鴨川市の 3 次医療機関の closed-ICU
【対象】2013 年 4 月～2015 年 3 月の期間 ICU 入室した成人患者
【方法】ICU データベース及び診療記録からの情報収集
【主要評価項目】ICU 死亡率、院内死亡率、ICU 滞在日数、入院日数
【結果】約 70% の患者が高齢者であった。加齢に伴い予定入室に比して
緊急入室が増え、ICU 死亡率も増加していた（Table 参照）
。
【結論】高齢化に伴い集中治療サービスへの負荷が大きくなると予想さ
れる。超高齢化社会でも持続可能な医療政策を立案するために、高齢
ICU 患者の疫学をさらに研究する必要がある。

DP44-6

脊髄くも膜下麻酔が術後認知機能に与える影響について

独立行政法人

国立病院機構

東京医療センター

麻酔科

安村 里絵、佐藤 奈々子、杉浦 孝広、山崎 治幸、和田 浩輔、小林 佳郎
高齢者では術後認知機能障害（POCD）が問題となるが , 高齢者で選択される事の多い脊髄くも膜下麻酔と POCD の関係について
は明らかではない事も多い . また POCD の診断には統一された評価法がないが , 認知機能評価項目を含む術後回復の質を評価するス
ケール（Postoperative quality of recovery scale:PQRS）が発表された . 本研究では脊髄くも膜下麻酔が術後認知機能に与える影響
について PQRS を用いて検討した . 対象は 65 歳以上で , 脊髄くも膜下麻酔下の手術が予定されている患者とし , 術中のオピオイド鎮
痛薬使用や全身麻酔に移行した症例は除外した . 基準として麻酔施行前の PQRS を評価し , 術後評価のため術後 1 日目 ,3 日目に
PQRS 評価を行った . 統計学的検討は PQRS 各項目について平均値と標準偏差を求め , 単変量解析には Fisher 正確確率検定を用い
た . 平成 27 年 7 月までに 40 名が研究に参加したが , 全身麻酔への移行や患者拒否により除外され , 術後 1 日目は 29 名が , 術後 3 日目は
24 名が評価対象となった . 対象患者の年齢は 76.9 ± 7.1 歳で男性 26 人女性 3 人であった . 基準となる麻酔前の PQRS 各項目は見当識 :3
± 0, 数字順唱 :4.2 ± 0.9, 数字逆唱 :2.4 ± 0.9, 単語記銘 :3.9 ± 1.6, 語想起 :6.4 ± 2.4 であった . 術後 1 日目の PQRS 各項目は基準と比し , 見
当識 :0 ± 0, 数字順唱 :0.2 ± 0.8, 数字逆唱 :0.1 ± 0.8, 単語記銘 :0.6 ± 1.9, 語想起 :-1.5 ± 1.9 であった . 術後 3 日目の PQRS 各項目は基準と比
し , 見当識 :0 ± 0，数字順唱 :0.3 ± 1.0, 数字逆唱 :0.5 ± 0.8, 単語記銘 :0.5 ± 1.3, 語想起 :-0.5 ± 2.0 であった . 過去の報告に基づき , 術後の
PQRS 各項目が基準に比し見当識 :0 以上 , 数字順唱 :-2 以上 , 数字逆唱 :-1 以上 , 単語記銘 :-3 以上 , 語想起 :-3 以上であった場合に認知機
能が回復していると定義すると , 術後 1 日目は 13.8％, 術後 3 日目は 12.5％の患者が POCD と診断された . 脊髄くも膜下麻酔後の
POCD 発生率は過去に報告されている全身麻酔後の POCD 発生率と大きな差はないが , 今後更なる検討が必要である .
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肝切除術中の Pringle 法による血行動態変化の検討

九州大学病院

1）

手術部、2）九州大学病院

集中治療部、3）九州大学大学院

白水 和宏 、徳田 賢太郎 、藤吉 哲宏 、瀬戸口 秀一 、外 須美夫
1）

2）

3）

1）

麻酔・蘇生学

3）

【目的】肝臓切除手術では pringle maneuver（pringle）が出血をコントロールする手段として用いられる。Pringle に伴う血圧変動
には個人差がある。我々は、pringle がもたらす血行動態変化に影響を及ぼす因子と予測因子に着目した。【方法】当院で待機的肝
臓切除術を受けた患者で EV1000（Flo Trac, Edwards lifesciences Corporation）を用いて観血的動脈圧と中心静脈圧を測定した症
例（肝移植ドナー14 名、肝疾患患者 13 名：Child-Puph 分類 A）を対象に後ろ向きに検討した。麻酔維持は全例、吸入麻酔薬とレ
ミフェンタニルの併用で行われた。平均血圧（MAP）、心拍数（HR）
、心係数（CI）
、体血管抵抗（SVR）
、一回拍出量変化（SVV）、
中心静脈圧（CVP）
、ICG 負荷試験、99mTc-GSA 検査の値を麻酔記録とカルテから抽出し、pringle 前後でのそれぞれの値と血圧
の変化との関連を検討した。数値は pringle 施行前 5 分間の平均値、pringel 施行時の血圧が最大となる時点でのそれぞれの値を抽
出した。
【結果】肝移植ドナー群では pringle により有意に MAP は上昇し、SVR、HR も上昇、SV は減少した。一方、肝疾患群で
も同様に MAP、SVR は上昇したものの HR、SV は変化しなかった。両群間の違いとして pringle 施行までの in-out balance が肝疾
患群で有意に大きかった（p ＜ 0.05）。また両群において血圧の変化と相関する因子はなかったが、血圧上昇に体血管抵抗上昇が最
も強い相関を認めた（R=0.56）。【考察・結論】血圧変化の予測因子は見いだせなかったが、両群ともに pringle により血圧の上昇
が観察され、その原因として体血管抵抗の上昇によるものが大きい可能性が示唆された。体血管抵抗値を直接測定するのは困難だ
が、今後は液性因子など血圧上昇の原因の検索が望まれる。

DP45-2

エンドトキシン吸着療法の施行の有無で下部消化管穿孔の症例検証

東京都立多摩総合医療センター

1）

救命救急センター、2）昭和大学医学部

救急医学講座

谷河 篤 、清水 敬樹 、濱口 純 、荒川 裕貴 、鈴木 茂利雄 、萩原 祥弘 、金子 仁 1）、光銭 大裕 1）、森川 健太郎 1）、
三宅 康史 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに・背景】ABDO-MIX、EUPHAS の結果や EN69ST 膜の登場により SIRS 患者に対する血液浄化に関して依然として議論
がある。従来、我々は SIRS を伴う下部消化管穿孔に対して積極的にエンドトキシン吸着療法（以下、PMX-DHP）を施行している。
下部消化管穿孔は、汎発性腹膜炎から敗血症、多臓器不全に至る急性腹症であり、早期の緊急手術、全身管理が重要である。術後、
集中治療室（以下、ICU）に入室し、PMX-DHP を施行する症例は散見される。【目的】下部消化管穿孔における PMX-DHP の施
行による影響を検証する。【対象・方法】院外で発生し下部消化管穿孔と診断し、緊急手術を施行した症例を診療録、レセプトを
参考に後ろ向きに集積した。対象期間は 2010 年 4 月～2015 年 3 月の 5 年間で、術後に ICU に入室し PMX-DHP を施行した群（P 群、
9 例）と Hartmann 手術の術後に ICU に入室し PMX-DHP を施行しなかった群（N 群、7 例）とし、来院時の vital、来院から手術
室までの時間、手術時間、ICU 滞在日数、入院日数、医療費を比較した。
【結果】来院時の vital、意識レベルに差は認めなかった。
来院から手術までの時間は、P 群：409 分、N 群：212 分と、約 2 倍の差を認めた。手術時間は、P 群：163 分、N 群：206 分とあま
り差を認めなかった。ICU 滞在日数は、P 群：10.1 日、N 群：3.8 日であり、入院日数は、P 群：43.7 日、N 群：21.8 日と、P 群が著
明に長かった。また、医療費は、P 群：480258 点、N 群：174841 点と、約 2.5 倍以上の差を認めた。
【結語】下部消化管穿孔で
PMX-DHP を施行する症例は重症であり、ICU 滞在日数、入院日数は長くなる傾向があり、医療費が拡がることが予想されるため、
意識して治療に望むべきである。

DP45-3

門脈ガス血症を呈していたにも関わらず、保存的治療により軽快した非閉塞性腸間膜虚血症（NOMI）の 2 症例

香川労災病院

麻酔科

友塚 直人、坂本 里沙、林 久美子、住吉 公洋、岡部 大輔、鈴木 勉、戸田 成志、小野 潤二、北浦 道夫
【症例 1】69 歳、男性。高血圧、糖尿病の既往があった。3 年前および半年前に経皮的冠動脈形成術施行された。左下腹部痛を主訴
に当院を受診した。バイタルは安定しており、血液検査で WBC 11100/ μ L、CRP 0.1mg/dL、動脈血液ガス分析で PH 7.37、BE
-1.4mmol/L で あ っ た。 腹 部 CT で 門 脈 内 の ガ ス 像 と 回 腸 一 部 に 造 影 不 良 を 認 め 非 閉 塞 性 腸 間 膜 虚 血 症（Non-obstructive
mesenteric ischemia; NOMI）を原因とする門脈ガス血症（Hepatic portal venous gas; HPVG）と診断した。心臓超音波検査で EF
25% と低下しており、腹部 CT で明らかな腸管壊死所見がなかったことから保存的治療の方針とした。バイタル、検査データとも
問題なく第 2 病日に施行した腹部 CT では門脈ガスは消失しており同日 ICU 退室となった。
【症例 2】82 歳男性。肺癌に対して放射線化学療法施行中であった。右下腹部痛を主訴に当院を受診した。バイタルは安定しており、
血液検査では WBC 1500/ μ L、CRP 0.7mg/dL、動脈血液ガス分析では pH 7.47、BE -1.0mmol/L であった。腹部 CT で門脈内のガ
ス像と小腸の一部に造影不良と腸管壁肥厚・気腫を認め NOMI とそれに伴う腸管壊死を原因とする HPVG が疑われた。緊急開腹
術を施行したが腸管壊死は認めず試験開腹にて終了となった。翌日に施行した腹部 CT では門脈ガスは消失しており同日 ICU 退室
となった。
NOMI は血管の器質的閉塞を伴わない末梢循環不全による腸管虚血であり、虚血が不可逆的になると腸管壊死を引きおこす。一方
HPVG は腸管虚血・壊死を示唆する所見であり予後不良とされてきたが、近年保存的治療で軽快する報告も多い。腸管壊死の有無
を評価する因子として定まったものはないが、本症例では 2 例とも炎症反応や代謝性アシドーシスは軽度で腸管壊死を示唆する所
見に乏しかった。HPVG を伴う NOMI においても腸管壊死の有無を慎重に判断し治療の適応を決定することが重要と考えた。
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DP45-4

ハイブリッド治療により選択的腸管切除にて治療した小腸出血の 1 例

済生会横浜市東部病院

救急部

明石 卓、倉田 早織、中道 嘉、吉田 浩輔、小林 陽介、佐藤 智洋、折田 智彦、山崎 元靖、北野 光秀
【はじめに】小腸出血の頻度は消化管出血の中の 3～5% 程度であり、しばしば診断に苦慮する疾患である。治療法には内科的、外
科的治療があるが、外科的治療の場合は出血点が不明の場合切除部位に悩む。今回はカテーテル治療と手術によるハイブリッド治
療により、必要最小限の腸管切除で治療した 1 例を経験したので報告する。
【症例】抗血小板薬内服中の 85 歳女性。下血を主訴に
救急搬送となる。受診 1ヶ月前より下血、黒色便を自覚しており、貧血にて当院外来で精査中の状態であったが、いずれの検査に
おいても異常所見は見られていなかった。腹部 Dynamic CT 検査にて動脈相で回腸からの Extravasation がみつかり小腸出血と診
断した。
【経過】小腸出血に対して IVR 治療を選択し造影を施行。上腸間膜動脈の第 2、3 回腸枝の末梢に Extravasation を疑う所
見が見られたが、それぞれ選択造影しても有意な所見がないため手技を終了とした。しかし帰室後ショックとなったため再度造影
を行った。第 3 回腸枝領域で腸管内へと思われる血管外漏出像あり。しかしマイクロカテーテルで超選択している際に漏出像は消
失し、末梢枝への同定は困難となった。第 2 回腸枝にマイクロカテーテルを留置し、開腹手術にて腸管染色を行うことで切除範囲
を決定する方針とした。カテーテルよりインジゴカルミンの投与を行い腸管を染色した。染色された腸管の肛門側に出血源がある
と判断しているため、同部位を中心に約 40cm 切除した。切除腸管を確認するとデュラフォイ潰瘍と思われる微細な出血点を確認
することができた。【考察】手術時の出血部位同定に小腸内視鏡を用いる報告は見られるが、カテーテルからの造影で同定する報
告は検索しうる限りみられない。TAE 治療ができる症例は限られるが、今回両者を補う形で最善の治療を行うことができた。【結
語】TAE にて治療できなかった小腸出血もカテーテルをうまく利用することで、低侵襲の治療を行うことができる。

DP45-5

胸部操作を開胸及び胸腔鏡補助下で行った食道がん手術の周術期経過

独立行政法人四国がんセンター麻酔科、2）愛媛大学医学部麻酔周術期医学

1）

首藤 誠 1）、正岡 光智子 1）、越智 美緒 1）、泉本 恵理 2）
当院ではでは 2013 年より胸部中部食道がん手術の胸部操作を胸腔鏡下で行っている。今回それ以前の開胸食道がん手術（開胸群）
と、最近行われた胸腔鏡補助下食道がん手術（胸腔鏡群）の周術期経過を比較検討した。【症例と方法】開胸群は 2011 年 3 月から
7 月に施行された胸部中部食道がん手術 9 例で、全身麻酔と胸部硬膜外麻酔の併用で行い、術後は持続静脈内 fentanyl 投与を追加
した。胸腔鏡群は 2014 年 11 月から 2015 年 8 月に施行された胸部中部食道がん手術 7 例で、全身麻酔と硬膜外麻酔の併用で行い、
術後は患者制御硬膜外鎮痛を行った。検討項目は手術時間、麻酔時間、ICU 退出、硬膜外カテーテル抜去、尿道カテーテル抜去、
胸腔ドレーン抜去、胃管抜去、食事開始、CVC 抜去と退院時期とした。 統計学的検討は Student-t Test を用いた。
【結果】手術
時間と麻酔時間（平均± SE）はそれぞれ開胸群 6 時間 22 分± 14 分、胸腔鏡群 7 時間 57 分± 23 分と開胸群 7 時間 48 分± 12 分、胸
腔鏡群 9 時間 47 分± 25 分でどちらも有意に（P ＜ 0.05）胸腔鏡群の方が長かった。患者背景と他項目についてはいずれも両群間に
有意差は無く、術後日数（平均 POD ± SE）は開胸群と胸腔鏡群でそれぞれ ICU 退出：1.8 ± 0.1 と 2 ± 0、硬膜外カテーテル抜去：
4 ± 0.7 と 5.3 ± 0.3、尿道カテーテル抜去：3.4 ± 0.4 と 3.5 ± 0.2、胸腔ドレーン抜去：5.3 ± 0.3 と 4.8 ± 0.2、胃管抜去：4.8 ± 0.4 と 4.8
± 0.5、食事開始：9.8 ± 1.1 と 8.3 ± 1.1、CVC 抜去：15.6 ± 1.3 と 22.1 ± 7.8、退院：20 ± 1.6 と 30 ± 9.4 であった。
【考察】食道がん
に対する鏡視下手術は一般に低侵襲手術と考えられている。しかし今回の調査では手術時間、麻酔時間が従来の開胸開腹手術に比
べて有意に長く、その他の回復経過は両者に差が無かった。麻酔時間が長かったのは腹臥位による分離肺換気が要因と考えられる。
また鏡視下手術は創が小さく患者満足度は高いと考えられるが、長時間手術は合併症リスクを増す可能性がある。

DP45-6

当院 ICU におけるチェックリストの効果

名古屋市立大学

大学院医学研究科

ストレス潰瘍予防の観点から

麻酔科学・集中治療医学分野

小笠原 治、宮津 光範、岡野 将典、上村 友二、冨田 麻衣子、藤掛 数馬、田村 哲也、森島 徹朗、草間 宣好、祖父江 和哉
【背景と目的】ICU におけるストレス潰瘍予防に関して、当院では元々、ICU 入室患者ほぼ全員に潰瘍予防薬をルーチン投与して
いた。ところがチェックリスト導入により毎朝潰瘍予防薬の要不要を患者ごとに検討する習慣がついたため、それに合わせルーチ
ン投与を禁止した。その前後において、消化管出血発生率が変化したかどうかを調べることにより、チェックリストの効果と潰瘍
予防薬の必要性を検討することを目的とする。
【方法】2014 年 9 月 22 日から 2015 年 7 月 31 日までにおいて、当 ICU に入室した小児も含めた全患者を後方視的に調査した。潰瘍予
防薬ルーチン投与禁止は 2014 年 12 月 22 日以後であるため、それ以前と以後とで患者を 2 群に分け、潰瘍予防薬の投与割合と、消
化管出血発生率を調査した。潰瘍予防薬は静注または内服の H2 ブロッカーまたは PPI とし、消化管出血の有無は、胃管排液また
は便の性状で少しでも黒色または血性であれば出血有りとした。ICU 入室理由が胃切除術・食道亜全摘術・膵頭十二指腸切除術後、
消化管出血である患者は除外した。それぞれの群における患者背景は、性別・年齢・ICU 在室日数・APACHE2 スコア・PIM2 ス
コア予測死亡率で検討した。
【結果】289 症例が該当し、ルーチン投与群は 90 症例、禁止群は 199 症例であった。2 群間の患者背景に有意差を認めなかった。潰
瘍予防薬使用率は、ルーチン投与群 88.9%、禁止群 26.6% と明らかに有意差を認めた（p ＜ 0.001）が、消化管出血発生率は 17.8%
対 19.6% と、有意差を認めなかった（p=0.715）。
【考察】潰瘍予防薬をルーチン投与せずとも、チェックリストを用いて適切に投与することによって、消化管出血発生率を増やさ
ずに無駄な投薬を減らせることが示された。
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ガドリニウム造影剤が冠動脈狭窄の診断に有用であったヨード造影剤アレルギーの 2 症例

昭和大学藤が丘病院

循環器内科

佐藤 督忠、佐藤 千聡、笹井 正宏、前田 敦夫、若林 公平、鈴木 洋
ヨード系造影剤により冠動脈造影をはじめ CT など虚血性心疾患の診断はめざましい進歩を遂げているが、造影剤によりショック
などの重篤なアレルギーの既往のある患者の診断は困難である。今回、我々はヨード造影剤に重篤なアレルギーの既往のある患者
に対してガドリニウム MRI 用造影剤を用いることにより、診断が可能となった 2 例を経験したので報告する。症例 1 は 65 歳、女性。
日常生活で胸痛がみられ、当科外来を受診した。トレッドミルで陽性であったため、ガドリニウム造影剤を用いた冠動脈造影を行っ
た。その結果、左前下行枝 #7 において 50-75% 狭窄を認めたため血管内超音波（IVUS）を行ったところ、内腔狭窄率 57% であり
有意狭窄とは判断されず、微小血管性狭心症と診断し経過をみているが心事故なく経過している。症例 2 は 72 歳、女性。胸痛精査
のために当科外来を受診した。外来で行った運動負荷心筋血流シンチで前壁中隔領域が positive であったため、ガドリニウムを用
いた冠動脈造影を行った。その結果、左前下行枝 #6 に 50-75% 狭窄を認めたため、pressure wire（PW）で計測したところ FFR 0.87
であったため defer とした。その後、心事故なく経過している。外来で行う非侵襲的な検査は今回挙げた 2 症例の様に診断率に劣
る面があり、最終的には冠動脈造影が必要とされる。現在、医療保険においても冠動脈造影時に PW や IVUS を使用することがサ
ポートされており、より冠動脈造影時に使用しやすい環境となっているが、冠動脈の走行が全くわからない状態で行うのは至難の
技であり、なにより危険である。一旦、冠動脈の走行がわかりさえすれば、PW、IVUS を用いて狭窄度の診断を行うのは容易く、
そのような点でガドリニウムは有用と考えられた。

DP46-2

胸部 X 線写真における末梢挿入中心静脈カテーテル先端位置の視認性の評価

福岡大学医学部麻酔科学
岩下 耕平、重松 研二、十時 崇彰、山浦 健
【はじめに】末梢挿入中心静脈カテーテル（PICC）は中心静脈輸液路の一つである。PICC は、他の中心静脈カテーテルに比べて
細いカテーテルを使用するために、胸部 X 線で先端位置の確認が困難である症例をときに経験する。当院では、PICC 先端位置確
認のために、低濃度部分が確認しやすくなるよう画像処理を行っている（縦隔条件）
。今回、通常の胸部 X 線写真（肺野条件）と
縦隔条件でのカテーテル先端の視認性を比較した。また、縦隔条件にもかかわらず PICC 先端位置が不明瞭であった症例を検討し
た。【方法】2014 年 10 月～2015 年 7 月に脳神経外科手術で PICC を挿入した 28 例で後ろ向きに検討した。PICC 確認の胸部 X 線写
真の肺野条件、縦隔条件ともに電子カルテに保存されている症例で、PICC 挿入の経験が豊富な麻酔科医 2 人がそれぞれ画像を確
認した。2 人の麻酔科医が共に先端位置が明瞭あるいは不明瞭と判断した症例をそれぞれ、視認可あるいは視認不可とした。統計
解析には、カイ二乗検定、t 検定、Fisher の正確検定を用いた。
【結果】肺野条件と縦隔条件で、視認不可であったのはそれぞれ、
10 例（36%）、3 例（11%）（P ＜ 0.05）であった。縦隔条件で視認可であった 24 症例と視認不可であった 3 症例では、BMI に違い
はなく、カテーテルと脊椎に重なりがあったのはそれぞれ 33%、100%（P = 0.06）であった。
【結論】肺野条件に比べて、縦隔条
件は PICC の先端位置の確認に適していると考えられた。今回の検討では、縦隔条件で先端位置確認が困難であった症例の要因は
明らかとならなかった。

DP46-3

小児心臓手術術後管理における AESCULON mini の有用性

群馬県立小児医療センター
有馬 大輔、宮本 隆司、笹原 聡豊、本川 真美加、内藤 祐次
【緒言】小児心臓手術後で、血行動態の指標になるモニターは少ない。AESCULON min（OSYPKA
MEDICAL）は、電気バイオインピーダンスの変化から心係数を推定する非侵襲的なモニターで
ある。我々は、ASECULON mini を導入して術後血行動態の評価を行っている。【対象と方法】
2013 年 1 月から 2015 年 1 月までに、AESCULON mini を装着し開心術後に緊急再開胸を要した 3
例（開胸群）を対象にした。緊急再開胸に至までの心係数 CI、一回拍出量変化 SVV の推移と挿
管期間、PICU 入室期間を、緊急開胸を要さず経過した症例（非開胸群）と比較して評価した。
【結
果】非開胸群の PICU 入室期間 10 ± 2.4 日、挿管期間 4.8 ± 1.5 日であったのに対して、開胸群で
はそれぞれ 24 ± 13 日、13 ± 8 日であった。開胸を要した原因は、心タンポナーデ 2 例、心室細動
1 例であった。開胸群は緊急開胸の 6 時間前からの CI、SVV の推移、対照群は PICU 入室後から 6
時間の CI、SVV の推移とで比較したグラフを示す。【結語】AESCULON mini の CI はあくまで
推定値であるが、その推移は術後血行動態のよい指標になると考えられる。
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血液浄化による EV1000 各測定値への影響－注入部位による比較検討－

藤田保健衛生大学

1）

医学部

麻酔・侵襲制御医学講座、2）藤田保健衛生大学

医学部

臨床免疫制御医学講座

酒井 俊和 、加藤 由布 、原 嘉孝 、中村 智之 、下村 泰代 、山下 千鶴 、森山 和広 、西田 修 1）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

2）

従来、経肺熱希釈法は血液浄化による影響はないと考えられていたが、近年測定データに影響を及ぼすことが知られてきた。血液
浄化の有無による影響は調べられているものの、冷水注入部位毎に血液浄化の影響を調べた報告はない。本研究では同一個体のブ
タで冷水注入部位を頸静脈と大腿静脈の 2 か所で比較し、それぞれの血液浄化の影響を調べた。
［方法］供試動物は 6 頭の雌ブタ（体
重 35～40kg）
、経肺熱希釈法には EV1000 を用いた。麻酔下のブタに、左頸静脈に血液浄化用のダブルルーメンカテーテル、左大
腿動脈に EV1000 ボリュームビューカテーテル、右頸静脈と右大腿静脈に冷水注入用の CV カテーテルをそれぞれ留置した。血液
浄化に見立てた、カラムがない回路で送血、脱血のみ行い（QB150ml/h）
、on と off の条件下で EV1000 を測定した。EV1000 では
心拍出量（CO）、拡張末期心臓血液総容量（GEDV）、血管外肺水分量（EVLW）を測定した。得られたデータは mean ± SD で示し、
統計処理は Wilcoxon signed-rank test を用い、P ＜ 0.05 で有意差ありとした。
［結果］頸静脈で on、off でそれぞれ CO2.70 ± 0.81
vs 2.93 ± 0.79 L/min（P=0.04）、GEDV416.5 ± 47.2 vs 453.7 ± 61.5 ml（P=0.04）
、EVLW322.7 ± 39.6 vs 323.0 ± 40.2 ml（P=0.92）、
大腿静脈 2.80 ± 0.66 vs 2.90 ± 0.73 L/min（P=0.18）、GEDV503.3 ± 52.0 vs 514.5 ± 58.8 ml（P=0.09）EVLW348.5 ± 29.1 vs 354.2
± 25.0 ml（P=0.44）であった。［考察］血液浄化の影響として、off に対して on の測定値を比較すると、頸静脈では CO、GEDV は
有意に低く測定された。一方、大腿静脈ではでいずれも有意な差は認められなかった。血液浄化が経肺熱希釈法に及ぼす影響は、
頸静脈で血液浄化を行っている場合、冷水注入部位が頸静脈よりも大腿静脈で少ない可能性が示された。本研究の限界は血液浄化
を頸静脈でしか行っていない点であり、大腿静脈で行った際に同様の結果になるかは不明である。

DP46-5

肺動脈カテーテルが循環管理に有用であった重症心不全の 1 例

砂川市立病院

1）

麻酔科、2）札幌厚生病院

副島 崇旨 1）、丸山 崇 1）、久保 智紀 2）、糸洲 佑介 1）、雨森 英彦 1）
【はじめに】1970 年の発明以来、肺動脈カテーテルは血行動態管理の中心として利用されてきた。しかし、1996 年に Connor 氏が
その有用性に疑問を呈して以降、肺動脈カテーテルの利用は減少傾向にある。この度、我々は肺動脈カテーテルの有用性を再認識
する症例を経験したので、若干の文献的考察を交えて報告する。【症例】拡張型心筋症で当院通院中の 53 歳男性。呼吸困難および
乏尿で当院受診し、慢性心不全急性増悪と診断された。第 3～第 5 病日に低心拍出に伴う急性腎前性腎不全に対して持続的血液透
析を施行した。その後持続的な心房細動を認め、第 21 病日に同期下カルディオバージョンを施行し、洞調律復帰したが、同日午
後に急激な酸素化悪化を認め集中治療室入室となった。挿管・人工呼吸器管理の上で肺動脈カテーテルを留置した。入室時の心係
数 1.7 L/min/m2、中心静脈酸素飽和度 50％後半であり、ドパミン、ドブタミン、ミルリノンで循環補助を開始した。第 22 病日に
は心係数 2.0~3.0 L/min/m2、中心静脈酸素飽和度 60％後半に改善し、ドパミンおよびドブタミンを中止した。第 23 病日に心房細
動再発による酸素化悪化を認めた。中心静脈圧 20mmHg、肺動脈圧 77/39mmHg と肺鬱血が示唆されたため、ミルリノン、カルペ
リチドを増量した。第 27 病日に再度同期下カルディオバージョンを施行し、洞調律復帰した。また同日よりラシックス持続点滴
静注を開始し利尿は良好であった。第 29 病日に中心静脈圧 6mmHg、肺動脈圧 34/22mmHg に改善した。同日抜管成功。第 33 病日
肺動脈カテーテル抜去し、一般病棟へ退室となった。【考察】肺動脈カテーテルへの疑問は、超音波検査の進歩で低侵襲な血行動
態管理が可能になったことが背景にあるが、超音波検査は術者の技量に左右される。また、複数の医師・看護師が勤務する当院の
ような集中治療室では、連続的で定量的な循環動態管理は有用であると考える。

DP46-6

当院における重症心不全患者に対するチーム医療の役割 ~ ソノグラファーの視点から ~

心臓病センター榊原病院
心臓病センター榊原病院

1）
4）

生理検査科、2）心臓病センター榊原病院
心臓血管外科

臨床工学科、3）心臓病センター榊原病院

循環器内科、

小山 卓也 1）、土岐 美沙子 1）、有高 進悟 1）、本部 弘美 1）、中島 久美子 1）、中島 康佑 2）、林田 晃寛 3）、坂口 太一 4）
当院では、2014 年 11 月にチーム医療の一環で重症心不全チームを発足させ、体外循環管理となる症例に対してチームで介入する
取り組みを始めた。チームの構成は、医師（心臓血管外科医、循環器内科医、麻酔科医、消化器外科医、糖尿病内科医）看護師、
薬剤師、臨床工学技士、理学療法士、保健師、栄養士、そしてソノグラファーとなっている。毎朝チームメンバーでカンファレン
スを行い方針決定しているが、ソノグラファーは患者に一対一の担当制を敷いており心エコー図検査にて評価している。これまで
20 例程度の介入を経験したが、多職種との連携の重要性、ソノグラファーとしてチームに携わる有用性について症例を交えて述
べることとする。症例は 50 歳男性、冠動脈バイパス術および大動脈弁置換術後に ECMO 管理となったため重症心不全チーム介入
となった。第 4 病日、臨床工学技士から中心静脈圧が高く ECMO 設定の調整でも全く変動を示さないとの連絡を受け、ソノグラ
ファーにより原因検索のため心エコー図検査を施行したが診断には至らず、ただちに循環器内科医に経食道心エコー図を依頼し
た。結果、新規の右室梗塞が最も疑われ、一連の迅速な連携により早期診断に至った。こういった重症症例では経過をフォローす
る中でソノグラファーと臨床工学技士と医師とのコミュニケーションとして、例えば ECMO flow の設定変更時の心拍出量の変化
や圧の変化のモニタリング、そして離脱のタイミングの決定のため密に連携を図っている。また、経過を追って同じソノグラファー
が検査を施行することで同じアプローチそして同じ目で評価できるメリットも欠かせないものと考えている。ソノグラファーはエ
コーという専門分野を武器にチームに介入しているが、多職種からなるチームでは各領域のスペシャリストからの情報を共有する
ことで治療方針の決定そして救命につながると考える。
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敗血症患者における BNP（Brain Natriuretic Peptide）推移の検討

京都大学

医学部

附属病院

デジタルポスターブース 7

麻酔科

松川 志乃、瀬川 一、谷本 圭司、田中 具治、福田 和彦
【背景】BNP は敗血症において上昇すると報告されているが臨床的意義は明らかでなく、その経時的変化に関する研究は少ない。
当院 ICU において敗血症患者における BNP の推移を後ろ向きに検討した。【方法】2014 年 5 月から 2015 年 5 月までの期間に当院
ICU に緊急入室となった患者 90 名を対象とした。ICU 入室時の BNP 値を敗血症患者 45 名と非敗血症患者 45 名で比較した。さらに
敗血症患者の内 4 日以上 ICU に滞在し連日 BNP が測定されていた 20 名の患者について BNP 経時変化を検討した。統計解析は
Mann-Whitney U test により行った。【結果】ICU 入室時の BNP 値は敗血症患者で非敗血症患者より有意に高値であった（中央値
333.1 vs 105.2 pg/ml p ＜ 0.0001）。敗血症患者の BNP 値の経時変化に関しては、死亡した 3 例と心房細動を呈した 1 例では増加あ
るいは高値で推移した。敗血症から離脱した症例では低下あるいは一時的上昇の後低下するものが多かった。CHDF を施行した症
例（8 例）と施行しなかった症例（12 例）で比較したところ、入室時の BNP 値は両者で差が無かったが、CHDF を施行した症例
で BNP が減少に転じるのが有意に遅くなった（中央値 3.5 vs 2.0 日 p ＝ 0.020）
。
【考察】本研究では、敗血症患者は発症時 BNP
高値を示し、その後病態の改善に伴い低下傾向となることが示された。CHDF を施行した症例では、BNP が低下へと転じるのが
CHDF を施行しなかった症例に比べ有意に遅かった。これは 1）BNP 値が敗血症の重症度を反映している可能性、2）refilling に対
応する水分バランスのマイナス化が CHDF を施行した症例では遅れることを反映している可能性が考えられる。後者の場合、
BNP 値が敗血症回復期の循環管理の指標となる可能性があるが、BNP 値の臨床的意義についてはさらなる検討が必要と思われた。
【結語】敗血症患者では、非敗血症患者と比較して ICU 入室時の BNP が高値であった。

DP47-2

敗血症の転機予測には拡張期圧が最も有用である

東北大学 大学院 医学系研究科
東北大学 大学院 医学系研究科
6）
大崎市民病院 麻酔科
1）
3）

麻酔科学・周術期医学分野、2）東北大学 大学院 医学系研究科 神経外科学分野、
救急医学分野、4）東北大学病院 集中治療部、5）東北大学病院 手術部、

小林 直也 1,6）、中川 敦寛 2）、齋藤 浩二 4）、江島 豊 5）、吾妻 俊弘 1）、外山 裕章 1）、遠藤 康弘 1）、工藤 大介 3）、山内 正憲 1）
【目的】敗血症の初期蘇生戦略では平均血圧（MAP）を 65 mmHg 以上とすることが推奨されているが、この目標値達成が転帰改
善に繋がるかは明らかになっていない。今回、転帰と関係する治療早期のバイタルサイン値を明らかにするため網羅的解析を行っ
た。【方法】当院 ICU に入室した敗血症患者を対象とし、入室 90 日後の転帰で 2 群に分け、入室後 24 時間毎に 72 時間後まで比較
した。
【結果】敗血症患者 55 例を解析対象とした。90 日死亡率は 41.8 % であった。MAP は、入室後 48-72 時間において死亡群 78.5
± 12.0 mmHg、生存群 90.2 ± 10.9 mmHg と死亡群が有意に低く（P=0.001）
、拡張期圧（dBP）でも 24-48 時間で 60.3 ± 10.1 mmHg
vs 66.9 ± 8.5 mmHg（P=0.015）、48-72 時間で 58.5 ± 10.5 mmHg vs 69.0 ± 8.0 mmHg（P ＜ 0.001）と、死亡群が低かった。MAP
と dBP のある値における Area under curve（AUC）を網羅的に解析したところ、48-72 時間後の dBP 70 mmHg を閾値としたとき、
684.8 mmHg・min/h（AUC ROC 0.883, 陽性的中率 88.9 %, P ＜ 0.001、SAPS II score で調整）以上の低下がもっとも正確に転帰
を反映した。ICU 入室 24-48 時間の MAP 75 mmHg, dBP 60 mmHg、48-72 時間の MAP 85 mmHg も転帰予測の有用な指標であっ
た。
【結論】敗血症においては MAP よりも dBP が転帰を正確に予測できる可能性がある。

DP47-3

重症敗血症患者における組織酸素代謝モニタリングとしての Regional Saturation of Oxygen（rSO2）の検討

横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター、2）横浜市立大学医学部医学科救急医学

1）

谷口 隼人 1,2）、中村 京太 1,2）、古郡 慎太郎 1,2）、土井 智喜 1,2）、安部 猛 1）、森村 尚登 1,2）
【背景】敗血症診療において、血中乳酸値、中心静脈血酸素飽和度などが組織酸素代謝の指標として利用されているが、侵襲的で
ある。一方、Regional Saturation of Oxygen（以下 rSO2）は、非侵襲的かつ簡便迅速に組織酸素代謝を連続モニタリングでき、
近年敗血症患者における上腕部 rSO2 が死亡率と相関すると報告されている。ただし、組織酸素代謝モニタリングとしての rSO2 に
関する報告は未だにない。【目的】敗血症患者における組織酸素代謝の指標として、従来測定していた血中乳酸値、中心静脈血酸
素飽和度と rSO2 との関連を明らかにすること。【対象】当院救命救急センターICU に入院し重症敗血症と診断された 10 症例（男 9
人女 1 人 年齢 65 ± 14 歳）。【方法】前向き観察研究。2015 年 5 月から 8 月までに、ICU 入室時に前額部、上腕部に INVOS 5100C
（Covidien 社）を装着し、前額部 rSO2、上腕部 rSO2 を測定した。同様に血中乳酸値と中心静脈血酸素飽和度を測定し、測定開始
時と開始 24 時間後の変化率をみた。統計解析には Kruskal Wallis 検定、Spearman の順位相関係数を用い、p ＜ 0.05 をもって有意
差ありと判断した。【結果】測定開始時と開始 24 時間後の rSO2 変化率と血中乳酸値の変化率に相関は認められなかったが、上腕
部 rSO2 変化率と中心静脈血酸素飽和度変化率に正相関の傾向を認めた（r=0.750,p=0.052）。【考察】統計学的有意差は認められな
かったが、中心静脈血酸素飽和度の代替のモニタリング指標になる可能性が示唆された。今後さらなるデータの集積が必要である。
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DP47-4

敗血症性ショックに対し VA-ECMO を導入し救命したチアノーゼ性心疾患の一例

宮城県立こども病院

1）

集中治療科、2）宮城県立こども病院

小泉 沢 、楠本 耕平 、小西 章敦 、松川 周
1）

1）

2）

心臓血管外科

1）

【背景】ECMO は治療抵抗性敗血症性ショックに対する循環補助の最終手段と位置づけられているが、そのエビデンスは十分では
ない。小児では開胸かつ比較的高流量の ECMO によって予後良好であった報告が多い。
【症例】1 歳 2 か月、男児、体重 6.8kg、体
表面積 0.4m2。【既往歴・手術歴】VACTER 連合（Fallot 四徴症、中間位鎖肛、椎体形成異常）、日齢 1 に人工肛門造設術、2 か月
で右 modified Blalock-Taussig シャント（mBTS）術、1 歳で肛門形成術を施行。【経過】今回、人工肛門閉鎖術の翌日夕より腹部
膨満、ショックとなり ICU に入室（Day1）、消化管穿孔、汎発性腹膜炎、敗血症性ショックと診断した。気管挿管、抗菌薬、輸液
蘇生、循環作動薬開始後に開腹手術を実施、S 状結腸に穿孔部を認め修復した。帰室後も循環動態は不安定で腹部膨満著明のため、
感染源コントロールが不十分な可能性を考慮し、Day2 再開腹を行うも、腹腔内に感染源は確認できなかった。開腹創にサイロを
形成し腹腔を減圧して管理した。十分な輸液・輸血と高用量の循環作動薬投与下でも左室収縮は不良となり、低血圧、徐脈にて短
時間の胸骨圧迫を反復して要したため、ECMO 導入を決定した。開胸下に心房脱血、大動脈送血にて venoarterial ECMO（VAECMO）を導入、持続血液ろ過透析を併用した。mBTS に対する外科的介入は行わず、最大 perfusion index は 1.4L/min/m2 であっ
た。比較的早期から循環動態は安定し、Day4 約 77 時間で ECMO を離脱した。 Day7 人工呼吸器から離脱、Day9ICU 退室、精神運
動発達レベルは病前まで回復し Day27 退院した。【考察】本症例では、治療抵抗性の敗血症性ショックに対し開胸 VA-ECMO を導
入し、決して多くはない ECMO 流量で循環は維持され救命できた。心機能低下は一過性で septic cardiomyopathy と考えられた。
感染源を制御できたことが、転帰良好の要因と考えられ、VA-ECMO によって回復までの時間的猶予が得られた。

DP47-5

血液悪性腫瘍患者の重症呼吸不全 3 症例に対しての ECMO 使用の検討

日本医科大学付属病院

麻酔科学教室

森田 智教、杉田 慎二、竹田 晋浩、坂本 篤裕
血液悪性腫瘍患者の重症呼吸不全は時に人工呼吸器管理が必要となり、その予後は悪い。ARDS の治療戦略が改善され患者の予後
も改善されてきたが、依然として挿管を伴う血液悪性腫瘍患者の重症呼吸不全の死亡率は 50％以上である。ECMO は ICU 患者の
ARDS に対して死亡率の低下などの効果を認めている。しかし成人の血液悪性腫瘍患者の ARDS に対しての ECMO の使用の報告
は少ない。その理由としては ECMO の使用、血液悪性腫瘍は共に出血、感染のリスクが高い傾向にあり、血液悪性腫瘍患者に
ECMO を使用するのは注意が必要であるからと考えられる。我々は血液悪性腫瘍患者の重症呼吸不全に対しての ECMO の使用を
3 例経験した。症例 1 は AML に対して化学療法開始後の真菌性肺炎による ARDS 発症。septic shock となり Veno － arterial
ECMO 開始後は心機能、呼吸機能も改善した。ECMO 使用中は新たな感染、出血はないものの血小板の減少が著名であり連日の
血小板輸血が必要であった。ECMO 開始 5 日目に離脱し、その後肺炎は改善した。症例 2 は B － ALL に対して化学療法後に septic
shock、DIC による肺胞出血認め Veno － artreal ECMO の導入となった。ECMO 使用中は合併症なく、循環動態の完全を認め
ECMO 開始 5 日目に離脱しその後 26 日後に ICU 退室となる。症例 3 は AML の患者で DIC による鼻出血のため気道閉塞を認め、循
環動態、呼吸状態の安定なく、原疾患への治療による全身状態の改善を期待し Veno － artreal ECMO の開始となった。翌日より
化学療法開始となったが、全身状態の改善はなく、回路内の凝固も認めたため ECMO5 日目に離脱を試みた。離脱中に不整脈が頻
発し、離脱困難であり死亡確認となった。今回、上記の症例を文献的考察を含め報告する。
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中毒・体温異常・悪性症候群②

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 8

バルサルバ洞動脈瘤破裂術後に生じた悪性症候群に対する 1 例

長野赤十字病院

心臓血管外科、2）諏訪赤十字病院

1）

坂口 昌幸 、高野 環 、毛原 啓
1）

1）

心臓血管外科

、福家 愛 、寺崎 貴光 1）、西村 和典 1）

1,2）

1）

【はじめに】バルサルバ洞動脈瘤破裂術後に生じた悪性症候群に対する 1 例を経験したので報告する。【症例】34 歳、男性。突然の
息切れを主訴に来院。胸部聴診で連続性雑音を聴取。UCG で右バルサルバ洞に右室に突出する瘤を認め、同部から右室に shunt を
認め、Qp/Qs.=3.6。バルサルバ洞動脈瘤破裂右室穿破の診断で翌日準緊急手術を行った。術中 I 型 VSD も認め、瘤切除＋パッチ閉
鎖＋ VSD 直接閉鎖を施行した。ICU 入室直後は尿量 100ml/h を維持していたが、次第に乏尿となり術後第 2 病日には無尿になった。
酸素化の悪化、39-40℃の高熱を認めた。術後の採血で CK12000 まで上昇し Cr 値の上昇を認めた。術後心筋梗塞＋急性腎不全＋
SIRS の診断で、挿管呼吸管理、CHDF 等を行った。術後第 5 病日に人工呼吸器から離脱したが、発熱，せん妄、低 O2 血症、高
CO2 血症を認め NIPPV を開始した。術後第 7 病日以降も発熱せん妄腎機能障害は遷延し、血清 CK1000-2000 と高値が持続した。
術後 UCG では LOS とは考え難い所見であった。術後第 12 病日に、発熱，筋硬直，CK の高値より悪性症候群の可能性を考えダン
ドリウム 75mg/ 日投与開始したところ、次第に解熱し血清 CK 値も正常化した。第 14 病実 NIPPV から離脱、透析からも離脱し、
術後 45 病日に独歩退院された。なお術中から術後第 7 病日までプロポフォールを、術後から第 7 病日までデクスメデトミジンを持
続投与していた。
【考察】開心術後に発症した悪性症候群の報告は、本邦では数例とまれで、多くは抗パーキンソン病治療薬中止や、
術後せん妄にハロぺリドールなどの抗精神薬の投与が起因となったものであった。本症例では原因薬剤の同定は難しいが、プロポ
フォールとデクスメデトミジンが考えうる原因薬剤と思われた。同薬剤による悪性高熱の報告は極めてまれだが、日常診療で悪性
症候群を念頭に置くことが重要であると思われた。【結語】バルサルバ洞動脈瘤破裂術後に生じた悪性症候群に対する 1 例を経験
した。

DP48-2

重症敗血症として治療中に発症した悪性症候群の 1 例

市立函館病院

麻酔科、2）札幌医科大学

1）

医学部

麻酔科学講座

田中 清高 、川向 洋介 、西原 教晃 、土屋 滋雄 、辻口 直紀 1）、山蔭 道明 2）
1）

1）

1）

1）

【症例】37 歳の女性。既往に知的障害、てんかんがありバルプロ酸、フルニトラゼパム、ブロモクリプチン、リスペリドン、ビペ
ロデン、ゾテピン等を投与されていた。腹満を主訴に当院救命救急センターに搬送された。体温 38℃、心拍数 140 bpm、乳酸値 5.0
mmol/L、CK 358 IU/L、WBC 14,600、ならびに CT で著明な腸管拡張と門脈ガスを認めたため、腸管壊死を伴う麻痺性イレウス
を疑い外科入院となった。翌日 40℃を超える高体温、170～180 bpm の頻脈から重症敗血症を疑い、ICU に入室させ、気管挿管下
人工呼吸管理、PMX、CHDF を開始した。しかし、臨床症状の割に炎症反応の上昇が軽度なこと、入院翌日の採血で CK 18,469
IU/L、ICU 入室直後で 32,374 IU/L と異常高値を認めたため、悪性症候群を疑いダントロレン 80 mg/ 日の投与を開始した。さら
に経過中に DIC も併発し治療を要した。CHDF 継続により腎機能が改善した ICU 第 6 病日になっても CK 6 万 IU/L 前後の高値が持
続したため、細胞外液大量補充と利尿剤持続投与による wash-out 療法を開始し、それからは順調に CK は低下した。ICU 第 7 病日
に抜管を試みたが、喉頭浮腫により再挿管となった。その後、in-out バランスを調整し体重コントロールを行った上で、さらに予
防的にステロイド全身投与を行い ICU 第 13 病日に抜管となった。第 18 病日に ICU を退室し、入院 68 日目に転院となった。
【考察・
結語】重症敗血症を疑い治療を開始したが、結果的に悪性症候群であった症例を経験した。臨床症状が重複する部分が多いため、
抗精神薬投与歴のある敗血症症例では本症を疑い、早期診断・治療を開始することが肝要である。

DP48-3

髄膜炎と鑑別困難だったセロトニン症候群の 1 例

防衛医科大学校

1）

救急部、2）防衛医科大学校

井上 堂司 、秋冨 慎司 、寺山 毅郎
1）

1）

集中治療部

、橋本 賢一 2）、田中 良弘 1）、高瀬 凡平 2）、池内 尚司 1）

1,2）

発熱・意識障害で搬送され脳炎・髄膜炎疑いとして治療開始したが、入院後の経過および内服癧からセロトニン症候群と診断され
た 1 症例を報告する。47 歳女性、38 度台の発熱および不穏から震えが出現したため救急要請となった。病院 到着時の GCS は
E1V1M5 と意識障害があり、鼓膜温で 41.4 度の発熱と明らかな項部硬直を認め、血液所見上も白血球は 14300/ μ l と増加認めたた
め、脳炎、髄膜炎疑いとして治療を開始した。その後の家族からの問診と近医への問い合わせで、患者は精神科に受診歴があり、
睡眠剤以外にも抗うつ薬も大量に処方されていたことが判明し、セロトニン症候群、悪性症候群も追加鑑別を行った。髄液および
血液培養結果から感染所見は得られず、また意識レベルが短い経過の中で急激に回復したことと、意識が戻った際に本人が大量に
処方されていた薬を内服したことを告白したことから、今回はセロトニ ン症候群と診断した。初療時は患者の意識レベルが低下
しており、内服状況を確認できない場合、症状のみから脳炎、髄膜炎とセロトニン症候群、悪性症候群を見分けることは容易では
ない。今回、これらの鑑別および診断の観点から若干の考察を行ったので報告をする。
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DP48-4

III 度熱中症に対する血管内冷却カテーテルおよび体表冷却の比較

大阪府泉州救命救急センター
安念 優、菱川 恭子、中尾 彰太、水島 靖明、松岡 哲也
【はじめに】III 度熱中症患者に対する血管内冷却カテーテルによる冷却法とブランケットを用いた体表冷却法を比較した。
【対象
と方法】2013 年 8 月から 2015 年 8 月の期間で当センターに搬送された肝機能、腎機能、血液凝固能のいずれかの異常が認められた
III 度熱中症患者の中で、血管内カテーテル冷却法をおこなった 2 例、ブランケットによる体表冷却法を施行した 3 例を対象とした。
これらの症例の冷却速度、シバリング・不整脈出現の有無、筋弛緩使用の有無、カテコラミン使用の有無を比較した。
【結果】カテー
テル冷却群の初期体温は 40.7℃と 41.7℃、目標体温は 37℃を設定した。冷却速度は 0.4℃/h および 0.3℃/h であった。一方、体表冷
却群の初期体温は 41℃、40.6℃、39.1℃であった。厳密な目標体温は設定せず過冷却を防ぐために 37℃台に至った時点で冷却終了
としたが、冷却速度は 2~3℃/h であり、カテーテル群より急速であった。冷却中のシバリングはカテーテル群では認めなかった。
体表冷却群では 1 例のみ冷却中に筋弛緩薬を使用したが、その他の 2 例ではシバリングを認めなかった。不整脈の出現も両群で認
められなかった。また両群共に冷却中にカテコラミンを要する事はなかった。血管内冷却カテーテルによる冷却法と従来の体表冷
却法を比較したが冷却速度、有害事象の出現でカテーテル法が優れている結果は得られなかった。
【結語】今回の比較では血管内
カテーテル冷却法が従来の体表冷却法より有効である点は見いだせなかった。

DP48-5

重症 III 度熱中症に対する血管内体温管理システム（サーモガード ®）導入例の特徴

日本大学

救急医学

救命集中治療医学分野

酒井 康行、桑名 司、伊原 慎吾、澤田 奈実、堀 智志、小豆畑 丈夫、木下 浩作
【はじめに】熱中症ガイドライン 2015 では深部体温が 38℃台になるまで積極的な冷却処置を短時間で行うことが重症化を避けるた
めに重要とされている。新たな治療法として血管内体温管理システム（サーモガード ®）が保険適応となったが重症熱中症に対す
る有効性は明らかではない。【目的】重症 III 度熱中症にサーモガードを用いた症例の予後を含めた特徴とサーモガードの導入・施
行時間を検討する。【方法】2015 年 6 月 1 日から 8 月 25 日に集中治療室でサーモガードを導入した臓器障害 2 つ以上を満たす重症
III 度熱中症について、診療録から検討した。【結果】対象は 4 症例、生存 3 例、死亡 1 例であった。生存例と死亡例（生存 : 死亡）
を比較し、入院時の APACHEII スコアは 23.3 ± 2.8（平均 ± 標準偏差、以下同）
：30、入院中の最高深部温は 40.1 ± 0.7 : 41.3（℃）、
サーモガード導入時の深部温は 39.3 ± 1.2 : 40.9（℃）であった。入院からサーモガード導入までの時間は 231.3 ± 86.6 : 100（分）サー
モガード導入から 38℃台に達するまでの時間は 93.3 ± 153.1 : 720（分）
、サーモガード施行時間は 956 ± 218.1 : 3816（分）であっ
た。生存 3 例の ICU 退室時の GCS は全例 14 点であった。【考察】死亡例は入院時から重症であり、サーモガードを迅速に導入した
にも関わらず、38℃台に達するまでの時間、施行時間共に長い傾向があり、体温コントロール困難であった。体温コントロールに
難渋するケースでは、追加の治療法も検討する必要があると考えられた。どのような症例にサーモガードを用いるか現時点で明確
な基準はないが、III 度熱中症の中でも入院時 APACHEII スコアが高値などより重症例に、他の治療と並列で早急に導入し、早急
に体温を下げるべきであると考えられた。
【結語】サーモガードを導入した重症 III 度熱中症の中の死亡例は入院時から重症であり、
サーモガード導入後も体温コントロール困難である特徴がみられた。

DP48-6

急性汎発性発疹性膿疱症に対しガンマグロブリン大量療法を行った 1 症例

帝京大学医学部附属病院麻酔集中治療科
長谷 洋和、杉木 馨、杉山 貴康、高田 真二、宇野 幸彦、澤村 成史
【症例】55 歳女性。
【既往歴】30 代から糖尿病でインスリン治療中、54 歳から慢性腎不全により維持透析。透析液、クエン酸・酢
酸によるアレルギーあり。【臨床経過】呂律障害、嘔気嘔吐を訴え近医を受診したところ脳出血と診断され手術目的に当院に搬送
となった。頭部 CT にて小脳体部中心に脳出血を認めたため同日開頭血腫除去術施行となった。手術中に SSI 予防としてセファゾ
リンが投与されていた。ICU 入室後血圧コントロールのためニカルジピン、潰瘍予防のためにランソプラゾールが投与された。術
後 2 日目より顔面を中心とする痙攣が出現すたためホスフェニトインが投与開始となった。術後 3 日目にアシドーシス、高カリウ
ム血症が進行してきたため透析施行となった。維持透析の際に無酢酸であるバイフィル透析剤を使用しているという情報は聴取し
ていたのだが、院内に在庫がなかったため同じく無酢酸であるカーボスターを用いた。透析を終了したころより両上肢・肩を中心
にびまん性の膿疹が出現し , 薬剤性の急性汎発性発疹性膿疱症（acute generalized exanthematous pustulosis:AGEP）の診断となっ
た。水溶性プレドニン 40mg の開始とともに、被疑薬であるセファゾリン、ホスフェニトイン、カーボスターは中止とした。術後
4 日目には口唇部、眼瞼周囲にびらんは認めなかったが上半身すべてに膿疹が出現したため増悪傾向と判断し、グロブリン製剤
400mg/kg5 日間の投与を開始とした。術後 8 日目より膿疹は消退し、落屑に変化した。【結語】AGEP はスティーブンス・ジョン
ソン症候群、中毒性表皮壊死症、薬剤性過敏症症候群と並ぶ重症型の薬疹である。鑑別は容易であるが重症化すると致死率が高い
ため迅速な対応が求められる。被疑薬の中止のみで軽快することも多いがステロイド、ガンマグロブリン、血漿交換といった治療
戦略を念頭において救命していくことが重要である。

－ 601 －

デジタルポスター 49

DP49-1

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床④

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00
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Behavioral Pain Scale の導入による鎮痛管理の実態

地方独立行政法人

市民病院機構

大阪市立総合医療センター

千田 多絵子、宮原 聡子、中島 愛那、清水 朋、植村 桜
【背景】A 病院 ICU で Behavioral Pain Scale（以下 BPS と略す）を導入した結果、鎮痛管理の現状がどのように変化したかを検証
した。【方法】BPS 導入前後 6ヶ月間、ICU に入室した成人開心術後患者を対象に基本属性、APACHEII スコア、鎮痛剤を使用し
た患者の割合と使用状況、挿管時間、ICU 在室日数を調査した。BPS 導入前後の比較はカイ 2 乗検定、マンホイットニーU 検定を
用いた。本研究の実施について倫理委員会の承認を得た。
【結果】BPS 導入前群（n=71）、導入後群（n¬=60）において BPS 導入
前後の対象者の基本属性、APACHEII スコアに有意差は認めなかった。鎮痛剤を使用した患者の割合は、BPS 導入前（以下前と
略す）32 名、BPS 導入後（以下後と略す）41 名で有意に増加していた。フェンタニルを使用した患者は、前 14 名、後 31 名、ペン
タジンを使用した患者は、前 7 名、後 20 名で有意に増加していた。鎮痛剤を使用した際の BPS は 3~9 であった。BPS6 以上で経過
観察しても改善のない症例に関しては体位調整、呼吸器設定変更などの介入がされていた。再評価については 4 名を除き定期評価
以外の記録は認めなかった。挿管時間平均は、前 1460.2 分、後 1638.7 分、ICU 在室日数平均は、前 3.2 日、後 3.3 日で有意差は認め
なかった。
【考察】BPS 導入前後の対象者の基本属性に有意差は認めなかったが、鎮痛剤の使用割合は有意に増加しており BPS 導
入により鎮痛管理への認識が高まったと考える。BPS 導入後は継続した定期評価が行えており介入に活かされていた。一部の症例
で再評価が記録できておらず、鎮痛剤使用後の適正な再評価について継続した教育が必要である。挿管時間や ICU 在室日数は減
少していなかった。今後も、質の高い鎮痛管理を継続し、研究対象患者を拡大することで減少する可能性があると考える。

DP49-2

心臓血管外科術後の気管挿管中の患者に鎮痛評価スケール（BPS）を使用した疼痛管理の効果

青森県立中央病院

集中治療看護班

成田 英仁、佐々木 美子
【目的】気管挿管患者の管理では、浅い鎮静管理や、痛みのアセスメントとして BPS が推奨されている。A 病院 ICU では鎮静評価
スケールとして、RASS を使用しているが、鎮痛評価スケールは使用していない。そこで開心術後の人工呼吸管理患者に、BPS を
導入し鎮痛を図ることでどのような変化があるか明らかにする。
【方法】対象は平成 27 年 1 月～3 月に心臓血管外科の開心術施行
患者で BPS 使用群、非使用群それぞれ 17 名を比較。鎮静・鎮痛剤使用量、抜管・離床までの期間、ICU 滞在期間、入院期間はスチュー
デント t 検定（有意差＜ 0.05）、鎮静深度のデータは、マンホイットニー検定（有意差 p ＜ 0.05）を用いて、BPS による疼痛管理効
果を明らかにする。【結果】鎮静深度は、BPS 使用群では多くの患者で浅い鎮静ができ、p=0.002 と有意差がみられた。それ以外
の項目では有意差はみられなかった。なお、BPS 使用群では覚醒遅延による抜管の遅れは 1 例もみられなかった。【考察】BPS 導
入後、鎮痛剤使用量が増量し、鎮静深度（浅い鎮静）では有意差がみられたことから、BPS4 以下を目標に疼痛コントロールする
ことで、痛みや苦痛による興奮が抑えられ、その結果、浅い鎮静管理が可能になったと考える。離床までの期間、ICU 滞在期間、
入院期間はすべての項目で短縮されていたが有意差がみられず、人工呼吸中の鎮痛・鎮静管理だけでは、それらに大きな影響を与
えるとは言えないと考える。抜管までの期間でも有意差はみられなかったものの、BPS 非使用群が 37 時間要したのに対して、
BPS 使用群は 20 時間と 17 時間短縮した事から BPS 使用により人工呼吸器装着日数を短縮することができると考える。
【結論】1．
BPS 導入により疼痛コントロールができ、浅い鎮静管理ができるようになった。2．鎮静剤・鎮痛剤使用量、離床までの期間、
ICU 滞在期間、入院期間において有意差はみられなかった。しかし抜管までの期間は短縮し、覚醒遅延もみられなかった。
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ICU で人工呼吸器管理を行った患者のせん妄発症と人工呼吸器管理中の疼痛コントロールの関係

名古屋掖済会病院、2）名古屋掖済会病院

1）

心臓血管外科

立松 美和 、運天 匠 、中村 有作 、水谷 由香里 1）、平手 裕市 2）
1）

1）

1）

【はじめに】ICU で挿管・人工呼吸器管理を行った患者のせん妄発症と、人工呼吸器管理中の Behavioral Pain Scale（以下 BPS）
評価との関係を調査したので報告する。
【方法】対象：A 病院 ICU に入室し、挿管・人工呼吸器管理を行った患者 47 名。調査期間：
2014 年 9 月～2015 年 6 月。調査方法：対象の人工呼吸器装着中の BPS を分析した。また、せん妄発症は CAM － ICU を用いて評価
した。人工呼吸器装着中の BPS を 6 点以上（A 群）、6 点未満（B 群）に分類し、各群の CAM － ICU 陽性率を検討した。抽出したデー
タは Fisher 正確確率検定を用いて分析した。
【結果】BPS 得点で分類した A 群は 15 名、B 群は 32 名であった。CAM － ICU 陽性率は、
A 群 73％、B 群中 9.4％であった。A 群と B 群の CAM―ICU 陽性率には有意差を認めた。【結語】人工呼吸器管理中に BPS による
鎮痛評価を行い、適切な鎮痛コントロールを行う事は、せん妄発症に対する予防策のひとつとして有効であることが示唆された。
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山形大学

1）

Critical-Care Pain Observation Tool 導入による変化～看護介入と薬剤投与量について～
医学部附属病院

高度集中治療センター

ICU、2）山形大学

医学部

深瀬 明日香 、佐藤 萌 、須賀 恭子 、金子 千佳子 、工藤 とし子 、中根 正樹
1）

1）

1）

1）

1）

麻酔科学講座
、川前 金幸 1）

1,2）

【はじめに】PAD ガイドラインにおいて鎮痛管理を行う上でアセスメントツールを用いることが推奨されている。今回鎮痛評価の
ため Critical-Care Pain Observation Tool（CPOT）を試行的に導入したので、その効果を後ろ向きに検討した。
【方法】2014 年 10
月から 11 月までに ICU に入室し CPOT を用いて疼痛評価を行った 13 例を対象に鎮痛・鎮静状況を調査した。また、13 例のうち 24
時間以上挿管人工呼吸を受けた 5 例（使用群）と同時期に ICU に入室し CPOT を用いなかった 5 例（非使用群）について鎮静薬・
鎮痛薬の量について比較した。CPOT 導入にあたっては、学習会を実施し知識の統一を図った。【結果】CPOT を使用した 13 例の
内訳は男性 6 名、女性 7 名。平均年齢 73 ± 11 歳であった。総評価回数は 120 回であり、CPOT ＞ 2（n=63）で何らかの介入を行っ
たのは 17 回（鎮痛薬使用 9 回）、介入しなかったのは 46 回であった。CPOT ≦ 2（n=57）で介入したのは 8 回（鎮痛薬使用 2 回）
、
介入しなかったのは 49 回であった。CPOT 使用群・非使用群の比較において、年齢・性別・BMI・重症度評価に有意差は認めら
れなかった。フェンタニルの使用量は、使用群では入室から 12 時間で 0.5 μ g/kg/h、12 時間から 24 時間で 0.5 μ g/kg/h、非使用
群ではそれぞれ 0.6 μ g/kg/h、0.8 μ g/kg/h であった。プロポフォール使用量は、使用群では入室から 12 時間で 0.6mg/kg/h、12
時間から 24 時間で 0.4mg/kg/h、非使用群ではそれぞれ 0.4mg/kg/h、0.2mg/kg/h であった。鎮静薬の使用量は使用群・非使用群
ともに減少傾向であったが、鎮痛薬使用量は使用群で変化なく、非使用群で増加傾向にあった。
【考察】CPOT の学習会を実施し
試行的に導入したが、今回の後ろ向きの研究で介入には結びついていないことがわかった。アセスメントツールの導入だけでは鎮
痛管理を適切に行えないことが示唆された。【結語】適切な鎮痛管理を行うためには CPOT を活用した鎮痛プロトコールの作成が
必要と思われた。

DP49-5

ICU スタッフによる人工呼吸患者への鎮痛プロトコル導入の影響

社会福祉法人

恩賜財団

済生会熊本病院

那須 愛美、有馬 勝洋、高山 洋平、坂本 美賀子、西上 和宏
【目的】人工呼吸中の鎮静のためのガイドラインでは、プロトコル化された痛みの評価は人工呼吸期間の短縮と有意に関係してい
たと言われており、鎮痛管理において多職種で共通認識を持つことが推奨されている。そこで人工呼吸患者における Behavioral
Pain Scale（BPS）を指標とした鎮痛プロトコルを導入し、その前後での鎮痛管理の変化を検証する。【方法】集中治療室（ICU）
の人工呼吸患者でプロトコル導入前を対照群、プロトコル導入後を導入群とし、人工呼吸期間、鎮痛指示の有無と内容、使用薬剤
について比較した。プロトコルは 4 時間毎及び体動増加や疼痛訴え時に BPS で評価し、変化がある場合は看護師 2 名で二次評価、
BPS ≧ 6 点で鎮痛薬の使用を検討、鎮痛薬使用後は再評価を 30 分後に行う内容とした。【結果】人工呼吸期間は対照群 73.8 ± 171
時間、導入群 73.4 ± 128 時間であり有意差は認めなかった。鎮痛指示は対照群 12% に医師からの指示があり、内容は「痛い時」な
ど指標は不明確であった。導入群では 78% に指示があり、内容はプロトコルに沿って対応となっていた。鎮痛薬の使用割合は対
照群 20%、導入群 51% と有意差を認め、導入群においてフェンタニルが増加傾向にあった。また鎮痛薬使用例における鎮静薬の有
無では、鎮静薬ありは対照群 76%、導入群 86% で有意差は認めなかった。BPS6 点未満での二次評価率は 10% であったのに対し、
BPS6 点以上では 46% であった。【考察】プロトコル導入により鎮痛薬の使用基準が明確になり、鎮痛指示や鎮痛薬及びフェンタ
ニルの使用頻度が増え、人工呼吸患者へ適した鎮痛管理ができたと考える。しかし鎮痛薬使用における鎮静薬の減少は認めず、人
工呼吸期間の比較では有意差を認めなかった。今後鎮静評価と鎮静薬使用量を含めたプロトコルの改訂、BPS の評価方法を検討す
る必要がある。【結語】プロトコル導入により多職種での共通認識ができ、人工呼吸患者へ適した鎮痛薬が使用できた。

DP49-6

救命救急センターにおける RASS・BPS 導入による効果～医師・看護師の共通認識を目指して～

独立病院機構国立病院機構仙台医療センター

救命救急センター

藁谷 夏音、門脇 正子、坂本 愛、清水 るみ子
【目的】RASS・BPS の導入により医師・看護師が共通認識のもとで鎮静・鎮痛を行うことができるかどうかを明らかにし、課題
を検討する。
【方法】RASS・BPS の評価方法と鎮静・鎮痛薬剤に関する学習会を開催し、電子カルテ上で項目化して医師に鎮静・
鎮痛目標の指示入力を依頼した。研究メンバーと受け持ち看護師が評価し、結果に誤差が生じた際は適宜教育を行った。医師と看
護師を対象として RASS・BPS 導入前後の意識調査を行った。研究期間は平成 26 年 7 月～11 月とした。【結果と考察】評価対象患
者は 29 人であった。対象となった看護師は 44 名、救急センター経験年数平均 5.75 年であった。評価回数は総数 1511 回で、患者 1
人あたりの評価回数は 52.1 回だった。意識調査にて、適正な鎮静が行われていると思う看護師は、前 41％、後 74％であった。患
者の状態をアセスメントできていると思う看護師は、前 62％、後 95％であった。医師と共通認識のもとで鎮静できていると思う
看護師は、前 32％、後 55％であった。適正な鎮痛が行われていると思う看護師は前 39％、後 77％であった。鎮痛スケールを利用
している看護師は前 23％、後 57％であった。医師と共通認識のもとで鎮痛できているとした看護師が後にわずかに増えたが大き
な変化はなかった。医師からは十分な回答数を得ることができなかった。導入後看護師から医師に指示を確認する場面が多く見受
けられた。これは、鎮静・鎮痛における共通認識の重要性を看護師が認識したためと考える。鎮静スケールを用いた鎮静管理によ
り不要な鎮静薬投与予防、自己抜管の減少ができたという報告があることからも、RASS・BPS の使用により医師・看護師が共通
認識のもとで鎮静・鎮痛ができる体制を整備していく必要がある。
【結論】RASS・BPS の導入により患者の状態をアセスメント
することができ、適正な鎮静・鎮痛が行われたとした看護師が増加した。医師への浸透を図り、協力を得ることが課題である。

－ 603 －

デジタルポスター 50

DP50-1

倫理・終末期・看護ケア

2 月 14 日
（日） 11：00～12：00

デジタルポスターブース 10

心臓手術をうけ ICU に入室した患者の家族が抱く思いの構造

宮崎県立宮崎病院
恒吉 さやこ、石塚 真希子、山口 裕衣
【目的】心臓手術をうけ ICU に入室した患者の家族が抱く思いの構
造を明らかにし、ICU における家族の思いを支える看護支援の示唆
を得る。
【方法】平成 26 年 7 月から 12 月までに予定された心臓手術
をうけ、ICU に入室した患者の家族 13 組を対象とした。患者が
ICU を退室後、半構成化面接を実施し、家族の思いの特徴を抽出、
思いの構造を図式化した。考察をふまえ ICU における家族の思い
を支える看護支援を導き出した。【結果】1. 心臓手術をうけ ICU に
入室した患者をもつ家族が抱く思いの特徴 27 個が明らかになった。
2. 思いの構造は、時の流れとともに影響要因によって変化し、安心
感が広がっていくが、心臓手術そのものへの心配は消えることはな
い。3. 看護支援：面会時には、回復に伴う医療環境の変化と、患者
の変化を関連づけて、家族が納得できるように伝える。家族が患者
の回復過程を実感し、肯定的に捉えられるよう、患者を支える家族
を後押しできるように関わる。

DP50-2

気管挿管されて ICU に入室した患者家族に対する看護援助

鹿児島市医師会病院
田中 いづみ、川畑 さとみ
【目的】ICU に緊急入室する患者の家族は、心理的危機状態に陥る可能性が高く、早期に看護介入を行っていく必要がある。今回、
実際に自分達が行っている看護と家族のニードに相違がないのかを明らかにするため、気管挿管した患者家族の初回面会時にどの
ような看護援助を行っているのかを調査した。【方法】調査期間は 2012 年 6 月から 2013 年 9 月で、中規模病院の ICU に勤務する看
護師 30 名を対象に実際に行っている看護援助について調査した。調査内容は、先行研究をもとに調査用紙を作成した。分析方法は、
対象を看護師経験年数別、ICU 経験年数別、リーダー経験の有無で分類し、質問項目はカテゴリー化し、平均値を出した。統計処
理は SPSS を用いた。【倫理的配慮】研究への協力は自由意志であり、協力の有無に関わらず日常業務への影響はないことを説明
し同意を得た。また、院内の臨床倫理委員会で承認を得た。
【結果・考察】実施した看護援助で平均値が高かったのは、情報、接近、
保証に関する援助の順であり、一番低かったのは社会的サポートの援助であった。先行研究で、挿管患者の家族の初回面会時は接
近、情報、保証のニードが高いという結果が報告されており、ICU 看護師が実際に行っている援助は、家族が求めているニードと
ほぼ合致していると言えた。社会的サポートでは、1～4 年目群と 10 年目以上群で有意差を認めた。F ＝ 4.179 P ＜ 0.05。また、看
護師経験年数別では 1～4 年目群がどの看護援助でも平均値が低く、すべての看護援助において経験年数が浅いほど平均値が低かっ
た。これは経験を重ねると、家族に提供できる看護援助や情報が増えることが影響していると考えられた。
【今後の課題】どの年
代の看護師も、患者家族が求めるニードに合わせた看護援助が行えるよう、教育体制を整える必要がある。

DP50-3

回復期から急性期を振り返る～回復期移行出来た患者家族が急性期に望む事～

一般社団法人

巨樹の会

原宿リハビリテーション病院

中川 さつき、松井 陽子、門川 桂子
【目的】急性期において患者は治療中であり、病態も不安定な場合が多く患者家族自身が受け身傾向にある。回復期においては在宅・
社会復帰への準備期間へ移行した時期であるため患者家族の精神的負担は急性期と比較し軽減できている状況にある。その時期に
患者家族が急性期を振り返る中で入院・治療中にどのようなことに不安を感じ、何を望んだか振り返る事で急性期の患者家族の心
境を理解し今後の精神的看護ケアに活かす。【方法】急な発症に伴い急性期で治療を受け、回復に至った患者家族を対象にインタ
ビュー形式で心境を聞く。インタビュー内容は「急性期入院中で何が不安、負担であったか」
「急性期に患者家族は何を望んだか」
「医師、看護師からの説明や声賭けについて」「精神的不安などの変化」
、
「治療の理解力」
「集中治療室が怖いか」
「今後の生活に対
しての不安」など項目を設定する。
【成績】急性期においての治療方針や医師・看護師の説明は、
「十分だった」
「一切説明はなかっ
た」
「気にならなかった」など患者の重症度によっての変化もあり統一した発言はなく、急性期から回復期に移行できている時点で、
現状へ視野を見据えているため今の問題点が主となっている。家族と患者の心境の変化が同時進行ではなく現状把握が困難な患者
のほうが徐々に不安が増大している。【結論】対象を患者・家族ではなく家族の心境のみを確認することで統一した評価が出来た。
患者家族同時にインタビューを行った場合もあったため、患者と家族は別々でインタビューを行い立場の違いによっての現状の受
け止め方を分けて評価していくべきであった。質問項目の内容が主観的な言い回しとなっているため、エビデンス等の把握を確実
に行い項目の再度検討が必要。コミュニケーションを患者家族と確実に行うことが急性期から回復期すべての領域で重要となる。
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DP50-4

集中治療室において急変時の代理意思決定を行う家族が医療者に求めること～家族インタビューを通して～

社会福祉法人

恩賜財団

済生会熊本病院

戸敷 咲、井村 友美、山口 大介、西村 摩里子、柴尾 嘉洋
【目的】家族が救急の現場で、代理意志決定をする際に求める情報や支援を明らかにするために本研究を行った。
【研究方法】イン
タビューガイドに沿って半構造化面接を実施。内容分析を行ってカテゴリーを分類した。倫理的配慮は、当院の倫理委員会の承認
後、家族へプライバシーが保持されること、参加・不参加により不利益が生じないこと等を十分に説明し文書で同意を得た。
【結果】
A 病棟で急変時の救命処置について代理意思決定を行った 2 例に、決断に至った理由、インフォームド・コンセント（以下 IC）の
際に十分理解出来たか、納得して決断できたか、医療者に求める支援などを把握するためにインタビューを行った。対象者は、配
偶者・子ども・孫の計 6 名であった。その結果、
【患者の意思】
【患者背景】
【家族背景】
【IC の内容・回数・頻度】
【IC に求めること】
【IC の理解度】
【決断後の家族の思い】の 7 カテゴリーに分類された。
【考察】
【患者の意思】
【決断後の家族の思い】
【患者背景】で
は、事前に患者と家族が死生観を話す機会があったが、2 症例共に＜ 生きていてほしいけど苦しい思いはしてほしくない ＞と
の発言があり、本人の意思表示に関わらず葛藤が生じていた。
決断に至った主な理由としては【IC の内容・回数・頻度】【家族背景】【患者の意思】から、患者の意思表示、IC 後の家族・周囲
の総意であった。また、身近な医療従事者や、代理意志決定の経験がある知人の意見も参考にしていた。＜ 他の人はどうするの
だろう ＞との発言もあり、生死の決断、責任の重さから様々な情報に左右されてしまう事が示唆された。
【IC に求めること】
【IC の理解度】では、経過や病状が挙げられ、できるだけ悪い情報は聞きたくないとの意見があった。また、
医療者が十分と思える回数の IC を実施していたが、救命処置や、予後のイメージを持てず、わかりやすい言葉・数値での説明を
求めていた。

DP50-5

PICU における終末期患者・家族のケアへの取組み

長野県立こども病院
藤澤 江里子
〔はじめに〕
小児の臨床の現場では終末期に携わる機会が少なく、医療スタッフの教育あるいは経験が積みにくく、専門家が育ちにくいという問題が指摘される。
そこで今回小児の終末期の患者・家族に対する看護ケアにポイントを置き、症例振り返りおよび勉強会を行い、看護スタッフの思いやケア実践にど
のような効果が得られるか検討したので報告する。
〔方法〕
●対象：PICU 看護師 27 名、有効回答数 19 名（有効回答率 70％）
●調査方法：自記式質問紙調査
●調査内容：終末期看護の経験、振り返りおよび勉強会（以下「介入」）への参加状況、介入前後の終末期看護に対する思い、看護実践に活かせた
具体例、終末期看護に対する意識の変化
●分析方法：質的に異なる内容をコード化しカテゴリー化を行い内容分析を行った
〔結果〕
終末期看護の振り返り、勉強会は対象者全員が参加しており、79％が参加後の終末期看護の意識に変化あり、63％が看護実践に活かせたと回答。さ
らに VAS スケールを用いた「終末期看護に対する意識の変化」の集計結果は平均 6.56 であった。
記述内容を質的に分析した結果、「介入以前の終末期看護に対する思い」から、【倫理的葛藤】《代理意思決定サポートの迷い》、【終末期患者への看
護経験や知識不足による難しさ】《医療者間で共有されない終末期医療とケア》《病院のルールによる限界》《看護師の気持ちの揺れ、ジレンマ、自
信のなさ》、【心理的負担】が抽出された。
「介入以降の終末期看護に対する意識の変化」から、【共有の効果】
《わだかまりや考え方のズレの調整》
、
【振り返り、勉強会の有効性】
《興味、関心
度の強化》《知識、応用力の向上》《やる気や新たな目標の設定》
、
【心理的負担】
《難しい》
《不安の増強》
《辛い》が抽出された。
〔結論〕
終末期患者・家族のケアへの取組みは、意識的に関わりを持つための手段として効果があり、今後も継続して行っていく必要性が示唆された。

DP50-6

脳死下臓器提供における選択肢提示の現状と看護

山口大学大学院

1）

医学系研究科、2）小倉記念病院

山本 小奈実 1）、山勢 博彰 1）、佐伯 京子 1）、立野 淳子 2）、田戸 朝美 1）
【目的】脳死の診断から臓器提供の選択肢提示、代理意思決定の現状とその時期の看護師による家族アセスメントとケアを明らか
にする。【研究方法】対象者：脳死下臓器提供に携わった経験のある看護師 20 名期間：平成 26 年 10 月～平成 27 年 6 月内容：イン
タビューガイドを用いた半構造面接を実施した。内容は、臓器提供に関わった件数、ドナーカード保有の有無、臓器提供の選択を
提示した人、看護師の家族アセスメント、看護ケア等とした。分析方法：面接内容を逐語録に起こし、インタビュー内容毎に関連
する記述を抽出した。家族アセスメントと看護ケアに関する記述は、意味内容から 1 次コードを作成した後、内容の類似性からサ
ブカテゴリー、カテゴリーに分類した。
【倫理的配慮】 研究代表者の所属する倫理委員会の承認を得た。対象者には、インタビュー
前に倫理的配慮について口頭及び文書で説明し、同意書にサインをもらった。
【結果】 看護師の平均経験年数は 15.1 年、脳死下臓
器提供の平均経験数は 2.3 件であった。患者数は 17 名で、5 名がドナーカードを保有していた。臓器提供について家族からの申し
出があったのは 7 名、医師から選択提示したのは 6 名であった。看護師は家族の状態を、
「常に涙を流していた」
「臓器提供なんて
考えられない」等の情緒的反応や、「人の役に立ちたいという思いがあった」
「家族で話し合ってきます」等の問題志向的反応があ
るとアセスメントしていた。看護では、「寄り添う」「気持ちの確認」
「外観を整える」
「情報の共有」などがあがった。
【考察】 本
人の意思表示や推定意思が確認できる場合、家族から臓器移植の意向を申し出る傾向があることがわかった。これは患者の希望を
叶えたいという家族の思いの現れであると考えられる。看護師は家族の反応を様々な視点で捉え、家族への直接ケアや環境調整な
どを実践していることがわかった。
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ポスターCP 1

CP1-1

Rapid Response Team・院内急変①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

当院における Medical Emergency Team（MET）導入の経緯と現状

公益財団法人がん研究会有明病院
公益財団法人がん研究会有明病院

1）
3）

集中治療部、2）公益財団法人がん研究会有明病院 ME センター、
看護部、4）公益財団法人がん研究会有明病院 麻酔科

山本 豊 1）、竹中 誠 2）、中山 章子 3）、玄 運官 4）、七松 恭子 4）、宮崎 恵美子 4）、佐野 博美 4）、横田 美幸 4）
当院は日本を代表するがん専門病院の一つだが，これまで院内救急に対しては手の空いた医療従事者を全館的に招集するコールシ
ステムで対応してきた。2014 年 6 月から ICU に集中治療専門医が専従するようになってからはコールシステムが発動されずに重症
患者に対する診療支援の要請を直接受けるようになり ICU 看護師や臨床工学技士と共に対応するようになった。幾つかの診療部
門とは平時の診療を継続しながら有事に対応することを前提とした訓練も行うようになり，そのような状況や医療安全を強化する
観点から ICU 専任医師を中心とした MET を正式に導入する運びとなり対応可能な範疇での活動を開始している。まだ途に就いた
ばかりの活動だが，当院における MET 導入の経緯と現状を報告する。

CP1-2

当院における RRS 導入の工夫と現状

岐阜大学医学部附属病院
岐阜大学医学部附属病院

1）
3）

高度救命救急センター、2）岐阜大学医学部附属病院
医療安全管理室

看護部、

名知 祥 1）、熊田 恵介 1,3）、林 賢二 2）、杉原 博子 1,2）、玉井 小百合 2,3）、吉田 隆浩 1）、吉田 省造 1）、牛越 博昭 1）、豊田 泉 1）、
小倉 真治 1）
当院では過去の病棟発生した院内救急コール事案の死亡率が高く、かつ予兆がある事例が多いという検証結果を踏まえ、平成 26
年 4 月から RRS（Rapid Response System）を段階的に導入した。モデル病棟での運用を開始した上で、院内への周知方法として
全職員対象の医療安全感染対策研修会で RRS 導入の必要性とシステム紹介を行った。その際のアンケート調査では、医師・看護
師など 900 名以上から回答があり、「RRS は当院に必要である」と約 98% が答えた。一方で、自由意見では医師側の受け入れが問
題という意見が多くみられた。モデル病棟での運用 8ヶ月で、数例ではあったが有効な利用があったが、同時期に院内では救急コー
ルが 12 症例あり、うち心停止の 6 症例は全て予後不良であった。この結果を踏まえて、平成 27 年 7 月から全病棟での RRS 運用を
スタートする事とした。 モデル病棟で実施したアンケートでは、当院の RRS の問題点として RRS の要請基準の教育不足、RRS の
利用しやすさ、医師の理解不足があがった。これを少しでも改善するために、RRS の初動はまず救急看護認定看護師、集中ケア
認定看護師が対応し、必要であれば高度救命救急センター医師が対応する二段構えの体制とした。症例についてはワーキンググ
ループで月に 1 回検証し、医療安全委員会を通じて院内全体にフィードバックを行う事で院内での情報共有を図り、個別案件で重
要なものがあればワーキンググループが該当病棟でデブリーフィングを実行する事とした。また、教育については各病棟を定期的
に回る以外に、来年度からは看護師 3-4 年目全員を対象としたフィジカルアセスメント教育を計画している。 RRS はモデル病棟で
の実績を通じて必要なシステムであると少しずつ認識されている。全病棟に拡大したことで、より効果的のあるシステムに成熟す
べく活動を継続していく予定である。

CP1-3

当院 MET call 要請基準および要請システム変更前後での変化および今後の課題

和歌山県立医科大学付属病院

高度救命救急センター

柴田 尚明、米満 尚史、宮本 恭兵、田中 真生、中島 強、山下 真史、島 幸宏、木田 真紀、岩崎 安博、加藤 正哉
1995 年に豪州で初めて Rapid Response System（RRS）の報告がされ、欧米では、RRS の導入によって院内心肺停止発生数の減少、
心肺停止症例の死亡率減少、有害事象発生率の減少などが数多く報告された。本邦でも 2008 年頃から RRS のコンセプト（急変の
兆候から心停止およびほかの病態の悪化も未然に防ぐ）が普及しつつあり、当院でも 2008 年から Medical Emergency Team call
（MET call）システムを導入した。要請基準は Bellomo らの要請基準を基に作成したが、
「スタッフによる臨床上の懸念」項目は除
外された。理由としては、この項目を入れると call があまりにも多くなるのではないかと考えたためである。また、MET call 要
請のシステムとして、要請基準に該当した場合でも、状態が切迫していなければまずは担当医を call し、状態が切迫している場合
は担当医とともに MET call を要請するというものであった。このようなシステムになった背景としては、主科および担当医をな
いがしろにするわけにはいかないと病院全体で考えられたためである。しかし、結果としてこれらが足かせとなり、MET call 要
請が少なく、かつ急変前から予兆があったにもかかわらず急変直前での MET call 要請症例が多くなった。そのため、2013 年 9 月
から要請基準に「スタッフによる臨床上の懸念」項目を追加し、要請基準に該当する異常を認知した場合は、状態の切迫の程度に
関わらず、担当医とともに MET call を要請することとした。その結果、MET call 要請件数が 2 倍程度に増えた。そこで、MET
call 要請症例の要請レベル（4 段階で評価）および要請前の急変徴候の有無を後ろ向きに見直し、要請基準および要請システム変
更前後で、予期できたはずの急変発生率および、要請レベルの変化を比較する。また、その結果を基に、今後の課題について検討
する。
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CP1-4

当院における Rapid Response System に関するデータ集積と解析の現状調査

名古屋市立大学

大学院医学研究科

麻酔科学・集中治療医学分野

仙頭 佳起、平手 博之、佐野 文昭、米倉 寛、加藤 利奈、吉澤 佐也、太田 晴子、田村 哲也、草間 宣好、祖父江 和哉
【背景】院内迅速対応システムである Rapid Response System（RRS）は 4 つの要素で構成される。Afferent Component（起動要素）
と Efferent Component（対応要素）については研究報告が多い。一方で、Patient Safety/ Process Improvement Component（シ
ステム改善要素）と Governance/ Administrative Component（指揮調整要素）については報告が少ない。システム改善要素と指
揮調整要素においてはデータ集積と解析が重要となるが、当院の RRS もこれらに関する評価は後回しになっている。【目的】当院
RRS のデータ集積と解析の現状を把握し、RRS 体制改革のための検討材料とすること。【対象】2013 年 2 月から 2015 年 8 月までの
31ヶ月間における RRS 活動。【方法】以下の項目を後ろ向きに検討。
（1）集積の院内実績（2）集積の院外実績（3）解析の院内実
績（4）解析の院外実績。【結果】RRS 起動は 45 件。（1）電子カルテシステム内の症例テンプレートの構築。テンプレート起動は
100%。記録の完成率は 90.6%。完成率は経時的に減少していた（15 件毎に平均 95.0% → 90.0% → 86.3%）
。（2）「RRS オンラインレ
ジストリ」への参加。レジストリへの症例登録は 93.3%。起動から登録までの遅れに経時的な変化はなかった（初期登録を除いて
11 件毎に平均 48.2 日→ 58.9 日→ 56.5 日）。
（3）電子カルテシステムにおける RRS 症例検索一覧機能の構築。院内ワーキンググルー
プでの報告 4 回。病院幹部への報告なし。
（4）学会発表は 5 件。国内論文は 1 件投稿中。
【考察】＜集積＞環境は十分整備されたが、
記録内容は不完全であり劣化傾向であった。＜解析＞環境は整備途中であり、解析は限定的であった。＜今後＞啓発と教育による
記録完成度の向上と、集積したデータの系統的な解析を進めることが課題である。

CP1-5

ICU 再入室例の原因に関する検討

日本医科大学

1）

千葉北総病院

救命救急センター、2）日本医科大学付属病院

高度救命救急センター

阪本 太吾 、齋藤 伸行 、柴田 あみ 、岡田 一宏 、益子 一樹 、本村 友一 、八木 貴典 1）、原 義明 1）、松本 尚 1）、横田 裕行 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【目的】ICU から High Care Unit（HCU）および一般病棟へ転室後に再び ICU への入室を要する例、または救急外来から HCU へ
入院後に ICU の入室を要したという「予期せぬ ICU 入室例（以下、ICU 再入室例）
」がある。その原因を明らかにすることを試みた。
【対象】2013 年 4 月から 2015 年 3 月までの間に、HCU および一般病棟から ICU へ入室した例を、診療録より後方視的に調査した。
【結
果】研究期間中に ICU 入室した全症例 825 例のうち、58 例（7%）が ICU 再入室例であった。ICU 再入室例は男性 47 例、女性 11 例、
平均 51.4 歳で、来院時診断は外傷 46 例、敗血症 6 例、消化管出血 6 例だった。再入室の理由は「病態の悪化に伴う全身管理」が 26
例（45%）、
「入院病棟または ICU 退室時期の不適切な判断」が 18 例（31%）
、
「予定手術後の全身管理」が 11 例（19%）
、
「予期せぬ
心停止」が 3 例（5%）であった。「不適切な判断」18 例のうち、「ICU 退室時期の判断」に関わるものが 10 例、「入院病棟の判断」
に関わるものが 4 例、
「診断の遅延」によるものが 4 例であった。また、そのうち 17 例（94%）が入院または ICU 退室 48 時間以内
の「早期再入室例」であった。【考察】ICU 再入室例のうち、31% が「ICU 退室または入院時の不適切な判断」が原因と考えられ、
ICU 入室基準または ICU 退室基準を是正することで、入院後または ICU 退室後早期の ICU 再入室を減らせる可能性がある。

CP1-6

当院における RRS 運用の現状とその問題点

社会医療法人慈泉会

相澤病院

集中治療科

池田 武史
当院は新型救命救急センターを擁する 502 床の急性期病院である．院内急変対応システムは以前まではコードブルーシステム（以
下 CB）のみであったが，CPR を要した症例の約半数に急変前の増悪兆候が出現しており，その予後は不良であった事，また当院
は Joint Commission International（以下 JCI）認証を取得しており，その中で急変対応チームのさらなる整備を求められた事など
を背景として，筆者を中心に RRS 立ち上げを決め，平成 26 年 8 月から仮運用を開始し，ここまでの経緯については第 42 回日本集
中治療医学会学術集会で発表した．仮運用開始前に院内全体の勉強会を 3 回開催し運用を開始したが，1 年が経過した段階で RRS
要請件数はわずか 5 件にとどまった．この期間にも 6 件の CB 要請事案が存在しており，十分に機能しているとはとても言えない
状態であった．そこで RRS メンバーでのミーティングの中で，RRS 要請件数が伸びない理由を検討した結果，
・院内に RRS の概念
が全く浸透していない（存在すらも知られていない）・要請することにためらいがある・主治医との関係性など多数の意見が挙げ
られた．これらを元に，院内へ RRS の概念を浸透させるための取り組みを行った．これらの一連の取り組みはこれらか RRS 立ち
上げ・運用を計画している施設の参考になるかと考え，主に運用に関する障害，注意点などを報告する
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ポスターCP 2

CP2-1

チーム医療①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

リハビリテーションカンファレンスによる早期離床の取り組み

埼玉医科大学国際医療センター
埼玉医科大学国際医療センター

1）
3）

CP ポスター会場

～話し合いだけではなく、即実行を～

救命救急センターICU、 埼玉医科大学国際医療センター
救命救急科
2）

集中治療科、

新山 和也 1）、中村 真巳 1）、杉本 直樹 1）、島袋 裕太 1）、原 麻衣子 1）、相庭 克行 1）、古田島 太 2）、佐伯 有香 2）、磨田 裕 2）、根本 学 3）
【はじめに】当院救命救急センターICU では、早期から理学療法士（以下 PT）らによるリハビリテーションが介入できるように、
多職種参加によるリハビリテーションカンファレンス（以下リハカンファ）を実施している。2014 年 9 月よりこのリハカンファを
週 1 回から 3 回に回数を増やしたが、今回、これによるリハビリテーション介入日、離床開始日などへの影響を検討したため報告
する。【方法】対象は、2014 年 1 月から 7 月（リハカンファ1 回群：以下 A 群）と 2015 年 1 月から 7 月（リハカンファ3 回群：以下 B
群）にかけて当部署に入院し、入院時から人工呼吸を開始した患者のうち、死亡、リハビリ未介入患者など除外した 80 例。PT に
よるリハビリ介入日、離床開始日（看護師だけでの実施含む）などについて後方視的に調査し、両群の比較検討を行った . 検定に
は Mann-Whitney’s U test を用いた。【結果】患者背景として両群ともに外傷患者（A 群：45%、B 群：40%）が最も多く、平均年
齢は、A 群 61.8 ± 22.6 歳、B 群 58.7 ± 19.6 歳で有意差は認めなかった。また、リハカンファを増やしたことによる検討では、リハ
ビリ介入日（平均：A 群 4.87 ± 2.64 日、B 群 5.14 ± 3.28 日）
、離床開始日（A 群 8.34 ± 6.57 日、B 群 6.18 ± 4.45 日）
、人工呼吸期間（A
群 9.62 ± 8.80 日、B 群 10.7 ± 13.9 日）、ICU 滞在日数（A 群 15.1 ± 10.3 日、B 群 14.5 ± 8.06 日）などにおいて統計学的有意差は見ら
れなかった。【考察】リハカンファを単純に増やすだけでは、リハビリ介入日、離床開始日など短縮することにつながらなかった。
しかし、統計学的有意差は見られなかったものの、リハカンファを増やしたことにより、離床開始日が短縮した傾向にあり、PT
によるリハビリ介入前に看護師のみで離床する症例が増えていた。リハカンファにおいては、話し合いだけではなく当日の目標を
定め、医師としては速やかにオーダーを入れ、看護師、PT としては確実にそれを実行に移すことが必要である。

CP2-2

多職種参加型の定期的 ICU カンファレンス導入前後の比較検討

公益財団法人
公益財団法人

1）

3）

宮城厚生協会
宮城厚生協会

坂総合病院
坂総合病院

看護部、 公益財団法人
救急科
2）

第2報

宮城厚生協会

坂総合病院

外科、

渡邊 一也 1）、高橋 千枝 1）、伊在井 淳子 2）、佐々木 隆徳 3）、郷古 親夫 3）
【背景】 昨年の本学会で、多職種参加型の定期的 ICU カンファレンス（以下、カンファと略）導入前後の比較検討について発表
した。考察で更に症例を重ねる必要が示唆されたため、引き続きカンファ導入前後の患者背景、診療内容等について調査した。
【目
的】 カンファ導入前後の診療変化を調査する。【方法】1. 対象：カンファ導入前後 1 年間に ICU に入室した全患者（カンファ導入
前を比較群、カンファ導入後を調査群と定義）2. 両群間の患者背景・ICU 入室期間、Sequential organ failure assessment スコア（以
下、SOFA スコアと略）の ICU 入室時値・最大値、人工呼吸器装着率、血液浄化施行率、リハビリ（介入率・開始までの期間）
、
NST 介入率、28 日死亡率などについて後ろ向きに調査した。3. Fisher の正確検定、Student-t 検定で統計学的処理をした。【結果】
患者背景、SOFA スコア、人工呼吸装着率、血液浄化施行率、リハビリ介入率、NST 介入率、28 日死亡率について両群間で統計
学的有意差は認められなかった。リハビリ開始までの期間が 4.8 日→ 3.4 日（P ＜ 0.01）と有意に短縮された。【考察】多職種チーム
が ICU 診療へ介入した効果として、人工呼吸関連肺炎などの感染性合併症の減少、早期離床促進による人工呼吸器感の短縮、在
院 30 日死亡率の低下などが報告されている。今回の調査では、カンファ導入後の殆どの項目で両群間では有意差が認められなかっ
たものの ICU 担当のリハビリスタッフ、管理栄養士など多職種がカンファに参加することにより、主治医の専門外領域を補完出
来る利点もある。他方、リハビリ開始までの期間の短縮が示唆されたが、患者予後の関連については現時点で結論付けられる段階
ではない。引き続き患者予後改善に貢献するように定期的にカンファの運用や調査を発展させる必要がある。

CP2-3

ブリーフィングチェックリストの導入とその効果

名古屋市立大学病院

1）

看護部

ICUPICUCCU、2）名古屋市立大学大学院

医学研究科

麻酔科学

永田 剛大 、丸谷 幸子 、石井 房世 、伊藤 加代子 、米倉 寛 、宮津 光範 、祖父江 和哉
1）

1）

1）

1）

2）

2）

集中治療医学分野

2）

【背景】当院 ICU・PICU では、治療方針、ゴールの明確化などの情報共有を目的に、朝のブリーフィングチェックリストを導入し
た。チェックリストは、集中治療に必要な基本的医療内容を含む 24 項目からなり、これに沿って日勤開始時に ICU 医師と看護師
とでブリーフィングを実施している。【目的】チェックリストが ICU 医師と看護師との情報共有に効果的であるかどうかを明らか
にすること。【方法】チェックリスト導入前後に ICU に在籍した医師と看護師を対象に無記名アンケート。チェックリストの各項
目の効果について 5 段階評価（1 ＝そう思う～5 ＝そう思わない）とした。【結果】回収率は 79%、対象 53 名（医師 20 名、看護師
33 名）
、有効回答数は 42 名（医師 10 名、看護師 32 名）
。医師・看護師共に最も評価が高かったのは、「リハビリが早期に開始でき
るようになった」であった。評価が最も低かった項目は、医師は「適切に循環薬剤が減量できるようになった」
、看護師は「実施
したことを評価し、今後の課題が共有できるようになった」であった。
【考察】リハビリの早期開始については、情報の共有がで
きていると考える。「循環薬剤の減量ができる」、に関しては、病態に合わせた調節が必要であり、チェックリストによるゴール設
定は難しい可能性がある。また、「今後の課題が共有できるようになった」の評価が低い原因として、日々のゴール設定をして看
護を行っているが、現在はデブリーフィング（振り返り）が出来ておらず、ゴール達成についての評価が不十分であるためと推測
する。勤務終了時のデブリーフィングの習慣化により、更なる情報共有が可能になると考える。
【結論】チェックリストの導入は、
情報共有に一定の効果があった。今後、項目の検討とデブリーフィングの実施を徹底し、効果的な情報共有の手段となるよう改善
を行っていく予定である。
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CP2-4

集中治療室に病棟担当薬剤師が配置されたことの有用性の検討

藤沢市民病院

1）

看護部

ICUCCU、2）藤沢市民病院

医療技術部

薬局

佐藤 茜 、平野 了子 、矢澤 愛里沙 、高橋 瑞江 、小磯 昭一 、田中 大 2）、三田 亜希子 1）
1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】藤沢市民病院では平成 25 年度から集中治療室（以下 ICU）に病棟担当薬剤師が配置された。本研究は病棟担当薬剤師
の配置が看護業務にどのような影響を及ぼすかを明らかにすることを目的として実施した。【方法】薬剤師配置後 1 年の時点で、
ICU 看護師 23 名を対象に記述式のアンケート調査を実施。収集したデータを KJ 法に基づいてカテゴリー化した。
【結果・考察】
アンケート回収率は 100％であった。
「安心・安全な業務への寄与」
、
「看護業務の充実化」といった 2 つのカテゴリーに分類された。
「安心・安全な業務への寄与」では、「薬剤について聞きやすい・相談しやすい」や「配合禁忌やルート選択等についてすぐに聞け
る」等の薬剤の相談に関するコードが 26 個得られた。ICU では多くの薬剤を管理・使用することから、看護師は薬剤の取り扱い
に不安や疑問を抱えている 。しかし ICU に薬剤師が配置され、コミュニケーションが円滑に図れたことが看護師の不安軽減に繋
がった可能性がある。また、薬剤師が「ICU の患者についてよく把握してくれている」
「使用頻度が少ない薬剤のアドバイスをタ
イムリーにもらえる」等のコードから、看護師が薬剤師から、個々の患者に必要な薬品情報やアドバイスをその場で得られること
で、より安全で確実な薬剤投与に繋がると考えられる。
「看護業務の充実化」では、
「患者のケアにあたる時間が増えた」「看護業
務の時間にあてられる」等のコードが 7 個得られた。ICU の薬品管理に薬剤師が参画することで、看護師が薬品管理に割いていた
時間を看護ケア等の看護業務に費やせたと実感している。本研究では、看護業務にかかる時間の変化については検討していないが、
患者ケアに費やす時間が増加したという意見から、薬剤師の配置が看護業務の充実化やケアの質向上に寄与すると考える。【結論】
病棟担当薬剤師の配置は、安心・安全な業務への寄与と看護業務の充実化において有用である。

CP2-5

自宅退院が困難と予想された超高齢者の AS 患者に対して看護師中心で取り組むチーム医療が有効であった一例

近江草津徳洲会病院

1）

看護部、2）近江草津徳洲会病院

清原 由希 、木脇 恵子 、小池 雅人 、浅井 徹
1）

1）

2）

心臓血管外科、3）滋賀医科大学

心臓血管外科

3）

【背景】超高齢社会を迎えている本邦では、80 歳以上の大動脈弁狭窄症（AS）患者が増加している。A 病院では約 5 年間に、AS
に対して大動脈弁置換術（AVR）を受けた患者が 54 名（複合手術 35 例）で、平均年齢は 74 ± 8（53-90）歳、80 歳以上の後期高齢
者患者が 18 名（33%）にも達した。高齢心疾患患者は、合併症が多い上に身体能力が低く、長期入院や心臓血管外科手術後容易
に身体デコンディショニングを生じ、廃用が進行して自宅退院が困難になることが多い。今回超高齢者の AS、心筋梗塞後の患者
に対して、看護師中心の多職種が関わるチームで行う周手術期管理が有効であったので報告する。【症例】86 歳女性。同敷地内に
次女家族が住んでいるが本人は自宅で一人暮らし。自宅で労作時呼吸困難増悪を認め、AS、高血圧症、糖尿病等で通院していた
近医を受診。うっ血性心不全、発症時期不詳の心筋梗塞と診断され入院加療となった。心エコー検査、CAG 施行され重症 AS、三
枝病変で心臓血管外科紹介、手術治療目的で A 病院転院となった。転院直後より自宅退院に向けて、多職種が関わるチーム医療
で周手術期管理を行った。転院後 11 日目に、AVR および冠動脈バイパス術（CABG）施行された。覚醒遅延を認めたが、術後 40
時間で人工呼吸器より離脱、術後 43 時間で離床・歩行訓練を行い独歩で一般病室に転室し、術後 44 時間で食事を開始した。術後
に介護申請を行い、術後 32 日目には地域包括ケア病床に転棟してリハビリを強化した。術後 41 日目、A 病院入院 52 日目、他院を
含めて入院加療 82 日目に心配なく元気に自宅退院となった。【結語】心臓血管外科のハイリスクな複合手術を受ける超高齢者に対
して、患者の直ぐ側にいて、チーム医療のキーパーソンである看護師中心のチーム医療で取り組む周手術期管理が、早期回復管理、
自宅退院に有効であった一例を経験した。

CP2-6

食道癌の高齢患者への周手術期ケア

日本赤十字社

～内科から外科へと継続したケアにより QOL 維持した一事例～

富山赤十字病院

松倉 早知子
【はじめに】食道癌手術を受ける高齢者に入院前から呼吸リハビリテーション等の術後合併症予防をしているが、術後の QOL 低下
が課題であった。そのため、消化器内科（以下、内科）入院期間から術後合併症予防を開始し、術前の身体的・精神的準備と術後
の QOL の維持を目的に取り組んだ一事例を報告する。
【実践】患者は 70 歳代後半、胸部食道癌（Stage3）、術前化学療法 2 コースと鏡視下食道亜全摘・胸骨後頚部胃管再建術が予定され
た。症状は飲み込みにくさがあったが通過障害はなく経口摂取可能、Performance status（以下、PS）0、呼吸機能は %VC81.4、
FEV1.0%95.4、喫煙歴があった。医師（内科・外科、麻酔科等）
、看護師（内科・外科の外来・病棟、ICU 等）
、専門・認定看護師、
理学療法士、栄養士等の多職種と連携し、手術 2 か月前、内科病棟での術前化学療法 1 コース目から介入した。インセンティブス
パイロメトリーを用いた呼吸リハビリテーションと呼吸ケアチーム介入を開始した。歯科医・衛生士による口腔ケア、摂食・嚥下・
口腔ケアチーム介入を開始し、口腔環境の改善と嚥下評価を継続した。栄養サポートチーム介入を開始し栄養状態のアセスメント
と介入を継続した。退院後に自宅でケアを継続できるよう指導し生活に合わせた計画を患者とともに立案した。外来受診時に、呼
吸機能や口腔環境、栄養状態、不安や意欲等を評価し介入した。術前化学療法 2 コース目に ADL 低下はなかったが呼吸機能低下、
食欲低下、気分の落ち込みがあり、その後、回復し退院した。外科病棟に入院時は PS0 を維持し、予定手術を受けた。術後、喀痰
貯留があり、排痰介助や口腔ケアによる気道浄化と早期離床を図った。嚥下評価し、経口摂取を開始した。
【評価】術後合併症なく術後 19 日目に退院、PS1、趣味に意欲があり、QOL が維持された。
【倫理的配慮】患者に口頭でレポート作成の了承と看護倫理委員会の承認を得た。
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感染・感染対策①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

髄液細胞数上昇を認めない肺炎球菌性髄膜炎の 1 例

浦添総合病院

救命救急センター

総合診療科

後藤 崇夫、佐藤 良太、屋宜 亮兵、福井 英人、北原 佑介、那須 道高、八木 正晴
【症例】既往のない 66 歳男性。自動車単独事故にて救急搬送された。治療を要する外傷はなかったが 40.1℃の発熱と意識障害を認
めた。意識は GCS で E4V4M6、質問に対する返答が一貫しない状態であった。髄膜刺激症状はなく頭部 CT で占拠性病変や頭蓋内
出血を認めなかったが、胸部レントゲン及び胸部 CT において左肺に浸潤影が認められた。発熱と意識障害から髄膜炎の合併を懸
念し腰椎穿刺を施行した。髄液検査は細胞数 2/mm3、糖 124mg/dL（血糖 203mg/dL）
、蛋白 83mg/dL で髄液のグラム染色で細菌
を認めなかった。セフォタキシム 1g を投与し入院とした。
4 時間で血液培養 4 本からグラム陽性球菌が検出された。血液検査では白血球 13200/ μ L,CRP18.7mg/dL と炎症反応高値を認めた。
入院翌日の CRP は 30.6mg/dL と上昇を認めた。
2 日後に血液培養、4 日後に髄液培養からペニシリン感受性肺炎球菌が検出され肺炎球菌性髄膜炎の診断にてセフトリアキソン 2g
を 12 時間毎に投与した。治療開始後速やかに解熱、意識状態改善認めたため 2 週間の治療を行い退院とした。
症例は髄液細胞数の上昇を認めないにも関わらず細菌性髄膜炎であった。また髄液糖は血糖の 1/2 以上の数値であり低下していな
かった。細菌性髄膜炎における髄液所見は多岐にわたる。髄液細胞数の上昇が見られない場合も細菌性髄膜炎を除外することはで
きなかった。診断は病歴、身体所見、検査所見から総合的になされるべきであるが死亡率の高さ、機能予後の観点から疑った場合
は髄液所見に関わらず治療開始すべきであると考えられた。
今回、髄液細胞数上昇を認めない肺炎球菌性髄膜炎を経験し、文献的考察を加えて報告する。

CP3-2

異常行動で搬送された Lemierre 症候群の一例

獨協医科大学病院

1）

研修センター、2）獨協医科大学病院

救命救急センター、3）獨協医科大学病院

神経内科

日高 有司 、寳住 肇 、西平 崇人 、坂本 千代織 、高野 雅嗣 、神津 成紀 、松島 久雄 、和氣 晃司 2）、小野 一之 2）
1）

2）

3）

2）

3）

2）

2）

23 歳男性。2 日前よりの発熱、咽頭痛認め近医の内科を受診、抗菌薬を処方されて帰宅。翌日自宅外を半裸ではいつくばる姿を発
見され 2 次病院へ搬送された。病着時はショックバイタルであり、左眼球変位を伴う強直間代性痙攣発作を 2 回認めたため人工呼
吸器管理となった。腰椎穿刺施行にて細胞数上昇あり、髄膜炎、脳炎の疑いで当院転院搬送された。来院時 DIC を認め、前医よ
りの MEMP、ACV に加え VCM 追加、DIC の加療含む集中治療管理とした。 治療に反応性あり、徐々に昇圧剤や輸液量の低下
は得られたものの、CK30000IU/L を超える横紋筋融解症を認めた。第 5 病日抜管。GCSE4V4M6 であり明らかな見当識障害認めた。
MEMP より CTRX に抗生剤変更したところ、CK の低下も得られた。造影 CT 施行したところ肺野に斑状影を 2 か所認め、頸静脈
に血栓を疑う所見あり。MRI にて小脳に微小梗塞を認めた。第 6 病日、前医より血液培養検査から F. necrophorum が検出され、
Lemierre 症候群と診断された。抗菌薬は SBT/ABPC に変更し神経症状残存するものの全身状態安定しているため、第 8 病日一般
病棟へ転棟となった。

CP3-3

たこつぼ型心筋症の合併が考えらえた破傷風の 1 例

JA 尾道総合病院

1）

内科、2）JA 尾道総合病院

循環器内科

徳毛 健太郎 、大道 和佳子 、益田 健 、瀧口 侑 2）、吉田 敬 1）
1）

1）

1）

破傷風は自律神経障害による激しいバイタルの変動で管理に苦慮する疾患である。カテコラミン過剰に伴い、たこつぼ型心筋症を
発症し得ることが予想されるが、報告は多くない。今回我々は、たこつぼ型心筋症を合併したと考えられる重症破傷風の一例を経
験した。
【症例】88 歳女性、主訴は嚥下困難、頸部筋緊張。来院 8 日前に畑仕事中に左前腕を受傷し、来院前日から嚥下困難、体
動による頸部筋緊張を認めるようになり救急受診した。破傷風と考えられ ICU へ緊急入院となった。抗破傷風人免疫グロブリン、
破傷風トキソイドを投与し、メトロニダゾール、ミダゾラム持続投与で経過を見ていたが、筋痙攣が頻回となり、挿管・人工呼吸
管理とした。血圧の変動が激しく、ノルアドレナリン、ドパミンを使用した。第 4 病日よりマグネシウム持続投与を開始した。来
院時の心電図に特記すべき異常はなかったが、第 4 病日に III、aVF、V1-V3 で異常 Q 波を認め、CK、トロポニン T 上昇を認めた。
全身状態を考慮し心カテーテル検査は施行しなかったが、第 5 病日に陰性 T 波が出現し、心エコー検査でたこつぼ型心筋症様の左
室収縮不全を認めた。たこつぼ型心筋症が強く疑われたが、これ以上の精査は難しく、経過観察とした。マグネシウム投与開始後、
徐々にバイタルは安定し、カテコラミン減量、中止が可能となった。第 25 病日に気管切開を施行し、その後はミダゾラムを減量
し中止した。意思疎通も可能となり、第 37 病日に一般病棟へ転床となった。【考察】破傷風において、交感神経の脱抑制に伴うカ
テコラミン上昇に起因して、たこつぼ型心筋症を併発することが予想される。本症例は明確な診断には至っていないが、病態・経
過からは破傷風に関連して、たこつぼ型心筋症を発症していたと考えられる。また同様の報告は少ないものの過去にいくつか存在
する。以上を踏まえ、文献的考察も含め本症例を検証し報告する。
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CP3-4

細菌学的診断を得られた破傷風の 1 例

聖マリアンナ医科大学

救急医学

平澤 康孝、柳井 真知、川口 剛史、津久田 純平、高松 由佳、井上 哲也、森澤 健一郎、下澤 信彦、和田 崇文、平 泰彦
【背景】破傷風は、広く土壌に常在する嫌気性グラム陽性桿菌である Clostridium tetani の産生する神経毒素が原因と考えられてい
るが、細菌学的診断を得ることは難しいとされている。今回我々は創部培養から C.tetani が分離同定され、破傷風の診断に至った
一例を経験したので報告する。【症例】肺結核と胃癌の加療歴がある 86 歳男性。当院受診前日より顎のこわばりを自覚し、破傷風
が疑われたため当科入院となった。受診 1 週間前に漬け物石で右第 4 指をはさんだ受傷歴がある。
【来院時所見】意識清明 体温
36.6 ℃ 血圧 183/90 mmHg 脈拍 86 回 / 分 酸素飽和度 97%（室内気） 呼吸数 12 回 / 分 開口は 2 横指と開口障害あり 右第 4
指に発赤腫脹とレントゲンにて右第 4 指末節骨遠位端に骨折線を認める。
【経過】右第 4 指に爪下膿瘍を認め、膿瘍ドレナージと同
時に細菌培養検査を提出した。臨床経過より破傷風第 2 期が疑われたため、破傷風トキソイド・破傷風ヒト免疫グロブリンを使用
し、ペニシリン G にて治療を開始した。第 7 病日に創部培養より C.tetani が分離同定され、臨床所見と細菌学的検査結果を併せ破
傷風の診断に至った。全身性痙攣は出現しなかったが、後弓反張と喀痰排出困難のため一時的に人工呼吸器管理とマグネシウムの
持続投与を要した。歩行可能となったが嚥下障害が残存したため、第 37 病日にリハビリ目的に転院となった。 【考察】C.tetani
は高度嫌気要求性菌であるため培養が困難である。また、破傷風は臨床診断を基に早期から抗生剤加療が行われることも多く、細
菌学的確定診断を得る例は少ない。本症例では、抗生剤投与前の創部浸出液から破傷風としての細菌学的診断を得られ、その後の
治療方針決定に有益であった。

CP3-5

硫酸マグネシウムの持続投与が有効であった重症破傷風の 1 例

名古屋第二赤十字病院

麻酔・集中治療部

藤井 智章、寺澤 篤、秋泉 春樹、井上 芳門、村橋 一、古田 敬亮、古田 裕子、高須 宏江
【はじめに】破傷風は破傷風菌が産生する毒素により強直性痙攣を引き起こす感染症である。本邦では破傷風トキソイドワクチン
が導入されてから患者数・死亡者数が減少しているが、依然として致死率が高い（20～50%）感染症である。また発症後の治療に
難渋することも多い疾患である。今回、破傷風を発症し、数週間にわたる集中治療管理を要した症例を経験したので報告する。
【症
例】78 歳、男性。玄関先で転倒し右上肢受傷。5 日後（第 1 病日）に右上肢筋緊張亢進が出現し、第 3 病日に開口障害を認めた為、
一般床へ入院した。抗破傷風人免疫グロブリン、破傷風トキソイド、ベンジルペニシリンカリウムの投与を開始した。第 4 病日、
吸痰を契機に全身痙攣を発症（Onset Time ＜ 48hr）し呼吸状態が悪化した為、気管挿管を行った後に、ICU に入室した。刺激を
避ける為、暗室管理とした。ミダゾラム、フェンタニルで鎮静し、硫酸マグネシウムを 10mEq/hr で投与開始した。連日血清マグ
ネシウム値を測定し、第 6 病日から 5mEq/hr に減量した。その後、筋硬直は軽度残存するのみであり、筋強直のコントロールの
ために筋弛緩薬を必要とはしなかった。循環動態は血圧・脈拍の変動を認めたものの、循環作動薬の使用は ICU 入室日以外必要
としなかった。第 9 病日、第 16 病日にマグネシウムの投与を中止したが、症状の再燃を認めた為、再開した。第 24 病日に気管切
開術を施行した。第 25 病日にマグネシウムの投与を中止した以後は症状の再燃を認めず、人工呼吸器からの離脱も完了できた為、
第 27 病日 ICU を退室した。【考察】本症例のように、onset time が 48 時間以内である場合、予後不良であることが多いが、硫酸マ
グネシウムを持続投与したことで、自律神経症状や筋緊張のコントロールが容易になったと考えられた。

CP3-6

硫酸マグネシウムの持続静注により長期人工呼吸管理を回避しえた破傷風患者の一例

長崎大学病院

集中治療部

麻酔科

岡田 恭子、矢野 倫太郎、松本 聡治朗、東島 潮、松本 周平、関野 元裕、原 哲也
破傷風の急性期治療においては、呼吸・全身痙攣・自律神経症状のコントロールが重要であり、痙攣・血圧変動に硫酸マグネシウ
ム（MgSO4）の併用が有効との報告がある。今回、長期間の鎮静・呼吸管理が予想された破傷風患者に、MgSO4 を持続静注し軽
度の鎮静での痙攣のコントロールが可能となり、長期人工呼吸管理を回避しえた症例を経験したので報告する。61 歳男性。右母
指の挫滅から 1 か月後に嚥下困難を自覚、翌日には構音障害が出現し近医を受診した。症状と経過から破傷風との診断をされ、破
傷風トキソイド、抗破傷風ヒト免疫グロブリン、抗菌薬での加療を開始された。その後、開口障害・筋緊張などの症状は増悪傾向
にあり、発症から 6 日目に挿管され当院転院、ICU 入室となった。人工呼吸器管理を継続し、ジアゼパム経鼻胃管投与、プロポフォー
ル（PF）1mg/kg/hr・デクスメデトミジン（DEX）0.7 μ g/kg/hr・MgSO4 1g/hr の持続静注を開始した。MgSO4 持続静注に際し
ては高 Mg 血症による症状に注意し、血漿 Mg 濃度と活性型である血漿イオン化マグネシウム濃度（iMg）を測定し、iMg の目標
値を 2mmol/L として最大 3g/hr まで使用した。腰椎穿刺、喀痰吸引などの刺激により後弓反張を呈していたが、鎮静薬の調整で
四肢の緊張・痙攣は消失した。ICU 入室 3 日目に血中 Mg 濃度の安定と痙攣消失を確認し、鎮静薬を漸減していき抜管した。吸引
や咳嗽・発声などで筋硬直が出現したが、MgSO4 の持続投与に加え PF、DEX を少量から持続静注再開し、非挿管下での管理が可
能であった。経過中最大 iMg は 1.83mmol/L であったが高 Mg 血症の症状は認めず、筋緊張も良好にコントロールされた。破傷風
患者では多くの場合、長期の鎮静・呼吸管理が必要となり、安静臥床による ADL 障害が問題となる。本症例では MgSO4 の持続静
注と少量の鎮静薬の併用により意思疎通可能なレベルを維持し積極的な理学療法も行うことができた。文献的考察を加えて報告す
る。
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ポスターCP 4

CP4-1

気道・呼吸・呼吸管理①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

防水スプレー吸入により呼吸障害をきたした 1 例

名古屋第二赤十字赤十字病院

麻酔集中治療部

中村 藍子、田口 学、藤井 智章
近年防水スプレー吸入による呼吸障害は製品の改良や注意喚起により減少したが、報告が散見される。今回当院において経験した
防水スプレー（成分：フッ素樹脂、n- ヘプタン、ブタン、プロパン）の吸入後に呼吸障害をきたした症例を報告する。
【症例】55 歳男性。肺気腫の既往、喫煙歴あり。自宅玄関内で防水スプレーを使用し、その後喫煙した後に咳、呼吸困難が出現し、
救急要請した。救急隊接触時に SpO2 は 47%（室内気）を示し、酸素投与が開始された。来院時リザーバー付酸素マスク 15L/min
使用下に PaO2 は 83mmHg であった。胸部単純写真で両肺野に網状影、胸部単純 CT では気腫性変化と中葉・舌区・両下葉中心に
スリガラス陰影を認めた。酸素投与し経過観察するも呼吸状態の改善が不良であり ICU 入室となった。酸素化改善のため nasal
high flow（NHF）を使用し呼吸管理を行った。二次感染を考慮し抗生剤（CTRX）投与、急性肺障害に対してシベレスタットナ
トリウムを使用した。徐々に改善を認め第 7 病日に NHF を離脱したが、酸素投与を必要とした。第 8 病日に抗生剤、シベレスタッ
トナトリウム投与を終了し ICU 退室となった。酸素投与が不要となるまでには約 1 カ月を要した。【考察】防水スプレーの吸入に
より撥水剤であるフッ素樹脂が肺の表面活性物質と拮抗することで肺胞虚脱をきたすことや、フッ素樹脂の加熱による熱分解産物
が発生した場合にはより強い肺毒性が生じることがいわれている。肺障害は多くの場合、酸素投与のみで数日で自然に軽快するこ
とが多いとされるが、本症例では肺気腫の既往や喫煙によりフッ素樹脂が加熱され熱分解産物が生じたことが酸素化悪化や肺障害
の遷延に影響した可能性が考えられる。酸素化維持において高濃度の酸素投与や呼気終末陽圧の効果が期待できる NHF は有用で
あると思われた。本症例について文献的考察を加え報告する。

CP4-2

急速な経過をたどった皮膚筋炎関連間質性肺炎の一例

市立豊中病院

麻酔科

香河 清和、二宮 万理恵、松本 充弘、川瀬 太助、前田 英里、大井 智香子、盤井 多美子、吉河 久美子、佐々原 友子、高田 幸治
【症例】68 歳女性【既往歴】狭心症、高血圧、虫垂炎術後、子宮筋腫術後【内服薬】オルメサルタンメドキソミル、アスピリン【経
過】関節痛（3 週間前）、咳嗽（9 日前）を認めて近医受診。発熱、左胸痛より、両側肺炎、左胸膜炎と診断され当院一般内科に入
院した。スルバクタム・アンピシリン 2 日間、セフタタジム、クリンダマイシン 3 日間投与で改善せず、酸素化不良を認め、呼吸
器内科へ転科した。皮疹と呼吸不全の急速進行から皮膚筋炎関連肺障害を疑い、ICU 収容となった。ICU 入室当日に皮膚生検、
BAL 施行後に Nasal high flow cannula、メチルプレドニゾロンパルス開始したが、数時間後に酸素化不良で気管挿管、人工呼吸
管理となった。挿管後にたこつぼ型心筋症、PSVT を認め、補液、強心剤、昇圧剤投与、除細動を施行した。その後も循環動態は
不安定で全身浮腫進行、急性腎不全を呈した。2 日目に得た皮膚生検結果は皮膚筋炎に矛盾せず、抗 CADM-140/MDA5 抗体検査
を提出した。3 日目も循環動態は不安定で PSVT を繰り返し、除細動施行、ランジオロールを投与した。4 日目ステロイドパルス
終了後に酸素化は若干の改善を一時的に認めたが、呼吸器条件の緩和には至らず、後療法移行後に呼吸障害は増悪した。またプロ
カルシトニン高値、乳酸値上昇から敗血症の可能性を考慮してタゾバクタム・ピペラシリンを投与した。5 日目循環動態は若干改
善したが腎機能は低下し、タゾバクタム・ピペラシリンは中止した。6 日目には炎症所見の増悪を認め、7 日目に永眠された。抗
CADM-140/MDA5 抗体陽性、抗 ARS 抗体陰性と後日判明し、Clinically Amyopathic Dermatomyositis と診断された。
【考察】皮
膚筋炎関連間質性肺炎は予後不良で、今症例も呼吸療法、ステロイドパルス施行も反応性に乏しく救命し得なかった。免疫抑制剤
は全身状態より使用できなかった。【結語】急激に進行し救命し得なかった皮膚筋炎関連間質性肺炎を経験した。

CP4-3

名古屋大学病院救急・内科系集中治療室における間質性肺炎の管理の解析

名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

東 倫子、日下 琢雅、海野 仁、眞喜志 剛、山本 尚範、江嶋 正志、田村 有人、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】間質性肺炎の急性増悪の集中治療に対して，当講座は，2014 年に肺線維化管理バンドルを策定し，治療成績の向上を
目標としている。これまでの間質性肺炎の急性増悪の管理内容を解析した。【方法と結果】2013 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日の
2 年間で，間質性肺炎の集中治療の症例を抽出した。当該期間に間質性肺炎と診断したのは全 33 例で，23 例の特発性含み，平均年
齢 69.7 ± 11.2，ICU 入 室 日 の APACHEII ス コ ア が 28.8 ± 5.8 だ っ た。ICU 管 理 平 均 日 数 は 14.5 ± 10.2 日 で あ り， 気 管 挿 管 15 例
（45.5%），NPPV 11 例（33.3%），ハイフローネーザルカヌラ 4 例（12.1%）
，酸素マスク 3 例（9.1%）が最重症期の呼吸管理方法だっ
た。ICU 死亡は 10 例（30.3%）であり，ICU 退出後 5 例（15.2%）が他の専門診療科の病棟で 28 日以内に死亡し，28 日死亡は 15 例（45.5%）
だった。解析結果として，28 日生存は血液浄化，気管挿管における PEEP との関連を認め，ステロイド大量療法および KL-6 に関
連を認めなかった。【結語】当講座における 2014 年までの間質性肺炎の ICU 死亡率は 30.3% であり，より高い治療成績への改善が
期待される。当講座は他診療科の指導を含めて，間質性肺炎の管理結果を解析し，2015 年に肺線維化管理バンドルを改訂した。
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CP4-4

脳深部刺激装置埋め込み術後に発生した陰圧性肺水腫の 2 症例

旭川医科大学病院

1）

丹保 亜希仁

救命救急センター、2）名寄市立総合病院

、川田 大輔 、西浦 猛 、小北 直宏 、藤田 智

1,2）

1）

1）

1）

救命救急センター
1）

陰圧性肺水腫は，上気道狭窄に伴う過度の吸気努力によって胸腔内圧が低下し肺毛細血管透過性が亢進することが原因とされる。
喉頭痙攣，急性喉頭蓋炎，窒息，気管チューブの狭窄などが陰圧性肺水腫の原因として報告されている。今回，脳深部刺激装置埋
め込み術後に発生した陰圧性肺水腫の 2 例を報告する。2 例とも，覚醒下に脳深部刺激電極（deep brain stimulator；DBS）を埋め
込み，その後全身麻酔下に刺激装置を留置した。
【症例 1】64 歳，女性。154cm，41.5kg。術中特に問題なく経過し，ICU 入室となっ
た。手術時間 6 時間 45 分，術中の水分バランスは＋ 1986ml であった。入室後に低酸素血症，胸部 X 線写真にて両側肺門部陰影の
増強を認めた。ネーザルハイフローシステムによる酸素投与，利尿薬投与で経過を見ていたが胸水の増加を認めたため，術後 5 日
目に右胸腔ドレナージ施行。その後は順調に経過した。
【症例 2】77 歳，女性。149cm，45kg。覚醒下手術中より呼吸苦と SpO2 低
下を認めた。手術終了時の胸部 X 線写真にて両側肺門部陰影の増強を認めたが，抜管され ICU 入室となった。手術時間は 4 時間 24
分，術中の水分バランスは＋ 586ml であった。ネーザルハイフロー療法を施行したが酸素化の改善は見られず，また胸水貯留を認
めたため術後 2 日目に両側胸腔ドレナージを施行した。その後は順調に経過した。
【考察】症例 1 では，主治医科が輸液過剰による
肺水腫と考え加療していたが治療に反応しなった。低アルブミン血症（術前 4.9 → 術直後 1.9 g/dL）を認め，肺毛細血管透過性亢
進が背景にあった可能性が後から考えられた。症例 2 では，頸部前屈位による呼吸苦があったとの訴えがあり，体位による上気道
狭窄が原因の陰圧性肺水腫と考えられた。両症例とも胸腔ドレナージにより順調に経過したが，胸水の蛋白濃度を測定し病態を評
価すべきであった。【結語】手術体位による上気道狭窄が原因と考えられる陰圧性肺水腫 2 例を経験した。

CP4-5

巨大腺腫様甲状腺腫による上気道狭窄を契機に発症した陰圧性肺水腫の一例

藤田保健衛生大学

医学部

麻酔・侵襲制御医学講座

山添 泰佳、早川 聖子、勝田 賢、高木 沙央里、前田 隆求、小松 聖史、内山 壮太、中村 智之、柴田 純平、西田 修
【はじめに】陰圧性肺水腫は急激な上気道閉塞と吸気時に過大な陰圧をかかることで発症する肺水腫で、肺水腫全体の 0.1％の稀な
病態である。多くは手術麻酔、気管チューブ抜去後の喉頭痙攣や浮腫等、周術期に発症し若年成人に多いとされる。今回我々は巨
大腺腫様甲状腺腫による上気道狭窄と強い呼吸努力から、陰圧性肺水腫と急性心不全を合併した中年症例を経験したので報告す
る。
【症例】50 代男性。168cm、68kg。【既往歴】2014 年に高血圧を指摘されるも放置。
【家族歴】弟と叔母に甲状腺腫大あり。心
疾患や突然死なし。【現病歴】2015 年 6 月頃から感冒様症状が出現、夜間湿性咳嗽と呼気性に喘鳴を認めるようになった。近医に
て甲状腺腫による気道狭窄が疑われ、当院耳鼻咽喉科入院となった。甲状腺はびまん性に腫大（IV 度）、縦隔内へ突出し気管は圧
排され、気道狭窄音を聴取したが、SpO2 は 98%（室内気）であった。入院翌日に仰臥位で甲状腺針生検を施行したところ、呼吸
困難が出現、呼気時に犬吠様呼吸を認めた。酸素投与を行うも SpO2 が 90% 未満であったため Medical Emergency Team コールと
なり、気管挿管後に ICU 入室となった。水溶性泡沫状痰と胸部 X 線写真上両側肺野の透過性低下を認めた。心エコーでは、びま
ん性の左室壁運動の低下を認めたが、Asynergy は無く、心電図や生化学検査所見上も、急性冠症候群は否定的であった。陰圧性
および心原性肺水腫と診断し、人工呼吸器管理、フロセミド、ニトログリセリン、カルペリチド等の薬物治療を開始した。ICU 入
室第 2 病日には酸素化は改善、第 9 病日に巨大腺腫様甲状腺腫に対し甲状腺全摘、気管切開術を施行。その後、人工呼吸器を離脱。
第 12 病日に ICU 退室となった。【まとめ】本症例は周術期でも若年者でもなく稀な発症例である。背景に未治療の高血圧や心機能
低下等があり、気道狭窄を伴う巨大な甲状腺腫と、検査時の体位や吸気努力により、陰圧性肺水腫が発症したと思われた。

CP4-6

低侵襲僧帽弁形成術後に再膨張性肺水腫を契機として発症した急性呼吸窮迫症候群の一例

慶應義塾大学

医学部

麻酔学教室

出野 サトシ、鈴木 武志、若宮 里恵、奥田 淳、御園生 与志、上田 朝美、香取 信之、森崎 浩
61 歳男性が労作時呼吸苦を主訴に入院し、重度僧帽弁閉鎖不全症と診断され、低侵襲僧帽弁形成術が施行された。術中は二腔気
管チューブ（DLT）を用いた左片肺換気で呼吸管理を行った。403 分間の片肺換気後、両肺換気に戻し、手術終了後に DLT から
単腔気管チューブに入れ替えたところ、気管チューブ内腔から淡血性の泡沫状分泌物が大量に噴出した。胸部単純 X 線写真で右肺
野に限局する著しい透過性低下を認めた。肺動脈楔入圧の上昇はなく、経食道心エコー検査の所見でも異常は認めず、心原性肺水
腫は否定的であった。再膨張性肺水腫と診断し、再度、DLT へ入れ替えた上で集中治療室へ搬送した。 フロセミド、ステロイド、
シベレスタットによる薬物的治療に加え、右肺は bilevel airway pressure mode、左肺は Assist/Controlmode で分離人工呼吸管理
を行った。しかし、心陰影拡大や肺動脈楔入圧の上昇はなく、心原性肺水腫は否定的であるにもかかわらず、術後 1 日目には左肺
からも泡沫状分泌物を認め、酸素化の維持が困難となり、体外式膜型人工肺を導入した。体外式膜型人工肺は右内頚静脈経由の右
房脱血、左大腿静脈経由の右房送血とした。ScvO2 と SvO2 および SpO2 をモニター下に体外式膜型人工肺の流量や人工呼吸器設定
を調整した。術後 3 日目には分離肺換気を終了し、術後 5 日目に体外式膜型人工肺を離脱した。術後 10 日目に気管切開をし、術後
14 日目に集中治療室を退室した。術後 27 日目に人工呼吸器から離脱した。 再膨張性肺水腫は 24-72 時間で自然軽快することが多
いが、本症例では肺傷害が両側におよび重症化した。右肺の再膨張性肺水腫により急性呼吸促迫症候群が惹起され、両側の肺傷害
に至ったと考えられる。低侵襲心臓手術後の再膨張性肺水腫は稀な合併症であり、重症化をきたす要因は明らかになっておらず、
症例の蓄積による解明が必要である。
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ポスターCP 5

CP5-1

気道・呼吸・呼吸管理②

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

上気道狭窄モデルにおける輪状甲状間膜カニューレからの High constant flow の効果

岸和田徳洲会病院

救命救急センター

鈴木 慧太郎、篠崎 正博、鍜冶 有登、薬師寺 泰匡、山田 元大、白坂 渉
【背景・目的】長期人工呼吸からの離脱後、再挿管となった際に予後が悪化することはいくつかの報告で知られている。当院では
以前より、特に抜管後の上気道狭窄がみられる症例において、輪状甲状間膜カニューレから高流量酸素療法を行うことで再挿管を
減らしている。今回、上気道狭窄モデルにおいて輪状甲状間膜カニューレからの Constant high flow 使用下での効果を検討した。
【方法】人工肺を用いて輪状甲状間膜カニューレから Constant high flow を行う状況を想定したモデルを作成した。上気道（声門）
狭窄の程度を 4 段階（狭窄なし、低度、中等度、高度）に分けた。Constant flow については 0L/min、30L/min、40L/min、50L/
min で設定し、それぞれの場合でカニューレの流量および気道内圧を測定した。一回換気量は 500ml で設定した。Constant flow に
ついては Fisher and Paykel 社の OptiflowTM を使用した。
【結果】気道狭窄なしではいずれの流量でもカニューレからの流量はゼロであった。気道狭窄の程度が強くなるにつれてカニュー
レからの流量は上昇し、気道内圧も同様に狭窄の程度と比例して上昇した。Constant flow が増加することによりカニューレから
の流量も増加した。
【考察・結論】上気道狭窄がみられる場合において、輪状甲状間膜カニューレを挿入することにより気道内圧を低減することが可
能であり、また Constant high flow を流すことにより換気量増大に寄与することができる。

CP5-2

閉鎖式気管吸引時に、気管チューブの内径と吸引カテーテルのサイズが換気量に及ぼす影響

東邦大学

医療センター大森病院

麻酔科

渡辺 雅之、佐藤 暢一、出光 亘、寺田 亨志、落合 亮一
【目的】重症呼吸不全患者では、気管吸引に伴う肺胞虚脱で低酸素血症を生じることが問題で、気管吸引カテーテル径は挿管チュー
ブ内径の 1/2 以下を使用するように推奨されてきた。しかし、人工呼吸器の性能向上に伴う至適サイズの検討は不十分であり、モ
デル肺を使用して、閉鎖式気管吸引時の換気量変化を検討した。【方法】人工呼吸器（Puritan Bennett 980）に呼吸回路、閉鎖式
吸 引 回 路、 気 管 チ ュ ー ブ、TTL モ デ ル 肺 を 接 続 し た。 換 気 モ ー ド は assist/control と し、 従 圧 式 換 気（PCV）
（ 吸 気 圧：
10cmH2O、PEEP：5cmH2O、換気回数：12 回 /min、吸気時間：1.5s）
、および従量式換気（VCV）
（1 回換気量：400ml、PEEP：
5cmH2O、換気回数：12 回 /min、I:E 比：1：2）で換気した。それぞれの換気モードにおいて、気管チューブ内径を 6.5mm から 8.5mm
まで変えて非吸引時及び吸引時の 1 回換気量を測定し、両者の差から減少率（%）を求めた。なお閉鎖式吸引回路の吸引カテーテ
ル径は 12Fr（外径 4mm）を使用し，吸引圧は -20kPa とした。
【結果】PCV 時の挿管チューブ内径に対する換気量の減少率は、6.5mm：
-76%，7mm：-64%，7.5mm：-34%，8mm：-32%，8.5mm：-24% で あ っ た。VCV 時 に は、6.5mm：-94%，7mm：-88%，7.5mm：
-83%，8mm：-81%，8.5mm：-81% であった。【考察】PCV では、気管チューブが太くなるほど、吸引時の換気量の低下が減少し、
換気量の維持が可能となった。VCV ではチューブ径を太くしても、換気量の減少率は大きく、どの気管チューブサイズにおいて
もほとんど換気量が得られなかった。PCV では、気管チューブ内径の 1/2 以下の吸引カテーテルを使用することで、気管吸引中に
も換気量を十分に維持できると考えられる。VCV では、吸引カテーテルのサイズに関係なく吸引中には換気量が得られないこと
が確認された。安全な閉鎖式気管吸引については、PCV で行うことと、太い吸引カテーテルを使用して短時間で吸引することが
望ましいと考えた。

CP5-3

気管チューブカフの素材とカフ圧がマイクロアスピレーションに与える影響についての実験的検討

産業医科大学病院

1）

集中治療部、2）産業医科大学

麻酔科

原山 信也 、長田 圭司 、清水 智子 、金澤 綾子 、内田 貴之 2）、尾辻 健 1）、荒井 秀明 1）、二瓶 俊一 1）、相原 啓二 1）、
蒲地 正幸 1）
1）

1）

1）

1）

【背景】人工呼吸関連肺炎（VAP）発症において、気管チューブカフからのマイクロアスピレーションが一因であるとされている。
そこで、気管チューブカフの素材とカフ圧がマイクロアスピレーションに与える影響についての実験的検討を行った。
【方法】塩
化ビニル製カフの TaperGuard EvacTM、ポリウレタン製カフの SealGuard EvacTM の内径 7.5 mm の気管チューブを使用し、人工気
管として内径 22 mm の円形アクリル管を用いた。管内に気管チューブを挿入しカフを拡張、カフ上に着色した液体を入れカフ下
にリークする液体量を測定した。自動カフ圧コントローラーを用い、カフ圧によるカフリーク量の変化を比較検討した。【結果】
カフ圧が 20 cmH2O 以上の際は、TaperGuard EvacTM と SealGuard EvacTM でのカフリーク量に差はなかったが、カフ圧が低下し
た際には、TaperGuard EvacTM よりも SealGuard EvacTM の方がカフリーク量は有意に少なかった。【結論】VAP 発症予防に適切
なカフ圧コントロールは重要であるが、カフ圧が高すぎれば気管粘膜の血流障害等の危険が生じる。柔らかく生体適合性に優れた
ポリウレタン製カフの方が、塩化ビニル製カフと比べて低いカフ圧でもマイクロアスピレーションを防ぎうると思われ、VAP 発
症予防にポリウレタン製カフが有用であると考えられた。
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CP5-4

モデル肺における mechanical insufflation-exsufflation（MI-E）の効果についての検討

東北大学病院

1）

集中治療部 ICU1、2）東北大学病院

集中治療部

工藤 淳 、星 邦彦 、齋藤 浩二 、亀山 良亘 、坂本 千尋 1）、大場 一英 1）、須東 光江 1）
1）

2）

2）

2）

【目的】排痰効果を目的とした MI-E の本格的臨床実用を前に、モデル肺を用いてその機能を検討した。【研究方法】MI-E は cough
assist E70（Philips Respironics 社製）を使用し、モデル肺（SMS 社製 SMS モデル肺）に接続して、回路に呼吸モニタ（NOVAMETRIX
社製コズモプラス 8100）を接続、一回換気量、最大気道内圧、最大気道陰圧、最大呼気流量などを測定した。測定は cough assist
E70 の設定を吸気圧 40cmH2O、呼気圧 40cmH2O とした場合、また他にそれぞれの圧設定を 30、20cmH2O とした 3 パターンで比較
した。吸気時間、呼気時間、ポーズ、その他の設定は同一条件とした。また、モデル肺の気道抵抗（R）を 5、20cmH2O/l/sec、
コンプライアンス（C）を 50、20ml/cmH2O とした各条件で比較し、数値は連続した 10 呼吸の平均値とした。【結果】吸気圧・呼
気圧 40 cmH2O 時において、一回換気量は R5C50 で 1722ml、R5C20 で 1466ml、R20C50 で 1350ml、R20C20 で 1279ml であった。最
大気道内圧は、R5C50 で 39.5cmH2O、R5C20 で 39.7cmH2O、R20C50 で 43.5cmH2O、R20C20 で 43.5cmH2O であった。最大気道陰圧
は、R5C50 で -45.2cmH2O、R5C20 で 45.7cmH2O、R20C50 で -38.2cmH2O、R20C20 で -39.2cmH2O で あ っ た。 最 大 呼 気 流 量 は、
R5C50 で 124.7 l/sec、R5C20 で 132.3 l/sec、R20C50 で 73.4 l/sec、R20C20 で 78.7 l/sec で あ っ た。 ま た 各 測 定 項 目 に お い て
30cmH2O 時、20cmH2O 時も同じような変化を認めた。【考察・結果】MI-E を用いたとき、抵抗やコンプライアンスが正常な場合、
大きな換気が加わる可能性がある。そのため、不必要な連続使用による過換気などの合併症に注意する必要がある。また、抵抗が
大きい患者では呼気流量の減少を認めるため、喀痰排出能力が減少する可能性がある。臨床で MI-E を使用する際には、患者の病
態に合わせて使用することが重要である。

CP5-5

Ventilation is a Better Assessment of Respiratory Status than EtCO2

University of Hawaii、2）Respiratory Motion, Inc.

1）

Daniel Eversole2）、Voscopoulos C1）、MacNabb CM2）
Introduction: Respiratory monitoring of non-intubated patients is difficult. Non-invasive respiratory volume monitor（RVM）
measures minute ventilation（MV）, tidal volume（TV）& respiratory rate（RR）and provides a way to precisely assess the
ability of EtCO2-generated RR.Methods: Continuous RVM & capnography data were collected from 50 subjects.Results: In 24.6%
of the 9324 analyzed epochs adequate MV coincided with normal EtCO2. 68.7% of the time adequate MV coincided with a low
EtCO2 &, 100% of low MV measurements corresponded to either normal or low EtCO2. Normal EtCO2 coincided with adequate
RR just 24.9% of the time & none of the low RR measurements were revealing of a high EtCO2. Low MV is observed at a wide
range of RRs.Conclusions: EtCO2 is an inadequate proxy for MV. EtCO2-based RR is a poor proxy for EtCO2 and is an even
worse proxy for MV. Capnography to capture the respiratory status in non-intubated patients is lackin

CP5-6

Assessing Ventilation in Patients Receiving Opioids

Resident, University of Texas Medical School at Houston、2）University of Texas Medical School at Houston、
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School、4）Respiratory Motion, Inc.

1）

3）

Daniel Eversole4）、Felicia Griggs1）、George Williams2）、Ed George3）
Methods: Using a RVM（ExSpiron）we collected respiratory data from 358 patients（mean age: 67.1, 19-91 years）after joint
replacement surgery. 204 patients used PCA opioids, 95 receiving hydromorphone & 109 receiving morphine. MV & RR
measurements were collected during the PACU. RVM measurements were calculated from 30-sec segments within the 30 mins
before & after the first opioid dose.predicted MV（MVPRED）was calculated based on BSA. LowMV was defined as MV ＜ 40%
MVPRED for ＞ 1 minute. Low respiratory rate（LowRR）was defined as RR ＜ 6breaths/min. Sensitivity & specificity analysis
correlated LowRR with LowMV.Results: Of patients receiving opioids, 10,775 paired RR & MV measurements were collected
before & 11,207 after the first opioid dose. LowMV was reported 8.7% of the time before & 11.3% after opioid treament. LowRR
coincided with ＜ 13.3% LowMV episodes. 80% of LowMV episodes were concentrated within 38% of the cohort. On average,
patients faced 1.5 ± 0.2 LowMV episodes before opioid（for 2.17 ± 0.13 min）& 1.8 ± 0.2 LowMV episodes（for 2.40 ± 0.12
min）after opioid dosage（p ＞ 0.5 for both）. In both groups, a low RR alarm set to trigger below 6 breaths/min would miss
88.3% of LowMV episodes, yielding a sensitivity of 12.4%, specificity of 97.6%, positive predictive value of 36.0%, & negative
predictive value of 90.9%.
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ポスターCP 6

CP6-1

血液・凝固線溶①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

胸腔内出血が持続した産科的播種性血管内凝固症候群に対し遺伝子組み換え活性型第 7 因子製剤が著効した一例

菊名記念病院

1）

循環器内科、2）昭和大学

医学部

内科学講座

循環器内科学部門

細川 哲 、本江 純子 、大西 克実 、椎貝 勝 、武藤 光範 、浅野 拓 2）、松井 泰樹 2）、辻田 裕昭 2）、小貫 龍也 2）、小林 洋一 2）
1）

1）

1）

1）

1）

胸腔内出血が持続した産科的播種性血管内凝固症候群（DIC）に対し，遺伝子組み換え活性型第 7 因子製剤（エプタコグ）が有効
であった症例を経験したため報告する．【症例】39 歳女性，妊娠第 30 週で，前回妊娠高血圧症候群の既往がある．
【現病歴】入院 6
日前より頭痛と全身倦怠感を自覚した．血圧上昇と肝機能障害を認め，子宮内胎児死亡，妊娠高血圧症候群，HELLP 症候群のため，
当院に搬送された．
【入院後経過】搬送当日に死産となり胎盤娩出後，子宮収縮不全から大量出血し，産科 DIC の状態を呈した．
第 2 病日に持続する子宮出血に対して子宮動脈塞栓術を施行し止血したが，終了後に施行した CT で，胸腔内出血と無気肺を認め，
CCU での管理を行った．両側胸腔内からの 2000ml/ 日以上の大量出血が持続し，DIC は遷延した．胸腔内出血箇所が不明で外科
的止血が困難であること，新鮮凍結血漿輸血による凝固因子補充では状態改善は困難であることから，第 7 病日にエプタコグを
4.8mg/ 回，3 時間毎に計 5 回静脈投与したところ，胸腔内出血は 200ml/ 日に減少し，以後出血と DIC は改善した．その後の経過
は良好で脳梗塞などの明らかな合併症は認めず，第 34 病日に独歩退院した．内因性凝固異常は認めなかった．【まとめ】産科的
DIC にはエプタコグは保険適応外であるが，有効とする症例報告も散見される．本症歴のように止血困難な出血を来たした難治症
例には，治療の選択枝として考慮してもよいと考えられる．

CP6-2

急激に進行する DIC、急性肝不全、AKI を伴う III 度熱中症の 1 例

滋賀医科大学附属病院

1）

救急・集中治療部、2）滋賀医科大学

救急集中治療医学講座、3）滋賀医科大学

家庭医療学講座

山根 哲信 、藤井 恵美 、加藤 隆之 、北村 直美 、松下 美季子 、辻田 靖之 、田畑 貴久 、高橋 完 、松村 一弘 3）、
江口 豊 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

2）

1）

【症例】50 歳、男性。身長 17cm、体重 101kg。心房細動にて循環器内科に、尋常性乾癬にて皮膚科にそれぞれ通院中。【現病歴】8
月某日、朝 9 時頃より草刈り作業をしていたところ、11 時 45 分頃に気分不快を訴え、その 5 分後に意識消失したため、近医救急搬
送となる。体温 42.2℃、JCS 300、いびき様呼吸、心拍数 130/ 分、血圧 90/50mmHg であり、III 度熱中症の診断にて気管挿管の後、
当院転送となった。
【入院後経過】入院時頭部 CT では明らかな出血、梗塞は認めなかったが、脳浮腫を認めた。水冷式体表冷却
を行い、輸液負荷を行うも尿量得られず、CHDF を施行した。入院 3 時間後で血小板 7 万 / μ l から 1.6 万 / μ l まで減少し、鼻腔、
口腔からの出血を伴う急激な DIC の進行を認めた。また、急激な肝酵素の逸脱、凝固因子の低下を伴う急性肝不全を認め、血漿
交換、Plasma Filtration with Dialysis（PDF）を行った。しかしながら、フィブリノゲンの低下は著しく、入院 8 時間後には
37mg/dl まで低下し出血もコントロールできないため、フィブリノゲン製剤 2g を投与した。その後、徐々に体温、循環、DIC、肝
不全は改善し救命しえたが、腎不全と意識障害は遷延した。
【結語】急激に進行する DIC、急性肝不全、AKI に対し、フィブリノ
ゲン製剤、肝補助療法、CRRT などによる集学的治療にて救命しえた III 度熱中症を経験したので報告する。

CP6-3

敗血症性ショック及び DIC を呈した成人発症川崎病の一例

高知医療センター

救命救急センター

村西 謙太郎、山本 浩大郎、野島 剛、盛實 篤史、田村 竜、大森 貴夫、大西 広一、石原 潤子、喜多村 泰輔
【はじめに】川崎病は発熱、両側眼球結膜充血、口唇口腔所見、不定形発疹、四肢末端の変化、頸部リンパ節腫脹を症状とする症
候群である。約 80％が 4 歳以下の症例で成人期には少なく、国内外でも 90 症例程度と稀である。今回、敗血症性ショック及び DIC
を呈した成人発症川崎病の一例を経験したので報告する。【症例】21 歳女性。てんかんにて抗痙攣薬内服中。来院 2 日前より発熱
が出現し前医を受診したところ肝機能障害を認めたため入院加療となったが、DIC、急性腎不全を合併し増悪を認めたため当院紹
介 と な っ た。 来 院 時 vital signs は GCS14（E3V5M6）
、 心 拍 数 103 回 / 分、 血 圧 69/35mmHg、 呼 吸 数 30 回 / 分、 体 温 36.3 度、
SpO299%（経鼻酸素 2L）であった。顔面浮腫、両側眼球結膜充血、両側頸部リンパ節腫脹、咽頭発赤、舌発赤、全身発赤、四肢
冷感、下痢、嘔吐を認めた。血液検査にて WBC11310/ μ L、plt9.5 万 / μ L、CRP10.44mg/dL、INR1.55、FDP32 μ g/mL、PCT
≧ 10ng/mL であった。当初、感染巣は不明であったが、最終的に敗血症性ショック、DIC と診断し加療を開始した。抗菌薬、昇
圧剤、IVIG 製剤、rTM 製剤、AT 製剤を使用し、全身状態は速やかに改善した。第 11 病日に手足の皮膚落屑を認めたため川崎病
が疑われ、成人発症川崎病と診断し、冠動脈の評価を行なったが異常は認めなかった。【考察】成人発症例では 20 歳台が多く、膜
様落屑の頻度が高い。また、頸部リンパ節腫脹、肝機能障害の頻度も高く、血小板増多や冠動脈後遺症の頻度は低いとされている。
本症例のような敗血症性ショック及び DIC を呈した成人発症川崎病の報告は我々が検索する限り見つからなかった。【結語】冠動
脈後遺症は致死的であり成人においても川崎病を鑑別に挙げ冠動脈評価を行うべきである。
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CP6-4

JSEPTIC DIC study 報告： JSEPTIC DIC study オーバービュー

北海道大学病院 先進急性期医療センター、2）東北大学大学院医学系研究科 救急医学分野、
東京慈恵医科大学附属病院 集中治療部、4）自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔科・集中治療部、
5）
大阪府立急性期・総合医療センター 救急診療科、6）大阪大学病院 集中治療部、7）産業医科大学 救急医学講座
1）
3）

早川 峰司 1）、齋藤 慎二郎 3）、内野 慈彦 3）、山川 一馬 5）、工藤 大介 2）、飯塚 悠祐 4）、讃井 將満 4）、滝本 浩平 6）、真弓 俊彦 7）
【目的】敗血症を原因とする DIC の診断や病態に関する報告は多い。今回、DIC 治療を積極的に施行している施設だけではなく、
DIC 治療を実施していない施設も含めた多施設共同後ろ向き観察研究として、Japan Septic DIC study（JSEPTIC DIC study）を
実施したので、その概要を報告する。【対象】2011 年 1 月から 2013 年 12 月の 3 年間に severe sepsis/septic shock を理由に ICU に入
室した 3195 名【参加施設】40 施設から 42 の ICU が参加した。院内 ICU が 57％、救急 ICU が 43％であった。ICU 管理方針は Closed
が 41％、Open が 43％であった。【患者背景】平均年齢 70 歳、男性が 60％を占めていた。平均の APACHEII は 23 であった。感染
源は腹腔が 32％と最多であり、次いで肺 26％、尿路 16％であった。血液培養は 44％で陽性であり、50％は陰性であった。原因微
生物はグラム陰性桿菌が 37％と最多であった。71％の患者が DIC を合併していた。DIC 治療薬は Antithrombin 製剤が 31％、
Thrombomodulin 製剤が 27％protease inhibitor 製剤が 12％の患者で使用されていた（重複あり）
。平均 ICU 在室日数は 11 日、ICU
内死亡率は 20％であった。ICU 入室から退院までは平均 41 日、院内死亡率は 33％であった。当日はデータの全体像をお示しする。
【今後】様々なテーマで解析が進行中であり論文化の予定である。

CP6-5

アンチトロンビン製剤の特定使用成績調査報告－中間報告の解析結果から

滋賀医科大学 医学部 救急集中治療医学講座、2）神奈川県立こども医療センター集中治療科、
東京医科大学八王子医療センター特定集中治療

1）
3）

江口 豊 1）、永渕 弘之 2）、池田 寿昭 3）
アンチトロンビン（AT）製剤の特定使用成績調査が 2013 年 4 月 1 日から行われ、今回、成人を対象とし 2015 年 1 月 31 日までに収
集された調査票を基に中間報告として報告する。対象症例は選択基準を満たさない（AT 投与前の急性期 DIC 診断基準で 4 点未満
あるいは AT ＞ 70%）か除外基準に該当する症例を除外した 721 例（男性 59.3%、女性 39.8%）で、平均年齢は 71.0 ± 14.8 歳であった。
基礎疾患は感染症が 83.0% で、AT 投与前の DIC、APACHE II、SOFA 各スコアーは各々（平均± SD）で 5.4 ± 1.5、23.1 ± 8.7 お
よび 8.7 ± 4.2 であった。また AT 投与前の AT 活性値は 47.9 ± 13.3% で、一日平均投与量は 1574 ± 453U で投与日数は 3.2 ± 2.1 日で
あった。なお、抗凝固療法の併用は 78.4%（遺伝子組換えトロンボモジュリン（TM- α）57.0%、FUT11.5%、FOY10.5%、未分画
ヘパリン 11.6%）で行われ、新鮮凍結血漿 38.5%、濃厚血小板 29.4% 投与されていた。DIC と SOFA 各スコアーの推移は前値と比べ
て 3 日後と 6 日後に有意に低下（各々p ＜ 0.001）し、AT 値は翌日（75.1%）から 5 日目（73.2%）まで有意に上昇した（p ＜ 0.001）。
投与開始後 6 日目の DIC の離脱率は 59.3% で、投与開始 28 日後の死亡率は 20.4% であった。投与前の AT 値が 50-70% 群は 50% 以下
群に比べて有意に離脱率が高く（63.6% vs 55.3%、p ＜ 0.05）
、死亡率は有意に低かった（14.6% vs 25.5%、p ＜ 0.001）
。なお、小児
を含めた出血の関する有害事象は 4.72%（44 例）に認められ、AT 製剤との因果関係が否定されなかった副作用は 0.54%（5 例）であっ
た。今後、2016 年 4 月までの 3 年間に 3000 例を収集する予定である。

CP6-6

敗血症性 DIC 治療におけるトロンボモデュリン アルファの治療効果と有害事象に関する検討

済生会横浜市東部病院

1）

薬剤部、2）済生会横浜市東部病院

集中治療科

下村 悠佳 、今浦 将治 、大村 和也 、木幡 雄至 、星野 哲也 2）、高橋 宏行 2）、菅野 浩 1）
1）

1）

2）

1）

【目的】トロンボモデュリンアルファ（rTM）は、日本血栓止血学会が公表している感染症に伴う DIC 治療のエキスパートコンセ
ンサスにおいて、最も推奨度の高い DIC 治療薬である。その主たる排泄経路は腎臓であり、腎機能障害患者に対する投与は減量
を必要とする。しかし、腎機能に応じた rTM の減量基準は明確にされていないため、減量せずに投与されることが少なくない。
その一方で、rTM を減量せずに投与した場合の治療効果と有害事象については十分に検討されていない。そこで、本研究では、
腎機能障害患者における rTM の投与量と治療効果および有害事象との関係について検討した。【方法】当院において、2010 年 1 月
から 2011 年 12 月の間に敗血症性 DIC と診断され、rTM を投与された腎機能障害患者を、通常用量の 380U/kg で投与された患者
（380U/kg 群）と 130U/kg に減量して投与された患者（130U/kg 群）に分け、治療効果として急性期 DIC スコア（DIC スコア）の
改善度を、有害事象として出血の発現率を後方視的に調査し、比較検討した。【結果】患者数および血清クレアチニン値は、
380U/kg 群で 20 名および 2.1 ± 1.4mg/dL、130U/kg 群で 16 名および 2.5 ± 1.0mg/dL であり、両群間で有意な差は認められなかった。
rTM 投与開始 7 日目の DIC スコアの改善度は、130U/kg 群の 1.5 ± 2.0 点に比べて、380U/kg 群で 3.5 ± 2.0 点と有意に高く、治療効
果の向上が示された。また、出血の有害事象の発現率は、両群間で有意な差は認められなかった。
【考察】380U/kg 群の DIC スコ
アの改善度は 130U/kg 群に比べて有意に高く、有害事象の発現率は両群間で有意な差を認めなかった。以上より、rTM の 380U/
kg 投与は、腎機能障害患者に対しても有効かつ安全に投与できる可能性が示唆された。
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ポスターCP 7

CP7-1

四肢・骨盤・体表

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

砕石位用膝窩型支脚器による仙骨部への外圧力と身体的特徴

順天堂大学

1）

医学部

水野 樹 、高橋 徹
1）

附属順天堂東京江東高齢者医療センター、2）岡山県立大学

保健福祉学部

2）

【目的】砕石位における手術後に、仙骨部に発赤や褥瘡が発生することがある。褥瘡は、難治化、遷延化し、敗血症を併発し、多臓器不
全から死亡に至ることもある。褥瘡の危険因子の一つに、患者の体型が知られている。本研究では、仙骨部へかかる外圧力と身体的特
徴との関係を調査した。
【方法】本研究は、岡山県立大学倫理委員会で研究承認（番号 307）を得た。文書で同意の得られたボランティア健康成人 21 人（男性 11
人、女性 10 人）を被験者とした。電動手術台クラス I B 形 ®（タカラベルモント社、大阪）に、膝窩を支持する構造の膝窩型支脚器
Knee Crutch®（長さ 27cm ×幅 16cm ×深さ 6cm: タカラベルモント社）の左右を接続し、圧力センサが装着された体圧分布測定シート
BIG-MAT®（ニッタ社、大阪）を厚さ 3cm の手術台標準マットレス上に敷いた。意識下の被験者の両股関節を体幹から 90 度屈曲、40 度
外転、20 度外旋し、両膝関節を 90 度屈曲し、両下腿をそれぞれ対側の肩の方向に向けた砕石位をとった。ソフトウェア BIG-MAT®（ニッ
タ社）内蔵のパーソナルコンピュータで圧力分布を読み取り、ディスプレイに表示された仙骨部に相当する部分をボックスで囲んだ。
ボックス内のピークエリアの荷重値合計をピークエリアの中で荷重のかかっているセルの面積で割った値である、ピーク接触圧力（Peak
Contact Pressure: PCP）を測定した。PCP と身長、あるいは体重、BMI との関係について単回帰分析を行った。
【成績】男性の PCP は 97.2 ± 46.1mmHg、女性の PCP は 89.1 ± 32.9mmHg で、性差はなかった。PCP と身長、PCP と体重、PCP と BMI
との間に有意な相関関係はなかった（p=0.057、p=0.070、p=0.246）。
【結論】膝窩型支脚器を用いた砕石位において、仙骨部の外圧力には性差はなく、身長、体重、BMI に非依存性である。
【参考文献】
1）水野 樹、高橋 徹、他． 麻酔 63：1167-71、2014
2）Mizuno J, Takahashi T. Ther Clin Risk Manag 11: 255-261、2015

CP7-2

複数の出血性素因のある患者に生じた特発性腹直筋血腫

香川県立中央病院麻酔科
武部 佐和子、武知 かおる、川西 裕之、中村 仁、池田 智子、井上 一由、谷津 祐市、長井 昭宏、松田 力哉、平崎 盟人
腹直筋血腫は上下腹壁動脈の破綻により生じる腹壁の血腫である。症状が急性腹症に類似し、頻度が稀であるため、他の急性腹症
と誤診されることもある。抗凝固療法中や、出血性素因の病態を背景としていることも多い。我々は、肝硬変、DIC、ITP など複
数の出血性素因のある高齢の女性が急性腎不全の加療中に、腹筋緊張などの明らかな誘因なく腹直筋血腫を生じた症例を経験し
た。造影 CT 所見から両側の腹直筋血腫と後腹膜血腫が診断された。短時間の血腫増大と大量出血のため急速に呼吸、循環動態が
悪化し、積極的な止血術が必要となった。血管造影後、出血源の両側下腹壁動脈にたいして塞栓術を施行した。循環は安定し、腹
痛は軽減したがその後も腹部膨満が増悪して呼吸困難となり人工呼吸器を装着した。再度血管造影後、右深回旋動脈の塞栓術を施
行し、外科的に左右腹直筋鞘内の血腫除去術も行った。徐々に呼吸状態は改善し人工呼吸器を離脱した。腹直筋血腫は咳などの腹
筋の緊張をきっかけとして生じることが多いが、何ら誘因なく発生する事もあり注意が必要である。本症例では複数の出血性素因
があったことが、特発性腹直筋血腫を生じた主な原因と考えられた。早期診断のためには本疾患を急性腹症の鑑別疾患として認識
しておく必要がある。腹直筋血腫は通常、保存的療法を行うが、本症例のように短時間に腹壁血腫が増大すると呼吸・循環不全に
陥る可能性があり、時期を逸しない動脈塞栓術や外科的な血腫除去術などの積極的治療が必要であると考えられた。

CP7-3

呼吸筋をターゲットとした特発性横紋筋融解症の 1 症例

名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

中原 光三郎、塩屋 悠人、錦見 満暁、東 倫子、山本 尚範、江嶋 正志、田村 有人、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】特発性横紋筋融解症が，近位筋および内腹斜筋から呼吸筋群の広範囲にまでおよび，人工呼吸管理が長期化した症例
を報告する。【症例】症例は，46 歳の女性である。腹痛を伴う軟便を主訴として近医を受診し，ウイルス性腸炎の診断を受け，2
日後に当科を受診し，血液生化学検査で CK 値 28432 U/L の高値を認めた。疼痛に一致した内腹斜筋領域に CT 検査で低吸収域を
認め，横紋筋融解症の診断とし，救急集中治療部への入室とした。その後，横紋筋融解症は，肋間筋を含む呼吸筋群に進行し，
PaCO2 84.6 mmHg レベルへの CO2 貯留により，人工呼吸器管理とした。さらに，尿量低下とミオグロビン尿により，急性腎傷害
が進行し，持続血液濾過（QF 150 mL/ 時，QB1.8L/ 時，PMMA 膜）を開始した。さらに，肺炎を合併し，喀痰培養検査から
MSSA が検出され Ampicillin/Sulbactam を使用した。電解質，甲状腺機能を含むホルモン，皮膚筋炎などの自己抗体に異常を認め
ず，ウイルス感染を疑ったが，有意な手がかりが得られなかった。しかし，横紋筋融解を認めた左大腿の筋生検では，壊死を認め
ない筋細胞筋鞘への広範なリンパ球浸潤を認めた。血中クレアチンキナーゼ（CK）値は 4,500 U/L レベルで推移し，炎症細胞浸
潤に対して少量メチルプレドニゾロン持続投与（1mg/kg/ 日）を開始した。この入室第 12 病日後より CK 値は順調に低下し，呼
吸と腎機能の回復を得て，入室第 15 病日に一般病床への転棟とした。【結語】特発性横紋筋融解症が体幹から呼吸筋に進行し，人
工呼吸管理を必要とした症例を経験した。本症例では，ステロイドが接着分子の産生を抑制し，筋鞘への細胞浸潤と横紋筋融解を
抑制したと評価した。
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CP7-4

内腸骨動脈瘤術後に臀部コンパートメント症候群を発症した症例

北関東循環器病院

1）

救急総合外科・整形外科、2）北関東循環器病院

重田 哲哉 、荻野 隆史 、与田 真隆 、中島 邦喜
1）

2）

3）

救急総合外科、3）北関東循環器病院

心臓血管外科

3）

【はじめに】比較的稀な臀部コンパートメント症候群（GCS）を内腸骨動脈瘤（IIAA）術後に発症した症例を経験した。
【症例と
経過】78 才男性。検診で腹部動脈瘤を指摘。造影 CT にて腹部大動脈瘤、両腸骨動脈瘤、左 IIAA が認められた。左 IIAA の直径
は 47mm と手術適応であり、Y グラフト置換術、左 IIAA 閉鎖術を施行した。術直後に軽度の左臀部痛、下肢脱力感を訴えたが、
一時的であり既往の脊柱管狭窄症によるものと判断した。術後 3 日で左臀部の熱感、腫脹が出現し、CPK は 2 万まで上昇した。臀
筋壊死と診断したが、腎機能障害は認められなかった。造影 CT では上殿動脈の血流低下に加え、大臀筋が斑状に浮腫像を呈して
いた。臀部痛、CPK 値はその後改善したが、術後 11 日の起立訓練中に左下垂足があることに気づき、左坐骨神経麻痺と診断した。
臀部の圧痛は依然著しく、GCS による麻痺と考えられたが、筋区画内圧は 27mmHg と軽度上昇したのみであり、症状のピークを
過ぎたことも影響していると考えられた。発症後長時間が経過していたが、除圧による神経周囲の環境改善を期待し、術後 12 日
に減張切開術を施行した。術後臀部痛は改善し、部分的に知覚障害も改善したが、下垂足は不変であった。
【考察】一般的に殿筋
群の栄養血管である内腸骨動脈を閉鎖した場合でも、臀筋群への血流は既存の側副血行路により確保され、著しい虚血を発症する
ことは稀とされる。本症例で臀筋壊死が発症した理由は、側副血行路の発達が不良であった可能性や、腸骨動脈領域周囲の受動や
剥離操作に伴う壁在血栓遊離による広範な微小血栓塞栓による可能性などが原因として推測された。筋区画圧症候群では、発症後
8 時間以内に減張切開を行わない場合、神経筋組織に不可逆的な変化が生じると言われており、早期治療の重要性を痛感した。

CP7-5

筋肉内注射後に生じた臀部コンパートメント症候群の 1 例

自治医科大学

さいたま医療センター

救急科

海老原 貴之、守谷 俊
【はじめに】臀部コンパートメント症候群は稀な疾患であるが、坐骨神経麻痺や急性腎障害を起こすことがあり、早期の診断と治
療が重要である。
【症例】61 歳男性、主訴は右下肢麻痺。既往歴に、うつ病、高血圧、腰部脊柱管狭窄症があり、抗うつ薬、睡眠薬、
降圧剤、抗血小板薬を内服していた。近医で右臀部にトリガーポイント注射（ネオビタカイン TM + ノイロトロピン TM）を受け
た翌日、注射部の腫脹を自覚し、右下肢痛と痺れが増悪したが、軽快すると思い放置した。1 週間後、体動困難となり救急外来に
搬送された。初診時、右下肢筋力（MMT）は、大腿四頭筋 2、大腿屈筋群 2、前脛骨筋以下 0 に低下し、知覚低下、右臀部から大
腿に著明な腫脹、下腿浮腫を認めたが、足背動脈は触知可能だった。血液検査は CK 59066 IU、Cr 6.03 mg/dl に上昇していた。
下肢 CT は、右中臀筋内から大腿屈筋群に著明な低吸収域を認め、gas 像はなかった。コンパートメント症候群を疑い、needle
manometer 法で内圧測定したところ、臀部 82、大腿前方 46、後方 40 mmHg に上昇しており、臀部注射後に生じた血腫による臀
部コンパートメント症候群および挫滅症候群、急性腎障害と診断した。直ちに減張切開、洗浄ドレナージを施行し、中臀筋内に
700g の血腫を認めた。CK は wash out により改善したが、腎機能はすぐに改善せず、4 回の血液透析を要した。2 年後の最終観察時、
右下肢筋力（MMT）は、大腿四頭筋と大腿屈筋群は 4 まで回復したが、その他は 0 で、短下肢装具歩行、下腿以下に痺れが残存
した。
【考察・結語】臀部には 5 つのコンパートメントがあると考えられている。本症例では、抗血小板薬が中臀筋コンパートメ
ント症候群を生じる一因となった可能性があると推測された。治療により慢性腎臓病への進展は防げたが、坐骨神経麻痺が生じて
から数日経過しており、麻痺は完全に回復しなかった。後遺症を残さず治癒させるには、より早期の診断と治療が必要と考えられ
た。

CP7-6

当院におけるカテコラミン皮下漏出症例の治療経過と対策

福井赤十字病院

麻酔科

森 友紀子、田中 弓子、山岸 一也、白塚 秀之、福岡 直、小柳 覚、田邉 毅
【はじめに】カテコラミンの血管外漏出は重篤な皮膚症状を呈する。カテコラミンは少量の漏出でも皮膚の虚血壊死が起きる可能
性があるため適切な対応が必要である。【対象】2015 年 3 月以降に集中治療室に入室した症例で、カテコラミンの皮下漏出を認め
た 3 症例を後ろ向きに検討した。【結果】発見時には壊死が進行しデブリードマンを要した症例が 1 例、フェントラミン皮下投与を
行い皮膚症状の改善を認めた症例が 1 例、フェントラミン皮下投与を行ったが皮膚症状改善前に死亡した症例が 1 例であった。【考
察】カテコラミン投与に関してはフェントラミン皮下投与が有効との報告がある。カテコラミン漏出を認めた 3 症例について治療
方法、実際の治療経過を報告する。また、当院での血管外漏出時の対処法は一般薬と抗悪性腫瘍薬に分けて記載されている。抗悪
性腫瘍薬については詳細に対処法が記載されていたがカテコラミン漏出時の対応については、漏出時に冷却しない薬剤に分類され
ているのみであった。今回カテコラミン漏出症例を経験し院内マニュアルの改定を行ったので合わせて報告する。
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ポスターCP 8

CP8-1

消化器①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

急性腎孟腎炎による敗血症性ショックの遷延により NOMI を合併したが，集学的治療により救命し得た一例

京都民医連中央病院
京都民医連中央病院

1）
4）

救急科、2）京都民医連中央病院
総合内科

外科、3）京都民医連中央病院

消化器内科、

河本 晃宏 1）、鶴岡 歩 1）、鳥取 洋昭 2）、川島 市郎 2）、木下 公司 3）、岡井 康葉 4）、井上 賀元 4）、本田 正典 2）、三浦 拓郎 4）、
四方 典裕 1）
【現病歴】78 歳，女性．神経因性膀胱にてもともと尿道カテーテルが留置されていた．来院前日の夜間に発熱を来たし，翌日往診
医により救急要請され当院へ搬入された．
【初療経過】来院時 vital sign GCS E2V1M3 BP 78/56mmHg HR162/min SpO2 98％（O2 4L）RR 42/min BT39.6℃．腹部エコー
にて膀胱内に大量の尿貯留を認めたためカテーテル閉塞を疑い交換すると大量の膿尿排出を認めた．lactate 4.38mmol/L と上昇し
ており，種々の検査結果と併せて急性腎孟腎炎による敗血症性ショックと診断，SSCG2012に従い初期蘇生を開始しICUに収容した．
【入院後経過】入室時 SOFAscore 12 点，APACHE2score 36 点，急性期 DICscore 8 点．抗生剤加療，大量補液とノルアドレナリ
ンによる循環補助継続にて一旦は lactate 2.84 mmol/L まで低下したが，その後再上昇しショック状態は遷延した．第 2 病日，腹膜
刺激徴候を認めたため腹部造影 CT を撮影したところ，腸管壊死所見があり NOMI を疑い同日緊急手術施行した．開腹すると淡々
血性の腹水と左側腹部に分節状に壊死した小腸（約 150cm）を認めたため，腸切除し人工肛門を造設した．2nd look operation は
予定せず，術後管理としては人工肛門の色調観察および人工肛門からの内視鏡検査にて追加切除の必要性を評価する方針とした．
術後，SMA より塩酸パパベリンの動注療法併用と EV1000R を用いたモニタリングにて厳格な水分管理を行い，腸切除の追加なく
管理可能であった．その後，短腸症候群，CLABSI などの管理に難渋したが，リハビリ継続にて全身状態は徐々に安定し，約 6 ケ
月後に生存退院となった．
【考察】NOMI の診断に至ったポイント，管理について若干の文献的考察を加えて報告する．

CP8-2

体外式膜型人工肺離脱後に非閉塞性腸管虚血を発症した 2 症例

千葉大学大学院

1）

医学研究院

救急集中治療医学、2）千葉大学医学部附属病院

臨床栄養部

高橋 希 、高橋 和香 、服部 憲幸 、今枝 太郎 、島居 傑 、佐藤 由美 、織田 成人 1）
1）

1）

1）

1）

1）

2）

【はじめに】非閉塞性腸管虚血（NOMI）は急性腸管虚血の一つであり , 上腸間膜動脈などの血管攣縮による腸管の低灌流状態が発
症に関与していると考えられている . 発症リスクとして循環不全状態や末梢血管疾患 , 心疾患 , 不整脈や高用量の血管作動薬使用な
どが挙げられているが , 体外式膜型人工肺（ECMO）を必要とする症例はこれらのリスクを多く有している . しかし ECMO 離脱後
に NOMI を発症した報告は少ない . 今回我々は ,ECMO 離脱後に NOMI を発症した症例を 2 例経験したので報告する .【症例 1】既往
に肝硬変のある 81 歳男性 . 腹部大動脈瘤の予定手術のため入院 . ステントグラフト挿入術を行った翌日の第 6 病日に急性冠症候群か
ら心肺停止に至り ,VA-ECMO 導入となった . 第 10 病日に ECMO 離脱 , 第 11 病日に抜管 . 第 15 病日には血管作動薬も終了できたため ,
第 17 病日に経腸栄養を再開したが , 第 20 病日に突然乳酸値が上昇しショック状態に陥った . 造影 CT 検査で腸管壊死が疑われたた
め緊急開腹術を施行した .NOMI の診断で拡大右半結腸切除および人工肛門造設術を行ったが , 呼吸不全および肝不全が進行し , 第
35 病日に死亡した .【症例 2】特に既往のない 71 歳男性 . 急性心筋梗塞による心肺停止状態で救急搬送され ,VA-ECMO 導入後に経
皮的冠動脈形成術を施行した . 第 10 病日に VA-ECMO 離脱 , 第 16 病日に抜管 , 第 19 病日には血管作動薬も終了できた . 第 12 病日から
は経腸栄養も再開し , 腎不全からも回復過程にあり経過良好と考えていたが , 第 22 病日に下血しショック状態に陥った .NOMI の診
断で右半結腸切除および人工肛門造設術を施行したが , 手術直後に生じた不整脈を契機に循環不全がさらに進行し , 第 24 病日に死
亡した .【考察】NOMI の発症リスクは ECMO を必要とする循環不全のリスクと多く共通するが ,2 症例はともに血管作動薬は使用
しておらず NOMI の発症に関与していないと考えられた . 一方で経腸栄養や血管内脱水傾向 , 腎機能障害などその他の因子が関与し
ている可能性が示唆された .

CP8-3

複数回手術を要した非閉塞性腸管虚血 4 症例の検討

千葉大学大学院医学研究院

救急集中治療医学

橋田 知明、渡邉 栄三、安部 隆三、中田 孝明、服部 憲幸、大網 毅彦、児玉 善之、岡 義人、小倉 晧一郎、織田 成人
非閉塞性腸管虚血（Nonocclusive mesenteric ischemia，NOMI）は腸間膜血管に器質的閉塞が存在しないにも関わらず，腸管に
虚血性変化を起こす疾患である．NOMI はその診断はさることながら，腸管壊死を合併した場合，救命自体も非常に困難な疾患で
ある．そこで，NOMI に対し，複数回の外科手術を要した 4 症例を提示する．
【症例 1】78 歳女性．重症急性膵炎から NOMI を発症
した．小腸大量切除術を施行し，その後 Open abdominal management（OAM）とした．小腸追加切除術を経て，腸管吻合術を施
行し，生存退院した．
【症例 2】34 歳女性．妊娠を契機とした耐糖能異常から糖尿病性ケトアシドーシスを生じ，NOMI を発症した．
小腸亜全摘及び右半結腸切除術を行い OAM としたが，術後心停止し，V-A ECMO を導入した．その後，循環動態は改善し，
ECMO を離脱した．その後，繰り返す縫合不全や後腹膜出血を認めたが，最終的に腸管吻合術を施行し，生存退院した．
【症例 3】
70 歳女性．重症急性膵炎から NOMI を発症した．また Abdominal compartment syndrome（ACS）を合併し OAM としたが，
NOMI の進行を認め，4 回の腸管切除術を施行したが，多臓器不全にて死亡した．【症例 4】75 歳男性．肺炎球菌感染による電撃性
紫斑病から NOMI を発症した．ハルトマン手術を施行した．しかしその後，多発小腸潰瘍を生じ小腸部分切除を施行するも，残
存腸管からの出血を制御できず死亡した．この 4 症例について，外科的治療介入の時期や方法・管理，術中所見につき検討し，文
献的考察を加え，報告する．
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CP8-4

重症呼吸不全を合併した絞扼性イレウスに対し，Damage Control Surgery に引き続いた集中治療が奏功した 1 例

岡山済生会総合病院

1）

救急科、2）岡山済生会総合病院

稲葉 基高 、桃木 律也 、水川 俊一 、小林 洋二
1）

2）

3）

内科、3）岡山済生会総合病院

麻酔科

3）

症例は 78 歳女性。意識障害を主訴に救急搬送された。来院時のバイタルは脈拍 130 回 / 分，血圧・SpO2 測定不能であった。意識
レベルは GCS で E4V2M1，著明な腹部膨満が認められた。ER にて緊急気管挿管，急速輸液療法を含む蘇生処置を開始した。CT
にて小腸の著明な拡張と腸間膜濃度の上昇，肺野のびまん性浸潤影を認め，重症呼吸不全を伴う絞扼性イレウスと診断し，蘇生処
置を継続しながら緊急手術を施行した。腹腔内所見では骨盤内の小腸が索状物により絞扼・壊死し，口側小腸が著明に拡張してい
た。術中も 100% 酸素換気で SpO2 は 80%，収縮期血圧 60 前後とショック状態が継続しており，可及的速やかに手術を終える必要
があると判断した。自動縫合器で壊死小腸の切離のみを行い，吻合は行わない，Damage Control Surgery（DCS）を決断。Open
abdominal management（OAM）として手術を終了し速やかに ICU での全身管理に移行した。ICU 入室後も呼吸不全が継続した
ため直後から airway pressure release ventilation（APRV）を開始し徐々に改善傾向を認めた。ショックの離脱のために大量輸液
高濃度カテコラミンを要した。第 2 病日に再開腹するも著明な腸管浮腫のため Abdominal Compartment Syndrome が危惧され閉
腹困難であったが，全身状態の改善した第 4 病日には腸管浮腫は著明に改善し色調も良好で吻合可能であると判断し，小腸断端を
吻合したのちに腹壁を閉創した。第 7 病日に抜管，第 8 病日に ICU 退室・飲水開始。その後は合併症なく経過し，第 26 病日に独歩
で自宅退院した。DCS は外傷外科でよく用いられる手法であるが，近年では外傷のみならず重症内因性疾患にも応用されている。
今回我々はショック患者に対する DCS に引き続いて，OAM や APRV などを用いた集中治療にて救命し得た重症呼吸不全を伴う絞
扼性イレウス症例を経験したので考察を加えて報告する。

CP8-5

脳梗塞の急性期管理中に壊死型虚血性腸炎を発症した 2 例

京都第一赤十字病院

麻酔科

藤本 佳久、奥田 裕子、香村 安健、松山 広樹、竹上 徹郎
壊死型虚血性腸炎は腹膜炎や bacterial translocation から容易に敗血症や多臓器不全に陥る重篤な病態であるため迅速な診断と緊
急手術を要するが、脳梗塞後では様々な理由により診断が困難になる。今回、脳梗塞の急性期管理中に壊死型虚血性腸炎を発症し
た 2 例を経験したので考察を加えて報告する。【症例 1】65 歳男性、既往は心房細動、高血圧。倒れているところを発見され左大脳
半球の急性脳梗塞と診断、左内頸動脈閉塞に対して血栓補足回収術を施行。第 12 病日に嘔吐と血圧上昇認め頭部 CT 撮影されたが
再梗塞や出血性梗塞の所見なく経過観察。第 13 病日に再度嘔吐と腹部緊満、血液ガス検査で著明なアシドーシス認め、腹部 CT で
門脈ガス、広範囲腸管気腫認め、壊死型虚血性腸炎と診断された。【症例 2】73 歳女性、既往は心房細動、糖尿病、肥大型閉塞性
心筋症。意識障害、右片麻痺、全失語で救急搬送され、左大脳半球と右側頭葉の急性脳梗塞と診断。左中大脳動脈閉塞、右内頸動
脈閉塞に対して機械的血栓回収術、頚動脈ステント留置術を施行。夜間より嘔吐と頻脈傾向も経過観察されていたが、第 2 病日の
血液検査で炎症反応、肝酵素上昇、血液ガス検査で代謝性アシドーシス認め、腹部 CT で腹腔動脈上腸管動脈閉塞と診断された。
【考
察・結語】脳梗塞の急性期管理中に壊死型虚血性腸炎を発症した 2 例を経験した。広範囲脳梗塞後の患者では症状表出が完全でなく、
他病態の合併や急性血液浄化を施行している場合もあり、身体所見や臨床症状、検査結果の解釈が困難となる。提示した症例では、
血栓塞栓症のリスクである心房細動の既往があったが、前兆となるバイタル変化から腸管虚血を疑うことができず経過観察となっ
たため結果的に診断までに数時間を要した。再梗塞や出血性梗塞などでは説明のつかないバイタル変化を認めた場合、血栓症を視
野にいれ、血液検査や腹部 CT を行うべきと考える。

CP8-6

Chilaiditi 症候群に急性偽性腸閉塞を合併した 2 症例

横浜労災病院

中央集中治療部

木村 康宏、小野 富士恵、柏 健一郎、七尾 大観、赤川 玄樹、藤本 潤一、西澤 英雄
【緒言】Chilaiditi 症候群に急性偽性腸閉塞を合併した症例を 2 例経験した。大腸内視鏡による腸管内減圧操作が循環動態の改善に
著効したことから生理学的考察を加えて報告する。【症例 1】86 歳男性。慢性 Chilaiditi 症候群の既往あり。呼吸困難を主訴に救急
要請、CT で腸管拡張による横隔膜拳上を認めたが、腸管閉塞所見なし。入院翌日に心肺停止となり蘇生後に ICU 入室となった。
大腸内視鏡検査を施行するも閉塞所見、虚血・壊死所見はみられなかった。内視鏡による腸管減圧後に著明な循環動態の改善を認
めたが、その後腸管拡張が再発。患者背景等から積極的加療の継続が断念され、死亡確認に至った。【症例 2】67 歳男性。腰部脊
柱管狭窄症に対し手術予定であった。呼吸苦から意識障害をきたし、ICU 入室後に人工呼吸管理を開始した。CT で右横隔膜下に
著明に拡張した腸管の嵌入を認めたが、明らかな閉塞所見なく、内視鏡による腸管減圧後に血行動態が著明に改善した。第 4 病日
に抜管、腸管拡張の再増悪も認めず、第 10 病日に ICU 退室となった。
【結語】Chilaiditi 症候群は、稀に腸管の機能的閉塞を合併し、
重篤な循環虚脱をきたす可能性があるので注意を要する。
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心臓・循環・体液管理①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP9-1

大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術の早期成績（80 歳以上 vs 80 歳未満）

紀南病院

心臓血管外科

CP ポスター会場

阪越 信雄
高齢者大動脈弁狭窄（AS）対する大動脈弁置換術（AVR）の早期成績について検討。対象は最近 3 年半の AVR44 例で、80 歳以上
の 26 例を O 群（80～91 歳、平均 84 歳）、79 歳以下の 18 例を Y 群（54～79 歳、平均 77 歳）とした。術前合併症は、O 群で血液透析
（HD）:1 例・冠動脈硬化症（CAD）:6 例、Y 群で HD:7 例・CAD:4 例・骨髄異形成症候群（MDS）:1 例。O 群の 10 例は手術拒否し
ていたが、うち 8 例が症状増悪で手術を決意（緊急手術 :4 例）
、Y 群の 3 例は手術拒否していたがすべて症状増悪で手術を決意した。
生体弁使用は O 群 :88%・Y 群 :89%。O 群では自宅退院 21 例・転院 5 例（紹介元 :4 例・対麻痺リハ :1 例）で、入院死亡なし。Y 群で
は自宅退院 14 例・転院 1 例（脳梗塞リハ）、入院死亡 3 例（HD 例の腸管壊死 2 例・MDS 例の肺炎 1 例）。80 歳以上でも AVR の早期
成績は良好。手術拒否例における緊急手術と HD 例が今後の課題であった。

CP9-2

術前に経皮的大動脈弁拡張術（PTAV）を行った重症大度脈弁狭窄症（AS）を合併した非心臓手術の 2 症例

大阪市立大学大学院

医学研究科

麻酔科学

山田 徳洪、辻川 翔吾、末廣 浩一、土屋 正彦、西川 精宣
重症大動脈弁狭窄症（AS）に対して、PTAV を行い大動脈弁口面積（AVA）が増加した後に実施された非心臓手術症例を 2 例経
験した。
【症例 1】84 歳男性。重症 AS（AVA 0.69cm2）で経過観察中に人工股関節周囲骨折を受傷した。PTAV を行い AVA 0.86cm2
と増加してから、4 日後に全身麻酔による人工股関節再置換術を予定した。術中は観血的動脈圧測定と経食道心エコー検査を指標
にフェニレフリンの持続投与を行った。手術時間 4 時間 51 分、IN-OUT バランス 575ml で循環動態が安定していたため、一般病室
に帰室した。術後は輸液負荷や昇圧薬等のサポートは必要なく、安定した循環動態が得られた。120 日後に軽快退院した。
【症例 2】
66 歳女性。心房細動、重症 AS（AVA 0.66cm2）によるうっ血性心不全にて入院中に転倒し、大腿骨頚部骨折を受傷した。PTAV
を行い AVA 0.86cm2 と増加してから、18 日後に全身麻酔による人工骨頭置換術を予定した。術中は観血的動脈圧モニタリングを
用いたが高用量のフェニレフリン持続投与を要する状態であった。手術時間 1 時間 21 分、IN-OUT バランス 385ml であったが、術
前の心不全状態を考慮して抜管後に HCU に入室した。手術 2 日後に非持続性心室頻拍を認めたが、輸液負荷や昇圧薬によるサポー
トは必要なく経過した。132 日後に転院した。【考察】高齢化に伴い AS 合併非心臓手術症例が増加しており、周術期は侵襲的モニ
タリングを指標に昇圧薬によるサポートや厳重な前負荷のコントロールを余議なくされる。今回の 2 症例では重症 AS の合併と早
期手術目的から AVR の代替に PTAV が選択されたが、PTAV では AS の重症度までは改善しなかった。周術期管理の負担軽減が
期待されるが、適応、費用負担において議論の余地があるものと考えられた。

CP9-3

手術適応外の重症大動脈弁狭窄症に対してバルーン大動脈弁形成術後に大動脈弁置換術を行い救命し得た一例

大阪市立総合医療センター

救命救急部

孫 麗香、山下 智也、重光 胤明、森本 健、師岡 誉也、福家 顕宏、石川 順一、有元 秀樹、宮市 功典、林下 浩士
重症大動脈弁狭窄症（Aortic stenosis、以下 AS）に対する治療の第一選択は大動脈弁置換術（Aortic valve replacement、以下
AVR）だが、高齢やリスクにより適応外となるケースも多い。我々は AVR 適応外の重症 AS に対して、バルーン大動脈弁形成術
（Balloon aortic valvuloplasty、以下 BAV）後に AVR を実施して救命し得た症例を経験したので報告する。症例は高血圧症、2 型
糖尿病の既往がある 75 歳男性。来院 1 週間前からの黒色便と意識消失発作を主訴に救急搬送された。来院時、意識清明、血圧
144/44mmHg、脈拍数 120 回 / 分、呼吸数 30 回 / 分、SpO2 79%（酸素 10L 投与下）
、体温 35.8℃と頻脈および低酸素血症を認めた。
血液検査では pH 7.192 の代謝性アシデミア、Hb 6g/dl の貧血があった。緊急気管挿管し、上部内視鏡検査を行ったが胃潰瘍から
の微小出血以外に有意所見はなかった。その後、低酸素血症の進行およびショック状態となりノルアドレナリン持続投与を開始し
た。心臓超音波検査では圧格差 40mmHg 以上の重症 AS を認め、貧血および重症 AS による急性心不全、低心拍出症候群と考えら
れた。緊急冠動脈造影において #7 90% 狭窄に対して経皮的冠動脈インターベンションを行ったが循環動態の改善が乏しく、遷延
する呼吸不全およびショック状態に対して経皮的心肺補助法（Percutaneous cardio-pulmonary support、以下 PCPS）を導入した。
重症 AS の改善には AVR が必要と考えられたが、全身状態不良のため断念し、代替療法として第 3 病日に BAV を施行した。施行
後は循環動態が著明に改善し、第 4 病日に PCPS を離脱、第 5 病日に AVR を実施した。術後状態安定していたが、痰の喀出不良に
より第 12 病日に気管切開術を施行、第 16 病日に人工呼吸器を離脱し、第 19 病日にカテコラミン投与を終了した。第 90 病日に見守
り歩行下で転院となった。結語：手術適応外の重症大動脈弁狭窄症に対して、手術加療までの代替療法としてバルーン大動脈弁形
成術は有用である。
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CP9-4

急性心不全を伴う外傷性大動脈弁逆流症の 1 例

天理よろづ相談所病院

心臓血管外科

恩賀 陽平、山中 一朗、仁科 健、廣瀬 圭一、水野 明宏、吉田 幸代、矢田 匡
【症例】37 歳男性。生来健康で健診で心電図異常や心雑音の指摘なし。受診 10 日前より仕事中の息切れあり。徐々に症状の増悪を
認め、5 日前より夜間起座呼吸を認め、当院受診。胸部レントゲンで著明な心拡大、肺うっ血あり、経胸壁心エコーにて重症大動
脈弁逆流症（AR）を認め精査加療目的に入院となる。精査では Forrester4 の重症心不全および経食道心エコーでは左冠尖の逸脱
による AR を認めた。利尿剤にて心不全症状は軽快し、同時に感染性心内膜炎、大動脈炎、先天性奇形等の検索が行われたが、い
ずれも陰性であり、弁置換術の適応の判断にて手術加療の方針となった。
【手術】術中所見として左冠動脈入口部直上から右冠動
脈入口部直上にかけて約三分の一周に限局性の解離があり、内膜がずれ落ちていた。そのため左冠尖が落ち込み、逆流を生じてい
たと考えられた。その後 4-0 フェルト付にて 5 針で内膜を吊り上げ再逢着したのち、機械弁 25mm にて弁置換術を施行した。術後
経過は良好であり、軽快退院となった。術後胸部打撲の既往を聞くと、4 か月ほど前、運転中に時速約 80km で追突事故を起こし
たが、症状なく、病院未受診であった。【考察】胸部の非穿通性鈍的外傷による AR は稀であり、本邦でも症例報告が散見される
のみである。また弁尖の tear に伴う AR より本症例のような交連部の detachment に伴う損傷形態は稀とされ、症状も外傷の数年
後に心不全症状で診断される場合がある。治療は弁置換術と自己弁を温存した弁形成術があるが、本症例は若年性であり、抗凝固
療法が不要な弁形成術も考慮されたが、交連部の detachment が高度であったこと、外傷に伴う形態異常であることは想定してお
らず、弁形成の適応についての術前考察が不十分であったことから機械弁による弁置換術の方針となった。
【結語】若年性の急性
心不全症状を伴う大動脈弁逆流症の原因については鈍的外傷も念頭に起き、治療方針を決定する必要があると考えられた。

CP9-5

Bartonella による血液培養陰性感染性心内膜炎の 1 例

天理よろづ相談所病院

心臓血管外科

矢田 匡、山中 一朗、仁科 健、廣瀬 圭一、水野 明宏、吉田 幸代、恩賀 陽平
症例は 74 歳男性。38 度以上の発熱を 1 年 3ヶ月前から 1ヶ月に 1、2 度認め、4ヶ月前からは月に 4、5 度認めた。1ヶ月前よりの労作
時呼吸苦、下腿浮腫を認め受診された。歯科治療歴なし、猫の飼育歴あり。血液培養は陰性であった。経胸壁心エコー検査にては
大動脈弁に疣贅あり中等度の大動脈弁逆流症を認めた。長期の経過であり血液培養陰性感染性心内膜炎の精査の結果 Brtonell 抗体
陽性と判明した為 ceftriaxone および gentamicin による抗生剤加療を開始した。治療開始後 21 日目の心エコー検査にて疣贅の拡大、
可動性を認める為、準緊急的に大動脈弁置換術を施行した。左冠尖および無冠尖に疣贅を認め、右冠尖に perforation を認めた。
摘出弁検体における PCR 法にて起因菌は B.quintana であった。術後は gentamicin および mynomicin にて抗生剤加療を施行した。
Bartonella 属は血液培養陰性 IE の起因菌として認識されているが、本邦での報告は少なく文献的考察を含めて報告する。

CP9-6

Fabry 病患者の僧帽弁置換術における周術期全身管理の経験

弘前大学

1）

医学部

麻酔科、2）弘前大学

医学部

集中治療部

木村 太 、櫛方 哲也 、廣田 和美 、斎藤 淳一 、丹羽 英智 2）、橋場 英二 2）
1）

1）

1）

1）

【はじめに】Fabry 病はライソゾーム病の 1 種でα - ガラクトシダーゼ A の欠損または活性低下によりスフィンゴ糖脂質代謝異常が
生じる。古典型 Fabry 病ではグロボトリアオシルセラミドなどが全身に蓄積して、思春期までに周期的な四肢の激痛発作、血管皮
膚病変、角膜・水晶体混濁、減汗症などが生じ、中年以降に腎不全、心血管病変が進行する。1990 年頃より心臓、腎臓に限局し
た病変が生じる亜型が報告され、古典型に比して頻度が高く、発症年齢は遅い。【症例】60 歳、女性。18 年前より不整脈を指摘。
9 年前に尿蛋白陽性から精査して Fabry 病と診断され、酵素補充療法を受けていた。6 年前より僧帽弁逆流、肥大型心筋症と診断
され、昨年より動悸が強くなり、僧帽弁置換の適応とされた。【経過】術前検査では 1 秒率 69％、血中尿素窒素 36mg/dl、クレア
チニン 1.5mg/dl が異常値であった。全身麻酔下に僧帽弁置換、Maze 手術を施行、手術時間 7 時間 32 分、人工心肺時間 3 時間 50 分
で術中の呼吸・循環は安定していた。ICU 入室後もペーシング下に循環は安定し、尿量も保たれていたが、手術翌朝のクレアチニ
ンが 2.3mg/dl と上昇していたため、CHDF を導入した。酸素化不良のため気管チューブ抜管が入室 5 日目となり、鎮静にデクスメ
デトミジン 0.4 μ g/kg/h とプロポフォールを併用したが、プロポフォール 0.5mg/kg/h で BIS 値が 30 代であった。抜管後の意識状
態に問題はなく、CHDF は 6 日間施行、血液浄化終了後も腎機能悪化がないことを確認して ICU を退室した。
【まとめ】Fabry 病
患者に対する僧帽弁置換術の周術期管理を経験した。術前より腎機能障害を認めたため、早めに CHDF を導入し、腎機能悪化を
免れた。BIS を指標に人工呼吸中の鎮静を行い、プロポフォール使用量が通常より少なかったが、Fabry 病との関連は不明である。
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ポスターCP 10

CP10-1

心臓・循環・体液管理②

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

大動脈内バルーンパンピングカテーテルの屈曲による動作不良を経験した 1 例

三重大学医学部附属病院

臨床工学部

白前 達大、行光 昌宏、暮石 陽介、西川 祐策、加藤 隆史、岩田 英城
【はじめに】大動脈バルーンパンピング（IABP）を透視下にて導入した翌日にバルーンパンピング用バルーンカテーテル（IABC）
の屈曲を認めたにも関わらず、アラームが作動しなかった事例を経験したので報告する。
【症例】60 歳代男性、左主幹部を含む 3 枝病変に対し冠動脈バイパス術施行後、血行動態が安定せず IABP が導入された。翌日、
冠動脈造影施行時に IABC の屈曲を確認した。導入から屈曲の発見までの間にガスリークアラームが 1 度作動したが、駆動チュー
ブの確認を行った後、リスタートにて改善し、その後アラームの発生は認めなかった。
【検討と考察】模擬回路を用いて IABC の屈曲の再現を行った。駆動波形のプラトー圧の上昇を認めたが当事例同様にアラームは
検出されなかった。メーカーへ問い合わせたところ、IABP のアラーム機構は上限、下限の駆動波形の変化により検出されるが、
プラトー圧の変化に対してアラーム検出を行う機器は現在販売されていないと回答が得られた。過去の報告として血管の蛇行によ
る IABC の屈曲が生じた報告があったが、今回の症例では血管の蛇行は認められなかった。一方、近年では下肢虚血、出血などを
考慮し、カテーテルの細径化が進んでいるため、シャフトの強度低下が今回の屈曲に対し影響している可能性も考えられた。
【結語】IABC が屈曲した場合、アラームが鳴らないことがあるため、胸部レントゲンや駆動波形の変化を見落とさない事が重要
である。

CP10-2
健和会

ビジレオモニターと EV1000 における CO/CI の比較検討

大手町病院

臨床工学センター

福島 克也、竹田 誠、亘 誠司、高橋 誠一郎
［はじめに］集中治療領域において、血行動態のモニタリングは必要不可欠である．その中でも、連続的に心拍出量を測定できる
ビジレオモニター（エドワード社製）は大変有用である．当院でも以前より使用してきたが、一昨年より同社の EV1000 の使用を
開始した．EV1000 はビジレオモニター同様に連続的に心拍出量を測定できるが，定期的に熱希釈法による測定を行うため，その
際に CO/CI の校正が行われている．そこで，ビジレオモニターと EV1000 のデータの検証を行う．
［方法］ビジレオモニターと
EV1000 を同時に接続し，各パラメーターのデータを測定する．
［結果］ビジレオモニターの各データは CO：4.65 ± 1.18、CI：3.07
± 0.7、MAP：87.9 ± 20.8 で あ り、EV1000 の 各 デ ー タ は CO：5.3 ± 1.36、CI：3.46 ± 0.86、MAP：87.3 ± 20.8 で あ っ た．P 値 は
CO：0.22、CI：0.23、MAP：0.95 であり、ビジレオモニターと EV1000 の各パラメーターに有意差はなかった．［考察］ビジレオ
モニターと EV1000 の CO/CI を比較すると、EV1000 のほうがやや高い値を示したが、有意な差は生じなかった。この結果により、
ビジレオモニターは定期的な校正を行って得る EV1000 の CO/CI と変わらないデータを得ることができると考えられる．また
EV1000 は熱希釈法による測定を行った前後の CO/CI に変化がほとんどないことから、フロートラックセンサーによって算出され
た心拍出量は、熱希釈法によって得られる心拍出量と同等のデータが得られることが示唆された．
［結語］ビジレオモニターと
EV1000 の CO/CI データを比較し結果、同等のデータを得ることができることが示唆された．

CP10-3

VV-ECMO の送血側回路に CRRT を接続した 1 例報告

済生会横浜市東部病院

臨床工学部

鈴木 秀典、森實 雅司、半田 麻有佳、相馬 良一、佐藤 亜耶、大石 英治
【緒言】VV-ECMO（以下 ECMO）中の CRRT 併用は体液バランス管理や電解質補正に有用とされ、海外では ECMO 脱血側回路と
CRRT 回路を接続する方法が主流である［PMID:25482187］。その一方、日本臨床工学技士会透析装置安全委員会は「経皮的心肺
補助脱血回路へのアクセスを禁止」としている。今回、ECMO 送血側回路と CRRT 回路を接続した症例を経験したので報告する。
【症例】60 歳台女性。他院にて誤嚥性肺炎から敗血症性ショック・AKI と診断され当院へ搬送。ER で心肺停止となり PCPS 導入し
ICU へ入室、右内頸静脈よりバスキュラーアクセス（以下 VA）カテーテルを挿入し CRRT を開始した。ICU 入室 3 日後、循環は
改善したが重症 ARDS は遷延し、左下肢より脱血カニューレを追加、右下肢の PCPS 脱血カニューレを送血として使用し、IVC 脱
血・RA 送血による ECMO に変更した。CRRT による積極的除水を開始したが ECMO の脱血不良となり、右内頸静脈の VA を脱血
用に送血カニューレと入れ替え、これによる SVC・IVC 脱血・RA 送血の 2 本脱血として ECMO 流量を安定させた。CRRT 用の
VA には ECMO 送血側に CRRT を接続した。2 本脱血に変更してから ECMO 離脱までの 6 日間で約 23L 除水を行い（インアウトバ
ランス－ 12L）、ICU 入室 15 日目に ECMO を離脱した。
【考察】当院の ECMO は SOLAS（泉工医科工業）のカスタム回路を使用し、遠心ポンプ ‐ 人工肺と人工肺直後に採血用ポートを
追加している。今回、陰圧による空気混入のリスクが高い脱血側ではなく、陽圧のかかる送血側に CRRT を接続した。ECMO 流
量 2.5L/min で人工肺前圧は 90mmHg 前後、CRRT 施行中（QB80ml/min）の CRRT 動脈圧は 140mmHg 前後と問題のない圧力であっ
た。新たな VA カテーテルを追加することなく、ECMO 流量の安定と CRRT による除水を両立することができた。
【結語】ECMO の送血側回路に CRRT 回路を接続することは、ECMO 管理において有用な選択肢となる可能性がある。
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CP10-4

PCPS 離脱後肺塞栓症を起こした劇症型心筋炎の 1 例

徳島大学病院 臨床工学技術部門、2）徳島大学大学院 病態情報医学講座 救急集中治療医学、
大阪府立母子保健総合医療センター 集中治療部、4）徳島大学病院 ER・災害医療診療部

1）
3）

林 昌晃 1）、近田 優介 1）、森西 啓介 1）、堀川 卓志 1）、奥田 菜緒 3）、井澤 眞代 2）、小野寺 睦雄 2）、今中 秀光 4）、西村 匡司 2）
【はじめ】経皮的心肺補助法（PCPS）は重症心不全の治療に用いられる。今回管理中に血栓が発生し離脱後、肺血栓塞栓症を起こ
した劇症型心筋症例を経験したので報告する。【症例】 12 歳の女児。身長 147cm、体重 36kg。発熱、咳嗽があるため近医を受診
したが、軽快せず、呼吸苦が出現したため当院紹介となった。血液検査と心臓超音波の結果より、好酸球増多性心筋炎と診断した。
ICU 入室後、不穏による体動が激しいため鎮静目的で人工呼吸器管理となった。突如心室細動が出現し心肺蘇生法を施行した。心
拍は再開したが、再度心室細動が出現したため PCPS 導入に至った。装置は CPIOX SP-101、回路はカスタムパック LX 熱交換付き
（テルモ社製）を使用し、カニューレ挿入部位は大腿動静脈にて行った。PCPS の補助流量は 80 ml/min/kg で開始した。直後の血
液ガスデータで乳酸値が 18.0 mmol/L と高値であった。酸素供給量の不足を考慮し、補助流量を 100 ml/min/kg に増加させたが、
乳酸値は高値のまま持続した。その後心臓超音波で大動脈弁が開放する流量 80ml/min/kg で管理を行った。2 日目乳酸値 2.8mmol/
L と低下し、4 日目心機能改善したため PCPS の離脱を行った。ACT は 181 秒であった。離脱直後、低酸素血症、頻脈の症状を呈
し心臓超音波の結果、肺血栓塞栓症が疑われた。ヘパリン療法の再開と低体温療法で翌日、症状は改善した。
【考察・結語】本症
例では乳酸値 高値が持続したため数時間、高流量で管理をした。そのため血栓を形成するリスクが発生した。PCPS 回路に血栓の
付着は見られなかったため、回路による合併症は否定的で、肺動脈の血流の低下もしくは血流停滞が考えられた。ELSO のガイド
ラインでは小児 補助流量を 80ml/kg/min と推奨しているが、各病状において流量調節を行い管理する必要である。

CP10-5

ローラーポンプを用いた ECMO 管理で血流測定の必要性

徳島大学病院 臨床工学技術部門、2）徳島大学大学院 病態情報医学講座 救急集中治療医学、
大阪府立母子保健総合医療センター 集中治療科、4）徳島大学病院 ER・災害医療診療部

1）
3）

森西 啓介 1）、近田 優介 1）、林 昌晃 1）、堀川 卓志 1）、小野寺 睦雄 2）、奥田 菜緒 3）、井澤 眞代 2）、今中 秀光 4）、西村 匡司 2）
【背景】ローラーポンプでは血液流量はポンプの回転数により算出されるため、一般的に血流計は必要としない。そのため、ローラー
ポンプのオクリュージョン調整は正確に行わなければならない。今回、ローラーポンプ使用中にオクリュージョン不足が発生し、
血流計により血液流量低下を発見できた事例を経験したので報告する。【症例】0 歳の女児。身長 50cm、体重 2.6kg。出生 6 日目に
総肺静脈還流異常修復術、BT-shunt 術、右肺静脈形成術を施術した。ICU 帰室 1 時間後に急激な血圧、SpO2 の低下がみられた。
一酸化窒素療法を開始したが効果が得られないため、開胸下にて大動脈、右心房にそれぞれ 8Fr、14Fr の送脱血管を留置し、血流
量 0.2 L/ 分で静脈 - 動脈体外式膜型人工肺（V-A ECMO）を開始した。ECMO 開始 1 時間後、脈圧が低下したため静脈側の血液ガ
スを採取したところ、乳酸値の上昇（16.27mmol/L）
、酸素飽和度の著しい低下（20%）をみとめた。送血量不足を考慮し、血流
計で測定したところ血流量が 1/4 に低下していた。ローラーポンプのオクリュージョン不良が原因と考え修正した。修正後は血圧
の上昇、乳酸値、酸素飽和度も改善された。オクリュージョン不良の原因が究明できなかったため遠心ポンプに変更した。【考察】
ローラーポンプはポンプ回転数から算出された血流量が表示されるが、オクリュージョン不足の場合、表示された血流量と実際の
血流量との間で流量誤差が生じる。新生児患者の流量誤差は重篤な送血量不足を引き起こすため、ECMO 管理中のトラブル防止
のためにローラーポンプ使用下の場合でも定期的な血流測定が必要であると考えられる。【結語】ローラーポンプを用いた ECMO
管理で超音波血流計で測定することにより血流量低下を発見できた。

CP10-6

術後 CRRT を必要とする人工心肺中の因子の検討

大分大学医学部附属病院

1）

医療技術部

臨床工学・歯科部門、2）大分大学医学部附属病院

集中治療部

溝口 貴之 、中嶋 辰徳 、大地 嘉史 、安部 隆国 、安田 則久 、日高 正剛 、後藤 孝治 、北野 敬明 2）
1）

1）

2）

2）

2）

2）

2）

【はじめに】近年、心臓手術を受ける患者の高齢化などに伴い、CSA-AKI が増加傾向にある。当院では術後早期に CRRT を導入し、
CSA-AKI の予後改善に努めている。CSA-AKI の最大危険因子は術前の腎機能低下という報告があるが、Perfusionist としても術
中の腎保護に努めなければならない。今回、術後 CRRT を必要とする人工心肺中の因子について検討を行ったので報告する。【方
法】2014 年の人工心肺症例のうち体循環停止症例と透析患者を除いた 109 例を対象とし、術後 CRRT を必要とした 15 例（C 群）
、
必要としなかった 94 例（N 群）の人工心肺中のデータを比較検討した。項目は人工心肺時間、灌流量、平均血圧、尿量、心肺バ
ランス、DUF（dilutional ultrafiltration）量とした。【結果】人工心肺時間は C 群が 268.80 ± 92.9、N 群は 194.94 ± 73.8min で有意
差を認めた。平均血圧は C 群が 55.7 ± 7.5、N 群は 60.2 ± 7.2mmHg で有意差を認めた。DUF 量は C 群が 1671 ± 1023、N 群は 2255
± 1508ml/hr で有意差を認めた。また、灌流量、尿量、心肺バランスは有意差を認めなかった。【考察】今回は、術前の腎機能な
どは検討せず、人工心肺中の項目のみであった。その中で、人工心肺時間、平均血圧、DUF 量は有意差を認めたため、術後
CRRT を必要とする人工心肺中の因子であることが示唆される。このうち、平均血圧は Perfusionist の操作に影響を受ける。灌流
量に有意差は出なかったが C 群の方が多く、灌流量を増加させ血圧の上昇を試みた様子が見える。また、昇圧薬も使用し血圧の上
昇も試みている。しかし、C 群では有意に平均血圧が低い。文献などでは DUF により血管作動性物質の除去ができるという報告
もあるが、DUF 量は C 群で有意に少なかったことから、今後の検討課題としたい。
【結語】人工心肺を用いた開心術後の 13.8% が
CRRT を必要としていた。また、人工心肺時間と人工心肺中の平均血圧、DUF 量が術後 CRRT を必要とする人工心肺中の因子で
あることが示唆された。

－ 625 －

ポスターCP 11

CP11-1

多臓器不全・敗血症①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

プレセプシンとプロカルシトニンの乖離症例に関する検討

川崎医科大学

救急医学

高橋 治郎、椎野 泰和、宮地 啓子、宮地 隆、竹原 延治、山田 祥子、堀田 敏弘、井上 貴博
はじめに：敗血症のバイオマーカーとしてプレセプシン（PSEP）とプロカルシトニン（PCT）が利用可能であるが、どちらも単
独で敗血症の診断が可能なほどの信頼性はない。目的：PSEP と PCT を比較し、敗血症のバイオマーカーとしての有用性を検討す
る。方法：2014 年 12 月から 2015 年 7 月までに当院救急科に入院した患者を対象に、血液培養が採取される際に PSEP と PCT を同
時測定した。感染の有無を臨床経過から後方視的に判断した上で、カットオフ値を PSEP500pg/mL、PCT0.5ng/ml と設定し、結
果が乖離した症例について検討を行った。血液培養採取の適応には介入を行っていない。結果：対象は 106 症例（複数回採取症例
を含む）で、PSEP 陰性 PCT 陽性を 9 症例、PSEP 陽性 PCT 陰性症例を 22 症例認めた。PSEP 陰性 PCT 陽性症例では、感染の関与
が疑われない症例を 5 例（55.6%）、判断に苦慮する症例を 2 例（22.2%）、感染の関与が疑われる症例を 2 例（22.2%）認めた。感染
が疑われた 2 例中 1 例で血液培養から E.cloacae が検出された。PSEP 陽性 PCT 陰性症例では、感染の関与が疑われない症例を 7 例
（31.8%）
、判断に苦慮する症例を 3 例（13.6%）、感染の関与が強く疑われる症例を 12 例（54.5%）認めた。感染が疑われた 12 例中 2
例で血液培養から MSSA 及び E.coli が検出された。PCT 陰性であっても PSEP が 1000pg/mL を超えた 7 症例は全例敗血症が強く疑
われる症例であった。PCT が 1ng/ml を超える症例であっても熱傷症例では感染をともなっていないと推測される症例も認められ
た。結語：PSEP、PCT いずれも偽陽性、偽陰性が疑われる症例を認め、バイオマーカーのみでの敗血症診断は危険である。また、
今回の検討では PCT が陰性であっても PSEP が 1000pg/mL を超える症例では重篤な感染症である可能性が高いことが示唆された。
今回は結果が乖離した症例に関する限定的な中間解析であり一般化はできないため、今後症例の集積を続け、血液培養、PCR の
結果を追加し、検討を続ける予定である。

CP11-2

日本の closed-ICU における severe sepsis の疫学：単施設後方視記述的観察研究

医療法人鉄蕉会亀田総合病院

1）

集中治療科、2）武蔵野赤十字病院救命救急センター、3）クイーンズランド大学臨床研究センター

山本 良平 1）、笹野 幹雄 1）、軽米 寿之 1）、南 三郎 1）、佐藤 明 1）、前田 淳子 1）、安田 英人 1,2）、林 淑朗 1,3）
【背景】日本の closed-ICU における severe sepsis の
疫学は未知である。【目的】日本の closed-ICU にお
ける severe sepsis の疫学の記述【デザイン】単施設
後方視記述的観察研究【セッティング】日本の 3 次
医療機関の closed-ICU【対象】2013 年 4 月から 2015
年4月にICU入室した全てのsevere sepsisの患者
【方
法】ICU データベース及び診療記録からの情報収集
【主要評価項目】死亡率【副次評価項目】Event-free
survival days【 結 果 】 全 患 者 1224 人 の う ち severe
sepsis は 270 人（22.1%） で あ っ た（Table 1）。
severe sepsis の 28 日死亡率は 20.0% であった（Table
2）
。
【 結 論 】 日 本 の closed-ICU に お け る 2 年 間 の
severe sepsis の疫学を記述した。今後の臨床研究の
仮説創出および研究デザインに役立つ基礎情報が得
られた。

CP11-3

当院における敗血症性ショックの予後と血中乳酸値についての検討

昭和大学藤が丘病院

1）

救命救急センター、2）昭和大学藤が丘病院

呼吸器内科

高安 弘美 、前田 敦雄 、宮本 和幸 、佐々木 純 、林 宗貴 、國分 二三男 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【目的】敗血症性ショックの予後と乳酸値の関係について検討する．
【方法】2012 年 1 月から 2015 年 1 月の間に当院救命救急センター
へ入院し敗血症性ショックと診断された 88 例について、血中乳酸値を中心に各種パラメーターを retrospective に検討した．
【結果】
平均年齢 71.5 歳（32-101）、男性 43 例、女性 45 例であった．感染経路は肺炎 32 例、尿路感染 20 例、腹腔内 19 例、蜂窩識炎・褥瘡
4 例のほか、髄膜炎、感染性心内膜炎などが少数であった．生存退院群 58 例、院内死亡群 30 例であった．初期蘇生開始時の乳酸
値の平均値は生存群で 4.61mmol/l（0.88-10.85）、死亡群で 6.80mmol/l（1.5-16.42）であり、生存群で有意に低かった（p=0.0091）．
蘇生開始後 6～12 時間後の乳酸クリアランスは両群で差は認められなかった（p=0.2598）
．また、蘇生開始時の乳酸値 4mmol/l 以
上の症例 54 例の中では、6～12 時間後の乳酸クリアランスは両群で有意差はなく（p=0.0699、AUC 0.644）、時間あたりの乳酸ク
リアランスにも差は認められなかった（p=0.1048、AUC 0.629）
．しかし、50% 乳酸クリアランス率は生存群で有意に多いという
結果であった（p=0.030）．また、同 54 例の中で、6～12 時間以内に乳酸値 4mmol/l 以下になった群での生存率は有意な差は得られ
なかった（p=0.2023）【結論】敗血症性ショックにおいて、早期の乳酸値の正常化が初期蘇生の指標になる可能性が報告され、
SSCG2012 でも推奨されている．本検討でも乳酸値が予後予測の指標になる可能性が示唆される結果となった．文献的考察、検討
を加え報告する．
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CP11-4

敗血症性 DIC における遺伝子組換えヒトトロンボモジュリン製剤投与のプロトコール化の有用性

滋賀医科大学

1）

医学部附属病院

救急・集中治療部、2）滋賀医科大学

麻酔科学講座、3）滋賀医科大学

救急集中治療医学講座

加藤 隆之 、村尾 淳司 、水野 隆芳 、岸本 卓磨 、山根 哲信 、辻田 靖之 、田畑 貴久 、高橋 完 、萬代 良一 1）、江口 豊 1）
1）

1）

2）

1）

1）

1）

3）

1）

【はじめに】遺伝子組換え型ヒトトロンボモジュリン（TM- α）は、敗血症性 DIC の治療薬として注目されているが、合併症とし
て出血性病態があり、適応に苦慮することがある。我々は、2013 年 4 月より PAI-1（Plasminogen Activator Inhibitor-1）60ng/ml
以上を必要条件として出血性病態を減らし安全に使用することが出来たので報告する。【対象と方法】2010 年 4 月から 2015 年 7 月
までに滋賀医科大学附属病院集中治療室において加療した患者のうち、重症敗血症にアンチトロンビン III 製剤を使用し、TM- α
を併用した 26 例を対象とした。TM- α適応に PAI-1 60ng/ml 以上を必要条件としたプロトコール作成前後でわけ、非プロトコー
ル群 12 例（2010 年 4 月から 2013 年 3 月）、プロトコール群 14 例（2013 年 4 月～2015 年 7 月）とした。両群の集中治療室入室時
APACHE（acute physiology and chronic health evaluation）II score、28 日死亡率、輸血施行率につき、後方視的に検討を行った。
統計学的解析において、単変量解析にはカイ二乗検定を用い、p 値＜ 0.05 の際に有意差ありと判定した。【結果】入室時の
APACHE II Score は非プロトコール群においては 23.91 ± 9.13、プロトコール群においては 23.42 ± 8.81 であり、重症度において統
計学的有意差は認めなかった。28 日死亡率は非プロトコール群 50％、プロトコール群 35.7％（p=0.462）
、輸血施行率は非プロトコー
ル群 50％（6 例／12 例：脳出血 1 例、下血 1 例、貧血進行 4 例）
、プロトコール群 28.6％（4 例／14 例：下血 1 例、貧血進行 3 例）
（p=0.263）
であった。【結論】敗血症性 DIC における遺伝子組換えトロンボモジュリン製剤投与のプロトコール化は、輸血施行率の低下と重
症敗血症の予後を改善する傾向があった。今後症例を重ねて検討していく。

CP11-5

敗血症性 DIC におけるアンチトロンビン製剤とリコンビナントトロンボモジュリン併用投与の有効性の検討

東京女子医科大学東医療センター

救急医療科

高橋 宏之、栗山 桂一、吉川 和秀、植木 穣、高橋 政照、磯谷 栄二
【目的】敗血症性 DIC に対してアンチトロンビン（AT）製剤のみ投与した症例と、AT 製剤と rTM を併用した症例の臨床効果を
比較し rTM の有効性を検討する。【対象と方法】2013 年 10 月から 2014 年 9 月までに当センターで敗血症性 DIC の治療を行った症
例を対象とした。DIC 診断時に AT 活性が 70% 未満の症例には AT 製剤を、明らかな出血がない症例には rTM を投与した。AT 単
独群と AT+rTM 併用投与群の第 7 病日 DIC 離脱率、院内生存率の比較を行った。両群間の比較は Mann-Whitney の U 検定、転帰
の比較はχ 2 乗検定または Fisher の正確確率検定で行い、有意水準 5% をもって有意差ありとした。【結果】AT 単独群は 32 例、
AT+rTM 群は 33 例あった。男女比、APATCHE スコア、急性期 DIC スコア、AT 活性には差を認めなかったが、年齢は AT 単独
群で低く、SOFA スコアは AT 単独群で高値であった。SOFA スコアの内訳では肝臓と循環が AT 単独群で高値であった。第 7 病
日 DIC 離脱率は AT 単独群、AT ＋ rTM 群でそれぞれ 25.9%、67.7% と AT ＋ rTM 群で高値であった。病院内生存率はそれぞれ
40.6%、72.7% で、AT+rTM 群で高値であった。感染巣の違いによる転帰の違いを考慮し最も症例数の多い肺炎で検討したところ、
AT 単独群は 11 例、AT+rTM 群は 20 例であった。年齢、男女比、APATCHE スコア、急性期 DIC スコア、AT 活性に差は認めら
れなかったが、SOFA スコアは AT 単独群で高く、その内訳では循環のみ高値であった。第 7 病日 DIC 離脱率はそれぞれ 18.1%、
65% で、AT+rTM 群で高値であった。病院内生存率は 27.2%、70% と AT+rTM 群で高値であった。治療開始後の AT 活性の推移
は AT+rTM 群で高い傾向にあり、敗血症全例での投与開始 2 日目、および 7 日目では有意差をもって高値であった。【結語】出血
リスクの少ない敗血症性 DIC に対する rTM の投与は有効な治療であると考えられた。今後は出血リスクの高い症例に対する治療
法の検討が必要と考えられる。

CP11-6

低 IgG 血症の有無による敗血症性ショック患者における静注用免疫グロブリン製剤の有効性の検討

大分大学

医学部

附属病院

集中治療部

古賀 寛教、後藤 孝治、大地 嘉史、小山 淑正、佐々木 美圭、荻原 洋二郎、牧野 剛典、甲斐 真也、安田 則久、北野 敬明
【背景】Taccone らは，ICU に入室した敗血症性ショック患者 21 名のうち 57% が低 IgG 血症（650 mg/dl 未満）であり , 血清 IgG 値
正常患者（生存率 100%）と比較し予後が悪化（生存率 50%）していたと報告している（Shock 2009）。よって，低 IgG 血症の敗血
症性ショック患者に対し静注用免疫グロブリン製剤（IVIG）投与の有効性が期待されるが，これまでこのような観点からの検討
はない。当院 ICU では，IVIG の効用・効果を満たした敗血症性ショック患者に対し，IVIG を使用してきた。【目的】今回，2012
年 1 月から 2014 年 12 月の 3 年間に当院 ICU に入室した敗血症性ショック患者で IVIG（保険適応量：5g/ 日，3 日間）が投与されて
いた患者 67 例を後方視的に調査し，IVIG 投与前の血清 IgG 値により，L 群（IgG:650 mg/dl 未満）と N 群（IgG:650 mg/dl 以上）
群の予後を比較検討した。さらに，IVIG 投与前後における IgG 値，PCT 値，β -D グルカン値，各種培養結果，使用抗菌薬，早期
経腸栄養の有無，持続的腎代替療法の有無，抗 DIC 治療の有無を抽出した。また，APACHE2 スコア，SOFA スコア，急性期 DIC
スコア，人工呼吸期間，ICU 滞在日数，28 日生存率を算出し，両群間で比較検討した。
【結果】L 群は 22 例（33%）
，N 群は 45 例（67%）
であった。投与前の血清 IgG 値は L 群 597（532-623）N 群 991（851-1148）
（median（IQR）
）; P ＜ 0.05）
。投与後の血清 IgG 値は L
群 925（828-1077）N 群 1324（1077-1464）（median（IQR）
）; P ＜ 0.05）
。血清 IgG 値を除くすべての測定項目は両群間で有意差を
認めなかった。28 日生存率は L 群 81%, N 群 84% と有意差を認めなかった（Log rank test; P=0.71）
。
【結語】低 IgG 血症の敗血症性
ショック患者に対し保険適応量（5g/ 日，3 日間）の IVIG を投与することで，血清 IgG 値正常患者と同等の生命予後をもたらす可
能性がある。
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ポスターCP 12

CP12-1

中毒・体温異常・悪性症候群①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

ドメスト服毒により腐食性消化管炎と化学性肺炎となった 1 例

浜松医科大学

1）

医学部附属病院

集中治療部、2）浜松医科大学

医学部

麻酔・蘇生学講座

小林 賢輔 、御室 総一郎 、大橋 雅彦 、鈴木 祐二 、加藤 弘美 、大杉 浩一 1）、八木原 正浩 1）、小幡 由佳子 1）、土井 松幸 1）、
中島 芳樹 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【緒言】水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムを主成分とするドメストを服毒し，腐食性消化管炎と化学性肺炎となった症例を経験
した。
【症例】61 歳、女性。10 年前からうつ病のため抗うつ薬を内服中であった。自宅で自殺企図にてドメストを約 200 ml を飲み、気分不快
及び頻回の嘔吐のため緊急入院した。
【入院時現症】軽度意識混濁（JCS 2）
、脈拍 102 bpm、血圧 140/95 mmHg、体温 36.2 ℃、SpO2 92%（酸素 9L/ 分）
【経過】泡沫状の粘稠痰、著明な喘鳴と酸素化の不良を認め、気管挿管し全身管理を目的に ICU に入室した。入院 2 日目に上部消化管内
視鏡検査を行い、咽頭、食道、胃にびらん、潰瘍と狭窄を伴う著明な腐食性変化を認めた。胸部 X 線で両側肺野全体にスリガラス影を
認め、CT では両側肺下葉に浸潤影と気管支周囲壁肥厚、両側胸水を認めた。以上より、ドメストの服毒による腐食性消化管炎と強ア
ルカリの誤嚥による化学性肺炎と診断した。喉頭の浮腫が著明であったため、気管切開を施行し、人工呼吸管理と胃管留置、制酸剤投
与による保存的加療が行われた。入院 3 日目に ICU を退室し、10 日目には人工呼吸器を離脱した。18 日目の上部消化管内視鏡検査では
咽頭から喉頭の浮腫と腐食性変化は軽快し、食道の狭窄はなく食道・胃吻合部にわずかに潰瘍を認めた。喀痰の排出は継続していたが
胸部 X 線検査でスリガラス影の濃度は低下し、嚥下造影検査は少量ならば経口摂取が可能であり、嚥下訓練を開始した。入院 29 日目に
精神科へ転科した。
【考察と結語】アルカリ薬剤服毒による消化管の腐食性の変化は深部まで組織傷害が進展しやすいので重症化する可能性が高く、慎重に対
応することが重要である。また急性期には気道浮腫による上気道閉塞を来す場合があるため、早期に診断し気道の確保を行う必要がある。

CP12-2

クレゾール中毒による声門浮腫に対し気道管理を要した 1 症例

沖縄県立南部医療センター

救命救急センター

梅村 武寛、新里 盛朗、土屋 洋之、宮川 幸子、富山 修志、高江洲 怜、吉田 有法、川浪 淳一
【はじめに】クレゾール中毒は中枢神経系および循環器系に対する全身症状に加えて腐食作用による局所症状が問題となる。今回、
我々はクレゾールを服毒後に意識障害や血圧低下に加えて、声門浮腫を来し気道管理を要した症例を経験したため報告する。【症
例】59 歳、女性【経過】統合失調症で近医通院中であった。当センター搬送 1 時間前に自宅でクレゾール（50%、推定 300ml）を
服毒した。その後、意識障害が生じ倒れているのを発見され当センターへ救急搬送となった。初診時、意識レベルは GCS
E1V1M1、収縮期血圧 80mmHg、心拍数 95 回 / 分、クレゾール臭が著明であった。外観上、上下口唇は腫脹し下顎の皮膚にビラ
ンを認めた。頸部呼吸音に競作音等は聴取せず、肺雑音も聴取しなかった。意識障害に加えて口唇の腫脹を認めクレゾールによる
腐食性組織障害による気道閉塞のリスクを考慮し気管挿管を施行した。上部消化管内視鏡を施行したところ腐食性食道炎と声門部
の著明な浮腫を認めた。入院 5 日目、突然心室細動を来したが胸骨圧迫を開始した 2 分弱で自然停止した。入院 7 日目、喉頭ファ
イバーにて再度気道を観察したところ声門部浮腫は改善していたためカフリークテストを行った後に抜管した。
【まとめ】クレゾー
ル中毒には全身作用に加えて腐食作用による局所症状に注意を払い治療を行う必要がある。意識障害があれば嘔吐や誤嚥により気
道に腐食作用が及ぶ事もあるため気道緊急を念頭に治療にあたる必要がある。また腐食性食道炎により遅発性の食道狭窄を来す可
能性も念頭におく必要がある。クレゾール中毒について若干の文献的考察を加えて発表する。

CP12-3

王水蒸気吸入による肺障害の 1 例

日本医科大学武蔵小杉病院

救命救急センター

遠藤 広史、松田 潔、菊池 広子、長谷川 智宏、石丸 直樹、山村 英治、渡邊 顕弘、黒川 顕
【背景】王水蒸気吸入（濃硝酸と濃塩酸の混合により発生）による化学性肺炎と肺水腫を生じた症例を経験したので報告する。【症
例】50 歳代男性、清掃作業中に塩酸と硝酸を混合した際に発生する煙に水をかけていたところ、誤って煙を吸って受傷した。直
後から息苦しさと咳嗽を自覚しがまんしていたが症状が悪化したため救急要請し当院に搬送された。来院時、意識清明、血圧
120/84mmHg、脈拍 113/ 分、呼吸数 35/ 分、体温 35.9℃であった。頻脈と酸素リザーバーマスク 10L 投与下で PaO2 108mmHg と
低酸素血症を認めた。胸部単純 Xp と単純 CT で両側びまん性に広がる多数の斑状影を認めた。気管挿管を行い、人工呼吸器を使
用し救命救急センターに入院となった。シベレスタットナトリウム水和物の投与を行った。集学的治療によって低酸素血症は改善
し退院となった。【考察】本邦では医中誌 Web で調べる限り、王水蒸気吸入による中毒症状の報告例は過去 1 例しか認めず稀な疾
患と考える。王水蒸気吸入による肺障害を認めるとともに、同時に発生する塩素ガス中毒の可能性も考え治療を行った。
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CP12-4

体外式膜型人工肺（ECMO）が奏功した急性薬物中毒に伴う急性呼吸促迫症候群（ARDS）の 1 例

弘前大学

大学院

1）

医学研究科

救急・災害医学講座、2）弘前大学

矢口 慎也 、小田桐 有沙 、斎藤 淳一 、伊藤 勝博 、山村 仁
1）

2）

1）

1）

医学部附属病院

卒後臨床研修センター

1）

【はじめに】ECMO は従来の治療では救命困難な重症呼吸不全や循環不全のうち , 可逆性の病態に適応され , ARDS に対する有効性
が報告されている。今回 , 急性薬物中毒に対し ECMO を導入し救命できた 1 例を経験したので報告する。
【症例】患者：22 歳 , 男性。
経過：自殺目的に塩素系洗剤と塩酸系洗剤を混合して口腔内に含有 , 発生したガスを吸引し受傷。前医搬送時 JCS30, 肺水腫を認め ,
気管挿管後に当院紹介となった。初診時 , 鎮静下で JCS10, 呼吸数 40 /min, 血圧 90/50 mmHg, 脈拍 120 /min, 体温 37.9℃。動脈血
ガス分析で低酸素血症（P/F 比 100）, 混合性アシドーシス , 高乳酸血症を認めた。多量の泡沫状痰を認め , 胸部 X 線写真は両側肺に
広汎な浸潤影を認めた。洗剤誤嚥・塩素ガス吸入による ARDS および循環血液量減少性ショックと診断し , 輸液負荷 , ノルアドレ
ナリン投与 , 人工呼吸器管理とした。第 2 病日には P/F 比 66 と酸素化が増悪したため , V-V ECMO を導入した。その後、循環安定し ,
第 4 病日にノルアドレナリンを中止。酸素化は改善したが , 肺のコンプライアンスは不良だった。第 6 病日より refilling を認め , 第 7
病日に酸素化（P/F 比 310）, 一回換気量 , 胸部 X 線写真の浸潤影も改善し , 第 8 病日に ECMO を離脱。第 9 病日に抜管したが MRSA
による VAP を併発。第 16 病日には全身状態改善し , 精神科へ転科。第 48 病日独歩退院となった。【結語】急性薬物中毒に伴う
ARDS に ECMO を導入し救命できた症例を経験した。高濃度の塩素ガス吸入に伴う肺障害による呼吸不全は可逆性であり、
ECMO を用いた集学的治療を考慮すべきである。

CP12-5

4 週の経過で回復したアセトアミノフェン中毒による急性肝不全の一例

東京都立

墨東病院

救命救急センター

横山 太郎、明石 暁子、宮崎 紀樹、湯川 高寛、山岸 利暢、重城 美央子、柏浦 正広、田邉 孝大、杉山 和宏、濱邊 祐一
【はじめに】アセトアミノフェン中毒は、一般に服薬後 96 時間程度で肝障害は改善し肝不全に至っても救命例は遅くとも 2-3 週の
経過で肝機能は完全に回復するとされる。今回肝機能の正常化まで 4 週にわたる集中治療を要した症例を経験したので文献的考察
を交えて報告する。
【症例】39 歳、女性。3 月某日、精神科処方薬と共にカフコデ N 配合錠 180 錠、ルルゴールド 40 錠（計アセト
アミノフェン 22g）を自殺目的に服薬。服薬 4 日後、意識レベルの改善がなく救命センター搬送となった。来院時 IV 度の肝性脳症、
PT ＜ 5％、直接 / 総ビリルビン濃度比 0.73 等のデータが得られ、肝移植適応ガイド ライン（2008 年厚生労働省）スコア 3 点の重
症急性肝不全と診断した。以後血漿交換や血液透析など集学的な治療や出血、感染などの合併症への対処を続け、入院後 4 週経過
したところで PT80% 程度に回復した。
【考察】本例のように肝不全に至り、肝移植の適応とならない場合は集中治療を継続するが、
一般に考えられるより長期の経過で回復を示す症例が存在し、重症度によらず肝障害が可逆的である可能性が示唆された。【結語】
アセトアミノフェン中毒による急性肝不全は、重症度や罹病期間を問わず肝機能正常化が図られる可能性がある。

CP12-6

遅発性に症状が出現し、服毒告知がないため診断困難であったが良好な経過を得たフェニトロチオン中毒の一例

刈谷豊田総合病院

麻酔科・救急集中治療部

後藤 真也、三浦 政直、辻 達也、辻 菜々子、渡辺 文雄、岡本 泰明、鈴木 宏康、井口 広靖、黒田 幸恵、中村 不二雄
【症例】 70 歳女性、既往：糖尿病。2 日前からの倦怠感、下痢にて受診。入院時現症：GCS13 点、脈拍 80/ 分、血圧 100/50mmHg、
呼吸回数 40/ 回、瞳孔 3/3mm、両側対光反射あり。神経学的異常なく、頭部 CT では異常認めず、胃内容に有機リン特有の刺激臭
もなかった。白血球数、エンドトキシン値の上昇がみられた。感染性腸炎、それに伴う敗血症、下痢、高度脱水に対する全身管理
目的で ICU 入室となった。入室後も多量の下痢・頻呼吸は改善せず、意識レベルが緩徐に低下し、縮瞳・流涎が出現した。第 5 病
日には GCS3 点、呼吸抑制・循環障害が高度となったため、人工呼吸管理とした。頭部 MRI では症状を支持する異常所見を認めな
かった。遷延性意識障害の鑑別を勧めていたところ、第 14 病日に血中 Ch-E 1U/l 以下（基準値 :214～466）が確認され、ACh 作動
性クリーゼと診断、鑑別のため農薬検査を提出した。第 17 病日より呼吸、筋緊張は徐々に改善し、発症から 1ヶ月以上を経て人工
呼吸器を離脱し、神経学的障害なく意識は回復した。後日、農薬フェニトロチオンが検出されたが、患者は服毒を否定した。リハ
ビリ継続し、入院より 4 か月で独歩退院した。【考察】 本例は数日の経過で意識障害が進行し、呼吸抑制が出現した。服毒告知が
なく、胃内容にも異常がなかったため、有機リン中毒を診断するのに時間を要した。低 ChE 血症の診断の遅れもあり、有機リン
中毒の特異的治療や血液浄化を行わなかったが、呼吸・循環障害に治療介入し、良好な経過を得た。 また、本例は意識障害、自
律神経症状の遷延から多量のフェニトロチオンを服用したと思われる。にもかかわらず、中毒症状の発現は遅延し、軽快傾向に転
じるまで時間を要した。急性中毒遅延の機序はいくつか考えられるため、文献的考察を含めて報告する。
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ポスターCP 13

CP13-1

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床①

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

当 ICU 入室患者のせん妄の現状分析

さいたま赤十字病院

救命救急センター

ICU

古厩 智美、牛山 聡子、浅沼 澄子
【背景と目的】日本版集中治療室における成人重症患者に対する痛み・不穏・せん妄管理のための臨床ガイドライン発刊後、当 ICU でも
ABCDEF bundle やせん妄と疼痛評価を医師と協働して教育を行い評価を導入したが、ケア内容について検討の余地があると考え、ま
ずは当院の状況把握を目的に患者の概要を調査した。
【方法】1）研究対象：日勤リーダーによる ICU 退室後訪問（退室後 7 日目を目安として実施）を ICU 内業務として確立した平成 27 年 4
月より 7 月までの診療録および ICU 入室患者データ
2）データ分析方法：デモグラフィックデータおよび各パラメーターの記述統計
【倫理的配慮】診療録および入室患者データは、個人を特定しない形で扱うこととした。なお当院看護部倫理審査を通した上で実施した。
【結果】1）患者特性概要：4ヶ月間の入室患者数は 140 名で、患者の平均年齢は 67 歳、男女比は 12：13、APACHE2 スコアは、19.8（±
7.53）
、挿管患者は入室患者の 81.7%、内 22.2% は挿管したまま後方病棟へ転棟となった。ICU 内で抜管した患者の挿管期間中央値は 3 日
であった。
2）ICU 滞在中の使用鎮痛薬および鎮静薬：鎮痛薬は殆どの症例でフェンタニルが使用され、鎮静薬はミダゾラム：プロポフォール：デ
クスメデトミジン＝ 4:4:1 の割合で使用されていた。
3）CAM-ICU 評価概要：CAM-ICU 陽性となった患者の割合は 33% で、退室後訪問における CAM-ICU 陽性患者の割合は 25.9% であった。
4）CPOT の評価概要：CPOT0 で評価された患者がほぼ 9 割であった。
【考察】先行文献と比較して、当ICU入室患者の重症度および挿管患者割合は同程度もしくはやや高く、ICU滞在期間は短い傾向がある（木
下 2011, Shehabi et.al. 2010）
。しかし、CAM-ICU 陽性の割合がそこまで高くなかった要因として、RASS-5 と -4 の患者の割合が多かった
ことが寄与していると考えられた。今後は ABCDEF bundle について考え方の再共有および鎮静管理を検討する必要性があると考える。

CP13-2

ICU 入室患者におけるせん妄発生要因分析

独立行政法人地域医療機能推進機構

徳山中央病院

ICU

深草 優子、國本 貴子、弘中 真紀、古谷 旭
［はじめに］せん妄は特殊な環境にさらされることにより起こりやすいといわれてきたが、現在は患者の病態や薬剤が重要な因
子となっていると言われている。そこでせん妄を起こす要因を明らかにしようと思い、本研究を行った。［方法］2013 年 4 月から
2014 年 3 月までの入室患者で、RASS-3 以上の患者を対象とし、小児科、精神疾患、認知症は除いた。それぞれをせん妄発生群と
せん妄なし群の 2 群に分け、ICU 患者記録より調査した。情報収集内容は年齢、性別、不眠状況、せん妄の発生する時間帯、せん
妄発生日、鎮静剤・鎮痛剤の有無、入室状況（定期・緊急）、手術時間、挿管の有無、挿管期間、ICU 入室期間、意思の疎通困難
患者数とした。分析方法は対応のないスチューデント t 検定、χ 2 乗検定、フィッシャー直接確率法で分析した。本調査は看護部
倫理委員会の承認を得て行った。［結果］全入室患者 544 人中 469 人が対象であった。せん妄発生群は 94 人せん妄なし群は 375 人で
あり、全患者の 20.0％にせん妄が発生していた。各科の入室状況は外科、心臓血管外科の 2 科が半数を占め、そのうちせん妄と判
断したのは、外科 177 人中 30 人（31.9％）心臓血管外科 106 人中 43 人（45.7％）だった。各項目を検定し、有意差が認められたも
のは、年齢、夜間不眠患者数、鎮痛・鎮静剤使用患者数、入室状況、
（定期・緊急）
、手術時間、挿管患者数、挿管期間、ICU 入室
期間、意思の疎通困難患者数、であった。性別においては男女間の 2 群に有意差はみられなかった。［結論］せん妄発生群の方が
高年齢であった。緊急入室患者の方が、せん妄発生率は高かった。鎮静剤を使用しているにもかかわらず、夜間不眠の患者はせん
妄を発生させていた。せん妄発生群は入室期間・挿管期間ともに長かった。せん妄が発生した時間帯は 16 時から 19 時、23 時から
2 時の時間帯が多かった。意思の疎通が難しい患者はせん妄発生率が高かった。

CP13-3

ICU における心臓血管外科術後患者のせん妄に関する実態調査

東北薬科大学病院

1）

集中治療室、2）東北薬科大学病院

菅原 恵 、半田 厚子 、大谷 喜美子 、長屋 慶
1）

1）

1）

麻酔科

2）

【はじめに】せん妄は予後悪化の独立した危険因子であり、せん妄の予防・早期発見・治療が重要である。2014 年、日本版 PAD
ガイドラインが発表され、信頼性の高いせん妄評価スケールの使用が推奨されている。しかし、A 病院 ICU ではこれまでスケール
を用いたせん妄評価を行っていなかった。そこで、CAM-ICU を導入しせん妄の実態調査を実施した。【目的】ICU 入室中の心臓
血管外科術後患者におけるせん妄発症に関する実態及び要因を明らかにし、看護支援の示唆を得る。
【方法】対象：心臓血管外科
術後患者 47 名 調査期間：2014 年 4 月～10 月 方法：CAM-ICU を導入しせん妄の有無・サブタイプ（過活動型・低活動型・混合
型）を評価、患者の基本属性、入院期間、ICU 入室期間、手術所見、呼吸管理、使用薬剤、検査データ、リハビリ進行度を診療録
より収集した。せん妄群と非せん妄群の 2 群に分類し、マンホイットニーの U 検定を用いて比較検討した。P 値 0.05 未満を有意差
ありとした。【倫理的配慮】A 病院の倫理委員会の承認を得て実施した。得られた情報は匿名性を保持し、本研究以外では使用し
ないこととした。
【結果】せん妄発症患者は 15 名（31.9%）で、過活動型は 2 名（4.2%）
、低活動型は 6 名（12.8%）、混合型は 7 名（14.9%）、
せん妄期間の中央値は 1 日（1～5 日）だった。せん妄群と非せん妄群の比較において、ICU 入室期間、体外循環・大動脈遮断時間、
術後 Cr 値と CRP 高値日、呼吸管理期間、ミダゾラム・プレセデックス使用の有無、リハビリ進行度に有意差がみられた。【結論】
ICU に入室した心臓血管外科術後患者の 31.9% がせん妄を発症し、低活動型と混合型せん妄が大半を占めていた。また、手術侵襲
や呼吸管理期間、鎮静薬の使用がせん妄発症に関与していた。このことから、せん妄の発症要因を念頭においたアセスメント・予
防に努めるとともに、早期介入の必要性が示唆された。
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CP13-4

CAM-ICU を用いたせん妄評価の導入に向けた取り組み

さいたま赤十字病院

看護部

CCU

吉田 順子、小幡 悦子
【はじめに】これまで当院 CCU では、せん妄評価は看護師の主観的な判断であったためスタッフ間で統一したせん妄評価が必要と
考え、せん妄評価尺度を導入した。【方法】せん妄評価尺度は CAM-ICU を用いた。導入前にせん妄についての知識を把握するた
めにテストを実施し、その後せん妄評価方法の勉強会を開催した。開催後よりせん妄評価記載件数を検出した。
【倫理的配慮】デー
ターは個人を特定できない形で、取り扱いに注意を払い、さいたま赤十字病院看護研究審査委員会の承認を得た。
【結果】事前知
識のテスト参加者は 30 名、有効回答は 29 名であった。テスト結果は低活動型せん妄についての認識が低かった。勉強会は計 5 回
実施し、参加率は 96％だった。CAM-ICU の記載結果は、次第にせん妄評価を実施しているスタッフの増加が見て取れた。CAMICU の記載数とせん妄評価の誤答数には相関はなかった。スタッフの行動変化では、スタッフ全員がせん妄評価尺度を使用できる
ようになった。また、申し送りでは看護師の共通言語として用いられることができ、勤務者が変わっても同じように継続して観察
することができた。しかしせん妄の分類までの評価には至っていない。
【考察】CAM-ICU 記載率の増加は、実践を重ね態度の獲
得がされ記載率の増加につながったと考える。かつ、CAM-ICU の評価尺度は簡便性があり日々の業務範囲で無理なく使用するこ
とができる点でも、スタッフに浸透する要因の一つであったと考える。また、CAM-ICU の評価尺度を用いることで、せん妄の有
無を可視化でき、利用のしやすさが実感できたようだ。よって検温以外の日常でもせん妄評価を取り入れることができ、スタッフ
間でケアをつないでいくことができたと考える。【結論】CAM-ICU を導入することができ、せん妄について正しい知識を得るこ
とができたが、低活動型せん妄の認識を深めるため、継続した学習が必要である。

CP13-5
池友会

ICDSC 定着への取り組み～見出された課題と今後のアプローチ～

福岡和白病院

看護部 HCU

谷口 誠太、山下 香奈恵、眞竹 史成、宇野 恵里華、岡本 育枝
【目的】当 HCU で ICDSC の導入を試みたが定着しなかった。今後の HCU 全体への教育に関する方法を検討することを目的として、
その要因を分析し課題を明らかにした。【対象者】HCU 看護師 22 名【実施内容】ICDSC 導入 3ヶ月後に対象者全員へ半構成的面接
法を用い調査を実施した。その調査から得た逐語録をデータとした。分析方法は類似性に従ってコード化し、さらにサブカテゴ
リー・カテゴリーを抽出した。【倫理的配慮】本研究は研究者が所属する施設の倫理委員会の承諾を得て実施した。
【結果】調査結
果から「理解不足」
「興味・関心のなさ」「看護介入」の 3 つのカテゴリーと 42 語のサブカテゴリーが抽出された。
【考察】抽出し
た結果から講義形式が一方的であり目的が十分に伝わらないことが予測され、理解不足の可能性があった。そのため対象者は興味・
関心が持てず、受動的態度となっていたと考えられる。受動的態度は意欲の低下となり適切な知識に基づいた看護判断能力や実践
能力の低下に繋がった。理解不足はせん妄を正しく評価できず早期看護介入の機会を逸する恐れがあった。そこで正しく評価する
ための評価方法や知識について振り返る必要性があったと考える。振り返ることは、看護観を深め自己課題を見出すために必要な
ことである。その手助けとして他者との気づきや思いを共有する行為が必要であった。今後の教育に関する方法としては、見出さ
れた結果から対象者を客観的に評価し、自己効力感を高めるようなサポート体制を実践させていく必要性がある。そして評価と振
り返りを行い定着に向けた活動に取り組んでいかなければならないと考えた。【結語】ICDSC を定着させるための課題が明らかと
なった。今後はサポート体制の強化と振り返りを含めた継続的な教育に取り組んでいく必要性がある。
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CP14-1

倫理・終末期

2 月 12 日
（金） 9：30～10：30

CP ポスター会場

白血病寛解導入療法中に人工呼吸を開始したが、原疾患の制御が困難で看取りを行った 1 例

福島県立医科大学

麻酔科学講座

箱崎 貴大、井石 雄三、最上 翠、小原 伸樹、五十洲 剛、村川 雅洋
【はじめに】急性骨髄性白血病患者では治療中に腫瘍崩壊症候群から人工呼吸が必要になる場合がある。原疾患の治療が奏功すれ
ば患者の予後改善は期待できるため、人工呼吸は有用であるが、治療効果を予測することは困難で、腫瘍増勢抑制に失敗すれば無
益な治療となりうる。今回我々は骨髄単球性白血病（M5a）に対する寛解導入療法中に肺胞出血を来し、人工呼吸を開始したが原
疾患の病勢が強く、人工呼吸中止後に ICU で看取りを行った症例を経験したので報告する。
【症例】66 歳男性、ICU 入室 1 か月前に M5a を発症し、7 日前から寛解導入療法を開始した。ICU 入室 0 病日朝に呼吸困難が出現し、
酸素 15 L/min 投与でも SpO2 を保つことができなくなった。本人は以前から延命治療を望まない旨を主治医、家族に伝えていたが、
寛解導入が奏功すれば短期的予後が期待できると説明され、人工呼吸に同意した。気管挿管し人工呼吸を開始したところ、多量の
肺胞出血を認め、P/F ratio 83 となったため、気道陽圧開放換気を開始した。2 病日、出血がある程度軽快し、酸素化も改善傾向
にあったので、従圧式強制換気へ設定を変更した。その後も寛解導入療法の影響で血小板数の回復なく、連日血小板を投与した。
18 病日、血小板数回復を認めたが、白血病細胞も増加したため、原疾患の制御は困難であると判断し、できる限り早く人工呼吸
を中止し、家族と終末期を共にする方針とした。22 病日呼吸器を中止したが、原疾患の悪化により、24 病日永眠された。
【考察】発症から急激に進行した血液悪性腫瘍であった。本人は延命治療を望んではいなかったが、家族の希望もあり、寛解に希
望をもち人工呼吸を行った。原疾患の制御は困難だったが、ICU 入室中に本人、家族への十分な説明時間を得ることができ、死を
受容する時間を提供できた。人工呼吸中止が死を早めた可能性はあるが、本人、家族、主科医師と十分な協議を行い、適切な終末
期を提供することができた。

CP14-2

集中治療室での重症心不全患者の緩和医療を考えさせられた一例

東京医科大学循環器内科学分野、2）東京医科大学先進的心不全治療医学講座、3）東京医科大学看護部

1）

渡邊 江莉 1）、岩崎 陽一 1,2）、小林 正武 1,2）、斎藤 哲史 1）、篠原 幸恵 3）、長村 生野 3）、山下 淳 1）、渡邉 雅貴 1,2）、山科 章 1,2）
症例は拡張型心筋症による心不全 stage D でかねてより慢性心不全急増増悪による入退院を繰り返していた 70 代男性。2013 年に
機能性僧房弁閉鎖不全症が悪化し、冠動脈病変治療と併せて左室形成術（Dor procedure 変法）及び冠動脈バイパス術を施行した。
その後は在宅訪問診療や、心不全陽圧換気療法、除細動機能付き心室再同期療法（CRT-D）などによる集学的心不全管理を行った。
その後は、ご家族の協力もあり、主に在宅訪問診療をメインとした管理により、再入院回数は減少し、多くの時間を自宅にて過ご
すことができていた。2015 年の春ごろより、誘因なく下腿浮腫、腹水貯留によると思われる腹部症状と食欲不振が進行し、下痢
と便秘を繰り返し、低カリウムを原因とする持続的心室頻拍症に対して数回の CRT-D 適切作動も経験した。同年の夏には自宅に
て胸水、腹水貯留による呼吸困難が出現し、全身倦怠感も高度となり、自尿を認めなくなったため当院集中治療室に緊急入院とし
て、持続的血液濾過透析（CHDF）を中心とした循環器集中治療を行った。同時に、本症例においては当院の慢性心不全認定看護
師を中心とした心不全チームが患者の尊厳も同時に遵守できるように、重症心不全終末期の意思決定を支えるため、advance care
plan, living will などを含めサポートを行いつつ、最終的にはモルヒネを用いて緩和医療開始し ICD 機能 off の上、第 28 病日、ご家
族に見守られながら永眠された。欧米の循環器学会や、本邦の日本循環器学会のガイドラインを参照すると、終末期心不全には緩
和医療が推奨されている。しかしながら、自分自身が担当医として経験した本症例を通し、実臨床現場、特に集中治療領域におけ
る終末期心不全患者の緩和医療の在り方について、様々示唆深い経験をしたので、本症例の臨床経過を併せながら報告を行う。

CP14-3

集中治療におけるインフォームドコンセント

公立陶生病院

救急救命センター

鈴木 知秀、市原 利彦、中島 義仁、川瀬 正樹
（目的）集中治療における IC（インフォームドコンセント）は時として非常に困惑するときがある。特に重症例は病態、年齢、
ADL により家人も困惑することがあり、living will が明解でないことも多い。特に救急現場からの症例では時間は限られる。集中
治療における IC を再考する。（対象）ER からの緊急手術を要する症例、患者の意識がなく身寄りがいいないか、積極的関与がな
い症例（精神疾患、身内の個人情報）、終末期の治療継続かの問題がある。終末期は待機手術あるいは、内科疾患で入院後状態の
悪化で集中治療管理を行い、多臓器不全となり、あらゆる手段を使っても救命困難な症例とした。それぞれの症例をとりあげ、同
意書なしに緊急手術を施行例 1 例、身内の同意が得られない症例 1 例、終末期 3 例（小児、開心術後、内科疾患）を対象とした（結
果）緊急手術 2 例は同意書なしで施行し、救命できた。外傷で家族同意がない治療の症例 1 例は死亡した（積極的介入の限界）。期
間は種々であるが、終末期で全力を尽くしても救命できなかった 3 例は死亡した。（考察）病態の終末期にも術後の症例、内科的
急変疾患、小児など対応が異なってくる。また家人の同意がない場合に ICU の対応は慎重を要する。IC は看護師はじめ薬剤師、
リハビリ技士、ICU 医、主治医の全員での詳細な対応と共有が必要である。全症例を通じ患者背景 家人の態度、対応は各々異な
る。多臓器不全から救命不能となってきた症例は、生命維持装置の維持をどこまで行うか、抗生剤や種々の高額な薬剤（DIC）に
対する継続の問題、血液製剤の大量使用についての 3 点が議論される。医師の IC 次第でもあるが、緊急現場のおける侵襲的治療
選択や継続の難しさが散見される。（結語）集中治療における IC はチーム全体で話し合い解決していくことが望しい。個々の症例
においての反省を含め集中治療における IC の困難性を考えたい。
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CP14-4

呼吸器外科術後の積極的治療中に集中治療室で死亡した 4 症例に対する終末期医療の検討

大阪医科大学麻酔科学教室、2）大阪医科大学呼吸器外科、3）大阪医科大学附属病院集中治療部

1）

出口 志保 1）、駒澤 伸泰 1）、日下 裕介 1）、市橋 良夫 2）、佐藤 澄 2）、花岡 伸治 2）、梅垣 修 3）、南 敏明 1）
当院 ICU における呼吸器外科術後死亡症例の現状把握と問題点を明らかにするために、症例について後方視的に検討した。
【対象】
2010 年から 2014 年の 5 年間で、ICU で終末期を迎えた呼吸器外科術後 4 症例。【方法】入室理由、入室時の状態、治療内容、積極
的治療中止の有無、死亡するまでの経緯を診療録より後方視的に検討した。【結果】4 症例全てが気管挿管され鎮静下に人工呼吸
器管理となった。4 症例中 3 症例はカテコラミンを使用し、4 例中 2 症例は VV-ECLS を使用していた。4 症例中 1 症例のみフェンタ
ニルによる鎮痛が行われていた。ICU 入室から死亡までの期間は平均 21 日であった。ICU 入室時に家族に対して危険な状態であ
ることを説明された 3 症例では、患者死亡時に家族の動揺を認めなかったが、説明されなかった 1 症例では患者死亡時に家族の動
揺を認めた。【考察】救急・集中治療における終末期医療に関するガイドラインでは、患者や家族に対して終末期と判断した際の
対応として、1: 患者病状が絶対的予後不良、2: 治療継続で救命の見込みが全くない、3: これ以上の措置は患者にとって最善ではない、
却って患者の尊厳を損なう可能性があることを説明し、理解を得ること、とある。今回の検討において、ICU 入室時の説明内容が
患者死亡時の家族動揺に関連する可能性が示唆された。また、入室時の状態に関わらず、患者本人への説明や鎮痛などの苦痛緩和
処置の必要性も今後、検討する必要があると考える。
【結語】呼吸器外科術後の積極的治療中に集中治療室で死亡した 4 症例に対
する終末期医療の検討を行った。

CP14-5

終末期における決定に関するアンケート調査

済生会山口総合病院

麻酔科・集中治療部

田村 高志、柴崎 誠一、工藤 裕子
終末期における決定では、臨床倫理上、患者の自己決定を尊重することは当然であるが、実際の決定において自己決定がどのよ
うに扱われているのかを調査した。【対象と方法】 当院の医師 47 名を対象に、終末期において自己決定がどのように扱われてい
るか、書面による質問形式で調査した。【結果】 回収率は 78.7% であった。全員が医療上の決定に関して患者の自己決定を尊重す
ることは、倫理上重要であると考えていたが、73.0% が実際の終末期における決定に際し、自己決定を尊重することは困難である
と感じていた。その理由に、事前に明確なリビング・ウィル等を表明しているケースが少ないこと、終末期となった時点での意思
確認が困難なこと、患者の意思よりも家族の希望が優先される場合もあることを 7 割以上の人が挙げた。【考察】 終末期において
逡巡なく決定できるケースは少ない。この度の調査で、全員が自己決定を尊重することは重要であると考えていたが、7 割以上の
医師が実際の終末期の決定に際し、自己決定を尊重することは困難であると感じていた。Torke の研究でも、自己決定が最優先の
因子となると考える医師は 30% であり、その理由として医師が患者の最善の利益を考慮する与益の原則（beneficence）を上位に
置くからだと考察されている。しかし本研究では、与益の原則を理由に挙げた医師はそれほど多くはなかった。一方、終末期の決
定に家族の希望を考慮せずにはいられない日本の家族関係の持つ特殊性が明示された。しかし患者自身が家族の希望を叶えてあげ
たいという希望を持っている場合もあり、家族の希望を考慮することと患者の意思や利益が必ずしも対立するわけではないという
見方もできる。 臨床倫理ではあくまでも自己決定の尊重が重視されるが、現実的にはやや違った傾向が認められた。そうであれ
ば、臨床倫理教育においても現状に即した内容を考慮する余地があるものと考える。

CP14-6

外国籍無保険の劇症肝炎患者の集中治療の経験

松戸市立病院

救命救急センター

庄古 知久、千田 篤、遠藤 英樹、漆畑 直
アジア某国在住の 34 歳男性。自国病院にて 3 月に B 型肝炎と診断され、11 月から腹部膨満感と黄疸出現し 2 週間入院。12 月末に親
戚 1 名同伴し短期就労ビザで来日。来日当日に市内 2 次救急当番病院を受診。亜急性型劇症肝炎の疑いにて当院救命救急センター
に紹介となった。来院時血圧 109/70mmHg 、JCS 1、日本語理解不能。全身の黄染著明、腹部膨満あり。血液データは Plt 8.5x104/
μ l, PT-INR 1.92, T-Bil 27.1mg/dl, AST 424U/l, ALT 106U/l, HBsAg 陽性 , HBeAg 陽性 , HBeAb 陽性 , IgM-HBc Ab 陽性 , IgG-HBc
Ab 陽性。患者は無保険であったが帰国は頑なに拒否し、日本での治療を強く希望した。ICU に入室し B 型肝炎ウイルス治療とし
てエンテカビルの投与、肝性脳症に対してアミノレバンの投与、FFP による補充をおこなった。人工肝補助療法として血液透析
ろ過および血漿交換が必要なことを説明。1 日 40 万円の治療費用が追加でかかる事に家族が同意し、第 6 病日より 3 日間、計 2 クー
ル実施した。その後も肝機能は改善せず、救命のための選択肢として、約 2 千万円の費用がかかる大学病院での生体肝移植を説明。
日本在住の実兄、来日した妻にドナーの意志を確認したが移植治療は希望せず。第 31 病日に肝不全で死亡された。入院費用は保
険診療でかかる公定医療費のみ支払いとなった。短期就労ビザの外国人は国民健康保険を取得できず、個人で任意保険に加入して
いない限り日本での医療費は全額自己負担となる。医事課と綿密な連絡を取り治療内容を決定していった。無保険の重症外国人患
者の治療に関しては様々な問題をはらんでいる。今回の集中治療の選択の経過を報告し、今後の同様のケースに対する対応を考察
する。
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ポスターCP 15

CP15-1

Rapid Response Team・院内急変②

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP ポスター会場

当院 ICU・CCU に再入室した症例の検討

松江赤十字病院

1）

ICU・CCU、2）松江赤十字病院

集中治療科部

小林 由美 、福田 由紀 、坂下 真依 、濱田 孝光 、橋本 圭司 2）
1）

1）

2）

2）

【背景】ICU に再入室する患者の予後は悪く、また在院日数を増加させるという報告がある。当院 ICU・CCU でも再入室を繰り返し、
死亡の転帰をとった幾つかの症例を経験している。今回、再入室症例について看護の視点から検討した。【方法】2014 年 5 月～
2015 年 3 月に当院 ICU・CCU に入室し、一旦退室したあと同一入院期間中に緊急で再入室となった症例について調査した。
【結果】
調査期間内に、入室患者数 723 例（予定 249 例、緊急 474 例）中、27 名の患者が 31 回（4.3％）再入室した。再入室患者の平均年齢
70.4（全体 70.0）歳、初回入室が予定入室だった患者 8 名、緊急入室 19 名であった。手術後症例 20 名、心疾患 2 名、その他 5 名であっ
た。APACHE 2 score 平均 23.0（全体 20.6）だった。再入室となった延べ 31 症例の原因は、術後合併症 22 例（呼吸器合併症 9 例、
循環器合併症 2 例、その他の合併症 11 例）、原疾患の再燃・悪化 4 例、初回入室時とは別の疾患の発症 5 例であった。再入室患者の
平均在院日数 70.6（全体 32.1）日、平均 ICU 在室日数 10.0（全体 5.2）日、死亡率 33.3（全体 12.8）％だった。初回入室時、認知症・
せん妄発症など認知機能が低下している患者は 16 名（59.3％）だった。【考察】再入室の原因として術後合併症が最も多かった。
術後呼吸器合併症のうち 5 例が誤嚥性肺炎による呼吸不全であり、何れも消化器外科手術後で、初回入室時にせん妄を発症してい
た。高齢で身体機能や認知機能が低下している患者、特に消化器外科手術後は誤嚥しやすい傾向にあった。ICU・CCU 看護師は、
一般病棟看護師とこれらを共通認識して、患者情報の共有と予防的介入を行う必要がある。

CP15-2

左室流出路心筋切除術後に急変し 43 日目に退院した 1 症例からの看護の学び

三重ハートセンター

看護部

鈴木 順子、中村 可奈
左室流出路狭窄に対しては、外科領域では左室流出路心筋切除術（モロー手術）が行われ、術後合併症には左脚ブロック、房室ブ
ロックなどの不整脈が出現すると言われている。今回、大動脈置換術 + モロー手術後に不整脈出現にて急変し、救命され、術後
43 日目に退院となった症例を経験したため報告する。患者は術後経過が順調であったため退院前の術後 10 日目朝に心電図モニ
ターを外し、ナースステーションより離れた部屋へ移動となった。しかし術後 10 日目夜に失神し、再度心電図モニターを装着し
11.8 秒の pause を確認、一時的ペースメーカー挿入となり、翌日（11 日目）に永久的ペースメーカー挿入した。失神した際、モニター
管理が中止されていた事、病室がナースステーションより遠い事、患者が体重 74.2kg（BMI34.34）と大きくて重たかった事で処
置に時間を要した。そして、さらに術後 12 日目朝、QT 延長後に心室細動が出現し、胸骨圧迫、DCC 施行後に PCPS 挿入となった。
症例をカルテ記録とデータから分析した結果、術前後の電解質に大きな変化はなく、また術後の心電図においても術後 10 日目の
急変を予測させる変化は認められなかった。看護記録を振り返った結果、術後 10 日目にモニター管理が中止となったため、心電
図変化に気づく事ができず、患者が失神に至ったと考えられる。さらに術後 11 日目に永久的ペースメーカー挿入した事で安心し、
モニターを注意深く見る事を怠った可能性が考えられた。また手術手技による合併症と内服薬の副作用の複合的な要素から不整脈
出現する事は予測できたが、それに対する理解が不足していたとも考えられる。今回の症例からモロー手術後の術後管理において、
離床を進める上でのモニター管理と不整脈を予測した早期対応が重要である事を学んだ。

CP15-3

RRT ラウンドの振り返りと今後の課題～病棟看護師への急変に対するアンケート調査からの検討～

大阪市立総合医療センター、2）奈良県立医科大学病院

1）

川口 なぎさ 1）、木村 千穂 1）、安宅 一晃 2）、堀江 沙矢香 1）、松村 京子 1）、宮原 聡子 1）、松下 千紘 1）、上田 小百合 1）、千田 多絵子 1）、
有元 秀樹 1）
当院では 2013 年より院内全体に対し RRS を導入したが、それに先駆けて、2012 年 6 月より、RRT（Rapid Response Team）の存
在の周知と教育目的で、病棟ラウンドを開始した。2012 年 6 月 2 病棟から開始し、随時増加させ 2014 年 4 月は 5 病棟に対して実施
してきた。2015 年 5 月に 5 病棟中の 4 病棟のラウンドを終了し、他の 4 病棟をラウンド対象にした。今回、病棟ラウンド終了後の
意識調査から、RRT ラウンドの振り返りと今後の課題を検討した。【研究方法】2014 年 12 月と病棟ラウンド終了後 1ヶ月に実施し
た意識調査の結果から、病棟ラウンドが終了した 4 病棟の看護師 123 名に対して 1）RRS 起動基準の認識、2）RRS の起動、3）急
変の観察の自己評価、4）RRT の必要性の 4 つについて検討した。【結果】1）RRS 起動基準の認識では「よくわかる」「だいたい
わかる」が 91％から 81％、2）RRS の起動では「起動しようと思う」「だいたい起動しようと思う」が 95％から 90％、3）急変の
観察の自己評価では「できている」
「だいたいできている」が 85％から 88％、4）RRT の必要性では「必要」
「どちらかというと必
要」が 95％から 91％という結果であった。【考察】今回の検討結果からは、ラウンド終了後でも大きな意識の変化はみられず、
RRS の周知や理解は概ね根付いていると考えられた。しかし、ラウンド終了 1ヶ月にも関わらず、RRS 起動基準の認識、RRS の起
動、RRT の必要性の 3 個の質問でそれぞれの病棟看護師の認識は低下傾向であった。これは、ラウンドへの依存、RRT スタッフ
からの教育が十分でなかった、ラウンド終了後の対応の問題などの可能性が考えられた。一方で、急変の観察の自己評価は高く、
急変に対する意識付けはラウンドの有無に関わらず維持できていた。しかし実際には、ラウンド終了病棟からのコール件数は増加
しておらず、起動面での課題が残る。今後は、起動の教育を目的とした効果的なラウンドを検討していきたい。
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CP15-4

ICU 看護師による敗血症の早期発見への取り組みと今後の課題

千葉大学医学部附属病院 看護部 ICU/CCU 病棟、2）千葉大学医学部附属病院
千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学

1）

3）

感染制御部、

木下 淑恵 1）、大戸 智江 1）、藤原 満里子 2）、石井 由美 1）、東田 かずえ 1）、大網 毅彦 3）、竹内 純子 1）、織田 成人 3）
【はじめに】2012 年日本版敗血症診療ガイドラインが発表され，早期発見と速やかな治療介入による救命率の改善が強調されてい
る。現在までは医師主導で診断や治療が行われてきたが、早期発見には常に患者の近くで観察をしている看護師の敗血症アセスメ
ントが重要となるため、当 ICU では敗血症早期発見を目的に医師・看護師による敗血症評価を全患者で開始した。
【方法】千葉大
学医学部附属病院 ICU に入室した全患者を対象とした敗血症重症度評価を実施するチェックシートを作成し、連日 ICU 医師・看
護師で運用を開始した。2014 年の医師・看護師による敗血症重症度評価一致率と 2015 年 6 月 1 日～6 月 30 日までを比較した。さらに、
敗血症重症度チェックシートから、看護師の敗血症アセスメントの傾向を分析し ICU 看護師を対象にしたアンケート実施により
看護師が敗血症と判断した根拠となる観察項目を調査した。【結果】医師・看護師による敗血症重症度一致率は 2014 年の 68％から
2015 年 82.9％へ改善した。医師と看護師との評価が合致しない敗血症重症度評価のうち、過小評価している割合は 67.6％だった。
アンケートの結果より、敗血症判定に関して困難と感じている割合は全看護師の中で 50.8％であり、敗血症アセスメント時に観察
している項目として「バイタルサイン」項目は 86.6％であったが、
「炎症所見」項目が 61.6％、
「臓器障害」項目は 22％という結果だっ
た。
【考察】敗血症重症度評価を連日実施することで、看護師の敗血症に対する意識や知識は向上していると考えられるが、アンケー
トの結果より敗血症評価を困難と感じている割合が高く、またアセスメントをする上で情報収集に偏りがあることが判明した。今
後看護師が苦手意識を感じている項目に重点を置いた敗血症アセスメントシートの作成や勉強会を実施することで、さらに敗血症
に対する意識を高め、敗血症早期発見から治療成績の向上につなげることが目標である。

CP15-5

A 病院における急変前徴候の有無と記録に関する実態調査

社会福祉法人

函館厚生院

函館五稜郭病院

西村 佳奈子、前田 亜沙子、小黒 洋子
【背景・目的】昨年度の研究で看護師の急変予防に関する意識調査を行い、急変前徴候に気付いていながら医誌への報告に躊躇が
あるということがわかった。実際急変した患者の急変前徴候にいかに早く気づけているのか、どのような観察や記録の記載がなさ
れているのか調査した。【方法】独自に作成した情報収集用紙を用い、当院における過去 3 年の急変患者の急変前徴候の有無につ
いて情報を収集。データをカテゴリー別に単純集計し内容を分析した。【結果】A 病院での調査結果で 6～8 時間前に急変前徴候が
現れていたのは 20.1％、それ以外の時間では 9 時間以上前が 44.2％と最も多かった。徴候別観察記録では「スタッフによる何らか
の懸念」が最も多く、「呼吸回数の変化」が最も少なかった。
【考察】出現している徴候に対して意図的に患者の観察やアセスメン
トをし、必要な報告・対処をすることで、急変予防ができるということを周知する必要がある。

CP15-6

当院の院内トリアージにおけるアンダートリアージの現状

国立病院機構
国立病院機構

1）

3）

東京医療センター
東京医療センター

クリティカルケア支援室、2）国立病院機構
救急科

東京医療センター

救命救急センター、

濱 厚志 1）、千葉 詩乃 2）、大林 由貴 2）、蓑輪 ハンナ 2）、石橋 咲子 2）、山田 留維 2）、福田 敦子 2）、斉藤 意子 2）、太田 慧 3）、
菊野 隆明 3）
【はじめに】救急外来を受診する患者は、年齢や症状など背景が多様であり、緊急度を判定し迅速に治療を開始する必要がある。
当院では、独自の 2 段階トリアージプロトコールを策定し、平日の夜勤帯及び休日の内科 walk-in 患者を対象に看護師が院内トリ
アージを行っている。しかし、院内トリアージの実施内容についての詳細な検討はなくトリアージの精度や課題について不明で
あった。
【目的】今回我々は全トリアージ症例を JTAS 認定アドバイザー医師とともに後方視的検証を行うことにより、当院院内
トリアージにおけるアンダートリアージの頻度とその要因を検討したので報告する。
【方法】2014 年 10 月から 2015 年 3 月の期間中、
看護師がトリアージを実施した 1712 症例を対象にトリアージナースが記入した院内トリアージ用紙の集計を行い、JTAS 認定アド
バイザー医師とともにアンダートリアージの検証を行った。
【結果】アンダートリアージの発生数は 47 件（2.7％）であった。看護
師の経験年数におけるアンダートリアージの発生率は 4-7 年目の看護師で 2.79％、8 年目以上で 2.53％であった。疾患別では「呼吸
不全」が最も多く、次いで「感染症」、「脳血管障害」、「低血糖」
、
「消化管出血」
、
「上気道狭窄」
、
「イレウス」順であった。【考察】
アンダートリアージは 47 件であったが診療の遅れにより重篤な転帰をたどる症例はなかった。4-7 年目看護師と 8 年目以上の看護
師でアンダートリアージに有意差を認めなかった要因は、トリアージシートを利用することで判断が均一化されていたことが考え
られた。「呼吸不全」や「感染症」多かった理由として、呼吸の確認が不十分であることや感染症に関連した知識が不足している
ことが考えられた。【結語】院内トリアージの事後検証を行った結果、アンダートリアージ率は 2.7％であった。呼吸数の確認や重
症度に関わる感染症の知識の周知がアンダートリアージの改善に寄与する可能性が示唆された。
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CP ポスター会場

看護師による電気的除細動使用制度（DC ナース）の有用性と問題点の抽出

日本赤十字社

前橋赤十字病院

ICU

阿部 絵美、今井 澄子
当院では 2009 年 6 月より致死的不整脈が頻発する患者に対して早期除細動が実施できるよう、訓練を受けた看護師による除細動使
用を実施している。実際に患者へ除細動を実施した際には DC 施行報告書への記載を義務づけており、2009 年 6 月の設立から 2 年
間で 9 件の報告書があった。その 9 件全例において早期除細動により致死的不整脈が解除され、患者の生命が救われている。しか
し、実際 DC を実施した看護師の心理背景や技術の評価、また、報告書からは検討できない致死的不整脈以外の心電図波形に対す
る除細動の誤実施などの確認は実施できていない。さらに、致死的不整脈が出現する可能性のある患者が入院している病棟看護師
全員が DC ナースの資格を取得しておらず、よって早期除細動が必要であったにも関わらず資格を得た看護師が勤務外であったこ
とによる除細動の遅延がなかったかの確認も実施されていない。そこで今回、致死的不整脈に遭遇する可能性の高い病棟の看護師
に自作の質問紙を用い、アンケート調査を実施し、DC ナースの有用性および問題点を抽出することで、より有益な DC ナース制
度の確立のための課題を検討したので報告する。

CP16-2

一次救命処置（BLS）研修の教育介入後の評価

広島大学病院

外科系集中治療室

八木 恵子、岡本 ひとみ、山崎 大輔、林 裕子
【はじめに】一次救命処置（BLS）は重要な技術であるが、その維持は容易ではない。技術を維持させる方法の一つに「他者への
指導」がある。今回、BLS で「他者への指導」を組み込んだ研修を行い、その効果を検討した。
【方法】対象者は看護師 13 名で、「他者への指導」を行った看護師（A 群：6 名）と受講のみの看護師（B 群：7 名）に群分けした。
両群とも BLS 研修を受講し、A 群は受講 1 週間後に指導者として BLS 未受講の看護師（他者）へ BLS 指導を行った。両群で BLS
研修時と 1 か月後、3 か月後に BLS 技術を評価した。評価項目はアメリカ心臓協会の BLS ガイドライン 2010 に沿った項目（14 項目
に分割：1. 反応と呼吸の有無、2. 緊急連絡システムの起動、3. 脈拍チェック、胸骨圧迫（4. 位置、5. テンポ、6. 深さ、7. 戻り、8. 最
小限の中断）、AED（9. 使用確認、10. 電源、11. 解析中に離れる指示、12. ショック時に離れる指示、13. ショック後の胸骨圧迫）
、
14. 人工呼吸）を使用し、その可否を点数化し総点数（14 点満点）と各項目の点数を群内と群間で比較した。統計学的検討は、
Mann-Whitney U 検定、Kruskal-Wallis 検定、多重比較は Dunn 検定を用い、p ＜ 0.05 を有意差ありとした。
【結果】数値は中央値（範囲）で表記した。A 群と B 群の研修時、1 か月後、3 か月後の総点数は、各々、12.5（10-13）
、13.5（12-14）、
12.0（10-13）と 11.0（7-13）、12.0（9-14）、11.0（9-14）であった。A 群内では、1 か月後の総点数が研修時と 3 か月後より有意に高く、
B 群内には有意差はなかった。群間では、1 か月後で A 群が B 群よりも有意に総点数が高かった。
【考察・結論】人へ教える事で記憶が定着するといわれている様に「他者への指導」を組み込んだ BLS 研修では、1 か月間は技術
の定着に有効な可能性が示唆された。しかし、3 か月後には指導前と同等の結果となっており、1 回の「他者への指導」では長期
間の維持は困難であった。

CP16-3

RST リンクナースの活動報告～インシデント事例の検討と課題への取り組み～

神戸市立医療センター中央市民病院
神戸市立医療センター中央市民病院

1）
3）

看護部、2）神戸市立医療センター中央市民病院
呼吸器内科

臨床工学技術部、

池田 理沙 1）、大坪 麗 1）、上田 篤史 1）、花岡 正志 2）、吉田 哲也 2）、飯塚 瑞恵 1）、伊藤 聡子 1）、柴田 美由紀 1）、永田 一真 3）
当院呼吸ケアサポートチーム（RST）は、呼吸器内科医を中心に看護師（専門看護師、認定看護師、呼吸療法認定士）
、理学療法士、
臨床工学技士（CE）で構成されている。活動内容は、週 1 回の回診、呼吸ケアや人工呼吸器に関するマニュアル作成と修正、イ
ンシデント事案分析と対策立案・周知徹底、安全管理を含めた呼吸ケアに関する知識や技術普及のための勉強会の企画・開催など
である。また、上記の看護師メンバーを RST コアスタッフとし、各部署に 1～2 名のリンクナースの配置をし、定期的にリンクナー
ス会を行い、各部署との情報交換や質の向上のための知識提供等を行いコアチームとの連携を密に行おうと試みている。しかし、
個々のリンクナースの活動内容やモチベーションは様々であり、RST コアスタッフとしてどのようにリンクナースの活動を支援
し、有効に活用できるか課題となっている現状がある。
当院では、ICU または HCU に人工呼吸器患者を主に集約させ、慢性的な呼吸器使用の患者のみ一般病棟でも管理する体制をとっ
ている。そして、人工呼吸器が適正使用されているか毎日 CE がラウンドを行い確認している。そのような体制のなか、ICU にて
人工呼吸器回路に関するインシデントが発生した。原因として、
「呼吸器回路に関する知識不足」
「患者の ICU 内での部屋移動」
「CE、
NS 間でのチェック項目・機構の相違」が挙げられた。その事象に対し、リンクナースが中心となり部署の問題解析や業務改善に
取り組むことができた。その結果、関わったリンクナースから、実際の自身の活動についての方向性とモチベーションのアップに
繋がったという前向きな意見が聞けた。
今回のリンクナースの取り組みの実際と、コアチームとして介入したことをここに報告する。そして、今後リンクナースが院内で
有益に活動するためにはどのようにコアチームとして働きかけることができるのかを考えていきたい。
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CP16-4

病院の統合移転に伴う開胸下 V-A ECMO 装着患者の安全な搬送に向けた看護師の取り組み

兵庫県立尼崎総合医療センター
文野 佳恵、中原 絵美子
【はじめに】2015 年 7 月の病院統合移転の際 , 開胸下 V-A ECMO 装着患者の安全な搬送方法を多職種で構築し共有する必要があっ
た . 患者搬送における看護師の役割行動により安全に搬送することができたため , その取り組みについて報告する .
【取り組み内容】移転 3 週間前に , 他の重症患者の搬送シミュレーションの見学及び DMAT カー内部の構造や配置物品の確認を行い ,
対象患者の搬送における問題点や予想される注意点 , シミュレーション方法の検討を医師と開始した . 次に , 想定外のカテーテルや
ECMO トラブルによる搬送中の急変対応に関し , リスクを予見した必要物品の洗い出しを行い , 一覧表を作成した . そして , 開胸器使
用下での送脱血管の挿入に対し , 搬送時の振動による誤抜去予防のため , 開胸器部分の創固定を行うと共に , 体幹固定の方法を考察
し医師と訓練を行った . 更に , 搬送の一連の流れを段階に分けて整理し , 起こり得る問題点を洗い出し , 関係者各々の役割分担を明確
にしたシナリオを作成した . それに沿い , 医師 , 看護師 , 臨床工学技士間で机上シミュレーションを行い , 内容の追加修正を行った . シ
ミュレーションは , シナリオを基に旧病院から新病院へ DMAT カーを使用して行い , 搬送時の問題点とその対策を事後検証するた
めにビデオ撮影し , 具体策を吟味してシナリオを改定した . 最終的には挿入ライン類や使用機器などを記載した人体図も作成し , 関
係者が共通認識して対応できるようにシナリオに追加した . また , 医療機器及び薬品配置における部門調整 , 搬送スケジュール調整 ,
初療室との連携など , 看護師がマネジメントにおいてリーダーシップをとり , 安全な搬送方法を構築した .
【結果】看護師の問題解決思考での物事の捉え方と他部門との調整における役割行動により , 患者の安全な搬送方法について関係者
で協議し , シナリオ作成とそれを基にしたシミュレーションの実施と修正 , 必要物品の適正配置など万全な体制を整え , 安全に患者
を搬送することができた .

CP16-5

心臓血管外科術後患者に対するインスリンプロトコール使用状況と糖尿病既往がプロトコール使用に与える影響

東北大学病院

1）

西三階病棟、2）東北大学病院

看護部、3）東北大学

医学系研究科

庄司 葵 、佐藤 真由美 、小島 広宣 、牧野 友美 、神 久美子 、高田 望 2,3）、土肥 千秋 1）
1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】当 ICU では 2006 年に心臓血管外科患者に対するインスリンプロトコールが作成された。現在、血糖目標の閾値は様々
であり、中には糖尿病既往を持つ患者も見受けられ、コントールに難渋することがあった。今回、プロトコール遵守率を把握し、
使用状況を明らかにすること、糖尿病既往がプロトコール使用に与える影響の分析を目的とし、本研究に取り組んだ。
【研究方法】
平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月に心臓血管外科手術を受けた患者の記録からデータを抽出し、基礎集計を行い、回答の分布を確認し
た。また、糖尿病既往の有無によって 2 群に分類し、群間比較を行った。
【結果・考察】対象は 182 名、うち糖尿病既往のある患者
は 26 名だった。血糖目標範囲は、プロトコール作成時の目標値 80-130mg/dL に該当する患者が 86 名、その他 96 名だった。 プロ
トコール遵守の割合は約 3 割で、血糖値は目標よりも高めにコントロールされており、低血糖の出現率は低かった。現在は血糖
150mg/dL 以下を推奨する文献が多く、それに見合ったコントロールができていた。遵守が少なかった理由としては、低血糖回避
への意識の高さ、スタッフの経験知の違い等が考えられ、今後、目標値に沿ったコントロールとプロトコールの修正が必要である。
糖尿病既往の有無に関係なく、急性期患者においては高血糖を生じやすい。インスリン増量に反応がない場合は炎症管理や血糖目
標範囲の見直しが必要である。また、耐糖能異常が軽減する段階においては、インスリン投与が後に低血糖を引き起こす可能性が
高くなるため、投与量に注意する必要がある。糖尿病既往がある症例の場合は血糖値が変動しやすく、血糖測定回数、インスリン
投与量調整回数が多くなる。目標範囲に関しては、医師とよく検討し設定することが必要である。
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ポスターCP 17

CP17-1

感染・感染対策②

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP ポスター会場

2015 年における名古屋大学救急・集中治療部の救急・内科系集中治療室の分離菌の解析

名古屋大学大学院医学系研究科

1）

救急・集中治療医学分野、2）名古屋大学医学部附属病院

高谷 悠大 、八木 哲也 、東 倫子 、稲葉 正人 、井口 光孝 、松田 直之
1）

2）

1）

1）

2）

中央感染制御部

1）

【はじめに】名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野は，2011 年 5 月に当講座の主治医制による closed system と
して Emergency and Medical ICU（EMICU）の管理を開始した。当講座は，敗血症など全身性炎症の管理バンドルを定めており，
その中で定期的培養検査や各担当医によるアンチバイオグラムの確認を一つの管理ブランチとしている。2015 年上半期の EMICU
における検出菌の解析結果を報告する。【対象と方法】2015 年 1 月 1 日～6 月 30 日の半年間において，EMICU で提出された検体か
ら菌が検出された 66 名，および薬剤感受性が測定された 115 株の菌種を対象とした。期間内に同一患者から同一菌株を複数回検出
している場合は，初回検出菌で判定した。 また，薬剤感受性は原則として CLSI M100-S24 で判定した。
【結果】分離された菌の内
訳は多い順に，Staphylococcus aureus 19 株（MSSA 9 株，MRSA 10 株）
，Coaglase-negative staphylococci（CNS）18 株（MS-CNS
4 株，MR-CNS 14 株），Enterococcus 属 15 株（E. faecalis 9 株，E. faecium 5 株，VRE 1 株）
，Escherichia coli 11 株（ESBL 産生株
3 株），Enterobacter 属 8 株（E. aerogenes 3 株，E. cloacae 5 株）
，Klebsiella 属 6 株（K. pneumoniae 4 株，K. oxytoca 2 株）だった。
ESBL 産生株は E. coli の 27.3%（3 株），K. oxytoca の 16.7%（1 株）に認めたが，いずれもカルバペネム系薬に対する感受性は良好だっ
た。
【結語】我々は耐性菌対策として，接触感染予防を感染症管理バンドルの核として徹底しており，年 2 回のクリーンハンドキャ
ンペーンを展開している。今後も，EMICU 内での菌の分離状況と薬剤感受性変化の動向を追跡し，診療に役立てる指針としてい
る。

CP17-2
香川大学

1）

胸部心臓血管手術における鼻腔メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）保菌と手術部位感染（SSI）の関連
医学部

麻酔学講座、2）坂出市立病院

澤登 慶治 1）、植村 直哉 2）、岡部 悠吾 1）、別宮 小由理 1）、浅賀 健彦 1）、白神 豪太郎 1）
【背景】胸部心臓血管手術において、黄色ブドウ球菌の鼻腔内保菌は手術部位感染や創外感染の危険因子とされている。当院では
胸部心臓血管手術を受ける患者が入院する循環器病棟で 2008 年から入院時の監視培養を、2009 年から術後 ICU 入室予定患者の麻
酔導入直後（術直前）の監視培養をルチンで行っている。今回、これら術前の監視培養結果と SSI、創外感染について調査した。
【方
法】2009 年以降 2013 年末までに、入院時と術直前の監視培養を行っていて、術前から明らかな感染症がない予定胸部心臓血管手
術を受けた患者を対象とした。入院時と術直前の監視培養結果を鼻腔 MRSA 保菌の有無で 2 群に分け、SSI、創外感染の有無と関
連があるか観察研究を行った。カイ二乗検定を用い、有意水準を 0．05 とした。
【結果】対象は 278 名、入院時の鼻腔 MRSA 保菌
者は 14 名だった。このうち 13 名にムピロシン軟膏による術前除菌が試みられ、術直前で鼻腔 MRSA 保菌者は 4 名に減少した。入
院時 MRSA 非保菌者のうち SSI 発症者は 12 名（4．5％）
、保菌者のうち SSI 発症は 2 名（14．3％）で有意差はなかった。入院時
MRSA 非保菌者のうち創外感染発症者は 55 名（20．8％）
、保菌者のうち創外感染発症者は 4 名（28．6％）で有意差はなかった。
【考
察】SSI、創外感染とも発症率は MRSA 保菌者の方が高かったが現時点では有意な差はなかった。ムピロシン軟膏による術前除菌
が SSI や創外感染予防に有効であった可能性がある。しかしムピロシン軟膏の SSI 予防効果を疑問視する意見や耐性菌の出現を危
惧する意見がある。また今後症例数が増えると有意差が出る可能性があり、検討を続ける必要がある。【結語】入院時の鼻腔
MRSA 保菌の有無は、胸部心臓血管手術 SSI と創外感染の発症に関連しなかった。

CP17-3

広域抗菌薬の使用と Stenotrophomonas maltophilia に関する検討

淀川キリスト教病院

救急・集中治療科

藤本 善大、則本 和伸、山本 幸治、長田 俊彦、的井 愛紗、原 悠也、堀 雅俊、三木 豊和
【背景】ICU において Stenotrophomonas maltophilia（以下 S. maltophilia）は広域抗菌薬に耐性を示す感染症の起炎菌として重要
である。一般に S. maltophilia はカルバペネム系薬に自然耐性を示すとされるが、ピペラシリン / タゾバクタム（以下 PIPC/TAZ）
には感受性を保つものが多いとされる。【目的】PIPC/TAZ の使用とカルバペネム系薬の使用で S. maltophilia の培養の検出率に
差があるかを検討する。【対象と方法】2012 年 7 月から 2015 年 7 月までに淀川キリスト教病院 ICU に入室した 18 歳以上の感染症患
者で PIPC/TAZ もしくはカルバペネム系薬を使用し、これらの抗菌薬使用後に喀痰 , 尿 , 腹水等の培養検査を提出した症例のうち、
術後感染予防目的の抗菌薬投与、重症急性膵炎における感染予防のための抗菌薬使用、間質性肺炎等の感染症が疑われない症例、
PIPC/TAZ とカルバペネム系薬の両方を使用した症例を除外した 170 例を対象とした。対象を PIPC/TAZ を使用した群（以下
PIPC/TAZ 群）とカルバペネム系薬を使用した群（以下カルバペネム群）との 2 群に分け、年齢 , 性別 , 広域抗菌薬を投与した原疾患 ,
培養検査からの S. maltophilia の検出率等について診療録に基づき後方視的に検討した。【結果】対象の平均年齢は 71 歳であった。
抗菌薬を投与した原疾患は細菌性肺炎が 78 例（46%）、尿路感染症が 34 例（20%）
、腹腔内感染症が 44 例（26%）等であった。170
例中 18 例から S. maltophilia を検出した。PIPC/TAZ 群で S. maltophilia を検出した症例は 46 例中 1 例であるのに対し、カルバペ
ネム群では 124 例中 17 例であった（2.17% vs 13.7%；p ＜ 0.05）
。
【結語】PIPC/TAZ はカルバペネム系薬と比較し、S. maltophilia
の培養での検出率が低下した。

－ 638 －

CP17-4

多剤耐性アシネトバクタ（MDRAb）による医療機器汚染とアウトブレイク収束への臨床工学技士の関わり

三重大学医学部附属病院

1）

臨床工学部、2）三重大学医学部附属病院

救命救急センター

行光 昌宏 、佐生 喬 、白前 達大 、暮石 陽介 、西川 祐策 、加藤 隆史 1）、岩田 英城 1）、今井 寛 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】当集中治療室では 2014 年に多剤耐性アシネトバクタバウマニ（以下 MDRAb）によるアウトブレイクを経験した。
MDRAb は通常の細菌とは異なり、乾燥に強く長期にわたり環境に存在することからその収束は容易ではないとされる。今回のア
ウトブレイクにおける医療機器汚染状況と収束に向けた取り組みを臨床工学技士の視点から報告する。
【経過および対応】収束への取り組みとして、医療機器を含めた環境の定期培養及び生菌数測定（ATP 測定）が開始された。当初、
清掃は清拭面劣化を考慮し、第 4 級アンモニウム塩の含まれるクロスを用いた清拭を実施。環境培養の結果を考慮し、ペルオキソー
硫酸水素カリウムおよび塩化ナトリウムを含むクロス（次亜塩素酸）へ変更。培養陽性箇所の減少を認めたが、一部機器（医療機
器以外）にて動作不良を認めた例も経験した。一方、医療機器を介した伝搬経路の検索として、人工呼吸器内部回路の培養を行っ
たが、内部回路及び呼気弁からの検出は認めなかった。その他の医療機器では、超音波診断装置などの機器表面、エコーゼリーか
らの検出を認め、伝搬経路の一つと考えられた。
【考察】過去の報告では人工呼吸器を介した水平伝搬の可能性が示めされている。また、バクテリアフィルター付人工鼻による
MDRAb の阻止に関して添付文書、報告は示されておらず、その有用性は明らかではない。今回、人工鼻を用いた管理では人工呼
吸器本体への汚染は認めておらず一定の効果があることが示唆された。
【結語】MDRAb アウトブレイク収束には環境整備、水平伝搬の防止が重要であり、集中治療室に多くかかわりを持つ臨床工学技
士も十分な知識を持つ必要がある。MDRAb のような医療機器を介した感染が疑われる事例では臨床工学技士の介入は有用であ
る。

CP17-5

ER で実施した血液培養検査における耐性菌の検出動向と薬剤感受性の解析

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

稲葉 正人、高谷 悠大、久保寺 敏、東 倫子、山本 尚範、角 三和子、松田 直之
【はじめに】重症敗血症，敗血症性ショックに対して，来院後速やかに抗菌薬を投与することが予後に関連すると言われている。
初期治療で適切な抗菌薬を選択する上で，多くの重症敗血症患者が搬送される救急外来（ER）で採取した血液培養検体より，分
離される菌株の検出動向を把握することは重要といえる。そこで 2012 年からの 3 年間で，当院 ER において実施した血液培養検査
を解析した。【方法】2012 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31 日までの 3 年間を調査期間とし，ER で採取した血液培養検体より検出された
菌種，耐性菌の検出率および薬剤感受性率を評価した。抗菌薬の感受性は CLSI M100-S22 に基づいて判定した。【結果】3 年間で
計 2708 セット採取され，陽性セット数は 562 セットであった。陽性率は 2012 年より 20.9%，20.5％，20.7% であり 3 年間で大きな変
化は認められなかった。分離された菌数は 448 株で，検出された菌種は多い順に E.coli 100 株（ESBL 産生株 10 株（10%）
）
，
Klebsiella pneumoniae 57 株（ESBL 産 生 株 1 株（1.8%）），Staphylococcus epidermidis 39 株（MRSE 20 株（51.2%）），
Staphylococcus aureus 25 株（MRSA 3 株（12.5%），Pseudomonas aeruginosa 13 株（ 高 度 耐 性 3 株 ） で あ っ た。 E.coli の う ち
ESBL 産生菌は，2012 年から 13.3%（4/30），10.7%（3/28）
，7.1%（3/42）と減少傾向であり，Klebsiella pneumoniae の ESBL 産生
菌は 2014 年に 1 株分離されたのみであった。また Staphylococcus aureus のうち MRSA は 16.7%（1/6）
，11.1%（1/9）
，10%（1/10）
と減少傾向であった。【結論】2012 年から 3 年間の ER で実施した血液培養検査における耐性菌の検出率と薬剤感受性を解析した。
陽性率は約 20％であり，MRSA や ESBL 産生菌の割合はともに経年的に減少傾向にあった。

CP17-6

当院救命センターにおいて検出された MRSA に対する VCM の感受性の検討

奈良県総合医療センター

救命救急センター

關 匡彦、尾中 敦彦
【はじめに】救命センターに入院となる患者はその重症度から，広域抗菌薬を使用する頻度が高く，その結果としてメチシリン耐
性黄色ブドウ球菌（以下 MRSA）の検出率が高いことが知られている．一方で，抗 MRSA 薬としてよく用いられるバンコマイシ
ン（以下 VCM）の MRSA に対する最小発育阻止濃度（以下 MIC）の上昇（MIC creep）が問題となっている．今回，当救命センター
に入院となり，検出された MRSA 患者およびその VCM に対する感受性に関して検討した．【方法】2010 年 1 月から 2014 年 12 月ま
でに当救命センターに入院となり，各種培養検査にて MRSA が検出された 155 例を対象にその VCM に対する感受性を後方視的に
検討した．【結果】2010 年は MIC ≧ 2 の株は検出されなかったが，2011 年に MIC ≧ 2 の株が 16.7% で認められた．2012 年は 7.7%，
2013 年は 2.8% と徐々に減少し 2014 年には MIC ≧ 2 の株は認めなかった．【考察】MRSA 感染症の治療ガイドライン 2014 によると
VCM の MIC 2 以上の分離率は 10% 程度とされている．当救命センターにおいても 2011 年に 16% と高頻度で検出されたが，次第に
低下してきており，現状では MIC creep は問題となっていない．当院の VCM の MRSA に対する MIC の推移を文献的考察を交え
て検討，報告する．
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CP18-1

気道・呼吸・呼吸管理③

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP ポスター会場

突然の筋硬直により呼吸停止し挿管・換気不能となり、輪状甲状靭帯切開にて救命しえた破傷風の 1 例

高知赤十字病院

救命救急センター

救急部

山崎 浩史、島津 友一、本多 康人、泉 江利子、藤本 枝里、安岡 やよい、廣田 誠二、原 真也、西山 謹吾
破傷風は開口障害、顎から頚部へのこわばり、痙攣性の呼吸障害等を来し、確実な気道確保が必要となることが少なくない。しか
し、意識・気道・呼吸状態が安定している場合の破傷風の挿管・気管切開適応については定まった見解がなく、挿管・気管切開を
行うべきか迷うことも多い。今回、入院加療中に突然筋硬直から呼吸停止し、輪状甲状靭帯切開を行い救命しえた症例を報告する。
【症例】59 歳男性、BMI33 と高度肥満あり、糖尿病、高血圧で加療中。ボルトが足に刺さり、その 2 週間後腰背部痛、嚥下困難が
出現し他院受診、後弓反張も認めため破傷風疑いにて当院紹介となる。来院時意識清明、開口 1.5 横指だが呼吸状態は安定していた。
病状経過より破傷風と診断、創傷処置およびテタノブリン、抗生剤投与を開始し ICU 入院とした。安静のためデクスメデトミジ
ンにて鎮静を開始、後頚部～背部痛が強いためフェンタニルおよびプロポフォール投与し自制内に改善していた。高度肥満もあっ
たため、直ちに確実な気道確保ができる準備を整え経過をみた。入院 3 日目、病状安定し開口も 1.5 横指可能であったが、清拭直
後突然全身硬直・呼吸停止し急激に酸素化悪化、すぐに経口気管挿管を試みるが開口不可能で、用手換気も不可能でこの間に意識
消失したため、直ちに輪状甲状靭帯切開を施行し、酸素化・循環改善、意識も指示に応じるようになった。入院 67 日後呼吸器離脱、
102 日後リハビリ目的に転院となった。【考察と結語】破傷風は開口障害まで出現した場合、軽微な刺激で呼吸停止となる事が想
定されるが、気管切開の絶対的基準は文献を探したところ見当たらない。今後気管切開の適応につき明らかにする必要がある。

CP18-2

長時間腹臥位術後の舌浮腫が原因で抜管後に上気道閉塞を来し、経皮的輪状甲状膜穿刺を施行した 1 例

久留米大学病院

集中治療部

新山 修平、佐藤 晃、有永 康一、坂本 照夫
57 歳、女性。身長 146 cm、体重 31 kg。頭蓋底陥入症、キアリ奇形にて脳幹圧迫症状が徐々に進行し ADL 低下傾向にあったため、
大後頭孔減圧術、小脳扁桃切除術、頭蓋頸椎後方固定術が予定された。全身麻酔導入時は特に問題なく気管挿管施行された。術中
体位は腹臥位で、手術は予定通り施行された。全身麻酔時間 12 時間 38 分、手術時間 10 時間 47 分、総出血量 2,135 g、総輸液量 3,650
ml、総輸血量 2,380 ml、総尿量 2,400 ml であった。術後は気管挿管のまま ICU 入室となった。術翌日覚醒状態は特に問題なかった。
後屈制限が予想されたため抜管後の気道確保困難に対する準備を行い、抜管を試みたところ、直後より奇異性胸郭運動と口唇チア
ノーゼが出現した。バックバルブマスクによる換気を試みたが、後屈制限、開口障害のため十分な換気が得られず、また経口エア
ウェイ挿入困難、経口気管挿管困難であったため、直ちに経皮的輪状甲状靭帯穿刺法を施行し、一旦気道を開通させたのちに経口
気管挿管を施行した。一時的に心拍数 20/ 分まで低下したたが、心停止には至らなかった。今回の上気道閉塞の原因は舌浮腫が原
因と考えられた。長時間の腹臥位術後の患者の抜管は、舌浮腫による上気道閉塞も念頭に慎重に抜管のタイミングと気道確保困難
に対する準備が必要である。とくに気道確保困難症例では躊躇することなく、経皮的輪状甲状靭帯穿刺法などの外科的気道確保に
速やかに移行できるよう off the job training を行い習熟することが重要と考えられた。

CP18-3

当科における輪状甲状靭帯切開術の検討

大阪市立大学

大学院医学研究科

救急医学

寺田 貴史、武貞 博治、森岡 貴勢、山本 朋納、内田 健一郎、加賀 慎一郎、晋山 直樹、西村 哲郎、山本 啓雅、溝端 康光
【目的】輪状甲状靭帯切開はマスク換気不能・気管挿管不能（Cannot Ventilate Cannot Intubate : CVCI）状況における緊急気道確
保の最終手段であるが、実際に必要とする状況に遭遇する頻度は少なく、技術的困難性よりも、必要であるという状況判断に困難
さを認めることがある。当科では気道緊急・困難気道に対するプロトコールを策定し、適応判断の基準としている。今回当科での
輪状甲状靭帯切開術につき後方視的に検討したので報告する。【方法】過去 5 年間に当センターに入院し、緊急気道確保として輪
状甲状靭帯切開を施行した症例を対象に、診療録より患者背景、搬送理由、気道状況や輪状甲状靭帯切開を施行した理由、転帰な
どを抽出した。
【結果】対象期間に当科にて輪状甲状靭帯切開を施行した症例は 11 例であった。8 例が男性、平均年齢 51 歳、搬送
理由は外傷 8 例（うち来院時心肺停止 7 例）、疾病 3 例（来院時心肺停止 1 例）であった。切開前に試みた気管挿管回数は 0 回 5 例、
1 回 2 例、2 回 1 例、3 回以上 2 例で、輪状甲状靭帯穿刺を先行したものが 2 例あった。CVCI の原因となった上気道の状態は口腔内
出血持続 4 例、下顎骨骨折 2 例、吐物による閉塞 2 例などであった。1 例では換気は可能なものの気管挿管不能のため輪状甲状靭帯
切開を施行した。9 例は輪状甲状靭帯切開後施行にて換気可能となったが、切開施行するも換気不能であった例が 2 例あった。1 例
は吐物による下気道閉塞によるもので、残り 1 例は肥満のため切開施行もチューブ挿入不能によるものであった。【結論】救急搬
送され、気道確保を要する患者では、外傷症例を中心に輪状甲状靭帯切開を要する症例に遭遇している。迅速に適応を判断し、気
道確保を施行しており、必要な状況の予測と準備が重要であると考えられた。一部には上気道以外の問題による換気困難症例や体
格によりチューブ挿入困難であった症例も経験しており、留意が必要である。

－ 640 －

CP18-4

当施設における内科的気道緊急（気道確保困難）症例の検討

兵庫県立加古川医療センター

救急科

豊原 貴之、当麻 美樹、高岡 涼、國重 千佳、佐野 梨佐
【背景と目的】救急集中治療領域では、予定手術麻酔時の気道確保困難症例への対応に比べ、初期情報量の欠如、急激な病態悪化、
full stomach 症例といったより劣悪な条件下での気道確保が必要な場合が多い。今回、当施設で経験した内科的疾患に起因する気
道確保困難症例への救急初期診療に関する臨床的検討を行った。【対象と方法】2012 年 4 月以降に当施設救急初療室で初期診療を
行った内科的気道緊急（気道確保困難）13 症例を対象として後方視的検討を行った。
【検討項目】1）年齢・性別、2）搬送手段、3）
原疾患、4）気道確保手技、5）予後 など。【結果】1）年齢：68.3（52.0-74.4）歳［中央値（IQR）
］
、男女比：M/F=7/6。2）救急
現場からの救急車 / ドクターカーでの直接搬送：3 例、他院よりの転院搬送：6 例、当院耳鼻咽喉科経由の搬入：3 例、独歩受診：
1 例。3）急性喉頭蓋炎：6 例、声門下喉頭炎：1 例、頸部壊死性軟部組織感染症：1 例、血管浮腫にともなう喉頭浮腫：1 例、左反
回神経麻痺：1 例、paradoxical vocal cord motion（PVCM）
：1 例、頚部腫瘍性病変による上気道狭窄 / 閉塞：2 例。4）PVCM の 1
例を除き全例に器具を用いた気道確保が行われた。喉頭鏡を用いた気管挿管：2 例、気管支鏡下気管挿管：7 例、外科的気道確保：
2 例、BVM 下気管切開：1 例。5）全例気道緊急による致死的病態を回避し得た。
【考察と結論】1）原疾患は、多種多様であった。2）
外科的気道確保は、CVCI（cannot ventilat、cannot intubate）をはじめとして気道確保困難例に対して極めて有用とされるが、
炎症の波及による前頚部軟部組織の腫脹や腫瘍の直接浸潤により必ずしも容易ではない。3）気管支鏡下の気管挿管では、適切な
鎮痛・鎮静を用いることが重要と考えられる。4）手技の完遂は、一人では不可能に近く、気道確保困難症例を目前にして、気管
挿管が困難であればあるほど多くの気道確保に習熟した人員が必要となる。

CP18-5

気管切開術後の気管腕頭動脈瘻をきたした 2 例

北海道大学病院

先進急性期医療センター

救急科

小舘 旭、定本 圭弘、水柿 明日美、村上 博基、小野 雄一、前川 邦彦、方波見 謙一、宮本 大輔、和田 剛志、丸藤 哲
気管切開は、長期呼吸管理を要する症例においてその手技の簡便性や呼吸管理上の便宜性より、臨床の場で汎用されている。し
かしながら、稀に気管腕頭動脈瘻という重篤かつ致死率の高い合併症の発生が報告されている。今回当院に救急搬送、気管腕頭動
脈瘻と診断され、緊急手術を行った 2 例について報告する。
【症例 1】11 歳女性、既往に大田原症候群のため永久気管孔造設され、
自宅で療養中に気切孔から大量出血を認め、救急要請。当院現着時には止血されていたが、腕頭動脈気管瘻が疑われ、ICU 入室。
ICU 入室より再度出血を認めたため、腕頭動脈離断術を施行。腕頭動脈からの出血はなくなり、末梢側の血流は保たれており、術
後 7 日目に転院となった。【症例 2】82 歳女性、小脳・脳幹梗塞にて当院救急科に入院、経皮的気管切開を施行しリハビリ目的に他
院転院。転院後に気管孔から大量出血を認めたため、当院転院搬送。当院到着時にはあきらかな活動性出血はなかったが、気切カ
ニューレを抜去時に気切孔から大量の出血を認めた。圧迫止血を行いながら CT 撮影し腕頭動脈気管瘻が疑われたため、緊急手術
を施行、腕頭動脈からの出血を認めたため、穿孔部を縫合止血。前頸部筋から皮弁を作成した。入院 16 日目に CT 撮影後、腕頭動
脈仮性瘤を認めたため腕頭動脈人工血管置換術と大胸筋皮弁術を施行。術後は陰圧閉鎖療法を施行した。入院 65 日目に腕頭動脈
人工血管からの出血を認めた。これ以上の手術介入を家族は望まず、入院 71 日目に死亡確認となった。気管腕頭動脈瘻は、その
発生頻度は低いものの発症すれば致命的であることも多く、気管切開患者の管理において常に念頭におき早急かつ適切な処置が求
められる。今回当院では気管腕頭動脈瘻の症例を 2 例経験したので、気管腕頭動脈瘻の対応、治療法や予防について若干の文献学
的考察を加え、これを報告する。

CP18-6

当院 ICU における頸椎前方固定術術後患者の気道管理プロトコールに関して

岐阜市民病院

1）

大畠 博人

集中治療部、2）岐阜市民病院

麻酔科、3）岐阜大学医学部附属病院

、菊地 俊介 、上田 宣夫 、太田 宗一郎 、山本 拓巳 、飯田 宏樹

1,2）

1）

1）

2）

3）

麻酔・疼痛制御学

3）

【はじめに】頚椎前方固定術術後患者は頚部可動域制限などにより再挿管が困難である。また頚椎前面の咽・喉頭の軟部組織の腫
脹が術後 12～72 時間まで持続することが報告され、早期抜管症例においては抜管後の気道および呼吸管理に注意を要する。当院
では 2014 年 4 月から頚椎前方固定術施行患者に対する周術期気道管理プロトコールを用いた術後管理を ICU で行っている。今回
この気道管理プロトコールを呈示し、当プロトコールの施行が抜管時期および再挿管施行の判断に有用であった症例を報告する。
【気道管理プロトコールの要点】1）耳鼻科医による術前気道評価（睡眠時無呼吸症候群の有無、気道開存の程度、声帯機能の評価）、
2）ICU における喉頭ファイバーによる直視下での気道評価（気道浮腫の経時的変化と声帯機能）
、3）ネーザルハイフローを用い
た抜管後の呼吸管理（必要に応じて非侵襲的陽圧換気療法の併用）
、4）抜管後 24 時間 は ICU で経過観察、5）マルチモダール鎮痛、
以上の点をポイントとした。
【症例】75 歳、女性。152cm、50kg。頚椎椎間板ヘルニアに対し C3-5 の 2 椎間前方固定術が行われた。
術前評価で下咽頭から喉頭にかけて気道前後径の狭小化を認めた。術翌日（術後 15 時間）の喉頭ファイバー所見で咽・喉頭の内
腔が視認できず挿管を継続。術後 40 時間で浮腫の軽減を認め、46 時間後に喉頭内腔の視認が可能となったため抜管施行。直後の
観察で声帯運動良好、軽度浮腫を認めるが気道開通は良好であった。しかし抜管 16 時間後（術後 62 時間）に呼吸苦出現し、咽頭
後壁の腫脹増悪を確認。非侵襲的陽圧換気療法で経過観察したが再挿管となった。再挿管 27 時間後（術後 91 時間）に浮腫軽減を
確認し再度抜管施行。再抜管後は、ネーザルハイフローと非侵襲的陽圧換気療法を併用し、定期的な気道評価を直視下に行い、軟
部組織の腫脹の増悪を認めないことを確認し、再抜管の 24 時間後に ICU 退室となった。
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ポスターCP 19

CP19-1

気道・呼吸・呼吸管理④

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP ポスター会場

心臓大血管術後に気管軟化症が判明し、人工呼吸器離脱に難渋した一例

独立行政法人労働者健康福祉機構

横浜労災病院

中央集中治療部

赤川 玄樹、小野 富士恵、柏 健一郎、木村 康宏、七尾 大観、藤本 潤一、西澤 英雄
症例は 74 歳、女性。2003 年に stanford A 型解離性大動脈瘤に対して、上行大動脈の人工血管置換術を施行した。経過観察中に吻
合部の経年的な拡大傾向を認め、2015 年 7 月に弓部仮性大動脈瘤に対して人工血管置換術を施行した。術直後の気管支鏡検査で、
気管支壁の扁平化及び狭窄を認め、気管軟化症が疑われた。第 2 病日に抜管を試みたが、陽圧呼吸の解除により頻呼吸と酸素化能
の低下をきたしたため抜管できず、第 3 病日に抜管後の非侵襲的人工呼吸器管理も視野に入れて抜管したものの、非侵襲的人工呼
吸器管理の違和感が強く維持できず、同日夜間に呼吸状態が再増悪し、再挿管となった。第 4 病日施行した CT にて気管下部から
左右主気管支の扁平化を認め、気管支鏡所見と合わせて気管軟化症と診断した。以後 PEEP を漸減すると、気管支鏡検査で気管支
の扁平化が容易に出現し、酸素化障害をきたすため人工呼吸器からの離脱に難渋し、第 21 病日にようやく人工呼吸器から離脱す
ることができた。気管支周囲に侵襲を及ぼすような術後症例において、人工呼吸器の離脱に難渋する場合には、気管軟化症の存在
を念頭に置く必要があると思われた。

CP19-2

開心術後の抜管遅延症例に関する検討

埼玉医科大学国際医療センター

集中治療科

古田島 太、佐伯 有香、磨田 裕、北村 晶
【目的】当施設の心臓血管外科は、12 床稼働の専用 ICU を有し、集中治療医が関与しているものの、基本的にオープンシステムで
ある。酸素化不良、血行動態不安定、著しい体重増加、大量出血、意識障害などを除き、原則的に術後第 1 日（1POD）までに抜
管しているが、術者の要望に左右されることも少なくない。抜管遅延に影響を与える要因と予後について検討し、早期抜管の有用
性の根拠を明らかにすることを目的とした。
【方法】2015 年 1 月 1 日から 3 月 31 日の間に当院心臓血管外科 ICU に入室した 176 例のうち、開胸術（胸部大動脈疾患を含む）後の
122 例を対象とした。1POD までに抜管した早期群（E）と 2POD 以降の遅延群（L）に分けて比較検討した。
【成績】手術症例の内訳は、冠動脈 28 例、弁膜症 63 例、胸部大動脈 26 例、先天性 3 例、その他開心術 2 例だった。E 群は 91 例、L
群は 31 例だった。背景は、年齢（E:69.9、L:66.1 才、NS）
、男性（E:54.9、L:48.4％、NS）
、緊急手術（E:5.5、L:51.6％、p ＜ 0.05）、
透析（E:14.2、L:29.0％、NS）、抜管直前の P/F（E:317.6、L:294.9、NS）
、術前からの体重増加（E:3.4、L:3.7kg、NS）だった。抜
管後の経過は、NPPV/NHF を要した症例（E:11.0、L:29.0％、p ＜ 0.05）
、再挿管（E:2.2、L:12.9％、p ＜ 0.05）
、ICU 入室期間中間
値（E:5、L:8 日、p ＜ 0.05）入院期間中間値（E:15、L:20 日、p ＜ 0.05）
、28 日死亡率を（E:0.0、L:3.2％、NS）だった。
【結論】心臓手術後の抜管遅延の原因として、緊急手術以外に有意差があるものはなかった。抜管遅延の症例は、その後の ICU 入
室期間、入院期間、NPPV/NHF の使用、再挿管が有意に増加していた。抜管の一般的な基準を満たしているものの根拠なく挿管
期間が延長した症例は、その後の経過が悪化することが示唆された。一方、もともと長期化しそうな重症例が結果的に挿管期間が
長くなっている可能性もあるので、臨床経過に影響しそうな他の要因も詳細に検討する必要がある。

CP19-3
天陽会

開心術後の昇圧剤の使用が抜管に影響するかどうかについての後方視的検討

中央病院

麻酔科

覚本 雅也、長野 真之
【背景】2015 年に人工呼吸器離脱に関する 3 学会合同プロトコールが作成された。その中で自発呼吸トライアルの開始安全基準と
して「昇圧剤の使用については少量は容認する」とされているが，抜管と昇圧剤の用量に関しての研究は過去にもあまりなされて
いない。【目的】今回，開心術後の患者において基準値以上のカテコラミンを使用されている状態での抜管がその後の予後に影響
を与えるかどうかについて後方視的に検討した。【方法】2013 年 1 月から 2014 年 12 月までに当院で実施された開心術で術後抜管さ
れた症例を診療録より収集し，抜管時に安全基準値以上のカテコラミンを投与された高用量群（H 群：n=39）と投与されていな
い低用量群（L 群：n=69）に分け比較検討した。結果は平均±標準偏差で示した。
【結果】抜管の成功に影響を与えうる抜管前の
Hb は H 群 で 11.7 ± 1.8mg/dl，L 群 で 11.7 ± 1.6mg/dl（p=0.90） で あ り，PaO〈SUB〉2〈/SUB〉/FiO〈SUB〉2〈/SUB〉 比 は H
群で 255.0 ± 116.0，L 群で 248.4 ± 102.2（p=0.76）と有意差は認めなかった。その他の術前の呼吸機能，左室駆出率や腎機能など
についても両群で有意差は無かった。また，抜管失敗は H 群では無く（0%）
，L 群では 2 例（2%）であり，入院死亡も H 群で 2 例（5%），
L 群で 4 例（5%）と違いはなかった。H 群の抜管後のカテコラミンの高用量持続時間は 1368 ± 1161 分であった。
【考察】基準値以
上のカテコラミンが投与されている状態であっても，呼吸状態や循環動態が安定し，今後悪化の可能性が低ければ抜管は予後を悪
化させない可能性がある。挿管時間の長期化を回避するためにも早期抜管は重要であり，少なくとも開心術後においてはカテコラ
ミンの投与が抜管を遅らせる要因とはならないと思われる。前向き研究そして他の疾患に関しても検討が望まれる。
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CP19-4

左心補助人工心臓（LVAD）装着術術後における人工呼吸離脱困難症例の検討

大阪大学

医学部附属病院

1）

集中治療部、2）大阪大学医学部

心臓血管外科

本庄 郁子 、内山 昭則 、榎谷 祐亮 、岩崎 光生 、柏 庸三 、平松 大典 1）、戸田 宏一 2）、澤 芳樹 2）、藤野 裕士 1）
1）

1）

1）

1）

1）

LVAD 装着術は重症心不全に対する治療法として普及してきているが、術後に長期の人工呼吸管理を必要とすることも多い。
LVAD 装着術術後において、人工呼吸からの離脱の遅延に関係する因子を後方視的に検討した。（倫理委員会 No.12335）
【方法】
2012 年 4 月から 2015 年 6 月までに LVAD 装着術術後に当院 ICU に入室した 18 歳以上の 68 例を対象とした。術後 144 時間以内に人
工呼吸を離脱できた 37 例（E 群）とできなかった 31 例（D 群）に分け比較した。比較項目は術前因子（カテコラミン・人工呼吸・
機械的循環補助・人工肺・血液浄化法の使用および血小板数・総ビリルビン・クレアチニン値）
、手術因子（LVAD 機種、出血量、
手術時間、再手術の有無）、術後因子（RVAD・人工肺・血液浄化法の使用、術直後の CVP・PaO2/FiO2 比・SvO2 値、術後 2 日
と 6 日の血小板数・総ビリルビン・クレアチニン値、一酸化窒素（NO）投与日数）
、および予後（人工呼吸時間、気管切開率、
ICU 在室日数、院内死亡）とした。【結果】人工呼吸時間（hr）51 ± 33 vs. 553 ± 334（以降 E 群 vs. D 群）
、気管切開率（％）2.7
vs 61.3、院内死亡率（％）2.7 vs 32.3 であり、D 群では気管切開、院内死亡とも高率であった。D 群では術前の人工呼吸率（13.5
vs 45.2 %）と人工肺の装着率（2.7 vs 19.3 %）が高かった。D 群では術中出血量（ml）2144 ± 1710 vs. 3473 ± 234 が多く、手術
時間（hr）359 ± 121 vs. 461 ± 141 が長く、再手術が多かった。D 群では術後の血小板数は低く、総ビリルビン値は高く、
RVAD を必要とした症例が多く、NO 投与期間も 1.9 ± 1.5 vs 5.6 ± 4.5 日と長かった。【結語】LVAD 術後の人工呼吸の長期化に関
連する因子として術前から肺機能が低下や手術侵襲度が考えられた。また、術後に長期の NO 吸入や RVAD 装着を必要とするよう
な右心不全も術後の人工呼吸の長期化への関連が示唆された。人工呼吸からの離脱が遅延した症例のほうが予後は悪かった。

CP19-5

抜管後の酸素化低下についての検討

大阪市立総合医療センター

集中治療部

宮内 清司、菅 敏晃、和田 翔、奥村 将年、岩田 博文、山本 泰史、大塚 康義、宇城 敦司、嶋岡 英輝
【背景】抜管、呼吸器離脱の影響は気道や肺のみならず循環にも及び複雑である。そのため集中治療においては自発呼吸テスト
（SBT）等を行い十分な評価を行ってから抜管を行うが、その前後では予期せぬ変化をすることも多い。
【目的】当院 ICU で抜管
を行った症例で抜管後に酸素化が不良であった症例について検討する。
【対象】2015 年 1 月から同年 8 月までの期間で当院 ICU に
入室し、抜管を行った 15 歳以上の症例について検討した。ただし、計画外抜管や抜管後すぐに NPPV を使用した症例、気管切開
を行った症例はのぞいた。【方法】抜管後 P/F ratio ≦ 200 を抜管後酸素化不良群とし、P/F ratio ＞ 200 を保てた症例（対象群）と
比較検討した。年齢、性別、BMI、挿管期間、胸部レントゲンの CTR、カテコラミンインデックス、水分バランス、抜管後 24 時
間での NPPV 導入、抜管後 24 時間の再挿管の有無を検討項目とした。
【結果】68 例の抜管症例のうち 19 例が酸素化不良群となった。
対象群との比較では抜管前の酸素化（P/F ratio 319 vs 415 ,p ＜ 0.05）で有意差がみられたがそれ以外の項目では有意差はみられ
なかった。また、抜管後に NPPV を使用した患者は全て酸素化不良群であった。
【検討】抜管後の酸素化不良を予測する因子は抜
管前の酸素化だけであった。酸素化不良群は NPPV の使用する可能性もあり抜管後に慎重なフォローアップが必要になると考えら
れる。

CP19-6

早期離床のための人工呼吸器離脱過程に関する検討

日本医科大学千葉北総病院

1）

救命救急センター、2）日本医科大学付属病院

高度救命救急センター

齋藤 伸行 、八木 貴典 、岡田 一宏 、阪本 大吾 、本村 友一 、原 義昭 、松本 尚 1）、横田 裕行 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

背景：ICU で早期離床を推進するには、人工呼吸器からの離脱が不可欠である。2015 年 6 月には人工呼吸器離脱プロトコルが提示
され、その活用が望まれている。一方で、人工呼吸器からの離脱過程のどの要因が悪影響を及ぼしているかは不明確である。目的：
人工呼吸器離脱過程に影響を与える要因を明らかにすること。方法：2013 年 4 月から 2015 年 3 月までに ICU で 2 日間以上の人工呼
吸を実施した 18 歳以上の 287 人（除外；DNAR：52 人、離脱企図せず：55 人）を対象とした。人工呼吸離脱過程は 3 段階に分け（Boles
ら，ERJ2007；Simple：S 群、Difficult：D 群、Prolonged：P 群）
、P 群と関連する因子について多変量解析を行った。結果：対象
患者の年齢 61（42-73）歳、男性 69.7％、APACHE2 スコア 22（18-27）であった［中央値（四分位）
］
。離脱過程は S 群 139 人（48.4％）、
D 群 88 人（30.7%）、P 群 60 人（20.9％）であった。P 群の方が S ＋ D 群よりも有意に年齢が高く（69 vs. 57, P ＜ 0.01）
、より多く原
疾患悪化を認めていた。原疾患は P 群とは肺炎と胸郭外傷、ARDS が関連していた。P 群では院内死亡率は 10 人（16.7%）と顕著
に高く、筋力低下を 45/52（86.5％、不明 8 人）で認めた。多変量解析結果、P 群との独立した関連因子として年齢 75 歳以上（オッ
ズ比：2.37［95% 信頼区間 1.04-5.39］,P=0.04）、胸郭損傷（4.34［1.8-10.4］,P=0.01）
、原疾患悪化（3.51［1.39-8.89］, P=0.008）、筋
力低下（23.2［9.0-59.6］, P ＜ 0.001）が挙げられた。考察：人工呼吸器からの離脱の妨げとなる要因は、高齢者、胸郭外傷、原疾
患悪化、筋力低下であった。筋力低下は原因か結果かは不明だが、リハビリによる予防が期待される。結語：早期離床のため人工
呼吸器からの離脱をするには、原疾患の改善が肝要であり、また同時に筋力低下を回避するよう努めることが望まれる。
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ポスターCP 20

CP20-1

血液・凝固線溶②

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP ポスター会場

侵入門戸不明の肺炎球菌感染症に血栓性微小血管障害（TMA）を発症した 66 歳の男性

藤沢市民病院

救命救急センター

澤井 啓介
【症例】66 歳の男性。既往に未治療の 2 型糖尿病があり来院時の HbA1c は 13.2％。入院前日に発熱・咽頭痛を主訴に前医を受診、
血液検査にて著明な血小板の低下・電撃性の紫斑を認めたため当院に転院。血液培養にて肺炎球菌が陽性であったが肺炎像は認め
ず、全身の CT 検査上も感染病巣は認めなかった。SIRS は 4 項目満たし血小板は 1.5 万、PT-INR 1.93、FDP 1763 μ g/ml にて播種
性血管内凝固症候群（DIC）スコアは 8 点。末梢血液像にて破砕赤血球を認め、直接 coombs 試験は陽性、便培養上も病原性大腸
菌は検出されなかった。血小板減少・発熱・溶血性貧血・腎機能障害・精神症状などの血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）要素
は満たしているが、著明な凝固異常も合併しており侵入門戸不明の肺炎球菌菌血症による DIC と診断し抗菌薬の投与（MEPM、
MCFG、VCM）を開始し、出血傾向の合併も認めることから第 1 病日より 2 日間血小板輸血を施行したが血小板は 0.7 万と増加は
認めず破砕赤血球の増加および採血上溶血所見の悪化を認めたため TTP と診断。第 3 病日より血漿交換および 3 日間のステロイド
パルス療法を開始した。血漿交換は第 12 病日まで行い、ステロイドパルス療法後はプレドニゾロンの内服の後療法を施行した。
ステロイドの投与および血漿交換にて血小板値は 15 万まで改善、本症例において ADAMTS-13 活性は正常であった。その後は血
小板の低下はなく感染コントロールも良好、末梢の壊死の合併は認めたが生存退院となった。TTP は予後不良な疾患で大半が後
天性のものであり、特発性と続発性に分類される。わが国では半数が特発性であり、続発性には膠原病・悪性腫瘍・造血幹移植・
妊娠・薬剤性などがあるが感染症によるものはまれである。重篤な感染症に 2 次性の TTP を併発することがあり、DIC と TTP の
鑑別に難渋することがある。肺炎球菌菌血症に続発した TTP の報告は少なく、貴重な症例であり若干の文献的考察を加えて報告
する。

CP20-2

急性リンパ性白血病に対する HLA 半合致造血幹細胞移植後に致死的な EB ウイルス感染症を発症した 1 例

成田赤十字病院

1）

救急集中治療科、2）成田赤十字病院

血液腫瘍科

上野 昌輝 、中西 加寿也 、奥 怜子 、山地 芳弘 、栗田 健郎 1）、竹田 雅彦 1）、稲垣 俊一郎 2）、増田 真一 2）、青墳 信之 2）
1）

1）

1）

1）

【はじめに】造血幹細胞移植後の免疫抑制状態では Epstein-Barr virus（EBV）の再活性化をきたして伝染性単核球症（IM）や
EBV 関連リンパ増殖性疾患（EBV-LPD）を発症しうる。今回、難治性急性リンパ性白血病（ALL）に対する HLA 半合致造血幹
細胞移植後に致死的な EB ウイルス感染症をきたした 1 例を経験したので報告する。【症例】53 歳女性。52 歳で ALL を発症し、前
医での化学療法に不応性であり当院に紹介された。難治性 ALL に対し、HLA 半合致造血幹細胞移植を施行後、mPSL とタクロリ
ムスによる免疫抑制療法を行った。Day11 に生着が確認されたが、その後サイトメガロウイルス抗原血症などのウイルス感染を合
併した。Day37 頃より発熱、頸部リンパ節腫脹と肝腫大が出現し、数日のうちにリンパ節腫脹は急激に増悪し、全身浮腫や胸腹水
貯留が顕著となった。Day37 の白血球中 EBV-DNA が上昇していたため、EBV-LPD を疑い、Day41 にリツキシマブを投与した。
その後も病勢は留まらず、急性腎障害、循環不全、呼吸不全も出現したため、Day43 に ICU に入室し CHDF を開始、Day45 には
人工呼吸器管理を開始した。他施設に依頼した EBV 解析で EBV-LPD は否定的であり、重症の IM が疑われた。自己免疫の賦活に
よる感染制御と GVHD 予防という相反する意図の中、治療法の選択に苦慮しながら mPSL の増減や、リツキシマブ投与、ドナー
リンパ球輸注などの EBV-LPD に準じた治療を施行したが、多臓器不全が進行し Day69 に永眠された。【考察】IM の多くは自然寛
解する一方で、EBV-LPD の致命率は高く早期の治療介入が必要である。本症例のように移植後の重症 IM では、EBV-LPD と同様
に高サイトカイン血症をきたし致死的となる可能性があるが、臨床上はこれらの鑑別は困難である。EB ウイルス関連疾患が重症
化した場合、自己免疫の賦活と GVHD 予防、高サイトカイン血症の制御を考慮して免疫抑制剤の調整を行いつつ、EBV-LPD に準
じた治療を早期に検討する必要がある。

CP20-3

遅発性血胸と静脈血栓症を合併し血栓予防に難渋した胸部外傷の 1 例

日本医科大学

武蔵小杉病院

救命救急センター

長谷川 智宏、松田 潔、菊池 広子、遠藤 広史、石丸 直樹、山村 英治、渡邊 顕弘、黒川 顯
【症例】59 才男性。【現病歴】階段で転落し、当院救急搬送となった。右多発肋骨骨折・右血胸の診断で保存的加療目的に当科入
院となった。
【入院後経過】入院経過中第 16 病日に D-dimer の上昇を認めたため、下肢静脈血栓予防目的で FXa 阻害薬を開始した。
第 24 病日早朝に咳嗽後突然の胸痛と呼吸苦を訴えたため、胸部 CT を施行。右大量血胸を認めたため、胸腔ドレーンを挿入し人工
呼吸器管理となった。造影 CT で右胸腔内へ造影剤の血管外漏出を認めたため緊急で TAE を施行し出血源である下横隔膜動脈を
塞栓した。第 31 病日に骨折肋骨断端による損傷から生じた再出血を疑い胸腔鏡補助下に小開胸で胸腔内を観察したが、横隔膜損
傷や胸腔内に突出する肋骨骨折断端は認めなかった。再出血の可能性も考え、抗凝固療法を中止していたが第 39 病日に D-dimer
が上昇し、造影 CT を施行したところ右肺動脈と左総腸骨静脈から左膝窩静脈まで大量の血栓を認めたため、同日下大静脈フィル
ター挿入術を施行した。施行後よりヘパリン、ワーファリンで抗凝固療法を開始した。第 73 病日にフォローの造影 CT を施行した
ところ、下大静脈フィルター内に大量の血栓が捕獲されていたため、血栓吸引術を施行した。血胸再発のリスクもあるが、静脈血
栓予防のため再度 FXa 阻害薬で抗凝固療法を開始。第 114 病日に再度フォローの造影 CT を施行。フィルター内の血栓が消失して
いたため、下大静脈フィルター除去術を施行し、第 116 病日退院となった。【考察】今回、下横隔膜動脈損傷による遅発性血胸と
いう稀な合併症を経験した。外傷患者は出血のリスクと、ADL が制限され血栓性の合併症を引き起こすリスクがある。外傷患者
の抗凝固療法には十分な注意が必要である。
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CP20-4

鈍的外傷急性期における下肢静脈血栓症の検討

兵庫県立加古川医療センター
高岡 諒、当麻 美樹、豊原 貴之、佐野 梨沙
【背景と目的】鈍的外傷急性期に合併する下肢静脈血栓症のうち、近位部が広範囲に閉塞する重症病態（近位重症型血栓）が散見
される。このような症例の特徴を明らかにする。【対象と方法】過去 5 年間、鈍的外傷急性期に、臨床上問題となる下肢静脈血栓
症を発症した 45 例について、診療録を後方視的に検討し、臨床的なプロフィール、静脈血栓症の risk assessment profile for
thromboembolism scale（RAPT scale, Greenfield LJ, 1997）
、凝固系データ等を比較検討した。
【結果】近位重症型血栓は 10 例に
認めた。診断は、大多数の症例で、D ダイマーの再上昇が契機になり画像で確定診断された。診断までの平均期間は 2 週間程度で、
他の静脈血栓例と差はなかった。RAPT scale および血清 D ダイマー値は、近位重症型血栓の症例に、より高い傾向がみられた。
易血栓性に関する特殊な凝固検査は、大部分の症例に行われていなかった。
【結論】近位重症型血栓の早期診断には D ダイマーの
経時的変化を観察し、再上昇例には早期に画像で検索することが肝要である。

CP20-5

Spontaneous Extraperitoneal Hemorrhage の臨床的検討

北里大学

医学部

救命救急医学

丸橋 孝昭、山谷 立大、竹内 一郎、片岡 祐一、浅利 靖
【背景】Spontaneous Extraperitoneal Hemorrhage（以下 SEH）は、明らかな誘因なしに腹直筋や腸腰筋、後腹膜腔のような腹膜
外の出血をまとめた概念で、致命的となることも少なくない。抗血栓療法や凝固障害に伴う合併症として、稀ではあるが高齢化に
伴い増加傾向である。【目的】SEH 自験例をまとめ、その疫学、特徴、治療、予後に関して検討する。
【方法と対象】1995 年 4 月か
ら 2015 年 4 月までの 20 年間、当院救命救急センターへ搬送された、あるいは入院中の患者で、SEH と診断された症例を診療録か
ら後方視的に抽出し調査・検討した。データベースより後腹膜血腫（出血）
、腸腰筋血腫、腹直筋血腫をキーワードに検索、その
うち外傷、血管奇形や動脈瘤など解剖学的異常、医原性エピソードなど明らかな誘因がある症例を除外した。
【結果】対象期間内
SEH は全 15 例あった。平均年齢 58.5 ± 18.2 歳、男女比 3:2、基礎疾患として脳卒中 5 例、維持透析 3 例、心房細動 3 例などが多く認
められた。抗血栓薬は 10 例（66.7％）に投与されていたが新規抗凝固薬使用例はなかった。ショックを呈した症例は 6 例（40％）
、
同定された出血源は腰動脈、腎動脈分枝、下腹壁動脈に多く、15 例中 11 例は血管内治療が施行され、手技的成功率は 100％であっ
た。1 例は開胸・開腹止血術を行ったが出血性ショックのため死亡した。全体の死亡率は 26.7％（4/15 例）であった。【考察】特
に後腹膜血腫は腹部 CT 以外に診断は困難であるが、集中治療領域においては循環動態不安定例や高 PEEP 管理を要する呼吸不全
例も多く、検査自体のリスクから発見が遅れることも多い。侵襲度から外科的止血術に比べて血管内治療の有用性も報告されてお
り、早期診断と血管内治療により良好な転帰が得られる可能性がある。【結語】SEH は集中治療領域で今後さらに増加することが
予想される。重症患者に発症した場合、致命的合併症の一つとなるため、念頭におくべき疾患である。

CP20-6

ECMO 回路におけるメシル酸ナファモスタットの安全性の検討

東京都立小児総合医療センター

1）

救命・集中治療部、2）東京都立小児総合医療センター

臨床工学技士室

居石 崇志 、齊藤 修 、本村 誠 、中山 祐子 、新津 健裕 、井上 信明 、清水 直樹 、吉田 拓司 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

【目的】 ECMO（Extracorporeal Membrane Oxygenation）中の抗凝固療法は、ヘパリン（以下 H）を用いられることが多く、
ELSO ガイドラインでも標準的治療とされる。一方、当院でルーチンに用いられているメシル酸ナファモスタット（以下 NM）の
海外報告例は少なく、当院におけるその安全性について検討する。
【方法】2010 年 4 月から 2015 年 8 月の期間で NM を抗凝固療法として用いられた 18 歳以下の全 ECMO 症例について、頭蓋内出血
の有無、ECMO 回路寿命について診療録をもとに後方視的に検討した。
【結果】ECMO 症例は、70 例（新生児 14、小児 56）、月齢 6ヶ月（0 － 192）
、適応は呼吸 26、循環 21、ECPR 23 例。また 離脱率
68%、生存退院率 53%、ECMO 稼働日数 中央値 10 日（1 － 59）
、ECMO 回路寿命 中央値 7 日（1 － 13）であった。
抗凝固療法は、NM 単独 12 例、H 併用 55 例であり薬剤投与量は NM 単独例で 2.5 mg/kg/hr、H 併用例（ NM 3.2 mg/kg/hr、H
11 U/kg/hr）であった。これらのうち頭蓋内出血 8 例（11.4%）、そのうち進行性の頭蓋内出血による致死的な合併症は 2 例、残
りの出血症例 6 例中 3 例が ECMO 離脱、1 例のみ生存退院となった。
【考察】文献による H 投与量は中央値 32.6 － 42.7 U/kg/hr、小児 ECPR 症例では脳死 11%、新生児 ECMO では頭蓋内出血 14 －
16% と報告されており、少量の H 投与で頭蓋内出血の割合も同等であった。小児 ECMO 回路寿命 4.9 日間、成人 ECMO 回路寿命
7 － 9.5 日間という報告から、ECMO 回路寿命もより成人に近い値となった。
【結語】ECMO 管理において NM と H の併用は H 単独と同等であり、回路寿命を延長させることができる可能性がある。
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ポスターCP 21

CP21-1

重症度・予後評価

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP ポスター会場

敗血症における心拍変動の Deceleration Capacity と Acceleration Capacity を用いた重症度と転帰予測

新潟大学医歯学総合病院

高度救命救急センター・集中治療部

遠藤 裕、岡部 康之、上村 夏生、新田 正和、林 悠介、渡邊 要、本多 忠幸、本田 博之
【背景】敗血症における心拍変動に関して多くの報告があるが，一定の見解が得られていない。Deceleration Capacity（DC）と
Acceleration Capacity（AC）は瞬時心拍数の変化を減速と加速に分けて，迷走神経と交感神経の活動を評価する新しい指標で，アー
チファクトの影響を受けにくいとされている。特に，DC は急性心筋梗塞や救急外来患者の転帰予測に有用との報告がある。
【目的】
敗血症の重症度及び転帰予測の指標として DC 及び AC の有用性について検討した。【対象】過去 1 年間に当院 ICU に入室した成人
の敗血症患者で af リズムを除外した。【方法】ICU 波形管理システム（Wave Viewer, Philips, Japan）に記録保存された心電図波
形から ,ICU 入室 24 時間以内の深夜の心電図の RR 間隔（約 8 時間分）を CSV データとして導出した。更に，phase-rectified signal
averaging 法により DC と AC を算出，APACHEII 及び初日の SOFA スコア , 転帰との関連を検討した。
【結果】21 名（63 ± 12 歳 ,M/
F=15/6）が対象となり ,2 名が ICU で死亡した。DC 及び AC と APACHEII（9～39）及び SOFA スコア（5～16）間に有意な相関を
認めなかった。一方 , 生存と死亡例の比較では ,DC のみに有意な違いを認めた（3.0 ± 1.96 vs 0.44 ± 0.41,p=0.038, Mann-Whitney
U-test）。【結論】以上から , 例数は少ないものの DC は敗血症の転帰予測に有用である可能性が示された。

CP21-2

重症患者における栄養予後指標としての位相角の有用性

徳島大学大学院

1）

医歯薬学研究部

代謝栄養学分野、2）徳島大学病院救急集中治療部

井内 茉莉奈 1）、大藤 純 2）、堤 理恵 1）、小野寺 睦雄 2）、阪上 浩 1）、今中 秀光 2）、西村 匡司 2）
【目的】重症患者における栄養管理の重要性は広く認識されている。一方で、侵襲下においては有効な栄養指標や予後指標はなく、
栄養投与量や適切な栄養組成についても統一した見解はない。体組成計により測定できる細胞透過性の指標である位相角が、重症
患者の栄養予後指標となるかを検討した。
【方法】徳島大学病院 ICU に入室した成人患者 59 人を対象とした。体組成計は BioScan920 － II（Malton）を使用し、フルテスト
法にて測定した。BMI、APACHEII スコア、血液検査データ、ICU 在室日数、入室後 60 日死亡率、人工呼吸器装着日数を記録した。
また、位相角と体細胞量 / 細胞外質量比の相関を調べた。統計処理には GraphPad Prism を使用し T-test 及び Spearman correlation
test を行った。
【結果】対象患者の平均年齢は 62.3 ± 14 歳（男性 40 人、女性 17 人）
、平均 BMI は 21.87 ± 4.17kg/m2、APACHEII スコアの中央値
は 22（11-43）であった。入室後 24 時間以内の位相角は体細胞量 / 細胞外質量比と有意な相関を示した（r2 ＝ 0.8517、p ＜ 0.0001）。
ICU 在室日数、人工呼吸器装着日数とも有意な相関を示した（r2 ＝ 0.3092, r2 ＝ 0.3550, p ＜ 0.0001）
。一方で、APACHEII スコア及
び CRP とは相関関係を示さなかった。ICU 軽快退室例の入室時位相角の平均は 7.94 であるのに対し、60 日以内に死亡した群の平
均位相角は 4.97 であった（p ＜ 0.001）。敗血症患者は 9 症例で、敗血症でない患者と比較して位相角は有意に低かった（4.86 vs 7.54,
p ＜ 0.001）。
【考察】ICU 入室時の位相角は体細胞量 / 細胞外質量比や ICU 在室日数、人工呼吸器装着日数と有意な相関関係を示し、体組成計
を使用して測定できる新たな栄養予後指標となる可能性がある。

CP21-3

急性非代償性心不全における全身性炎症反応症候群：合併率と臨床的意義、予後についての検討

東京女子医科大学

循環器内科

春木 伸太郎、森岡 佑太、南 雄一郎、嵐 弘之、重城 健太郎、嶋崎 健介、猪谷 亮介、山口 淳一、志賀 剛、萩原 誠久
【背景】急性非代償性心不全（ADHF）の病態生理の 1 つとして、炎症反応の重要性についてのエビデンスが蓄積されつつある。
全身性の炎症反応の臨床徴候として、全身性炎症反応症候群（SIRS）が知られており、感染症をはじめ様々な状況で来しうると
される。しかしながら ADHF における SIRS の合併率、合併の有無による病態および予後の相違については、いまだ検討が不充分
である。よって我々は、ADHF 患者における SIRS の合併率とその臨床的意義について、後ろ向きのコホートから検討した。
【方法】2007 年から 2012 年に当院 CCU に ADHF で入院し、SIRS criteria を判定可能であった合計 283 人を対象とした。SIRS
criteria は体温・心拍数・呼吸数・白血球数から判定し、2 点以上を満たす患者群を SIRS 群とした。
【結果】ADHF 患者 283 人のうち、SIRS criteria ≧ 2 点を満たす患者は 117 人（41.3%）であった。SIRS 群では原疾患として高血圧
性心疾患および弁膜症が多く、心筋症が少ない傾向であった。臨床徴候としては SIRS 群で起坐呼吸を呈しラ音を聴取する患者が
多く、収縮期および拡張期血圧は高値であり、急性期治療として血管拡張薬および非侵襲的陽圧換気の使用が多い傾向であった。
院内予後は心臓死および非心臓死ともに有意差を認めなかったが、1 年予後は SIRS 群で有意に非心臓死が多く（16.2% vs 6.6%,
P=0.010）、心臓死が少なかった（6.8% vs 15.1%, P=0.034）
。
【結論】CCU に入院となった ADHF 患者のうち、SIRS criteria を満たす患者は約 40% 認められた。SIRS 群は呼吸状態が悪く血圧
は高値であり、非心臓死が多く心臓死が少ない傾向であった。ADHF の病態生理における炎症反応および SIRS の臨床的意義につ
いて、さらなる検討が必要と思われる。
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CP21-4

当院における 3 度熱中症患者の傾向と重症度スコア

札幌医科大学

医学部

救急医学講座

高橋 科那子、喜屋武 玲子、井上 弘行、上村 修二、長谷 守、成松 英智
［はじめに］熱中症の重症度分類は早期治療により重症化を防ぐことを目的としている．しかし，重症度分類のみでは予後予測は
難しく，各臓器障害の程度を点数化した熱中症重症度スコアが，重症化や予後の指標として有効であると報告されている．［目的］
III 度熱中症患者における熱中症重症度スコアの有効性について評価する．
［方法］2005 年 1 月から 2015 年 7 月に，当院に搬送され
た III 度熱中症患者 25 例を対象とし，熱中症重症度スコアをもとに，意識レベルおよび肝・腎・凝固系の血液検査値を数値化した . ス
コア≦ 3（low）と＞ 3（high）で 2 群に分類し，患者背景，APACHE II score，SOFA score，在院日数，転帰について両群を比
較した．［結果］平均年齢は low 群で 72 ± 22 歳，high 群で 66.5 ± 21 歳であった．搬入時の APACHE II は low 群と high 群でそれぞ
れ 17 ± 5.2vs28 ± 5.7，SOFA score は low 群と high 群で 4 ± 1.9vs9 ± 3.2 で，どちらも high 群で有意に高かった．在院日数は low 群
で 5.5 ± 2.8 日，high 群で 8.8 ± 6.9 日で，後遺症有無は low 群で 16.6%，high 群で 36.8% であった．在院日数，転帰のいずれも両群間
で有意差はなかったが，high 群で多い傾向であった．［考察］熱中症重症度スコアは，他の重症度スコアと相関していた．予後に
関しては両群で有意な差はなかったが，これは症例数の少なさと，長期予後が調査できていないことも原因の一つと考えられる．
今後は継続して，長期予後も含めた調査をし，スコアリングの有用性を検討していく．

CP21-5

ICU 増設により救急入院患者の転帰は改善されたか

京都第一赤十字病院

1）

救命救急センター、2）京都第一赤十字病院

麻酔科

奥田 裕子 、竹上 徹朗 、香村 安健 、藤本 佳久 、井上 敬太 、平山 敬浩 2）、松山 広樹 2）、平田 学 2）
1）

1）

1）

2）

2）

【はじめに】近年 ICU 病床数は増加傾向にあるが , 各施設で運用状況や重症度も異なり費用対効果に応じた ICU 病床数の設定が必
要となる . 当院では 2012 年 9 月に院内 ICU が増設され , 院内 ICU8 床・救急 ICU6 床の計 14 床となった . そこで今回我々は ,ICU 増設前
後での救急外来より ICU に入院となった患者の属性や転帰などの変化について検討した .【方法】院内 ICU が増設された 2012 年 9
月 18 日前後の各 2 年間で , 救急外来より ICU に緊急入院となった 16 歳以上の患者を対象とし , 各群の APACHE2・ICU 入室期間・
ICU 転帰・入院期間・退院時転帰を検討した .【結果】院内 ICU 開設前後で救急外来から緊急入院となった患者はそれぞれ 6510 名 ,
6654 名であった . そのうち ICU 入室となった患者はそれぞれ 421 名 ,907 名と約 2 倍の救急患者が ICU に入室となっていた . 各群の
APACHE2・ICU 入室期間・入院期間の平均は 18 ± 9.3（median 17）vs 16.7 ± 8.7（15）, 4.9 ± 4.9（3）vs 4.4 ± 3.3（3）, 29.9 ±
29.8（21）vs 30.9 ± 32.1（21）であった .ICU 生存率・退院時生存率は 89.8% vs 93.3% p ＜ 0.05, 80.7% vs 86.9% p ＜ 0.05 であり ,ICU
増設後の方で生存率が高い結果となった .【考察】ICU 増設により救急外来から ICU に入室できる患者は著名に増加していた .ICU
生存率・退院時生存率は改善傾向を認めていたが , 増設前には ICU に入室できなかった軽症患者が入室したために生存率が改善し
た可能性がある . 増加した入室患者の重症度の分布などさらに検討を加えて報告する .

CP21-6

麻酔医が術後 ICU 管理を要請した症例の検討

東京大学医学部附属病院

1）

手術部、2）東京大学

小松 孝美 、朝元 雅明 、折井 亮 、山田 芳嗣
1）

2）

2）

医学部附属病院

麻酔科

2）

【はじめに】当院の手術件数は約 12000 例前後である。このうち ICU 入室患者はおよそ 1 割程度である。術後 ICU 入室の確保は症
例ごとに、主に外科医、麻酔科医が検討し術前に予約される。当院では外科医が術前に問題があると思われた症例で麻酔科術前コ
ンサルトが行われる。コンサルトで新たに問題が生じ麻酔科医が外科医に ICU 確保を新たに要請した症例もある。
【目的】麻酔科
術前コンサルトを経て、ICU 入室を要請された症例を検討し、ICU 入室要請が妥当であったかを検討した。【症例】平成 24 年 8 月
から 25 年 7 月までの麻酔科術前コンサルトを受けた患者約 1500 名のうち、ICU 入室を新たに要請された 112 名。【方法】麻酔医が
ICU 入室を要請した理由と実際に ICU 入室が必要だったかを各科別、滞在日数、人工呼吸器、観血的動脈圧ライン、持続透析の使
用の有無などから検討した。【結果】麻酔科術前コンサルトによって新たに ICU 入室を要請された症例は 112 名で、実際に ICU 入
室をしたのは 110 名であった。ほぼ全例、ICU 入室は妥当と思われた。
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当院における門脈ガス血症 3 例の臨床的検討

那須赤十字病院

1）

救急集中治療部、2）獨協医科大学救命救急センター

木多 秀彰 1）、田崎 洋太郎 1）、林 堅二 1）、根本 真人 1）、寶住 肇 2）
門脈ガス血症（hepatic portal venous gas：HPVG）は、腸管虚血などの原因で起こりかつては予後不良の兆候ともされていた。
しかし、近年では保存的治療での治療例や軽症例の報告も増加している。当施設において経験した 3 例の HPVG 症例について文献
的検討を加え報告する。【症例】症例 1 は 62 歳の男性で、大腸憩室炎の診断で近医入院したが、3 日後にショック状態となり当院
へ紹介された。腹部 CT で、肝内門脈に樹枝状ガス像、門脈本幹から下腸間膜静脈にガス像が認められた。著明な S 状結腸肥厚と
憩室多発がみられ、S 状結腸多発性憩室炎による HPVG と診断した。ICU に入室し、敗血症性ショックに対する治療を開始した。
臨床および画像所見から腸管壊死は否定的であり、保存的治療が選択された。3 日後にはショック状態から離脱し、6 日後の CT 検
査では HPVG はほぼ消失していた。症例 2 は 69 歳の男性で、絞扼性イレウスの診断で当院入院となった。腹部 CT で、肝内門脈に
樹枝状ガス像が認められた。イレウス解除術を施行し ICU 入室となった。術中所見では、移動盲腸による絞扼を認めたが腸管虚
血は軽度であり腸管切除は行わなかった。敗血症性ショック、DIC に対しての治療を行い、第 5 病日には症状改善を認め、第 6 病
日に一般病棟へ退室となった。症例 3 は 83 歳の女性で、急性膵炎疑いで当院へ紹介となった。腹部 CT では下部腸管気腫と門脈、
腸間膜静脈内にガスを認めた。腸管虚血所見がないため保存的治療が選択され ICU 入室となった。血液培養から Clostridium
perfringens を認めたが、循環状態は安定しており、禁食、補液、抗生剤投与により経過観察を行い、入室 9 日後に ICU を退室した。
【考察】HPVG は、画像診断の進歩により珍しいものではなくなっている。また、HPVG が予後不良の徴候とはいえなくなっている。
HPVG の存在する臨床的意味を考え、丁寧な理学的所見の観察と画像所見の解釈が治療方針の決定に重要であると考えられた。

CP22-2

ノロウイルス感染を契機に腹部コンパートメント症候群を発症し集中治療管理を要した 1 歳女児例

松戸市立病院

小児集中治療科

岡田 広、山下 由理子、三好 義隆、平本 龍吾
【はじめに】腹部コンパートメント症候群（以下 ACS）は膵炎や外傷を契機に腹腔内圧の著明な上昇と多臓器不全を引き起こす重
篤な病態である。今回我々は、ノロウイルス感染を契機に ACS を発症し、開腹・CHDF をはじめとした集中治療管理を要した症
例を経験した。文献的考察を加えて報告する【現病歴】1 歳女児、2 週間前から消化器症状、1 週間前から発熱があり、近医外来通
院をしていた。来院日に近医受診し著明な頻脈を認め総合病院へ紹介、循環不全・腹部膨満・イレウスの所見があり、当院へ搬送
となった【入院後経過】著明な腹部膨満と水様便が持続しており、重症腸炎にともなう敗血症と診断し、膀胱内圧（以下 UVP）
を経時的に monitoring しつつ、集中治療管理を開始した。UVP は初療時 10mmHg 程度であったが徐々に上昇し、腎機能も増悪し
たため ACS と判断した。経鼻胃管や浣腸での減圧・鎮静・体位管理などで加療継続したが入院 2 日目には UVP 20mmHg 以上に上
昇した。腹水穿刺ドレナージを施行し一時的に 10mmHg 台に低下したものの再上昇し、挿管・筋弛緩管理としても改善がなく、
減張切開・開腹管理・CHDF を含めた加療目的に入院 3 日目に高次医療機関へ搬送した。先方で 9 日間の開腹管理・14 日間の
CHDF 管理を施行後に当院へ back transfer となり、その後抜管・栄養管理等をすすめ、軽快退院となった。上部下部内視鏡検査・
生検・消化管造影検査・造影 CT 検査・代謝スクリーニング検査で特記所見なく、便からノロウイルスが検出され、ACS の原因と
考えた【考察】小児の ACS は、重症患児の 0.6-4.7% に発症し 50-60% の死亡率とされている重篤な病態である。本邦での報告はま
だ少ないが、腹腔内腫瘍に関連したものや虫垂炎穿孔による報告は散見される。今回、common な疾患でも ACS を発症し高度な
集中治療管理を要する症例を経験した。ACS の認識を広め、本邦での全体像の把握を通して、管理方法の確立や予後改善への取
り組みが必要である。

CP22-3

腸管出血性大腸菌（O-157）による溶血性尿毒症症候群に急性膵炎を合併した 1 例

国立病院機構

1）

災害医療センター

救命救急科、2）国立病院機構

災害医療センター

臨床研究部

金子 真由子 、金村 剛宗 、加藤 宏 、高田 浩明 、神保 一平 、井上 和茂 、岡田 一郎 1）、霧生 信明 1）、長谷川 栄寿 1）、
小井土 雄一 1,2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】溶血性尿毒症症候群（以下 HUS）では急性膵炎を合併することが知られているが、その報告例は少ない。今回、腸管
出血性大腸菌（以下 EHEC）による HUS に急性膵炎の併発を認めた 1 例を経験したので報告する。
【症例】19 歳女性。生肉（ユッケ）
を摂取した翌日より腹痛、下痢、血便を認め、虚血性腸炎の診断にて近医入院。入院 6 日目、貧血、血小板数低下、腎機能障害を
認め、便培養にて EHEC（O-157）、ベロトキシンが検出され、EHEC 感染症による HUS の診断にて当院転院となった。第 1 病日、
腹部 CT ではびまん性膵腫大を呈していたが血中アミラーゼ（AMY）254IU/L、尿中 AMY 714U/L であり経過観察としていた。
第 4 病日、血便は消失していたものの上腹部痛が増悪し、血中 AMY434IU/L、リパーゼ 784U/L、尿中 AMY 1701U/L と膵酵素の
上昇を認めたため、急性膵炎の合併を考え、持続的血液濾過透析（CHDF）、蛋白分解酵素阻害薬による加療を行った。以後、膵
酵素は漸減し腹部症状も消失したため第 24 病日独歩退院となった。
【考察】EHEC による HUS では急性膵炎を合併することを念頭
におき、膵酵素の上昇や腹部症状の変化に注意して経過をみる必要があると考えられた。
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CP22-4

ショック離脱困難な出血性十二指腸潰瘍に対して , 大動脈閉塞バルーン（IABO）挿入法併用が有用であった 1 例

福岡徳洲会病院

1）

消化器内科、2）福岡徳州会病院

集中治療センター

谷川 祐二 、本里 健一郎 、岡林 慎二 、増谷 勇太 、二ノ坂 建史 1）、福田 容久 1）、樋口 裕介 1）、阿部 太郎 1）、仲道 孝次 1）、
江田 陽一 2）
1）

1）

1）

1）

【背景と目的】IABO は外傷や腹部大動脈瘤破裂による出血性ショックの初療や術中の一時的止血手段の一つである . 今回 , ショッ
ク離脱困難な急性出血性十二指腸潰瘍に対して , IABO 挿入法併用により視野確保に成功し内視鏡的止血術を完遂し得た一例を経
験した . その一例を報告すると共に , 消化管出血に対する内視鏡的止血術と IABO 挿入法併用について文献的考察を含めて報告す
る .【症例】80 歳 , 女性 . 心窩部痛と黒色嘔吐を主訴に老人保健施設より車椅子にて当院外来受診となった . 来院時は意識レベル
JCSI-3, 血圧 72/44mmHg, 脈拍 75 回 / 分 , SpO2:99%（大気下）, 体温 36.4℃であったが , 待合中に新鮮血吐血を認め , まもなく下顎
呼吸 , 両側橈骨動脈触知不可となった . 上部消化管出血と判断し , すぐに末梢静脈輸液開始し , 同時に中心静脈ルート確保と挿管に
よる人工呼吸器管理を開始とした . 輸血を行いながら 1 回目の上部内視鏡検査施行し , 十二指腸球部後壁の潰瘍性病変は確認できた
ものの , 出血により露出血管の有無は確認できず , 視野確保も困難な状態であった . 血圧低下により一旦中止 . 輸血をポンピング投
与に変更し収縮期血圧 80mmHg 台までの上昇を確認してから 2 回目の上部内視鏡検査を施行したところ , 出血量増加によりさらに
視野確保困難であり , まもなく心肺停止となった . 心肺蘇生を行い 14 分間で蘇生 . 血圧確保目的に IABO 挿入を施行することとし
た . 7Fr, ○○バルーンを使用し , 非透視下で左大腿動脈から IABO カテーテルを挿入 . バルーンの inflate（注入量 15ml : 血管内径
25mm）を行ったところまもなく上半身の動脈血圧はショック状態から回復したため , 3 回目の上部内視鏡検査を開始 . 大動脈部分
遮断を行うと噴出性出血認め出血点が確認できたが , 周囲の正常粘膜からも滲出性出血の持続を認めた . フォローの血液検査で
DIC の状態であったことから , 新鮮凍結血漿製剤投与を行いながら , HSE と凝固止血を繰り返した .

CP22-5

重症急性膵炎に合併した多発消化管穿孔に対し、ドレナージにて非手術的に治療しえた 2 例

大阪市立大学医学部附属病院

救命救急センター

森岡 貴勢、山本 朋納、寺田 貴史、晋山 直樹、西村 哲郎、山本 啓雅、溝端 康光
【緒言】重症急性膵炎における腸管穿孔は、比較的稀な合併症であり、治療として腸管切除および人工肛門造設が選択されること
が多い。今回我々は、多発消化管穿孔を合併した重症急性膵炎に対し、ドレナージ療法のみにて治療しえた 2 例を経験したので報
告する。
【症例 1】67 歳、男性。前医にて EST 後に急性膵炎を発症し、当センターに搬送された。入院時の重症度スコアは 5 点（CT
grade2）であった。敗血症性ショック、急性呼吸不全、急性腎不全、急性肝不全、DIC を合併し、さらに第 11 病日に感染性膵壊
死と後腹膜膿瘍を認めた。抗菌薬投与と後腹膜腔への経皮的ドレナージを実施したが改善せず、胃周囲から肛門周囲まで広範囲に
膿瘍が拡大したため、第 29 病日に開腹ドレナージ術を施行した。その後、経過中に行ったドレーン造影で十二指腸・結腸に穿孔
を認めた。穿孔部周囲にドレーンを挿入し、洗浄を継続したところ、第 143 病日には経口摂取可能となり、第 179 病日に転院した。
【症例 2】79 歳、男性。総胆管結石による急性膵炎で転送された。入院時の急性膵炎重症度スコアは 6 点（CT grade2）であった。
第 50 病日に感染性膵壊死・後腹膜膿瘍を認めたため、抗菌薬投与とともに CT ガイド下に網嚢内と膵頭部周囲にドレーンを挿入し
た。その後、第 66 病日のドレーン造影で胃・十二指腸・横行結腸および小腸に穿孔を認めた。ドレナージと洗浄を繰り返すことで、
第 119 病日には経口摂取可能となった。【結語】今回の 2 症例は、重症急性膵炎に感染性膵壊死と後腹膜膿瘍、さらに多発する消化
管穿孔を合併したもので、2 例ともドレナージ療法により穿孔部の閉鎖を得た。本疾患での消化管穿孔は、炎症による高度な癒着
により必ずしも汎発性腹膜炎とはならないため、開腹での結腸切除や人工肛門造設に伴う新たな損傷のリスクを避け、低侵襲な経
皮的ドレナージを試みることも考慮すべきである。

CP22-6

重症急性膵炎に対する持続的血液濾過透析の治療効果についての検討

山梨大学

医学部

救急集中治療医学講座

柳沢 政彦、松田 兼一、森口 武史、針井 則一、後藤 順子、原田 大希、菅原 久徳、高三野 淳一、吉野 匠
当 ICU で 2005 年 10 月 1 日から 2015 年 4 月 1 日までに重症急性膵炎（severe acute pancreatitis ; SAP）に対して体液管理および
cytokine 除去を目的に cytokine-adsorbing hemofilter の 1 つである polymethyl methacrylate（PMMA）膜を用いた持続的血液濾過
透析（continuous hemodiafiltration ; CHDF）を施行した 13 例を対象に同治療法の有効性を検討した．年齢は 59.6 ± 15.8 歳，男性
12 例女性 1 例，成因としては特発性 5 例，アルコール 5 例，高脂血症，ERCP，胃癌術後がそれぞれ 1 例であった．急性膵炎重症度
判定基準予後因子は 4.7 ± 1.6 点，CT grade は 2.3 ± 0.5 であった．APACHE II score は 15.6 ± 11.2，SOFA score は 6.7 ± 5.9，ICU
入室時の IL-6 は 6776 ± 8166pg/mL と高値であり，13 例中 9 例が CHDF 施行前に十分な輸液負荷を行っても尿量低下（0.5mL/kg/
hr 未 満 ） を き た し て い た．CHDF の 施 行 条 件 は 血 液 流 量 100mL/min, 透 析 液 流 量 500～1000mL/hr， 濾 過 流 量 300mL/hr，
hemofilter は PMMA 膜を選択した．CHDF 施行期間は 7.6 ± 6.3 日であった．転帰は 1 例が死亡，12 例が生存退院であった．CHDF
施行により IL-6 の値は ICU day5 には 97 ± 38pg/mL まで低下していた．ICU day1，day2 および day3 の水収支はそれぞれ 1667 ±
1951mL，544 ± 1401mL，-472 ± 1198mL と ICU day3 にはマイナス管理可能であったが，CVP はそれぞれ 7.1 ± 4.0mmHg，8.1 ±
4.2mmHg，8.8 ± 3.4mmHg で維持され，尿量はそれぞれ 1442 ± 1244mL，1489 ± 1527mL，1971 ± 1662mL と増加傾向であった．
SAP の初期治療においては大量輸液が重要な要素となるが，一方で過剰輸液による臓器不全進行のリスクも知られている．
cytokine-adsorbing hemofilter を用いた CHDF の導入によって厳密な体液管理と cytokine コントロールが可能となり，その結果，
過剰輸液を回避しながら利尿を得ることができた．cytokine-adsorbing hemofilter を用いた CHDF は hypercytokinemia をその病態
の本体とする SAP の治療に有用であると考えられる．
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意識障害を主訴として救急搬送された肺動脈血栓塞栓症の一例

岐阜市民病院

1）

救急・集中治療部、2）岐阜大学医学部

麻酔・疼痛制御学講座

上田 宣夫 、大畠 博人 、菊地 俊介 、太田 宗一郎 、飯田 宏樹 2）、山本 拓巳 2）
1）

1）

1）

1）

今回、我々は意識障害を主訴として救急搬送された、重篤な肺動脈血栓塞栓症例を経験したので報告する。症例は 49 歳男性、既
往歴に全盲、不安うつ病があり、向精神薬を服用していた。平成 27 年 6 月 30 日 9 時頃、自宅にて意識消失して倒れているところを
介護士に発見され救急搬送された。最終生存確認は 4 日前であった。当院搬送時、意識レベル 1/1/1、呼吸回数 40 回 / 分、SPO2
88%（ルームエアー）、血圧 150/100mmHg であった。静脈血液ガス分析では、アシドーシスはなかったが、Hb21g/dL、Na 値
149mEq/L と脱水を認めた。意識レベル低下のため、直ちに気管挿管し人工呼吸開始した。頭部 CT、MRI では意識障害を示唆す
るような特記すべき所見はなかった。胸部レントゲン上誤嚥性肺炎を認めた。心エコーは poor record で心機能や肺高血圧の有
無は不明であった。しかし、人工呼吸管理後の血液ガス分析では、P/F100 程度と肺酸素化能の著明な低下を認めた。また、分時
換気量 12L にて、呼気終末二酸化炭素分圧は 20mmHg であったのにも係らず、PaCO2 は 68mmHg と解離を認めた。さらに、膝窩
静脈に超音波上血栓も認めたため、直ちに、胸部造影 CT を施行した。その結果、両側肺動脈の主幹部から下幹全体に大きな血栓
塞栓が認められた。骨盤腔内に静脈血栓は認められなかったため、下大静脈フィルターの挿入は適応外と考え、モンテプラーゼ、
ウロキナーゼ投与し、その後、ヘパリン、ワーァリン投与にて抗凝固療法と人工呼吸管理をった。その結果第 10 病日には、肺動
脈主幹部の血栓塞栓はほぼ消失し、第 29 病日には、肺動脈血栓、下肢静脈血栓ともに消失した。また、第 20 病日には無事人工呼
吸管理を離脱し、ICU 退室となった。本症例を通じて、原因不明の、呼気終末二酸化炭素分圧と PaCO2 の解離や、脱水を伴った
下肢静脈血栓が認められる場合は、肺動脈血栓塞栓症の存在を疑うことが重要であると考えられた。

CP23-2

手術前日まで抗凝固療法を実施していたにもかかわらず骨盤骨折手術直後に発症した重症肺血栓塞栓症の 1 症例

公立昭和病院

救命救急センター

佐々木 庸郎、渡辺 隆明、山口 和将、小島 直樹、稲川 博司、岡田 保誠
骨盤骨折を含む多発外傷に対し緊急手術を行った後、早期から抗凝固療法を含む静脈血栓塞栓症予防処置を開始していたにもかか
わらず、第 21 病日に行った骨盤内固定術直後に重症肺血栓塞栓症を発症した 1 症例を経験したので報告する。
【症例】24 歳、男性。交通事故で救急搬送された。初期蘇生後、不安定型骨盤骨折、腸管・腸間膜損傷、肛門裂創の診断で、緊急
で骨盤創外固定術、開腹高位前方切除術、ストーマ増設術などを行い、気管挿管下集中治療を行った。全身状態改善を待ち第 4 病
日に抜管し、第 7 病日に集中治療室を退室した。静脈血栓塞栓症予防のため間欠的空気圧迫法を第 1 病日から、低分子ヘパリン投
与を第 4 病日から開始した。静脈血栓塞栓症予防処置はその後も第 20 病日まで継続し、D ダイマーは第 9 病日をピークに低下しそ
の後は 10 μ g/ml 未満で経過していた。第 21 病日に骨盤内固定術を行った。手術終了後手術台からストレッチャーに移乗した直後
に心肺停止状態となった。CPR 開始したが安定した ROSC は得られなかったため PCPS を導入し、超音波検査その他で肺血栓塞栓
症による心停止と判断して t-PA 投与を行った。造影 CT 検査で確定診断後、下大静脈フィルターを挿入し、集中治療室で低体温療
法を実施した。第 23 病日に PCPS を離脱し、第 40 病日に集中治療室を退室した。意識清明となったが、恥骨部の術創管理に時間
を要した。
【考察】骨盤骨折は静脈血栓塞栓症のハイリスクであり、本邦でも本症例と同様の症例報告が行われている。骨盤骨折では、予防
処置を行っても致死的な肺血栓塞栓症が起こりうることを念頭に置き、内固定手術を実施するにあたり特別の注意が必要であると
思われる。

CP23-3
信州大学

1）

下肢静脈血栓症から肺塞栓症と卵円孔開存による奇異性動脈塞栓症を生じた一例
医学部付属病院

高度救命救急センター、2）信州大学

医学部

救急集中治療医学

三山 浩 、清水 邦彦 、秋田 真代 、山本 勇輝 、嘉嶋 勇一郎 、望月 勝徳 、小林 尊志 2）、高山 浩 2）、新田 憲市 2）、今村 浩 2）
1）

1）

1）

1）

1）

2）

50 台男性。仕事中に材木が落下、左脛骨骨幹部骨折となり、近医入院。受傷 2 日目に髄内釘にて固定された。その後リハビリ開始
したが、骨癒合傾向に乏しく、CT 上も仮骨形成認められず、受傷 2ヶ月半後に抜釘施行された。抜釘 2 日後、トイレ歩行時に呼吸
苦、目の視覚異常、右大腿の疼痛、左上肢のしびれを自覚。造影 CT にて、DVT、PTE、左鎖骨下 A・右大腿 A の AAO 認めた。
IVC filter 留置、t-PA 製剤・ヘパリン投与を開始後、更なる精査加療目的に当院転院搬送となった。来院時、気道・呼吸は安定
SpO2 95％、左橈骨動脈の脈拍触知消失、両側足背動脈触知も、右下肢冷感あり。血液検査で PT-INR 1.05, D-dimer 14.0 と上昇あり。
心エコー上、明らかな心内血栓なし、ASD 認めず。右室拡大と右心負荷あり TRPG 34.34mmHg。患肢は少なからず側副血行路が
あり、入院後は、ヘパリン化で保存的に加療。頭蓋内病変精査で頭部 MRI・頚部エコー施行も、脳梗塞や頚動脈病変は認めなかっ
た。入院 2 日目に左心収縮能は改善、右心系の圧負荷所見は著明に改善し、血栓閉塞に対し、Fogarty で血栓除去施行。左橈骨、
右足背 A の触知は良好となった。術後ヘパリンを NOAC へ変更。奇異性塞栓精査の為、術後 4 日目に施行した経食道エコーにて
小さな卵円孔開存孔を認めた。マイクロバブル試験にてバルサルバ負荷で左房に流入する所見を認めた。入院 10 日目の CT で IVC
filter に新たな血栓の付着なく、深部静脈血栓は残存も大きな血栓は認めず IVC filter は 2 週間で抜去した。経過良好で、リハビリ
目的に転院となった。下肢の骨折、長期臥床にて深部静脈血栓症から肺塞栓を生じ、右心負荷上昇にて卵円孔からの右→左シャン
トが発生し、動脈塞栓を生じた事を経食道エコーで確認できた症例を報告する。
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CP23-4

人工骨頭置換術中に肺血栓塞栓症をきたし、PCPS 導入で救命しえた超高齢者の一例

兵庫県立淡路医療センター

麻酔科

久保田 恵理、繁田 麻里、渡海 裕文
【はじめに】整形外科の股関節骨折手術は深部静脈血栓症高リスク群であり、術中肺血栓塞栓症となる危険性も高い。今回、術中
に肺血栓塞栓症から心停止をきたしたが早期の PCPS 導入によって救命し、良好な転機をたどった超高齢者の症例を経験した。
【症例】90 歳女性。身長 140cm、体重 50kg。既往は糖尿病・高血圧・不整脈に対して内服加療されていた。路上で転倒し歩行困難
となり、当院救急外来を受診。左大腿骨頚部骨折の診断で、人工骨頭置換術の方針となった。術前心エコーでは心腔拡大なし、明
らかな異常は認めず。D-dimer 168.7 μ g/ml。
受傷 4 日後、全身麻酔下に右側臥位で手術を施行した。閉創中に突然の EtCO2 低下を認め、血圧測定不可能、心拍数 37 回 / 分の高
度徐脈となったため、直ちに仰臥位とし心肺蘇生を行った。心エコーで右心系の拡大を認め、臨床所見と合わせて重症肺血栓塞栓
症が強く疑われた。DOB 投与で一時的に血圧上昇したが、再び 47/12mmHg と高度低血圧から循環虚脱に陥ったため AD を投与し、
直ちに PCPS を導入。同時に未分画ヘパリンによる抗凝固療法を開始した。PCPS 開始後は循環動態が安定したため、DOB・NAD
持続投与下に退室した。
ICU 帰室後ヘパリン化に伴い創部から大量出血し、出血性ショックとなったため PCPS を終了した。術後の CT で両側多発肺動脈
血栓を認めた。下肢静脈エコーでは左下腿静脈の血栓を認めた。中枢側に血栓は認められなかった。
術当日に意識回復し、POD1 抜管。創部は止血されたため未分画ヘパリンによる抗凝固療法を再開し、ワルファリンへ移行の方針
とした。POD2 リハビリ開始、POD8 ICU 退室、POD52 転院。その後自宅退院し、独歩で当院外来へ通院している。
【結語】超高齢者の術中肺血栓塞栓症を救命し、PCPS の一時的使用とその有効性を確認した一例であった。

CP23-5

胸腔鏡下肺全摘術後発症した肺塞栓症に対し VA-ECMO を使用し救命できた 1 例

豊田厚生病院
豊田厚生病院

1）
4）

救命救急センター、2）豊田厚生病院
呼吸器外科

臨床工学技術科、3）豊田厚生病院

循環器内科、

都築 通孝 1）、沖島 正幸 2）、南良 義和 2）、林 大介 3）、平松 義規 4）、中前 健二 2）、小林 修一 1）
52 歳男性。既存症 : 糖尿病，高血圧症，脂肪肝，肥満。原発性肺癌（扁平上皮癌）に対し呼吸器外科により胸腔鏡下左肺全摘術 +
縦隔リンパ節郭清が行われた。術後 3 日目，トイレ歩行後呼吸困難の訴え・意識消失が見られ心臓超音波検査及び造影 CT 施行，
肺塞栓症と診断された。CT 検査終了後徐脈・血圧低下がみられたため VA-ECMO 導入，気管挿管施行後 ICU 入室となった。入室
当初は VA-ECMO にほぼ依存した状態であったが，発症翌日より自己による循環の回復が見られるようになった。その一方で穿
刺部からの出血も含め輸血を継続しなければならない状態になったため，発症 3 日目に VA-ECMO 離脱した。離脱後も血行動態不
安定な状態が継続したため左胸腔内への出血の可能性も含め呼吸器外科と相談，胸腔鏡下鏡腔内止血術が施行された。その後血行
動態安定した。発症 4 日目に行った造影 CT にては肺動脈内に血栓像を認めず，また観察できる範囲で下肢静脈内に血栓思われる
所見みられなかったため弾性ストッキング + ポンプにて再発予防策を開始した。発症 9 日目に合併症なく抜管した。発症 10 日目に
行った下肢静脈超音波検査にて左膝下に一部血栓思わせる所見がみられたためエドキサバン投与開始となり，同日 ICU 退室となっ
た。本症例は肥満患者において胸腔鏡下左肺全摘術後 3 日目に発症した肺塞栓症の例であるが，その治療戦略の点も含め若干の考
察を加え報告する。

CP23-6

PCPS 導入後に胸骨圧迫による肋骨骨折から大量出血をきたした肺血栓塞栓症の 1 例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

救急・集中治療医学講座

久保 拓也、山口 桂司、安田 智嗣、柳元 孝介、谷口 淳一郎、伊藤 隆史、寺田 晋作、宮本 昇太郎、政所 祐太郎、垣花 泰之
心肺蘇生時の肋骨骨折から肋間動脈を損傷し、PCPS 導入後に大量出血をきたした肺血栓塞栓症例を経験したので報告する。症例
は 74 歳男性、突然の胸痛、呼吸困難を主訴に、近医に救急搬送された。胸部 CT にて両側肺動脈主幹部に血栓塞栓を認めたため当
院へ紹介となった。救命救急センター来院時は意識清明、血圧 121/56 mmHg、心拍数 111/min、呼吸数 27/min、SpO2 93%（O2
10L/ 分）であった。直ちに抗凝固薬（ヘパリン）と、血栓溶解剤（モンテプラーゼ）の投与を行い経過観察とした。数時間後、
血圧は維持されていたが、乳酸値の急激な上昇（7.5mmol/L）と不穏状態から突然に pulseless VT となった。直ちに胸骨圧迫を開
始し、同時に大腿動静脈に送脱血カニューレを挿入し経皮的心肺補助（PCPS）を導入した。自己心拍は再開したが、胸部レント
ゲンにて左肋骨骨折と大量血胸を認めた。急速大量輸血を行ったがヘモグロビンの上昇は認められず、CT 所見では左肋骨骨折、
左大量血胸、左胸壁内大量血腫が認められ、血管造影で骨折部位に一致して左第 4、5 肋間動脈から造影剤の血管外漏出が確認で
きた。直ちに経皮的血管塞栓術（TAE）を施行したところ、出血のコントロールが可能となった。肺動脈本幹の血栓に対しては、
カテーテル的血栓破砕・吸引術を施行し、肺動脈圧の低下と酸素化の改善を認めたため、PCPS 導入 3 日目に離脱可能となった。
経過は順調であったが、2 週間後に左胸壁が突然に膨隆し、CT で胸壁内に大量血腫が認められた。前回の TAE 施行血管からの再
出血と判断し、外科的に止血術を行った。その後、本症例は意識レベルの問題もなく、順調に回復している。今回の大量出血、お
よび TAE 後の再出血に関しては、抗凝固薬や血栓溶解薬の使用が大きく関与している。このような大量出血を合併した肺血栓塞
栓症における抗凝固薬の使用量に関しては、リスクとベネフィットを十分に考慮し決定する必要があると考える
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未破裂動脈瘤クリッピング術後に pseudohypoxic brain swelling を呈した 1 症例

帝京大学医学部付属病院

麻酔・集中治療科

杉木 馨、澤井 淳、長谷 洋和、宇野 幸彦、高田 真二、澤村 成史
未破裂動脈瘤クリッピング術後、ICU 入室 2 時間後に意識障害・全身けいれん発作が出現した。CT・MRI で両側基底核、視床を
中心とした低酸素性脳浮腫の所見がみつかり、術中の麻酔管理（TIVA）、手術に異常がないことから pseudohypoxic brain
swelling（Postoperataive Intracranial Hypotension-Associated Venous Congestion）と診断した。珍しい 1 症例を経験したので報
告する。74 歳男性、物忘れ精査の MRI で多発脳動脈瘤（両側中大脳動脈分岐部、左内頚動脈瘤）を発見したため、形状が不整な
右側中大脳動脈分岐部動脈瘤を先行し、クリッピング術の方針となった。既往に高血圧があり、手術歴あるが全身麻酔は問題なかっ
た。術中麻酔記録で循環動態・酸素化・電解質等は問題がなく、開頭時に前頭側の一部で硬膜損傷がみられたが、脳損傷ないため
閉創時に硬膜縫合をおこなった以外は手術トラブルもなく終了した。硬膜外ドレーンは陰圧ではなく、開放としていた。意識清明
ではなかったものの自発呼吸で換気・酸素化問題ないことを確認し抜管した。ICU 到着後意識 GCS E1V1M4、JCS 100 と意識障害
みられたが、循環・呼吸状態安定していたため、術直後の CT で出血病変なく、血液検査も問題なく経過観察の方針となった。2
時間後突然けいれん発作が出現し、CT・MRI で低酸素性脳所見を認めた。治療はステロイドパルス、脳浮腫コントロール、抗痙
攣薬投与とし、硬膜外ドレーンは ICU 入室 8 時間後 110ml、淡血性で術後 1 日（ICU 入室 2 日）に抜去（合計 250ml）とした。ICU
入室 12 日で GCS E2VTM6、JCS 20 と改善認め ICU 入室 14 日でリハビリのために一般病棟転棟となった。

CP24-2

脊椎手術後に Pseudohypoxic brain swelling（PHBS）を呈した 1 例

横浜労災病院

中央集中治療部

柏 健一郎、小野 富士恵、木村 康宏、七尾 大観、赤川 玄樹、藤本 潤一、西澤 英雄
脊椎手術後に Pseudohypoxic brain swelling（PHBS）による意識障害を来した 1 例を経験したため報告する。症例は 67 歳の男性、
第 4、5 腰椎の後方椎体間固定術施行直後に全身性の痙攣を起こし、遷延する意識障害を認めた。手術中に明らかな低酸素血症や
持続する低血圧を認めなかったにも関わらず、頭部 CT および MRI 検査にて低酸素脳症に特徴的な画像変化を認め、術後の硬膜外
ドレナージの量が多いことと合わせて、PHBS が原因と考えられた。硬膜外ドレーンを抜去し、体位を水平位とするなどの保存的
治療を行うことで意識レベルは改善し、最終的に神経学的後遺症を残すことなく退院となった。PHBS は、脊椎手術後の髄液漏出
やドレーンの陰圧管理による急激な髄液喪失によって頭蓋内の静脈潅流障害が起こる病態である。頭蓋内手術後に PHBS が生じた
報告は散見されるが、脊椎術後に PHBS が生じた報告は極めて少なく、PHBS が生じるリスクを把握し、PHBS の病態を理解する
ことは極めて重要である。

CP24-3

演題取り下げ
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CP24-4

くも膜下出血後のたこつぼ様心筋障害に伴い左室内血栓を認めた 1 例

小倉記念病院

麻酔科

集中治療部

宮脇 宏、角本 眞一、近藤 香、瀬尾 勝弘
くも膜下出血（SAH）後のたこつぼ様心筋障害に伴い、左室内血栓を認めたが、抗凝固療法により軽快した 1 例を経験した。
【症例】
67 歳女性。意識障害で発症し、当院に救急搬送された。来院時の意識レベルは JCS300 であった。頭部 CT 検査で SAH、脳室内出血、
左内頸動脈 - 後交通動脈瘤を認めたため、緊急でコイル塞栓術を予定した。心電図上、QT 延長を認めたが、ST-T 変化はなかった。
心エコー検査では心尖部を中心に冠動脈の支配領域に一致しない壁運動の低下と基部の軽度の過収縮を認め、たこつぼ心筋症が疑
われたが、出血性脳合併症の危険性が高いため冠動脈造影検査は行わなかった。救急部で気管挿管後、全身麻酔下でコイル塞栓術、
脳室ドレナージ術を施行した。気管挿管のまま ICU に入室した。心電図上、V1、aVR を除く全誘導で T 波の逆転を認めた。翌日
の心エコー検査では、たこつぼ様心筋障害に加え、心尖部に可動性のある左室内血栓（14 × 41mm）を認めた。外科的な摘出手術
は危険性が高いため、抗凝固療法（ヘパリン）を開始した。ヘパリンは APTT で正常の 1.5 倍前後を目標として、投与量を調節
（8000-15000 単位 / 日）した。術後 16 日目に血栓の縮小傾向とたこつぼ様心筋障害の改善を認めたため、ワルファリン内服を開始
した。その後、血栓は消失したため、ヘパリンは中止した。気管切開、脳室 ‐ 腹腔シャント術を行い、意識レベルも JCS3 まで改
善し、術後 67 日で軽快退院した。
【考察】SAH に伴い、たこつぼ心筋症を発症することがあるが、左室内血栓を生じた報告は少な
い。しかし、たこつぼ心筋症では常に左室内血栓を生じる危険性があり、継続した心エコー検査が必要である。外科的摘出術は出
血性脳合併症の危険が高いため、抗凝固療法が中心となる。【まとめ】SAH 後のたこつぼ様心筋障害に伴って発生した左室内血栓
に対し、リスクを伴う外科的摘出術の代わりに抗凝固療法抗凝固療法が有効であった。

CP24-5

分娩後の脳幹梗塞による遷延性意識障害の 1 例

姫路赤十字病院

麻酔科

仙田 正博、倉迫 敏明、八井田 豊、山岡 正和、稲井 舞夕子、古島 夏奈、出口 美希、増田 恵里香、中村 芳美、依田 智美
【はじめに】妊娠による循環血液量増加、血圧上昇、ホルモン作用や凝固能亢進などにより、様々な合併症が生じる可能性がある。
今回、われわれは産後に発症した意識障害の原因が脳幹梗塞であった 1 例を経験したため報告する。
【症例】32 歳女性 164cm、
67kg。2 日前に第 2 子を分娩。産院にて病室で嘔吐して倒れているところを発見され、当院へ救急搬送。JCS-20、呼びかけで短時
間開眼するが意思の疎通は取れず、左半身不全片麻痺。強直性の痙攣発作あり、ジアゼパム 5g 静注で頓挫。頭部 CT および MRI
にて明らかな異常所見を認めず、てんかん初回発作もしくは子癇発作疑いにて ICU 入室となった。フェニトイン、グリセオール、
Mg 補正に加え、血栓症の否定ができるまでヘパリン持続静注を併用する方針とした。脳波では異常波を認めず、また意識レベル
の改善乏しいため、4 日目に MRI 再検し、脳幹梗塞と判明。エダラボン、抗血小板薬を併用開始した。自己抗体は検出されなかっ
た。9 日目 MRI にて出血性梗塞が判明したため気管挿管した上で深鎮静、脳浮腫対策の強化、より厳密な血圧管理を行った。16 日
目に気管切開施行。意識レベルや麻痺の状態に変化なく、29 日目に一般病棟へ転床。38 日目にリハビリテーション病院へ転院と
なった。
【考察】産後に意識障害をきたす病態としては、通常の鑑別に加え産褥期子癇の可能性も考慮する必要がある。また、妊
娠中の脳卒中のリスクは、非妊娠時と大きな違いがなく産褥期のみに高いという報告もあり、その中でも脳梗塞は一般に妊娠第
2-3 期と産褥 1 週間に多いとされている。本症例では来院時の検査で明らかな異常所見を認めなかったため、てんかん、産褥期子癇、
脳梗塞を念頭に置いた治療を並行して行った。また、脳幹梗塞としては症状が典型的ではなく血管攣縮の影響も考えられた。以上
の経過に文献的考察を加え報告する。

CP24-6

胸部大動脈瘤により生じた遅発性対麻痺の 2 症例

富士重工業健康保険組合

太田記念病院

麻酔科

小澤 拓郎、木村 相樹、三喜 和明、塚越 美喜子、奈良 岳志、松本 晶平
【はじめに】今回、上行弓部大動脈瘤術後、また急性大動脈解離（Stanford type B）で保存的加療中に発症した遅発性対麻痺の 2
症例を経験したので報告する。【症例 1】81 歳男性、弓部大動脈瘤 + 冠動脈病変に対して上行弓部人工血管置換術 +CABG（1 枝）
が低体温循環停止 + 脳分離体外循環併用で施行された。手術時間は 9 時間 58 分であった。ICU 第 1 病日に覚醒させ人工呼吸器を離
脱したところ、徐々に進行する両下肢麻痺を認めため、対麻痺と診断された。【症例 2】61 歳男性、乗用車運転中に突然の胸背部
痛出現、救急搬送された。CT にて左鎖骨下動脈直下から下行大動脈末梢まで偽腔閉塞型大動脈解離が認められ血圧コントロール
を主体とする保存的療法が選択された。ICU 第 1 病日早朝に突然左下腿の血流障害と疼痛出現、血栓閉塞が疑われ緊急カテーテル
が予定されたが、直前に回復した。この際に鎮痛目的で塩酸モルヒネが追加投与、NPPV 施行し経過観察していた。当日夕方にな
り両下肢麻痺を認めため、対麻痺と診断された。【経過】2 症例共に直ちにスパイナルドレナージを留置、また naloxone の持続投
与と steroid の投与を開始した。症例 1 は著効し第 4 病日より歩行開始となった。一方、症例 2 は知覚改善を認めたが、運動障害は
遷延しリハビリ病院に転院となった。【考察】胸部／胸腹部大動脈瘤手術、急性大動脈解離の合併症として対麻痺は患者の QOL や
予後にまで大きく影響することが知られている。遅発性に生じる対麻痺には確立された治療法が無く、有用と期待される治療法を
組み合わせる事が必要と思われる。人工血管置換術後、一方は大動脈解離後と異なる経過症例であるが、施行開始時期や発症転機、
解剖学的相違など様々な観点より比較し経過の相違を検討した。【結語】今回 ICU で発症した遅発性対麻痺に対してスパイナルド
レナージを施行した 2 症例の検証を行い、その有用性に関して文献的考察を加え報告する。
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理学療法士による超音波診断装置（USG）を用いた ICU 患者の下肢筋厚測定の有用性

潤和会記念病院

リハビリテーション療法部

馬場 義行
ICU 入室患者の理学療法の客観的効果判定は適切な指標は少ない．理学療法士による超音波診断装置（USG）を用いた下肢計測が
客観的効果判定の指標となりうると考えた．【対象】ICU 入室中の脳血管障害患者 4 人【方法】USG（東芝 nemio-XG）を用いて，
大腿四頭筋厚と前脛骨筋厚を計測した．測定位置は Crofts らの方法に従い，大腿四頭筋厚（QMT）は膝蓋骨上縁より近位 10cm
の位置，前脛骨筋厚（TAMT）は膝関節裂隙と外果を結んだ線の近位 20％の位置とした．計測は 3 回行い平均した．発症日の筋
厚を 100% とした．また下肢をギプス固定した患者の計測値と比較した．【症例 1】40 歳代男性．右被殻出血と脳幹梗塞により血腫
除去術と開頭減圧術が施行された．左右 Brunnstrom stage（Brs）
：II-II-II．発症 61 日目の QMT は右が 45%，左が 61%，TAMT
は右が 71%，左が 72% であった．USG で徐々に筋が高輝度になっていくのが観察された．【症例 2】90 歳代女性．左被殻出血．右
Brs：I-I-I．発症 7 日目の QMT は右が 74%，左が 93%，TAMT は右が 69%，左が 76% であった．
【症例 3】60 歳代男性．左 MCA 領
域の心原性脳塞栓症．右 Brs：I-I-I．発症 7 日目の QMT は右が 83%，左が 98%，TAMT は右が 98%，左が 78% であった．
【症例 4】
80 歳代女性．左被殻出血．右 Brs：I-I-I．発症 14 日目の QMT は右が 84%，左が 97%，TAMT は右が 75%，左が 79% であった．
【考
察】ICU における重症患者の下肢形態を，発症翌日より理学療法士が計測した報告はない．ICU 患者の下肢筋厚は，ギプス固定し
た患者と比較し筋厚減少の度合いは大きかった．また，麻痺側下肢の方が非麻痺側より筋厚が小さくなる患者が多かった．筋厚が
減少するに伴い，USG 画像上では輝度が上昇していた．この輝度の上昇は筋内脂肪の増加を反映するとされている．USG は簡便
で非侵襲的である．理学療法士による USG を用いた ICU 患者の下肢筋厚測定は，理学療法の客観的効果判定の指標として有用で
ある可能性がある．

CP25-2

ICU リハビリテーションにおける疾患別座位達成度の比較

京都市立病院

1）

リハビリテーション科、2）京都市立病院

循環器内科、3）京都市立病院

岡村 正嗣 、藤田 康孝 、志水 泰夫 、内田 真樹 、中村 陵子 、松永 晋作 、島 正巳
荒井 俊之 3,4）
1）

1）

1）

1）

2）

2）

集中治療科、4）京都市立病院
、岡田 隆 、安本 寛章

2,3）

2）

麻酔科

、

3,4）

【目的】近年，ICU における早期リハビリテーションの効果などが報告されているが，疾患別の検討報告は少ない．そこで ARDS・
重症肺炎患者と心不全患者について，重症度・座位達成の可否・転帰・ADL などを調査した．
【対象・方法】2014 年 4 月から 2015 年 3 月までに ARDS・重症肺炎，心不全の診断で ICU に入室し，理学療法を実施した計 37 例（ARDS・
重症肺炎群 21 例，心不全群 16 例）を対象とした．診療録より後方視的に，年齢，性別，APACHE2 スコア，入室時 SOFA スコア，
入室時 P/F 比，ICU 退室までの座位達成の可否，ICU 在室日数，死亡率，退院時 ADL，在院日数を調査した．各調査項目を
ARDS，心不全の 2 群に大別し，二項解析を行った．全ての統計解析には EZR を使用した．有意水準は 5% とした．
【結果】年齢・性別・APACHE2 スコア・入室時 SOFA スコアは有意差を認めなかった．入室時 P/F 比は ARDS 群が相対的に低値
であった（p=0.014）．ICU 在室日数は心不全群 6 日に対して ARDS 群 11.5 日と長期化し（p ＜ 0.01），死亡率は心不全群 0% に対し
て ARDS 群 33.3% と高値を示した（p=0.032）．ICU 退室までに座位を達成した割合は，心不全群が 93.8% に対して ARDS 群は 57.1%
であったが（P=0.035），退院時 ADL は 2 群間で有意差を認めなかった．在院日数は 2 群間に明らかな差を認めなかった（p=0.081）．
【考察】酸素化能や疾患特性・治療介入への反応性の違いが座位達成の可否に影響したと考えられた．ICU における疾患の重症度
に対応したリハビリテーションが重要である．

CP25-3

持続的腎代替療法施行中のリハビリテーション実施状況および安全性についての検討

北里大学病院

1）

リハビリテーション部、2）北里大学

見井田 和正 、黒岩 政之 、宮崎 道輝 、新井 正康
1）

2）

1）

医学部

麻酔科学

1）

【背景】近年、集中治療（ICU）における早期リハビリテーション（リハビリ）は実現可能であり安全であると言われている。一方、
ICU における持続的腎代替療法（CRRT）とリハビリとの関連性やその安全性についての報告はほとんどない。
【目的】CRRT 施
行中のリハビリテーション実施状況およびその安全性について明らかにすること。【方法】2014 年 8 月から 2015 年 7 月までに、当
院 ICU で CRRT 中にリハビリを実施した 16 例を対象とした。検討項目は、まず総セッション数を調査した。その中で、人工呼吸
器ありの回数、バスキュラーアクセス（VA）の部位とその部位での回数を調査した。また、In-bed Exercises（In-bed）と Out-ofbed Exercises（Out-of-bed）それぞれの回数と内容および特徴を抽出した。さらに機器の転倒、VA の抜去等、医療安全面に関し
て検討した。【結果】総セッション数は 51 回であった。そのうち、人工呼吸器ありは 33 回であった。VA 部位は内頸と大腿静脈で
あり、それぞれ 24 回と 27 回であった。In-bed は 49 回であり、内容は神経筋電気刺激、ベッド上起坐位（起坐位）等であった。
VA が大腿静脈であるとほとんどが In-bed であり、起坐位も実施していなかった。起坐位を実施したのは 8 回であり、人工呼吸器
ありと内頸静脈の組み合わせで多かった。一方、ベッドアップや患者の首振り等により動脈圧低下等のアラームが鳴り、起坐位を
実施できなかったのが 8 回見受けられた。Out-of-bed は 2 回のみであり、端座位と斜面台立位が 1 回ずつであった。今回の調査にお
いて、医療安全面での問題は 1 件も認めなかった。【考察】CRRT 中のリハビリは In-bed が多く、起坐位さえも実施できていない
ことが明らかとなった。今後のリハビリ内容は再考が必要と考えられる。一方、今回の検討では医療安全は問題なかったが、対象
回数が少なかったことも要因と考えられるため、今後も調査を継続していく必要がある。
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CP25-4

当院開心術後患者の転帰を術前に予想できるか？

神戸市立医療センター中央市民病院
神戸市立医療センター中央市民病院

1）
3）

リハビリテーション技術部、2）神戸大学大学院保健学研究科、
麻酔科

坂本 裕規 1,2）、岩田 健太郎 1,2）、井澤 和大 2）、植田 浩司 3）、下薗 崇宏 3）、美馬 裕之 3）
【目的】術前の血液データと運動機能に着目し，開心術後患者の転帰に影響する因子について抽出することである．
【方法】研究デ
ザインは，後方視的研究である．対象は，2014 年 5 月から 2015 年 4 月までに当院に入院し，冠動脈バイパス術，弁膜症手術，上行
及び弓部大動脈人工血管置換術を受けた連続 218 症例である．除外基準は，術後脳梗塞合併例である．全 218 例は，自宅退院（退
院群）と転院群に層別された．我々は，術前の推算糸球体濾過量（eGFR），ヘモグロビン（Hb）について診療記録より後方視的
に調査した．運動機能の指標として，4m 歩行テスト用いた．その結果より通常歩行速度，最大歩行速度を算出した．また，我々は，
握力，膝伸展筋力を測定し，膝伸展筋力と体重値より Body Weight Index（BWI）を算出した．我々は，握力，膝伸展筋力は左右
各 2 回測定後，それらの最高値を本研究の指標とした．統計学的手法として，各指標は，Kolmogorov-Smirnov 検定にて正規性が
検定された．2 群間の比較にはχ 2 乗検定及び Fisher の直接法，t 検定，Mann Whitney U 検定が用いられた．なお，我々は 2 群間
の比較にて有意差が認められた指標について，2 項ロジスティック回帰分析を行い，転院に関与する因子を抽出した．
【成績】年齢，
eGFR，Hb，通常歩行速度，最大歩行速度，握力，膝伸展筋力にて 2 群間で差を認めた．年齢を調整因子としたロジスティック回
帰分析の結果，eGFR が抽出された．【結論】今回，転帰を予測する術前因子として eGFR が抽出された．術前のデータから転帰を
早期に予測し，円滑に転院できるような体制をつくるとともに，転院先の回復期病院との連携を強化することが重要と考えられる．

CP25-5

救命科入院患者に対する看護師協働の理学療法が離床に与える影響～入院時人工呼吸装着患者に着目して～

市立函館病院
市立函館病院

中央医療技術部 リハビリ技術科、2）市立函館病院
救命救急センター、5）弘前大学大学院保健学研究科

1）
4）

救命救急病棟、3）市立函館病院

集中治療室、

山下 康次 1,5）、大山 隼人 2）、田中 清美 2）、三上 祐樹 2）、来生 恵 2）、十文字 英雄 3）、酒井 香 3）、岡本 博之 4）、武山 佳洋 4）、
高見 彰淑 5）
【はじめに】近年、重症患者に対するリハビリテーションが注目され、早期離床の効果が報告されている。しかし、救急科入院の
患者に対する報告は少ないのが現状である。今回我々は、当院救命科入院中の患者に対し、看護師協働の理学療法を実践し若干の
知見を得たので報告する。【対象】2010 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日の期間に当院救命センターに搬送後に理学療法処方を受け、
さらに入床時人工呼吸管理であり、入院中に歩行再獲得に至った患者とした。【方法】当院では 2012 年 4 月 1 日より看護師協働の
理学療法（挿管中または抜管後の可及的離床）を開始しており、2010 年度～2011 年度をコントロール群、2012 年度～2013 年度を
介入群とし比較検討を行った。なお、除外基準として、死亡例、神経学的予後不良例、医学的理由による離床制限例、長期社会的
入院例は除外した。調査項目は、年齢、APACHEscore、入院から依頼・処方までの日数、鎮痛・鎮静期間、挿管日数、人工呼吸
器装着日数、端座位・立位・歩行開始までの日数、救命センター入室期間、在院日数とした。統計解析は、student t- 検定または
Mann-Whitney 検定とし、有意水準は 5% 未満とした。
【結果】対象は、コントロール群 36 例 / 介入群 35 例、内訳は、CPA/PCAS：
16/17、外傷：8/6、急性中毒：7/5、溺水：2/1、その他：3/6、挿管中離床：0/5 であった。挿管日数、人工呼吸器装着期間、鎮
静期間、救命センター在室日数、端座位・立位までの期間で有意に短縮を認め、歩行開始および在院日数は短縮傾向であった。
【考
察】重症患者においても多職種協働にて離床を視野に入れた戦略が必要であると考えられた。
【結語】看護師協働の理学療法は、
離床までの日数を短縮させる一助となることが示唆された。

CP25-6

挿管人工呼吸管理中の早期理学療法介入は早期の機能回復に影響する

済生会熊本病院

1）

リハビリテーション部、2）済生会熊本病院

岡田 大輔 、中村 通孝 、上杉 英之 、西上 和宏
1）

2）

3）

集中治療室、3）済生会熊本病院

心臓血管外科

2）

【はじめに】挿管人工呼吸管理中の早期理学療法介入は、身体機能の改善など様々な効果があることが報告されている。しかし、
理学療法の介入時期別の検討は少なく、今回は 72 時間以内の介入が短期の治療経過や患者転帰に与える影響について調査するこ
とを目的とした。【方法】対象は、2012 年 6 月から 2015 年 5 月までの 3 年間に当院 ICU に入室後、72 時間以上人工呼吸管理が必要
であった患者を対象とした。但し、死亡退院患者、入院前より 50m 歩行困難な患者などは対象から除外した。それらを、挿管後
72 時間以内に介入した早期介入群と、72 時間以降に介入した遅延群の 2 群に分け、比較検討を行った。
【結果】早期介入群は 43 例（男
性 18 例、年齢 73.4 ± 12.1 歳）、遅延群は 51 例（男性 38 例、年齢 70.1 ± 11.2 歳）であった。早期介入群では全例挿管中より介入して
いたが、遅延群の介入率は 60.8% であった。早期介入群では、挿管から理学療法開始までの期間が早く（1.7 ± 0.8 vs 6.2 ± 3.7、p
＜ 0.001）、早期に座位（4.9 ± 4.9 vs 8.8 ± 5.1、p ＜ 0.001）や歩行（10.7 ± 11.9 vs 15.4 ± 13.6、p ＜ 0.001）が開始されており、ICU
退室時の歩行獲得率も有意に高かった（74.4% vs 52.9%、p=0.007）
。ICU 滞在日数（14.7 ± 8.5 vs 17.7 ± 12.9 日、p=0.39）
、在院日
数（32.4 ± 16.5 vs 40.2 ± 22.5 日、p=0.16）には差を認めなかったが、人工呼吸器装着時間（189.8 ± 279.4 vs 344.7 ± 459.9 時間、
p=0.07）は短い傾向にあった。【考察】72 時間以内の理学療法介入により、早期離床が可能となり、ICU 退室時の歩行獲得率の向
上が図られた。今後は長期予後の調査も含め、早期介入が患者に与える影響を継続して調査していきたい。
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ポスターCP 26

多臓器不全・敗血症②

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP26-1

BCG 膀胱内注入療法後に敗血症性 DIC となった 1 剖検例

群馬大学

大学院医学系研究科

CP ポスター会場

救急医学

中島 潤、萩原 周一、青木 誠、村田 将人、金子 稔、中村 卓郎、大嶋 清宏
【患者】70 歳代、男性。【既往歴】腎盂癌、糖尿病。【現病歴】X-2 年に右腎盂癌に対し右腎盂尿管全摘出術を行った。X 年 4 月に膀
胱内再発あり、4 月 30 日に BCG 膀胱注入療法を実施した。5 月 2 日より全身関節痛が出現し、5 月 20 日に整形外科を受診した。
BCG 膀胱注入療法による反応性関節炎を疑われ NSAIDs 内服開始されたが、5 月 22 日に全身疼痛が著明となり当院に救急搬送され
た。
【来院時現症】GCS：E4V4M5、血圧 114/75mmHg、脈拍 115/ 分、呼吸数 25/ 分、体温 35.6℃、SpO2 98%（face mask 6L/
min）。全身の関節痛を訴え、不穏状態だった。血液検査で WBC 32600/ μ L、CRP 17.4mg/dL と炎症反応の上昇を認めた。血液
ガス分析では pH 7.352、pCO2 23.7、pO2 86.9、HCO3- 15.6、BE -11.1、Lac 7.5 と代謝性アシドーシスがみられた。胸部 CT では右
肺下葉を中心として広範なすりガラス影を認めた。また急性期 DIC スコア 5 点（SIRS3 項目、血小板、FDP で陽性）であった。
【入
院後経過】BCG 膀胱内注入療法を契機に発症した反応性関節炎、結核感染、重症敗血症、DIC と考えた。抗結核薬として INH、
RFP、SM を、右肺病変に対して LVFX を投与した。また、DIC に対して rTM、AT-3 を投与した。数日の経過で重症敗血症や
DIC から離脱し呼吸・循環状態は改善傾向であった。6 月 1 日に吐下血とそれによる血圧低下を生じたため緊急で内視鏡的止血術
を行ったが、その後も吐下血を繰り返した。6 月 9 日に大量吐血しショックとなったが、内視鏡的止血が困難であった。大量輸血
も奏功せず同日死亡確認し、病理解剖を行った。【考察】BCG 膀胱内注入療法を契機に反応性関節炎を発症し、その後敗血症、
DIC となった 1 例を経験した。最終的に止血困難の上部消化管出血を発症し、救命はできなかったが、稀な症例と考え報告した。
BCG 膀胱内注入療法は膀胱癌に有用な治療法であるが、重篤な副作用の報告があり、注意を要する。当日は病理解剖の結果と文
献的考察を加えて報告する。

CP26-2

膿瘍ドレナージを施行できず、多数の播種病巣を生じ急激な経過で死亡した侵襲性 Klebsiella 感染症の 1 剖検例

日本赤十字社和歌山医療センター

集中治療部

亀井 純、辻本 登志英、小谷 祐樹、山田 裕樹、千代 孝夫
【症例】70 歳台男性。来院 3 日前からの臀部痛を主訴に当センター救急外来を受診した。肛門周囲膿瘍と診断して切開排膿を行われ、
細菌性肝膿瘍を同時に指摘され緊急入院した。入院後に眼内炎による視力低下、その後ショックをきたしたため、全身管理目的で
集中治療室に入室した。気管挿管、人工呼吸管理を開始し、大量輸液や高用量の循環作動薬を用いてサポートを行いながら、抗菌
薬治療を継続した。一時はバイタルサインが安定し始めたが、入院 5 日目に急激に循環動態が悪化し、CT では脳浮腫、敗血症性
肺塞栓症を認め、また肝膿瘍や肛門周囲膿瘍の残存を認めた。その後もバイタルサインは改善なく、入院 6 日目に死亡した。
【考察】
肝膿瘍から眼内炎や髄膜炎など播種病変を生じる侵襲性 Klebsiella 感染症がアジアを中心に多数報告されている。合併症をきたす
ことにより予後は不良となり、肝膿瘍に対するドレナージが治療において重要とされる。未治療かつコントロール不良の糖尿病が
基礎疾患にあることや臨床経過から、侵襲性 Klebsiella 感染症と早期に診断して適切な抗菌薬を投与していたにも関わらず、眼内
炎や髄膜炎、敗血症性肺塞栓症を発症し多臓器障害を呈して救命できなかった。本症例は肛門周囲膿瘍を契機とした経門脈感染で、
肛門周囲膿瘍に対して切開排膿を行ったが残存、肝膿瘍は病巣のサイズからドレナージを行わず、感染巣コントロールが不十分で
あったことが救命できなかった一因と考える。

CP26-3

空腸動脈の感染性動脈瘤が破裂した感染性心内膜炎の 1 症例

武蔵野赤十字病院

救命救急センター

三浪 陽介、須崎 紳一郎、勝見 敦、原田 尚重、原 俊輔、安田 英人、東 秀律、平山 優、安達 朋宏、本澤 大志
症例は感染性心内膜炎、化膿性脊椎炎にて半年前まで当院に入院していた 41 歳男性。全身状態改善したためリハビリ病院に転院
し経過良好であり , 自宅退院したばかりであった。しかし突然の腹痛 , 呼吸困難 , 下肢優位の脱力が出現し近医救急搬入となった。
近医にて乳酸アシドーシスと CT 画像で腹水を指摘され , 当院入院歴があることから当院搬入依頼となった。当院搬入時の血圧
92/23mmHg, 脈拍 134/min とショック状態であり , 造影 CT を施行したところ空腸動脈に動脈瘤を認め、経過から感染性動脈瘤が疑
われた。腹水貯留もあることから空腸動脈瘤破裂による出血性ショックもしくは敗血症性ショックと診断し精査加療目的に当科入
院となった。搬入後直ちに抗菌薬 VCM+PIPC/TAZ を開始し , 搬入同日に IVR による動脈瘤のコイル塞栓術を施行 , 残存した
feeder に翌日再度 IVR を施行した。以後 , 空腸動脈瘤からの出血についてはコントロール良好であり経口摂取も開始 , 保存的に加療
可能であった。また入院後の経食道心エコーでは大動脈弁の疣贅付着も認められ感染性心内膜炎と診断した。血液培養から
Enterococcus facalis が検出された。 感染性心内膜炎に対しては外科的治療を行わず抗菌薬 ABPC+GM 投与を継続した。全身状態
改善したため今後の抗菌薬投与継続のため第 16 病日に当院感染症科転科となった。今回我々は空腸に感染性動脈瘤を形成した感
染性心内膜炎の 1 症例を経験した。そこで , その治療の Strategy について報告する。
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CP26-4

劇症型溶血性連菌球菌感染症の一例

大分大学医学部附属病院

高度救命救急センター

黒澤 慶子、田邉 三思、竹中 隆一、和田 伸介、石井 圭亮、重光 修
【症例】55 歳男性 主訴 発熱。Marfan 症候群で 28 年前に Bentall 手術の既往あり。来院前日 39℃の発熱を認め、意識レベルの低
下があり前医へ救急搬送された。検査の結果、著明な炎症反応上昇をみとめ、敗血症性ショックと診断。前医外来処置中に一度心
停止当院へ転院となった。来院時、大動脈弁置換後の機械弁の評価をおこなったが、疣贅確認されず、機械弁の感染は否定的との
ことであった。来院翌日、血液培養からは Streptococcus pyogenes が検出され、症状経過より劇症型溶連菌感染症と診断した。感
染源は臀部の褥瘡と考えられた。入院第 7 病日の血液培養結果では菌検出認めなかったが、38℃を超える発熱は継続した。入院第
10 病日、大動脈弁の弁座に疣贅をみとめ感染性心内膜炎を確認した。抗菌薬治療継続したが、解熱無く第 25 病日より Spikig
Fever を呈した。入院第 54 病日、大動脈弁置換術および大動脈弓部分置換術施行。術後 38 日目、入院から 92 病日に全身状態改善
し転院となった。【結語】劇症型溶血性レンサ球菌感染症は突然発症し、早期介入無ければ重篤な結果を来す事も稀ではない。抗
菌薬治療に加え、適切な集中治療管理が良好な転帰の一助となった。

CP26-5

ARDS、NOMI、PRES、下腿コンパートメント症候群を合併した重症急性膵炎の一例

八戸市立市民病院

1）

救命救急センター、2）八戸市立市民病院

貫和 亮太 、昆 祐理 、大川 浩文 、野田頭 達也 、今 明秀
1）

1）

2）

1）

麻酔科

1）

【はじめに】重症急性膵炎における重要な合併症として多臓器不全がある。今回、重症急性膵炎に急性呼吸窮迫症候群（ARDS）
、
非閉塞性腸間膜虚血（NOMI）、可逆性後部白質脳症症候群（PRES）、下腿コンパートメント症候群を合併した症例を経験したの
で報告する。【症例】41 歳女性。意識障害のため救急搬送された。来院時 GCSE1V1M1、血圧・SpO2 測定不能、全身チアノーゼ
の cold shock の状態だった。画像検査で ARDS、NOMI・腸管壊死、急性膵炎と診断し、緊急手術で壊死腸管を切除した。術後呼
吸状態極めて悪く、VV-ECMO を開始、支持療法を行った。第 2 病日に腸管吻合し閉腹した。第 3 病日、右下腿コンパートメント
症候群を発症し筋膜切開を行った。第 4 病日、呼吸状態改善し VV-ECMO 離脱、第 5 病日に抜管した。第 7 病日、意識障害が続い
ていたため CT 撮影したところ、両側後頭葉の脳梗塞が判明、分布から PRES と判断した。その後、急性膵炎再燃があったが保存
的加療で改善した。筋膜切開を行った下腿筋の壊死があり切除した。リハビリを行い、後遺症は残るものの第 78 病日に転院した。
膵炎重症度は予後因子 5 点、CTgrade1 点で重症、APACHE2 スコアは 39 点だった。
【考察】急性膵炎では膵や周囲組織の虚血、
自己消化により炎症性サイトカインが産生され全身の血管内皮細胞や好中球が活性化し SIRS や ARDS 等の臓器障害が引き起こさ
れる。また、エンドセリン等の血管攣縮因子が産生され血管攣縮が起こり膵壊死や NOMI が合併する。NOMI を合併した場合の死
亡率は極めて高いとされる。また、血管攣縮因子が高濃度血中へ流入すれば、遠隔臓器に血管攣縮が起こることもある。本症例の
NOMI、PRES、下腿コンパートメント症候群も一連の血管攣縮が原因と考えられる。
【結語】重症急性膵炎の合併症には ARDS 等
の臓器障害とともに NOMI や PRES といった虚血性合併症の出現に注意する必要がある。

CP26-6

重篤な敗血症を呈した降下性壊死性縦隔炎の 3 例

手稲渓仁会病院

1）

麻酔科・集中治療室、2）手稲渓仁会病院

総合内科・感染症科

横山 健 、秋本 貴子 、石原 聡 、山口 春子 、上村 亮介 、西迫 良 1）、立石 浩二 1）、片山 勝之 1）
1）

2）

1）

1）

1）

深頸部膿瘍は、主に歯周病、扁桃周囲炎、異物を原因とする。時に炎症が拡大し縦隔まで及ぶ降下性壊死性縦隔炎（DNM）を呈
することがある。DNM は急速に進行し死亡率 20-40％が報告される重篤な感染症である。今回、治療に難渋した重症 DNM の 3 例
を経験したので報告する。
【症例 1】70 歳代女性。咽頭痛、食欲不振にて近医で抗生剤点滴されていた。右頸部腫脹増悪し前医受診。
咽頭部に自壊部位あり自然排膿されていた。翌日 CT にて縦隔内への炎症波及が疑われ当院搬送。頸部ドレナージ後 ICU 入室と
なった。経過中、感染コントロール良好となったが、その後縦隔炎コントロール不良から呼吸不全、腎不全、心房細動による循環
不全に陥り術後 38 日目に永眠。【症例 2】70 歳代男性。数日前に魚骨を引っかけたエピソードがあった。当日、運転中に具合が悪
くなり停車中のトラックに追突。車外に出たところで動けなくなり救急搬送された。当院搬入時、発語困難、左下顎から頸部に発
赤、腫脹あり。CT にて深頸部膿瘍が所見され、緊急左深頸部切開ドレナージ術を施行。ICU 入室後、重篤な敗血症性ショックに陥っ
た。術後 2 日目の CT にて、右頸部、縦隔への炎症拡大が所見され、右頸部切開ドレナージ、胸腔鏡下縦隔ドレナージ術を施行。
その後も感染、不整脈管理に難渋したが追加のドレナージ術等の治療が功を奏し術後 28 日目に ICU 退室。術後 57 日目に転院。
【症
例 3】80 歳代女性。3 日前より咽頭痛、嚥下困難が出現。当日、呼吸困難のため前医受診し縦隔膿瘍の診断にて当院紹介。CT では
左咽頭後壁から横隔膜にまで及ぶ膿瘍が所見され、緊急深頸部切開ドレナージ、縦隔ドレナージ術を施行。術中より敗血症性ショッ
クに陥ったが、治療効果からショックからは離脱。その後、不整脈管理に難渋したが徐々に全身状態は改善し術後 26 日目に ICU
を退室。【まとめ】いずれの症例も重篤な敗血症を呈した。感染管理に加え、心房細動を主とする循環管理に難渋した。
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CP27-1

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床②

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP ポスター会場

Open ICU における人工呼吸器患者に対する早期離床の実態調査

パナソニック健康保険組合
パナソニック健康保険組合
4）
パナソニック健康保険組合
1）
2）

松下記念病院
松下記念病院
松下記念病院

看護部 集中治療室、
看護部 集中治療室、3）パナソニック健康保険組合
腎不全科

松下記念病院

麻酔科、

中島 貴志 1）、小松 良平 2）、趙 崇至 3）、安田 考志 4）
【目的】当院集中治療室（以下：ICU）は ABCDE バンドルに沿った管理を目指し 2012 年より Rass を使用した鎮静管理を始めたが、早期離床
には統一した介入がなされていない。今回は早期離床に対しての後方的調査を行い、現状把握や課題の抽出を行う。
【対象】2013.4.1～2015.4.31 までの脳幹障害を除く 24 時間以上人工呼吸器装着患者。
【倫理的配慮】当院の臨床研究倫理委員会の承認を得て実施
【方法】診療記録、看護記録から離床が可能と考えられる時期（以下：離床可能日）を抽出し、実際の離床実施時期（離床実施日）との誤差
を調査する。離床可能日は日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン：リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイ
ドラインのリハビリテーションの中止基準の項目を使用。40 度以上のヘッドアップ坐位、端坐位、車椅子、歩行を離床の項目とする。
【結果】対象者は 51 名。入室中に離床可能基準を満たす対象者は 39 名（76.5%）、離床実施した対象者は 41 名（80.4%）であった。離床可能日
までの平均日数は 4.8（± 2.8）日、離床実施日までの平均日数は 5.9（± 3.2）日であり p=0.55 と離床可能日と離床実施日の有意差はなかった。
また、離床可能日以前に離床実施した症例は 13 例。全例で有害事象の発生はなかった。
【考察】離床可能日と離床実施日に有意差はなく、患者の状態に合わせて早期離床を行えていると考えられる。しかし、離床項目の到達度を
Schweickert WD ら（2009）と比べると端坐位、車椅子、歩行のいずれも到達日数は 2.6～4.7 日遅く、達成件数も全てにおいて 10～20％の差
があり。また、プロトコルによる視標を使用することでより早い介入ができる可能性が示唆された
【結論】離床可能日と離床実施日に有意差はなかった。端坐位以上の件数が少なく到達までの日数も長かった。

CP27-2

当院 ICU、HCU における早期リハビリテーションの現状把握と今後の展望

公立豊岡病院

但馬救命救急センター

藤井 俊紀、山根 堂代
【はじめに】早期リハビリテーションは、専門職を中心としたチーム医療で実施していく動きが見られる。当院 ICU・HCU では、
医師・看護師が主体となり取り組んでいるが、その効果は不明である。現状を明らかにすることで、今後のリハビリテーションを
実施するための一要因となると考える。【目的】当院 ICU・HCU での早期リハビリテーションの現状を明らかにする。【方法】平
成 26 年度の当院 ICU・HCU での敗血症・クモ膜下出血（以下 SAH）患者の入院日数、在室日数、リハビリテーション開始時期、
内容、人工呼吸器装着日数、酸素投与日数、重症度を診療録より後方視的に調査した。
【倫理的配慮】個人情報は匿名とし、研究デー
タに関して厳重に管理し、他に転用しない。
【結果】対象数は SAH 患者 39 名、敗血症患者 46 名であった。SAH 患者のリハビリテー
ション開始時期は、看護師が入室後 1 日目（SD ± 0.79）
、専門職は 4 日目（SD ± 2.3）であった。敗血症患者において看護師は入室
1 日目（SD ± 0.79）
、専門職は 4 日目（SD ± 2.3）であった。また敗血症患者症例で看護師が離床を実施するも、一方で専門職が床
上リハビリテーションを実施している症例が 4 例あった。入院日数は SAH45 日（SD ± 30.1）
、在室日数 10 日（SD ± 4.6）
、人工呼
吸器装着日数 2 日（SD ± 0.7）、酸素投与日数 2 日（SD ± 3.74）となり、敗血症患者は入院日数 24 日（SD ± 30）
、在室日数 4.5 日（SD
± 4.6）
、人工呼吸器装着日数 3 日（SD ± 3.74）、酸素投与日数 2 日（SD ± 5.39）となった。【考察】看護師と専門職の開始時期の相
違は、オーダリングによるシステム的な問題があり、ICU 入室時に、リハビリテーションオーダーを定期業務とすることにより患
者による開始時期の相違がなくなると考える。患者重症度に関わらずリハビリテーションの開始システムを確立することが必要と
考える。【結論】看護師が早期に取り組んでいるが、専門職へのアプローチに時間を要した。

CP27-3

離床に対する視覚的アプローチの効果からみる今後の課題の検討

久留米大学病院

高度救命救急センター

杉島 寛、平野 友裕、後藤 祥平、高田 清佳、梅木 道、中島 仁美、坂本 照夫
【はじめに】早期の離床は、人工呼吸器装着期間、ICU 在室日数を減少することが明らかとされ、その重要性がうかがわれる。し
かし、久留米大学病院高度救命センター（以下当センター）では、平成 26 年 4 月入院患者の離床調査で、約 50％に離床の停滞を
認めていた。この要因の一つとして、看護師の人数が多く、離床に対する認識が統一できていないことが考えられた。そこで、段
階的なアプローチの第 1 段階として、患者の離床状況が一目で把握できるステップアップ表を作成し、視覚的なアプローチを目的
として導入した。今回、その効果を検証し、今後の課題を導き出すこととした。【対象と方法】対象：平成 26 年 10 月 1 日から平成
27 年 3 月 31 日に当センターに搬入され入院期間が 3 日以上かつ、離床基準に該当した患者 195 名。方法：ステップアップ表を導入
した 1 月 1 日を基準とし、前後 3ヶ月で離床に要した期間、リハビリ介入期間、離床が停滞状況について調査し統計処理を行った。
【倫理的配慮】久留米大学倫理委員会の承認後、調査を開始した。
【結果】ステップアップ表導入前後では、離床期間（p=0.177）
・
リハビリ介入期間（p=0.398）ともに有意差を認めなかったが、リハビリ介入率は導入前：47.42%、導入後：67.35％であった。また、
離床が停滞した患者の割合は導入前 51.55%、導入後 46.90％であった。
【考察・結論】離床期間とリハビリ介入期間に有意な変化を
みとめなかったが、リハビリ介入患者と離床停滞患者の割合の減少を認め、一つの効果として考えられる。しかし、専従の理学療
法士の在籍を考えると更なる効果が期待でき、停滞率の減少とリハビリ介入率の向上が課題に挙げられる。チーム医療では、情報
の共有化と業務の標準化がいわれて、現状では、理学療法士と連携を強化するシステムが存在していない。そこで第 2 段階として、
理学療法士や医師と情報共有し、連携が強化できるシステムを構築するための取り組みが必要である。
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CP27-4

早期回復に向けた包括的ケアの取り組み

北九州総合病院

救命救急センター

～リハビリプロトコルを導入して～

ICU

角田 沙智、酒井 彩夏、河野 知美、桑原 周吾、深牧 静穂
【はじめに】人工呼吸器からの早期離脱には浅鎮静と早期リハビリを含めた包括的ケアが必要である。今回、PAD バンドルを基に
した評価方法を検討し、リハビリプロトコルの導入を行った。呼吸器離脱に向けた包括的ケアを確立することで、人工呼吸器管理
日数やせん妄、ADL 低下予防に繋がるかを明らかにすることを目的とした。
【方法】対象は 48 時間以上人工呼吸器管理を受けた患者 78 名とした。平成 24 年 7 月から平成 25 年 8 月までの非介入の患者を A 群、
平成 26 年 7 月から平成 27 年 8 月までの鎮痛、鎮静、せん妄評価、リハビリプロトコルを導入し介入した患者を B 群とした。各群と
も 39 名で、人工呼吸器管理時間、集中治療室在室日数、せん妄発症日数は t 検定で比較した。分析には表計算ソフトを使用し有意
水準 5％未満を有意とした。リハビリ開始日については平均値で比較した。
【倫理的配慮】A 病院の倫理審査委員会の承諾を得た。文書で研究の趣旨、研究参加への意思決定の自由、個人情報保護などにつ
いて口頭で説明し同意書にて承諾を得た。
【結果】対象者の年齢は A 群 73.3（± 16.9）歳、B 群 73.6（± 13.9）歳（p ＝ 0.925）
。APACHE2 スコアは A 群 24.2（± 6.17）、B 群
24.1（± 7.12）（p ＝ 0.933）。人工呼吸器管理時間は A 群 178.7 時間、B 群 136.0 時間（p=0.048）
。在室日数は A 群 13.1 日、B 群 12.0 日
（p ＝ 0.522）。せん妄日数は A 群 3.0 日、B 群 2.1 日（p=0.190）であった。リハビリ、端座位開始日は B 群でそれぞれ 1.6 病日、4.4 病
日短縮した。
【考察】統一した評価を行い介入したことで適切な鎮痛管理が行え、浅鎮静での管理が可能となった。それにより、患者とコミュ
ニケーションを図ることができ、患者のニードや意思の確認ができるようになった。また、プロトコル導入により他職種が共通認
識のもと、患者の状態に応じた段階的なリハビリが早期から可能となった。評価方法の統一と早期リハビリ介入は人工呼吸器管理
日数の短縮や ADL 低下予防に繋がった。

CP27-5

ICU における重症患者のリハビリテーションに関する看護の実際

さいたま市立病院

看護部

ICU

谷口 聡子、杉山 しのぶ、山田 恵子
【目的】近年、医療の進歩により ICU における重症患者の生存率は改善している。一方、退院後も筋力低下により ADL の自立に長
期間を要し、患者の QOL に大きな影響を及ぼしている。今回、自立歩行で退院となった ICU-AW 疑いの患者 2 症例を振り返り、
ICU における重症患者のリハビリテーションに関する看護の実際を明らかにしたいと考える。【方法】1. データ収集：ICU に入室
した CPA 蘇生後の患者 2 名に関わった ICU 看護師 6 名に、看護の実際を非構成的面接法（フォーカスグループインタビュー）にて
面接を行う。入院中の医療者の関わりを電子カルテ閲覧方法に準じて記録より抽出する。抽出項目は ADL・リハビリテーション・
鎮静・栄養・治療・病態とし、情報を分類しながら収集する。2. データ分析：録音したインタビュー内容を逐語録におこし、確認
し合いながら文節ごとに質的に分析する。分析内容の妥当性においてはスーパーバイズを受ける。6 項目に分類しながら収集した
情報を、時系列に直し質的に分析する。ADL はバーセルインデックスにて再評価する。
【結果】2 個のカテゴリー、6 個のサブカ
テゴリー、48 個のコードが抽出された。カテゴリーは【リハビリテーションに関与した看護行為】と【リハビリテーションの捉
え方】が見出された。【リハビリテーションに関与した看護行為】は看護の実際を表しており、＜呼吸ケア＞＜ PT との協働＞＜
鎮静管理＞のサブカテゴリーが含まれる。【リハビリテーションの捉え方】はリハビリテーションというものをどのように考えて
いるかを表しており、＜リハビリテーションに関する固定概念＞＜リハビリテーション開始時期の不確かさ＞＜無意識なリハビリ
テーション＞のサブカテゴリーが含まれる。【考察】日常生活動作の項目を取り入れたリハビリプログラムの構築により、日常生
活ケアにリハビリテーションを組み込み介入していくことが可能となり、早期の ADL 再獲得・QOL 向上に繋がると示唆された。
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内分泌・代謝・免疫

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP ポスター会場

過換気を主訴に来院し Gitelman 症候群と臨床診断した一例

筑波大学附属病院

1）

総合病院水戸協同病院

藤井 優尚 、長谷川 隆一 、阿部 智一
1）

1）

救急部・集中治療部、2）筑波メディカルセンター病院

救急診療科

2）

【症例】38 歳女性
【現病歴】来院前日から手足のしびれを自覚したが自然軽快した。来院当日、自動車を運転中に徐々に増悪する手足のしびれと過
換気を主訴に救急車にて来院した。【既往歴】自律神経失調症【内服歴】漢方や健康食品を含めなし
【来院時身体所見】血圧 97/66mmHg、脈拍 133/min、呼吸数 24/min、SpO2 99%（室内気）
、体温 37.6℃。発汗著明、頚部・胸腹部・
背部に所見を認めず、両側上下肢にテタニー症状を認めた。
検 査 結 果 は Na128mEq/L、Cl56mEq/L、K2.2mEq/L、P0.9mg/dL、Mg1.9mg/dL、BUN37mg/dL、Cre1.99mg/dL、pH 7.765、
pCO2 27.2mmHg、HCO3 38.2mM/L であった。尿検査はβ 2MG23880 μ g/L、Na57mEq/L、K72.7 mEq/L、Ca2.0mg/dL であった。
低 K 血症の診断で電解質補正のため、ICU に入室した。入院 2 日目に血清 K 値は正常化し、四肢のしびれ感や頻呼吸は消失した。
電解質異常と急性腎障害が改善したため、サイアザイドおよびフロセミド負荷試験を実施した。後者で遠位尿細管の Cl 再吸収率
が低下し陽性と判断した。血圧低値、低 K・低 Mg 血症、低 Ca 尿症であり、Gitelman 症候群と臨床診断した。カリウム製剤、マ
グネシウム製剤内服のみで経過良好となったため、退院し外来フォローとした。現在、同内服を継続しているが、やはり低 K・低
Mg 血症を呈している。両親の家系に血族婚が濃厚であり遺伝子検査を実施したが、Gitelman 症候群の原因遺伝子 SLC12A3、3 型
Barter 症候群の原因遺伝子 CLCNKB ともに変異はなかった。SLC12A3 に遺伝子変異を認めない Gitelman 症候群の可能性が考え
られた。若干の文献的考察を加え報告する。

CP28-2

免疫抑制療法経過中に肺胞出血が再燃した Goodpasture 症候群の 1 症例

群馬大学

医学部

1）

附属病院

麻酔科

集中治療部、2）伊勢崎市民病院

麻酔科

岸田 浩一 、金本 匡史 、神山 彩 、神山 治郎 、楢原 創 、柳澤 晃広 、戸部 賢 1）、吉川 大輔 2）、國元 文生 1）、齋藤 繁 1）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

Goodpasture 症候群（GPS）は，抗基底膜（GBM）抗体によって引き起こされる 2 型アレルギーが原因で、急速進行性糸球体腎炎
と肺胞出血を特徴とする。今回、我々は腎不全・肺胞出血から GPS と診断され、ステロイドパルス・血漿交換療法を施行後、一
旦症状改善したが、ステロイド内服維持困難となり、肺胞出血が再燃した症例を経験したので報告する。症例は 52 歳男性。急性
腎不全と肺胞出血から GPS と診断された。ステロイドパルス・血漿交換療法を施行し、症状改善。維持透析とステロイド内服で
症状は安定していたが、薬の副作用か、嘔気・嘔吐を繰り返し、内服困難、その後再度血痰を認め、肺胞出血が再燃した。2 度目
のステロイドパルス・血漿交換療法施行により血痰改善。その後ステロイド・免疫抑制薬併用にて現在も管理中である。以前、
GPS は未治療の場合、腎機能予後は 2％、生命予後は 4％とされた。以後、ステロイド・血漿交換療法を含む免疫抑制療法が行わ
れるようになり、腎機能予後は 13～31％、生命予後も 42～84％と大幅に改善がみられるが、現在もなお不良である。本症例はス
テロイドパルスと血漿交換を行い、一旦は改善後、ステロイド内服困難となり、免疫抑制療法が不確実となったため肺胞出血が再
燃した。免疫抑制療法の重要性を改めて痛感した症例である。本疾患は抗 GBM 抗体が原因とされており、自己抗体産生低下に 6
～9ヵ月、あるいはそれ以上かかると考えられているため、寛解後も低用量ステロイドと、免疫抑制薬剤を投与することが肝要で
ある。免疫抑制療法の長期化により懸念されるのは感染である。本症例も経過中に真菌感染を併発した。現在も治療中であるこの
症例の経過と、これまでの GPS 症例や治療指針も踏まえた上で、考察を加えて報告する。

CP28-3

横紋筋融解を合併した糖尿病性ケトアシドーシスの 1 例

国立病院機構熊本医療センター

救命救急・集中治療部

山田 周、山下 幾太郎、江良 正、狩野 亘平、櫻井 聖大、北田 真己、橋本 聡、原田 正公、瀧 賢一郎、高橋 毅
【症例】32 歳女性【既往歴】特記なし【内服歴】特記なし【アレルギー歴】特記なし【現病歴】生来健康な方。X-10 日から感冒症
状があり、X-3 日より嘔吐がみられ食事摂取困難となり、近医を受診して、感染性腸炎の診断で連日点滴治療を受けた。X 日朝か
ら意識障害を呈したため前医を受診したところ、血糖値 600mg/dL 以上の高血糖を指摘され、同日当院へ紹介搬送となった。来
院時血糖値は 767mg/dL で、pH 7.170、BE -18.3 と著明なアシドーシスを伴い、HbA1c 6.4%（国際基準値）と上昇を認めず、劇症
1 型糖尿病による糖尿病性ケトアシドーシスを疑う所見であった。血清の CK 58650IU/L、ミオグロビン 57000ng/mL、Cre 2.19mg/
dL であり、CT 上は軽度の肺炎を認め、横紋筋融解、急性腎障害、誤嚥性肺炎を合併しているものと診断した。Na 137mEq/L、K
4.5mEq/L、Cl 113mEq/L と電解質は比較的保たれていた。同日入院として、持続インスリン静注を行い、脱水に対し輸液負荷を
行い、血糖値やアシドーシス、意識レベルは改善が得られたが、無尿が続いたため、入院後第 10 病日に血液透析を開始した。腎
障 害 が 改 善 し 第 21 病 日 に 透 析 を 離 脱、 そ の 後 再 増 悪 は み ら れ な か っ た。 抗 IA-2 抗 体（anti insulinoma-associated protein-2
antibody）陽性であり、自己免疫性急性発症 1 型糖尿病と診断した。インスリン自己注射を指導後に、第 30 病日自宅退院となった。
【考察】糖尿病性ケトアシドーシスにおいて横紋筋融解を合併することはよく知られており、電解質異常や浸透圧の変化、糖の利
用障害などがその原因として考えられている。しかし本例のように血液浄化を要した症例は比較的まれである。本例では電解質異
常はあまり認めなかったが、経口摂取不良のため高度な脱水をきたしており、悪化の一因と思われた。
【結語】
糖尿病性ケトアシドー
シスに横紋筋融解と急性腎障害を合併し、血液浄化療法を必要とした症例を経験した。文献的考察を交え報告する。
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CP28-4
弘前大学

1）

重症急性膵炎に SIADH を合併した 1 症例
医学部

附属病院

集中治療部、2）弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座

工藤 倫之 1）、橋場 英二 1）、大石 将文 1）、丹羽 英智 1）、櫛方 哲也 2）、廣田 和美 2）
【症例】42 歳女性。身長 158 cm、体重 60 kg。
【治療経過】多量飲酒後腹痛出現し前医を受診した。血液検査、画像所見から重症急
性膵炎と診断され絶飲食、抗生剤投与開始。入院後意識障害が出現し全身状態が悪化したため、入院 8 日目に当院に転院し同日
ICU 入室となった。入室時 Na+ 116 mmol/l と高度の低 Na 血症を呈しており、自尿はあるものの急性膵炎の補助療法と電解質補正
の目的で CHDF を開始した。治療開始後全身状態は改善し Na 濃度も 131mmol/l まで上昇した。入室 3 日目に CHDF 中止し翌日に
退室となったが、同日夜、意識障害認め ICU 再入室となった。頭部 CT で異常所見なく呼吸性アシドーシスが見られたため意識障
害の原因は CO2 ナルコーシスと判断し NPPV を開始した。また Na の補正に伴う橋中心髄鞘崩壊も疑い頭部 MRI を施行し否定され
た。NPPV で CO2 ナルコーシスの改善と併せて意識状態も改善したため再入室 4 日目で ICU 再退室となった。【考察】低 Na 血症の
鑑別には細胞外液量の多寡が重要である。急性膵炎では、細胞外液量減少性の低 Na 血症を来すことが知られるが、本症例では体
重増加、胸腹水の著明な貯留を認めており細胞外液量が減少しているとは考えられなかった。その他、1）ADH 高値（6.3pg/ml）
、
2）血漿浸透圧低下（274 mOsm/kg HaO）、3）尿浸透圧上昇（343 mOsm/kg HaO）4）血清コルチゾール上昇（25.31 μ g/dl）、5）
腎機能正常（0.38 mg/dl）、6）尿中 Na 排泄維持（Na+116mmol/L）を認め、低 Na の原因は SIADH と診断した。本例の SIADH の
治療は、水分管理と Na 投与の他にアルコール性肝障害による腹水貯留も考え AVP V2 受容体拮抗薬トルバプタンの内服も行った。
その後 Na 濃度は良好にコントロールされた。しかしながら SIADH の原因については不明であった。
【まとめ】急性膵炎に SIADH
を合併した 1 例を経験した。低 Na 血症の患者の治療は細胞外液量の多寡で大きく異なるので鑑別に注意が必要である。

CP28-5

低心機能を伴った高浸透圧性高血糖症候群に血液浄化をはじめとする集学的治療を行い軽快した一例

藤田保健衛生大学

医学部

麻酔・侵襲制御医学講座

磯部 恵里、中村 智之、原 嘉孝、柳 明男、前田 隆求、早川 聖子、河田 耕太郎、内山 壮太、山下 千鶴、西田 修
高浸透圧高血糖症候群（hyperosmolar hyperglycemic syndrome: HHS）は、高齢で腎不全や心不全を有する患者が多く、死亡率
は 5～20% との報告がある。今回、心アミロイド―シスによる低心機能を伴った HHS に対して血液浄化療法をはじめとする集学的
治療により軽快した症例を経験したので報告する。
【症例】75 歳男性。元来、心アミロイド―シスによる左室肥大と収縮能低下（EF20～25%）があり、徐脈性心房細動に対してペー
スメーカー挿入後。脳梗塞で入院加療中に尿路感染症を合併。抗生剤治療中、GCS6 点（E4V1M1）と低下し、BUN 124.8mg/dL、
Cr 1.86mg/dL、血糖値 1,478mg/dL、血漿浸透圧 440mOsm/L と著明に上昇。pH/PaCO2/PaO2/HCO3-/Base Excess/ 乳酸 : 7.332/
41.6mmHg/ 337.2mmHg/ 22.2mmol/L/ -3.9mmol/L/ 18mg/dL であった。HHS と診断し、全身管理目的に ICU 入室となった。低
心機能のため大量輸液は困難と考え、入室直後より緩徐に血糖値、血漿浸透圧を補正する目的で continuous hemofiltration（CHF）
を開始した。血糖値は CHF だけでなくインスリン持続投与でコントロールした。輸液は 8.4％重炭酸ナトリウム液を等張に薄め
100～120ml/h で投与した。入室 3 日目、血漿浸透圧 326mOsm/L、血糖値 179mg/dL と改善し、意識は状態悪化前のレベルまで改
善を認めた。入室 5 日目で臨床症状だけなく、血漿浸透圧、血糖値、BUN、Cr、電解質が正常化したため血液浄化療法は終了と
した。入室中、低心機能補助を目的で昇圧薬を使用したが、明らかな心不全を疑わせる所見は無かった。昏睡以外の中枢神経症状
を認めることも無かった。入室 11 日目に退室となった。
【まとめ】HHS の治療において、血液浄化は必須ではない。しかしながら本症例は、心アミロイド―シスによる低心機能を伴った
HHS であったため、脱水補正を目的とした急速大量輸液が困難と判断した。今回、低心機能合併 HHS の治療として CHF を導入し
合併症を起こすことなく良好な転帰を得た。

CP28-6

多臓器不全を呈し心停止からの蘇生や腎代替療法などの集中治療を要した神経性食思不振症 2 症例の検討

東京大学医学部附属病院

救急部集中治療部

小丸 陽平、前田 明倫、浅田 敏文、山本 幸、比留間 孝広、上田 吉宏、松原 全宏、土井 研人、中島 勧、矢作 直樹
【症例】2014 年 1 月～2015 年 6 月に自施設 ICU への入室を要した神経性食思不振症は 2 症例（21 歳女性、47 歳女性）であり、これ
らについて検討した。1 例目は、意識清明でふらつきを主訴に入院し肺炎の診断で治療を開始したが、第 2 病日に突如 CPA となり、
ACLS で蘇生した。その後低血糖発作や敗血症性ショックを経て回復し、経鼻胃管からの経腸栄養を確立して第 95 病日に療養型
病院に転院した。2 例目は、来院時の意識レベルが JCS III-300 であり、無尿と pH 6.75 の代謝性アシドーシス、Na 111 mEq/L の
低 Na 血症を合併していた。腎代替療法（CHDF）を併用して電解質・酸塩基平衡の補正を行ない、入院後顕在化した敗血症性ショッ
クからの回復と呼吸器離脱を達成して第 12 病日に精神科に転科、第 44 病日に独歩で自宅退院した。2 症例の患者に共通して、救
急搬送前に栄養摂取が普段よりもさらに低下した状態が少なくとも数日間あり、入院時の体重は標準体重と比較して、それぞれ
40.7％、54.0％と著明なるいそうを呈していた。1 症例目は入院後に Refeeding syndrome に特徴的な代謝異常と消化器、循環器、
呼吸器合併症を呈した。敗血症や気胸 / 縦隔気腫、肺炎の発症などは両症例に共通した経過であった。
【考察】神経性食思不振症は、心身症として身体科・精神科の両方から医学的介入が必要とされる疾患であるが、その死亡率は 10
年間あたり 5～20% に達し、健常群と比較して 12 倍も高いことが報告されている。標準体重の 55％を下回る状態は、無症状でも緊
急入院の適応となる。現在患者数の増加が指摘されており、敗血症、DIC、電解質異常やそれに伴う致死的不整脈を容易にきたす
ため ICU 管理が必要となる機会が今後も増えると予想される。今回は 2 症例の臨床経過と神経性食思不振症、Refeeding syndrome
の病態生理について、文献的考察を交えて報告する。
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ポスターCP 29

CP29-1

褥瘡・スキンケア

2 月 12 日
（金） 15：00～16：00

CP ポスター会場

ICU における皮膚障害発生要因の検討

熊本大学医学部付属病院

看護部

菅尾 知世、嶽道 愛、川西 友香、中村 由実子、井上 郁子、藤田 麻未、吉里 孝子、本 尚美
【目的】当 ICU における褥瘡有病率 3.7％（推定発生率 2.9％）は病院全体の推定発生率（0.44％）と比較し高値を示している。また、
医療機器関連圧迫創傷（以下 MDRPU）の発症が増加傾向にあり、重症患者の皮膚ケアは非常に重要と言える。今回、当 ICU に入
室する患者の皮膚障害発生の実態調査を行い、褥瘡ならびに MDRPU の発生率とその関連要因について分析を行い、皮膚障害のア
セスメントの強化ならびに予防ケアにつなげる。【方法】平成 26 年 6 月から 8 月末までに入室した全患者を対象に、独自に作成し
た皮膚障害調査シートを用いて後ろ向きに実態調査を行い、患者状態と皮膚障害発生における関連要因（患者属性・重症度・Hb 値・
Alb 値・TTR 値・SIRS の有無・体重・浮腫の有無・PF 比・最低血圧・昇圧剤の使用の有無・皮膚乾燥の有無・鎮静剤使用の有無、
鎮静度など）について調査した。得られたデータは統計学パッケージ SPSSver13 を用い、多変量解析を行った。平均の差について
は t 検定を行った（P ＜ 0.05）。尚、本研究は院内の研究倫理審査の承認を得て実施した。
【結果】調査期間中の褥瘡発生は 0％であっ
た。MDRPU 発生は 6 件（6.6％）であり、全て褥瘡の診断であった。共通する項目には、骨上部における長時間の圧迫が考えられ
た。使用した医療機器に着目して発生率をみてみると、動脈ライン、末梢ライン、挿管チューブ、圧迫帯との関連があった。皮膚
障害発生に影響する因子として、SIRS 項目数、浮腫、皮膚乾燥、鎮静度、DIC スコア、医療機器使用数が高い傾向にあった。
【考察】
ICU における医療機器関連圧迫創傷の発生には、動脈・末梢ライン、挿管チューブならびに重症度や SIRS 項目、浮腫、皮膚乾燥、
深い鎮静度や DIC の存在が挙げられ、重症感染症や DIC 合併患者、るい痩などが発生に関与していることが推察された。褥瘡予
防から MDRPU の予防ケアの重要性が明らかになった。

CP29-2

気管内挿管チューブ固定テープによって引き起こされる皮膚障害要因の検討

金沢大学附属病院
濱口 真実子、津田 恭子、越田 貴美子、越野 みつ子
【概要】集中治療部では、人工呼吸器を装着している患者が多い。当院集中治療部では月に 30～40％の挿管患者が固定テープによ
る皮膚障害を起こしている現状がある。よって、年齢や栄養状態・浮腫の有無といった生理的要因に加えて、皮膚の角質水分量を
測定し客観的に評価することで、皮膚障害の発生要因を明らかにすることを目的とした。
【方法】気管内挿管された 79 名を対象患者とし、対象者の概要、浮腫の有無や採血データといった皮膚障害の要因となりうる調査
項目についてデータ収集した。また、モバイルモイスチャー（Mobile Moisture HP10-N、Courage ＋ Khazaka 製）を使用し、両
頬骨中央・顎先中央で、角質水分量を測定し記述統計を行った。
【倫理的配慮】研究の参加は自由であり、途中で辞退しても不利益は生じないこと、個人が特定されないよう収集・分析を行うこと、
学会において公表することを文書と口頭で説明し、同意書の署名をもって同意とした。利益相反なし。
【結果】気管内挿管日数は皮膚障害あり群が 6.1 ± 4.8 日、皮膚障害なし群で 3.8 ± 2.9 日であり有意差があった。角質水分量の最大
値は、皮膚障害あり群で 63 ± 13、皮膚障害なし群で 56 ± 13 であり有意差があった。総蛋白でも、皮膚障害あり群が 4.6 ± 0.5、皮
膚障害なし群で 4.9 ± 0.6 であり、有意差があった。その他の調査項目に関しては、有意差はなかった。皮膚障害あり群 20 人中 10
人が後期高齢者であった。
【考察】顔面の角質水分量が高くなると皮膚障害の要因になると示唆されたが、浮腫があるといって角質水分量が高くなるわけで
はなかった。しかし、浮腫は皮膚を菲薄化させており、それに加え、角質水分量が多くなる状態、たとえば発汗や不感蒸泄、流涎
などにより湿潤している環境になると、さらに皮膚障害発生のリスクが高まるのではないかと考えられた。よって今後は、顔面の
角質水分量を増加させないようなケア方法を検討していく必要がある。

CP29-3

ECMO 施行中に発生した褥瘡に関する検討

国立研究開発法人

1）

国立成育医療研究センター

看護部、2）国立研究開発法人

福嶋 春奈 、西村 奈穂 、井手 健太郎 、奥田 裕美 、佐藤 摂 、伊藤 好美
1）

2）

2）

1）

1）

国立成育医療研究センター

集中治療科

1）

【背景】PICU での褥瘡発生リスクとして、人工呼吸管理、低血圧などと共に ECMO も挙げられている。
【目的】ECMO 施行中の
褥瘡の特徴を調べること【対象・方法】2009-2014 年に成育医療研
究センターPICU で ECMO 施行中褥瘡発生を認めた症例の後方視的
検討【結果】65 例に ECMO 施行し、21 例（33 褥瘡）で褥瘡を認めた。
ECMO 施行日数中央値 13（最小 - 最大 4-60）であった。グラフ 1 に
年 次 推 移 と 発 見 時 褥 瘡 深 度（National Pressure Ulcer Advisory
Panel：NPUAP 分類）を示す。褥瘡部位は後側頭部 15 褥瘡（月齢
中央値［最小 - 最大］6［0-116］）、仙骨・腸骨 5 褥瘡（30［0-116］
）
、
下腿 2 褥瘡（118）の順に多く、2 例で退院後半年以上のフォローを
要した。
【考察】ECMO 施行中約 30％で褥瘡が発生し、ハイリスク
と考えられた。発生部位は後側頭部が多く、他部位と比べ低月齢で
あった。2013 年より 1 日 1 回の背面観察をルーチンとしており、年
次的な増加はより軽症での発見が増えたと推察する。【結語】今後
ECMO 施行中の皮膚合併症として褥瘡リスクを検討し、予防や早期
発見に役立てていく必要がある。
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CP29-4

ICU 内で発生した後頭部に限局した褥瘡の 4 症例

福山市民病院
高端 真梨、馬屋原 涼子、重政 兼悟、中村 道明、宮庄 浩司
【はじめに】2014 年度当院救命救急センターICU において 4 症例に後頭部に限局する褥瘡を経験した。ICU の褥瘡発生件数の 15％
と多く発生したため、発生要因について検討したので報告する。
【方法】褥瘡発生の要因となるデータを集計、比較検討した。【対
象】A：86 歳、男性、外傷性脊髄損傷、両側多発肋骨骨折。頚椎カラー使用、入院後 7 日間の完全仰臥位。入院時 JCSII-20。人工
呼吸器管理。枕はタオル使用。発生確認 7 日目。Alb3.0g/dl、BMI17.5 B：84 歳、女性、、頭部外傷、急性硬膜下血腫、入院時
JCSIII-100。人工呼吸器管理。13 時間の仰臥位。後頭部骨突出あり。枕は体圧分散用具使用。発生確認 5 日目。Alb3.5g/dl、
BMI18.0 C：47 歳、男性、外傷性くも膜下出血、頭蓋底骨折、多発性 III 度熱傷。搬入時 III-300。植皮術後、人工呼吸器管理。6
日間は完全仰臥位。枕は体圧分散用具使用。発生確認 7 日目 。Alb3.5g/dl、BMI22.6 D：57 歳、男性、アルコール性ケトアシドー
シス。入院時 JCSI-1。人工呼吸器管理。循環不全のためノルアドレナリン 1.8 γ／H 使用。枕はタオル使用。発生確認 3 日目。
Alb4.1g/dl、BMI17.4【結果】各症例は Alb3.0~4.1g/dl、BMI17.4~22.6 であり、Alb 値は低栄養 ~ 標準値、BMI はやや痩せ型 ~ 標準
体型であった。72 時間以上の絶対安静が必要であり局所の圧迫が続いていた。D 症例は循環不全が持続しており発生しやすい状況
にあった。頭部除圧は、体圧分散用具やタオルを使用していたが選択基準はなかった。
【考察及び結語】治療上必要な鎮静薬や循
環を維持するための各種薬剤の影響、治療上余儀なくされた体位制限が発生の要因と思われる。また除圧方法や枕の選択が標準化
されていない事も要因の 1 つであった。要因を理解し、除圧方法や除圧デバイスの選定、タイミングなどの標準化、絶対安静時の
頻回な観察や 72 時間以上続く安静時に医師と体位調整可能であるか相談する必要性があることが示唆された。

CP29-5

便失禁管理システムに関する不具合の原因と不具合に応じた管理方法の検討

金沢大学附属病院
津田 恭子、栗原 早苗、越野 みつ子
【概要】便失禁管理システムは、水様便を閉鎖的に回収・管理するシステムであり、肛門周囲の皮膚障害や感染を予防する目的で
熱傷や褥瘡患者に使用している。当院集中治療室では皮膚障害や感染予防に限定せず、強度の下痢を引き起こす患者に使用してい
たが、「臭い」「便漏れ」という管理上の不具合があり、看護師に困難感があることが分かった。しかし、その不具合の発生頻度や
困難感について具体的には不明であり、便失禁管理システム使用中の不具合と管理方法について明らかにすることを目的とした。
【方法】強度下痢のため便失禁管理システムを使用した患者 15 名より、対象者の概要と、便失禁管理システム使用中の不具合に関
する項目について、調査用紙を用いてデータを収集し、記述統計を行った。倫理的配慮は、研究の参加は自由であり、途中で辞退
しても不利益は生じないこと、個人が特定されないよう収集・分析を行うこと、学会において公表することを文書と口頭で説明し、
同意書の署名をもって同意とした。利益相反なし。
【結果】対象者の使用期間は、7.7 ± 5.2 日で（最小 3 日最大 21 日）あった。不具合は、回収パックからの臭いと挿入部からの便漏
れ以外はなかった。回収パックからの臭いありは 8 名（53.3％）で、そのうち 5 名は、循環補助装置を使用し、ほぼ毎日臭いを感
じていた。挿入部からの便漏れは、7 名（46.7％）で、そのうち 4 名は臭いなしであった。
【考察】循環補助装置を使用していた 5 名は、腹部臓器の虚血に伴い腸内環境の悪化が臭いの原因であると考えた。対策は、毎日
のチューブ洗浄とパック内消臭剤の散布をすること、回収パック交換回数を増やすこと、光触媒機能付きカーテンの使用の検討が
あげられた。便漏れしていても半数は臭いなしと判断されており、臭いと便漏れの関連はなく、チューブ内径より排液量が多くな
ることが便漏れの原因であると考え、便の排液が滞らないような対策が必要であった。
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CP30-1

腎臓・腎機能・血液浄化①

CP ポスター会場

劇症肝炎に対する High Flow HDF 療法施行時の膜の検討

慶應義塾大学病院

1）

畠山 龍人

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

医用工学センター、2）慶應義塾大学病院

麻酔科学教室

、冨永 浩史 、平林 則行 、上田 朝美 、鈴木 武志 2）、森崎 浩 2）

1,2）

1）

1）

2）

【はじめに】劇症肝炎や重症肝不全では肝性脳症をはじめ重篤な合併症を発症する可能性がある。これに対し、当院では肝補助療
法として High Flow HDF（以下 HFHDF）を行い肝性脳症の改善を図っている。今回、HFHDF に使用する透析膜をアンモニア（以
下 NH3）の除去量、施行時間にて比較検討を行った。【対象】2013 年 1 月から 2015 年 6 月まで施行した劇症肝炎 6 人、重症肝不全 7
人、計 13 人、HFHDF 施行回数 69 回を対象とした。【方法】装置は NDF-21 を使用し透析膜は AEF-10 と SHG-1.0 使用した。血流
量は 120ml/min、補液流量は 1000ml/hr、透析液流量は 300-500ml/min を用いて治療を行った。NH3 は朝の採血結果を Pre、翌日
朝の結果を Post とし、膜ごとに 10～20hr 未満、20hr 以上施行した群に分け、施行時間及び NH3 除去効率の比較検討を行った。
【結
果】SHG は 5 人に対し施行回数 15 回で施行時間は最短 3hr、最長 19hr、11.14hr ± 1.5（平均± SD）であった。 AEF は 12 人に対し
施行回数 54 回で施行時間は最短 2hr、最長 23hr、14.06hr ± 0.785 であり、どちらの膜も有意差はなかった（p ＞ 0.05）。NH3 の除去
量 は 10～20hr 未 満 の SHG の 結 果 は Pre111.1 μ g/dl ± 19.3、Post80.7 μ g/dl ± 28.5 で あ っ た。AEF で は Pre108.7 μ g/dl ± 45.0、
Post90.3 μ g/dl ± 37.9 であり両群とも有意な効果があった（p ＜ 0.05）。SHG の場合 20hr 以上施行できた症例はなかった。AEF の
場合 20hr 以上施行した回数は 11 回あったが、データの改善は見られなかった（p ＞ 0.05）。
【考察】同一症例ではじめ SHG で開始、
その後 AEF に変更した症例と、その逆の症例で施行時間について比較をしたが AEF の方が有意に施行できた。
【結語】今回、
HFHDF に使用する透析膜の NH3 除去量及び施行時間について検討した。施行時間 20hr 以内であれば SHG 及び AEF は有意に効果
があった。しかし、20hr 以上ではどちらの膜も有意に施行できないため改善が望まれる。

CP30-2

4% クエン酸 Na を抗凝固剤とした CRRT 実施経験

独立行政法人

1）

労働者健康福祉機構

千葉労災病院

臨床工学部、2）同

救急・集中治療部

長見 英治 、久我 洋志 、小倉 健 、堀川 俊之介 、岡崎 徹 、山口 友生 、高村 卓志 2）、伊良部 真一郎 2）、森脇 龍太郎 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【緒言】近年の ICU では急性腎不全への腎臓代替療法（CRRT）だけでなく、敗血症の炎症物質であるインターロイキン 6 など
humoral mediator の除去目的でも血液浄化療法が実施され、海外で優れた報告があるポリ・アクリロニトリル（PAN）膜の
SepXiris が日本でも発売され当院でも使用を開始した。他方、敗血症は外科手術後に発症することもある。そのような場合ヘパリ
ンでは出血を助長させるため、本邦ではナファモスタットメチル酸塩が用いられてきたが、SepXiris はナファモスタットメチル酸
塩も吸着し血液回路が凝固し継続ができなくなる可能性は否定できない。また、海外では、出血傾向がある患者への CRRT に抗
凝固剤としてクエン酸 Na が用いられている。今回、当院で 4％クエン酸 Na（チトラミン）による CRRT を実施したので臨床工学
技士の視点から報告する。
【方法】装置は JUN505・55X を用いモードは CHDF。チトラミンは補液ポンプにて 60～100mL/h で抗凝固ラインへ、塩化カルシ
ウム（1.0mEq/mL）は装置のシリンジポンプにて三方活栓をバスキュラアクセスと返血回路の間に接続し 1.0～2.5mL/h で注入。
透析液はサブラッド BSG（Ca3.5mE/L）を用いた。以上より装置トラブル発生時にもすべてが連動して停止するためクエン酸や
Ca の過剰投与が防止可能である。なお実質 CHD となるが、接続部を変更すれば CHF でも可能である。
【結果・考察】フィルターV 側ヘッター部および V チャンバーに残血を認めた事もあったが継続できなくなるような問題にはなら
なかった。なお患者の pH は 7.5 になることもあった。また凝固時間の目安として ACT を指標としたが、クエン酸を用いた場合の
モニターとして確立おらず検討課題もある。
【結語】出血傾向がある患者に対しての CRRT に抗凝固剤としてクエン酸 Na が有用である可能性が示唆された。

CP30-3

CRRT における回路交換についての検討

北里大学病院

ME 部

田村 美沙紀、木下 春奈、中村 恭子、佐藤 さやか、藤井 正実、東條 圭一
【目的】持続緩徐式血液濾過療法（CRRT）では、様々なアラーム発生要因により治療中止および中断を余儀なくされる。そして、
その発生は予測することが困難であるため、休日深夜に回路交換を実施する場合が少なくない。そこで今回我々は、回路交換を実
施した血液濾過器の中空糸膜抵抗について検討し、回路交換が必要となる要因について検討したので報告する。
【方法】血液濾過
器は、当院で使用している旭化成メディカル社製エクセルフロー、東レ株式会社製ヘモフィール CH とし、治療中止および中断理
由により動脈圧上昇、膜間圧力差（TMP）上昇、離脱の 3 群にわけ比較検討を行った。検討では、まず患者に使用した CRRT 回
路を廃棄前に回収し生理食塩水で置換し、回路内の血栓の状態について目視にて観察を行った。その後、血液濾過器を実験回路に
接続し、遠心ポンプを用いて、血液濾過器入口側に一定の圧力で水道水を流入させ、静脈側、濾過側それぞれの流量と圧力を測定
し、測定値から中空糸膜抵抗を計算し検討を行った。【結果・考察】動脈圧上昇、TMP 上昇、離脱の 3 群間における平均使用期間
に有意差は見られなかった。動脈圧上昇群は目視により血液濾過器流入部の血栓の付着が多く確認され、中空糸膜抵抗は離脱群と
比較し有意に高値であった。これより、動脈圧上昇は中空糸内部での血栓よりも血液濾過器の上流の脱血回路で発生した浮遊血栓
の付着により発生した可能性が高いと考えた。これより、中空糸膜抵抗の上昇は使用期間によらず、患者状態による影響が大きい
ことが示唆された。
【結語】今回、動脈圧上昇や TMP 上昇により、それらの発生を予測するための一つとして、中空糸膜抵抗に
ついて検討した。その結果、動脈圧上昇を使用期間により予測することは困難であることがわかった。
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CP30-4

AN69ST 膜 sepXiris を使用した前希釈 CHDF における小児 2 症例の回路内凝固の考察

藤田保健衛生大学病院 血液浄化センター、2）藤田保健衛生大学
藤田保健衛生大学 医学部 麻酔・侵襲制御医学講座

1）
3）

医学部

腎内科、

山田 幸恵 1）、新 典雄 1）、加藤 政雄 1）、長谷川 みどり 2）、湯澤 由紀夫 2）、西田 修 3）
【背景】2014 年夏、敗血症治療のデバイスとして AN69ST 膜 sepXiris（以下 AN 膜）が登場した。今回、小児に AN 膜 0.6m2 使用したの
で報告する。
【症例と経過】2014 年 6 月～7 月に、急性血液浄化療法を要する 2 症例に、PMMA 膜 0.6m2 を用いて前希釈 CHDF を開始した。しかし、
両症例とも回路内凝固が発生し、抗凝固薬の増量や投与部位の変更など行うも改善せず、PS 膜 0.8m2 に変更した。その後、炎症マーカー
の 再 上 昇 を 認 め、 新 規 採 用 と な っ た AN 膜 0.6m2 に 変 更 し た。AN 膜 0.6m2 に 変 更 後 の 経 過 を 示 す。 症 例 1）3 歳 10 か 月 の 男 児、
BW12.9kg。肺炎、横紋筋融解症疑い。1 本目は、脱血不良を認め、抗凝固薬が脱血側から投与されたフサンのみであり、膜寿命が 165
分だった。2 本目は、カテーテル挿入部位を変更し、さらに脱血側からフラグミンを追加して投与したことで、膜寿命が 1265 分に延長
した。その後、22 日目に離脱した。症例 2）4 歳 11 か月の女児、BW17.2kg。HUS。抗凝固薬は、脱血側からフラグミンを投与し静脈チャ
ンバーからフサンを投与したが、膜寿命が 3～4 時間だった。そこで、濾過率を下げるために置換液速度を下げたが、膜寿命は 4～6 時間
だった。このため、置換液速度を再び増加し、膜寿命は 7～13 時間となった。その後、17 日目に離脱した。
【考察】症例 1 では、脱血不良の改善と、脱血側からフサン加えてフラグミンを投与したことで、膜寿命の延長を認めた。このことから、
不安定な血液流量と血液濾過器での抗凝固薬の吸着が、膜寿命を短くしたと考えられた。症例 2 では、置換液速度の低下により膜寿命
が短縮したことから、濾過率を考慮したうえで、置換液速度を増加させて血液回路内流速を確保することが必要と考えられた。
【まとめ】AN 膜を用いた小児に対する前希釈 CHDF では、抗凝固薬の投与方法や血液回路内流速の増加が膜寿命の延長につながると考
えられた。

CP30-5

炎症性疾患における sepXiris 使用経験

静岡県立病院機構

1）

静岡県立総合病院

臨床工学室、2）静岡県立病院機構

静岡県立総合病院

占部 泰寛 、平澤 幸太郎 、小竹 亮輔 、山田 健太 、関本 崇 、神園 武 、森 典子
1）

1）

1）

1）

1）

1）

腎臓内科

2）

【はじめに】当院では 2014 年 10 月から Baxter 社製持続緩徐式血液濾過器 sepXiris® を炎症性疾患の患者を対象に使用し始めた。
今回、sepXiris® の臨床評価を炎症性疾患症例ごとに比較検討した。
【目的】炎症性疾患患者に対して施行した RRT において、
sepXiris® を使用した症例を A 群、PMMA-CHDF を施行した症例を非 sepXiris® 症例の B 群とし、両群間の臨床効果を血液検査
をもとに比較検討する。【対象】2014 年 4 月から RRT が施行された A 群 25 件、B 群 19 件のうち、炎症の原因として多かったもの
は肺炎（A：B ＝ 11：3）、消化管穿孔（A：B ＝ 2：5）
、術後感染（A：B ＝ 4：4）であった。今回、各症例での A 群、B 群での臨
床効果について比較する。尚、両群とも PMX-DHP 併用症例を含む。
【方法】感染性疾患ごとに RRT 施行前と離脱時の WBC、
CRP、Lac、APACHE2score、血液浄化施行期間、ICU 施行期間、28 日生存率について、sepXiris® 施行症例を東レ社製持続緩徐
式血液濾過器ヘモフィール ®（PMMA）の施行症例と比較した。
【結果】RRT 施行前と離脱時の血液検査で有意な改善が認めら
れたのは、肺炎がある症例に対して施行された sepXiris® 症例における CRP の低下のみであった。A 群 B 群の 2 群間では、どの炎
症性疾患においても B 群より A 群の方が ICU 滞在期間は短かい結果となったが有意性は確認されなかった。
【結語】今回の検討で
は sepXiris® 施行による有意性は確認できなかった。

CP30-6

敗血症性ショックに対する AN69ST-CHF と PMX+CHF の臨床効果の比較検討

札幌医科大学附属病院

1）

臨床工学部、2）札幌医科大学

医学部

集中治療医学

千原 伸也 、小川 輝之 、島田 朋和 、山口 真依 、中村 勇輝 、室橋 高男 1）、数馬 聡 2）、巽 博臣 2）、升田 好樹 2）、山蔭 道明 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】敗血症性ショックに対する AN69ST 膜を用いた CHF（AN-CHF）と PMX-DHP と PS 膜を用いた CHF の併用（PMX-CHF）
の臨床効果について比較検討した．
【対象と方法】敗血症性ショックに対し血液浄化療法を施行した 18 症例を対象とした． AN69ST-CHF 施行群（AN-CHF 群：9 例）
と PMX-DHP 施行に PS 膜を用いた CHF を併用した（PMX-CHF 群：9 例）に分類し，年齢，性別，APACHE II score，SOFA
score，28 日予後，治療開始時・24 時間後のカテコラミン投与量（CAI），治療開始時・6 時間後・24 時間後の IL-6 の血中濃度を比
較検討した．
【結果】両群の年齢，性別，APACHE II score，SOFA score，28 日予後に差はなかった．CAI は AN-CHF 群では治療開始時 18.4
± 10.8，24 時間後では 16.7 ± 15.6 と有意差はなかったが，PMX-CHF 群では治療開始時の 19.8 ± 10.8 から，24 時間後には 4.7 ± 4.0
と有意に低下した（p=0.0156）． IL-6 の血中濃度は AN-CHF 群で治療開始時に 1,398 ± 735pg/mL で，6 時間後 380 ± 242pg/mL，
24 時間後 218 ± 184pg/mL と有意に低下した（p=0.0355，p=0.0340）
．一方，PMX-CHF 群では治療開始時に 1,466 ± 1,095pg/mL，
6 時間後では 1,279 ± 826pg/mL で，24 時間後には 448 ± 132pg/mL と有意に低下した（p=0.0340）
．
【まとめ】敗血症性ショックの早期離脱には PMX+CHF 療法が有用である一方，サイトカイン制御を期待するのであれば AN69ST
を用いた CHF が選択肢の一つになりえる．
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ポスターCP 31

CP31-1

Respiratory Support Team

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

Respiratory Support Team（RST）活動の変遷

高知赤十字病院

救命救急センター

安岡 やよい、泉 江利子、本多 康人、藤本 枝里、村上 翼、廣田 誠二、西山 謹吾
当院の Respiratory Support Team（RST）は平成 20 年に発足し、人工呼吸器離脱困難症例にチームで関わり、継続的な離脱支援
を行うことを活動の中心としてきた。これまで RST が介入した症例を振り返り、その変遷を検討する。
【対象】平成 21 年度から平
成 26 年度の 5 年間で RST に介入依頼があった症例【方法】後方視的検討【結果】介入件数は平成 21 年度から 20 例、15 例、17 例、
8 例、13 例、9 例であった。そのうち人工呼吸器離脱成功例は 18 例、11 例、14 例、6 例、10 例、8 例であった。人工呼吸器装着か
ら RST 介入までの日数の中央値は平成 21 年度から 29 日、31 日、30 日、18 日、22 日、24 日であった。介入後呼吸器離脱までの日
数の中央値は平成 21 年度から 14 日、22 日、4.5 日、5.5 日、13 日、15.5 日であった。【考察】RST 介入件数は平成 21 年をピークに
減少傾向にある。人工呼吸器装着から RST 介入までの日数は平成 24 年に短縮したが、再び延長傾向にある。介入までの日数が短
縮した要因としては RST の認知度の上昇が関与していると考えられる。RST 介入後呼吸器離脱までの日数は平成 23 年度、平成 24
年度は短縮していたが、平成 25 年度、平成 26 年度は延長してきている。RST の勉強会や実際の症例の積み重ねにより、呼吸器離
脱へのプロセスが RST 以外のスタッフにも伝わり、集中治療室から呼吸器離脱に向けて動き始め、RST の介入なしに呼吸器が離
脱できる症例も増加した。そのため RST に介入依頼がある症例は呼吸器離脱に難渋しており、介入までの日数、介入後離脱まで
の日数双方の延長に繋がっていると考えられた。RST が介入する症例の基礎疾患は肺炎をはじめとする呼吸器疾患から、脳出血
などの中枢神経系疾患、蘇生後脳症まで多岐に亘っている。呼吸器離脱に難渋する症例の特徴としては高齢者、低栄養、意識レベ
ルの低下、肺の器質的異常などがある。今後はこれらの因子と呼吸器離脱可否の関係についてさらに検討していきたい。

CP31-2

当センターにおける 2 年間の RST 活動報告

兵庫県災害医療センター

1）

看護部、2）兵庫県災害医療センター

救急部

上山 淳史 、菊田 正太 、井上 明彦 、勝木 亮介 、川口 未次 、大西 毅 1）、足立 久美子 1）
1）

2）

2）

2）

1）

【はじめに】当センターは全 30 床の独立型高度救命救急センターであり、2013 年度より呼吸サポートチーム（RST）が発足した。
当 RST では 2013 年度から 2014 年度に対象患者の選択を医師から看護師主導に変更し、週 1 回の回診に用いる患者情報用紙も一部
修正した。
【目的】当 RST の活動方法の変更前後の特徴を把握することにより現状の問題点を抽出し、今後の改善策を模索する。
【方
法】2013 年 4 月から 2015 年 3 月に当 RST が介入した患者において、2013 年度（前期）と 2014 年度（後期）に区分し、患者背景、
介入目的、人工呼吸器装着期間を後方視的に調査した。
【結果】介入件数は前期 65 件、後期 54 件で人工呼吸器装着患者は前期 55
件（85％）、後期 49 件（91％）であり、うち NIPPV 装着は前期 2 件（3％）
、後期 7 件（13％）であった。疾患の要因は外因性が前
期 27 件（42％）、後期 21 件（39％）であった。介入目的は、前期では人工呼吸器離脱が多く、後期では体位管理・呼吸理学療法が
最も多かった。人工呼吸器装着期間は前期 20.8 日、後期 17.5 日であった。また、RST 介入時点で理学療法を看護師が積極的に行なっ
ていた割合は、前期については ROM（14％）、体位ドレナージ（34％）
、離床訓練（17％）であり、後期については ROM（41％）、
体位ドレナージ（37％）、離床訓練（18％）であった。
【考察】2014 年度より看護師主導の RST 活動となり、人工呼吸器離脱といっ
た医師の視点よりも体位管理や呼吸理学療法などの看護師視点の介入依頼が増加していたが、今回の結果では人工呼吸器装着期間
などのアウトカムの悪化はなかった。一方、RST 介入時点での看護師による呼吸理学療法の実施率は依然低いことが判明した。
現時点では看護師主導での RST 活動は有効と考えられるが、日常診療での看護内容に生かしきれていない現状もあり、さらなる
細かな変更や微調整を経て、より良い活動としていきたい。

CP31-3

当院における呼吸ケアサポートチーム（RST）の活動について

国立国際医療研究センター

呼吸ケアサポートチーム

岡本 竜哉、鈴木 学、米廣 由紀、小美濃 明子、仁平 知保、小川 竜徳、深谷 隆史、鈴木 舞、目黒 香織、杉山 温人
多職種連携医療が重視されるようになり、人工呼吸管理の安全性を高めることを目的として呼吸ケアサポートチームの活動を
2012 年 11 月より開始し、院内の人工呼吸器装着全症例（装着後 48 時間以上、1ヶ月を超えない症例）を対象として、ラウンドと
症例検討会、さらに勉強会・技術講習会を行っている。2015 年 4 月までにのべ 509 件（196 例）のラウンドを行った。診療科内訳
としては、呼吸器内科（II 型呼吸不全等）、外科（術後低栄養・廃用等）
、脳神経外科（抜管困難例等）
、循環器内科（慢性心不全等）
であった。加算対象外であっても離脱困難例に対
してはラウンドを行っている。助言の内容は、原
疾患や呼吸器設定（医師）、アラームや生体情報
モニターの設定、気管チューブ管理、鎮静・体位、
その他医療安全管理（看護師）、呼吸器・加温加
湿器の安全管理や呼吸器の換気動作（臨床工学技
士）、呼吸リハビリテーション（理学療法士）、口
腔ケア（歯科医師）等である。活動も 4 年目となり、
院内でも徐々に評価されつつある。
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CP31-4

独立型救命センターにおける非人工呼吸器装着患者に対する RST 介入の実態

兵庫県災害医療センター

1）

看護部、2）兵庫県災害医療センター

救急部

川口 未次 、井上 明彦 、菊田 正太 、上山 淳史 、勝木 亮介 、大西 毅 1）、足立 久美子 1）
1）

2）

2）

1）

2）

【背景】当センターは独立型救命センターで、病床数は 30 床、外因性が約 5 割の病院である。RST は 2013 年度から活動を開始して
おり、人工呼吸器装着患者のみならず、非人工呼吸器装着患者にも介入しており、いずれも病棟カンファレンスで受け持ち看護師
の意見で RST 対象患者を決定している。非人工呼吸器装着患者でも呼吸トラブルになることがあり、その対応に難渋することが
あるためである。そこで今回、RST 介入症例のうち非人工呼吸器装着患者に着目した。【目的】当センターでの RST 介入した非人
工呼吸器装着患者の実態を明らかにすることで、早期に予防、治療や看護介入につながると考え、本研究を計画した。
【方法】
2013 年 4 月～2015 年 7 月に、RST 介入した非人工呼吸器装着患者を対象に、患者背景、介入理由、介入内容についてカルテと RST
回診用紙を用いて、後方視的に調査した。【結果】全 RST 対象者は 86 名であった。このうち非人工呼吸器装着患者は 17 名（20％）
であった。外因性は 16 名と多くを占め、主な損傷の内訳は、頸髄損傷 7 名、頭部外傷 2 名、肋骨骨折 4 名、熱傷 1 名、骨盤骨折 2 名
であった。内因性は 1 名で脳梗塞であった。介入理由としては無気肺の悪化予防、排痰援助の方法、体位ドレナージ、看護師側で
対応可能なリハビリテーションの方法を知りたいなどであった。介入内容は、体位ドレナージや早期離床訓練が主で、RTX、カ
フアシスト、NIPPV を用いての無気肺予防を提案していた。
【結論】非人工呼吸器装着患者は全 RST 介入の 20％を占めた。当セ
ンター特有である外因性がほとんどであり、主な問題として脊髄損傷と肋骨骨折の無気肺と排痰困難が多かった。当センターの
RST 介入方法は、看護師側主導であり、介入理由は主に看護師の困っていることを反映している。このため、本研究をもとに看
護師への情報提供・勉強会の開催が必要であると考えられた。

CP31-5

人工呼吸器離脱困難症例への他職種協働による呼吸リハビリテーション

日本医科大学武蔵小杉病院
月岡 悦子、山口 貴子
【はじめに】他職種協働の重要性について多くの研究が発表されており、認定看護師がチーム医療の中で活動する報告が散見され
ているが、各々の専門職の役割については明確にされていない。今回、重症呼吸不全から人工呼吸器離脱が困難となった患者が病
棟に転室となり、RST が中心となって呼吸リハビリテーションを実施した。A 病院における集中ケア認定看護師は RST の一員で
もあり、病棟看護師でもある。人工呼吸器離脱困難患者の人工呼吸器離脱を支援するなかで各職種の役割を明確にすることができ
たため報告する。【事例紹介】患者は A 氏 60 代男性。肺癌と診断され手術目的で入院となった。VATS 施行となったが、肺瘻によ
る皮下気腫が増大したため、ブラッドパッチ術を施行するも効果なく、MRSA を伴う膿胸を合併したため、醸膿胸膜切除術を施行、
呼吸管理のため ICU に入室となった。第 29 病日より理学療法士（PT）の介入を開始、ベッド上での関節可動域訓練、ベッドアッ
プを中心にリハビリが進められ、第 34 病日目に一般病棟へ転室となった。
【結果】他職種の役割について、医師は呼吸器設定の変更、
栄養の内容、投与方法、リハビリ継続の是非について指示を実行していた。ME は人工呼吸器の手配、歩行時の安全対策を実行し
ていた。PT はリハビリ内容の提案、中止基準の遵守について実行し、管理栄養士はリハビリを実施する患者の栄養管理、投与方
法について提案しており、集中ケア認定看護師は、他職種間のコーディネート、病棟看護師指導について実行していた。【考察】
それぞれの専門性を効果的に発揮するためには看護師のマネジメント能力に委託するところが大きいと言われているように、それ
ぞれが専門的な介入をしても、統括なしに効果は発揮されない。看護師は患者に関わる他職種をコーディネートし、患者に統一し
たよりよい医療が提供できるよう調整することが重要であった。

CP31-6

呼吸ケアに関する「看護支援体制表」の運用後の現状と課題～一般病棟における安全な呼吸ケアを目指して～

東京女子医科大学病院

看護部

相園 晴子、小林 邦子、嶋田 正子、守谷 千明、古川 智美、小泉 雅子
【はじめに】平成 26 年度の診療報酬改定ならびに ICU 運営の改正に伴い , 一般病棟における人工呼吸器管理・呼吸ケア看護に関す
る支援が急務となった . そこで一般病棟を対象に , 呼吸ケアサポートチーム（以下 RST）に属する看護師の 1ヶ月ごとの夜勤帯を含
む勤務体制を記載した「看護支援体制表（以下体制表）
」の運用を開始した【目的】 看護相談内容の分析に基づき , 体制表を運用
した後の現状と課題を明らかにする【方法】運用開始 5ヶ月間における看護相談の合計 115 件を量的に分析した . 集約したデータは
倫理的に配慮し , 所属施設の承認を得た【結果・考察】平成 27 年 2 月 1 日～6 月 30 日までの相談件数は 115 件であり , 前年の同期間
における 29 件と比較し 3.97 倍増であった . 依頼者は「担当看護師」が 61% であり , 依頼の時間帯は「夜勤帯」
「時間外での対応」が
61% を占めた . 相談内容の種類は「患者ケアに関する相談（73%）」, 次いで「人工呼吸器トラブル（10%）」「医行為に相当する相談
（7%）
」であった . 相談時の患者状況は「ICU から病棟へ転出した人工呼吸器（NPPV を含む）装着中の患者（54%）」「病棟で呼吸
状態が悪化した患者および DNAR の患者（22%）」であった . 体制表の運用開始後における相談件数の増加より , 一般病棟における
人工呼吸器管理・呼吸ケア看護に対するニーズの高まりが明らかになった . 一方 , 介入を通じて明らかになった課題は RST 看護師
不在時の支援体制や関連 ICU と RST 看護師の「役割分担に関する混乱」「医行為に関する困惑」などであった . 体制表の改訂と運
用方法の周知 , および RST 看護師の役割の明確化を図ったが , 他部門との連携・調整を強化する必要がある . さらに , 一般病棟におけ
る呼吸ケア関連のアクシデント発生の分析 , 病棟看護師の満足度調査などを含めた多角的なフォローアップも重要である . これらの
取り組みを継続的に評価することで , 一般病棟における安全な呼吸ケアにつながることが示唆された
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CP32-1

栄養管理①

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

当センターInternational Nutrition Survey2013-2014 からみる，集中治療領域における栄養療法の outcome

公立豊岡病院

但馬救命救急センター

岡 和幸、杉野 貴彦、藤崎 修、前山 博輝、吉岡 崇、松井 大作、番匠谷 友紀、門馬 秀介、蕪木 友則、小林 誠人
【はじめに】集中治療領域での栄養療法は早期からの経腸栄養が推奨されているが，投与カロリーやその他の要因については定見
がない．当センターは International Nutrition Survey（以下 INS）に 2013 年に参加してそれまでの栄養療法の効果を調査し，その
結果に基づいて投与カロリーの増加を目指した独自プロトコルを導入した．その後 INS2014 に参加しプロトコルの効果を検証し
た．【目的】当センターの栄養プロトコルが患者治療経過に与える影響を明らかにする．【方法】INS2013 及び INS2014 に参加し，
それぞれの患者の栄養状況と治療経過について調査した．【結果】INS2013/INS2014 ともにそれぞれ 24 例ずつの症例を対象に調査
し，平均年齢は 67.5/65.9（歳），APACHEII は 25.0/23.0 で大きな差は見られず，国内他施設の平均年齢 62.9 歳・APACHEII 22.5
と比べても大きな差はなかった．目標カロリーに対する投与カロリー充足率は 37.0%/51.7% と大幅に上昇していたが，国内他施設
平均の 56.5% に比してやや低い傾向であった．タンパク質充足率は 38.0%/31.0% と変化なく，国内他施設平均 55.8% と比べ低値で
あった．経腸栄養開始時期は INS2013 で 48 時間を超えていたが，INS2014 では 45 時間と若干の早期化が見られていた．また，経
腸栄養の中断時間も 8.2 時間から 6.0 時間に短縮していた．一方で人工呼吸管理日数は 3.9/3.0（日），ICU 滞在日数は 10.9/10.4（日）
とそれぞれ大きな変化はなく，国内他施設と比較し人工呼吸管理日数が短い傾向があり，ICU 滞在期間は大きな差がないようで
あった．
【考察】プロトコル導入によってカロリー充足率は向上したが，患者治療経過の改善にはつながらなかった．また，当セ
ンターの成績は他施設に比べ，重症度が同等でカロリー充足率が低いにも関わらず治療経過が良好で，いわゆる trophic feeding で
良いものと推測された．一方でタンパク質投与充足率が低いため，今後更に新たなプロトコルを作成し影響を調査していく．

CP32-2

ゲル化剤添付経管栄養投与に伴い巨大胃石を形成した一例

筑波大学附属病院

1）

救急・集中治療部、2）JA とりで総合医療センター

脳神経外科

古川 彩香 、榎本 有希 、上田 泰弘 、宮 顕 、小山 泰明 、萩谷 圭一 、下條 伸威 1）、山崎 裕一郎 1）、河野 了 1）、水谷 太郎 1）
1）

1）

2）

1）

1）

1）

【症例】58 歳，女性
【診断名】縊頸 , 蘇生後脳症
【現病歴】最終生存確認の 20 分後に不完全縊頸の状態で発見され救急要請された．救急隊現着時は心肺停止（心静止）であり，心肺蘇
生を行いながら前医へ搬送され , 最終生存確認から約 1 時間後に自己心拍が再開し、心停止後症候群の管理目的で同日当院へ転院した．
来院時の対光反射は消失し，頭部 CT でも皮髄境界は不鮮明で神経学的予後は不良と考えられた。
脳波は平坦，聴性脳幹反射でも III-V 波の出現はなかった。転院時から循環動態は不安定で昇圧薬を要し，また経過中に中枢性尿崩症
や中枢性副腎不全を来たした．
循環動態安定化後の第 7 病日より，経鼻胃管から GFO® の投与を開始し，第 9 病日より半消化態栄養剤へ変更した．しかし水様下痢
が出現し，整腸剤投与でも改善がなく第 14 病日よりゲル化剤添加半消化態栄養剤へ変更した．変更後下痢は改善したが，血清リン値が
上昇したため第 16 病日より半消化態栄養剤の併用へ変更した．変更後に再び水様下痢が出現し，第 18 病日から半固形化半消化態栄養剤
へ変更した．下痢が持続するため，第 19 病日にゲル化剤添加半消化態栄養剤へと再変更し，血清リン値の上昇を抑制するため炭酸ラン
タン水和物を併用したところ下痢は改善した．
第 29 病日に胃管の留置位置確認のために撮像した腹部 Xp で胃壁に沿った石灰化を認め，胃石の形成が疑われた．経過中、排便は定
期的にあり嘔吐も見られなかった。第 30 病日，入院加療継続のため前医へ転院となった。
【考察】胃石は胃の蠕動低下や酸低下，胃内容排出遅延などにより誘起され，糖尿病や胃の外科手術歴のある患者でしばしば認められる．
本症例では，蘇生後脳症による消化管運動低下が，胃石形成の一因であると考えられた．
消化管蠕動運動が不安定な患者でゲル化剤添付栄養剤を使用する際は胃石形成を念頭において管理を行う必要がある。

CP32-3

ICU から退院に至るまで管理栄養士が介入した熱傷患者の一例

医療法人徳洲会

1）

福岡徳洲会病院

栄養管理室、2）医療法人徳洲会

栗並 美保 、江田 陽一 、二ノ坂 建史
1）

2）

福岡徳洲会病院

集中治療センター

2）

【はじめに】ICU 患者の病態は重篤であり、短い在室期間に原疾患の治療が第一に考えられる。 そのため栄養開始が後回しにされ
ることも少なくない。当院ではチーム ICU として多職種が治療に携わっており、管理栄養士もその一員として活動している。今回、
熱傷患者に対し ICU から退院に至るまでの介入経過を報告する。
【症例】66 歳男性。自宅火災に遭い、当院に搬送となった。気道、
顔面、頭部後頚部、手掌、手背の 2 度熱傷で、TBSA：13％、BI：6.5、PBI：72.5。気道熱傷による咽頭浮腫に対し気管切開を施
行し、ICU 入室となった。【経過】ICU 入室に伴い栄養アセスメントを実施。腸管機能は維持されていたため、第 2 病日より経腸
栄養開始。その後、検査結果、腹部や排便状況等を確認、再評価を行った。第 5 病日、言語聴覚士にて嚥下評価を行い経口摂取可
能と判断され第 7 病日より経口摂取開始。咽頭浮腫や嚥下時の疼痛、栄養素の補充を考慮した食事内容を提供。第 15 病日には一般
病棟へ転棟となった。NST 介入依頼もあり病棟での継続的栄養評価を行っていった。その後、不穏や食事に対する要望強く、食
事調整を密に行った。熱傷創部及び栄養状態経過良好にて、第 57 病日にリハビリ目的で転院となった。【結果】経腸栄養を少量よ
り開始し第 5 病日には 1500kcal/ 日まで増量。食事内容は、軟菜刻み食にとろみをかけるなど形態にも工夫を行った。食事も全量
摂取が可能となり血清アルブミン値は 1.8g/dl から退院時 2.9g/dl まで改善した。
【考察】高侵襲下の状態では至適栄養量予測は難
しい。また、熱傷患者では繰り返し植皮術が行われることが多い。そのため手術前後の栄養投与内容や栄養量、栄養状態を把握し
患者に見合った栄養計画を立てることが重要となる。そのためには、重症病態を十分理解し栄養アセスメントを行っていくことが
必要だと考える。今後も ICU 管理栄養士として積極的な栄養療法に携わっていきたい。
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CP32-4

当院 ICU 朝カンファレンスから病棟 NST へ ～病棟間連携の必要性に関する検討～

独立行政法人
独立行政法人

1）
3）

国立病院機構
国立病院機構

関門医療センター
関門医療センター

栄養管理室、2）独立行政法人
外科

国立病院機構

関門医療センター

看護部、

父川 拓朗 1）、奥 悟 1）、佐伯 紘子 2）、高田 智子 2）、上野 弘恵 2）、井上 健 3）
【はじめに】当院 ICU では、2012 年 10 月より栄養管理や早期経腸栄養開始を目的に栄養士が朝の多職種カンファレンスに参加して
いる。介入当初は医師―栄養士間のコミュニケーションに難渋するも、多職種の協力により徐々に急性期の栄養管理に対する意識
が芽生え、自然発生で病棟 NST が可能となった。今回、ICU における栄養管理と退室後の栄養管理について比較し、病棟間の栄
養連携について検討したので報告する。【方法】2015 年 4 月～2015 年 7 月までの期間。当院に救急搬送され、ICU 入室となった 37
名のうち死亡退院を除く 8 月までに退院もしくは転院した 25 症例を対象とした。これらの症例で入院時、ICU 退室時、退院時のア
ルブミン値を比較した。【結果】それぞれの時期におけるアルブミン値は入院時 3.6 ± 1.0 g/dlICU 退室時 3.0 ± 0.4 g/dl 退院時 3.4 ±
0.4 g/dl と入院時から ICU 退室時に低下していたアルブミン値が退院時には改善傾向にあることが分かった。しかし、中には ICU
退室時よりも栄養状態が悪化している患者も見られた。また、対象となった 25 症例全てにおいて一般病棟へ転棟後 NST 依頼はな
かった。【考察】ICU の多職種カンファレンスに栄養士が参加し、早期に栄養管理が開始されることでその後の栄養管理を容易に
していると考えられる。しかし、ICU 退室以降も積極的な栄養管理を必要とする患者がいるが、当院 NST では全てに介入出来て
いないことが分かった。【結語】多職種カンファレンスにより、ICU での栄養管理が徐々に可能となっているが、病態や施行期間
の制限により必要栄養量が確保されないまま退室患者が見られる。今後、このような患者に対して NST による継続した栄養管理
が可能となるよう、病棟間の栄養連携を深める必要性がある。

CP32-5

演題取り下げ

CP32-6

経腸栄養剤とプロバイオティクスに用いられる生菌性剤との相互関係

埼玉医科大学

総合医療センター

高度救命救急センター

間藤 卓、中田 一之、山口 充、大井 秀則、大瀧 聡、奈倉 武朗、杉浦 潤、有馬 史一、杉山 聡
集中治療においてもプロバイオティクスを目的として生菌製剤は広く用いられているが、生菌製剤と経腸栄養剤の相互関係につい
てはこれまでほとんど注目されてこなかった。第 42 回日本集中治療医学会学術集会で我々は生菌製剤による経腸栄養の Card 化な
ど、無視できない相互作用が起こりうること。その多くは利点
として働くが一定の条件下では臨床上の問題が起こりうること
を指摘した。【方法】さらに詳細に検討するために、経腸栄養剤
や生菌剤の各種組み合わせをインキュベートし、混合後の pH や
粘度を経時的・定量的について計測した。【結果と考察】その結
果、経腸栄養剤や生菌剤の組み合わせによって、混合後の pH や
粘度の変化はまったく異なり、その変化速度もさまざまである
など興味深い結果が得られた。さらに多くの組み合わせを検討
中だが、これらを考慮しながら栄養剤や生菌剤を選択すること
で、誤嚥、胃内停滞、下痢、チューブの閉塞などの問題を低減
させながら、吸収効率をより高めた栄養管理が行える可能性が
示唆される。

－ 669 －

ポスターCP 33

CP33-1

感染・感染対策③

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

救命不可能であった犬咬傷による Capnocytophaga canimorsus 重症敗血症の一例

仙台市立病院

1）

外科、2）仙台市立病院

小笠原 紀信 、安藤 幸吉 、村田 祐二
1）

2）

救急科

2）

【はじめに】Capnocytophaga.canimorsus は犬・猫の口腔内常在菌であり、咬傷による感染症の起因菌となる。本菌による敗血症は、
一般的に免疫低下例（糖尿病、脾摘後、アルコール依存症、腎不全など）で重症化のリスクが高く、重症化すると死亡率が高く問
題となる。今回我々は、犬咬傷をきっかけに健常者に発症した C.canimorsus 敗血症で、急速に病状が進行し救命できなかった症
例を経験したので文献的考察を含め報告する。
【症例】54 歳男性。飼い犬に左肘窩を咬まれ受傷した。受傷 2 日後から 38℃後半の発熱を認めたが、解熱鎮痛薬を内服しながら仕
事をしていた。受傷 4 日後、呼吸苦とチアノーゼが出現し当院救急外来を受診した。四肢（特に患肢）は蒼白で冷感著明。血液ガ
ス分析で pH 7.355, Lac 7.27mmol/l と著名な乳酸値高値を認めた。精査でその他病変明らかでなく、犬咬傷による敗血症性ショッ
クの診断となった。抗菌薬、カテコールアミン投与、気管内挿管、人工呼吸器管理、中心静脈カテーテル挿入、持続濾過透析・エ
ンドトキシン吸着を導入し、集中治療室で集学的治療を行うも全身状態改善なく、来院後約 7 時間、多臓器不全で死亡した。血液
培養の結果から Capnocytophaga.canimorsus が起因菌と判明した。
【考察】Capnocytophaga.canimorsus の敗血症は健常者での重症化はまれとされる。しかし重症化すると約 30% と致死率の高い疾
患である。本症例は受傷から 4 日間治療介入されず、来院時には既にコールドショックの状態であった。犬・猫咬傷による
Capnocytophaga.canimorsus の敗血症は重症化すると致死率が高いことを認識し、早期治療介入していくことが重要と考えられた。

CP33-2

Saccharomyces cereviciae による真菌敗血症の 1 例

北海道大学病院

麻酔科

斉藤 仁志、森本 裕二
症例
68 歳女性．多発性嚢胞腎を原因とする慢性腎不全により維持透析を受けていたが感染症を契機に自己免疫性肝炎を発症し，肝性脳症 4
度及びプロトロンビン時間活性 21% を示す劇症肝炎に至った．脳死肝移植のレシピエントに登録され，血漿交換や血液透析などの治療
を受けていたが，第 15 病日に急性呼吸窮迫症候群と肺水腫を合併したため，循環呼吸管理を目的として集中治療室入室となった．病棟
では細菌性肺炎も疑われており，TAZ/PIPC，CFPM，MCFG が投与されていたが，入室時の便培養から基質特異性拡張型βラクタマー
ゼ産生大腸菌が検出されたため，MEPM，VCM，MCFG の投与を行った．しかしその後サイトメガロウイルス感染が明らかとなり麻
痺性イレウスなども併発，第 23 病日には敗血症性ショックとなりカテコラミンの投与が必要となった．血液培養からカンジダ属の発育
が確認されたため MCFG を中止，AMPH-B の投与を開始したが症状の改善は乏しかった．結局，第 29 病日に再び血液培養はカンジダ
陽性となり，同時に同定菌種が Saccharomyces cereviciae であることが判明，感受性検査により 5-FC と VRCZ にのみ感受性を持つ株で
あることが明らかとなった．
考察
一般に，Saccharomyces cereviciae はパン酵母やビール酵母として知られる共生細菌であると考えられてきたが，もともと抗真菌薬に対
する耐性が高いこともあり，病原性を持つ侵襲的感染症の起因菌として報告する論文が 1990 年代以降増加している．過去の報告を見る
とカテーテル関連血流感染症の可能性をを第一に考えるべきだが，本症例では直前まで生のバナナを好んで摂食していたこともあり，
bacterial translocation による敗血症である可能性も否定できない．複数の抗生物質を投与された易感染患者ではプロバイオティクスの
投与に関しても十分注意する必要があると思われた．

CP33-3

Parvimonas micra による敗血症性ショックの一例

横浜栄共済病院

救急科

根岸 穂波、中野 貴明、宮崎 真奈美、稲村 宏紀、浅賀 知也、竹本 正明
【症例】83 歳 男性【主訴】腰痛【既往歴】前立腺癌（放射線治療後）【現病歴】X － 30 日，重いものを持ちあげようとして腰痛出
現した．X － 3 日，腰痛増悪あり，近医入院となった．X 日，入院時の血液検査で CRP40．51mg/dl，WBC15800/ μ l と炎症反応
上昇認めたため当院へ転院となった．【現症】来院時，意識清明，血圧 97/44mmHg，心拍数 140 回 / 分，呼吸数 39 回 / 分．左大腿
外側から膝関節部にかけて発赤，背部に自発痛，右下腹部に圧痛がみとめられた．
【経過】敗血症性ショックと考え，精査にて腸
腰筋膿瘍，大腿膿瘍，後腹膜膿瘍，膿胸，椎体炎と診断した．膿胸は胸腔ドレナージ施行．腸腰筋膿瘍，後腹膜膿瘍に対し CT ガ
イド下穿刺施行．大腿膿瘍は切開排膿し，同部位より脊柱起立筋内にドレーン挿入した．後腹膜膿瘍，胸水を培養検査提出．グラ
ム染色では胸水よりグラム陽性球菌，後腹膜膿瘍排液よりグラム陽性球菌，グラム陰性桿菌が検出された．入院 ICU 管理とし，抗
菌薬はメロペネムを選択した．第 2 病日，代謝性アシドーシス進行あり，第 3 病日，急速に循環動態悪化し死亡退院となった．当
院の培地では菌は検出されなかった．その後，膿瘍排液を DNA 鑑定行ったところ，Parvimonas micra 検出され，これが膿瘍形成
の原因菌であると考えた．【考察】Parvimonas micra はグラム陽性嫌気性球菌（GPAC）であり，口腔内常在菌の一つである．
GPAC は遅発育性・難同定菌であることから今回のように培養検査で検出に至らない場合も多いが，低頻度ではあるが血流感染症
も引き起こし，本症例のように不幸な転帰を辿ることもある．培養検査にて明らかな原因菌が検出されなかった場合，GPAC を考
慮に入れる必要があると考えられた．
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CP33-4

大動脈弁置換術後患者における VCM の MIC が 2 μ g/mL の MRSA 持続菌血症に対し ABK 併用下 VCM 持続投与を行っ

た1例
医療法人鉄蕉会亀田総合病院

集中治療科

小林 宏維、藤内 まゆ子、松本 敬、麻生 将太郎、佐藤 仁信、前田 淳子、軽米 寿之、笹野 幹雄、高山 千尋、林 淑朗
【背景】VCM の MIC が 2 μ g/mL の MRSA 持続菌血症の治療は困難である．本症例ではさらに，DAP による治療失敗，PVE 疑い，腎
不全合併のため治療方針決定に窮した．
【症例】72 歳女性．大動脈弁狭窄症兼閉鎖不全症に対して大動脈弁置換術（人工弁）施行後 10 日目に心肺停止となり蘇生後 ICU 入室．
縦隔炎，胸骨感染，敗血症性ショックと診断し，開胸洗浄ドレナージ・胸骨デブリードメント術を行った．血液および創部培養から
MRSA が同定された．血中濃度 25-30 μ g/mL を目標に VCM 持続投与を行い血液培養陰性化したが，腎機能悪化のため DAP に変更し
た．しかし変更後，血液培養が再度陽転した．しかも，同定された MRSA 株の VCM の MIC が 2 μ g/mL であった．ここで，血中濃度
35-40 μ g/mL を目標に敢えて VCM 持続投与を再開した．また，PVE 疑い例として，ABK（14 日間）と RFP（39 日間）も併用した．
その後，血液培養陰性が継続し，全身状態も徐々に改善していった．一時，血液透析依存となるも，入室 89 日目に ICU 退室となり血液
透析も離脱した．
【考察】近年，VCM の持続投与は従来の間歇的投与に比して腎障害が少ない可能性が示唆されている．今回我々は 35-40 μ g/mL を目
標に VCM 持続投与を行い，AUC/MIC ＞ 400 を保った． MRSA 起因 PVE では RFP と GM の併用が推奨されているが，GM に比して
MRSA に対する MIC が低値である ABK を本症例では敢えて代用した．ABK の使用経験は乏しく，臨床研究も不十分であるため，この
選択には議論があるだろう．
【略語】VCM: バンコマイシン，AUC: area under the concentration time curve，MIC: minimum inhibitory concentration，ABK: アル
ベカシン，DAP: ダプトマイシン，PVE: prosthetic valve endocarditis，RFP: リファンピシン，GM: ゲンタマイシン

CP33-5

Flavobacterium indologenes により 3 週間菌血症が持続した一例

那覇市立病院
中田 円仁
症例は 60 代男性、成人 T 細胞白血病の既往があるが、寛解しており薬剤使用はない方。突然の呼吸困難感を主訴に救急搬送され、
急性心不全の診断で入院となった。搬送された時点で呼吸状態が悪く NPPV を装着、ICU 管理となった。心不全の原因として虚血
性心疾患の可能性が疑われ心筋逸脱酵素を測定したところ、12 時間後に CK 1000IU/l を超えて上昇したため緊急冠動脈造影検査を
施行した結果、右冠動脈 #2 が完全閉塞しており、同部位に経皮的冠動脈形成術（PCI）を施行したがワイヤー挿入できず治療が
うまくいかなかった。NPPV を使用、薬剤投与で心不全は徐々に改善したが入院 5 日目に Pseudomonas aeruginosa による肺炎を
来し抗生剤（CAZ）投与を開始した。浸潤影の改善に乏しく、入院 9 日目の血液培養で Flavobacterium indologenes が検出され
CPFX を投与した。抗生剤治療を継続したが約 3 週間に渡り血液培養陽性（すべて Flavobacterium indologenes）が持続した。感
染源がはっきりしなかったが、最終的には ST 合剤の内服で培養陰性化した。Flavobacterium indologenes による菌血症は稀とさ
れているが、本症例は約 3 週間に渡り持続的に血液培養から検出された。感染源として動脈圧ラインからの感染の報告があり、本
症例も動脈圧ラインからの感染が考えられた。肺炎に伴う浸潤影が改善しないためライン感染より肺炎を治療の中心として考えて
いたが、Flavobacterium indologenes が検出された場合には動脈圧ライン感染を考えるべきであることを学んだ。菌血症の起炎菌
として稀である Flavobacterium indologenes により約 3 週間に渡り持続的に血液培養陽性となった症例を経験したので報告する。

CP33-6

劇症型黄色ブドウ球菌感染症を契機に急性感染性電撃性紫斑病を呈し死亡に至った一例

千葉県救急医療センター

1）

麻酔科、2）千葉県救急医療センター

集中治療科

稲田 梓 、江藤 敏 、稲葉 晋 、花岡 勅行 、藤芳 直彦 、石橋 克彦 1）、國分 宙 1）
1）

2）

1）

2）

2）

【症例】68 歳女性。
【既往歴】糖尿病・陳旧性脳梗塞・変形性膝関節症で外来加療中であった。
【現病歴】全身倦怠感と胸部圧迫感・
動悸にて近医外来受診。発作性心房細動で外来加療となったが、帰宅途上で意識障害を来し当院救急搬送された。
【来院時現症と
経過】背部痛の訴えあり。全身冷汗とチアノーゼを認めたが紫斑の出現は認めず。血圧および SpO2 は測定不能。血液検査上、著
明な代謝性アシドーシスと尿素窒素 / 血清クレアチニン・クレアチンキナーゼ（CK）高値を認め、画像検査上は明らかな異常所
見を認めなかった。気管挿管による人工呼吸管理、カテコラミン製剤投与と輸液負荷、持続的血液透析（CHD）、抗生剤投与（メ
ロペネム）を開始。集中治療室入室後一時的に呼吸循環動態は安定したが、入室 4 時間後に K：6.3meq/L、CK：12844IU/ μ L と
なり、6 時間後 K：8.6meq/L まで上昇、徐脈・低血圧となり経皮的補助心肺装置（PCPS）を導入した。導入中に pulseless VT となっ
た。その後持続血液濾過透析（CHDF）を行うも K：10.2meq/L まで上昇し、血液透析（HD）に変更した。PCPS 導入前後から理
学所見上四肢を中心とした紫斑の拡大と筋強直が明らかとなり、急性感染性電撃性紫斑病（Acute infections purpura fuluminans;
AIPF）の発症が示唆された。血清 K 値は安定したが CK：396,084IU/ μ L まで上昇し、著しいアシドーシスの進行・出血傾向にて
PCPS でも循環維持不能となり、来院約 70 時間後に死亡した。入院時の動脈血培養検査より黄色ブドウ球菌が検出され、劇症型黄
色ブドウ球菌感染症による AIPF の発症が示唆された。
【考察】AIPF は髄膜炎菌や肺炎球菌感染症が契機となった報告が多いが、
今回我々は劇症型黄色ブドウ球菌感染症を契機に AIPF を呈した症例を経験した。経過は非常に急激であり、今後も症例報告の集
積にて治療法の検討を行うことが重要と考えられる。
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CP34-1

高機能患者シミュレータを用いた、経鼻高流量酸素療法による呼吸軽減効果の評価

杏林大学

医学部

CP ポスター会場

麻酔科学教室

神山 智幾、本保 晃、森山 潔、小谷 真理子、山田 達也、萬 知子
【背景】経鼻高流量酸素療法（High-flow nasal cannula therapy: HFNC）は、30L/ 分以上の高流量・高濃度酸素を経鼻で供給でき
るシステムである。高流量酸素投与は、死腔の洗い流しにより CO2 の再呼吸を減らし、呼吸負荷の軽減が期待されるが、生体での
検証は難しい。今回、高機能患者シミュレータ（Human Patient Simulator : HPS）を用いて、HFNC の CO2 洗い流し効果が呼吸
へ与える影響について調べた。【方法】HFNC は 35L/min, 100% に設定して HPS に装着。HFNC 装着後と離脱後の PaCO2, 呼吸数
（RR）, 一回換気量（VT）の経時的変化を 3 回測定し、3 項目の増減について one-way ANOVA repeated measures により解析した。
HPS は、PaCO2 40mmHg となるように RR 及び VT が変動する正常成人モデルを用いた。
【結果】HFNC 装着後は、速やかに PaCO2
（41.4 ± 0.2mmHg → 39.8 ± 0.1mmHg）, RR（13.7 ± 0.6bpm → 12 ± 0bpm）, VT（790 ± 15mL → 680 ± 4mL）が経時的に減少した（p
＜ 0.0001）。HFNC 離脱後は、速やかに PaCO2（39.7 ± 0.1mmHg → 41.4 ± 0.2mmHg）, RR（11.7 ± 0.6bpm → 13.7 ± 0.6bpm）, VT（675
± 8mL → 788 ± 11mL）と、3 項目共に経時的に増加し、HFNC 装着前の値に戻った（p ＜ 0.0001）
。
【考察】HPS では HFNC の呼気
CO2 洗い流し効果により、HFNC の呼吸負荷軽減作用が確認された。過去に報告された心臓手術後の患者を対象にした HFNC 装着
後の呼吸変化を観察した研究では、本研究と同様に RR が減少したことが報告されている。HFNC が呼吸に与える影響については、
更なる検証が必要と考えられた。

CP34-2

当院で開心術後に HFNC を使用した症例の検討

産業医科大学病院

集中治療部

長田 圭司、原山 信也、清水 智子、金澤 綾子、尾辻 健、荒井 秀明、二瓶 俊一、相原 啓二、蒲地 正幸
【背景】非術後患者では急性呼吸不全症例に対するネーザルハイフロー（High-flow nasal cannula 以下 HFNC）の有効性を示す報
告が近年散見される。開心術後の術後呼吸不全、低酸素血症は再挿管率に影響を及ぼすことから、術後呼吸不全症例で HFNC を
使用する頻度が増加している。今回、当院で開心術後に HNFC を使用した症例、HFNC 使用後に再挿管となった症例で検討した。
【方法】2014 年 1 月から 2015 年 7 月に当院で開心術後に ICU 入室した 77 例を後方視的に検討した。抜管後 HFNC の使用の有無で患
者背景を検討し、HFNC を使用した症例を対象に、再挿管症例（R 群）と非再挿管症例（NR 群）で再挿管に関与する因子を検討
した。
【結果】77 例中 16 例で HFNC を使用し（H 群）、61 例で使用しなかった（N 群）。抜管までの In-Out バランス（H 群 2007ml、
N 群 746ml）、抜管時 P/F 比（H 群 254、N 群 302）、透析の有無（H 群 37.5%、N 群 3.3%）に有意差を認めた（p ＜ 0.05）。また、再
挿管例で HFNC を使用している頻度が高く（43.8%）、HFNC を使用した症例では挿管期間（H 群 4.5 日、N 群 0.9 日）、ICU 滞在日
数（H 群 14 日、N 群 6 日）も有意に長かった（p ＜ 0.05）
。手術時間、麻酔時間、人工心肺時間、％肺活量、1 秒率に差は認めなかっ
た。抜管後 HFNC を使用した 16 例のうち、心タンポナーデ、けいれんにより再挿管となった 2 例を除き、再挿管となったのは 3 例
（R 群）、再挿管を回避できたのは 11 例（NR 群）であり、再挿管の原因は、心不全、喀痰排出困難であった。R 群、NR 群で抜管ま
での In-Out バランス、抜管時 P/F 比に有意差を認めず、R 群で ICU 滞在日数が有意に長かった。【結語】開心術後再挿管例で ICU
滞在日数が長く、高頻度に HFNC を使用していた。今回の検討で HFNC 使用した症例では体液バランスの増加、酸素化障害を認
めたが、再挿管例では差は認めなかった。開心術後、再挿管の原因として酸素化障害だけでは再挿管のリスクを予想できず、喀痰
排出困難も再挿管の一因と考えられ注意を要する。

CP34-3

当院におけるハイフローセラピー（high flow therapy:HFT）の検討

聖マリア病院

呼吸器内科

上瀧 善邦、迫田 頼武、有森 陽二郎、上野 正克、松元 崇史
【背景】HFT は、高流量の酸素投与が可能なデバイスを用いた比較的新しい酸素療法であり、近年その有用性が報告されてきてい
る。【目的】当院で行われた HFT の実施状況を検討し、有用性や安全性を明らかにする。【方法】2014 年 6 月から 2015 年 5 月まで
の 1 年間で、当院で HFT が行われた症例を対象に、その実施状況をレトロスペクティブに検討した。【結果】同期間に実施された
HFT は 36 例（男性 22 例 女性 14 例 平均年齢 75 歳）であった。HFT のデバイスはすべて Nasal High FlowTM であった。34 例は鼻
カニュラを使用し、2 例は気管切開孔から気管切開・気管内チューブ接続用アダプタを使用していた。診療科は呼吸器内科が 32 例、
循環器内科が 2 例、心臓血管外科が 2 例であった。疾患は細菌性肺炎が最多であった。HFT の目的は急性呼吸不全が 27 例、人工
呼吸器からの離脱目的が 8 例、その他が 1 例であった。HFT 開始時の平均酸素流量は 32.1L/ 分（20～50）
、平均 FiO2 は 60.6（30～
100）、平均使用期間は 5.7 日（1～23）であった。HFT を開始後、人工呼吸器へ移行した症例は 5 例認められた。【結語】HFT は酸
素化の改善と QOL の維持の両面に優れた酸素療法である。急性呼吸不全のみではなく、人工呼吸器離脱後や、緩和治療の領域など、
その特性を生かした幅広い使用が期待される。
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CP34-4

救急・集中治療室における High-Flow Nasal Cannula を用いた診療成績の解析

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

日下 琢雅、東 倫子、松田 直之
【はじめに】名古屋大学救急・集中治療医学分野は，集中治療領域における「診療教育」および「診療研究」の促進として，全身
性炎症管理バンドル，急性期長期予後改善バンドル，肺線維症管理バンドルなどの急性期管理バンドルを定めている。この中で，
high flow nasal cannula（HFNC），そして biphasic positive airway ventilation（BiPAP）を，
「末梢気道開放バンドル」として設
定している。MEIDAI 救急・集中治療部の管理データベースより，急性期呼吸管理における HFNC の可能性を探る。
【方法と結果】
2012 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までの 3 年間の全 1,499 例の集中治療管理において，HFNC として 43 例（2.9%）が抽出された。
APACHEII は平均 27.0，SOFA は平均 7.4 だった。ICU 死亡率は 16.3% であり，病棟移動後を含む 30 日死亡率は 23.3%，90 日死亡
率は 30.2% だった。これらは，敗血症，ショック，間質性肺炎など急性呼吸不全の広範な病態に用いられていた PaO2/FIO2 比の平
均は，HFNC 導入前で 166.9 mmHg，導入後で 177 mmHg だった。HFNC のみで管理できたものは 24 例（55.8%）
，気管挿管から
の HFNC への移行は 3 例（7.0%），気管挿管への移行は，喀痰増加や酸素化低下を理由とした 6 例（14.0%）だった。
【結語】HFNC
の導入および管理は簡便であり，さらに患者ストレスを減らす特徴がある。さらに，早期にリハビリテーションを導入しやすい。
当講座では，気管挿管前に minitracheotomy の必要性と連動させて，HFNC と BiPAP を優先する指針であり，末梢気道開放バン
ドルの一環として採用する方針である。本シンポジウムでは，自施設の呼吸管理データを紹介するとともに，急性期管理における
high-flow nasal cannula の意義について共に討議したいと考えている。

CP34-5

当センターICU における NPPV 症例の検討

大阪市立総合医療センター集中治療部
宇城 敦司、大塚 康義、奥村 将年、山本 泰史、和田 翔、岩田 博文、菅 敏晃、宮内 清司、嶋岡 英輝
（はじめに）近年、集中治療領域において、多くのエビデンスに裏付けられ Noninvasive Positive Pressure Ventilation（以下
NPPV）の使用が増加してきている。NPPV はその手軽さから、救急外来、一般病棟、集中治療室など様々な場面で使用されている。
今回、当センターICU における NPPV が導入された症例の検討を行った。（期間）2012 年 9 月 -2014 年 9 月までの 2 年間（対象）
NPPV による治療を受けた 18 歳以上の患者 82 名（方法）NPPV から離脱できた症例を成功例、気管挿管が必要となった症例を失
敗例とし、次の（1）-（8）の項目について検討を行った。
（1）NPPV の適応、
（2）APACHE2、
（3）呼吸数 / 呼吸数の変化、（4）
NPPV 開始前、開始後 1 時間、2 時間後の血液ガスデータ、
（5）GCS、
（6）鎮静剤の使用・投与量、
（7）NPPV 開始前の人工呼吸
管理の有無および期間、（8）NPPV 失敗例の検討（NPPV 施行時間、気管挿管までの時間、失敗の原因）
（結果）NPPV 成功例：
失敗例がそれぞれ 58 名、24 名で失敗例に 2 名の死亡がみられた。適応は、抜管後呼吸不全、抜管の促進、心原性肺水腫の順で、
検討を行った（2）（
- 6）の項目については両者に有意差をみとめなかった。項目（7）の失敗例で人工呼吸管理期間が長い結果となっ
た（成功例：失敗例＝ 39 時間：50 時間 p=0.04）。項目（8）の失敗例の検討では、NPPV 開始から気管挿管までの時間は 20 時間（中
央値）、失敗の原因は、努力様呼吸 / 多呼吸、NPPV の不忍容、心不全の順となった。
（まとめ）今回の検討では、NPPV の失敗は、
NPPV 適応前の人工呼吸管理期間と NPPV に対する不忍容および非同調が主たる原因となった。成功例、失敗例共に NPPV 施行中
の鎮静レベルおよび鎮静剤の使用に差がみられなかったことから、NPPV の不忍容（intolerance）は NPPV の成否を見極める重要
な指標のひとつと考えられる。

CP34-6

HCU 病棟における NPPV 使用患者の実態

社会福祉法人

三井記念病院

吉田 美帆、菅原 彩子、原田 有未、高橋 優菜、吉川 真由、福田 幸人、松本 千香江
【目的】当院の HCU 病棟は内科、外科患者が混在する病棟であり、慢性呼吸不全や術後心不全等により人工呼吸器や非侵襲的陽圧
換気法（＝ NPPV）を用い呼吸をサポートする患者が入院している。今回、病棟における NPPV 使用患者の実態を調査し現状報告
する。
【介入の実際】2014 年 1 月～12 月の NPPV 使用患者 35 名（男 25 名、女 10 名）を対象に調査を実施した。NPPV 導入の原因
となった疾患は肺炎 13 名、心原性肺水腫やその予防（1 名は心臓術後）4 名、非心原性肺水腫 1 名、感染契機による COPD 増悪 4 名、
その他の呼吸不全 13 名（術後無気肺 3 名・胸水 4 名等）であった。このうち、HCU 滞在中に NPPV 離脱が出来た患者は 25 名（男
18 名、女 7 名）、出来なかった患者は 10 名（男 7 名、女 3 名）だった。離脱できなかった患者の中、経口挿管へ移行 4 名、NPPV 装
着したまま死亡 5 名、NPPV のまま在宅へ移行 1 名であった。一般的 NPPV 装着適応でない、意識レベル清明でない患者に 20 名、
循環が安定していない患者に 5 名、自己喀痰出来ない患者に 5 名使用していた（項目は重複する）
。
【考察・結論】今回 HCU 病棟に
おける NPPV 使用患者の実態調査を行い、NPPV 離脱後呼吸不全に移行せず良好な経過をとった患者が半数以上を占めていたこと
がわかった。そして NPPV 装着の一般的適応に当てはまらない状態で開始した患者もいることがわかった。しかし今回検討するこ
とで、呼吸不全により意識レベル低下していたが NPPV 使用し呼吸状態が改善し意識レベルが改善した患者や、カテコラミン使用
し循環が安定し呼吸も改善みられ離脱できた患者がいることを知ることができた。
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ポスターCP 35

CP35-1

気道・呼吸・呼吸管理⑥

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

口腔ケアキット Q-Care 導入前後の VAP 発生状況の比較～今後の取り組みへ向けて～

神戸市立医療センター中央市民病院
里路 光太郎、森田 幸子、立川 敬子、高林 祥子、長谷川 ユリ、畦田 彩、福澤 史香、永石 かずみ
【目的】当院 ICU の VAP 発生減少を目指し、平成 26 年 4 月より包括的口腔ケアプログラム：Q-Care キット（以下 Q ケア）を導入
した。その結果を受け、Q ケアキット導入前後（平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月、平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月）の VAP 発生状況
を比較し、VAP 発生数低下に向けて今後の介入点を明確にすることが本研究の目的である。
【対象】平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月、
平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月 VAP 発症患者【方法】それぞれの VAP 発症患者について、患者基本情報（年齢、疾患、既往、緊急
or 定期入室、APCHE2 スコア）、口腔ケア状況の詳細（平均口腔ケア回数、歯科衛生士介入の有無）、人工呼吸器装着期間、VAP
バンドル遵守率（ヘッドアップ、日中鎮静剤中断、消化管潰瘍予防、DVT 予防）を調査した。
【倫理的配慮】当院看護部の承認を
得た。
【結果】Q ケア導入前後における VAP 発生率、年齢、人工呼吸器装着期間、VAP 発生期間、APACHE2 スコア、口腔ケア
状況に有意差は認められなかった。VAP バンドルの中でもヘッドアップ遵守率は前後とも 40％程度であった。平均 APACHE2 ス
コアは前後共に 28 であった。Q ケア導入前の VAP 発生症例のうち緊急入室患者は 10 件中 8 件、Q ケア導入後の VAP 発症症例のう
ち緊急入室患者は 8 件中 6 件であった。【考察】VAP 発生率に有意差が認められなかった理由としては、口腔ケアに関する要因と
して全患者に入室時から Q ケアを導入できておらず導入時期にばらつきが見られたこと、使用手技の統一が徹底されておらず効果
的に実施できなかった可能性が考えられる。また、対象者の多くが緊急入室患者で、効果的な口腔ケアが実施できない状態にあっ
たこと、重症患者が多く、環動態が不安定であったため効果的なヘッドアップ実施が困難であったことが考えられる。今回の研究
ではサンプル数が少なかったため、今後も継続した調査が必要であると考えられた。

CP35-2
健和会

自動カフ圧計導入について～RST におけるカフ管理の取り組み～

大手町病院

看護部

ICU

古賀 明洋、上野 亜沙美、梅崎 望
序論：昨年度より、挿管管理中の人工呼吸器装着患者に対して自動カフ圧計を導入している。導入後はカフ圧管理の習慣化がなく、
スタッフの確認や認識の調査が必要であると考えた。また感染面において自動カフ圧計が VAP の発生率減少に推奨されていると
言われているために、合わせて推奨に値するかを検討する必要があると考えた。研究方法：対象者…集中治療室の看護スタッフ及
び挿管、気切管理を行う人工呼吸器装着患者。期間…2015 年 5 月～7 月。自動カフ圧計を使用する期間；A 期間。手動カフ圧計の
み使用する期間；B 期間。看護師には質問用紙配布。上記期間で得られた VAP 発生率。結果：自動カフ圧計導入後、導入前と比
べてカフ圧管理が容易になったスタッフは 95％。カフ圧のチェックを行うタイミングは「2 時間毎行っている」が、自動カフ圧計
では 22 人、手動カフ圧計では 7 人となった以外は両カフ圧計で有意な差は認められなかった。手動カフ圧計でのカフ圧管理中、圧
が抜けていたことがあったのは 74％。人工呼吸器装着患者以外でも自動カフ圧計を使用したいと答えたのは 95％であった。VAP
の発生率は A 期間が 17.5％であり B 期間は 25.8％であった。考察：手動カフ圧計では、圧変化によりカフ圧が規定量より抜けてい
ることが大半であり、VAP の発生率を見ると、分泌物の垂れ込みを来していたことがあると考えられる。結論：自動カフ圧計は
VAP の予防に貢献でき、安定して持続的かつ容易に管理が行え、スタッフの業務軽減にも繋がる。全管理の面ではチェック機構
の構築が必要である。安全管理が確実に行うことができれば、今後は人工呼吸器装着患者に限らず、カフ圧管理が必要な患者への
使用を推奨していきたい。

CP35-3

Sun Med 社製カフセントリーの使用経験

名古屋掖済会病院

1）

救命救急室、2）名古屋掖済会病院

牧野 高明 、田中 誠子 、山内 ゆり 、高橋 幸子
1）

1）

1）

臨床工学部

2）

【背景】 トランスデューサを使い、気管内チューブのカフ圧を持続モニタリングしカフ圧の日内変動を調査した。その結果、原因
不明のカフ圧低下や急激なカフ圧変動を経験した。そこで今回、自動でカフ圧一定に管理できるカフセントリーを使用する機会を
得たので報告する。
【目的】Sun Med 社製カフセントリーを使用して実態を把握する。
【期間】平成 27 年 7 月 22 日から 8 月 31 日【方
法】カフセントリーのパイロットバルーン接続口を三方活栓に介して、トランスデューサ側のチューブとカフ側の注入弁の間に接
続する。カフ圧を一定に保つための酸素 1l/min の供給を開始し、カフ圧を常時トランスデューサでモニタリングする。カフセン
トリーの設定は圧力計 30cmH2O で、トランスデューサは 2mmHg とした。この方法を用い 2 症例について日常の看護介入をしな
がらカフ圧の日内変動を観察した。【結果】自発呼吸のない患者では一ヶ月以上圧変動は観察されず、カフ圧計を使った確認でも
圧力低下は認められなかった。自発呼吸のある患者では 5 日目で原因不明の急激な低下を示した。【考察】一ヶ月観察した結果、
カフセントリーを使用することで、看護師のケア介入等による外因的要因があっても 24 時間一定のカフ圧が保障され、有用であっ
たと考えられる。しかし自発呼吸や体動による気管内チューブ位置の変化など、内的要因が多い患者では原因不明のカフ圧低下が
みられるため、今後原因の検索とその予防について考察していく必要がある。
【結語】カフセントリーの使用はカフ圧を一定に保
ち、カフ圧チェックの回数を減少させるが、カフ圧を経時的に観察する必要がある。
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CP35-4

先天性心疾患術後 ECMO 装着患児に対し、覚醒下に RTX® を使用した呼吸理学療法を行った 1 例

国立循環器病研究センター

1）

看護部

ICU 病棟、2）国立循環器病研究センター

小児心臓外科

金行 梨江 、小澤 あかね 、加藤 佑衣 、兵頭 昇 、志村 ともみ 、森内 里枝 、渡邉 裕美子 1）、帆足 孝也 2）、鍵崎 康治 2）、
市川 肇 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】心肺補助循環装置（ECMO）は小児心臓外科術後急性期集中治療管理に用いられることがあるが、ECMO 装着下での
呼吸理学療法のため覚醒下に陰圧人工呼吸器（以下 RTX®）を用いた報告はない。
【症例】左心低形成症候群に対する両側肺動脈絞
扼術後の 10 か月男児。ノーウッド・両方向性グレン術施行も上大静脈圧高値、心収縮不良にて人工心肺離脱できず ECMO 装着、
開胸状態で ICU 入室。その後胸腔内血腫貯留と肺出血により有効換気容積は著明に減少。この間冠動脈血流路狭窄による心筋梗塞
とグレン経路狭窄を診断され、ステント留置施行。将来の ECMO 離脱にはグレン循環の成立が不可欠であったため、心房脱血・無
名動脈送血 ECMO として閉胸、鎮静剤を中止し咳嗽反射獲得のもと RTX® を使用した呼吸理学療法を実施、肺の状態改善を期待し
た。
【方法】施行に際して考えられる問題は 1. 出血（特に頭蓋内）
、2. ECMO 送脱血管の屈曲・位置変化や事故抜去、および 3. 児の
努責や啼泣、受け入れ不良による循環動態の悪化。1 に対し実施前に ACT・APTT 値の過延長の有無を確認、実施中は医師が頭部
を保持、実施前後は看護師が神経徴候の変化を観察。2 に対し予めショットラインの確認と輸液を準備した上で、ECMO 流量変化
を臨床工学技士が確認、体位変換時には医師、看護師で送脱血管を保持。過度な振動を避けるため RTX® はコントロールモードで
実施。3 に対し覚醒度・バイタルサインと児の表情を看護師が観察。左右完全側臥位、半腹臥位で 2 分× 2 クール / 日を実施。
【経過】
初回実施時はキュイラス装着時点で ECMO 流量が 1.0 から 0.78（L/min）へ低下、RTX® は実施出来ず。2 回目以降は送脱血管への
圧迫を避け、かつ背面への効果が得られるよう 1 サイズ大きなキュイラスを使用する事で、ECMO 流量は低下しなくなった。安定
した ECMO 流量と覚醒度のもと 27 日間問題なく実施。有効換気容積は有意に上昇し人工呼吸器を離脱、グレン循環の改善を得た。

CP35-5

当院一般病棟における酸素療法の実態とルール整備に向けた取り組み

小倉記念病院

1）

看護部、2）小倉記念病院

検査技師部

工学課

山田 剛史 、立野 淳子 、道越 淳一 、森田 真 、有田 孝 1）、上田 千晶 1）
1）

1）

2）

2）

【はじめに】H27 年度、当院集中ケアチーム（急性・重症患者看護専門看護師、集中ケア認定看護師）の活動目標の一つに「安全
で適切な酸素療法の実施」がある。1 回／週の病棟ラウンド時に酸素療法中の患者を対象に、酸素療法の実態把握、問題点の抽出
と改善に取り組んでいる。【目的】当院一般病棟における酸素療法の実態を明らかにし、不適切な酸素投与に関する集中ケアチー
ムの介入の効果を検証すること。【方法】対象：当院一般病棟で酸素療法を受ける患者（術後や検査後の一時使用は除外）
、期間：
H27 年 4 月～8 月、データ収集方法：1 回／週の病棟ラウンド時、酸素療法を受ける全ての患者を抽出し、酸素投与方法、流量の確
認。集中ケアチームによる介入：1. 不適切な酸素療法を確認した場合には、病棟主任やスタッフに問題点や改善案を提案。2. 科長
会や主任会での現状報告。3. 医療安全委員会を通して、酸素投与方法の統一に向けた院内ルールの整備と勉強会を通じての啓蒙活
動。分析方法：酸素療法対象者数及び酸素投与方法、不適切な酸素療法の件数を月毎に単純集計した。
【倫理的配慮】発表に際し、
院内倫理審査委員会の承認を得た。また、データには個人が特定できる情報を含まないよう厳重に注意した。【結果】1. 酸素療法
のべ対象者数及び投与方法：4 月 50 件、5 月 145 件、6 月 131 件、7 月 121 件、8 月 124 件。投与方法は、カニューラ 80.7%、酸素マス
ク 7.8%、リザーバーマスク 2.3%、人工鼻（気管切開用）5.9%、ネーザルハイフロー0.9%、NPPV0.6%、IPPV1.8%。2. 不適切酸素
療法ののべ件数：5 月 29 件、6 月 37 件、7 月 19 件、8 月 21 件。内容は、酸素ボトルの日付記載漏れが最も多く、次いで不適切な酸
素投与方法の選択であった。
【考察】本取り組みを通して、院内一般病棟における酸素療法の問題が明らかになり、改善に向けたルー
ル作りにつなげることができた。今後も適切で安全な酸素療法の実施に向けた取り組みを続けていきたい。

CP35-6

集中治療領域における人工呼吸器離脱にむけた取り組み

独立行政法人国立病院機構呉医療センター
竹田 明希子
【背景】医療が高度化・複雑化し診療体制は細分化が進み，専門的知識が必須となった．救急・集中領域は生命危機に瀕した重症
患者が搬送され需要はあるが，その領域を担う医師は減少傾向で当院も同様な状況である．集中領域での人工呼吸器装着患者の早
期離脱に向けた当院で取り組みを報告する．【目的】人工呼吸器離脱プロトコルを作成，それに従い診療看護師が介入することで
人工呼吸器からの離脱が可能か検討した．【研究方法】期間：平成 26 年 3 月 1 日～平成 27 年 6 月まで対象：救命救急センターに入
室した人工呼吸器装着患者のうち，主治医より本プロトコルの実施指示を受けた患者方法 : ＜ 1 ＞本プロトコルの治療成績，＜ 2 ＞
本プロトコルの問題点【結果】本プロトコル導入後の介入数は 49 症例．外科が 55%，次いで耳鼻科 13%，その他 2～10% であった．
外科では定時・緊急手術ともに手術件数が増加，状態の悪い緊急手術患者は合併症のリスクも高く基礎疾患が改善しない中でのプ
ロトコル介入となった．耳鼻科では，術前からの依頼が増加し術前後の評価を行い抜管時期や問題点を検討することで挿管日数が
短縮した．プロトコルを用いウィニングを進めたが感染コントロール，胸水貯留 , リフィーディング時期の評価など水分管理が困
難な患者で再挿管症例も認めた．
【結語】プロトコル導入は段階を得た離脱の方法が分かり，統一した視点での介入となった．また，
チームでの介入は個々の専門性が発揮でき，共通言語で会話をする中で全体のレベルアップに繋がった．しかし長期の経過の中で
多くの診療科の併診等で判断に迷う場合，介入を中止すること，あるいは積極的に進める判断も時として必要であり，それらの症
例をチームで共有し振り返ることが重要である．
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ポスターCP 36

口腔ケア

CP36-1

ICU 入室患者における口腔内評価の意義

熊本大学

医学部附属病院

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

集中治療部

内藤 久貴、蒲原 英伸、中川 純泰、山下 淳二、徳永 健太郎、早田 学、鷺島 克之、木下 順弘
目的】ICU における重症患者は、気管挿管下における人工呼吸管理や胃管チューブ挿入によるドレナージや栄養管理が行われる。
その際、歯の脱落・破折、口腔組織の壊死や口腔粘膜の異常を引き起こすことがある。 今回われわれは、当院 ICU 入室患者の口
腔内の評価を行い、その結果を基に若干の文献的考察を行ったので報告する。【対象】2015 年 1 月 1 日～6 月 30 日の間、熊本大学
ICU に入室した 194 名の患者で口腔内診察を行った 102 名を対象とした。
【方法】入室早期に歯科医による口腔内の診察を行い、1. 歯
の状態（歯の動揺の有無：動揺度 1 以上、歯周ポケットからの排膿）2. 口腔粘膜異常（潰瘍・びらん形成、血腫形成、発赤など）
の有無について評価した。また予定入室患者で、術前に当院歯科口腔外科にて口腔内診察を行われていた 19 名については、入室
前後の口腔内状態の変化についても検討した。
【結果・考察】102 名中で、口腔内に何らかの異常所見を認めたものは 67 名（65.7％）
であった。そのうち入室前歯科診察をした 19 名において、術前の診察時に認めなかった口腔粘膜異常を 10 名（52.6%）と歯周ポケッ
トからの排膿を 1 名（5.3%）に認めた。周術期の挿管チューブ管理や鎮静管理などが影響している可能性が示唆された。【まとめ】
ICU 入室患者は口腔内の異常を認める患者が多く、口腔内のスクリーニングとケアは重要である。当院 ICU は歯科医も一般診療に
関わり、看護師への教育・指導も含めた口腔内評価とケアが対応可能な環境である。一般には歯科医不在の ICU が多く、必要に
応じて歯科医への対診を行う必要があると考えられた。

CP36-2

重症患者の口腔ケアに焦点を当てた「看る」
「診る」視点へのチームアプローチ

中部ろうさい病院
長屋 佳奈子、小川 勝利、友原 千恵、安藤 千恵、坂口 栞、服部 祐子、内山 泉、佐藤 信枝
【背景】当院 ICU では重症患者に対し、1 日 3 回の口腔ケアと口腔ケアシートに現状を記載していたが、口腔内トラブルが発生する
現状があった。そこで、去年より口腔ケアチームを設立し、口腔ケア方法の標準化と学習会を行い、技術・知識の統一を図った。
また、口腔ケアシートを改善し、口腔内を観察する視点を定めた。しかし、口腔ケアの技術は統一されたが、同じ方法で口腔ケア
を行うだけでは、口腔内トラブルは減少しなかった。そのため、より患者の個別性に応じた口腔ケアを提供できるように介入する
必要があった。【目的】統一された口腔ケアを基本に、予防的視点と専門的で個別性のある口腔ケアを提供することを目的とした。
【方法】患者の個別性を見出すための場として、週 1 回の口腔ケアカンファレンスを導入した。また、専門的な立場からの視点を
取り入れるため、口腔外科医・歯科衛生士の介入を依頼した。
【結果】口腔ケアカンファレンスを通し、情報共有をしたことで、
患者に行われている口腔ケア方法が明確となり、患者の個別性に応じた口腔ケア方法が選択できるようになった。また、口腔外科
医・歯科衛生士により専門性の高い口腔ケアが提供され、一緒に口腔内の観察をし、口腔ケアを見学・指導してもらうことで看護
師の口腔ケアに対する意識が高まった。【考察】口腔ケアカンファレンスを行うことで、情報共有、口腔ケア方法が検討され、個
別性のある口腔ケアが提供されるようになったと考えられる。そして、不安や疑問を抱え込むのではなく、解決に向けた行動がと
れるようになったと考えられる。また、口腔内の専門家の意見を取り入れ、技術を目にする機会が増えたことで、個人個人の知識・
技術が向上し意識が高まったものと考えられる。【結論】口腔ケアカンファレンスは情報共有や口腔ケア方法の検討の場となり、
個別性のある口腔ケアの提供につながる。

CP36-3

口腔ケアの質の改善にむけた取り組み

社会福祉法人

恩賜財団

済生会熊本病院

増田 博紀、森田 幸子、渡邊 朝子
昨年度、口腔ケアの質の改善に向けた取り組みとして口腔ケアに関するアンケート調査を実施し、その結果を基に、口腔ケアに関
する教育と院内改訂版 revised oral assessment guide（以下 ROAG）による評価を統一するための資料改訂を行った。今回、その
後の ROAG 使用に関する現状調査を行った結果、今後の口腔ケア教育における課題が抽出されたため報告する。［方法］対象：平
成 26 年 7 月～平成 27 年 6 月の HCU 入室患者のうち全介助でケアを実施した症例データ収集と分析方法：評価表から【乾燥】
【舌】
【出
血】【潰瘍】【歯垢】【口臭】【歯・義歯】【動揺歯】の項目を集計し、各項目の相関性を統計ソフト SPSS で相関分析を行った。評
価表のコメントは内容を集約し ROAG との関連性を評価した。
［結果と考察］ROAG のスコアは単独ではなく、
【乾燥】と【舌】、
【出
血】と【潰瘍】
、
【歯垢】と【口臭】、【歯・義歯】と【動揺歯】の 2 項目間で相関性を示した。その中でも乾燥防止は口腔環境を正
常に保つ上で重要とされるため、【乾燥】の項目は【乾燥以外の項目】と相関すると考えたが、
【乾燥】と相関したのは【舌】のみ
であった。また、
【乾燥】【舌】では、高い平均値を示しており口腔内の異常として認めやすく、
【歯垢】
【口臭】
【歯・義歯】の平
均値は低く口腔内の異常として頻度が少ないことがわかった。
【乾燥】の平均値は 10 月～1 月で高いスコアを示しており、湿度が
影響した可能性がある。コメントは、「使用物品やケア方法」
「問題の詳細」
「専門チームへの依頼」などが記載されており、スコ
アだけでは共有困難な情報を明確化する役割を担っていた。
［結果］ROAG のスコアは複数の項目で相関があり、単独の項目で問
題が発生した場合にも口腔内に包括的にケアを実施する重要性が示唆された。スコアだけでは共有困難である詳細な情報を明確に
するため、スタッフ教育を行いコメントの記載を充実させることが必要である。
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CP36-4

看護師の口腔ケア技術の向上のための取り組みと成果 -RST で活動する集中ケア認定看護師の関わり ‐

自衛隊中央病院
山本 加奈子、手塚 正美、小宮 美香、岩澤 優子
【背景・目的】A 病院呼吸器ケアサポートチームは、口腔ケアマニュアル（以下マニュアル）を作成し、看護師の口腔ケア技術や
知識の向上、患者の肺炎予防に取り組んでいる。効果的なチーム活動が行えるよう、各病棟 1 名のリンクナースの配置と担当制の
集中ケア認定看護師を当て、チーム連携を行っている。3 年間の取り組みにより看護師の口腔ケアへの悩みが減り、口腔アセスメ
ントやケア計画立案率が向上し、患者の口腔内トラブルの改善と減少が図れたため、その結果と今後の課題を報告する。
【方法】平成 24 年 4 月から平成 27 年 3 月の間、A 病院に勤務する看護師を対象に口腔ケアに関する質問紙調査を横断的に実施した。
また、口腔ケアマニュアル導入後の口腔アセスメントシート、ケア計画ツールである口腔ケアプロトコールの実施率と内容を調査
した。
【結果・考察】マニュアル導入後、看護師は口腔アセスメントの実施や計画立案、口腔ケア手順・方法の理解、意識障害患者のケ
アができる等の項目において有意に自己評価が上がった。また、口腔アセスメントシートの記入率は 52% から 90% へ、口腔ケア
プロトコールの記入率は 42% から 80% へ上昇した。さらにケア計画では、プロトコールに準じたケア記録だけでなく、患者の個
別性に応じたケアの追加記録ができるようになっていた。患者の口腔内トラブルは、62% から 43% へ減少した。これより、マニュ
アルに準じた口腔ケア知識・技術の標準化を集中ケア認定看護師を活用し、チームで取り組んだことが、看護師の口腔ケア技術の
向上につながり、患者の口腔内トラブルの減少につながったと考える。今後はさらに、口腔アセスメントやケア計画立案の実施率
を上げられるよう認定看護師やリンクナースによる看護師への技術指導を継続し、看護師の主体性を向上させるとともに、患者・
家族のセルフケア能力を高めるよう、看護師の教育的な視点を養う関わりを強化していくことが課題である。

CP36-5

経口気管挿管患者に対する口腔ケアの検討 - 洗浄法と拭取り法による口腔内細菌数の変化に着目して -

札幌医科大学付属病院

集中治療部看護室

和田 沙矢香、入井 美保、中村 敦子、高田 美香、堀 由紀子、香西 慰枝
【背景】人工呼吸器肺炎（VAP）の発症予防には口腔ケアが重要である。気管挿管下での口腔ケアには水道水等を用いた洗浄液で
口腔を洗浄し吸引する方法があるが、洗浄液が残存することがあり、誤嚥性肺炎などの原因となることがある。一方、口腔内清掃
後に洗浄液で洗浄する以外に拭取りもあり、汚染物質除去に有効であるとの報告がある。そこで本研究では経口気管挿管患者の口
腔ケア方法として口腔内清掃後の洗浄法と拭取り法を実施し、施行前後の細菌数を測定し比較検討した。
【目的】経口気管挿管患
者に対する口腔ケアにおいて、口腔内清掃後の洗浄法と拭取り法のどちらが口腔内細菌の減少に効果的かを明らかにする。【方法】
平成 27 年 3 月～平成 27 年 7 月、ICU に入室し経口気管挿管により人工呼吸器管理された患者を対象とした。小児、口腔粘膜障害の
ある患者、口腔内手術を施行した患者は対象から除外した。口腔ケアは、ブラッシングとスワブでの清掃を施行。その後、汚染物
質の除去方法を 1. 洗浄法 2. 拭取り法の 2 通りとし無作為に振り分けた。細菌数の測定は、細菌カウンタを用いインピーダンス法に
て測定した。測定は口腔ケア施行前と施行直後に行い、採取部位は舌、口蓋、挿管チューブ固定側の頬粘膜とした。
【倫理的配慮】
当該施設看護倫理審査の承認を得た。【結果】洗浄群 32 例、拭取り群 33 例で、両群の年齢、性別、基礎疾患などの患者背景に有意
差はなかった。舌、口蓋、頬粘膜において両群いずれも口腔ケア実施後に有意に細菌数は低下した。しかし両群間での細菌数の低
下には有意差はなかった。
【結語】洗浄水の気管への流入を考えると拭取り法は、VAP 予防に有効なケアであることが示唆された。

CP36-6

経口気管挿管患者への安全で効果的な口腔ケア方法の検討 - 標準的方法（Rinse 法）に対する Wipe 法の非劣性試験 -

藤田保健衛生大学病院

1）

看護部 ICU、2）藤田保健衛生大学医学部

麻酔・侵襲制御医学講座

村松 恵多 、河合 佑亮 、山本 司 、天野 綱介 、原 嘉孝 、下村 泰代 2）、山下 千鶴 2）、西田 修 2）
1）

1）

1）

1）

2）

【はじめに】経口気管挿管患者の口腔ケア方法は、ブラッシング後に、吸引しながら水で洗浄する標準的方法（Rinse 法）と、口
腔内をウエットテッシュやガーゼ等で拭き取る方法（Wipe 法）がある。Wipe 法は Rinse 法に比べ水を使用しないため気管内への
洗浄水の流入が少ないと言われているが、Rinse 法と Wipe 法で口腔ケアの効果を比較した研究は少ない。そこで我々は、Rinse 法
または Wipe 法前後の口腔内細菌数の除去率を効果の指標とし、Rinse 法に対する Wipe 法の非劣性を検討した。【目的】Rinse 法に
対する Wipe 法の非劣性を明らかにする。
【対象】ICU 入室中の経口気管挿管中の患者（Rinse 群 11 名 Wipe 群 24 名）
【方法】歯ブ
ラシによるブラッシング後と、Wipe 法または Rinse 法による口腔内細菌除去後の 2 地点で口腔内細菌数の測定を行い、両群の細菌
数除去率の平均差と 95％信頼区間を算出する。両群の細菌数除去率の平均差の非劣性マージン△は 20％に設定する。【結果】細菌
数除去率の平均値（標準偏差）は Wipe 群で 74.7（21.2）
％、Rinse 群で 68.4（20.9）
％であった。両群の細菌数除去率の平均差（95％
信頼区間）は、6.3（-9.4 - 21.9）％であった。
【考察】両群の細菌数除去率の平均差の 95％信頼区間下限値は -9.4％であり、非劣性マー
ジン△を上回っていたため、Rinse 法に対して Wipe 法は非劣性であることが示唆された。口腔内細菌の気管内への流入は VAP 発
生の要因のひとつであると考えられており、Rinse 法では水での洗浄の際にこれを助長させる危険性がある。Wipe 法は Rinse 法と
比較して、口腔内細菌除去時の気管内への細菌流入を低減でき、かつ口腔内細菌数除去の効果は劣らないことから、Wipe 法は経
口気管挿管患者へのより安全で効果的な口腔ケア法である可能性が示唆された。
【結論】Rinse 法に対して Wipe 法は非劣性である。
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小児・新生児①

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP37-1

大学病院 PICU に搬送された 15 歳未満・小児症例の現状

北里大学

医学部

CP ポスター会場

小児科

安藤 寿、峰尾 恵梨、金子 忠弘、石井 正浩
【背景】重篤小児の予後改善のため行政・学会を中心に小児救急体制の整備や中核病院への集約化・重点化の取り組みがなされて
いる。一方、重篤小児の搬送内容について具体的に言及した報告は少ない。
【目的】一・二次医療機関でどのような症例、どういっ
た理由でより高次医療機関への搬送を行っているかを明らかにする。
【施設概要】神奈川県相模原市を中心とした 4 市の医療圏（ほ
か医療圏外の一部を含む）における 15 歳未満小児人口 約 20 万人を対象とする大学病院・三次医療施設。独立看護単位で組織され
る PICU、総ベッド数 12 床（2014 年 4 月までは 8 床）【方法・対象】2013 年 11 月から 2015 年 6 月の 20ヶ月間に、当院 PICU へ医師
同乗のもと救急搬送された 15 歳未満の小児症例について、紹介状・診療録をもとに後方視的に検討した。除外基準は特に設けな
かった。
【結果】
（a）搬送受け入れ患者 165 名（同期間の総入室者数 874 名）
（b）男女比 90：75（c）月齢 0-179m（中央値 17m）
（d）
平均在室日数 5.8 日（e）人工呼吸管理者数 44%（73 名）
（f）PIM2 スコア 0-86.4（平均値 3.52）
（g）搬送理由「けいれん・意識障
害の遷延」39%（65 名）,「人工呼吸管理の必要性」30%（50 名）,「治療困難」19%（31 名）
（h）管理内容：中枢神経管理 40%（66
名）, 呼吸管理 30%（50 名）, 循環管理 19%（32 名）, 外傷 6%（10 名）, その他 7 名（i）退室時診断カテゴリー「呼吸器感染症」37 名 ,
「てんかん・熱性けいれんなどの良性痙攣」35 名 ,「脳炎・髄膜炎などの中枢神経感染症」19 名 ,「心筋炎・心筋症・血管炎」15 名 ,
「重症敗血症・敗血症性ショック」12 名（j）退室病棟 当院一般病棟 55%（91 名）, 転院搬送 36%（59 名）, 直接退院 7.9%（13 名）,
死亡 1.2%（2 名）（k）休日時間外での搬送 49%（81 名）
【結語】一次・二次医療機関における高次医療機関への搬送理由の多くは
中枢神経の問題、呼吸不全であった。今後も多施設でのデータ集積を行い、より効率的な重篤小児の集約化・重点化を行う必要が
ある。

CP37-2

当院 PICU に入室した新生児症例のまとめ

熊本赤十字病院

小児科

小原 隆史、平井 克樹、三浦 義文、市坂 有基、大平 智子、武藤 雄一郎
【はじめに】元来，新生児は臨床的な所見を取りにくく，急変・重症化するリスクが高いと言われ，sepsis work up や広域スペク
トラムな抗菌薬使用が行われている．今回，産院退院後，当院 PICU に入室した新生児例についての振り返りを行った．
【方法・対象】2012 年 5 月～2015 年 8 月（40ヶ月間）に，当院 PICU に入室した新生児（～日齢 28）を対象に，当院の診療録を用
いて後方視的に検討した．なお，早期新生児入室例や検査・手術に備えた予定入室例は除外した．
【結果】入室した新生児例は 38 例で，入室時平均日齢は 16.2 日であった．入室経路は，一般外来 2 例，救急外来 21 例（未紹介 13 例），
救急車 6 例，搬送 8 例（ドクターカー 4 例，防災ヘリ 2 例，三角搬送 2 例）であった．主訴（重複を含む）は，発熱・呼吸症状が各
15 例と最も多く，哺乳・活気不良などの not doing well も 9 例で見られた．内訳は，呼吸器 16 例，感染症（熱源不明）6 例，神経
4 例，消化器 4 例，循環器 3 例，表皮・深部感染 2 例，外傷 2 例，その他 1 例で，9 例で呼吸器管理を行った．また，社会面では，
虐待を疑い院内カンファレンスを行った事例が 3 例あり，うち 2 例を児童相談所へ通告した．平均入室日数は 5.37 日，死亡例は 1
例（2.6%），4 例で外来フォローを継続している .
【考察】毎年 10 例前後の新生児入室があり，疾患要因は多岐に渡る．平均の Pediatric Index of Mortality 2（PIM2）は 5.9（全入室
例平均 4.1）と，NICU 未入室の新生児でも重症化のリスクは高く，中でも重症例（心筋炎・脳炎など）はウイルス感染が中心であっ
た．速やかな搬送・適切な治療介入が救命の鍵となり，発熱や not doing well を契機に集中治療を要した例が散見された．

CP37-3

当院 PICU における小児重症管理の現状と課題

東京慈恵会医科大学附属病院

小児科

山岡 正慶、森 琢磨、伊藤 怜司、飯島 正紀、平野 大志、井田 博幸
【緒言】近年の目覚しい医療の発展に伴い、専門性の高い小児高次医療を実現するための PICU の重要性が注目されている。東京
慈恵会医科大学附属病院は 1075 床の大学病院で、2001 年に総合母子健康医療センターが設立され、2002 年より PICU が 2 床から運
用開始となり、2006 年より 4 床に増床し現在に至っている。【目的】当院 PICU に入室となった患者背景を明らかにし、現在の問
題点や今後の課題を検討する。【方法】2009 年 1 月 1 日から 2015 年 8 月 31 日までに当院 PICU に入室した症例を対象に、診療録と
患者台帳から後方視的に検討した。【結果】計 703 例の入室があり、年間平均は 105.8（± 11.1）例であった。疾患別の内訳では、
循環器系が 495 例（70.1%）と最多で、外科系が 78 例（11.0%）
、脳外科系が 40 例（5.7%）
、その他が 93 例（13.2%）であった。緊急
入室は 257 例（36.6%）で、そのうち院外からの搬送は 71 例（10.1%）
、予定入室は 446 例（63.6%）でそのうち術後管理症例は 381
例（54.2%）であった。搬送となった症例の多くは慈恵医大の関連病院からで、都内だけでなく、埼玉県や千葉県など県外からの
搬送例が多かった。東京西部や神奈川県の関連病院からの紹介例は少なく、これは近隣に小児病院があるためと考えられた。【考
察】当院の PICU は 4 床という限られた病床数とマンパワーの中、年間約 100 例の小児の重症管理を行っていた。対象は関連病院
からの先天性心疾患や外科疾患と院内急変例が大多数を占め、外因系疾患を含めた救急外来からの 3 次症例の入室はほとんど見ら
れなかった。今後、PICU の増床や専従医の設置に伴って、さらに地域の小児救急体制に根ざした受け入れ態勢の整備を進める必
要がある。また、紹介元施設での初期対応や搬送において、若手レジデントや看護師に対する教育の充実が急務であり、重症小児
の生命予後や長期 QOL の改善のため、初療から搬送、患者集約システムの質の向上の必要性が示唆された。
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CP37-4

PICU での時間外入室が患者予後に及ぼす影響の検討

兵庫県立こども病院

救急集中治療科

福原 信一、石田 悠介、楠元 真由美、梶原 伸介、山口 善道、竹田 洋樹、上谷 良行
【背景】ICU での患者予後に影響を与える因子については、これまで様々な観点から検討がなされている。ICU における入室時間
帯の違いが患者予後に及ぼす影響については、海外から、在室日数、死亡率などをアウトカムとしての報告が見られる。小児につ
いても海外の PICU から、入室時間帯と患者予後の関係についての報告がなされている。今回我々は、自施設 PICU での入室時間
帯の違いが、患者予後に与える影響について検討した。
【方法】対象：2014 年 4 月から 2015 年 3 月までの 12 カ月の期間に、当院 PICU を退室した 15 歳以下の小児患者とした。17:30 から翌
日 08:30 までに入室した時間外入室の患者を＜時間外群＞とし、それ以外の時間帯に入室した患者群を＜時間内群＞として 2 群に
分類した。時間内群には、休日・祝日の日勤帯入室患者を含めた。PICU での医療従事者の配置は、時間内は医師 4 名以上と日勤
看護師、時間外は医師 2 名と夜勤看護師。院内登録データから患者データを抽出した。患者予後の指標を在室日数・死亡率とし、
両群での差を後方視的に検討した。
【結果】対象患者は 309 名。時間外群 158 名、時間内群 151 名。時間外群 vs 時間内群において、性別・月齢・基礎疾患の有無・
PIM2 に有意差は見られなかった。入室契機、予定入院、入室経路、搬送距離に有意差を認めた。在室日数は、時間外群 vs 時間内
群で中央値 2（1-4）日 vs 3（1-6）日（p ＜ 0.01）、死亡率は 3/158 vs 7/151（p ＜ 0.01）であった。
【結論】今回の検討では、入室時間帯が時間外入室の患者群において、在室日数が短期間となり、死亡率が低値となる結果であった。
時間外入室が小児患者の予後に及ぼす影響を明らかにするためには更なる検討が必要である。

CP37-5

当院における小児集中治療室長期在室者の傾向

京都府立医科大学付属病院

1）

集中治療部、2）京都府立医科大学麻酔科学教室

徳平 夏子 1）、田畑 雄一 1）、井上 美帆 1）、三井 誠司 1）、木下 真央 2）、成宮 博理 1）、黄瀬 ひろみ 1）、木村 彰夫 1）、佐和 貞治 2）、
橋本 悟 1）
集中治療室では、侵襲の大きい術後や重篤な疾患などの、重点的な急性期管理を行なうために、人員と物品の配置が行なわれてい
る。しかし、これらの環境を整えて適切な急性期管理を行なったなかには、急性期を越えて病態が平衡状態になった時点でも重症
管理が必要な場合を経験する。特に小児では、心奇形に代表される複雑先天性疾患などの重篤な病態、小さいが故に一期的な根治
術が選択出来ない場合、また成人に比べた場合に予備力の少なさなどから、重症病態での管理が短期に限られないことが予想され
る。今回、当院小児集中治療室における、長期在室の現状を調査した。対象は、2009 年から 2014 年の 6 年間に京都府立医科大学
小児集中治療室に入室した症例のうち、29 日以上滞在した症例を対象とした。この期間に入室した症例は 1217 例。このうち 29 日
以上滞在した症例 64 例、平均在室日数は 89 日、新生児 15 例、乳児 32 例、小児 15 例であった。入室区分では緊急入室 31 例、女児
30 例、循環器疾患 50 例であった。また 46 例が 2 回以上の小児集中治療室入室歴があった。今回、4 週間を越えて小児集中治療室在
室が必要であった小児症例を検討した。長期在室者の割合は 5％であり、決して少ない数とは言えない。先天性疾患に関して特に
重症例が集約されていることは大きな要因と考えられる。一方で、在室期間の長さと 12ヶ月未満が 76% を占めることをあわせると、
全身状態の安定化という大命題に加えて、長期在室者における成長発達に関する十分な配慮が改めて検討すべき事項であると考え
られた。また今回の検討では 74％が集中治療室に複数回入室することから、今日 high intensity ICU が重要視される中でも、急性
期重症管理に専門性を強く持つ集中治療医の intensity は、長期在室例において変化することが考えられ、関係部署との連携の重
要性が改めて示された。

CP37-6

小児集中治療室における臨床研究への同意取得に関連する要因の分析

京都府立医科大学附属病院集中治療部、2）京都府立医科大学附属病院麻酔科、3）京都府立医科大学附属病院小児外科、
京都府立医科大学附属病院小児循環器科、5）京都府立医科大学附属病院小児心臓血管外科

1）
4）

井上 美帆 1）、加藤 祐子 2）、石井 祥代 2）、徳平 夏子 1）、田畑 雄一 1）、古川 泰三 3）、糸井 利幸 4）、山岸 正明 5）、佐和 貞治 2）、
橋本 悟 1）
【目的】臨床研究を計画する際は、同意取得を試みる患者・家族数や研究期間を推定する必要があるが、これまで臨床研究の同意
取得率の報告が少ないため、計画をするのが困難なことがある。本研究では小児集中治療室（PICU）における臨床研究の同意取
得率や同意に関連する患者・家族要因を明らかにする。
【方法】2015 年 2 月から 7 月に PICU への 3 日以上の入室が予想される小児
を対象にした血管カテーテルからの採血を伴う観察研究のために、両親からの同意取得を試みた。両親の精神的なストレスが大き
い場合は対象から除外した。予定入室症例は麻酔科術前外来や病棟にて、緊急入室症例は PICU にて麻酔科または集中治療部の医
師が研究についての説明をおこなった。【結果】120 入室・102 人のうち、患者が研究の組み入れ基準を満たし、家族に同意取得の
ための説明を行った 63 人を解析の対象とした。89%（56/63）が小児心臓血管外科の予定入室患者であった。全体の 89%（56/63）
の家族より同意を得た。月齢（中央値［IQR］）は同意群で 11.2［4.1-21.1］ヵ月、非同意群で 27.6［14.6-39.5］ヵ月と非同意群で高かっ
た（p=0.03）
。性別、PICU 入室前の入院日数、診療科（小児心臓血管外科 / その他の診療科）
、予定・緊急入室は同意・不同意に
関連がなかった（p ＞ 0.05）。説明の場に父親が同席したのは同意群で 46%（26/56）、非同意群で 86%（6/7）と非同意群で多い傾
向があった（p=0.10）
。【結論】小児集中治療室における血管カテーテルからの採血を伴う観察研究では、約 9 割の家族から同意を
取得することができた。同意取得率に影響を及ぼす患者・家族要因についての情報は、臨床研究の計画を行う上で有用と考えられ
る。
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ポスターCP 38

CP38-1

心臓・循環・体液管理④

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

僧房弁形成術後タコつぼ型心筋症の 1 例

静岡市立静岡病院

心臓血管外科

中井 真尚
たこつぼ型心筋症はまれな病態であるがストレスがかかる状態では発症しうる。今回僧房弁形成術直後に生じたたこつぼ型心筋症
を経験したため提示する。【症例】72 歳女性。14 年前から後尖逸脱にともなう僧房弁逆流症を指摘されていた。今年に入り心不全
生じたため手術目的にて紹介された。術前 CAG では有意狭窄を認めず EF58%、ER3 度であった。US 上 Dd/Ds=58/33。であった。
手術は胸骨正中切開、人工心肺心停止下に施行。Full maze 施行後僧房弁形成。P2 に穿孔を認め感染性心内膜炎治癒後と考えられ
た。穿孔部の縫合閉鎖、人工腱索、人工弁輪（CG future band28mm）にて形成施行した。左心耳は縫合閉鎖した。心停止時間 76
分、手術 233 分。術後洞調律となった。帰室後は強心剤を比較的多めに必要とした。当日より ECG にて広範な T 波の陰転を認め
ていたが CK MB は最大 101 とさほど上昇を認めていなかった。翌日心室細動を生じ DC 施行した。その後の US にて心基部のみ
かろうじて動いているだけの壁収縮能の低下を認めた。たこつぼ型心筋症を疑い緊急 CAG 施行。冠動脈は流速低下認めるも有意
狭窄はなく、LVG にてたこつぼ心筋症と診断した。EF は 23% まで低下していた。MR は認めなかった。IABP 挿入した。ICU 帰
室後乏尿に対して CHD 開始した。その後強心剤は積極的に減量した。第 3 病日 CHD 離脱、第 5 病日 IABP 離脱した。第 25 病日に
軽快退院となった。退院時 US 上壁運動は Dd/Ds=50/36、EF59％に改善したが ECG 上の T 波陰転は残存した。【考察】たこつぼ
型心筋症はまれに開心術後にも報告されている。ストレスのほか、強心剤の使用も誘因とされている。本症例では術後早期から
ECG 上広範な T 波の陰転を示していたがその時点では診断に至らなかった。IABP 挿入、CHD 使用を余儀なくされたが次第に改
善し回復することができた。

CP38-2

A 型急性大動脈解離の周術期に重症冠攣縮を繰り返し治療に難渋した 1 例

三菱京都病院

心臓内科

加藤 雅史、北條 瞬、櫛山 晃央、金田 和久、溝口 哲、三木 真司、吉田 章
症例は 73 歳男性。胸痛にて近医より急性冠症候群疑いで当院紹介、ECG 上 V4-6 で ST 低下、UCG にて後下壁の壁運動低下および
心嚢水貯留を認めた。CT にて上行大動脈基部から大腿動脈におよぶ、偽腔開存型の A 型大動脈解離を認めたため、同日緊急手術
を施行した。人工心肺下に上行大動脈人工血管置換術（J Graft Shield NEO 22mm）を施行したが、術中 ECG モニターにて下壁誘
導での ST 上昇を繰り返し、その都度血行動態が不安定となりポンプからの離脱に難渋した。最終的に右冠動脈（#4PD）に静脈
グラフトバイパスを追加してからポンプ離脱、手術終了とした。術後 5 日目に、リハビリ、排便を契機に ECG にて V1-6 の ST 低下
あり、その後完全房室ブロックから心肺停止をきたした。心肺蘇生処置後に、緊急冠動脈造影を施行、左回旋枝 #13 99%、左前下
行枝 #7 90% 狭窄を認めたが、ニトログリセリン投与にて狭窄は解除され、重症冠攣縮による心筋虚血からの心肺停止と診断した。
以後多剤（硝酸薬、Ca 拮抗薬、ニコランジル、スタチン、ビタミン E 製剤）を併用して冠攣縮のコントロールを試みたが、しば
らくは冠攣縮発作を頻回に繰り返し治療に難渋した。最終的にジルチアゼムが著効し、同薬を漸増後は発作なく経過し、術後 40
日目に軽快退院となった。冠攣縮は様々な要因にて誘発され、多剤耐性のものは治療に難渋することがある。今回我々は、急性大
動脈解離の周術期に、心肺蘇生を要するような猛烈な冠攣縮を繰り返し、治療に難渋した症例を経験したので報告する。

CP38-3

下腹部痛を主訴に来院し、急性心筋梗塞による左室自由壁破裂を診断し救命し得た一例

東邦大学医療センター大森病院

1）

内科分野循環器内科学講座、2）東邦大学医療センター大森病院

小泉 雅之 、豊田 幸樹年 、一林 亮 、坪田 貴也 、横室 浩樹 、本多 満 、吉原 克則
1）

2）

2）

2）

2）

2）

総合診療・救急医学講座

2）

【症例】75 歳 女性。下腹部痛を主訴に救急要請。救急隊到着時、意識レベル低下（JCS-10）
・ショックを認め、当院救命救急センター
へ搬送となった。来院後、急速補液でショックから離脱し、意識レベルは改善した。ショックの原因検索にエコー検査を施行した
ところ、腹水は認めず、一方で前壁中隔の壁運動低下と少量の心嚢液貯留を認めた。心電図では I・aVL・V1-6 誘導の ST 上昇、
採血では心筋逸脱酵素の上昇を認め、急性心筋梗塞（AMI）に伴う心原性ショックと診断した。緊急心臓カテーテル検査（CAG）
の準備を進めながら再度心エコーを施行したところ、来院直後と比較して心嚢液の増加を認めたため、精査目的で造影 CT を施行
した。大動脈解離の所見は認めず、全周性の心嚢液貯留を認め、心破裂を疑った。CAG では左冠動脈前下行枝 #7 の完全閉塞を認
めた。CAG 中にも心エコーを施行し、さらなる心嚢液の増加が確認され、AMI による左室自由壁破裂（LVFWR）と診断した。
外科的手術の適応であり、大動脈内バルーンパンピング術を施行、鎮静下に挿管・人工呼吸器管理とし、緊急手術を施行した。胸
骨正中切開し、心膜切開にて血性心嚢液が多量に噴出し、循環動態の改善を認めた。左室前壁から心尖部にかけて oozing 型
LVFWR の所見を認め、Sutureless 法による止血術を施行し術終了とした。術中所見から心原性ショックに加え、閉塞性ショック
も明らかとなった。術後、梗塞部位は瘤化し、低左心機能となったが、循環動態は維持し、急性期を離脱した。
【考察】心窩部痛
を主訴とする急性心筋梗塞は多数あるが、下腹部痛を主訴とする急性心筋梗塞は稀であり、診断のピットフォールとなりうる。本
症例では主訴にとらわれず、スクリーニングのエコー検査で早期に診断できた。また、経時的に心エコーを施行することで心嚢穿
刺を施行することなく、心破裂を診断し、早期に緊急手術を施行することで救命し得た一例をであったため報告する。
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CP38-4

冠動脈形成術を要した造影剤による Kounis 症候群 2 型の 1 例

神戸市立医療センター中央市民病院

救命救急センター

須賀 将文、井上 彰、松岡 由典、水 大介、有吉 孝一
【背景】Kounis 症候群は肥満細胞の活性化によるアレルギー反応と急性冠症候群が同時に発生すると定義されており、近年認知さ
れつつある。今回我々は造影剤による Kounis 症候群の 1 症例を経験したので文献的考察を交えて報告する。【症例】症例は 66 歳男
性。既往歴は右椎骨脳底動脈解離、くも膜下出血、高血圧など。心筋梗塞に対しステント留置、その後ステント内再狭窄あり再度
ステント留置施行している。椎骨動脈解離治療後のフォローアップ目的の頭部血管 CT 施行後に意識レベル低下・血圧低下・全身
の膨疹が出現しアナフィラキシーショックと判断され救急外来に搬送となる。アドレナリン 0.3mg 筋注にてアナフィラキシー症状
は改善したが、診療中に胸痛が出現、12 誘導心電図にて前胸部誘導の ST 上昇を認めたため STEMI と診断した。冠動脈造影の適
応と判断し、ステロイド投与下に冠動脈造影を施行したところ #6 のステント内血栓を認めた。アナフィラキシー症状の再燃なく
冠動脈形成術を施行し、術後経過は良好であり第 13 病日に退院とした。【考察】今回は冠動脈造影でステント内に血栓形成を認め
たことから Kounis 症候群 2 型といえる。治療についてはアナフィラキシーと急性冠症候群に対する治療を並行して行う必要があ
るが、造影剤による Kounis 症候群では治療に原因物質の造影剤を使用せざるを得ない状況となる。これまでの造影剤による
Kounis 症候群の報告では 1 型がほとんどであるが、2 型であり冠動脈形成術を要した報告も少数だが存在する。本症例でも冠動脈
形成術を要したため、造影剤による Kounis 症候群であっても冠動脈造影は施行すべきと考えられる。【結語】アナフィラキシー
ショックを診療する際には Kounis 症候群を念頭におく必要がある。また、造影剤による Kounis 症候群でもアナフィラキシー対策
をしたうえで冠動脈造影を行うべきである。

CP38-5

外科的治療に先行する心嚢穿刺の適応判断に苦慮した心タンポナーデの 3 例

日本医科大学

1）

心臓血管集中治療科、2）日本医科大学

心臓血管外科

鈴木 啓士 、山本 剛 、圷 宏一 、林 洋史 、古瀬 領人 、黄 俊憲 1）、三軒 豪仁 1）、細川 雄亮 1）、宮城 泰雄 2）、石井 庸介 2）
1）

1）

1）

1）

1）

A 型大動脈解離や心筋梗塞後左室自由壁破裂による心タンポナーデでは、経皮的心嚢穿刺により出血が増悪する可能性があり、外
科的治療が考慮される。しかし、血行動態によって経皮的心嚢穿刺を先行させるか迷うことも少なくない。CCU で経験した心タ
ンポナーデ 3 例の初期対応について検討し報告する。症例 1）77 歳 / 男性、亜急性側壁梗塞後心破裂：胸部不快感を主訴に救急要
請し、来院時、血圧低下、心エコーにて心嚢液貯留を認め、心嚢穿刺も検討したが、輸液、昇圧薬にて血行動態が維持できたため、
心嚢穿刺を行わず冠動脈造影を施行したところ、右冠動脈の閉塞および左回旋枝の狭窄を認めた。経過から心筋梗塞後心破裂と診
断し、IABP 挿入後に緊急手術を施行し、良好な転帰を得た。2）59 歳 / 男性、亜急性前壁梗塞：5 日前より胸痛を自覚し、来院時
の心電図にて前胸部誘導の ST 上昇を認め、緊急冠動脈造影を施行したところ、左前下行枝に狭窄を認め、亜急性心筋梗塞と診断
し PCI を施行した。しかし PCI から 5 時間後に血圧が低下し、心エコーでは入院時には認めなかった心嚢液の貯留を認めたため冠
動脈造影を再度施行し、血管穿孔がないことを確認し、心破裂と診断した。血圧の低下が輸液負荷で改善しないため、心嚢穿刺を
施行したところ血行動態は安定、その後に緊急手術を施行し良好な転帰を得た。3）84 歳 / 女性、心嚢液を伴う血栓閉塞 A 型急性
大動脈解離。意識障害で救急搬送され、造影 CT にて大動脈解離の診断。高齢のため保存的治療となっていたが、心嚢液の増加と
ともに進行性に血圧が低下したため、心嚢穿刺を施行し、緩徐に排液をしたところ血行動態が安定し、その後は保存加療の継続の
みで良好な転帰を得た。外科的治療前に行う心嚢穿刺の是非は手術までの時間、穿刺・排液に伴う出血の悪化を勘案し適応を決め
ることが重要と考えられた。

CP38-6

心不全を繰り返すと機能は徐々に低下する

日本医科大学武蔵小杉病院、2）日本医科大学付属病院循環器内科

1）

石原 嗣郎 1）、高木 宏治 1）、曽根 教子 1）、徳山 榮男 1）、菊池 有史 1）、石川 昌弘 1）、佐藤 直樹 1）、清水 渉 2）
始めに急性心不全は悪性新生物と同様、予後の悪い疾患である。特に、急性増悪を繰り返す心不全は経過とともに心機能は低下す
ると考えられており、最終的には死に至る予後の悪い病態である。しかし、急性増悪を繰り返す心不全が実際に予後規定因子と言
われるパラメータの悪化を認めるかどうかは不明である。方法我々は当院に平成 13 年度から 14 年に急性心不全の診断で入院した
患者 200 名を抽出した。うち、2 度入院した 37 人、3 度入院した 15 人を対象に解析を行った。結果平均年齢○歳、男性 54%。初回
入院時・2 度目の入院時・3 度目の入院時のそれぞれの収縮期血圧は 153mmHg、133mmHg、129mmHg と有意に低下した（p=0.03）。
また、脈拍に関しては低下傾向を認めた（93/ 分、86/ 分、77/ 分、p=0.07）。また、採血データの BUN およびクレアチニンは徐々
に 上 昇（1.24mg/dl、1.38mg/dl、1.62mg/dl お よ び 27.4mg/dl、30.7mg/dl、40.9mg/dl。 そ れ ぞ れ p=0.18、p=0.006）
。NT-proBNP
に関しては有意な変化は認められなかった。内服薬に関しては、レニン・アンジオテンシン系阻害剤（43.2%、75.7%、81.3%）、β
遮断薬（35.1%, 56.8%, 62.5%）、利尿薬（56.8%, 81.1%, 100%）
、アルドステロン阻害薬（16.2%, 43.2%, 81.3%）
、それぞれ有意に処方
率は上昇した。まとめガイドラインで推奨されている加療が行われているにも関わらず、強力な予後規定因子である入院時の収縮
期血圧は徐々に低下。腎機能は徐々に悪化していった。内服薬の強化とそれぞれのパラメータの変化に対する詳細な因果関係は不
明である。しかし、繰り返す心不全は心機能のみならず多臓器も含めた機能障害を呈することが示唆された。
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ポスターCP 39

CP39-1

心肺蘇生・蘇生後 ICU 管理①

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

胸部大動脈ステントグラフト内挿術中のアナフィラキシーによる心停止に対し PCPS が有用であった一例

KKR 札幌医療センター

麻酔集中治療科

渡部 亮、吉田 知由、伊藤 伸大、山根 真央
（症例）76 歳男性。B 型大動脈解離に対し降圧安静療法を施行され退院。その後外来通院していたが解離腔の拡大を認めたため、
胸部大動脈ステントグラフト内挿術（thoracic endovascular aortic repair,TEVAR）が予定された。
（既往）高血圧
（経過）全身麻酔、気管挿管で TEVAR を開始した。右大腿動脈からシースを挿入し造影剤としてイオキシランを用いて大動脈の
血管造影を施行。その直後に気道内圧上昇、血圧低下、徐脈を認め心停止に至り、イオキシランによるアナフィラキシーと考えら
れた。直ちに胸骨圧迫を開始しエピネフリン、アトロピン静注を行ったが自己心拍は再開せず、右大腿動静脈から経皮的心肺補助
装置（percutaneous cardiopulmonary support , PCPS）を導入する事とした。TEVAR のため大腿動脈が確保され X 線透視装置が
用いられており、PCPS 用送脱血管を迅速に留置可能であった。胸骨圧迫開始 14 分後に PCPS を確立。PCPS 開始後、心電図波形
が心室細動となったため電気的除細動を 3 回施行、PCPS 開始 8 分後に自己心拍が再開した。手術は中止し気管挿管のまま ICU に
入室、同日 PCPS を離脱し翌日に抜管した。神経学的後遺症は認めなかった。
（結語）TEVAR 術中のアナフィラキシーによる心停止に対し PCPS が有用であった症例を経験した。アナフィラキシーによる心
停止に PCPS を導入し救命した報告は少ないため、文献的考察を加え報告したい。

CP39-2

ドクターヘリが要請された CPA 症例の検討

手稲渓仁会病院

救命救急センター

奈良 理、森 幸野、大城 あき子、葛西 陽子
【はじめに】心肺停止（CPA）症例に対するドクターヘリの関与は各施設様々である。今回我々は、道央ドクターヘリが要請され
た心肺停止（CPA）症例の予後に与える影響を検討した。【対象と方法】2005 年 4 月から 2011 年 3 月までにドクターヘリが要請さ
れ CPA 症例は 325 例で現場死亡確認や要請地域の医療機関に搬送された 132 例を除く、3 次医療施設に搬送された 193 例を対象と
した。退院時の転帰で予後良好群（GOS1-2）と予後不良群（GOS3-5）の 2 群に分け、予後に与える因子を検討した。【結果】予後
良好群 17 例、予後不良 176 例で、両群間で年齢、性別に有意差は認められなかった。予後良好群の平均距離は 30km（最長 64km）
であった。予後良好因子は発症目撃あり、バイスタンダーCPR あり、ドクターヘリ合流前の自己心拍再開あり、初期波形がショッ
ク可能波形であった。搬送後に PCPS を用いて蘇生を行った 10 例中 3 例、低体温療法を行った 23 例中 10 例が予後良好であった。
【考
察】ドクターヘリが要請された CPA 症例の予後良好例は一般的な予後良好例と同様であったと考えられた。しかし、ドクターヘ
リの関与がなければ、早期の医療介入や高次医療機関へ搬送に時間要することから、蘇生後の根本治療や後療法を考慮した場合に
ドクターヘリが有効な症例を示唆できたと考える。

CP39-3

E-CPR における乳酸クリアランスの予後指標としての研究

済生会横浜市東部病院

救命救急センター

中道 嘉、折田 智彦、佐藤 智洋、吉田 浩輔、明石 卓、倉田 早織、山崎 元靖、北野 光秀
【背景・目的】近年、院外心停止症例に対しての治療指標として乳酸クリアランスを用いるようになってきているが、E-CPR につ
いての指標および明確な目標値の報告は少ない。今回、我々は心原性の院外心停止例に対し E-CPR 導入後の治療指標として乳酸
クリアランスの有用性を検討した。【対象・方法】E-CPR を導入した心原性の院外心肺停止患者連続 40 症例（E-CPR 導入による急
性期致死的合併症例、疾患による機械的合併症（心破裂など）等は除外）を対象とした。40 症例を生存群 19 例と死亡群 21 例に分け、
来院時の乳酸値、6 時間後の乳酸クリアランスを比較検討した。また、6 時間後における乳酸クリアランス値の最適カットオフ値
を算出した。
【結果】来院時の乳酸値は生存群 124.84 ± 45.52MG/dl・死亡群 108.74 ± 44.96MG/dl（P=0.27）と有意差はなかったが、
来院後 6 時間後の乳酸クリアランス値は生存群にて優位に高い（P=0.0044）結果となった。さらに ROC 曲線より 6 時間後乳酸クリ
アランスにおける最適カットオフ値を算出したところ 35％（感度 0.71・特異度 0.79）となった。
【考察・結語】来院後 6 時間での乳
酸クリアランスは生存群にて優位に高く、最適カットオフ値は 35％であった。心原性院外心肺停止患者に対して E-CPR 導入症例
では 6 時間後乳酸クリアランス値 35％を治療指標として利用できる可能性がある。
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CP39-4

脳低温療法施行症例における心肺停止後症候群脳モニタリング値の検討

山梨県立中央病院

1）

救命救急センター、2）日本医科大学付属病院

高度救命救急センター

松本 学 、岩瀬 史明 、井上 潤一 、小林 辰輔 、宮崎 善史 、河野 洋介 1）、加藤 頼子 1）、池田 督司 1）、木下 大輔 1）、
横田 裕行 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】rSO2 と BIS は非侵襲的脳モニタリングとして広く使用されている。心肺停止患者において、両者は神経学的予後を予測す
るマーカーとしての知見が集約されつつある。しかし、集中治療中の評価については未だ確立しているとは言い難い。
【目的】心
肺停止後症候群（PCAS）に対する脳低温療法中の rSO2 及び BIS の推移を明らかにする【方法】PCAS に対する脳低温療法施行症
例について、rSO2 及び BIS を同時に、蘇生後より 72 時間モニタリングした。治療中各パラメーターの推移を、転帰良好群（GO 群）
と非良好群（PO 群）に分け検討を行った。尚、脳低温療法は 24 時間 34.0℃維持、48 時間で 36℃への復温を行い、治療中は
Midazolam による鎮静と Vecronium による筋弛緩を施行している。
【結果】14 症例が検討対象となった。GO 群 7 例 /PO 群 7 例で
あり、両群の背景に有意な差異は認めていない。rSO2 は脳低温療法中のいずれの時期も GO 群と PO 群で有意な差は認めず、72 時
間のモニタリングにおいて大きな変動を認めなかった。BIS については、蘇生直後より GO 群にて高値を呈していたが、3 時間以
降で有意となった。BIS は蘇生後 12～24 時間で両群とも徐々に上昇していたが、それ以降も GO 群と PO 群の差は有意であった。
【考
察】当施設における検討において、集中治療中の BIS は神経学的予後を予測するマーカーとして有用であった。また蘇生後 12～24
時間で脳活動性が上昇してくる現象が観察され、今後脳低温療法の維持期間及び復温期間の妥当性を検討する上での応用を期待し
ている。rSO2 は本研究では転帰に影響を及ぼさなかったが、脳循環という観点からは全身管理の適切性の指標として更なる検討
を継続していく必要があると考えている。

CP39-5

院外心停止蘇生後の冠動脈病変と Troponin I の関係性の検討

帝京大学医学部附属病院

1）

嶽間澤 昌泰

救命救急センター、2）横浜市立大学

、藤田 尚 、佐々木 勝教

1,2）

1）

医学部

救急医学教室

、岩元 祐太 、加納 誠也 、金子 一郎 1）、安心院 康彦 1）、森村 尚登 1,2）、坂本 哲也 1）

1,2）

1）

1）

【研究の背景】急性心筋梗塞の診断に Troponin I 濃度が有用であるとの報告があるが、院外心停止後に蘇生された症例における報
告は本邦ではない。
【目的】Troponin I 濃度が院外心停止後に蘇生された症例に対して冠動脈病変の診断に有用か調査すること。
【方
法】遡及的診療録調査。【対象】2013 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日の期間に、帝京大学医学部附属病院救命救急センターに搬送
された CPA 症例（998 症例中）で自己心拍再開後、心臓カテーテル検査を施行した 62 例。
【結果】62 例中 Troponin I の血中濃度が
0.04ng/ml 以上であったものが 56 例であった。56 例中心臓カテーテル検査で冠動脈病変があったものは 38 例であった。感度 91%
（38/42）
、特異度 10%（2/20）、陽性的中率 65%（38/56）、陰性的中率 33%（2/6）であった。【まとめ】院外心停止後に蘇生された
症例において、Troponin I 濃度と冠動脈病変に関係は認めなかった。Troponin I 濃度を根拠にした心臓カテーテル検査の適応判断
は妥当でないと考える。

CP39-6

院外心肺停止例における冠動脈疾患と生存退院の関連性

国立病院機構東京医療センター

1）

循環器内科、2）国立病院機構東京医療センター

樅山 幸彦 、福田 正 、三浦 光太郎 、山田 亘 、布施 淳 、菊野 隆明
1）

1）

1）

1）

1）

救急科

2）

院外心肺停止例の研究は多施設 Registry が多いが、本研究は年間約 300 例の心肺停止例が搬送される当院で院外心肺停止例におけ
る冠動脈疾患と生存退院の関連を検討。【方法】2010 年 1 月～2013 年 12 月に当院救命センターに搬送された院外心肺停止 949 例を
対象に既往歴、心肺停止の原因疾患、臨床的特徴と搬送後の経過を調査。事故自殺例と蘇生を行わなかった例は除外。
【成績】949
例中心拍再開例は 375 例（40％）、うち生存退院は 46 例（5％）であった。生存退院 46 例、心拍再開後死亡 329 例、心拍再開（－）
574 例の 3 群に分けて検討すると、生存退院例は心拍再開後死亡例と心拍再開（－）例に比し年齢が若く（61 ± 18 vs 75 ± 15, 76
± 16 歳）、VF が高率（59％ vs 19％, 8％）、Bystander CPR も高率（70％ vs 23％, 11％）であった（p ＜ 0.001）
。心血管疾患の既
往歴については冠動脈疾患は生存退院例 15％、心拍再開後死亡例 10％、心拍再開（－）例 8％で 3 群間で有意差なく、心筋症（2％,
3％, 1％）、大動脈疾患（7％, 3％, 5％）、脳血管疾患（7％, 14％, 15％）にも有意差なし。心肺停止の原因疾患については生存退院
例 15％、心拍再開後死亡例 36％に対し心拍再開（－）例の 83％は原因不明とされた（p ＜ 0.01）。生存退院例は心拍再開後死亡例
に比し急性冠症候群（41％ vs 10％）と特発性 VF（22％ vs 9％）が高率（p ＜ 0.025）、緊急 PCI は心拍再開後死亡例 4％に対し生
存退院例 35％で施行されたが（p ＜ 0.001）、PCPS 施行に差はなし（9％ vs 8％）
。心不全（2％ vs 3％）
、大動脈疾患（4％ vs 5％）、
脳血管疾患（2％ vs 7％）は生存退院例と心拍再開後死亡例で頻度に有意差なし。心拍再開 375 例で多変量解析を行うと年齢、
VF、Bystander CPR と緊急 PCI 施行が生存退院に関連する有意な独立因子であった。
【結論】当院に搬送された院外心肺停止例に
て生存退院例は冠動脈疾患の既往に差がないが急性冠症候群が高率で急性冠症候群の早期診断と加療が生存退院率の向上につなが
ると考えられた。
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ポスターCP 40

CP40-1

早期離床・リハビリテーション②

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

地域中核病院おける ICU リハビリテーションチームの取り組み～早期リハビリテーション介入を目指して～

杉田玄白記念公立小浜病院
杉田玄白記念公立小浜病院

1）

3）

リハビリテーション科、2）杉田玄白記念公立小浜病院
看護部

救命救急センター、

松井 文昭 1）、平田 伸介 1）、西本 直紀 1）、澤田 真男 1）、坂本 将悟 1）、原田 美穂 1）、東 裕之 2）、前田 裕和 2）、宮腰 由美子 3）、
秋山 由佳 3）
【目的】当院は地域密着型・地域完結型の医療を目指した一般，療養，精神の病棟を有する 456 床の地域中核病院である．以前は
ICU からリハビリを開始する症例は少なく，ICU から積極的なリハビリが行われていなかった．そこで 2015 年 6 月より ICU リハビ
リテーションチーム（リハチーム）を発足し，ADL 改善や早期自宅退院を目的に早期リハビリテーション（早期リハ）を実践し
ている．今回，その取り組みとともに今後の課題について報告する．
【活動内容】ICU 病床は 8 床で初期救急から 3 次救急まで受け
入れている（open ICU）．リハチームは Dr 以外に Ns13 名，PT2 名，OT2 名，ST1 名で構成されており，リハスタッフは ICU，一
般病棟、外来リハを兼務している．リハチーム発足後，2ヶ月間の活動内容は（1）医局会での説明，
（2）毎朝のラウンド実施，
（3）
リハ介入，
（4）月 2 回の委員会開催であった．（1）ではリハ処方とリハ介入時の同伴協力を，（2）では患者の全身状態やリハ内容
の申し送りを，（3）ではリハ処方日より多職種共同でリハ介入（休日の場合は休日明けより実施）を，
（4）では業務改善の意見交
換を行った．
【活動実績】リハチーム発足後 2ヶ月間と 1 年前の同時期の活動実績の月平均値（発足前・発足後）は ICU 入室者全体：
47.5 例・54.5 例，ICU 在室日数：3.7 日・3.4 日，平均年齢：71.9 歳・72.9 歳，リハ処方数：9 例（18.9%）
・29.5 例（54.1%）
，ICU 入
室からリハ処方までの日数：2.3 日・1.6 日であった．
【考察】チーム医療において最も重要なことは顔のみえる関係づくりと考える．
リハチーム発足後，コミュニケーションをとる機会が飛躍的に増え，顔の見える関係を構築できたことが早期リハ推進につながっ
たと考える．今後の課題として限られたマンパワーの中での効果的なリハの実践や一般病棟との連携強化などが考えられた．

CP40-2

救命救急センターで実践する早期離床マネジメントの現状

日本大学医学部附属板橋病院

リハビリテーション科

守屋 正道
当院救命救急センターは，東京消防庁により選定された年間 2000 症例以上の 3 次救急患者を中心に救命救急医療・集中治療を行っ
ている．当センターは，医師・看護師・理学療法士・薬剤師・臨床工学技士・管理栄養士が毎朝回診を行い，治療方針を決定して
いる．緊急度ならびに重症度の高い集中治療領域においても早期リハビリテーションの必要性は高い．その中でも『早期離床』は，
退院時の ADL および QOL を改善，ICU 在室日数を減少，せん妄の期間を短縮し，人工呼吸器の装着期間を短縮することが報告さ
れている．当センターのポイントは，医師からの依頼・処方を待つだけなく，理学療法士や看護師がリハビリテーションを必要と
する潜在患者を把握し，回診時に離床の許可を上申し早急に介入することである．2015 年よりセンター専門の理学療法士が配置
され，多職種共同での早期離床マネジメントを開始した．その結果，脳卒中患者は入院日より，人工呼吸器装着患者や高齢者も同
様に早期より離床を推進することが可能となった．実際の臨床において段階的な離床は，適切な介助量を設定することで運動負荷
量のコントロールに繋がる．理学療法士が軸となり医師・看護師と十分なディスカッションを行い，単純に「起こす」ではなく，
離床を治療へと応用し展開することに努めている．多職種が相互理解のもとに連携して早期離床を推進するためのマネジメントに
ついて，効果と問題点を考察する．

CP40-3

当院における V-V ECMO 症例の理学療法実施状況

公立陶生病院
公立陶生病院

1）
4）

中央リハビリテーション部、2）公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科、3）公立陶生病院
集中治療部、5）筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院

臨床工学部、

平澤 純 1）、横山 俊樹 2）、小川 智也 1）、長江 優介 1）、小山 昌利 3）、川瀬 正樹 4）、長谷川 隆一 5）
【背景】集中治療領域ではモビライゼーションを含む理学療法の有効性が報告されている．近年，海外においては V-V ECMO 症例
においても理学療法の実施可能性や有効性に関して報告され，覚醒下での歩行練習なども行われている．しかし，本邦での V-V
ECMO における理学療法の報告は症例報告が散見される程度である．【目的】当院における V-V ECMO 症例の理学療法実施状況
やモビライゼーション中断，理学療法中止を要する理由を調査すること．
【対象および方法】対象は 2010 年 3 月から 2015 年 3 月ま
での間に当院にて V-V ECMO 管理された 10 例のうち，理学療法が行われた 8 例（ARDS 6 名，間質性肺炎 2 名）
．カルテより後方
視的に理学療法開始までの期間，実施内容，モビライゼーション中断・理学療法中止理由を調査した．
【結果】V-V ECMO 開始か
ら理学療法開始までの期間は 3.6 ± 2.1 日．理学療法実施内容は四肢筋トレーニングが 8 例，排痰介助が 3 例，完全側臥位が 2 例，
吸気筋トレーニングが 1 例，下肢電気刺激が 1 例施行し，モビライゼーション実施状況は Bed UP 30-50 度が 7 例，Tilt table 45-60
度が 3 例，立位が 2 例であった．V-V ECMO 管理中のモビライゼーションの実施を中断した症例は 4 例あり，中断理由は肺出血 1 例，
気管切開部出血 1 例，後腹膜下出血 1 例，回路内血栓 1 例，気胸 1 例（重複症例あり）であった．理学療法中止となった症例は 6 例
であり肺出血 1 例，気胸 1 例，全身状態悪化に伴うターミナルケアへの移行が 4 例であった．モビライゼーション実施中の出血な
どの合併症はなかった．【まとめ】V-V ECMO 症例のモビライゼーションは立位まで実施可能な症例もみられた．しかし，出血な
どの合併症を理由に中断を余儀なくされる症例もみられた．合併症と理学療法施行の因果関係は不明であるが，理学療法施行時に
は全身状態の変化の把握が重要となる．そのため多職種による協業と情報交換が極めて重要と考える．
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CP40-4

当院小児集中治療におけるリハビリテーションの現状～一年間の実態調査より～

松戸市立病院

1）

リハビリテーション科、2）松戸市立病院

宮川 研 、岡田 広 、三好 義隆
1）

2）

小児集中治療科

2）

【目的】小児急性期リハビリテーション（以下、リハビリ）の実施状況に関する報告は少ない。当院では 2014 年 4 月より小児集中
治療室（以下、PICU）4 床を開設した。PICU におけるリハビリの現状を調査し、今後の課題を検討することを目的とした。
【方法】
2014 年 4 月から 2015 年 3 月までに PICU に入室した 245 例を対象とし、理学療法（以下、PT）介入群と非介入群に分類した。それ
ぞれ月齢、在室日数、人工呼吸器装着の有無と日数、Pediatric Index of Mortality 2（以下、PIM2）を集計し、加えて PT 介入群
は疾患と療法内容を集計した。全て診療録より後方視的に集計し、統計処理を行った。【結果】対象 245 例中 PT 介入群は 62 例
（25.3％）で、非介入群は 183 例（74.7％）であった。平均月齢は PT 介入群で 62.7（中央値 26）、非介入群で 41.3（中央値 15）であり、
有意差がみられた（p ＝ 0.013）。平均在室日数は PT 介入群で 12.3 日（中央値 7）、非介入群で 4.05 日（中央値 2）であり、介入群で
有意に長かった（p ＜ 0.05）。人工呼吸器装着症例数は 245 例中 109 例で、PT 介入群で 50 例、非介入群で 59 例であり、介入群で有
意に多かった（p ＜ 0.05）。さらに平均人工呼吸器装着日数は PT 介入群で 12.5 日（中央値 6）
、非介入群で 4.81 日（中央値 3）であり、
介入群で有意に長かった（p ＜ 0.05）。PIM2 は PT 介入群で平均 7.35（中央値 2.45）、非介入群で 4.71（中央値 1）であり、介入群で
有意に高かった（p ＜ 0.05）。PT 介入群に関して、疾患は肺炎や無気肺などの呼吸器系が 60％、次いで心大血管が 15％、中枢神経
系が 13％で、療法内容に関しては関節可動域練習と呼吸ケアが 40％ずつ、次いで離床や家族指導であった。【考察】以上から在室
日数と人工呼吸器装着患者数と日数、PIM2 は PT 介入群で有意に高かった。これはより重症で長期化する症例に対してリハビリ
の必要性が高いと考えられる。また対象は呼吸器疾患が 60％を占め、呼吸リハビリの介入が求められている。

CP40-5

当院 ICU におけるせん妄合併患者の現状について－ ICU 入室患者に対する今後の作業療法介入を見据えて－

神戸市立医療センター中央市民病院

リハビリテーション技術部、2）神戸市立医療センター中央市民病院

1）

淺井 康紀 、坂本 裕規 、岩田 健太郎 、高場 章宏 、朱 祐珍 、瀬尾 龍太郎
1）

1）

1）

2）

2）

救急部

2）

【はじめに】ICU 入室中におけるせん妄の合併は，ICU 在室期間および入院期間の長期化や，ICU 退室後の認知機能の悪化をもた
らす．今回，当院 ICU におけるせん妄合併患者の実態を調査し，ICU 入室患者に対する作業療法（OT）の今後の介入の方向性に
ついて考察した．
【対象】当院 ICU に 2015 年 1 月から 6 月に入室した患者のうち，神経内科，脳外科患者，および院内死亡患者を
除いた 70 名を対象とした．
【方法】対象者をカルテ情報の DST（Delirium Screening Tool）にて後ろ向きにせん妄あり群（34 名），
なし群（36 名）に分けた．この 2 群間において年齢，在院日数，ICU 在室期間，認知症の有無，転帰先，入院時 FIM，退院時
FIM，および FIM 利得の違いについて検討した．統計学的手法として，各指標は，Kolmogorov-Smirnov 検定にて正規性が検定さ
れた．2 群間の比較にはχ 2 乗検定及び Fisher の直接法，t 検定，Mann-Whitney U 検定が用いられた．有意水準は 5% とした．【結
果】年齢（あり群 72.7 ± 13.1，なし群 61.0 ± 18.9 歳，P ＜ 0.01）
，ICU 在室期間（あり群 7.1 ± 6.6，なし群 3.2 ± 2.2 日，P ＜ 0.01），
および入院時 FIM（あり群 40.4 ± 18.3 ，なし群 54.8 ± 23.9 点，P ＜ 0.01）において，それぞれ有意差が認められた．また，認知症
の有無についてχ 2 検定を行った結果，χ 2=2.80, p=0.056 という結果が得られた．その他の項目では有意差は認められなかった．
【考察】今回の結果から，高齢で入院時の ADL 能力が低い患者はせん妄を合併しやすく，このせん妄の合併が ICU 在室期間延長の
一因である可能性が示唆された．また，既往歴に認知症のある患者もせん妄を合併する可能性が高いことが示唆された．そのため
今回の結果を踏まえ，当院 OT では今後，せん妄発症リスクの高い患者に対し，せん妄期間の短縮，認知機能および ADL 機能の
改善に焦点を当てた介入プロトコルを作成したい．

CP40-6

中頭病院の集中治療領域における作業療法士の現状と課題

中頭病院

1）

リハビリテーション部

作業療法部門、2）まつだクリニック、3）中頭病院

喜納 俊介 、宮平 宗勝 、芹田 晃道 、井村 久美子
1）

2）

3）

看護部

3）

【はじめに】集中治療領域における作業療法士（以下 OT）の活動実態や効果に関する報告は少ない
【目的】当院の集中治療領域における OT の実態調査から今後の課題を明らかにする
【方法】
期間 : 平成 24 年 4 月～平成 27 年 3 月
対象 :ICU/HCU 入室した患者
方法 : 期間中、ICU/HCU から介入した群と退室後の一般病棟から介入した
群で比較検討する．データベース及びカルテからの情報収集
除外対象 : 複数回の転床患者、90 日以上の長期入院、30 日以上の人工呼吸管
理、死亡退院
【結果】脳神経外科は早期介入できているが OT 対象の殆どを占める内科疾
患は介入が遅延している．早期介入は関わる回数と時間を増やことができ
早期離床に繋がっている．退院時 FIM に差はない（Table 1）
【考察】主対象である内科疾患への介入遅延は医師を含めた多職種と OT の
連携不足が要因と考える．脳血管疾患以外の疾患に対して OT が早期介入す
る為には多職種との連携強化や OT 役割 / 開始基準の明確化、OT 介入効果
を示すこと等が課題に挙げられる
【結語】集学的治療として OT の効果を示していく為の更なる研究が望まれる
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CP41-1

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床③

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

ICU における鎮静鎮痛薬の使用状況について

徳島大学病院

1）

ER・災害医療診療部、2）徳島県立中央病院

田根 なつ紀 、今中 秀光 、三村 誠二
1）

1）

救急科

2）

【背景】過度な鎮静は、人工呼吸器関連肺炎の発生率の増加、人工呼吸期間延長、ICU 滞在期間延長の原因になり、精神神経学的
予後も悪化すると報告されており、近年、浅鎮静による管理が推奨されている。今回、Open ICU において、挿管され人工呼吸器
管理中の患者の鎮痛鎮静状況を調査したので報告する。【対象と方法】2015 年 4 月から 6 月までの 3ヶ月間に徳島県立中央病院 ICU
に入室し人工呼吸管理を必要とした患者 46 人（男性 30 人、女性 16 人）。APACHE2 スコア、使用鎮静薬の種類、使用日数、
Richmond Agitation Sedation Scale（RASS）をカルテから抽出した。RASS は 8 時間ごとに記載されていた。
【結果】平均年齢は
71.6 歳で、平均 APACHE2 スコアは 21 点であった。平均在室日数は 8.1 日で、平均人工呼吸日数は 6 日であった。再挿管は 3 人、
気管切開は 10 人に施された。使用薬剤は、プロポフォール（23 例）
、デクスメデトミジン（13 例）
、ミダゾラム（12 例）
、フェン
タニル（15 例）、モルヒネ（2 例）、ペンタゾシン（5 例）で、鎮痛薬使用率は 30％であった。RASS の記載数は 359 回であった。
RASS-3 以下は 56%、特に RASS-4 以下が 41% で、過鎮静の傾向にあった。RASS-2～0 は 39％、RASS1～4 は 5% であった。また、
鎮痛薬使用率は 30% であった。【考察】過鎮静気味の原因として、Open ICU で医師が不在であること、浅鎮静に対する理解不十
分などが考えられた。【結語】当院 ICU での鎮静鎮痛状況を調査した結果、過鎮静の傾向があった。

CP41-2

小児心臓血管外科術後における手術リスクと鎮静レベル及び鎮静鎮痛薬投与量の関係

大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科
小山 英彦、橘 一也、竹内 宗之
【背景】新生児・乳児期の心臓血管外科術後の集中治療管理において、手術リスクと術後鎮静レベル及び鎮静鎮痛薬の投与量の関
係を調査した報告はない。
【方法】1 歳未満の小児心臓血管外科術後症例のうち RACHS-1 分類のリスクカテゴリー1 から 6 まで（リ
スクカテゴリー5 については症例が少ないため除外）それぞ
れ 2015 年 7 月 か ら 過 去 に 連 続 10 症 例 ず つ を 対 象 と し た。
Sedation Behavioral Scale（以下 SBS）による鎮静レベル及
び鎮静鎮痛薬投与量などについて後方視的に検討した。【結
果】リスクカテゴリー1 から 6 の入室後 1 時間及び 6 時間の
SBS はリスクカテゴリー間で有意差を認め、リスクが高い群
では鎮静が深いことが分かった。ミダゾラム投与量について
もリスクカテゴリー間に有意差を認め、リスクが高い群で投
与量が多いことがわかった。【結語】当センターでは 1 歳未
満の小児心臓血管外科術後において、リスクが高い群では深
い鎮静レベルで管理されており、ミダゾラムの投与量が多
かった。今回の結果を踏まえて手術リスク評価に対応した鎮
静プロトコルの作成が次の課題である。

CP41-3

当院の ICU でスボレキサントを使用された 17 例の検討

JA 広島総合病院

1）

薬剤部、2）JA 広島総合病院

救急・集中治療科

吉廣 尚大 、櫻谷 正明 、平田 旭 、河村 夏生 、筒井 徹 2）、吉田 研一 2）、橋本 佳浩 1）
1）

2）

2）

2）

【背景】スボレキサント（SV）は 2014 年 11 月に薬価収載されたオレキシン受容体拮抗薬で、2015 年 2 月から当院でも採用された。
【目
的】海外でも十分な使用実績はなく、使用状況を調査する必要性を感じていた。当院 ICU での SV の使用状況を調査した。【方法】
2015 年 2 月 1 日～7 月 31 日までの期間に ICU で SV を使用した症例を抽出し、投与前日と投与開始から 3 日目まで 4 日間の投与方法、
併用薬剤、有害事象（トランスアミナーゼ）などを調査した。
【成績】該当患者は 17 名で、13 例が簡易懸濁投与、12 例は頓服した。
年齢は中央値 72（29 - 88）歳で、各投与量の年齢は 15mg で 74（57 - 88）歳、20mg で 68（29 - 78）歳だった。65 歳以上で 20mg
錠が処方されたのは 5 例だった。もともと不眠治療薬を用いていたのは 3 例であり、SV が 1 例、ベンゾジアゼピン系が 1 例、エス
ゾピクロンが 1 例だった。SV を使用し、追加で薬剤が必要だったのは 11 例（64.7％）であり、うち 10 例は静注薬（デクスメデト
ミジン 8 例、プロポフォール 1 例、併用 1 例）が用いられた。1 名で AST/ALT 上昇を認めたが、SV を中止することなく改善した。
脳卒中患者 1 例に投与されたが、問題となるような無呼吸はなかった。【考察】SV は簡易懸濁投与可能で ICU で安全に使用できる
と思われた。当院では SV を頓服した症例が多く、単剤で入眠できない症例もいたことから、SV を屯用指示にするときには、追加
薬剤の指示も必要と思われた。

－ 686 －

CP41-4
金沢大学

1）

緊急心臓血管外科手術後におけるデクスメデトミジンとプロポフォール併用鎮静の有用性
周術期管理学、2）金沢大学附属病院

集中治療部

谷口 巧 、佐藤 康次 、越田 嘉尚 、野田 透 、岡島 正樹 2）
1）

2）

2）

2）

＜はじめに＞心臓血管外科手術後の管理において、循環動態、呼吸状態の安定を維持するために鎮痛・鎮静は必要不可欠であり、
重要な管理項目の一つである。特に緊急心臓血管術後においては循環動態の維持に加えて人工呼吸管理の際に鎮静が必要であり、
鎮静薬の種類により予後が変動するとの報告もある。これまで、我々は心臓血管外科手術後の鎮静に関してデクスメデトミジン
（DEX）とプロポフォールの併用療法が循環動態の維持に有用であることを小規模の検討で報告してきたが、今回、緊急心臓外科
手術後においてより症例数を増やして、DEX とプロポフォール併用鎮静の有用性を示すことを目的とした。 ＜対象と方法＞ 2011
年 1 月から 2014 年 12 月までに、緊急心臓血管手術後に当院 ICU に入室した患者 66 名（男 / 女 46/20、平均 61 歳）を対象とした。
そのうち 42 名に関して ICU 入室後ただちに DEX とプロポフォールによる鎮静を行い、DEX 群とし、24 名に関してはプロポフォー
ルのみで鎮静を行い、対照群とし、両群間で比較検討を行った。検討項目は、鎮静後の血圧の変動、降圧薬の使用量、抜管までの
時間、血液検査所見の変化とした。 ＜結果＞ DEX とプロポフォール併用鎮静は平均 58 時間（24-197 時間）施行した。血圧、脈拍
は安定しており、降圧薬は 42 例中 34 例で減量することができた。併用療法を中止したところ、降圧薬を増量した患者は 8 例から
16 例に増加した。抜管までの期間はプロポフォール単独群より短時間であった（5 days vs 8 days; p ＜ 0.05）
。また、上室性不整
脈が発生する頻度は有意に DEX 群で低かった（19% vs 32%; p ＜ 0.05）
。なお、血液検査においては、両群間に有意差を認めなかっ
た。＜結語＞今回の検討により、緊急心臓血管外科術後に DEX とプロポフォールの併用鎮静が循環動態の維持、降圧薬の減量、
不整脈の発生抑制において有用であることが判明した。

CP41-5

デクスメデトミジンで浅い鎮静管理を行っている患者に追加で用いる鎮静薬はせん妄のリスクになるか ?

JA 広島総合病院

救急・集中治療科

櫻谷 正明、平田 旭、河村 夏生、筒井 徹、吉田 研一
PAD ガイドラインに代表されるように、ICU 管理を行う重症患者に対して、浅い鎮静が好まれるようになっている。当院では浅
い鎮静管理を行うために、デクスメデトミジンを用いることが多い。しかし、しばしば、単剤での鎮静が困難であり、追加で鎮静
薬（ミダゾラムやプロポフォール）を用いることが必要なことがある。ベンゾジアゼピン（BZA）はせん妄のリスクになると言
われているが、デクスメデトミジンと併用した鎮静薬がせん妄のリスクになるかははっきりとしていない。
当院 ICU に 2013 年 2 月以降に入室した、成人の気管挿管、人工呼吸管理患者で、デクスメデトミジンを用いて鎮静管理を行った
患者を対象に、前向きの観察研究を行った。器質的な頭蓋内疾患（脳卒中、蘇生後、頭部手術後、頭部外傷など）がある患者は除
外した。デクスメデトミジンに加えて追加で鎮静薬を使用した患者と、単剤で使用した患者を比較した。主要評価項目はせん妄発
生率とした。せん妄は、CAM-ICU で評価し、ICU 入室期間中に一度でもせん妄があれば、せん妄ありとした。
対象患者は 279 名で、このうち除外基準に該当した 14 名を除外した 265 名で比較検討を行った。年齢は中央値（Q1-Q3）で、73
（64-80）歳、男性は 64.5%、APACHE II は 20（16-26）だった。102 名で追加で鎮静薬を投与されており、年齢 , 性別 , 緊急入室 , 重
症敗血症 , 入室時 SOFA スコア , BZA 常用 , 高血圧 , 糖尿病 , ステロイドの使用を propensity score マッチングするとせん妄の発生
は 44/102（43.1%）vs. 37/102（36.3%）と有意差はなかった。
デクスメデトミジンを用いた浅い鎮静管理を行っている患者に追加で鎮静薬を用いる場合は、追加の鎮静薬使用量が低用量になる
ことが影響していると考えた。

CP41-6

食道癌手術後の手術室抜管症例における Dexmedetomidine による夜間の不穏予防効果の検討

岩手医科大学

医学部

麻酔科

山田 直人、中野 雄介、星 有己枝、熊谷 基、鈴木 健二
【はじめに】長時間手術後に夜間の不穏発症が問題となることがある。食道癌症例において手術の低侵襲化による周術期管理方法
の変遷があり、当院でも手術室抜管を始めたが、手術当日の夜間の不穏と翌日の日中傾眠が問題となった。Dexmedetomidine（以
下 DEX）は呼吸抑制が軽微なために非挿管下の使用が可能である。また、せん妄の予防と治療効果がある。食道癌手術後に手術
室抜管を行った症例について、DEX による夜間の不穏と日中傾眠の予防効果を検討した。
【方法】対象は体腔鏡補助下食道癌根治
術を施行した食道癌症例で、手術室抜管を行った 10 症例とした。集中治療室入室後より術後 1 病日の午前 6 時まで DEX 0.2～0.7 μ
g/kg/hr で持続静注を行った。鎮静度の評価は RASS（Richmond Agitation-Sedation Scale）を用いた。RASS － 1～－ 2 を目標とし、
2 時間毎に評価した。DEX の使用ついて RASS +1 以上の場合、3 μ g/kg/hr へ増量し、RASS － 1 に下がるか、増量から 15 分経過
後は元の流量に戻した。また RASS － 3 以下の場合は半分の速度へ減量した。RASS 以外のモニタリングと治療は当院外科の従来
の治療指針に基づいて行ったが、DEX の副作用出現時（呼吸抑制、徐脈、低血圧）と夜間の不穏についての対応は、当科で作成
した DEX 使用チャートに基づいて行った。
【結果】全症例で集中治療室入室後から 2 時間以内に RASS － 1 となり、翌朝 6 時まで
RASS － 1～－ 2、午前 10 時には RASS 0 であった。術後 1 病日に日中傾眠（RASS の低下）と副作用の発生は認めなかった。
【結語】
食道癌手術後の手術室抜管症例において夜間の不穏と日中傾眠の予防に DEX は有用である可能性が示唆された。
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鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床④

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

ICU における人工呼吸器装着患者の鎮痛・鎮静管理―看護師、医師、患者の視点より―

日本赤十字社和歌山医療センター

1）

高橋 悠 、上松 右二 、辻本 登志英
1）

2）

本館 7A

院内 ICU、2）和歌山県立医科大学

大学院

保健看護学研究科

1）

【目的】ICU における人工呼吸器装着患者の鎮痛・鎮静管理について看護師・医師、そして患者の視点を明らかにし、より安全で
快適に ICU での治療が受けられるような示唆を得る。
【方法】ICU で集中管理を行っている医師、看護師に対し、鎮痛・鎮静管理
についての同じ内容のアンケートにて調査した。調査項目は鎮痛に関する 18 項目、鎮静に関する 17 項目を調査した。ICU で人工
呼吸管理を受けた患者に対し、入室中の記憶や人工呼吸器装着中の治療、看護ケアについて、鎮痛・鎮静管理の満足度、コミュニ
ケーションの満足度を調査した。そして人工呼吸中のコミュニケーション方法 6 項目の有効性と鎮痛・鎮静管理の満足度の調査は、
看護師、医師、患者とも同じ内容とした。【結果】鎮痛管理において、
「痛みがほとんどない状態になるように鎮痛薬を使用するべ
き」と看護師、医師ともに約 70% が考えていた。鎮静管理における適切な鎮静深度については、看護師よりも医師の方がより覚
醒を促していた。医師はケアを行いやすくすること、看護師は安全性と快適性を維持することを重要視していた。鎮痛・鎮静管理
の満足度においては医師よりも看護師の方が低く、また、看護師は「患者は現在の鎮痛・鎮静管理に満足していない」と考えてい
た。患者調査では、約 5 割は、なんらかの痛みや不快を感じていたが、約 7 割の患者が鎮痛・鎮静管理におおむね満足していた。
【結
論】ICU における人工呼吸器装着患者の適正な鎮痛・鎮静は深鎮痛・浅鎮静であることが示唆された。鎮痛・鎮静における看護師、
医師の視点の違いは明らかになったが、患者の視点については言及しえなかった。
「患者中心」のケアを目指す上で、適正な鎮痛、
鎮静を行うためには、看護師、医師、患者間でのコミュニケーションを十分にとることが重要と考えられる。キーワード：ICU
人工呼吸器装着患者 鎮痛・鎮静管理 コミュニケーション 患者の満足度

CP42-2

人工呼吸器管理中の鎮痛・鎮静に対する看護師の意識調査ーCPOT 導入前後を比較してー

石川県立中央病院

看護部

前野 加代子、吉田 真紀子
【目的】当院 ICU 人工呼吸器使用患者の鎮痛・鎮静管理に於いて、鎮痛剤の併用が少なく、鎮静剤のみで管理する傾向があり、そ
のため過剰鎮静が行われていると考えた。人工呼吸器管理中の鎮痛・鎮静の現状を明らかにし、CPOT を導入することで鎮痛・鎮
静に対する看護師の意識に変化があるか調査した。【研究方法】当院看護研究倫理委員会の承認を得た後、対象者 ICU・ HCU 看護
師（36 名）に目的・方法、データの取り扱いの説明後、質問紙によるアンケート調査を CPOT 導入前・後に実施、比較検討した。
【結
果・考察】「鎮静中に鎮痛評価を行っているか」という項目において、
「思う」
「どちらかといえばそう思う」と回答した看護師は
CPOT 導入前 53％から CPOT 導入後 80％に増加。鎮静中にも鎮痛評価を行う必要があると意識の変化がみられた。また、実際行っ
ている管理鎮静度は RASS － 3～－ 5 の回答が CPOT 導入前 82％、CPOT 導入後 80％と変化はみられなかった。当院 ICU の現状は、
症例に合わせた鎮静管理の具体的な指示がなく、看護師個々の臨床判断に任されることが多い。痛みや不安を完全になくそうとす
ると、鎮静剤を大量に投与することが必要となり、結果、過剰鎮静となっていると考えられた。CPOT の導入により人工呼吸器管
理中の鎮痛に対する関心が高まり、鎮痛中心の鎮静が重要と認識されている。今後は、過剰鎮静を防ぎ、患者の予後を悪化させな
いために、鎮痛・鎮静のプロトコールの作成を行い管理する必要がある。

CP42-3

外科術後における NRS 評価の統一によって得られた疼痛緩和への効果

医療法人

光晴会病院

大谷 裕美、片岡 優子、宮本 望、鳥越 綾美、松村 由美
【はじめに】 A 病院の ICU では NRS 評価スケールを用いて疼痛の把握を行っているが、実際記録を振り返るとスケールを統一し
て使用しておらず評価方法が様々であった。周手術期の患者にとって術後疼痛を取り除くことは精神的安定を図ると共に早期離床
を促し、術後合併症を予防する上で重要である。効果的な疼痛管理を行うために、NRS 評価の統一に向けて看護師への教育を行っ
た。これらの取り組みが疼痛管理に対して有効であったか比較検討した。
【研究方法】平成 26 年 4 月～5 月（取り組み前）に入室
した予定外科術後患者と平成 26 年 11 月～12 月（取り組み後）に入室した予定外科術後患者を対象に、疼痛評価及び鎮痛剤使用状
況についての情報を電子カルテより後ろ向きに抽出、取り組みの効果について考察を行う。【結果】取り組み前では患者 46 人中
NRS 使用は 8 人（17％）、他 38 人（83%）は鎮痛剤使用時に「疼痛増強あり」とどの程度の増強なのか具体的な記載がなかった。
取り組み後は患者 41 人全ての患者に NRS を使用。術後経過に伴い疼痛が改善・増強した際も NRS での記載があり、実際に鎮痛剤
を 使 用 し た 症 例 は 36 例。 鎮 痛 剤 使 用 時 の NRS 評 価 別 に み る と、NRS10:16%、NRS9:11%、NRS8:19%、NRS7:8%、NRS6:16 ％、
NRS5:11%、NRS4:5%、NRS3:11%、NRS2:3%、NRS1:0% であった。また、NRS の記載がなく 2 回目の鎮痛剤を使用した患者は 1 名、
一回目鎮痛剤を使用後 NRS が下がらず、約 1 時間以内に 2 回目を使用した患者は 7 名見られた。
【考察】取り組み後は全症例に
NRS 評価ができていた。しかし、一部 NRS 評価がない鎮痛剤使用症例があった。全体では NRS:6～10 での鎮痛剤使用が 70% 以上
と多くみられた。これは今回の取り組みが NRS スケールの定着を目的とし、介入に至る基準についての学習まで行えていなかっ
た事が原因と考えられる。今後の課題として、エビデンスに基づいてスタッフが NRS:0～3 を目標に疼痛緩和に向けた介入が行え
るよう知識の統一を行う必要がある。
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CP42-4

ICU における人工呼吸器装着患者の隠れた疼痛を探せ！

南和歌山医療センター

救命救急センター

油田 まどか、日諸 美帆、江尾 正道、竹田 朱花、井上 潤、樫山 節子
【研究背景】ICU 入室患者は、手術や外傷、チューブ類の留置、安静臥床など様々な苦痛を抱えており、適切な鎮静、鎮痛管理が
必要であると J-PAD で指摘されている。しかし、患者は鎮静や人工呼吸器管理により言語で痛みを訴えることができないため、
看護師が本当に患者の痛みを把握できているのか疑問に感じた。【研究目的】看護師が認識できていない ICU における人工呼吸器
装着患者の隠れた疼痛を探り、今後の看護上の課題を検討した。【研究方法】対象は ICU で人工呼吸器を装着した RASS0～－ 2 外
科系患者 A 氏、内科系患者 B 氏、外傷系患者 C 氏の 3 例。研究者による参加観察と、患者、受け持ち看護師へのインタビューを行い、
受け持ち看護師と研究者の BPS の比較、バイタルサイン、ケアとの関連、患者の苦痛から今後の課題を検討した。
【結果】A 氏は
術後の創部処置時に最も BPS が上昇、自ら体位を整え直した時に BPS は低下した。B 氏は間質性肺炎で、咳嗽反射時に最も BPS
が上昇し、髭剃りや口腔ケア時に BPS は低下した。C 氏は多発肋骨骨折があり、体位変換のたびに BPS が急激に上昇したが、体
位変換後は BPS が低下した。また、対象患者は 3 名とも入院前から慢性疼痛があった。受け持ち看護師は共通してバイタルサイン
測定（安静）時に BPS を評価し、患者の疼痛は記録に表れていなかった。しかし、受け持ち看護師はその時々で考え得る疼痛に
対してケアを行っていた。【結論】看護師が認識できていなかった隠れた疼痛は、看護ケアによる疼痛と慢性的な疼痛であり、看
護師の介入次第で軽減し得る疼痛であった。また、把握できた疼痛も記録に現れていないことにより継続ケアにつながらず、再び
隠れてしまうことが考えられた。体動時の疼痛評価、入院前からの慢性疼痛とその対処の把握、記録による継続看護、丁寧に訴え
を聴き自尊心を尊重した患者個人に応じたケアを提供していくことが今後の課題である。

CP42-5

鎮痛鎮静プロトコル改良のためのプロトコル脱落例の検討

自治医科大学附属病院

1）

集中治療部、2）自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座

笹井 香織 1）、岡田 和之 1）、平 幸輝 2）、茂呂 悦子 1）、布宮 伸 2）
【目的】昨年本学会で鎮痛鎮静プロトコル（以下プロトコル）を作成・導入した結果，特に鎮痛面で一定の有効性を認めたことを
報告した．しかし導入症例中 46.7％に脱落例を認めた．今回，プロトコルの改良目的に，脱落例の検討を行った．【方法】プロト
コル適用者 30 名中，プロトコル管理が抜管まで可能だった 16 名（以下成功群）と，不能だった 14 名（以下脱落群）を比較した．デー
タ解析には，t 検定とχ 2 検定ないし Fisher の直接確率法を用いた．また脱落群はその理由を調査した．
【結果】両群には，年齢，
性別，手術の有無，入室形態，APACHEII スコア，VAP の有無，疾患，既往歴に明らかな違いは認めなかった．一方，平均人工
呼吸器装着時間は，成功群：113.41 時間に対し脱落群：217 時間で有意差を認めた（P ＜ 0.05）
．CAM-ICU 陽性人数は成功群 6 名，
脱落群 11 名で脱落群に多かった（P ＜ 0.05）．脱落理由は，至適管理レベル維持困難 4 例，血圧低下による薬剤中止 3 例，医師・看
護師の判断不足に起因 2 例，処置前の予防的鎮痛剤追加投与が必要となった 2 例，容態悪化による離脱・鎮痛剤増量による呼吸抑
制出現・看護師評価と患者の訴えの乖離が各 1 例あった．
【考察】
「長期の人工呼吸器装着（≧ 5 日）
」が必要となる症例は，概して
全身状態が不良であり薬剤使用に伴う循環抑制等の副作用が現れやすい．これについては適宜循環作動薬を併用することで脱落例
を減らせる可能性がある．またせん妄状態では，RASS と BPS の評価が曖昧となることでプロトコル適用の継続が困難となる可能
性が高い．プロトコル継続の妥当性を評価するためにせん妄評価の結果を組み入れ，別途薬剤の導入なども検討すべき余地がある．
【結論】現プロトコルは「人工呼吸管理長期化例」，「せん妄状態」には適用に限界があり，今後更なる改訂が必要である．

CP42-6

RASS を使用した患者の体験についてのインタビュー調査

聖隷浜松病院

救命救急センター

ICU

天野 王日奈、遠藤 南子、木島 一美、佐藤 慎也、鈴木 美由紀、小林 玲子、渥美 生弘
【動機・目的】A 施設 ICU では適切な鎮静ケアで患者の安寧を守ることを目標に定め、RASS を導入した。その後、看護師や医師
は以前よりも共通認識を持ち、鎮静薬の管理が行えるようになった。しかし、患者の安寧についての効果は不明である。そこで、
RASS を使用した患者の体験について調査を行ったのでその結果を報告する。
【方法】A 施設 ICU で RASS を使用した患者のうち、
インタビュー調査の同意が得られた 7 名に、2014 年 9 月～2015 年 5 月に半構造化面接を行った。【結果】今回対象とした患者 7 名中
5 名は RASS － 5 の期間があり、100% がその時の記憶は無いと答えた。一方、RASS － 5～＋ 2 と変動が大きかった患者 1 名は、記
憶では時間の感覚にずれがあった。術前の説明内容と術後の状況に相違があった患者は、RASS ＋ 2 で経過した。反対に事前に説
明を受け自分の状況を理解していた患者では、RASS がプラスにならず経過した。RASS － 1～0 で経過した期間のある患者のうち、
何らかの記憶があると答えた割合は 75％であった。その中で、ある患者は「全部の記憶がある。全部脳みそが動いていて、何を
言われていたかもわかっていた。」と答えている。医療者側として客観的に体動が少なく休息出来ていると判断しても、患者から
は「安寧」を得られていたと思われる発言は聞かれなかった。そして、RASS － 1 より浅い鎮静の患者では咽頭痛を 100％訴えた。
【考
察】患者自身が予想しなかった状態で挿管、鎮静管理となることは RASS スコアの上昇に影響すると考えられた。反対に事前のイ
ンフォームド・コンセントにより、受けている治療の納得ができると状況認識しやすくなると推測された。人工呼吸中の鎮静のた
めのガイドラインでは RASS － 1～0 が推奨されている。患者の記憶があるからこそ、RASS のスコアにとどまらず患者の訴えを確
認し、安心安寧が得られる介入の必要がある。また、今回明らかになった咽頭痛に対しても適切に評価し介入の必要性が考えられ
た。
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看護技術・ケアの工夫

2 月 13 日
（土） 9：30～10：30

CP ポスター会場

ICU 入室前訪問による予期的指導の効果

洛和会ヘルスケアシステム

洛和会

音羽病院

石田 美穂、倉 愛香、土山 あすか、岸田 敬子
【目的】改訂した ICU 入室前訪問は予期的指導として術後管理のイメージを促進し、患者の満足度を高めるものであったかを明ら
かにすることである。【方法】研究対象：18 歳以上の術後 ICU 入室予定患者のうち、研究協力に同意の得られた患者。研究方法：1）
手術予定日の前々日に対象者にパンフレットを配布し、予習時間を設けた。2）手術前日の午後に予習により発生した対象者の疑
問点などに回答する形態で訪問面接を行った。3）入室前訪問の満足度についてビジュアルアナログスケール（VAS）を用いて質
問紙調査を行った。4）実際の ICU 入室後、事前にイメージしていた ICU での療養と実体験後の相違点などに関して聞き取り調査
を行った。分析方法：入室前訪問の満足度については VAS 平均値を統計的に分析した。対象者からの聞き取り内容は、質的内容
分析を行った。倫理的配慮：院内の臨床研究倫理審査委員会の承認を得た。【結果】対象者は男性 11 名、女性 4 名の計 15 名、平均
年齢 64.3 歳であった。入室前訪問の満足度の VAS 平均値は 8.20 であり、年代・男女・手術侵襲別のχ 2 検定において有意差は認め
られなかった。「入室前訪問によってイメージしていた ICU での療養と実体験後の相違点などに関する意見」に関しては、最終的
に「入室前訪問の内容は術後のイメージ化に役立った」、「ICU は眠れないところだった」、「想像以上の騒音だった」など 5 つのカ
テゴリーに分類できた。
【考察】改訂した ICU 入室前訪問は年代・性別・手術の侵襲度を問わず、認知機能に問題のない対象者では、
予期的指導として効果的であったと考えられた。術前のイメージと実体験の解離として、騒音や不眠に関するカテゴリーが分類で
きたことから、今後は聴覚的にも働きかけられる媒体の工夫を検討する必要があると考えられた。

CP43-2

ICU 看護師の術前訪室が家族に与える影響－小児心臓手術後での家族の面会に焦点を当てて－

名古屋第二赤十字病院

1）

院内 ICU、2）名古屋第二赤十字病院

麻酔科

水野 皓介 、柘植 梨帆 、林 逸江 、西川 正美 、永田 真理 、寺澤 篤 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【目的】術前訪室は術後に ICU に入室する患者とその家族に対して ICU 看護師が手術前に ICU の環境、入室方法や入室中の患者の
概要について説明することで ICU 入室の準備、特に不安軽減を目的としている。しかし家族が術後 ICU 入室時にとまどっている
姿を見て、術前訪室が家族の不安軽減になっているのか疑問に感じた。そこで今回、術前訪室が家族の面会においてどのような影
響を与えるのかを明らかにした。【研究方法】小児心臓手術後の家族を対象とし、同意を得られた 9 組の家族に対して、ICU 退室
後に半構成的面接法を行い、ICU 入室後に家族に与えた影響は何かという視点で分析した。【倫理的配慮】当院の臨床研究 IRB で
の審査を経て、文章と口頭で説明し同意を得た。【結果】分析の結果以下の 4 つテーマが導かれた。テーマ 1. 文字だけではなく絵
や写真での説明を聞くことで家族は ICU の部屋や患児の状態についてイメージがもてるが、一方で個室という環境であることに
不安も抱いていた。テーマ 2. 家族は術前にルートなどの留置物の説明を受けても、“ やっぱりそうなんだ ”“ いっぱいついている ” と
感じ、大変なことだと捉えていた。テーマ 3. 家族は患児の手術や気になることで頭が “ いっぱい ” になる為、術前訪問の内容を部
分的にしか記憶していなかった。テーマ 4. 術前訪室の内容が不十分なことや、ナースによって異なることがあると家族は困った。
【考察】家族は医療者からの説明により ICU の環境や患児の状態をイメージできたが断片的にしか記憶しておらず、術前の不安な
状態では説明が十分に伝わらないといえる。また、実際に患児の状態を目の当たりにすると想像以上であると考えられ、看護師は
その心情を理解して関わる必要がある。【結語】ICU 看護師の術前訪室により、家族は術後の経過や ICU の環境をイメージできて
おり家族が術後の心構えや準備をするために必要であるとわかった。

CP43-3

救命救命センターにおける退室前訪室による情報共有取り組み

株式会社

日立製作所日立総合病院

大窪 敬久、長澤 佐地子、寺田 直子
救命救急センターは 2012 年 10 月から稼働開始となり、2014 年の研究から ICU と一般病棟間で円滑な情報共有ができていないこと
が明らかになり ICU サマリーを作成した。しかし、ICU サマリーを用いた引き継ぎだけでは一般病棟で患者の全体像を十分に把握
することは困難であると感じた。救命救急センターでは、電子媒体の記録と独自に作成した紙ベースの経過記録表に記載している。
そのため、一般病棟看護師は事前に経過などの詳細な情報は得られにくい環境にある。 そこで、患者の膨大な情報を正確かつ詳
細に伝達・共有するために、一般病棟看護師に救命救急センターの退室前訪室を検討した。退室前訪室を実施することで、実際に
患者と接し、経過記録表の内容を確認でき、さらに、患者の全体像を把握することで、一般病棟において継続すべき問題、患者の
抱える様々な不安や家族看護など、取り組むべき問題がより明確になり患者・家族への質の高い看護を提供できると考えた。その
取り組みについて報告する。
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CP43-4

気管内チューブのカフ圧の継続モニタリング

名古屋掖済会病院

救命救急室、2）名古屋掖済会病院

1）

山内 ゆり 、田中 誠子 、牧野 高明 、高橋 幸子
1）

1）

1）

臨床工学部

2）

【背景】 気管内チューブのカフ圧は、継時的に自然低下、体位変換や首・頭部の位置などでも変動することが一般的に知られてい
る。当院、救命救急室でも、それを念頭に置き口腔ケア前後、体位変換前後などカフ圧が低下することが予測されるときにカフ圧
計を用いて管理・調整を行っている。しかし、急なカフ圧の低下が生じ、慌ててカフ圧調整を行うという事がある。そのため今回、
カフ圧の継続モニタリングを行い、変動について観察を行った。その結果について報告する。
【目的】カフ圧を継続モニタリング
することで可視化し変動を知る。
【期間】平成 27 年 5 月 1 日～8 月 1 日【方法】挿管患者、気管切開患者のカフチューブにトランデュー
サーを接続し、継続モニタリングを行い後ろ向きに調査した。 【結果】1. カフ圧が 1 時間 30 分毎で低下がみられた。2. 継続モ
ニタリングすることにより体位変換などに関係なく圧変動が確認できた。3. 圧格差は大きいときで 7mmHg（約 10cmH2O）であっ
た。4. 継続モニタリングにより、カフ圧が適正かどうかリアルタイムに知ることが可能。【考察】時間の経過とともにカフ圧が低
下することは予測できるが、急な原因のはっきりしないカフ圧変動にたいして、カフ圧計のみでの管理は難しいと実感した。リア
ルタイムに変動を知ることで低下する前に調整が行え、ルーチン以外でのカフ圧調整の減少となり看護師にとっては管理しやす
く、また患者にとっても、安全であると考える。今回、継続モニタリングしたことで、カフ圧の変化がリアルタイムに測定したこ
とは気管内チューブの管理について有用であったと考える。
【結語】 カフ圧の変動は激しく看護師にとってカフ圧管理は重要。

CP43-5

人工呼吸器装着中患者の発声に対する取り組み

地方独立行政法人

神戸市立医療センター

中央市民病院

飯塚 瑞恵、池田 理沙
【はじめに】医療の進歩に伴い重症者、高齢者の回復が可能になってきた現在、人工呼吸器を装着した状態で生活することを余儀
なくされている患者がいる。長期にわたり人工呼吸器を使用している患者の「話したい」という希望を叶えるために、発声するこ
とで生じるリスクを最小限にして希望を叶えることができたので報告する。【患者紹介】80 歳代 男性 僧房弁閉鎖不全 大動脈
弁狭窄症にて人工弁置換術 肝細胞癌 拘束性肺障害 キーパーソンは妻【倫理的配慮】患者家族へ不利益が生じないことを説明
し、書面での同意を得た。【看護の実際】心臓手術を施行後、人工呼吸器からの離脱が困難であった患者、術後 11 日目に肝腫瘍の
破裂から全身状態の悪化を認め、DNR の方針が決定した患者から「話したい」という希望が聞かれた。この時点での患者の呼吸
器設定は PC:27cmH2O であり、患者の気道内圧は 30cmH20 を超えることが多く CO2 が蓄積しやすかった。通常では呼吸器使用中
の発声は不可能な状態であったが、患者の意思を尊重し人工呼吸器を使用中でも発声できる気管切開チューブシステムである
BLOM の使用を考えた。看護師から主治医へ患者の思いを伝え、当院の RST（呼吸サポート）チームと相談した。患者と妻へは
BLOM を使用することによる効果とリスクを伝えた上で使用することになった。BLOM を使用するにあたり、医療スタッフへ説
明を行い使用中の注意点を説明した上で実施した。患者は自分の思いを医療者、妻へ伝えられ「満足した」との言動があった。こ
の後はこまめな観察と呼吸器設定の調整によって患者は呼吸状態の悪化をきたすことなく経過ができた。【考察】事前に BLOM 使
用に関して医師、看護師へ説明を行ったこと、使用中は医師が患者のベッドサイドで呼吸器の管理を行ったこと、使用中止の基準
を看護スタッフへ指示していたことが、患者の呼吸負荷にならず安全に発声を行えたのではないかと考える。

CP43-6

術後 HCU に入室する患者の対応困難な場面での看護師の援助

秋田赤十字病院
森元 彩華、石黒 洋子
【はじめに】術後患者の疼痛は、患者の回復過程に影響を及ぼすため、早期に軽減することが重要である。そこで、看護師が術後
患者の苦痛の訴えと病状をどのように捉え、アセスメントを経て援助しているのか、そこにどのような感情が存在するのかを明ら
かにすることを目的に取り組んだ。【方法】模擬患者「鎮痛剤を使用しても苦痛が続き感情的になっている患者」を設定し、「患者
に対する行動・援助・声掛け」「アセスメント」について、その後、模擬患者の情報を追加し、
「更なる対応」
「場面での看護師の
感情」について調査した。「鎮痛剤使用群」「鎮痛剤使用しない群」に分類、
「鎮痛剤使用しない群」について、質問項目ごとに集
計した。
「場面での看護師の感情」については、看護師経験年数により比較分析した。
【倫理的配慮】A 病院看護部倫理員会の承認
を得て実施した。
【結果】26 名中有効回答は 23 名、追加の鎮痛剤を使用しない群は 18 名で「鎮痛剤が使用されたばかりであるこ
との説明」
「体勢を変える提案」「心理的側面へのアプローチ」が 15 名に共通した対応であった。更なる対応では「医師への連絡
手段をとり鎮痛剤を使用する」と「指示通りの時間まで使用しない」に分かれた。患者の苦痛を取り除きたいが、術後に完全な安
楽は困難なため〔仕方ない〕と考えたのは経験年数 6 年以上で、5 年以下では見られなかった。【考察】鎮痛剤を使用しない群では
術後に劇的に変化した自分の環境を不安に感じている患者に誠意を持った対応をしていきたいと思う反面、鎮痛剤の使用時間の間
隔をあける医師の指示の存在や薬剤の副作用を懸念し、鎮痛剤以外での対応で苦痛を取り除くことが可能かを考えての行動がみら
れた。【結論】疼痛緩和が優先としながら、鎮痛剤を続けて使用することへのためらいからか説明や代替手段、心理的アプローチ
をとって対応しようとしていることが明確となった。
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ポスターCP 44

CP44-1
4）

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

重症心不全患者に対する早期経口摂取開始への意識向上に向けた取り組み

社会福祉法人
社会福祉法人

1）

栄養管理②

三井記念病院
三井記念病院

CCU、2）社会福祉法人
薬剤部

三井記念病院

循環器内科、3）社会福祉法人

三井記念病院

栄養部、

藤澤 真季 1）、前田 依久恵 1）、谷本 周三 2）、篠原 文 1）、渡邉 英美 1）、多形 沙枝 1）、野津 佳代子 3）、田中 良子 4）、南雲 貴美子 3）、
高橋 亜由美 1）
【背景】重症心不全患者の急性期治療では、水分バランス管理に重点を置くことが多く絶食期間が長期にわたることも少なくない。
多職種で構成する医療チームは、栄養状態の悪化が予後不良因子であることを念頭に、各々の専門性を発揮して絶食期間を短縮し
早期経口摂取開始に取り組む必要がある。【目的】集中治療管理を要した重症心不全患者に対し、食事開始前観察項目表を使用し
て評価方法を統一することで、看護師の食事開始に関する意識が高まり絶食期間の短縮が図れるかを検証する。
【方法】2014 年 10
月～2015 年 7 月まで CCU に入室した非挿管重症心不全患者 55 名を対象とし、食事導入前に調整を要する項目（口腔内汚染・むせ・
自己喀痰・下痢・便秘の有無など）をリスト化した食事開始前観察項目表を用いて日々の評価を行った。医師・管理栄養士・薬剤
師等を交えて毎日行う多職種カンファレンスにて、項目表に基づいて食事開始時期について看護師側から提言を行い、方針と対応
策を看護計画に記録。看護師の意識調査を項目表導入前後に実施した。
【結果】対象患者の CCU 滞在日数は 4.0 ± 1.7 日。項目表導
入前後で絶食期間は 2.3 ± 1.3 日から 1.3 ± 0.8 日に短縮した。項目表の記入率は 100％であった。摂食時に必要な観察項目の看護計
画記載率は 10％から 80％と増加した。多職種カンファレンスにて、食事開始について提案・検討依頼が出来ている看護師は 15％
から 94％に増加した。摂食・消化機能評価および食環境の調整に必要である、口腔内評価・嚥下・排便状況についての観察は、
導入前 89.4％から 100％へと増加した。
【結論】食事開始前観察項目表を導入し評価方法を統一することで、看護師の食事開始に
対する意識が向上し看護計画記載率が高まった。看護師による積極的な食事開始時期についての提言は、絶食期間短縮の一助とな
る可能性がある。

CP44-2

集中治療部における経腸栄養プロトコールの有用性に関する検討

金沢大学附属病院

集中治療部

太田 浩世、長石 恭子、濱口 真実子
【概要】早期経腸栄養の開始基準に該当する重症患者に対し、集中治療部（以下 ICU）入室 48 時間以内に経腸栄養を開始すること
ができるよう当院 ICU で経腸栄養プロトコール（以下プロトコール）を作成した。プロトコール導入前後での ICU 入室から経腸
栄養開始までの時間を比較検証し、プロトコールの有用性を検討した。【方法】2014 年 7 月から 2014 年 12 月中に経腸栄養を開始し
た患者（以下非プロトコール導入群）と 2015 年 1 月から 2015 年 6 月中にプロトコールを用いて経腸栄養を開始した患者（以下プロ
トコール導入群）、2 群の ICU 入室から経腸栄養開始までの時間を計算した。2 群間の比較には統計ソフト JMP Ver.11.0.0 を使用し、
結果は平均±標準偏差で示し Wilcoxon の順位和検定で行い、p ＜ 0.05 をもって有意差をありとした。倫理的配慮は、当院外来に研
究内容を掲示し、研究の意義や目的、方法、保有する個人情報の取り扱い等について情報を公開し、患者より申し出のない場合は
同意とみなした。本研究は利益相反なし。【結果】プロトコール導入群が男性 12 名、女性 7 名の計 19 名、平均年齢は 66 ± 17.1 歳で
あった。疾患は循環器 2 名、呼吸器 3 名、脳神経 9 名、皮膚耳鼻科 3 名、外傷 1 名、その他 1 名であった。非プロトコール導入群は
男性 16 名、女性 2 名の計 18 名で、平均年齢は 67.6 ± 11.2 歳であった。疾患名は循環器 7 名、呼吸器 3 名、脳神経 4 名、皮膚耳鼻科 3
名、外傷 1 名であった。ICU 入室から経腸栄養開始までの時間はプロトコール導入群 32.57 ± 12.12 時間、非プロトコール導入群
50.27 ± 32.39 時間であった（p ＜ 0.048）。【考察】2 群間で有意差が認められ、プロトコールは有用であった。非プロトコール導入
群は循環器疾患が多く、循環が安定していた症例においても虚血性腸炎への危惧から遅延に繋がったと考えられる。早期経腸栄養
を要する患者が正しく選択することができる有益なプロトコールとなるよう今後も内容を検討していく必要がある。

CP44-3

当施設 ICU での経管栄養プロトコルの有用性の検討～経管栄養速度調整ツールの導入～

済生会横浜市東部病院看護部、2）済生会横浜市東部病院栄養部、3）済生会横浜市東部病院集中治療科

1）

大坪 慶子 1）、石川 江里 1）、工藤 雄洋 2）、大村 和也 3）、高橋 宏行 3）
【はじめに】当施設 ICU では多職種協働のもと栄養管理を行い早期経腸栄養は定着している。また経管栄養管理時の合併症を調査
した結果下痢が最も多く、続いて胃管排液量の増加であり、これらの合併症対応として経管栄養速度の減速が改善に繋がったと結
果がでた。しかし投与速度の調整は医師により異なり、目標エネルギー充足までに時間を要していた。
【目的】今回経管栄養投与
速度調整を目的とした経管栄養プロトコルを作成、運用を開始したので、その有用性を検討した。
【方法】プロトコル運用）看護
師が主体となり運用開始し、下痢の評価には King’s Stool Chart を導入し客観的総合的評価を行った。毎朝胃管排液の 1 日合計量
と King’s Stool Chart の合計点数からプロトコルに沿って評価、投与速度調整を行った。対象）プロトコル導入前の 2013 年 1 月～6
月の症例を A 群、導入後の 2014 年 1 月～6 月の症例を B 群とし、経管栄養開始後 3 日以上 ICU に在室した患者を対象とした。人工
肛門造設患者は除外とした。方法）経管栄養開始日～14 日目までの目標エネルギー、蛋白質の充足率、合併症の頻度を比較検討
した。
【結果】A 群 65 例、B 群 72 例。年齢、性別、主科、入室経路に両群間有意差はなかった。エネルギー充足率 80％達成日数は
A 群 5 日、B 群 4 日、100％達成日数は A 群 14 日、B 群 6 日、蛋白質充足率 80％達成日数は A 群 5 日、B 群 4 日、100％達成日数は A
群 14 日間で達成なし、B 群 10 日であった。下痢発症は A 群 21 例（32.3％）
、B 群 22 例（30.6％）
、2 日以上の下痢持続は A 群 14 例
（21.5％）、B 群 9 例（12.4％）。胃管排液増加症例は A 群 12 例（18.5％）
、B 群 10 例（13.8％）
、2 日以上の増加持続症例は A 群 6 例（9.2％）、
B 群 4 例（5.6％）であった。【結語】プロトコル導入によりエネルギー、蛋白質の充足までの日数は有意に早まった。合併症の頻
度は減少したが有意差は認められなかった。安全で効果的な経管栄養管理を進める上でプロトコルが有用である可能性が示唆され
た。
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CP44-4

成人心臓大血管術後症例を主とする術後 ICU における栄養療法の経年的な変化

神戸市立医療センター中央市民病院

1）

集中治療室、2）神戸市立医療センター中央市民病院

麻酔科

前山 佳子 、東別府 直紀 、下薗 崇宏 、永井 佳生理 、重村 奈央 、金多 由季子 、尾川 祥子 1）、柴田 愛歩 1）、中野 真結 1）、
森 絵里子 1）
1）

2）

2）

1）

1）

1）

目的：成人心臓大血管術後症例を主とする術後 ICU における栄養療法の経年的な変化および予後への影響を検討する。方法：当
院 ICU は心臓血管外科術後症例を主として収容する術後 ICU である。当院 ICU の国際栄養調査（以下 INS）2013 年と 2014 年の結
果を比較し、栄養投与量、開始時期、投与内容などを比較する。INS は ICU にて呼吸器管理を行い、72 時間以上滞在した成人を対
象とした栄養療法に関する観察研究である。調査項目は ICU の体制、投与目標量、投与した内容（PN,EN 含む）、腸管蠕動薬や小
腸栄養の有無などを ICU 滞在中、最大 12 日間データを取得する。各施設 20 症例以上集める事を目安とし、国際比較が可能である。
結果：2014 年、当院 GICU は 23 症例を INS へ登録しそのうち 7 割ほどが心臓血管外科術後の患者であったが、2013、2014 年と症例
群の変化はなかった。緊急手術件数は 2013 年 11 件、2014 年 7 件であるが APACHE2 スコアでは 15 から 20.4 へ増加し、重症度は増
していた。平均経管栄養開始時間は ICU 入室後 52 時間後から 38 時間へ短縮した。EN は共に 7 割以上の症例に投与され、PN の使
用は少なく症例としては消化管出血、イレウスのみであった。2014 年の目標体重当たりのエネルギー摂取量（kcal/kg/day）は
23.6、蛋白は 1.1g/kg/day であり 2013 年とほぼ同等であった。投与エネルギーは目標に到達せず、2013 年はその 60%、2014 年はそ
の 80% が最大投与量であった。無意味な栄養投与の中断、臨床的に不必要な PN 開始もなかったが 2013 年と同様であった。考察：
当院 GICU において 2013、2014 年で症例群の変化はなくその中で、EN の開始時間が早まり、投与量は増加した。また、腸蠕動薬
の投与や小腸栄養の投与が行えている。これに関しては、以前よりプロトコールを作成していたが 2013 年の結果を情報共有し、
再度栄養投与に関する意識が高まり朝のカンファレンスで医師、看護師、管理栄養士での討論をより活発になった事が原因の一つ
として考え得る。

CP44-5

経腸栄養中の下痢に対するケアアルゴリズムの有効性

東京大学医学部附属病院
東京大学医学部附属病院

1）
4）

看護部、2）東京大学医学部附属病院
救急部 集中治療部

ICU、3）東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学、

南條 裕子 1）、下園 佳代美 2）、仲上 豪二朗 3）、真田 弘美 3）、矢作 直樹 4）
【背景】経腸栄養中の下痢は最も頻繁に発生する合併症であり、感染や皮膚障害、苦痛、管理コストの増加などと関連した重大な
問題に発展する危険性がある。当 ICU では早期経腸栄養法を積極的に行っており、殆どの患者に下痢が発生している。そこで、当
院では多職種が連携し、より安全に経腸栄養法を継続することをコンセプトに、下痢に対するケアアルゴリズムを開発し、2012
年に導入した。
【目的】下痢の持続および有害事象の有無、経腸栄養法の継続状況などから、このアルゴリズムの有効性を評価する。
【方法】2011～2013 年に当 ICU に 48 時間以上入室し、経腸栄養法を行った患者のカルテレビューによりデータを収集し、アルゴリ
ズム導入前後の比較を行った。【結果】対象 158 名、うち 121 名に下痢（水様～泥状便）が発生した。アルゴリズム導入前後で患者
重症度、栄養開始および目標量達成までの期間に差はかったが、下痢の持続日数は、前 7.0 ± 9 日、後 2.6 ± 3 日、経腸栄養法の中
止は前 21 名（36％）、後 8 名（8％）で、各々有意に減少した。また、便失禁による皮膚障害は前後で差はなかったが、アルゴリズ
ム導入前の便失禁管理ディバイスの使用は有意に多かった。
【結論】当院の下痢に対するケアアルゴリズムは、ICU 患者の経腸栄
養法を中止することなく下痢をコントロールし、便失禁管理ディバイスの使用量をおさえても皮膚障害を増加させることはなかっ
た。更に便失禁管理ディバイスの使用量の減少により、管理コストの削減にも有効であることが示唆された。

CP44-6

下痢を呈する経腸栄養施行患者における、YH フローレ投与の検討

千葉大学医学部附属病院
千葉大学医学部付属病院

1）
3）

看護部 ICU/CCU、2）千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学、
臨床栄養部

菅原 久純 1）、高橋 和香 2）、大島 拓 2）、佐藤 由美 3）、沼田 ありさ 1）、苅込 隆弘 1）、依田 智未 1）、東田 かずえ 1）、竹内 純子 1）、
織田 成人 2）
【はじめに】重症患者に対する経腸栄養は下痢症状により投与が制限されることがある。YH フローレ（明治）は probiotics 効果に
よる便性状の改善を企図しているが、重症患者の下痢に対する効果は明らかではない。
【目的】下痢を呈する経腸栄養試行患者に
YH フローレを投与し、便性状の変化を評価する。【対象】集中治療室（ICU）で経腸栄養施行中に下痢症状を呈した成人重症患者
【方法】経腸栄養剤を YH フローレに変更し、最低 5 日間継続投与して便性状の変化を観察した。便性状は King's stool chart で評
価し、15 点以上の場合に下痢と判定した。一日当たりの総点数を King's score とし、YH フローレ開始前日（day0）から開始後 6
日（day6）まで算出した。便性状の変化は day0 と day6 の King's score の差（Δ K）で評価し、Δ K ＜ 0 を改善、Δ K ≧ 0 以上を改
善なしとして、下痢の原因別に検討した。【結果】全 18 例中、便性状の変化は改善 11 例、改善なし 4 例、評価不能 3 例だった。16
例が敗血症を合併し、13 例が抗菌薬投与中であった。下痢の原因は、栄養剤の投与方法によるもの（4 例）、排便コントロール不
良（5 例）
、腸炎（5 例）、抗菌薬投与による菌交代現象疑い（8 例）、消化管機能不全（8 例）（重複有り）であった。改善例の下痢
の原因は腸炎や抗菌薬投与による菌交代現象によるものが多く、改善のなかった群では難治性消化管機能不全が多かった。【考察】
下痢症状には原因に合わせた対応が必須である。感染性腸炎や腸内細菌叢の変化に伴う下痢症例では、YH フローレにより改善が
期待できることが示唆された。一方、高度の消化管機能不全が原因の場合は経腸栄養自体の適応を判断する必要があると考えられ
た。
【結語】重症患者の経腸栄養中の下痢症状は、YH フローレを投与することで改善が期待できる場合があることが示唆された。
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2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

関節リウマチ治療中の緑膿菌感染・敗血症性ショックににニューモシスチス肺炎を合併した一例

国立病院機構

1）

祐森 章幸

感染・感染対策④

横浜医療センター

、古谷 良輔

1,2）

救命救急センター、2）横浜市立大学医学部

、宮崎 弘志 、岩下 眞之

1,2）

1）

、望月 聡之 、大塚 剛

1,2）

1）

救急学教室
、余湖 直紀 1,2）、佐治 龍 1,2）

1,2）

【症例】77 歳。女性。【既往】関節リウマチ【常用薬】プレドニン 5mg/ 日 メトトレキサート 4mg/ 日【現病歴】入居中の施設で
呼びかけに反応が乏しく救急搬送された。来院時、意識レベル GCS E3V1M5、SpO2 62%（酸素 10L/ 分、リザーバーマスク）
、心
拍数 85/ 分、血圧 103/53mmHg であった。胸部単純 X 線写真で右下肺野中心に両肺野の浸潤影を認め肺炎に伴う急性呼吸窮迫症
候群（ARDS）を疑い気管挿管、人工呼吸を開始し、ICU に入室した。【入室後経過】】入室後輸液に反応しない血圧低下を認め、
敗血症性ショックと判断した。また、白血球 600、好中球 16% のため G-CSF 投与、第四世代セフェム系抗菌薬の投与を開始した。
循環不全に対してノルアドレナリンとハイドロコルチゾン（200mg/ 日）の持続静注を要し、第 4 病日から腎障害に対して持続的
腎代替療法（CRRT）を導入した。後に喀痰・血液培養から緑膿菌が検出されセフタジジムに抗菌薬を変更、G-CSF は第 7 病日ま
で連日投与した。徐々に呼吸・循環状態は改善したが、第 16 病日頃から再度酸素化の増悪と両側肺野の浸潤影増強を認めた。β
-D グルカンも高値であり、重症ニューモシスチス肺炎（Pneumocyctis Pneumoniae；以下 PCP）の合併を疑い ST 合剤及びプレド
ニゾロンによる経験的治療を開始した。第 21 病日にニューモシスチス PCR 陽性が確認された。気管切開を経て第 35 病日に人工呼
吸器を離脱、第 45 病日に酸素投与を終了した。気管切開チューブをスピーチカニューレに変更し、療養型病院へ転院した。
【考察】
PCP 発症のリスクとして HIV 陽性やステロイド常用、CD4 陽性細胞 200/mm 2 未満は知られてい るが、近年 MTX 導入に伴い関節
リウマチ患者における PCP の合併が増加している。本症例は早期から 経験的治療を開始することで良好な結果が得られたが、関
節リウマチ合併例では経過中の PCP 合併を念頭において ST 合剤予防投与も考慮すべきと考えられた。

CP45-2

ステロイド内服中に発症したノカルジアによる左大腿内転筋群内膿瘍の一例

東京警察病院
草本 朱里、須崎 萌、野中 勇士、中嶋 浩二、金井 尚之
【背景】ノカルジアは土壌や野菜などの植物、水などの日常的な環境に存在するグラム陽性好気性放線菌属であり、吸入や外傷創
部から侵入するため、感染巣として皮膚、呼吸器、中枢神経が多い。ノカルジア感染症には半数以上に免疫抑制状態が存在すると
されている。治療には長期の抗生剤投与が必要であり、最低でも 6 週間、免役不全者では 12 カ月以上といわれている。抗菌薬の第
一選択は ST 合剤となるが、副作用や耐性などの点からアミノグリコシド、カルバペネム、第 3 世代セフェム系を使用もしくは併
用していくことが多い。今回、ノカルジアによる軟部組織感染症に様々な合併症を併発し、全身管理に難渋した症例を経験したの
で報告する。
【症例】ANCA 関連腎炎、ネフローゼ症候群に対して PSL30mg 内服中の 81 歳女性。左大腿の疼痛、浮腫性硬化があり、
蜂窩織炎疑いにて、当院腎代謝科に入院した。抗生剤 CEZ による治療によりし採血データと症状に改善を認めたが、炎症反応の
再燃があり、CT にて左大腿後面の内転筋群内にいくつかの腔をもつ液体貯留を認め、左大腿内転筋群内膿瘍と診断、当科転科と
なった。各膿瘍腔にドレーンを留置した。膿培養から nocardia asteroides が検出され、ST 合剤による治療を開始とした。ドレナー
ジは良好であり、早期にドレーンを抜去することができた。経過中、抗生剤の副作用と考えられる偽膜性腸炎を併発し、メトロニ
ダゾールの静脈内投与を開始した。低 Alb 血症と全身の浮腫は進行したが、全身状態の軽快とともに改善を認めた。腎機能の悪化
に対して、持続的濾過透析開始としたが、安定したため間歇的透析に移行した。
【考察】ステロイド内服中の患者にノカルジア感
染を発症すると、治療期間が長くなり様々な副作用出現の頻度も高くなってくる。治療を継続できるような工夫と全身管理が重要
である。

CP45-3

重症呼吸不全に対する V-V ECMO 管理後に重症サイトメガロウイルス腸炎を発症した一症例

前橋赤十字病院 高度救命救急センター 集中治療科・救急科、2）前橋赤十字病院
前橋赤十字病院 感染症内科、5）前橋赤十字病院 呼吸器外科

1）
4）

消化器内科、3）前橋赤十字病院

病理診断科、

堀口 真仁 1）、小倉 崇以 1）、鈴木 裕之 1）、増田 智之 2）、井出 宗則 3）、林 俊誠 4）、井貝 仁 5）、宮崎 大 1）、中村 光伸 1）
【概要】溺水に伴う重症肺炎・呼吸不全に対して体外式膜型人工肺（ECMO）を導入し、呼吸状態の改善を認めて ECMO から離脱
したのちに、重症のサイトメガロウイルス（CMV）腸炎を発症した症例を経験した。
【症例】70 歳代の男性。温泉入湯中に意識を
失っているところを発見された。近医での胸部 CT で両側にびまん性の化学性肺炎を認めた。気管挿管されたが、水腫液が持続的
に湧き上がってくる状態であった。100% 酸素投与下でも PaO2 が 40 Torr 台であり、当院へ ECMO 目的で転送された。【経過】来
院後ただちに V-V ECMO を導入し、PaO2 は 60Torr 前後に改善した。炎症の鎮静化まで ICU にて各種の支持療法を行う方針とした。
肺高血圧症と右心不全を来して十分な酸素化が出来なくなったために、第 6 病日に V-A ECMO に変更した。酸素化の改善に伴い
第 10 病日に ECMO から離脱できた。第 12 病日から水溶性下痢が出現し、第 20 病日頃から多量になってきた。培養検査では有意
な病原体は検出されず、CD 抗原は陰性であった。1 日の下痢が 2,000ml を超えたために第 23 病日に大腸内視鏡検査を行ったところ、
直腸の多発潰瘍と全結腸の著明な浮腫を認め、生検組織の免疫染色で CMV が陽性であったために CMV 腸炎と診断した。ガンシ
クロビルを投与したが下痢は増加し、1 日 6,000ml を超えた。2 週間以上に及ぶ初期治療にもかかわらず臨床症状および内視鏡所見
に改善が見られなかったため、第 41 病日からホスカルネットを投与した。多量の下血、汎血球減少を来し、第 46 病日に死亡した。
【考察】本症例は明らかな免疫不全状態ではない患者に発症した CMV 感染症であり、一般的には治療への反応は良いと考えられる。
ECMO 管理に伴う全身性炎症反応症候群による免疫機能異常や腸管バリアの破綻などが、CMV 腸炎発症や治療抵抗性と関連して
いた可能性がある。
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CP45-4

心臓大血管手術におけるプロカルシトニン測定の意義

公立陶生病院

救急救命センター

浅井 彰士、市原 利彦、川瀬 正樹、中島 義仁
（目的）プロカルシトニン（Procalcitonin:PCT）は熱傷患者を対象として行った研究結果をもとに、重症の炎症マーカーとしての
意義に端を発し、以来細菌感染症診断における有用性が多くの面から報告されてきた（Lancet 1993）
。開心術後の感染症に限った
報告は少ない。開心術後の感染管理におけるプロカルシトニン（PCT）の意義を中心に後方視的に解析し、開心術後感染症診断
に対する有効性を検討した。（対象）開心術後に septic work をおこなった症例中 PCT を測定した 255 例（男性 187 例、女性 68 例、
平均年齢 65.8 歳）を対象とした。測定時期は発熱した時、CRP、白血球再上昇時、イベント発生時とした。前述した時期がない場
合は術後 7 日目とした。
（結果）平均 PCT は 2.59 ng/ml であった。陽性例は 86 例でうち明らかに感染症発症は 12 例（4.7％）でカッ
トオフ値は 0.68ng/ml 以上であった PCT が 0.7ng/ml 以上の際早期に抗生剤を投与する方針により、感染による死亡は 1.5% であっ
た。PCT を測定していない時期の感染による死亡率は 5.0％で、有意に減少した（p ＜ 0.04）（考察）PCT は重症細菌感染症では上
昇し、治療により速やかに低下する。敗血症の一般的カットオフ値は 0.5 ng/ml で、重症敗血症のカットオフ値は 2.0 ng/ml と報告
されている。開心術後の陽性例のうち 0.7ng/ml 以上は感染症発症のリスクと予想され、抗生剤を検討するか、感染源の検索が必
要になると考える。PC 法の問題点は、出可能菌種が特定される、偽陽性、偽陰性が多い保険点数の問題等種々の課題もあり今後
の検討を要する。
（結語）開心術後 PCT による術後感染管理の治療介入をすることにより開心術後の感染症の指標になりえること
が期待される。

CP45-5

閉鎖式システムによる末梢静脈カテーテルの細菌汚染・合併症軽減効果の検討

徳島大学病院

救急集中治療部

大藤 純、綱野 祐美子、中瀧 恵実子、安田 裕一郎、井澤 眞代、田根 なつ紀、小野寺 睦雄、今中 秀光、西村 匡司
背景：末梢静脈カテーテルは広く輸液管理に使用されるが、カテーテル感染症の他、静脈炎や輸液漏れなど合併症も多い。閉鎖式
静脈カテーテルはカテーテルと輸液ラインが一体型となった構造で、外部との遮断に優れている。さらに平坦な構造や柔らかいカ
テーテルの材質といった特徴があり、カテーテルの細菌汚染や合併症を軽減する可能性がある。本研究では、閉鎖式末梢静脈カテー
テルがカテーテル汚染や合併症を軽減できるか検討した。方法：当院集中治療室に入室した成人患者を対象に、閉鎖式カテーテル
を使用する群（閉鎖群）と従来のカテーテルを使用する群（従来群）に割り付けた。末梢静脈カテーテルは定期的な交換は行わず、
治療終了または合併症にて抜去されるまで使用した。カテーテル使用時間、カテーテル先端培養による細菌汚染の有無、静脈炎や
輸液漏れなどの合併症の有無を記録し両群間で比較した。結果：閉鎖群 67 検体、従来群 78 検体を収集し解析した。カテーテル使
用時間は閉鎖群で長かった（閉鎖群 vs. 従来群：79（45/120）時間 vs. 51（38/92） 時間、中央値（第一四分位 / 第三四分位、
p=.038）。細菌汚染の頻度（閉鎖群 vs. 従来群：10.4% vs. 19.2%、p=.22）および合併症の頻度（閉鎖群 vs. 従来群：53.7% vs. 58.9%、
p=.64）は両群間で有意差はなかった。結語：閉鎖式末梢静脈カテーテルはカテーテルの細菌汚染頻度およびカテーテル関連合併
症の頻度を軽減しなかった。

CP45-6

医療デバイス関連感染症における敗血症の有無と転帰に関する検討

東京都立小児総合医療センター

1）

救命・集中治療部

集中治療科、2）東京都立小児総合医療センター

感染症科

板倉 隆太 、渡邉 伊知郎 、居石 崇志 、本村 誠 、中山 祐子 、新津 健裕 、齊藤 修 、清水 直樹 、堀越 裕歩 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

【背景】デバイス関連感染（Device Associated Infections: 以下 DAI）は集中治療室（以下、ICU）における合併症として患者転帰に大
きく影響し、早期診断・治療は重要である。一方で ICU 内の様々な全身管理は、多くのバイタルサインを修飾し、典型的な症状を呈さ
ない場合も多い。
【目的】当院 ICU おいて、敗血症を呈した DAI 症例と敗血症を呈する前に DAI と診断された症例の転帰について比較検討する。【対象・
方法】2013 年 1 月 ~2015 年 7 月に当院 ICU 入室中に DAI（中心静脈カテーテル関連血流感染 CLABSI、人工呼吸関連肺炎 VAP、カテー
テル関連尿路感染 CAUTI）と診断された症例を、発症時に敗血症を呈していた群（S 群）と呈していなかった非敗血症群（NS 群）と
に分類し診療録を元に後方視的にその転帰を検討した。
【結果】DAI は 86 例で、その内訳（器具使用比、感染率）は CLABSI 18（0.629、1.13）、VAP 35（0.629、2.39）、CAUTI 33（0.579、2.07）
であった。各々の敗血症発症の割合は、CLABSI 10/18（55.6%）、VAP 19/35 例（54.3%）、CAUTI 17/33（51.5%）であった。各 DAI
において S 群、NS 群の死亡率を比較すると CLABSI 10:50%（p=0.065）、VAP 11:0%（p=0.19）、CAUTI 両群とも 0%、と有意差を認め
な か っ た。 一 方、ICU 入 室 期 間 で は、CLABSI 29:27 日（p=0.50）、VAP 25:26 日（p=0.56）、CAUTI 42:18 日（p=0.023） と な り、
CAUTI の S 群で有意に延長を認めた。
【考察】厳密な体温管理や鎮静、人工呼吸管理等によりバイタルサインが常に修飾を受けているにもかかわらず、当院 ICU では、多くの
症例が敗血症に至る以前に DAI に対する診断・治療がなされていた。また各 DAI における死亡率は、S 群、NS 群で有意差を認めなかっ
たが、ICU 在室期間で CAUTI の S 群で有意に延長を認めた。
【結語】ICU 内の DAI は、約半数の症例で敗血症を呈する前の DAI の診断がなされていた。本発表では敗血症を呈する以前に DAI 診断
に至る過程と CAUTI の在室期間延長について検討を加える予定である。
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看護管理・その他

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

当院における PNS の取り組み

姫路赤十字病院

集中治療部

深山 美紀、今川 真理子、藤川 優紀、浦里 恵司
はじめに 2013 年 4 月に 8 床から 10 床に増床あり、新人看護師 4 名、異動者 8 名、という大幅な増員があった。特に、異動者は困っ
た時に相談する相手が明確でないことに悩んでいた。また当時は、重症患者を 1 人で受け持つことに必死で応援体制も乏しく、効
果的に時間管理も出来ていない現状があった。そこで、安全に看護を提供し質保証することを目的に、PNS を導入することにした。
取り組み 2013 年 7 月から日勤帯のペアで患者を受け持つことを決定し、2014 年 6 月 PNS の研修に参加した。2014 年 9 月に PNS に
ついてスタッフへ勉強会を実施。2014 年 10 月から定時ミーティングを取り入れた日勤のスケジュールを組んだ。2015 年 4 月から
年間パートナー制を開始。結果 病床稼働率 2013 年 11 月～2 月は 78.6% に対し、2014 年 11 月～2 月は 81.9% と上昇していたが、1
人当たりの平均超過勤務は、8.3 時間から 6.1 時間に減少していた。同期間のインシデント件数は、53 件から 36 件に減少した。PNS
を導入したことにより、スタッフからは「コミュニケーションが増えた」
「指導しやすくなった」という意見と、
「負担が多い」と
いう意見であった。2015 年 4 月より、経験の浅いスタッフの報告漏れ、相談遅れが目立つようになった。考察 超過勤務の減少は、
部署全体の時間管理や残務量の調整が出来たからだと考える。インシデントの減少はチェック機能が働いたからだと考える。看護
実践を、ペアで行う際に後輩が先輩に頼り過ぎてしまうことがあり、先輩の負担が増えることで、対等であるパートナーシップ・
マインドが十分に形成出来ていないことが明らかになった。また、経験の浅いスタッフはペアになることで、報告・連絡・相談を
行うという、責任を果たす行動をとる機会が減り、その育成が促進されにくいことが明らかになった。

CP46-2

全員参加の PNS ～導入と継続の工夫～

社会福祉法人

三井記念病院

中村 ゆかり、小関 恵子、菅原 彩子、高 なぎさ、神田 結季、吉田 美帆、松本 千香江、福田 幸人
【目的】パートナーシップ・ナーシング・システム（以下 PNS）は看護師同士が補完し合う事で看護改善ができると多くのポジティ
ブな成果が報告されているが、ネガティブな意見やうまく機能していないなどの意見もある。A 病院 HCU でも、安全の確保、体
験知の伝授、看護の楽しさを学ぶ・知る・感じる事を目的に PNS 導入を検討したが好意的な意見がある一方、PNS 導入に不安や
不満があった。そこで、どのように PNS を導入・実施・継続させて行くのが良いかを検討した。【方法】A 病院 HCU 看護師を対
象に 1、仕事に関す調査（UWES）2、精神的健康尺度（GHQ12 項目版）3、職場用ソーシャル・サポート尺度 4、PNS に対しての
4 つのカテゴリー全 48 項目の質問紙調査を実施。回答方法は各カテゴリーで段階形式とし各調査時期で比較した。調査時期は PNS
導入 3ヶ月前、導入直前、導入 5ヶ月後とした。【倫理的配慮】この研究は当院の倫理委員会で承認を得た。【結果】質問紙調査回
収率各回 100% 。看護師人数 32 名、経験年数 1~26 年、平均経験年数 6.2（SD ± 5.1）
。1、仕事に関する調査 54 点中：29、29、29 （3ヶ
月前・直前・5ヶ月後以下同じ） 2、精神的健康尺度 4 点以上の人数：8、7、7 3、職場用ソーシャル・サポート尺度 75 点中：61、
63、61 4、PNS は各項目を 4 点満点とし「実施への不安」3.2、3.1、2.2「マインドの理解」2.7、2.9、3.1「時間外業務減少への期待」
2.6、2.6、3.2「働きやすい環境」は 2.6、2.7、3.2 となった。
【考察】質問紙調査結果から PNS 導入以前から職場の人間関係やサポー
ト状況は悪くない事がわかった。それでも看護体制の変革には不安や不満が生じていた。解決策として、実践を共同するスタッフ
全員で問題解決や意思決定に取り組んだことで、スタッフ全員が看護体制の変革に参加意識を持つことにつながり抵抗や不安の軽
減になり、スムーズに導入できたと思われる。

CP46-3

外科系集中治療病棟開設における看護師のストレス現状調査

久留米大学病院

SICU

大石 展子、藤田 尚子、竹本 由紀、木村 美沙、吉川 朱実、郷田 佐代子、林 ゆかり
【目的】A 病院では外科系集中治療病棟が開設され、看護師は年代を問わず様々な病棟から配置された。配置転換は職場の物理的
移動を意味するにとどまらず、新しい人間関係の形成や知識の獲得、未経験の業務、期待される能力の変化に対して役割ストレス
や役割緊張を生じ、心身のエネルギーの多大な消耗を伴うと述べられている。そこで、本研究で外科系集中治療病棟開設での看護
師が抱えるストレスの実態を明らかにする。【方法】研究期間：平成 27 年 1 月～3 月調査対象：A 病棟看護師 66 名分析方法：看護
師のストレスを測定する目的で開発された Nursing stress scale 日本語版（以下 NSS-J と略す）は単純集計、平均点を求め、独自
の質問用紙を用いたアンケート結果は JUMP を用い T 検定を実施。【成績】看護師全体の NSS-J 総得点の平均は 40.98 点でストレス
を認識している程度は平均的であった。自由記載で不安が軽減された理由として、同部署からの異動が多かった、開設前の勉強会
参加、外科経験がある等があった。外科経験の有無と総得点で有意差があり、カテゴリー別には「不適切な処置」
「医師との葛藤」
「サポート不足」で有意差がみられた。また、自由記載では、外科未経験者のストレス要因として「周手術期看護の未経験」「処置
の不安」「医師との関わり」が多かった。【結論】NSS-J で平均的となった理由として、外科での経験や事前の勉強会、同部署の看
護師の存在などが不安の軽減に繋がったと考える。また、外科未経験者は、周手術期看護の経験がないことに加え、処置が多岐に
渡ること、医師とのコミュニケーション困難等がストレスが高くなる要因と考える。今回の研究では新病棟開設におけるストレス
を感じている看護師は少なく、外科経験の有無によってストレスに差が生じていた。今後、定期異動で来る看護師に対してそのス
トレスを改善し、よりよい職場環境を作ることが課題である。
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CP46-4

ICU へ配置転換した看護師の職場適応につなげる支援の在り方

富山県厚生連高岡病院
平田 実菜、寺井 彩、浦上 恵里、井波 雅子
【目的】配置転換看護師が知識・技術習得に向けて、仕事に前向きに取り組めるようになった要因を明らかにする。
【対象】A 病院における病棟から ICU に配置転換した看護師、A 病院の倫
理審査委員会の承認を得た。
【方法】半構成的面接法による個人面接を実施、KJ 法にて分析した。
【結果・考察】分析の結果 121 のコードから 34 の小カテゴリー、17 の中カ
テゴリー、8 の大カテゴリーが生成された。なかでも【スタッフの手厚い
協力】【カンファレンスの大切さ】【支えてくれた人の存在】【スタッフに
よる正確な知識・技術の習得】といった要因が深く関係しあうことで、
よりよいチームワーク形成につながり、異動者の職場適応につながって
いた。
【結論】配置転換看護師が知識・技術習得に向けて、仕事に前向きに取り
組めるようになるには関連図に上げた要因が関係していた。特に【スタッ
フの手厚い協力】
【カンファレンスの大切さ】
【支えてくれた人の存在】
【ス
タッフによる正確な知識・技術の習得】が知識・技術習得には深く関係
していた。

CP46-5

当院の HCU 立ち上げでの反省と今後の課題

医療法人社団如水会

今村病院

看護部

HCU

近藤 和治
【はじめに】当院は二次救急でありながら、重症呼吸不全や心不全・開頭術後を一般病棟で管理していた。そこで急性期医療の充
実と安全確保のために平成 27 年 2 月より High Care Unit（以下 HCU）を立ち上げた。しかしほとんどのスタッフが未経験者で教
育不十分の状態での立ち上げであった。半年経過し現時点で振り返り、反省と今後の課題を報告する。
【方法】HCU 看護師 22 名
にアンケート調査、半年間のインシデントアクシデント報告の分析。
【結果】ICU/HCU 経験あり 7 名、うち平均経験年数 3.14 年
配属時：不安あり 22 名（未経験 14 名・知識不足 11 名・医療機器取扱 6 名など） 半年後：不安 14 名（知識不足 8 名・夜勤帯での対
応に対して 3 名など） インシデント・アクシデント報告件数 33 件（チューブトラブル 10 件・内服投与忘れ 7 件・注射点滴ミス 7 件・
検査関係 3 件など）受傷レベル（レベル：2 27 件・3a：6 件）発生時間帯（日勤帯：6 件・夜勤帯：27 件）
【考察】看護師全員が
不安を抱えてのスタートであったが、経験を重ね、勉強会に参加することで軽減していると考える。インシデントアクシデン報告
では重大な事故は回避できているが、未経験者同士での夜勤体制であったりすることで、夜間での発生が圧倒的に多く業務の見直
しが必要である。【おわりに】当院は立地的にも地域医療の向上を担っている。今後、安心で安全な医療が行えるために更に教育
体制・システムを改善し HCU 看護を充実させ、ICU に発展していきたいと考えている。

CP46-6

ICU 管理に係る診療看護師の学び

愛知医科大学病院

1）

看護部、2）愛知医科大学麻酔科学講座、3）愛知医科大学大学院看護学研究科クリティカルケア看護学

黒澤 昌洋 1）、森 一直 1）、藤原 祥裕 2）、小松 徹 3）
【目的】 2015 年 4 月より診療看護師として GICU（General Intensive Care Unit）
：周術期集中治療部の卒後臨床研修を行っている。
現在、麻酔科医 2 名での当直体制のところを、麻酔科医 1 名、診療看護師 1 名で夜勤帯での当直を行っており、ここでの学びにつ
いて報告する。
【方法】ICU 管理に係る診療看護師の学びについて、診療看護師 2 名によるブレインストーミングにて意見を出し合っ
た。データ分析方法は、出された意見を内容分析の手法を参考に、内容ごとに整理した。倫理的配慮としては、患者や家族、病院
関係者の個人が特定される内容が含まれることがないよう配慮を行った。
【結果】ICU 管理に係る診療看護師の学びは、
【患者主体
の治療計画を立案する】【診療の補助として特定行為を実施する】
【看護師の視点を持ち治療と看護を統合する】
【看護師が看護を
行いやすい環境を提供する】【看護師の観察やケアが患者の健康回復につながる】であった。
【考察】診療看護師には、医師と連携
を図りながら患者の QOL 向上に必要とされる医療行為を実践する役割がある。自ら患者の診察を行い、患者や家族主体の治療計
画を立案することの重要性を感じ、その中で看護師の視点を持ち治療と看護を統合し、看護師が看護を行いやすい環境を提供する
ことで、患者にとってもよりよい環境が提供できると考えられる。また、治療計画を立案する役割を担ってみて、24 時間患者の
側にいる看護師の観察や看護ケアが患者の健康回復にとって何よりも重要であることを学ぶことができた。今後の課題としては、
診療看護師が ICU 管理に係ることで、どのようなアウトカムがあるのか可視化していくことが必要である。
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気道・呼吸・呼吸管理⑦

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

マイコプラズマ肺炎による重症呼吸障害急性期に ECMO 導入が奏功した 1 例

国家公務員共済組合連合会新別府病院救命救急センター、2）国家公務員共済組合連合会新別府病院臨床工学室

1）

奥山 英策 1）、廣重 滋夫 1）、添田 徹 1）、渡邊 圭祐 1）、菊田 浩一 1）、宮崎 貴士 1）、矢埜 正実 1）、中村 夏樹 1）、岩田 浩一 2）
【症例】66 歳、男性。【主訴】呼吸苦【現病歴】咳嗽、息切れを主訴に近医受診。喘息の診断で内服薬が開始されたが、症状は改
善せず、3 月 18 日に歩行困難となり当院 ER へ搬送され ICU 入室。
【現症・検査所見】意識：清、JCS:10 。体温：38.0℃、血圧：
194/92mmHg、 脈 拍：106/ 分、 呼 吸 数：33 回 / 分、SpO2:65%（10L/nasal）
。NPPV 装 着、FiO2 0.4, PS 5cm、PEEP 5cm で
SPO2:88%。FiO2 1.0 へ 変 更。Na:137,K:5.0,Cl:104mEq/L,BUN:29.3,Cr:0.72mg/dl,WBC:29,600,CRP:25.1mg/dl. プ ロ カ ル シ ト ニ ン：
0.7ng/ml、尿中肺炎球菌抗原（－）、尿中レジオネラ抗原（－）, マイコプラズマ（CF）1024 倍以上（3 月 27 日）
。
【入院後経過】
NPPV（Fio2:1.0）で管理するも、酸素化は悪化し第 2 病日挿管下の人工呼吸管理となる。挿管後 7 時間 FiO2:1.0、P/F:60.0．12 時
間後 FiO2:1.0、hypercapnea の進行（PaCO2:97.3mmHg）と酸素化の改善がみられない（P/F:58.1）ため第 3 病日に VV-ECMO を
導 入 し た。 脱 血 管 は 右 大 腿 静 脈、 送 血 管 は 左 大 腿 静 脈 か ら 挿 入 し た。ECMO 設 定： 流 量 3L/min、FiO2:1.0。 呼 吸 器 設 定：
mode:VC,FiO2:0.7（適宜漸減）、VT:360ml、I/E:1:1、PEEP：15cm、Plateau 圧は 30cm 以下。第 11 病日、ECMO 導入後 9 日目に離脱。
【まとめ】マイコプラズマ肺炎による重症呼吸不全に ECMO 導入が有効であった 1 例を報告した。早期から呼吸器内科医、救急科
専門医、集中治療専門医と collaboration することが ECMO の導入・管理に重要であることが認識された。

CP47-2

PCP で発症した AIDS 患者に ECMO を導入して救命した一例

八戸市立市民病院

1）

救命救急センター、2）八戸市立市民病院

長谷川 将嗣 、昆 祐理 、近藤 英史 、大川 浩文 、今 明秀
1）

1）

1）

2）

麻酔科

1）

【症例】27 歳男性【現病歴】当院入院 2ヶ月前に発熱と呼吸苦で肺炎の診断で前医入院となったが、呼吸状態悪化した為の当院へ
紹介搬送となった。【来院後経過】血圧 89/48mmHg、心拍数 120bpm、呼吸数 40 回 / 分、SpO288％（10 リットル酸素投与）
、GCS
E4V4M6、体温 37.8 度。るい痩あり発汗著明であった。複数との性交渉歴を確認後に鎮静し気管挿管を行い人工呼吸器管理を開始
した。胸部 Xp でびまん性の浸潤影あり。初診時に HIV 抗体陽性で病歴や経過からニューモシスチス肺炎（PCP）による敗血症を
考えた。前医でβ -D グルカンが異常高値で、PCP による影響も考えられたが、初診の AIDS 患者であり真菌感染とサイトメガロ
ウイルス感染も考慮して投薬を行った。気管挿管後は High PEEP CPAP で人工呼吸器管理し Oxygen Index14,P/F130 程度で経過
した。ECMO 導入も検討したが AIDS 患者で感染コントロールが困難になる場合が想定されることや予後不良であることから、ま
ずは人工呼吸器の調整を行った。しかし、第 7 病日に両側気胸となり急激に呼吸不全が悪化した。胸腔ドレナージチューブを留置
したが air leek 止まらず呼吸状態の改善が得られなかったため、VV-ECMO 導入を決定した。ECMO 導入により速やかに酸素化改
善し、その後は肺炎や尿路感染による菌血症を併発したが、抗菌薬投与で ECMO 回路の継続使用は可能であった。自己肺の状態
が改善し、第 37 病日に ECMO 離脱し第 56 病日に人工呼吸器を離脱した。現在食事摂取良好で自力歩行している。
【考察】AIDS 患
者に対する ECMO に関して除外基準の一つとしている施設もある。本症例では人工呼吸器管理により呼吸状態の改善を図ったが
圧損傷による気胸を併発し、ECMO 導入となった。結果的に長期間の回路使用は可能であり、早期に導入を決定してもよかった
ことも推察された。【まとめ】AIDS 患者に ECMO を導入し、長期間の管理でも状態の改善が得られた例を経験したため報告する。

CP47-3

麻酔導入後の血小板輸血が原因で発症した TRALI に対する ECMO による救命例

東京医科大学

麻酔科学分野

集中治療部

竹下 裕二、今泉 均、関根 秀介、鈴木 直樹、羅 秀玉、石田 裕介、板橋 俊雄、福井 秀公、田上 正、内野 博之
【症例】70 歳代男性。169cm、74kg。
【既往歴】AML、3 年前に AVR+CABG 手術。
【手術】膀胱癌に対し膀胱全摘、回腸導管造設術。
【術中経過】術前の血小板低下（7.6 万 /mm3）に対する血小板 20 単位輸血約 30 分後に PFR が 108 と低下し，気管からの湧き出る
黄色透明の分泌物を BF で頻回吸引。血圧低下も持続し輸液・輸血及び NA 持続投与を開始。手術は 239 分で終了し ICU 入室。
【術
後経過】ICU 入室後，腹腔内出血に対する再開腹止血術中、気管分泌物はさらに増加（1.8L/3h）、頻回の低酸素血症をきたすため
ECMO 導入を決定。右大腿静脈に脱血路（24Fr）、右内頸静脈に送血路（20Fr）を挿入し ECMO 開始（Capiox 回路 R、TERUMO
社製、1750 回転、流量 4.2L/ 分 ,）。サイトカイン除去、体温・循環管理目的に CHDF（sepXirisR、Baxter 社製）を開始。ECMO 開
始直後に気道分泌物は著減、肺野のスリガラス影は徐々に改善したが、循環は不安定で PMX-DHP も併用。7 病日 ECMO を離脱、
9 病日抜管。その後 TRALI に伴う免疫抑制のためか、腸管の縫合不全・腹膜炎を発症し、18 病日開腹ドレナージ、人工肛門造設
術を施行。腹部の感染コントロールに難渋したが、経腸栄養・早期リハビリを進め、術後 36 病日一般病棟へ転床。HLA 抗体は検
索中。
【まとめ】TRALI は輸血に伴う非溶血性副作用の中で最も重篤な病態の 1 つで、本邦では年間約 20 例の報告がある。症状発
現は通常 2 時間以内で、48~96 時間で消失・改善することが多いとされるが、最重症例を含めた死亡率は 5~10％となる。TRALI
の病態が可逆性であることから、低酸素血症や高炭酸血症に長期に曝され不可逆性脳障害をきたす前に時期を逸せず、ECMO を
導入・管理を行うことが重要と考えられる。
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CP47-4

肺炎を契機に発症した急性心不全に VV-ECMO 導入した 1 症例

兵庫医科大学

救急・災害医学講座

藤崎 宣友、岡本 彩那、西村 健、白井 邦博、中尾 博之、小谷 穣治
【症例】35 歳男性【既往歴】高血圧症、睡眠時無呼吸症候群【現病歴】来院 10 日前から感冒症状、労作時呼吸困難出現。7 日前、
上気道炎の診断で抗菌薬を投与され以後経過を見られていたが症状増悪、重症肺炎による呼吸不全疑いで紹介となった。来院時、
冷汗、末梢冷感、起座呼吸を認め、著明な高血圧と低酸素血症を呈していた。心エコーで左室壁運動は全周性に低下、胸部レント
ゲン、胸部 CT で両側胸水と浸潤影、びまん性のすりガラス陰影を認めたことから、市中肺炎を契機に発症したクリニカルシナリ
オ 1 の急性心不全と診断した。非侵襲的陽圧換気療法を行い、血管拡張薬、利尿剤、抗菌薬を投与し加療を開始するも、呼吸状態
は悪化。同日挿管、人工呼吸器管理となった。利尿剤への反応は良好であったが、第 2 病日 PaO2/FIO2 ratio 50 台まで低下、
Murray score 3 点となり、肺炎による ARDS を併発していると判断し Veno-venous Extra corporeal membrane oxygenation（VVECMO）を導入した。Lung rest を行いながら加療継続。肺炎、心不全とも徐々に改善を認め、第 7 病日 ECMO 離脱、第 8 病日抜
管に至った。心不全、血圧管理を行ったのち第 32 病日退院となった。【考察】市中肺炎を契機に発症した急性心不全に VV-ECMO
を導入した症例を経験した。重度の低酸素血症に対し早期に VV-ECMO を導入したことで良好な転帰につながったと考えられた。

CP47-5

片肺患者の胃癌術後重症呼吸不全に対して VV-ECMO を施行し、独歩退院となった一例

東京大学医学部付属病院

救急部

集中治療部

前田 明倫、飯高 さゆり、小丸 陽平、浅田 敏文、上田 吉宏、土井 研人、石井 健、橘田 要一、中島 勧、矢作 直樹
CESAR trial 等を受け、国内でも急性呼吸窮迫症候群（acute respiratory distress syndrome, 以下 ARDS）に対し体外式膜型人工
肺（extracorporeal membrane oxygenation, 以下 ECMO）が施行される頻度が増えており、本施設でも導入症例が増加している。
だが導入・除外に関する基準は明確に定まったものがなく、導入に迷う症例も少なくない。今回 ECMO 導入に際し相当の躊躇は
あったが、最終的に自宅退院となった一例を経験したため報告する。症例は 77 歳男性。肺癌に対し右肺全摘術の既往があり、今
回早期胃癌に対し幽門側胃切除術を施行した。第 3 病日にシバリングを伴う 38.5℃の発熱を認め、誤嚥性肺炎の診断となった。第
4 病日に CO2 貯留を伴う PO2/FiO2 100 程度の呼吸不全となり、気管挿管下に人工呼吸管理を開始するも、アシドーシスを是正で
きず、第 6 病日に veno-venous ECMO（VV-ECMO）を導入した。その後呼吸状態は順調に回復し、第 16 病日（導入 10 日）で離
脱に成功した。嚥下訓練を含めたリハビリテーションを行い、最終的に自宅に退院となった。片肺患者に対し、VV-ECMO を導入
した症例は少なく、その適応も含めて文献的考察を加え報告する。

CP47-6

respiratory ECMO 救命例における長期健康関連 QOL の検討

群馬大学

医学部附属病院

集中治療部

神山 治郎、徳江 彩、松岡 宏晃、坂上 浩一、柳澤 晃広、金本 匡史、戸部 賢、日野原 宏、国元 文生、齋藤 繁
近年、重症呼吸不全に対する体外式膜型人工肺（ECMO）の普及により人工呼吸器管理のみでは救命なし得なかった症例の報告
例が多数存在する．その一方で ECMO 管理下では長期の安静や精神的忍耐を強いられる可能性があり、例え救命できたとしても
退院後の生活に大きく影響する可能性がある．今回我々は、respiratory ECMO 救命例の退院から 1 年後の健康関連 QOL（HRQOL）
を調査したので報告する．今回 HRQOL の評価に EuroQOL-5D-5L を用いた .EuroQOL-5D-5L は、健康状態を 5 つの項目（移動の程度、
身の回りの管理、普段の生活、痛み / 不快感、不安 / ふさぎこみ）に分けそれぞれ 5 つの水準で評価し、スコア化が可能である．
また EuroQOL の視覚尺度（VAS）による評価も同時におこなった．症例 1、60 歳男性、重症レジオネラ肺炎、murray score 3.25
点で転院初日に ECMO 導入、第 7 病日に ECMO 離脱、第 8 病日に人工呼吸器離脱、第 21 病日に独歩退院となった . 退院 1 年後の
EuroQOL-5D-5L の QOL 値は入院前の 1 から 0.825 に低下、VAS 値は 100 から 75 に低下した . 症例 2、45 歳女性、粟粒結核による
ARDS で第 15 病日に murray score 3.5 点で ECMO 導入、第 23 病日に ECMO 離脱、第 53 病日に人工呼吸器離脱、喀痰抗酸菌塗抹
検査の陰性化を確認した後、第 108 病日に独歩退院となった . 退院 1 年後の QOL 値は入院前の 1 から 0.817 に低下、VAS 値は 100 か
ら 70 に低下した . 2 症例を通して ECMO 施行中のリハビリテーションや栄養管理をふりかえり、今後の ECMO 管理にどう生かし
ていくかの検討をおこなう .
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CP48-1

Intrapulmonary

三重大学

医学部

Percussive

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

Ventilator（IPV）時の使用回路の違いによる影響

臨床工学部

加藤 隆史、白前 達大、暮石 陽介、西川 祐策、行光 昌宏、岩田 英城
【はじめに】当院では排痰や一時的な高頻度陽圧換気を目的に新生児から成人まで幅広い領域で IPV を使用している。IPV は単独
使用回路と呼吸器併用回路の 2 種類の専用回路がある。呼吸器併用回路は単独使用回路に比べ気道内圧が低い傾向にあるといわれ
ているが、その程度は明確になっていない。また、新生児で使用する気管チューブは成人用よりも細く、チューブの抵抗は高い。
細径の気管チューブでは 2 種類の回路間での気道内圧力差が観察しやすくなると考え、今回我々は、2 種類の回路の先に細径の気
管チューブを接続し、回路の違いによる影響を検討した。
【方法】測定方法は両回路の先に気管チューブ（3mm 径 ,15cm 長）を装着し、それぞれの気管チューブの先端の圧力をアナライザー
（PF-300）にて測定した。人工呼吸器は PB840 を使用し、CPAP モードで行った。測定条件は PEEP:OcmH2O、3 cmH2O の 2 通り
を単独使用回路は IPV、呼吸器併用回路は呼吸器でそれぞれ設定した。IPV の設定は動作圧を 30 psi、吸気時間、吸気流量、頻度
はそれぞれダイアル位置を 12 時方向とした。検討にはパーカッション施行中のアナライザーに表示される平均圧を使用した。
【結果】呼吸器併用回路は単独使用回路と比較して、PEEP:0 cmH2O では 32%、PEEP:3 cmH2O：50% と低い値を示した。
【考察】呼吸器併用回路が単独使用回路に比べ低圧となる原因は、回路より先の抵抗により、圧力が呼吸器回路側に損失した可能
性が示唆された。
【結論】IPV は治療目的に加え、気管チューブの抵抗を考慮した回路選択することで有効な治療効果が得られると考えられた。

CP48-2

ハイエンド人工呼吸器における肺内パーカッションベンチレーターの併用

茨城県 JA 厚生連

土浦協同病院

臨床工学部

上岡 将之、中原 毅、井能 秀雄、小橋 和彦
【背景と目的】肺内パーカッションベンチレーター（以下 IPV）は排痰の促進から無気肺の解消・肺炎等の合併症の予防・ARDS・
気道熱傷に効果があると報告されている。IPV 単独使用では人工呼吸器を外すと呼吸管理が難しい患者に対して IPV と人工呼吸器
と専用の INL 回路を用いた併用稼働が可能である。近年人工呼吸器のモニタリング機能も向上し集中治療領域で使用されるハイエ
ンド人工呼吸器と分類される機種との併用時における影響について検討した。【対象と方法】人工呼吸器 Medtronic 社製 PB980・
Drager 社 製 InfinityV500・ MAQUET 社 製 ServoU・HAMILTON 社 製 G5 の 4 機 種 に PERCUSSIONAIRE 社 製 IPV-C1 を 併 用 し、
人工呼吸器を PC ・VC モード SIMV、IPV を Full EASY・12 時方向・Full HARD に切り替えながら人工呼吸器が誤作動を起こ
さず使用できる条件を検討した。なお、人工呼吸器の設定は PERCUSSIONAIRE 社の USA プロトコールに準処した。また、人工
呼吸器の FiO2 設定濃度と実際に送られる FiO2 との差について比較検討した。
【結果と考察】PB980・ServoU 以外の機種は PEEP
圧上昇などのアラームが鳴り設定によっては安全弁を解放した。PC・VC モードともに USA プロトコールに準処した使用で問題
ないが、一回換気量や分時換気量・圧上限アラームは IPV のワンストロークボリュームを検知しアラーム発生の原因となったため
アラーム上限値の変更が必要となる。実測 FiO2 濃度は機種により設定 FiO2 とは大幅に異なり実際に送られている濃度を考慮する
必要性がある。PC モードでの IPV 併用はアラームを鳴らさないよう設定すると分泌物等で気道閉塞を起こした場合人工呼吸器の
モニタリング値だけでは気付きにくいため患者観察が重要である。人工呼吸器機種ごとに限界値は異なるが IPV との併用はモード
やアラーム設定に注意して行う必要がある。【結語】IPV とハイエンド人工呼吸器との併用は可能であるが、各機種の構造を理解
した上で使用する必要がある。

CP48-3

ドレーゲル社製人工呼吸器呼気弁 リユース・ディスポーザブルの比較・検討

神戸大学

1）

医学部

附属病院

臨床工学部門、2）神戸大学

水上 一也 、北 博志 、藤田 耕平 、三住 拓誉
1）

1）

1）

医学部

附属病院

集中治療部

2）

【目的】ドレーゲル社製人工呼吸器の呼気弁にはリユースおよびディスポーザブルタイプがある。両者の機能面における比較・検
討を t 検定を用いて行ったので報告する。
【方法】エアウォーター社製の自発肺シミュレーターLUNGOO を用いてバッキングを模擬し、ドレーゲル社製の人工呼吸器 V300
と Savina に対応のリユースおよびディスポーザブルの呼気弁をそれぞれ装着して換気を行った。IMI 社製のフローアナライザ PF300 を用いて、口元での圧力と流速の経時変化を測定した。一回換気量（以下 VT）はバッキングを作ったことにより自動計測で
区別ができないため、流速よりリーマン和で算出した。吸気 VT［mL］
、設定圧 +5% までへの回帰に要した時間（以下設定圧回帰
時間）［sec］
、バッキング時 VT［mL］、バッキング時最大流速［L/min］、バッキング時最大圧［cmH2O］に対し、有意水準 5%
の t 検定を用いて平均値を比較した。
【結果】得られたデジタル波形では、Savina においてディスポーザブルの呼気弁を使用した場合のみバッキング後の吸気圧が平坦
化せず、吸気終末までに設定圧に回帰しない場合が認められた。このため設定圧回帰時間のばらつきが大きくなり、リユースとの
乖離が大きくなると思われた。V300 では、波形の形状に特徴的な違いはあまり見られず、呼気弁の違いによる影響は小さいもの
と思われた。しかし t 検定では Savina，V300 ともに、5 つの測定群のうち 4 つにおいて有意差ありとの結果になった。
【考察】t 検定において有意差ありとの結果になったが、その差異は一般に同じ治療条件における人工呼吸器の機種間で生じる差異
より明らかに小さいものであったため、臨床的意義があるという程ではないと考えられる。
【結論】リユースとディスポーザブルの人工呼吸器呼気弁の選定において、機能面における影響は小さいと考えられる。
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CP48-4

外部ガス併用療法における実験的検討

福岡市立こども病院

臨床工学部

小笠原 徳有
【はじめに】先天性心疾患の周術期管理では、肺血流量をコントロールする目的で低濃度酸素吸入療法や一酸化窒素吸入療法など
が行われている。当院は平成 26 年 11 月に新病院へ移転し、移転に伴い小児集中治療室へ DreagerMedical 社製 Evita Infinity V300
（以下 V300）を購入したが、低濃度酸素吸入療法中に呼気フローセンサの制御が不安定となる警報が発生した。
【目的】外部ガスを併用した際の使用上の注意点を探る。
【方法】V300 の成人モードと小児モードを用いて、複数の換気条件の下で外部ガスを吸気側回路に投与し、人工呼吸器本体の制御
にどのような影響を及ぼすかを調べた。
【結果】外部ガスの投与量によって、吸気一回換気量と呼気一回換気量が逆転し、呼気フローセンサの制御が不安定になることが
わかった。不安定となる閾値は特定の値をとらず、換気量や換気回数の影響を受けることが明らかとなった。
【考察】近年の人工呼吸器は回路内圧補正やリーク補正、流量補正などの様々な補正機能を有しているが、外部ガスは人工呼吸器
が本来制御しているガス流量とは異なる存在であるため、補正機能を大きく上回るようなガスが存在すると本体の制御が不安定と
なると考えられた。
【まとめ】外部ガスを併用すると、流量の測定系の誤差要因となり、換気量やトリガー等にも影響を及ぼす可能性が示唆された。
しかし、小児・新生児の周術期管理には必要不可欠な療法であるため、十分に理解した上で使用する必要がある。

CP48-5

臨床工学技士による院内気管吸引実施状況の調査

東京慈恵会医科大学付属病院

1）

臨床工学部、2）東京慈恵会医科大学付属病院

麻酔科

集中治療部

池田 潤平 、奥田 晃久 、井上 愛 、安藤 理香 、岩谷 理恵子 、平塚 明倫 、瀧浪 將典 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】平成 22 年にチーム医療推進を目的とした喀痰等の吸引手技が臨床工学技士（CET）等に認められ、当院においても平
成 23 年 1 月より研修を行っている。CET の研修修了者は現在までに 16 名となったが、その後の院内での気管吸引実施状況に関す
る調査は行っていない。相嶋らの報告によると、CET が気管吸引を実施している施設は少なく、実施施設においても呼吸療法業
務従事者の存在が大きく影響するとされる。そこで、当院における CET の院内気管吸引実施状況を調査し、CET の吸引手技許可
の必要性や研修の意義について考えた。【方法】研修の対象となった CET 26 名に対し記述形式のアンケートを実施した。【結果】
研修修了者 16 名、未修了者が 10 名であった。研修修了者 16 名のうち、院内での吸引手技回数が 0 回は 7 名（38％）
、1～4 回は 7 名
（38％）、5～9 回は 1 名（6％）、10 回以上は 1 名（6％）であった。研修満足度は大変良かった 3 名、良かった 6 名、どちらでもない
7 名であった。
【考察】許可取得からの期間に違いはあるが、吸引回数が 1 番多かったのは ICU 専従 CET であり、業務上吸引手技
を行なう機会の多い環境である。つまり、集中治療部以外の部署においては手技を必要としない可能性がある。研修満足度は比較
的良好であったが、研修未修了者からは「業務上吸引をする機会が少ないから」という意見が多かった。一方、厚生労働省医政局
からは喀痰等の吸引について「生命維持管理装置の操作」に含むとされており、呼吸療法に携わる CET においては吸引手技習得
が必須と考える。近年、診療報酬改定により CET が宿直や夜勤を行なう施設が増え、呼吸療法業務に携わる CET が増加している
中、改めて関連学会において吸引手技習得の必要性を啓発することが重要であると考える。
【結語】アンケートを実施したことで、
CET の院内気管吸引実施状況を把握することができた。

CP48-6

SBT（Spontaneous Breathing Trial）プロトコル作成の試み

茨城県厚生連

1）

総合病院

水戸協同病院

臨床工学部、2）茨城県厚生連

丸岡 正則 、原 賢史 、谷田部 哲夫 、長谷川 隆一
1）

1）

1）

総合病院

水戸協同病院

救急・集中治療科

2）

【はじめに】当院は茨城県厚生連に属し、二次救急を担う病床数 401 床の地域中核病院である。2012 年 8 月に ICU が開設され、臨
床工学部は従来の機器管理業務および臨床技術提供を行ってきた。2014 年 8 月より ICU 専属の技士が配置され、機器管理業務に加
えて人工呼吸器装着患者への積極的介入の一環として臨床工学技士が自発呼吸トライアル（Spontaneous Breathing Trial : SBT）
を行うようになった。SBT 実施にあたり 3 学会合同人工呼吸器離脱プロトコルを参考にしたが、特別な規定を設けていなかったた
め実施者により成功基準などがばらつき、結果が各自の判断に委ねられる場面がしばしばみられた。また臨床工学技士が不在時は
SBT が実施されず、従来の離脱手法によるため人工呼吸時間が長引く傾向がみられた。
【目的】人工呼吸器離脱の方法を標準化し、
速やかに人工呼吸から離脱できるように、当院 ICU 独自の SBT プロトコルを作成すること。
【方法】プロトコルの条件は 1. 開始基準・
成功基準を具体的に表記してすべての医療者が同様に運用できること、2. 実施後の結果情報を共有できることとし、運用後に再評
価を行うこととした。【結果】3 学会合同人工呼吸器離脱プロトコルは自発覚醒トライアル（Spontaneous Awakening Trial :
SAT）、SBT、抜管検討の 3 段階で構成されているが、多職種で共有しやすいように今回は SBT に特化した内容とし、開始前評価、
成功基準に加え抜管前後の評価はカフリークテストに限定した。情報共有の方法として電子カルテのテンプレートも同時に作成
し、プロトコルの内容および評価結果を供覧できるようにした。
【まとめ】今後は運用しながら再評価を行い、どのような評価項
目を加えるか多職種で十分協議検討していきたい。
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ポスターCP 49

CP49-1

高齢者

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

97 歳女性 - 下部消化管穿孔・敗血症ショックの 1 救命例 -

佐賀県医療センター好生館

1）

集中治療部、2）佐賀県医療センター

好生館

古賀 美佳 、牟田 隆則 、中村 覚粛 、吉富 有哉 、佐藤 友子 、三溝 慎次
1）

2）

2）

2）

2）

救急部
1）

【症例】97 歳女性。ADL は自立していたが，3ヶ月前より誤嚥性肺炎，子宮瘤膿腫，低アルブミン血症等で入転院を繰り返していた。
前医にて直腸ポリープ重積に対する EMR 施行後，発熱および腹痛が出現し，CT 上 S 状結腸穿孔を認め当院に救急搬送となった。
来院時 E4V4M6，血圧 113/74mmHg，脈拍 130/ 分（心房細動）
，呼吸数 24/ 分，SpO298%（O2 2L/ 分鼻カニューレ），体温 37.9℃
であり，APACHE2 スコア 14，SOFA スコア 9 であった。緊急手術を行ったところ，腹水は明らかに便汁様で，S 状結腸はほぼ断
裂状態であったため，洗浄を行い人工肛門を造設し手術を終了した。術中，循環動態不安定となり輸液負荷を行い，昇圧薬を投与
し，人工呼吸器管理のまま ICU 入室となった。入室後，エンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）および持続的血液濾過透析
（PMMA-CHDF）を施行し，ステロイド，γグロブリン製剤を投与した。抗菌薬は，ESBL 産生大腸菌の検出既往があり，院内発
症の 2 次性腹膜炎であることからメロペネム，バンコマイシンを選択，DIC には rTM と AT 製剤を投与した。また，加齢に伴う拡
張障害に加え，敗血症性心筋症による心機能低下を認めたため，肺動脈カテーテルによる循環管理を行った。徐々に全身状態の改
善を認め，入室 9 日目に抜管，10 日目に CHDF を離脱，20 日目に ICU を退室した。
【考察】近年，超高齢者（85 歳以上）の敗血症，
ICU 入室例が増加している。敗血症による死亡例の約 80% は 65 歳以上であり，年齢は敗血症死亡のリスクファクターの 1 つである。
今回，適切な集学的治療により救命しえた超高齢の敗血症ショック症例を経験した。年齢だけで必要な手術や治療を躊躇するので
はなく，個々の背景や全身状態を十分に考慮した治療方針を立て救命に繋げることが重要である。

CP49-2

高齢者に発症した破傷風の 3 例

水戸協同病院
水戸協同病院

1）
4）

総合診療科、2）水戸協同病院 救急・集中治療科、3）筑波大学大学院 人間総合科学研究科、
グローバルヘルスセンター感染症科、5）順天堂大学付属順天堂医院 総合診療科

五十野 博基 1,3）、宮上 泰樹 5）、片山 皓太 1）、五十野 桃子 1）、長谷川 隆一 2）、矢野 晴美 4）、小林 裕幸 1）
破傷風は、Clostridium tetani が産生する毒素により引き起こされる感染症である。Clostridium tetani は芽胞の形で土壌中に広く
常在し、創傷部位から体内に侵入する。日本では年間 100 例前後の患者数と 10 名弱の死亡数が報告されている。
今回我々は、80 歳以上の高齢患者に発症した破傷風の 3 例を報告する。症例のうち 1 例は外傷歴がなく、初発症状が嚥下困難であっ
た。2 例は庭仕事中の受傷あり、潜伏期は 4 日、5 日であった。全例で当院来院時には開口障害を認め、ワクチン接種歴も無いため、
破傷風と臨床診断した。ICU に入室させ、免疫療法、感染巣コントロール、全身管理を行い、2 週間以内に気管切開を施行した。
呼吸器離脱までの期間は 2 例で 18 日と 60 日を要し、1 例は離脱困難であった。3 例とも救命したが、筋痙攣治療の深鎮静で長期臥
床となり、廃用は進行した。その結果、基礎疾患は無く、入院前の ADL は自立していたにも関わらず、入院期間は 38 日、101 日、
151 日で、自宅に退院したのは 1 例であった。
高齢者の破傷風治療は長期化し、救命したとしても ADL は著明に低下する。一方で、破傷風はワクチン接種によって予防可能な
疾患である。DPT ワクチンの導入以前に出生した年齢層や、追加接種を受けていない成人に対する破傷風ワクチンの普及が予防
に重要である。

CP49-3

当院の高齢者 MRSA 肺炎における、バンコマイシンとリネゾリドの比較

国立病院機構災害医療センター、2）香川大学医学部付属病院救命救急センター

1）

高田 浩明 1）、一二三 亨 2）、金子 真由子 1）、金村 剛宗 1）、吉岡 早戸 1）、加藤 宏 1）、小井土 雄一 1）
【背景と目的】肺炎は本邦死因別死亡率第 3 位の疾患で、高齢化に伴い増加を続けると考えられ、なかでも高齢者院内肺炎は非常
に死亡率の高い重症疾患である。また、医療関連感染症の代表的起因菌は MRSA であり、疾患別割合では肺炎が最多である。代
表的抗 MRSA 薬であるバンコマイシン（VCM）と比べ、リネゾリド（LZD）には容量調整や TDM 測定が不要などの利点がある。
災害医療センター救命救急科（以下当科）では MRSA 肺炎に対し、VCM だけでなく LZD を担当医師の判断で第一選択薬として用
いている。そこで、高齢者 MRSA 肺炎において VCM と LZD の効果を比較検討した。【方法】2011 年 4 月 1 日から 2015 年 5 月 31 日
の間に当科に入院し、MRSA 肺炎の診断で VCM（n ＝ 20）と LZD（n ＝ 12）が使用された高齢者（65 歳以上）計 32 例を後方視的
に抽出し、比較検討した。年齢・性別・基礎疾患（糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病・呼吸器疾患など）・30 日死亡の有無や抗菌
薬投与前後の SOFA スコア・CRP 値・eGFR 値・Alb 値などを抽出し、2 群間を比較検討した。Primary outcome を 30 日死亡、
Secondary outcome を eGFR 値と Plt 値の変化とした。
【結果】VCM 群と LZD 群の平均年齢は 77.6 歳と 76.5 歳、男女比は（16:4、
12:0）だった。2 群間の比較では、年齢・性別・基礎疾患・SOFA スコア・CRP 値・Alb 値・eGFR 値などに有意差を認めなかった。
30 日死亡は VCM 群 9 名、LZD 群 1 名で有意に LZD 群が少なかった（P ＜ 0.05）。投与 7 日目まで両群で eGFR 値と血小板の有意な
低下を認めなかった。
【結論】高齢者 MRSA 肺炎において、VCM 群に比べ LZD 群で 30 日死亡が有意に少なかった。高齢者 MRSA
肺炎では、VCM に比べ LZD が予後改善に寄与する可能性が示唆された。
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CP49-4

当院における高齢者の敗血症性ショック集中治療の現況－ PMX-DHP 施行症例の年代別比較－

社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院

麻酔科

久場 良也、釜野 武志、嘉手苅 由梨
近年、高齢者の敗血症は社会問題となっている。今回我々は当院で敗血症性ショックに対し PMX-DHP を施行した症例を年代別に
検討したので報告する。【対象および方法】対象は 2005 年から 2015 年 6 月に敗血症性ショックと診断され、開腹術、PTGBD 後に
PMX-DHP が施行された 45 症例である。このうち蘇生後、免疫療法、化学療法中に発症した症例を除いた 41 例を、A 群：64 歳≧
9 例、B 群：65～74 歳 13 例、C 群：75～84 歳 10 例、D 群：85 歳≦ 9 例に分けて、カテコラミンインデックス（以下 CAI）
、P/F 比、
SOFA スコア、急性期 DIC スコア、ICU 在室日数、人工呼吸管理日数等について比較検討した。
【結果】治療開始前の CAI に差は
見られなかったが、P/F 比は C 群 329 と高く、SOFA スコアは C 群 7.3 と低く、D 群 12.3 と高かった。また急性期 DIC スコアは D 群
5.67 と優位に高かった。PMX-DHP 施行後、CAI は A 群 18.4 → 8.6、B 群 13 → 5.7 と優位に低下したが、C 群は変化が見られず、D
群は低下傾向を示した。P/F 比は B 群 232 → 304、D 群 264 → 325 と優位に上昇したが、A 群と C 群は軽度の上昇であった。SOFA
スコアは A 群のみ改善傾向を示した。ICU 在室、人工呼吸管理の日数は同様に A 群、C 群と比べ B 群、D 群は長い傾向であった。
41 例中 8 例が ICU で死亡した。【考察】今回の検討で全症例の約 75％、死亡症例の約 87% は 65 歳以上であった。治療開始前の重症
度では 75～84 歳の高齢者群は軽症であったが、成人、高齢者全体で大きな差は見られなかった。超高齢者群は DIC の合併が多かっ
た。PMX-DHP 施行前後で成人、高齢者ともにショック、酸素可能の改善傾向を認めた。集中治療を要した日数は高齢者が長かっ
た。高齢者の敗血症は重症化、長期化しやすいので発症早期の集学的治療が必要と思われた。

CP49-5

重症熱中症で救急搬送されたゴミ屋敷住人の 4 症例

公立昭和病院

救命救急センター

岡田 保誠、稲川 博司、小島 直樹、山口 和将、佐々木 庸郎、渡辺 隆明
最近の夏の気温上昇によって、熱中症を起こして救急搬送される患者は急増している。ゴミ屋敷の住人は、地域から孤立し家族か
らも疎外されて、セルフネグレクト状態にあり、また冷房用のルームエアコンなどなく換気状態も極めて不良である住環境である
ために、熱中症を起こしやすい条件が揃っている。実際、本年だけでもそのような患者を 3 症例経験し、最近そのような患者搬送
が増えているように思われるため、当院救命救急センターに搬送された症例について報告する。
【症例のまとめ】年齢は 75 歳から 91 歳（平均 81 歳）、救急隊現着時体温は 39.7℃から 42.0℃（平均 40.8℃）、来院時意識レベルは
GCS9 から 12 であり、いずれも 3 度熱中症であった。全症例意識回復したが、うち 1 症例は末期がんがみつかり、死亡退院した。
他の 3 症例のうち 1 症例は家族と相談のうえ自宅退院したが家族が全く面倒をみず、すぐに再入院となった。結果として、残り 2
症例も含め 3 症例いずれも、自宅には戻れず転院となった。転院などの調整に長時間を要した。
【考察】ゴミ屋敷の住人は、来年以降も気温の高い夏がくるたびに重症熱中症を発症して救急搬送されてくる可能性がある。未然
に防ぐ妙案はなかなか浮かばない。外部からの支援に対して、本人、家族が同意しないことが多いことが、解決を困難にしている。

CP49-6

熱中症を契機に診断された結晶誘発性関節炎の 1 例

加古川西市民病院

1）

城戸 拓海 、切田 学
1）

臨床研修医、2）加古川西市民病院

救急科

2）

高齢者は様々な基礎疾患を合併していることが多い。高熱、関節痛を呈する結晶誘発性関節炎も高齢者ではしばしば遭遇する。今
回、熱中症で救急搬入され、入院加療中に結晶誘発性関節炎と診断、セレコキシブ内服が有効であった 1 例を経験したので報告す
る。【症例】70 代男性。自宅で倒れているところを発見され、救急搬入された。搬入時、意識レベルは JCS2、体温 37.7℃、大量発
汗と口渇を認め、2 度熱中症と診断した。第 2 病日に 39.0℃の発熱があり、感染による発熱を疑い、諸検査を行ったが、尿検査で
は尿路感染を疑う所見はなく、胸部 CT でも肺炎像は認めなかった。第 3 病日、右膝部の発赤を伴うアテロームを切開し、内容物
を培養提出し、また血液培養も提出した（最終結果はすべて培養陰性）
。プレセプシンが 563pg/ml であったため、CTRX2g/ 日点
滴を開始した。右第 3 指 MP 関節・PIP 関節、右手背、両肘関節、右第 1 趾 MP 関節、右足背の熱感、発赤、腫脹、疼痛を認め、結
晶誘発性関節炎（痛風または偽痛風）と診断した。第 4 病日からのセレコキシブ内服開始により速やかに 36℃台まで解熱し、関節
症状も改善を認めたので、CTRX 投与は第 7 病日で終了した。関節症状も改善していたことから、第 10 病日にセレコキシブ内服も
終了した。第 16 病日に関節症状が再燃したため、第 17 病日よりセレコキシブ内服を再開した。内服再開後速やかに関節症状は改
善し、第 24 病日に退院となった。【まとめ】本例は結晶誘発性膝関節炎が先行し、膝関節痛のため高熱環境下に長くいたため熱中
症を発症したと考えられた。高齢者の発熱時、細菌感染症以外の発熱を来す合併症も考慮して診療に当たることが大切で、著明な
CRP 上昇、四肢関節の炎症所見を認める場合、またセレコキシブなどの非ステロイド性消炎鎮痛剤で四肢関節痛が著明に軽減消
褪する時には、結晶誘発性関節炎を考慮すべきである。
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CP ポスター会場

急性心筋梗塞を発症し ECMO 下で血栓溶解療法を行った川崎病乳児例

東京都立小児総合医療センター

救急・集中治療部

長井 勇樹、中山 祐子、居石 崇志、渡邉 伊知郎、本村 誠、新津 健裕、齊藤 修、清水 直樹
【背景】川崎病冠動脈瘤合併症例において、血栓閉塞性急性心筋梗塞を合併した場合、早期の再灌流療法が急性期治療として重要
となる。小児ではデバイスの問題などもあり、現状では血栓溶解療法の臨床的意義は高い。ECPR に引き続き、血栓溶解療法を行っ
た川崎病乳児例を経験したので報告する。【症例】症例は 8 か月の男児。前医で川崎病と診断され、第 4 病日に IVIG 2g/kg を施行。
治療への反応不良で、第 6 病日と第 16 病日に IVIG 追加、第 9 病日より 3 日間メチルプレドニゾロンパルス療法を施行し、ようやく
解熱した。第 13 病日の心臓超音波検査では冠動脈の拡大傾向を認めるものの、明らかな冠動脈瘤の形成を認めずに経過した。第
20 病日、啼泣後に心電図で ST 上昇、心臓超音波検査で心室壁運動低下を認め、急性心筋梗塞の疑いで当院へ搬送となった。
【経過】
搬送中に心肺停止に至り、心肺蘇生を行いながら搬送。到着後直ちに V-A ECMO を導入し、低体温療法も開始した。ECMO 下で
冠動脈造影を施行したところ、LAD、LCX、RCA にそれぞれ最大 6.7mm、3.8mm、5.3mm の冠動脈瘤を数珠状に認め、血栓性閉
塞を来していた。rt-PA を用いて冠動脈内血栓溶解療法を施行したところ再灌流が得られ、ST 変化の改善が見られた。しかし、
カニューレ挿入部などからの出血が持続し、搬送翌日に瞳孔散大、対光反射消失し、頭部 CT で広範な頭蓋内出血を認め、第 22 病
日に死亡退院となった。【考察】早期の ECMO 導入、血栓溶解療法により、冠動脈再灌流は得られたものの、重大な出血性合併症
のため失った。血栓溶解療法に伴う出血性合併症の予測はしていたものの、ECMO 下での抗凝固管理、体温管理などに課題を残
した。【結語】ECMO など抗凝固療法中の症例で血栓溶解療法を選択せざるを得ない現状において、重大な出血性合併症のリスク
を少しでも回避するために、灌流圧を低めに設定し、抗凝固療法を緩めるなどの工夫の余地はあると考えられた。

CP50-2

”Awake VV ECMO” の一小児例

東京都立小児総合医療センター

1）

救命・集中治療部、2）東京都立小児総合医療センター臨床工学部

荻原 重俊 1）、齊藤 修 1）、居石 崇志 1）、渡邉 伊知郎 1）、本村 誠 1）、中山 祐子 1）、新津 健裕 1）、清水 直樹 1）、吉田 拓司 2）
【緒言】重症呼吸不全に対する VV ECMO は唯一の救命手段である。成人においては技術革新や集約化による ECMO チームの成熟
によって、awake ECMO による管理が可能となってきたが、小児での報告は稀である。
【症例】5 歳男児（体重 9kg）
、ヒトメタニュー
モウイルスによる肺炎にて前医で加療中であったが、第 4 病日に呼吸状態の悪化により気管挿管、人工呼吸器管理となった。著し
い酸素化不良、ARDS を認め同日、東京都立小児総合医療センター集中治療室へ入室となった。腹臥位療法、iNO、HFOV 施行す
るも酸素化の改善に乏しく、第 7 病日に VV ECMO 導入したが、肺高血圧・心機能低下のため第 17 病日に VA ECMO とした。また、
第 29 病日には再度 VV ECMO へ変更したが、広範な背側無気肺等により治療に難渋したため、第 33 病日より ECMO 下腹臥位療法、
第 44 病日には VVDL（右内頸静脈、15Fr）として awake ECMO 管理とし、肺理学療法及び四肢のリハビリテーションを開始した。
また覚醒度の上昇に伴った自発呼吸管理は、咳嗽反射の促進、喀痰の排出につながり、第 53 病日に ECMO 離脱に成功した（総
ECMO 期間・計 47 日間）。【考察】成人に比して、小児 ECMO 管理は、体位変換や高い覚醒度により様々な致死的な合併症を生じ
る可能性があるが、トータルケアの成熟により、腹臥位療法や理学療法を促す awake ECMO を安全に施行すること可能であると
考えられた。【結語】小児 Awake ECMO には、豊富な経験に裏付けられた multidisciplinary な ECMO チームの構築が不可欠で、
今後さらなるシミュレーションやチーム内教育 / 啓発を通じて、チームの成熟度を上げ、小児 ECMO 管理の質的向上と安全の担
保を図る予定である。

CP50-3

小児における ECMO 施行中の腹臥位療法の検討

大阪府立母子保健総合医療センター

集中治療科

京極 都、橘 一也、清水 義之、籏智 武志、小山 英彦、文 一恵、井坂 華奈子、竹内 宗之
はじめに : 小児では安全性の観点から体外式膜型人工肺（ECMO）中は浅麻酔により自己排痰を促すことは難しく、当院では呼吸
不全に対して ECMO 管理となった小児に対し肺理学療法のため積極的な腹臥位療法を行っている。
目的 : 小児における ECMO 施行中の腹臥位療法の安全性について調査した。
方法 :2014 年 1 月から 2015 年 7 月までの間に、当院集中治療室で呼吸不全に対し ECMO 管理となった症例を対象として後方視的に
調査した。評価項目は、腹臥位施行による合併症の有無と前後での ECMO 血液流量、脈拍、血圧、鎮静スコア、鎮静薬、カテコ
ラミン量の変化、翌日の呼吸器系コンプライアンスの変化とした。
結果 : 期間中に呼吸不全に対し ECMO 管理を行った症例は 5 例で、年齢 0（0-114）日（中央値（25%-75%）
）
、体重 3.1（2.9-3.8）kg、
急性呼吸窮迫症候群 3 例、先天性横隔膜ヘルニア 2 例であった。全例 VA-ECMO（右内頸静脈 - 右総頸動脈）で、全例腹臥位への体
位変換を行っていた。1 例で初回腹臥位時に ECMO 血液流量の低下があり、仰臥位にもどしそれ以降腹臥位は行わなかった。他 4
例では初回腹臥位施行時 ECMO 血液流量の低下はなく（105（89-143）→ 111（78-141）ml/kg/min）
、送脱血管や挿管チューブ、
動静脈ラインの抜浅や抜去なく体位変換が行えた。腹臥位は 1 回あたり 8.6（4.7-16.8）時間行い、総施行時間は 62（18-128）時間
であった。血圧や脈拍に変化はなく、腹臥位中に持続鎮静薬やカテコラミンの増量は必要なかった。鎮静スコアの変動もなかった。
1 回換気量を測定していた 2 例（他は HFO 管理）でコンプライアンスが翌日にそれぞれ 0.26 から 0.28、0.52 から 0.66ml/cmH2O/kg
と改善した。ECMO 施行期間は 11（9-16）日で全例 ECMO からの離脱が可能であった。人工呼吸期間は 37（23-72）日、ICU 滞在
日数は 48（31-62）日で、1 例死亡、4 例は生存退院した。
結語 :ECMO 施行中でも腹臥位への体位変換は可能であり、肺理学療法を進めるうえで腹臥位療法も一つの手段となりえる。
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CP50-4

小児 ECMO 施行下における栄養管理

大阪府立母子保健総合医療センター

集中治療科

井坂 華奈子、清水 義之、橘 一也、簱智 武志、文 一恵、京極 都、小山 英彦、松永 英幸、赤松 貴彬、竹内 宗之
【はじめに】近年重症病態における栄養投与経路として経腸栄養が推奨されている。ECMO 施行下においても同様とされているが、
本邦における小児 ECMO 施行下における栄養投与に関しての報告はない。当科における ECMO 施行下の栄養管理について報告す
る。
【対象・方法】2014 年 3 月より 12 か月間の小児 ECMO 症例 12 例（0-11 歳）を対象とし、ECMO 施行中の投与エネルギー量、
栄養投与経路（経腸、経静脈）、合併症、臨床経過について後方視的検討を行った。【結果】ECMO 施行中の最大投与エネルギー
量の中央値は、46.4 kcal/kg/day（BMR：推定基礎代謝量の 75 %）であった。12 例のうち 8 例（66 %）は ECMO 施行下に経腸栄
養が開始され、うち 7 例は幽門後投与であった。経腸栄養の最大投与エネルギー量の中央値は、13.5 kcal/kg/day であった。経腸
栄養開始時期は ECMO 導入より中央値 3 日（2-13 日）であった。一方、経腸栄養が施行された全例で静脈栄養が併用され、その開
始時期は中央値 3 日で経腸栄養と同時期に開始されていた。経腸栄養が施行できなかった理由は、CPA 蘇生後 ECMO 継続適応外
が 2 例、出血傾向で栄養チューブを挿入できなかったのが 1 例、不明が 1 例あった。また、経腸栄養中断は 5 例（8 回）行われており、
その理由は、膜交換、開胸血腫除去術、挿管チューブ入れ替え、消化管出血であった。経腸栄養に関連する合併症として、消化管
出血が 1 例あったが、壊死性腸炎や消化管穿孔などの重篤な合併症は認めなかった。経腸栄養施行できた 8 例は全例 ECMO 離脱可
能であり、ICU 生存退室例は 6 例であった。【考察・まとめ】ECMO 施行下での、投与エネルギー量は BMR に比して低く、特に経
腸栄養投与量に関しては少ない傾向にあった。一方、経腸栄養に投与による重篤な合併症はなく施行可能であり、臨床転帰の悪化
を認めなかった。

CP50-5

小児の人工心肺使用開心術後におけるプロカルシトニンの有用性

自治医科大学
自治医科大学

1）
3）

小児手術・集中治療部、2）自治医科大学
麻酔科学・集中治療医学

小児・先天性心臓血管外科、

中村 文人 1）、前川 慶之 2）、大塚 洋司 1）、永野 達也 1）、岩井 英隆 1）、多賀 直行 1）、竹内 護 3）
【背景】開心術後は人工心肺による影響から全身性炎症反応症候群に酷似した状態に陥りやすく，細菌感染の有無を鑑別すること
は困難である．一方小児では涕泣やうつ熱による体温上昇を来しやすく，細菌感染を早期に診断することは困難なことが多い．
我々はプロカルシトニン（PCT）が小児開心術後感染症の診断に有用であるか検討したので報告する．【対象と方法】2014 年 4 月
から 2015 年 5 月まで，当院で体外循環下に開心術を施行した連続 73 例（男 44：女 29），月齢中央値 12（0 ― 135）を対象とした．
チアノーゼ性疾患 32 例，緊急症例 3 例であり 1ヶ月以内の死亡症例は除外した．研究デザインは診療録からの後方視的検討である．
術後 1ヶ月までの間，発熱，炎症反応再燃，局所所見等から細菌感染を疑った症例全例において PCT を測定，細菌学的評価を考慮
し術後感染の有無を診断した．【結果】何らかの感染症を疑い PCT を測定した症例は 27 例（36.4％）であった．PCT カットオフレ
ベル 0.5 ng/mL 以上を呈した症例は 4 例あり，内訳は縦隔炎 1 例，不明熱 3 例であった．縦隔炎症例は左心低形成症候群の月齢 11
の男児であり，術 3 週後に MSSA による血流感染も合併した．診断時 PCT は 2.63ng/mL と本シリーズにおいて最高値を示した．
ほかに血流感染を合併した症例はなかった．一方，血流感染を合併しない肺炎，創感染などでは PCT カットオフレベル以上とな
ることはなかった．
【結語】小児人工心肺使用開心術後，PCT は血流感染を合併するような重篤な感染症において特異的に上昇す
ることが示唆された．

CP50-6

小児心臓血管外科手術後の感染症の頻度、予後に関する後方視的研究

大阪府立母子保健総合医療センター
平野 藍子、簱智 武志、京極 都、井坂 華奈子、文 一恵、清水 義之、橘 一也、竹内 宗之
【目的】小児心臓血管外科手術後の感染症の頻度、関連因子、予後を明らかにすること。
【方法】2014 年 1 月から 12 か月間に大阪
府立母子保健総合医療センターにおいて、心臓血管外科手術後に小児集中治療室（PICU）に入室となった小児を対象に後方視的
に調査。【結果】対象となった 154 症例のうち、22 例（14.3%）に感染症を認めた。創部感染 4 例（2.6%）
、肺炎 3 例（1.9%）、尿路
感染 3 例（1.9%）、血流感染 15 例（9.7%）であった。感染症を認めた群では月齢が 6.5 か月（25th percentile 2.75; 75th percentile
14）vs. 11.5 か月（5; 31.75）、Pediatric Index of Mortality2 が 2.6% vs. 1.8% と感染症を認めなかった群と比較して有意差を認めた。
体外式膜型人工肺（ECMO）を使用したうちの 5 症例（100%）
、Delayed Sternal Closure（DSC）を実施したうちの 9 例（90%）、
不整脈を認めたうちの 10 例（25%）、ステロイドの投与を行ったうちの 10 症例（37%）、腹膜透析を使用したうちの 8 症例（47%）
、
術前に PICU 管理を必要としたうちの 7 症例（39%）に感染症を認めた。感染症群では人工呼吸日数（中央値）が 14 日（4.5; 38.25）
vs. 1 日（1; 2）、PICU 滞在日数（中央値）が 27 日（11.75; 44.75）vs. 4 日（3; 7）
、死亡率が 9.1%（2 例）vs. 0.76%（1 例）と有意に
高値であった。
【結論】小児心臓血管外科手術後の感染症の頻度は 14.3％であった。ECMO、DSC、不整脈、ステロイド投与、腹
膜透析、術前の PICU 管理を必要とした症例に高率に感染症を認め、感染症群で人工呼吸日数、PICU 滞在日数、死亡率が高値であっ
た。
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CP51-1

心臓・循環・体液管理⑤

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

一般集中治療室における新規発症心房細動の頻度と予後：前向き観察研究

倉敷中央病院

1）

総合診療科、2）倉敷中央病院

栗山 明 、中西 美鈴 、貝原 敏江 、福岡 敏雄
1）

2）

2）

救急科
1）

【目的】重症患者における心房細動（Af）の発生率は 5-15％で、Af 非発症患者と比べて死亡率増加と入院長期化に関連することが
報告されている。しかし、この関連は術後や敗血症患者に限られた報告が多く、一般集中治療室（ICU）における報告は少ない。
当院救急 ICU における Af の新規発症の頻度と予後を明らかにする。【方法】2014 年 7 月から 2015 年 6 月までに当院救急 ICU に入院
した患者を対象にした。18 歳未満の患者および基礎に Af がある患者は除外した。救急 ICU に入室した全患者はモニターを装着さ
れ、Af の新規発症の有無を計測され主アウトカムとした。入院中死亡、ICU 在室期間と入院期間を副アウトカムとした。【結果】
462 人の患者が対象となった。APACHE II 平均値は 17.4、平均年齢は 71 歳であった。病態の内訳は緊急内科疾患、緊急術後、蘇
生後および外傷であった。13 名（2.8％）に Af が新規に発症した。Af を発症しなかった患者に比べて、Af を新規発症した患者の
ICU 在 室 期 間 は 有 意 に 長 く（ 中 央 値 8 日 vs2 日、p ＜ 0.01）
、 入 院 期 間 も 長 く な る 傾 向 が 確 認 さ れ た（ 中 央 値 29 日 vs15 日、
p=0.05）。死亡率には有意な差が見られなかった（7.4％ vs 7.7%、p=0.91）。【結論】当院救急 ICU における Af の新規発症は以前の
報告よりも低かった。以前の報告と同様に、Af の新規発症は ICU 在室期間と入院期間の長期化に関連することが分かった。死亡
率に差がなかったことは新規知見である。

CP51-2

重症心室頻拍、電解質異常、ARDS にて集中治療を要し、褐色細胞腫を合併した神経線維腫症と診断できた一例

日立総合病院

救急集中治療科

窪田 雅之、大道寺 洋顕、高谷 信宏、大島 和馬、徳永 蔵人、中村 謙介
【症例】生来健康な 52 歳男性。一週間前より微熱と倦怠感が出現、全身状態悪化し肺炎として近医に入院したが、心室頻拍 VT を
きたし当院に救急搬送された。
［動脈血ガス（10L マスク）］pH7.672,PO2 141mmHg,PCO2 23.5mmHg,HCO3- 27.7mmol/l,AG 1.1mmol/l,Lac 3.7mmol/l,P/F ratio（7
病 日 ）249（PEEP 5cmH2O）［ 血 算 ］WBC17800/ μ l,Hb7.7g/dl,plt4.9 万 / μ l,［ 生 化 ］BUN21.7mg/dl,Cre0.6mg/dl,Na124mmol/
l,K2.2mmol/l,Cl84mmol/l,Ca6.5mg/dl,Mg1.0mg/dl（14 病日）,CRP17.89mg/dl
アルコール多飲歴があることから、アルコールによる低カリウム血症、低マグネシウム血症など電解質異常に伴う心室頻拍をはじ
めに考え、挿管の上 ICU 入室となった。積極的な電解質補正、アミオダロンなどの抗不整脈薬投与を行うも VT を繰り返し治療に
難渋したが、CT にて 27mm 大の右副腎腫瘍を認め、体幹にカフェオレ斑と神経線維腫を認めたことから、褐色細胞腫を伴う神経
線維腫症 NFI 型（これまでに指摘されたことはなかった）と診断し、心室頻拍に対しβブロッカーを積極的に使用し循環管理を
行うことができた。徐々に意識と呼吸も改善を認め、15 病日に人工呼吸離脱、全身状態の改善を待って 54 病日に副腎腫瘍摘出術
を施行、病理診断は褐色細胞腫であった。全電解質の尿中排出増加は持続していたが褐色細胞腫摘出により軽快した。リハビリを
行い歩行も可能となり、80 病日に転院となった。
【考察】重症の VT、ARDS により ICU に入室し、著明な電解質異常から治療に難渋した褐色細胞腫、NF の 1 症例を経験した。入
院時には NF を考えることができなかったが、ICU 入室後の全身観察時に典型的なカフェオレ斑や神経線維腫から NF、また NF に
比較的合併が多いとされる褐色細胞腫の診断・治療に至ることができた。集中治療における皮膚科的全身診察の重要性を再認識し、
NF の病態や本症例のような重篤な電解質異常や ARDS をとる褐色細胞腫について、文献的考察を加えて報告する。

CP51-3

経皮的心肺補助とランジオロールを用いた難治性心室性不整脈に対する治療戦略

筑波大学

医学医療系

救急・集中治療部

河野 了、秋山 大樹、渡部 浩明、下條 信威、小山 泰明、榎本 有希、萩谷 圭一、山崎 裕一朗、宮 顕、水谷 太郎
66 歳の女性。肥大型心筋症，心房細動，うっ血性心不全に対してアミオダロン 400mg/ 日，ビソプロロール 5mg/ 日を投与中であっ
た。経過中に発見された頚部腫瘤の精査の結果、びまん性大細胞 B 細胞性リンパ腫と判明し血液内科に入院。心エコーでは心室中
隔 25mm, 左室後壁 24mm であり著しい心肥大と中等量の心膜液貯留、およびこれらに起因する左室拘束性障害が認められたが、
左室駆出率は 89％であったため化学療法を行うこととした。第 2 病日にリツキシマブ，ビンクリスチン，プレドニゾロンによる
R-VP 療法、第 21 病日にはベンダムスチン，リツキシマブによる R-Benda 療法を施行した。第 4 病日に発作性心房細動が認められ
たが自然に復帰していた。第 32 病日午前 7 時 43 分、朝食を摂取中に心肺停止となり心肺蘇生を開始した。初期波形は心室頻拍で
あり、二相性除細動 200J × 18 回を施行。アドレナリン 1mg × 11 回，アミオダロン 450mg を投与したが心室頻拍と心室細動が持
続するため、ICU に移動し PCPS を導入した。心肺蘇生開始後 58 分で心肺補助を確立した後に行った二相性除細動 200J により心
室頻拍から洞調律に復帰した。その後、ランジオロール 6 μ g/kg/min を開始することで心室性不整脈、心房細動のいずれも再発
を認めず、翌日には PCPS から離脱することできた。経過中、ランジオロールからアミオダロン持続静注に変更後に心房細動が出
現した。肺うっ血，出血の治療に難渋したものの、ICU 入室 5 日目には NPPV に移行することに成功した。近年、PCPS 導入が比
較的容易になり、難治性不整脈症例に対しても導入されることが多くなってきている。PCPS 施行下の抗不整脈治療については III
群薬が有効とする報告が散見されるが、β遮断薬に言及したものはない。本症例の経験からランジオロールによる交感神経抑制も
PCPS 施行下の抗不整脈に対する新たな治療戦略のひとつとして選択できる可能性があると考えられた。
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CP51-4

無脈性心室頻拍にてβブロッカーが有効であった一例

循環器病センター
多羅尾 健太郎、清水 太郎
急性心筋梗塞後のリハビリ中において、無脈性心室頻拍となり CPR により蘇生されたのち、心不全と頻発する頻拍に対して、β
ブロッカーが奏功し、治療が成功した一例を経験したため報告する。当症例では急性広範囲前壁心筋梗塞を経皮的冠動脈形成術に
おいて治療したのち、リハビリを行い 11 日目に無脈性心室頻拍により循環停止し、病棟看護師により CPR を行われ V-A ECMO
および大動脈バルーンパンピングにより補助循環を行った。この際多発する心室頻拍があったため、すでに導入されてはいたが、
再びβブロッカーを比較的速やかに漸増し、心室頻拍の停止とともに、抜管前後においては安定した循環状態が得られた。患者は
現在、埋め込み型除細動を留置され、独歩にて外来通院されている。急性心不全治療において、日本循環器病ガイドラインを参照
すると、ノルアドレナリンの単独使用の実質禁忌やドブタミンが比較的優先順位高く出現するなどの記載がみられる。実臨床にお
いては本症例のように、極期におけるβブロッカーの使用が治療において奏功することも多く、またノルアドレナリンの単独使用
は臓器虚血は助長しないこと、また、ドブタミン使用による心予後悪化傾向なども報告されており、その点を踏まえて考察を行う。

CP51-5

Torsa de pointes を起こし緊急処置を必要とした高齢者 QT 延長症候群の 3 症例

高知赤十字病院

救命救急センター

村上 翼、泉 江利子、本多 康人、藤本 枝里、安岡 やよい、廣田 誠二、原 真也、島津 友一、山崎 浩史、西山 謹吾
【症例】症例 1：94 歳女性。既往に心不全、Wenckebach 型房室ブロック。自宅で気分不良あり近医を受診。待合で失神を起こし
たため当院に救急搬送された。来院後徐脈から Torsa de pointes（以下 TdP）を認めたため、マグネシウム製剤を静注した。一旦
回復したが、その後も TdP が持続したため除細動を施行した。カリウム濃度が 2.7mEq/L、QTc は 530msec であった。一時ペーシ
ングを留置した後 ICU 入室となった。利尿剤と下痢による低カリウム血症が原因と考えられ、電解質異常を補正した。症例 2：95
歳女性。既往に完全房室ブロック。就寝中の胸痛で救急搬送された。来院時 HR40 台の完全房室ブロックを認め、ER での経過中
に TdP となりマグネシウム製剤を静注した。カリウム濃度が 3.3mEq/L と低下していた。電解質異常と房室ブロックによる徐脈が
原因と考えられたがペーシングは希望せず、電解質補正とシロスタゾールの内服を開始した。症例 3：84 歳女性。15 年前にペース
メーカー留置（VVIR60/min）。近医入院中に失神と下肢脱力を認め、脳梗塞の疑いで紹介となった。来院時意識は清明であり、
明らかな麻痺を認めなかった。心電図では、自己波とペーシング波が混在しており、QT 延長と胸部誘導の T 波が陰転化を認めた。
胸部症状もなかったため、モニター監視下に入院となったが、入院翌日に突然レベルダウンした。意識は速やかに回復し、モニター
を確認すると TdP を起こしていた。心エコーで心尖部の動きが広範に低下しており、たこつぼ型心筋症が疑われた。内服にジソ
ピラミドがあり、薬剤による QT 延長にたこつぼ型心筋症を併発したことで TdP を起こしたと考えられた。ペーシングレートを
80/min に変更し以後は TdP を認めなかった。【考察・結語】薬剤や電解質異常、徐脈性不整脈などにより二次性 QT 延長症候群は
起こり、TdP は致死的不整脈である。これらのリスクを負う高齢者では診療上注意が必要である。

CP51-6

TdP を発症した先天性 QT 延長症候群の臨床像、12 誘導心電図の特徴についての検討

岡山大学病院

1）

高度救命救急センター、2）岡山大学

循環器内科、3）川崎医科大学

寒川 睦子 、森田 宏 、中村 一文 、伊藤 浩 、塚原 紘平 、山内 英雄
氏家 良人 3）
1）

2）

2）

2）

1）

救急医学総合診療医学

、寺戸 通久 1）、佐藤 圭路 1）、鵜川 豊世武 1）、

1,3）

【背景】先天性 QT 延長症候群は特に若年層における心臓突然死のハイリスクである為、リスクの層別化、突然死の予防が望まれる。
【目的】TdP を発症した先天性 QT 延長症候群症例の特徴を検討すること【対象】当院にて遺伝子検査を施行した先天性 QT 延長
症候群総計 32 名、LQT1:18 名、LQT2：6 名、LQT3：5 名、LQT7：3 名【方法】臨床像と安静時 12 誘導心電図指標を検討し、遺
伝子分類型別、TdP を有する群と有しない群とで比較検討を行った。【結果】7 名（LQT1：1 名、LQT2：4 名、LQT3：2 名）に
TdP を有し、TdP の誘因は、20% が運動関連性、20% が睡眠中、60% が日中安静時の発症（テレビ鑑賞、電話の呼び出し音、目覚
ましの音など）であった。CPA 発症するも心拍再開した 3 症例においては全例β遮断薬を内服していた。競技スポーツへの参加制
限や運動制限、β遮断薬内服の推奨により運動関連性の心臓突然死のイベントは認めなかった。遺伝子分類型別の心電図指標の特
徴では TdP を有する群では有しない群と比較し、特に LQT2 において、診断時の Schwartz score が高く、QTc, Tpec 間隔が長い
特徴を有していた。（QTc: 0.604 ± 0.08 vs 0.409 ± 0.05sec1/2 p ＜ 0.0001, Tpec: 0.188 ± 0.05 vs 0.106 ± 0.04sec1/2. p ＜ 0.001. TdP+ vs
TdP-）.【結語】QTc, Tpec 間隔が長いこと、Schwartz score が高いことが特に LQT2 において TdP のリスクになる可能性が示唆
された。先天性 QT 延長症候群において同意のもとに遺伝子検査を行い遺伝子タイプ別に応じた薬物的加療の選択、ガイドライン
に沿った ICD 植え込み加療を行うことが突然死の予防につながると示唆された。
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小脳出血により心肺停止となった妊婦の 1 例

石川県立中央病院

救急科

明星 康裕、太田 圭亮、南 啓介
患者は 38 歳の女性。身長 161cm、体重 56kg。先天性胆道閉鎖手術の既往と妊娠 1 回分娩 1 回であった。
現病歴は 39 週の単胎妊娠で分娩のために帰省していた。朝起床しないので、家族が見に行くと「気分が悪い、お腹痛い」と言い、
顔色不良になり泡吹き倒れた。呼吸停止になり救急車を要請した。救急隊到着時は心肺停止で、胸骨圧迫 2 分後のリズムチェック
時に自己心拍再開した。補助呼吸しながら救急搬送となった。119 番から救急隊到着まで 10 分、さらに心拍再開まで 2 分経過があっ
た。
来院時は、JCS300 GCS E1T1M1、両側瞳孔 3mm で対光反射はあった。血圧 105/60、脈拍 110、呼吸 20、O2 10L/min で SpO2 90
であり、直ちに気管挿管、補助呼吸を開始した。気管内から気道分泌物が多量に吸引できた。超音波検査で胎児心拍正常で、母体
の右心負荷はなかった。頭部 CT 検査で右小脳出血、脳室穿破、水頭症を認め、帝王切開術に続き開頭血腫除去術を施行した。児
の Apgar score は 6/6 であり、NICU で 6 日間人工呼吸管理と昇圧剤を使用したが問題なく退院できた。第 2 病日より徐々に意識レ
ベルが改善し、第 6 病日は JCS30 GCS E2VTM4 となり、第 8 病日に気管切開を行った。小脳出血の原因である AVM は SpetzlerMartin 分類 1 点（大きさ 1、周辺脳機能 0、流出静脈 0）で、第 30 病日に脳動静脈奇形塞栓術、第 35 病日に脳動静脈奇形摘出術を行っ
た。第 40 病日には JCS0 GCS E4VTM6 に回復し、第 44 病日に気切チューブを抜去した。頭部の創感染の合併症はあったが、リハ
ビリを行い第 84 日に転院となった。両外転制限による複視の後遺症が残った。
脳動静脈奇形破裂による心肺停止となった妊婦を経験した。心拍再開直後の手術により母子ともに社会復帰できた。

CP52-2

偶発性低体温に対し、PCPS 導入にて救命し得た一例

東京女子医科大学

救急医学

齋藤 倫子、齊藤 眞樹子、角田 美保子、鈴木 秀章、秋月 登、並木 みずほ、武田 宗和、矢口 有乃
【症例】53 歳男性。
【現病歴】数年前より活動性の低下を認め、自宅に引きこもりの状態であった。両足趾に壊死性黒色変化を認
めるも、医療機関は受診せず放置。1 月某日、自室にて同居する兄に意識障害で発見され、救急要請。現着時、JCS300、血圧測定
不能、橈骨動脈微弱、脈拍 36 回 / 分、体温測定不能であった。救急車内で痙攣後に心肺停止、モニター上 PEA となり、CPR 開始
された。
【来院時現症】JCS300、瞳孔 5/5（両側対光反応あり）、心静止、体温測定不能、顔面蒼白、るいそう著明、両足第 1～5
趾壊死を認めた。
【経過】初療にて経口気管挿管施行し、CPR 継続。膀胱温 25.8 度の低体温であり、経皮的心肺補助法（PCPS）導
入した。導入約 11 分後、膀胱温 28.2 度に上昇した時点で、自己心拍再開を認め、カテコラミン持続投与開始し、ICU に入室。血
液検査上、白血球数 13610/ μ L、CRP13.78mg/dL、プロカルシトニン 126.9ng/mL と炎症反応の上昇に対し、CT 上空洞形成を伴
う肺炎像あり、かつ両足趾の感染に対し、第 1 病日より MEPM、VCM、CLDM、グロブリン製剤の投与を開始。第 2 病日に膀胱
温 35.8 度まで上昇認め、PCPS 離脱。第 5 病日にカテコラミン投与と人工呼吸器から離脱した。両足趾に対し、手術を検討するも、
本人の意思により保存的加療にて加療を行った。経過中に施行した頭部 MRI 検査では低酸素脳症や、梗塞等の所見は認められず、
第 21 病日に独歩にて自宅退院となった。
【考察】本症例は、未治療の糖尿病と低栄養状態における、両足趾壊疽から敗血症に至り、
活動性が低下し低温環境下での低体温症から心肺停止に至った症例であった。本症例では、心停止時間が約 1 時間 12 分に及んだが、
PCPS にて急速復温により救命し得たと考えられた。

CP52-3

過量服薬から CPA となったが CPC1 まで回復し得た一例

国立病院機構

熊本医療センター

救命救急・集中治療部

山下 幾太郎、江良 正、狩野 亘平、山田 周、櫻井 聖大、北田 真己、原田 正公、橋本 聡、木村 文彦、高橋 毅
当院へは年間 150 例以上の過量服薬による搬送があるが、CPA に至る症例は稀である。今回、我々は、過量服薬を契機に CPA となっ
たが、集中治療にて CPC1 まで回復し得た症例を経験したので報告する。症例は 39 歳女性、双極性障害にて近医外来通院中であっ
た。自宅で処方薬を過量服薬後に意識消失しているところを発見され救急要請、搬送途中に CPA となり CPR 開始し当院へ搬送さ
れた（CPAOA）。搬入後直ちに心拍再開を得、心肺停止時間は約 8 分間であった。服薬内容はバルプロ酸が約 100 錠、その他抗精
神病薬、睡眠導入剤を中心に計 16 種類、421 錠であった。搬送時の血液ガスで著明な高二酸化炭素血症を認め、挿管後に多量の食
物残渣が気管内から吸引されたことより、吐物窒息による呼吸原性 CPA と思われた。救急外来にて人工呼吸器装着、活性炭・下
剤投与を行った後、ICU 入室し脳低温療法を開始、バルプロ酸血中濃度高値であったため血液吸着療法も開始した。誤嚥性肺炎に
伴う敗血症性ショック、ARDS、DIC も併発しており、呼吸・循環動態共に不安定な状態であった。バルプロ酸血中濃度は 1 回の
血液吸着にて中毒域を脱したため血液吸着は 1 回で終了した。第 5 病日には脳低温療法終了、復温開始した。復温後、徐々に意識
回復し CPC1 まで回復した。呼吸・循環動態も改善し第 6 病日に人工呼吸器離脱・抜管した。腎機能低下、尿量低下あり一時的に
血液透析（CHDF）を要したが速やかに回復し、数日で透析離脱した。第 13 病日に ICU から精神科病棟へ転棟。誤嚥性肺炎の再
燃などあり、第 23 病日まで抗生剤治療は継続した。身体的加療終了し、第 36 病日には精神科転科となった。過量服薬患者の転帰
等に関して、文献的考察も加え、考察する。
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電撃症から心肺停止に至ったが、適切な救命の連鎖により良好な経過をたどった 1 例

名古屋医療センター
安藤 諭、森田 恭成、近藤 貴士郎、村田 哲哉、鈴木 秀一
特記すべき既往のない 20 歳男性。
電柱上で変圧器工事中に感電（推定電圧 100V）し、心肺停止状態となった。3 分後にバイスタンダーCPR 開始。7 分後に先着した
消防隊により心肺蘇生、AED で計 3 回除細動された。12 分後の救急隊到着時心静止、15 分後に Vf になり除細動を施行。20 分後救
急車内で自己心拍再開した。25 分後に当院到着。到着時のバイタルサインは、血圧 107/49mmHg、心拍数 98 回 / 分、呼吸数 28 回
/ 分で死戦期様呼吸、SpO2 97％（酸素 10L/ 分）、意識 JCS300 であった。皮膚には明らかな熱傷、損傷を認めなかった。83 分後に
ICU 入室した。徐々に意識レベルは改善傾向にはあったが、昏睡状態が持続していたため、速やかに低体温療法を導入した。低体
温療法は冷却生食の急速投与・非侵襲的体表冷却（アークティックサン）で行った。目標体温到達までの時間は 170 分であった。
低体温を 24 時間維持し、徐々に復温した。鎮痛薬・鎮静薬・筋弛緩薬を減量したところ、意識障害は徐々に改善した。経過中、
横紋筋融解症、人工呼吸器関連肺炎、黄色ブドウ球菌菌血症を合併した。輸液、抗生剤治療等により治癒した。コンパートメント
症候群は発症せず、両手掌の皮膚隔離以外、明らかな軟部組織損傷を認めなかった。徐々に意識レベルは清明となった。頭部
MRI・脳波上、明らかな異常所見を認めなかった。高次機能評価を行い、軽度の低下を認めた。第 20 病日に自宅退院、外来でリ
ハビリを継続する方針となった。
電撃症は体内に高電流が流れることによって生じる損傷である。 一般的に電撃症からの心肺停止では、傷病者が若く、心肺疾患
などの既往がないことが多いため、積極的な蘇生の適応があり、他の原因と比べて、予後は良好と報告されている。
感電からの心肺停止例で、救命の連鎖がうまくつながり、良好な経過をたどった例を経験したので、報告する。

CP52-5
洛和会

低体温療法および早期 PCI が奏功した重症 3 枝病変を伴う CPA 症例

丸太町病院

南 丈也、富士榮 博昭、金森 徹三、小山田 尚史、浜中 一郎、上田 欽造
症例は 56 才男性。2000 年頃から高血圧を指摘されるが未治療で、同時期から労作時の胸痛を自覚していた。2013 年 11 月 14 日 , バ
ス停で突然前倒するところを市民が目撃し、AED を用いた BystanderCPR が行われた。初期波形は VF で合計 2 回の DC ショック
により心拍再開、目撃から心拍再開までの時間は 4 分 52 秒だった。心停止後症候群管理チームによる管理下、救急外来から迅速に
低体温療法を開始するとともに、重症 3 枝を伴う ST 上昇型心筋梗塞に対し、IABP サポートで PCI を実施、早期冠動脈血行再建に
成功した。合併症に対する集中治療を行った結果、完全社会復帰に成功し、現在も無病生存している。当院は 2012 年 10 月から複
数の診療科、職種による心停止後症候群管理チームを編成し心停止後症候群治療に取り組んでおり、チーム発足後現在までに 10
例の低体温療法を実施した。心血管インターベンション治療を専門に行う当科が中心となり、積極的かつ迅速に早期冠動脈血行再
建および体外式自動体温管理システムを用いた低体温療法を実施しており、チーム発足前後で Cerebral performance category
（CPC）は 4.85 ± 0.14（n=7）から 2.70 ± 0.56（n=10）に、modified Rankin Scale（mRS）は 5.85 ± 0.14（n=7）から 3.60 ± 0.72（n=10）
に改善し脳神経予後の改善を得ている。10 例中冠動脈血行再建と低体温療法を行った 3 例については 2 例が完全社会復帰している。
当院における心停止後症候群管理チームのシステム構築や BIS（bispectral index）を用いた脳神経予後指標による低体温療法実施
基準決定など独自の取り組みも交えて報告する。

CP52-6

冠攣縮を原因とする院外心停止をきたした 3 症例についての検討

筑波大学

医学医療系

救急・集中治療部

秋山 大樹、河野 了、小山 泰明、榎本 有希、萩谷 圭一、下條 信威、山崎 裕一郎、水谷 太郎
背景：明らかな器質的心疾患や器質的冠動脈疾患を持たない院外心停止症例の中には、一定の割合で冠攣縮による重症不整脈およ
び心停止を来した症例が含まれることはこれまでにも報告されている。症例：我々は、冠攣縮によって引き起こされた重症不整脈
が原因と考えられる院外心停止を呈したが、いずれも良好な転機をたどった 3 症例を経験した。患者はそれぞれ、76 歳男性（症例
1）
、55 歳女性（症例 2）、66 歳男性（症例 3）で、いずれの症例も今回の入院まで冠攣縮性狭心症を診断されていなかった。症例 1・
症例 2 については冠攣縮を疑う前駆症状があり、急性期を過ぎた時点で行った冠攣縮誘発試験で冠攣縮性狭心症を診断された。症
例 3 は前駆する胸部症状なく難治性心室細動による院外心停止を発症し、入院中にニトログリセリン投与で改善する一過性の ST
上昇を呈したが、その後に行われた冠動脈造影で器質的な狭窄病変を指摘されず、異形狭心症と診断された。症例 2 については、
当院収容前に胸痛を伴う失神を繰り返し、また救急車内で心室頻拍が記録されたが、蘇生処置を要する心停止には至らなかった。
症例 1・症例 3 は初期リズム心室細動の院外心停止となり、自己心拍再開後に低体温療法を行われた。3 症例とも神経学的後遺症な
く回復し、植込み型除細動器を導入され軽快退院した。以降は十分な冠拡張薬による薬物治療を継続され、明らかな狭心症発作な
く良好な経過をたどっている。考察：我々が経験した 3 症例においては、入院後大きな有害事象なく経過したが、低体温療法中に
冠攣縮の増悪をきたしたという報告も散見される。このため器質的心疾患の観察されない院外心停止症例においては、冠攣縮合併
の可能性を考慮した病歴聴取や蘇生後の集中治療管理にあたる必要があるものと考えられ、考察を加えて報告する。

－ 709 －

ポスターCP 53

CP53-1

神経②

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

HIV 感染症による無菌性髄膜炎に非痙攣性てんかん重積発作を合併し意識障害を呈した一症例

市立札幌病院

救急科

勝見 紀文、斉藤 智誉、本間 慶憲、長間 将樹、櫻井 圭祐、高氏 修平、遠藤 晃生、提嶋 久子、鹿野 恒、牧瀬 博
【背景】HIV 感染症は多剤併用療法により治療成績が向上し重篤な脳症の発生は大幅に減少し、むしろ慢性期の HIV 関連神経認知
障害が注目されてきている。しかし、今回我々は HIV 初感染に伴う重度意識障害に非痙攣性てんかん重積発作（NCSE）を合併し
鑑別診断に苦慮した症例を経験した。 NCSE は早期発見・治療により死亡率を低下し得るとされ、原因不明の意識障害の原因と
して高頻度であると近年注目されている。【症例】30 歳代、男性。同性愛者で 1 年前の HIV 検査陰性。既往歴なし。【現病歴】23
日前より 38 度台の不明熱により近医入院中であった。40℃台の発熱と意識障害により当科入院となった。GCS6 点の意識障害を認
めたため気管挿管を行い人工呼吸管理とした。前医での HIV-PCR 陽性（2.5 × 10*6copy/ml）
、CD4 陽性細胞軽度低下（421/ μ l）
を認め HIV 初感染が疑われた。髄液検査は無菌性髄膜炎の所見を認めた。脳 MRI・髄液培養には異常所見を認めなかった。髄液
中のヘルペスウイルス、梅毒ウイルス、結核は陰性で、HIV ウイルスによる髄膜炎が強く疑われた。ステロイドパルス療法を 3 日
間行い意識障害は改善し、人工呼吸管理を第 3 病日に離脱した。しかし翌第 4 病日に再び意識障害、凝視、上肢の自動症を発症し
たため、てんかん発作を疑い脳波検査を施行し、群発徐波を認めた。非痙攣性てんかん重積発作を疑い、ジアゼパム投与により直
ちに意識障害は改善した。さらにクロナゼパム、レベチラセタムの内服によりてんかんは良好にコントロール可能となり、第 21
病日に脳機能カテゴリー（CPC）1 にて退院した。身体障害者 3 級を申請し、自立支援医療費に基づき患者負担可能な状態となっ
たため、第 67 病日より DTG/ABC/3TC の多剤併用療法を開始した。
【考察】無菌性髄膜炎の原因に HIV 感染が考えられた。また、
意識障害の原因として NCSE の鑑別が必要であった。

CP53-2

膠原病に伴う脳症の二例

手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院

1）
4）

麻酔科 集中治療部、2）手稲渓仁会病院
リウマチ科

総合内科、3）手稲渓仁会病院

腎臓内科、

秋本 貴子 1）、宮本 翔平 2）、本田 奈々瀬 4）、上村 亮介 1）、滝沢 英毅 3）、芹澤 良幹 2）、勝俣 一晃 4）、横山 健 1）、片山 勝之 1）
けいれん重積は脳梗塞に次ぐ神経学的救急疾患である。特に全身性エリテマトーデス（SLE）における中枢神経症状の報告は 1275% と報告により差があるが、症状は重篤な病態もあり集学的治療が望まれる。新規に Neuropsychiatric SLE（NPSLE）を疑い異
なる転機をたどった二症例を報告する。【症例 1】30 代女性、SLE の診断で経過観察されていた。入院前日からの頭痛、発熱、意
識障害を契機に痙攣を来たし、MRI T2 画像にて皮質下に高信号を認め、NPSLE と診断した。ICU 入室しステロイドパルス療法、
血漿交換、シクロホスファミド大量静注療法（IVCY）施行するも意識障害が残存し治療困難となった。【症例 2】30 代男性、抗核
抗体陽性を伴う抗 GBM 抗体病、急性進行性糸球体腎炎として入院、加療していたが、第 81 病日に間代強直性けいれんを来たし、
MRI T2 画像にて側脳室周囲に高信号を認めた。補体低下、抗核抗体陽性、抗 ssDNA 抗体陽性より NPSLE を疑われ、ステロイド
パルス療法、血漿交換を施行した。その後神経所見の改善を認め退院となった。
【結語】膠原病を誘因とする二例の脳症を経験した。
診断、治療に難渋し、神経学的予後は対照的な転機をたどったことから、膠原病に伴う神経学的集中治療につき検討報告する。

CP53-3

てんかん重積状態を呈した非ヘルペス性辺縁系脳炎の一例

東京医科大学八王子医療センター救命救急センター、2）東京医科大学八王子医療センター脳神経外科、
東京医科大学八王子医療センター神経内科

1）

3）

田中 洋輔 1）、須永 茂樹 2）、上田 優樹 3）、弦切 純也 1）、新井 隆男 1）
【背景】てんかん重積による頭部 MRI で海馬・島回などで異常信号を認める報告を散見するが、しばしば辺縁系脳炎とてんかん重
積後の MRI 所見との鑑別が困難なことがある。
今回、我々はてんかん重積状態で発症した後、MR imaging で両側側頭葉内側部構造の信号変化と記名力障害を呈した症例を経験
したので報告する。
【症例】58 歳、女性。静脈洞血栓症、関節リウマチの既往を認める。てんかん発作を呈した既往は確認されなかった。駅のロータリー
で事故を起こした乗用車内で不穏状態でいるところを通行人に発見された。救急搬送中に痙攣発作を認めたが、自然に頓挫した。
来院時の意識は E1V1M4 で頭部 CT で出血や 3DCTA で血管閉塞を認めなかった。
MR imaging で両側側頭葉内側部で高信号域が確認された。 当初から、髄液検査で蛋白高値を認めたため 辺縁系脳炎を考慮して
ウィルス性、傍感染性や非ヘルペス性脳炎等についての精査を行った。 臨床経過で 1 週間前からの発熱、咽頭痛、リンパ節腫脹
があり、採血検査結果で VCA-IgM（-）、VCA-IgG（+）
、EBNA-IgG（+）
、EA-IgG（+）であったことから EB ウイルス再燃によ
る辺縁系脳炎と判断した。治療はメトトレキサートを中止してステロイドパルスを行った。発症 1ヶ月後の MR imaging の FLAIR
像では、両側側頭葉内側部の高信号の軽減と軽度の萎縮を認めた。脳波では、右前側頭葉と左側頭葉後部での異常波が確認された。
現在、改善傾向ではあるが記名力障害は残存している。
【まとめ】非ヘルペス脳炎によるてんかん重積状態の MR imaging で、両側側頭葉内側部構造に高信号変化を認めた。今症例に対
して文献的考察を加え報告する。
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CP53-4

若年女性にみられた非腫瘍随伴性抗 NMDA 受容体抗体脳炎の 1 症例

大阪医科大学附属病院

集中治療部

下山 雄一郎、梅垣 修、大地 史広、服部 一生、三原 良介、今川 憲太郎、門野 紀子、日外 知行
【はじめに】抗 NMDA 受容体抗体脳炎は卵巣奇形腫に随伴することが多い傍腫瘍性脳炎であり、NMDA 受容体の細胞外成分に対
する抗体を有する自己免疫性脳炎である。【症例】患者は 20 歳女性、生来健康であったが、夜に奇声を発する、母親に暴力をふる
うなどの行動が出現したため当院精神科に医療保護入院となった。入院時 38 度の発熱を認めた。頭部 CT で左側頭葉の low
density、頭部単純 MRI で左裂脳症、脳波で徐波を認めた。腰椎穿刺で髄液中の白血球の上昇を認め、脳炎の診断でステロイド、
アシクロビルの投与を開始した。非定型精神病の合併を考慮し、オランザピンを投与した。その後、脳血流シンチ上、脳炎は否定
的であることに加え、第 7 病日以降に中枢性低換気、口部ジスキネジア、手指のアテトーゼ様運動、けいれんが出現したため抗
NMDA 受容体抗体脳炎と診断した。抗 NMDA 受容体抗体は陰性であった。骨盤 MRI 上、卵巣腫瘍を認めなかった。治療は 5 回の
免疫吸着療法を行い、徐々に意識が回復した。さらにステロイドパルス療法と免疫グロブリン療法を併用した。第 18 病日に集中
治療室を退室し、第 75 病日に退院した。【考察】抗 NMDA 受容体抗体脳炎は、前駆期、精神病期、無反応期、不随意運動期、緩
徐回復期という臨床症候を経る。本症例の臨床症候は典型的であり、診断は容易であった。5 回の免疫療法を主体とした治療で徐々
に意識が回復し、腫瘍非合併例としては典型的な治療経過であった。
【結語】若年女性に発症した非腫瘍随伴性抗 NMDA 受容体抗
体脳炎の症例を経験した。

CP53-5

縦隔奇形腫を合併した抗 NMDA 受容体脳炎の 1 例

沖縄県立中部病院

1）

集中治療部、2）沖縄徳洲会

毛利 英之 、中山 泉 、小山 淳 、村上 隆啓
1）

1）

2）

中部徳洲会病院

内科、3）沖縄県立中部病院

外科

3）

症例は 20 歳女性。初診 2 日前から頭痛・嘔吐が出現し、入院当日に発熱、全身性強直性間代痙攣を認めて救急搬送となった。気管
挿管後に脳炎・髄膜炎として治療を開始したが髄液検査では単核球優位の細胞数の増多を認め、グラム染色では菌体を認めなかっ
た。細菌性髄膜炎は否定的と考え無菌性髄膜炎の治療を開始した。翌日には見当識障害は残っていたが痙攣の軽快を認めたため抜
管となった。頭部 MRI（T2WI, FLAIR）では両側の海馬に高信号を認め、胸部 CT では大動脈弓部外則に石灰化を伴う直径 2cm
大の腫瘤を認めたため、手術目的に当院に紹介となった。当院入院後から見当識障害・短期記憶障害が出現し、徐々に増悪傾向と
なった。病歴、画像所見などから抗 NMDA 受容体脳炎の可能性が高いと判断して入院 4 日目からステロイドパルス療法を 3 日間施
行したが、入院 7 日目に意識レベルの低下、酸素化の悪化を認めたため ICU に入室して気管挿管を行った。同日から免疫グロブリ
ン療法を 5 日間行ったが症状の改善はみられず、入院 12 日目に胸腔鏡下で前縦隔の腫瘤を摘出した。入院時の髄液検査では HSV/
PCR が陰性、抗 NMDA 受容体抗体が陽性（抗体価 20 倍）、前縦隔腫瘤の病理結果は成熟型奇形腫と判明し、診断が確定した。腫
瘤摘出後にも口部ジスキネジアや上下肢のジストニアなどの不随意運動、あるいは複雑部分発作などの症状が強くみられたため血
漿交換を行った。さらにステロイドパルスや免疫グロブリン療法も追加したが改善せず、痙攣との鑑別が困難な不随意運動を抑制
するために複数の鎮静薬や抗てんかん薬を現在も必要としている状態である。
抗 NMDA 受容体脳炎は卵巣奇形腫を合併することが多いが稀に卵巣以外に腫瘍がみつかることがある。今回我々は前縦隔に奇形
腫を合併した抗 NMDA 受容体脳炎を経験したので文献的考察を加えて報告する。

CP53-6

集中治療室で経験する代謝性脳症における不随意運動の検討

藤田保健衛生大学病院

救急総合内科

都築 誠一郎、植西 憲達、多和田 哲郎、日比野 将也、神宮司 成弘、田口 瑞希、近藤 司
集中治療室では高浸透圧性昏睡や低血糖脳症、熱中症、電解質による意識障害など様々な代謝性脳症に遭遇する。また集中治療室
で頻回に使用される鎮静薬による薬剤性の神経障害も経験することがある。これらの代謝性脳症では様々な神経学的所見を呈する
ことが報告されており、その出現により診断や治療に悩まされることがある。重症で画像検査のための移動もできない場合は身体
所見により診断を行う必要がある。そのため集中治療を行う上でこれらに特徴的な症候を知っておく必要がある。今回われわれは
高血糖高浸透圧症候群や熱中症、薬剤に伴う不随意運動を呈した症例を経験したので、観察した不随意運動を動画を供覧し紹介す
るとともに、集中治療室で遭遇する頻度の高い代謝性脳症でみられる不随意運動について考察する。
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ポスターCP 54

CP54-1

早期離床・リハビリテーション③

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

びまん性肺胞出血により人工呼吸器管理となった症例を経験して

社会医療法人共愛会
社会医療法人共愛会

1）

3）

戸畑共立病院
戸畑共立病院

リハビリテーション科、2）社会医療法人共愛会
集中治療室 看護部

戸畑共立病院

外科、

仲本 昂平 1）、野中 沙恵 1）、高崎 裕介 1）、佐藤 英博 2）、平湯 恒久 2）、白土 奈央 3）
【はじめに】びまん性肺胞出血は重篤な呼吸不全に急速に進行することも多い予後不良の疾患と言われている。今回、肺胞出血に
より人工呼吸器管理が必要な症例に対し入院翌日より理学療法を開始した。既往に脳梗塞後重度右片麻痺及び失語症を呈しており
ADL 低下も懸念されたが、入院前 ADL を再獲得し良好な結果を得ることが出来たため以下に報告する。【症例紹介】60 代男性。
既往に脳梗塞あり、抗血小板薬 2 剤を内服中。X 日、呼吸苦が出現し経過観察していたが鼻出血、喘鳴・呼吸苦の増悪を認め当院
へ救急搬送。搬送後、出血による気道閉塞の所見あり気管挿管。気管支鏡を施行し肺胞出血と診断され、入院の運びとなる。
【経過】
人工呼吸器管理となり、止血目的に最高気道内圧を 30cmH2O に設定。X+1 日より理学療法を開始。X+4 日に CT にて左下葉無気
肺を認めた為、積極的に肺理学療法を開始。X+8 日に気管支鏡を施行し止血が確認され、翌日よりベッドサイドにて起立訓練を
開始。X+10 日に抜管し、摂食評価目的に ST 介入。X+15 日 ICU を退室後から歩行訓練を開始。 X+20 日に酸素投与終了時には T
杖歩行も可能となり、X+25 日には入院前 ADL を再獲得し自宅退院となった。【考察】当院では ICU に専従理学療法士を配置し、
回診時に同行し早期から理学療法を実施している。今回、入院翌日より理学療法を開始したものの、止血が確認されるまでは離床
する事が出来なかった。しかし、病態に応じたプログラムを実施する事で、離床が可能となった時点でスムーズに ADL 改善に向
けたプログラムへ移行出来たと思われる。また、本症例は失語症を呈しており、鎮静中断中の指示理解有無の判断に難渋したが、
家族から早期に情報を得る事で不必要な抑制を解除する事も可能であり、看護師と協働し日中の管理をする事が可能であった。
ICU 入室時より関わる全スタッフで目標を共有する事で、入院前 ADL を再獲得し直接自宅へ退院出来たものと考える。

CP54-2

多臓器障害を合併した急性呼吸不全患者に対し、理学療法的介入をおこなった 1 症例

長崎労災病院

1）

中央リハビリテーション部、2）長崎労災病院

和田 政範 、山戸 隆二 、久保 智美 、中村 利秋
1）

1）

2）

集中治療室、3）長崎労災病院

救急集中治療科

3）

【背景】ICU における急性期理学療法の重要性は確立されつつあり、理学療法士の ICU 専従化をおこなう病院も増加しており、当
院も ICU 担当の理学療法士を配置している。今回、その契機となった多臓器障害を合併した急性呼吸不全患者に対し、理学療法
的介入をおこなった 1 症例を経験したので報告する。
【症例】69 歳、女性。既往歴：気管支拡張症、在宅酸素療法。現病歴：入院前の日常生活能はすべて自立していた。入院後経過は、
肺炎に対する入院治療中であったが、第 4 病日に呼吸状態の悪化、さらに意識障害、循環不全を呈したため、集中治療目的に ICU
入室となった。人工呼吸管理下に治療していたが、急性腎障害も併発し、持続的血液濾過透析を必要とした。第 11 病日（ICU 入
室後 8 日目）に理学療法の介入を開始し、呼吸理学療法（前傾側臥位管理）と離床運動をおこなった。幸い、集学的治療が奏功し、
腎障害、呼吸不全の改善を認め、第 19 病日（ICU 入室 16 日目）には持続的血液濾過透析から離脱、第 23 病日（ICU 入室 20 日目）
に人工呼吸を離脱しえた。第 30 病日（ICU 入室 27 日目）に ICU 退室した。一般病棟転棟後は、筋力増強、歩行練習、階段昇降な
どの日常生活能練習を強化し、第 79 病日目に自力歩行可能な状態で自宅退院となった。
【結語】集中治療内容に関連する理学療法阻害因子があったが、理学療法士と医師、看護師との緊密な診療連携により、集中治療
下にある症例への理学療法介入が奏功した。今後もひきつづき、ICU 領域における理学療法士の介入に関する認識を高めていくこ
とが重要である。

CP54-3

器械的排痰補助を用いて無気肺が改善した外傷性血気胸患者の一例

聖マリアンナ医科大学病院

1）

リハビリテーション部、2）聖マリアンナ医科大学

救急医学

堅田 紘頌 、横山 仁志 、森澤 健一郎 、柳井 真知 、高松 由佳 、津久田 純平 、平 泰彦 2）
1）

1）

2）

2）

2）

2）

［目的］器械的排痰補助（MI-E）は , フェイスマスクや人工気道を介して陽圧による深呼吸と陰圧による咳嗽を作り出す気道クリ
アランス方法である .MI-E は , 肺や気管支に圧変動が加わるため , 一般的に肺の圧傷害を有する例やその発症リスクがある例は , 相対
的禁忌とされている . 今回 , 外傷性血気胸に閉塞性無気肺を併発し ,MI-E 実施がその改善に有効であった症例を経験したので報告す
る .［症例］60 歳代 , 男性 . 外傷による出血性ショック , 不安定型骨盤骨折 , 右第 9 ‐ 11 肋骨骨折 , 血気胸にて入院 . 翌日にせん妄を併
発し , 骨折部の安静保持を目的に鎮痛・鎮静，挿管人工呼吸器管理となった . 第 8 病日に抜管となったが , 骨折による安静管理（ヘッ
ドアップ禁止 ,10 度程度の左右体位変換のみ）と疼痛による咳嗽力の低下が遷延し , 第 11 病日に右完全閉塞無気肺を併発 . これに対
し , 用手的な排痰・咳嗽介助を中心とした呼吸リハと気管吸引ならびに気管支鏡による分泌物の除去を行ったが無気肺の改善には
至らなかった . そのため , 第 13 病日より呼吸リハに MI-E を導入することを検討した . MI-E 導入に伴う気胸の再発を懸念し、気胸の
改善を認めていたが胸腔ドレーンを留置して実施した . その結果 , 呼吸リハ中には , 黄色膿性粘調痰が多量に喀出され , 有害事象を
併発することなく , 画像所見上著明な無気肺の改善が認められた . その後、疼痛管理がなされ徐々に自己喀痰が可能となり , 胸腔ド
レーンを抜去した . これに伴い MI-E の実施頻度を減じたが無気肺の再発には至らなかった ［
. 考察］胸部を中心とする多発外傷では ,
安静や疼痛による深呼吸・咳嗽力の抑制により気道クリアランスが低下し , 閉塞性無気肺を併発する症例が多い . 本症例のように ,
無気肺改善 , あるいは良好な疼痛管理や安静解除に至り気道クリアランスが改善するまでの間 , 圧傷害の再発に対処できる胸腔ド
レーンが留置された状態であれば MI-E を導入することが有効な場合があると考えられた .

－ 712 －

CP54-4

頚髄損傷後に機械的排痰補助装置を使用した 3 症例

公立陶生病院
公立陶生病院

1）
4）

中央リハビリテーション部、2）公立陶生病院
集中治療部

呼吸器・アレルギー疾患内科、3）公立陶生病院

臨床工学部、

長江 優介 1）、横山 俊樹 2）、平澤 純 1）、小山 昌利 3）、川瀬 正樹 4）
【はじめに】機械的排痰補助装置（以下、カフアシスト）は、小児や神経筋疾患の排痰に有用とされているが、近年集中治療領域
でも有用性が報告されている。今回、頚髄損傷後の排痰補助にカフアシストを用いた 3 症例を経験したので報告する。
【症例】40 代（症例 1）、70 代（症例 2）、60 代（症例 3）の男性で、いずれも Frankel 分類 A で自発呼吸は温存、呼吸器疾患の既往
歴なし。全症例で理学療法（以下、PT）介入時に Peak Cough Flow（以下、PCF）を評価した。症例 1 は C6/7 頚髄損傷で第 2 病
日に後方固定術を施行し抜管。同日、去痰不全による無気肺で酸素化悪化し再挿管。気管支鏡にて吸痰。第 3 病日に PT 介入。
PCF75.6L/min でカフアシストを導入した。その後無気肺は改善し、第 24 病日に ICU 退室。症例 2 は C4-7 頚髄損傷で、第 2 病日の
ハローベスト固定中に去痰不全による酸素化悪化で挿管。指示動作困難で気管支鏡にて吸痰。第 4 病日に PT 介入。PCF64.2L/min
でカフアシストを導入し、第 17 病日に ICU 退室。症例 1 および 2 は看護師と協力しカフアシストを 1 日複数回実施し、経過中に気
管切開となった後も継続した。カフアシスト導入後は気管支鏡による吸痰は必要とせず、気管吸引で吸痰可能となり低酸素防止が
可能であった。症例 3 は C6/7 頚髄損傷で第 2 病日に後方固定術施行。第 3 病日の抜管前に PT 介入。PCF58.8L/min で抜管後の合併
症予防目的にカフアシスト導入。再挿管や肺合併症なく第 5 病日に ICU 退室。
【考察】PCF160L/min 以下では喀痰排出が困難とされているが、カフアシストを用いることで排痰が可能となったと思われる。
【まとめ】頚髄損傷症例に対し PCF を評価の下、カフアシストを導入した。その結果、気管支鏡による吸痰を必要とせず、肺合併
症による再挿管なく ICU 退室に至った。

CP54-5

精神機能に着目した作業療法の急性大動脈解離術後 ARDS 患者への効果

佐久総合病院佐久医療センター
佐久総合病院佐久医療センター

1）
3）

作業療法科、2）佐久総合病院佐久医療センター
救命救急センター

理学療法科、

左嵜 壮一郎 1）、松本 武志 2）、渡部 修 3）
【はじめに】人工呼吸器管理患者の精神機能に着目した報告は少ない．今回，急性大動脈解離術後，ARDS を呈し長期人工呼吸器管理を
要した症例において，術後早期からの作業療法（以下 OT）施行により精神機能の維持に繋がった症例を経験したのでここに報告する．
【症例紹介】74 歳男性．近医入院中に急性大動脈解離を認めたため当院転院．同日，大動脈弓部全置換術を施行した．OT では運動機能
への介入に加え，精神機能の維持を目標に散歩による認知機能賦活や ADL 拡大による抑うつ状態の改善を図った．
【作業療法経過】第 13 病日より OT 開始．開始時，GCS E4VTM6．意思表出は筆談，文字盤にて可能．基本動作は軽介助にて端座位ま
で可能だが，人工呼吸器やルート類による活動制限は大きく，PT，OT 介入時以外は臥床状態．ADL は FIM30/126（運動：13/91，認知：
17/35）と全介助であり基本動作能力が活かされていなかった．精神機能面では表情は暗く，OT にも消極的であった．認知機能賦活を
目的に人工呼吸器管理下での散歩を第 27 病日より継続的に行い，時間感覚や季節感を刺激した．抑うつ状態の改善を目的に，第 36 病日
口腔ケア，第 41 病日髭剃り，第 44 病日上肢・体幹前面の清拭，第 55 病日尿器の使用，第 58 病日食事摂取を開始し，Ns と連携し ADL
を拡大した．第 79 病日 ICU 退室時，軽介助にて立位，移乗が可能となり，FIM56/126（運動：30/91，認知：26/35）と入浴以外の
ADL は見守りから一部介助へと改善した．表情は穏やかで笑顔を見せる場面も増え，
「歩けるようになりたい．
」等前向きな発言が聞か
れるまでになった．第 210 病日リハビリテーション病院退院後，現在は HOT を使用し ADL 自立にて自宅生活を送られている．
【まとめ】ICU においても，OT の主たる役割は他の領域と変わらず精神機能の改善，ADL の改善にある．チーム医療の中で術後早期の
ICU 入室中から OT を施行することが症例の回復に寄与した可能性があり有益であると考えられた．

CP54-6

ARDS 患者の退院時 ADL についての報告

東京女子医科大学
東京女子医科大学

1）
3）

第4報

体重減少と早期離床との関連について

リハビリテーション部、 東京女子医科大学
リハビリテーション科
2）

麻酔科学教室

集中治療部、

工藤 弦 1）、堀部 達也 1）、増山 素道 1）、後藤 圭介 1）、菊地 剛 1）、齋藤 岳志 1）、筧 慎吾 1）、内田 政行 1）、小谷 透 2）、猪飼 哲夫 3）
【目的・背景】ARDS 患者の ICU 退室時には著しい体重減少と、長期において機能障害が継続することが先行研究で報告されている。
今回我々は ICU 退室時の体重減少に着目し、ICU での早期離床、退院時 ADL との関連について検討したので報告する。
【対象】
2007 年～2014 年までの期間、集中治療医により呼吸管理され生存退院した ARDS 患者で、入院前の ADL が自立し ICU 退室時まで
の体重変化が追えた 24 名。全例 ICU 入室時よりリハビリテーション（以下リハ）が行われた。【方法】体重変化は ICU 入室時から
退室時までの変化とし、退院時の ADL は Barthel Index（以下 BI）
、ICU 退室時の基本動作能力は FSS-ICU を用いた。重症度とし
て入室時 APACHE 2 スコア、人工呼吸期間（以下 DOV）、ICU 滞在日数（以下 LOS ICU）を、離床項目は端座位、立位、歩行開
始日としてカルテより後方視的に抽出し、体重変化との関連を調査した。統計学的危険水準は p ＜ 0.05 とした。
【結果】ICU 退室
時の体重変化は中央値で -4.8％と減少し、ARDS 重症度では severe 群 -9.6％、moderate 群 -2.7％、mild 群 +8.2％と、有意ではない
が重症な程減少傾向が見られた。APACHE2 スコア、DOV、LOS ICU はそれぞれ中央値にて 23 点、14 日、18.5 日であった。体重
変化は重症度項目とは有意な相関は見られなかったが、離床項目の立位開始日ならびに BI との間に有意な負の相関がみられた。
歩行開始日は早期開始ほど体重減少が少ない傾向であったが、有意ではなかった。体重変化は単回帰分析でも同様に立位開始日と
BI で間に有意な相関を認めた。
【考察】本研究の結果から重症度よりも立位開始時期が体重減少に影響することが明らかとなった。
入室中の体重減少は退院時 ADL の予測因子となる可能性がある。ARDS 発症前の状態が立位開始に与えた影響について検討を要
する。【結語】ARDS 患者の ICU 管理中の体重減少は ICU での立位開始と関連し、退院時 ADL に影響することが示唆された。
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ポスターCP 55

CP55-1

中毒・体温異常・悪性症候群②

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

バルプロ酸 Na およびオランザピン大量服薬による薬物中毒に対し血漿交換を施行した 1 例

国家公務員共済組合連合会

横浜栄共済病院

救急科

金澤 将史、竹本 正明、宮崎 真奈美、中野 貴明、稲村 宏紀、浅賀 知也
【症例】24 歳女性【主訴】意識障害【既往歴】パニック障害、適応障害、自殺企図【現病歴】18 時頃仕事から帰宅していた。19 時
頃、部屋で意識朦朧としているのを家族に発見され、その際室内に大量の空の薬包（オランザピン 300 mg、バルプロ酸 Na 8000
mg、ニトラゼパム 240 mg、ブロチゾラム 6 mg 相当）もみられ、当院に救急搬送された。【現症】意識レベル Glasgow Coma
Scale（以下 GCS）E3V4M6、麻痺（－）、血圧 108/73 mmHg、心拍数 98/min、体温 35.9 ℃、呼吸数 19/min、SpO2 96 %（room
air）
【検査所見】バルプロ酸 Na 18.1 µg/mL、NH3 47 µg/dL【経過】救急外来にて胃洗浄、活性炭とクエン酸マグネシウムの投与、
炭酸水素ナトリウム点滴静注を行った。第 2 病日、GCS E1V1M5 に低下、呼吸状態悪化し自発呼吸減弱したため挿管、人工呼吸管
理とした。バルプロ酸 Na の血中濃度は 150 µg/mL 以上と上昇を認め、オランザピン大量服薬の影響も考えられたため同日血漿交
換療法を施行した。第 3 病日にはバルプロ酸 Na 濃度は 133.5 µg/mL に低下、意識レベルも改善傾向となり、自発呼吸もみられ人
工呼吸ウィーニングした。第 4 病日、抜管し、バルプロ酸 Na 濃度は 68.9 µg/mL とさらに低下した。その後の経過は良好であった。
尚、血漿交換前後でのオランザピン濃度は 326 → 270 ng/mL であった。
【考察】多剤大量服薬による急性薬物中毒はそれぞれの薬
剤に対する対処が必要であり治療に難渋する。今回我々は、バルプロ酸 Na およびオランザピン大量服薬による薬物中毒に対し血
漿交換による治療を選択し回復に至った症例を経験したので報告する。

CP55-2

急性カフェイン中毒に透析療法が著効した一例

獨協医科大学

1）

救命救急センター、2）獨協医科大学

心臓・血管内科

寶住 肇 、富田 静香 、鍛 良之 、正和 泰斗 、越路 暢生 2）、魚住 翠子 1）、神津 成紀 1）、和氣 晃司 1）、松島 久雄 1）、小野 一之 1）
1）

1）

1）

2）

カフェインは眠気予防薬として広く認知されており、近年は濃度の高い製剤を海外より簡易に通信販売で入手できる。カフェイ
ンの過量服薬（15.4g）に対し、透析による治療が奏功した一例を報告する。 患者は 19 歳男性、内服 30 分後に当院搬送となり、
嘔吐、発汗、頻脈、頻呼吸、振戦、不穏を認め、血液ガス分析で著明な低 K 血症と高乳酸血症を認めた。入院後に多元性 VT 出現し、
K 補正、βブロッカー、硫酸 Mg 投与でも症状改善なく緊急透析施行となる。その後劇的な症状の改善が得られ全身状態安定して
いるため翌日退院となった。
カフェイン血中濃度においては透析施行前後で著明な低下が確認できた。カフェインは半減期が
短く、蛋白結合率が低いため原因薬剤の除去に血液浄化療法が有効であるとされている。不整脈や末梢循環不全を伴う重症カフェ
イン中毒の症例においては，早期からの血液透析導入により致死的イベントを回避できる可能性がある。

CP55-3

血漿交換を行い回復し得た危険ドラッグ使用後の心停止の一例

国立病院機構

熊本医療センター

救命・集中治療科

江良 正、山下 幾太郎、狩野 亘平、山田 周、櫻井 聖大、北田 真己、橋本 聡、原田 正公、瀧 賢一郎、高橋 毅
【導入】近年話題となっている危険ドラッグ（脱法ハーブ）の毒性についての具体的なデータは乏しいが、ドラッグ使用後に心停
止や死亡に至った報告も散見される。今回我々は、危険ドラッグ使用後に心肺停止を反復し体外循環を導入した若年男性において
血漿交換を行い良好な回復を得たため、これを報告する。【症例】患者は我が国で就労中の 20 歳のベトナム国籍男性。特記すべき
既往症や定期内服薬は無い。同じく外国人就労者と複数人で飲酒しドラッグを吸入後、嘔吐と意識障害を生じ当院へ救急搬送され
た。なお他 1 名も意識障害を生じ他院へ救急搬送された。
【経過】搬入時 JCS300、ショック状態で自発呼吸微弱であった。救急処
置中に心肺停止となり、CPR を施行すると一時的に循環再開するが、10 分足らずで PEA に陥る状態を反復した。初回の心肺停止
から約 92 分後に PCPS を導入、その約 70 分後に IABP を駆動開始し ICU に入院とした。心収縮はびまん性に低下しエコー上 EF
26% であった。尿トライエージは陰性であった。入院後も IABP 駆動およびカテコラミン大量投与下に収縮期血圧 70mmHg 台の
状態で、エコー上更なる心収縮の低下を認めた。摂取薬物の心毒性を疑い積極的な体外除去の必要があると判断したが、摂取薬物
とその分布や蛋白結合率等は全く不明であり血漿交換を選択した。血漿交換後より血圧の上昇と心収縮の改善を得られ、翌日の心
機能は EF 44% まで改善した。入院 3 日目まで連日で血漿交換を行い、循環動態は改善し入院 3 日目に PCPS を離脱、5 日目に
IABP を抜去できた。その後の経過も良好で、心肺停止から循環安定化まで長時間を要したにも関わらず、最終的に日常動作に問
題ないレベルまで回復した。【結語】危険ドラッグ摂取後に心肺停止を反復し強い心毒性の遷延が推測された一例であったが、血
漿交換により良好な回復を得られた。詳細不明のドラッグ摂取による重症中毒においては血漿交換も考慮すべきと考えられた。
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CP55-4

危険ドラッグ摂取により多臓器不全に至った一例

横須賀共済病院、2）横浜市立大学

1）

白澤 彩

医学部

救急医学教室

、山縣 英尋 、鈴木 誠也 、川村 祐介 1）、藤井 裕人 1）、古見 健一 1）、内山 宗人 1）

1,2）

1）

1）

【緒言】危険ドラッグの摂取による多臓器不全の一例を報告する。【症例】34 歳男性。［現病歴］自宅にて、奇声をあげ倒れている
ところを家人により発見され救急要請。自室に危険ドラッグ（Xpoiz Fire）の空瓶が発見された。［初療経過］呼吸不全兆候（努
力様呼吸 , 呼吸数 40/ 分 , SaO2 91%）、ショック兆候（網状皮斑 , 脈拍 151/ 分 , 収縮期血圧 70 mmHg）
、昏睡（GCS_E1V1M4, 瞳孔
は両側 7 mm で対光反射緩慢）、高体温（41.7C°）を認めた。気管挿管のうえ冷生食で初期急速輸液（3L）を施行し ICU 入室。
APACHE II score 43（予測致死率 94%）。［ICU 経過］Distributive shock に対しノルアドレナリン持続投与を開始。入室 12 時間
後（輸液約 7L 投与後）にノルアドレナリン 0.18 mcg/kg/min 持続下に循環は安定。高体温に対し冷却した生理食塩水により胃洗
浄し、入室 6 時間後に 38 度台まで解熱。高カリウム（7.2 mg/dl）, アシドーシス（pH 7.2, BE -20）を認め CHDF 導入。その後、
第 3 病日に AST/ALT 16249/4261 IU/L、PT － INR 3.14 まで悪化、第 4 病日には横紋筋融解症の合併（CK 346810 IU/L）ととも
に無尿となった。また第 5 病日には血小板 19000 まで減少。第 4 病日の SOFA 16 を最悪値とし徐々に改善。第 12 病日に指示動作
確認した。第 14 病日から尿量回復し第 30 日に ICU 退室、第 32 病日に透析離脱。第 39 病日に人工呼吸器離脱した。第 56 病日の時
点で、高次機能障害が残存するものの、意識状態は E4V4M6 まで改善してリハビリテーションを継続中である。
【考察】危険ドラッ
グ摂取による救急患者では重症例や死亡例も報告されている。今回摂取されたと考えられる薬物には α -PVP、4-OH DET、3,4ジメチルメトカチノンが指定薬物として含有されていた。危険ドラッグ摂取により多臓器不全例に関する文献的考察とともに報告
する。

CP55-5

持続的血液濾過透析が奏功した炭酸リチウム中毒の 1 例－ Li 血中濃度が不明な状況でいかに対処するべきか－

済生会福岡総合病院

救命救急センター

柚木 良介、柳瀬 豪、前谷 和秀、中村 周道、金城 昌志、牧園 剛大、則尾 弘文
【はじめに】炭酸リチウムは双極性障害に対して用いられるが , 治療域血中濃度（0.6～1.2 mEq/l）と中毒域血中濃度（1.5 mEq/l～）
が近いため , 脱水などにより中毒を起こしやすい薬剤である . 中毒症状としては , 多彩な神経症状・消化器症状・致死的不整脈など
が挙げられる . 今回 , 利尿薬投与により発症したと考えられる炭酸チリウム中毒を経験した .【症例】90 歳 , 女性 . 双極性障害に対し
て 2 年前から炭酸リチウムを内服中 . 腎機能障害の既往はなく , 血中リチウム濃度は治療域内で良好に推移していたとのこと . 4ヶ
月前頃より下腿浮腫が出現し , 心不全の診断で利尿薬投与を開始 . 2ヶ月前頃からは食事摂取量が低下し , 不穏状態となり , 他人へ
の攻撃性が増悪してきたため , 前医から精査加療目的に当院へ搬送となった . 来院時 , JCS I-3 の意識障害と sBP 94 mmHg, HR 30/
min と比較的低血圧 , 洞性徐脈あり . また , BUN 53.2mg/dl, Cr 3.06 mg/dl の腎機能障害を認めたため , 救命救急センター入院とし
た . 当院内で血中リチウム濃度を測定することはできないが , 病歴と所見から炭酸リチウム中毒を強く疑い , 持続的血液濾過透析
（CHDF）を行うこととした . CHDF 20 時間施行後 , 脈拍・血圧の上昇と尿量の増加を得た . 第 5 病日に判明した来院時点での血中
リチウム濃度は 2.47 mEq/l で , やはり中毒域濃度であった . その後の経過で尿細管障害によると思われる腎性尿崩症を認めたが ,
最終的に腎機能障害も改善し , 第 18 病日に転院となった . CHDF 施行後の血中リチウム濃度は 0.98 mEq/l であった .【考察】炭酸
リチウム中毒に対する血液浄化療法の適応に関しては , 様々な報告が見られる . 迅速な血中リチウム濃度が測定不可能な状態では ,
身体所見やバイタルサインを加味し , 炭酸リチウム中毒が強く疑われる場合 , 積極的に CHDF を行なうべきであると考える . 当院
での経験に , 文献的考察を交えて報告する .

CP55-6

徐脈、低血圧を認めた炭酸リチウム中毒の 1 例

国立病院機構

京都医療センター

藤野 光洋、小田 裕太、狩野 謙一、浜崎 幹久、岡田 信長、大木 伸吾、田中 博之、竹下 淳、別府 賢、志馬 伸朗
【はじめに】炭酸リチウムは双極性障害など精神疾患の治療に頻用されるが、有効血清濃度と中毒域が近く、急性中毒症状の危険
性が高い。今回、急性腎傷害が関連したと考えられる致死的な炭酸リチウム中毒症例を経験した。【症例】43 歳男性、双極性障害
のため精神科クリニックで炭酸リチウム 1000mg/day を内服されていた。2015 年 8 月某日外出先で全身脱力を認め、当院救急搬送
となった。来院時 BT=36.5℃, HR=45 回 / 分 , BP=90/40mmHg, SpO2=98%, RR=16/min, GCS=E4V5M6 と徐脈、低血圧を認めた。
12 誘 導 心 電 図 で は、 洞 性 徐 脈 で、 ア ト ロ ピ ン、 エ フ ェ ド リ ン 投 与、 約 1500-2000ml の 初 期 輸 液 を 施 行 し、HR=65 回 / 分 ,
BP=106/50mmHg まで回復した後 ICU 入室した。追加問診で、1ヶ月前からの注意散漫症状、3 日前からの下痢症状が判明した。
血液検査で BUN/Cre=56/4.32mg/dl と著明な腎傷害を認め、後に判明した血清炭酸リチウム濃度は 2.39mEq/L と高値で、炭酸リ
チウム中毒と考えられた。来院 3ヶ月前の血清炭酸リチウム濃度 0.8mEq/L, 来院 1ヶ月前の Cre は 1.02mg/dl であった。腎傷害の原
因として、脱水症に伴う腎前性腎不全の他、リチウムによる腎性腎不全の可能性も推察された。輸液、モニタリングを継続し、血
液浄化療法は施行せず、症状再発なく、day2 に ICU 退室、day5 に腎機能正常化、day6 に退院となった。
【結論】リチウム毒性は
血清リチウム濃度と密接な関係があり、過量内服による急性中毒の他に、慢性服用患者での急性腎不全に伴う急性中毒の危険性が
ある。炭酸リチウム内服患者で、嘔気・下痢などの消化器症状や傾眠・振戦などの中枢神経症状を認めた場合、急性リチウム中毒
を疑う必要がある。
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2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

HRV をもちいた、ICU ベッドのポジションが自律神経活性に与える効果の解析

埼玉医科大学

1）

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑤

総合医療センター

高度救命救急センター、2）日本医療科学大学

保健医療学部

看護学科

間藤 卓 、中田 一之 、山口 充 、大井 秀則 、大瀧 聡 、奈倉 武朗 、杉浦 潤 、有馬 史一 、土屋 守克 2）、杉山 聡 1）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

フルチェアポジションなど各種ポジションがとれる、呼吸機能の改善や術後早期離床に配慮した高機能 ICU ベッドは、集中治療
領域において普及しつつある器具の一つであるが、その効果についての客観的評価は少ない。我々は、我々は心電図 R 波を用いた
心拍変動を周波数解析する方法 :HRV（Heart Rate Variability）の一つである Fluclet 解析法（長岡実業）を用いて、高機能 ICU ベッ
ド（トータルケア SpO2RT；パラマウントベッド）の各ポジションによる自律神経機能活動評価を測定し、その臨床的意義の検討
を試みた。
【方法】ベッドサイドモニターなどから得られた心電図記録を PC に取り込み Fluclet を用いて解析し、自律神経活動を
LF 成分（交感神経）、HF 成分（副交感神経）などに分けて経時的に解析し、記録されたベッドのポジションとの関連を検討した。
【結果と考察】ICU ベッドのポジションによって HRV の変化は異なっていたが、患者毎にその程度は異なっていた。特にチルトポ
ジションやフルチェアポジションはその変化が大きく、成分別では LF ＞ HF の傾向であった。経時的な変化では、興味深いこと
にポジション変更直後に一時的に変化する成分と、同じポジションを続けていると増加 / 低下する成分に分けられる傾向が見られ
た。これらを検討することで ICU ベッドの評価とともに、患者病態に適したポジションの選択や継続時間などの示標が得られる
可能性があると考えられた。

CP56-2

重症慢性閉塞性肺疾患の患者に対するラメルテオンの使用経験と自律神経活動への影響

愛知医科大学医学部麻酔科学講座、2）愛知医科大学病院周術期集中治療部

1）

藤原 祥裕 1）、藤田 義人 2）、小松 徹 1）、安藤 一雄 1）、吉野 博子 1）、安田 吉孝 1）、中村 絵美 1）、住江 百合 1）、木下 浩之 1）、畠山 登 2）
重症慢性閉塞性肺疾患（以下 COPD）の患者に対する鎮静薬・睡眠薬の使用は呼吸抑制による CO2 ナルコーシスを誘発する可能
性がある。今回、われわれは重症 COPD を有する患者の術後管理にメラトニン受容体作動薬ラメルテオンを使用するとともに、
心拍変動解析により自律神経活動への影響を解析したので報告する。症例 : 71 歳女性、身長 152cm 体重 30kg。転倒による右大腿
骨頸部骨折に対し緊急手術が予定された。以前より COPD の診断で、チオトロピウム、ブデソニド、プロカテロールの吸入を行っ
ていたが、会話するだけで呼吸困難がひどくなり、ひとりでの歩行は不可能であった。呼吸機能検査上、肺活量 1740ml、1 秒量
440ml、一秒率 35％と高度の閉塞性障害を認め、術前の動脈血液ガス分析では、1L/ 分の経鼻酸素吸入下で pH7.339、PaCO2
64.8mmHg、PaO2 74.3mmHg、BE 6.4 であった。 全身麻酔による呼吸機能の悪化を懸念し、手術は脊髄くも膜下麻酔下におこ
なわれた。術後全身管理のため患者は周術期 ICU に入室した。夜間、40 回 / 分以上の頻呼吸となり経皮的酸素飽和度（以下 SpO2）
は 90% 前後であった。呼吸困難の増悪によって患者は不眠を訴え、興奮気味になったため、ラメルテオン 8mg を内服した。30 分
後より、患者は傾眠となり 4 時間ほど睡眠した。その間呼吸回数は 20 回前後に減少し、SpO2 はむしろ 94-100% に上昇し、高炭酸
ガス血症は PaCO2 48.6mmHg と改善した。事後、生体情報モニターより自動記録されている心電図波形を用いて心拍変動周波
数解析を行った。自律神経バランスの指標とされる LF/HF は内服によって 1.25 から 0.99 に低下し、副交感神経活動が優位な状態
になったことが示唆された。 ラメルテオンは重症 COPD の患者でも呼吸抑制を起こすことなく良好な睡眠をもたらし、交感神
経活動の抑制と呼吸回数の減少を通じた有効肺胞換気の増加によって肺のガス交換を改善する可能性があると考えられる。

CP56-3

術後患者に対する薬液投与用ルーメン付き尿道カテーテルの使用経験

愛媛県立中央病院

麻酔科

首藤 聡子、飛田 文、原田 佳実、矢野 雅起、藤谷 太郎
外科系術後に ICU に入室する患者に対して、薬液注入ルーメン付き膀胱留置用フォーリーシリコンカテーテル（NMOC-3WAY カ
テーテル TM、富士システムズ株式会社）（以下 3WAY カテーテル）を用いて、その有用性を検討した。対象：全身麻酔下の手術
で 3WAY カテーテルを使用され、ICU に入室した男性患者 53 名（17 歳から 85 歳）の尿道カテーテルに対する痛みや尿意の訴えを
後ろ向きに調査した。方法：患者は麻酔覚醒前に、3WAY カテーテルの薬液注入口から 2％リドカイン 10ml を投与された。麻酔
覚醒直後、ICU 入室直後、ICU 入室 2 時間、4 時間、6 時間、ICU 退室時の各時間帯での、尿意や違和感など尿道カテーテルに対す
る訴えの内容と尿道カテーテルの痛み（NRS で評価）を調査した。結果：すべての調査時間帯で、多少ばらつきはあるものの約
90％の患者が痛みは NRS で 0 または 1 であると答えていた。また、同じくすべての時間帯で、約 90％の患者が、尿道カテーテルは
気にならないと答えていた。この状態は ICU 退室時までほぼ維持されていた。考察：3WAY カテーテルは、尿道全体に表面麻酔
を行うことで尿道カテーテルの痛みを軽減する目的で開発された。実際、ICU に入室した術後患者に用いたところ、大部分の患者
が尿意や痛みを訴えなかった。また、麻酔覚醒前の 1 回の注入で ICU 退室時まで訴えのない患者が多数を占めた。ICU での術後患
者は、創部痛や多数のカテーテルの挿入によるストレスから不穏になることもあり、3WAY カテーテルを用いて尿道カテーテル
の刺激をとることは、ストレス軽減の一助になると考えられた。
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CP56-4

集中治療室におけるフットポンプのせん妄リスクの検討

東京ベイ浦安市川医療センター

1）

岡本 賢太郎 、川口 剛史
1）

集中治療科、2）聖マリアンナ医科大学

、片岡 惇 、内藤 貴基 、藤谷 茂樹

1,2）

1）

1）

救急医学

、則末 泰博 1）

1,2）

【背景】集中治療室（ICU）においてせん妄は一般病棟同様の 30％から、はるかに高い 80％と発症率に関しては数値の幅がある。
しかし一般病棟と同様に、せん妄の発症は ICU 滞在期間を延長するだけでなく、生命予後を悪化させることがすでに報告されて
いる。近年 ICU においてせん妄のリスクとされている因子の数は 100 以上存在する。
【目的】現在 ICU において深部静脈血栓症（deep
venous thrombosis;DVT）予防目的にフットポンプ（intermittent pneumatic compression;IPC）が使用されている。DVT 予防の
効果に関してのエビデンスは脳梗塞患者などに限られているが、低分子ヘパリン等が使用出来ない患者においての手段の一つとし
て広く普及している。現時点で先行研究においては示唆されてはいないが、この IPC による定期的な刺激がせん妄のリスクファク
ターとなるかどうかの検討を行った。【方法】2015/7/13-8/22 の期間で当院 ICU に入室した 61 人の患者うち、IPC を装着した群と
装着しなかった群の 2 群に分けて検討を行った。年齢は平均 68.1 ± 15.1 歳、性別は男性 55.7%（34/61）
、APACHE2 は平均 20.0 ± 7.1、
CAM-ICU 陽性率は 39.3%（24/61）、人工呼吸器使用期間は平均 2.4 ± 3.1 日、IPC 装着期間は平均 3.2 ± 3.8 日であった。先行研究を
参考に CAM-ICU に関して、年齢・APACHE2・IPC 装着日数を交絡因子として多変量解析を行った。【結論】結果として IPC 装着
日数は、CAM-ICU 陽性に関して有意な関連を認めた（p=0.017, odds 比＝ 1.23, 95%CI:1.04-1.46）
。本研究は後ろ向き観察研究の限
界があり、IPC が睡眠を障害するなどの間接的なせん妄のリスクである可能性も否定は出来ない。しかし、本研究では ICU におい
てせん妄予防を検討する際に、IPC もリスクとして考慮する必要性があることが示唆された。本会においてはサンプルサイズを増
やし、先行研究で示されているその他の主要なせん妄の因子も追加して発表を行う。

CP56-5

集中治療室内での睡眠自己評価と一般病棟転棟後のせん妄発生についての関連

福山市民病院

1）

麻酔科・がんペインクリニック、 福山市民病院
2）

- 術後患者での検討 -

中央手術部集中治療室

石井 賢造 、小野 和身 、日高 秀邦 、小山 祐介 、田口 真也 、岡崎 信樹 1）、山下 千明 1）、白河 千加子 1）、木村 由佳 2）、
柿原 由佳 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】手術後のせん妄は患者の予後にも影響する重要な課題であり，集中治療室のみならず一般病棟でも問題となることが多い
【目的】中央手術部集中治療室（以下 ICU）での睡眠自己評価と一般病棟転棟後のせん妄の関連性について調査する【方法】前向
き観察研究。調査期間は 2014 年 9 月と 10 月の 2 カ月間。当 ICU に入室した手術後患者において前日の睡眠の程度を患者本人への
質問形式で 5 段階（1～5，1：不眠，5：良眠）で自己評価。また，一般病棟転棟後 7 日間のせん妄発生について調査した。一般病
棟転棟後のせん妄は精神科紹介または抗精神病薬が投与された患者を手術後 7 日間まで抽出し、それらの症例について個別に診療
録からせん妄の有無を判断した。また，ICU 内でのせん妄発生（ICDSC,CAM-ICU で評価），他のせん妄発生要因についても調査
した。統計解析には Mann-Whitney U test、Chi-squared test，ロジスティック回帰分析を用いた【結果】症例数は 160 例。聴取し
た睡眠自己評価の結果は 1：16 例，2：21 例，3：57 例，4：24 例，5：31 例．一般病棟転出後のせん妄患者は 22 例（13.8％）であっ
た。せん妄群と非せん妄群に分けて睡眠自己評価について統計学的に検討したところ，単変量解析ではせん妄群の方が有意に眠れ
たと答えた患者の割合が高かった（中央値：非せん妄群 =3 せん妄群 =4）。同様に ICU 内でのせん妄発生と睡眠自己評価について
検討したところ，睡眠の自己評価には差が無かった。また，ロジスティック回帰分析を用いて他のせん妄発生要因（せん妄既往，
ICDSC の得点，ASA-PS，JSA による年齢分類）で調整したところ，一般病棟でのせん妄発生と ICU 内での睡眠自己評価に関連性
は認めなかった（オッズ比 1.718，95％信頼区間 0.987-2.989）
【結語】ICU での睡眠と一般病棟転棟後のせん妄発生について調査した。
両者に関連性は認められなかったが，一般病棟でせん妄を発生する患者は集中治療室内では眠れたと答える傾向がある。

CP56-6

小児 ICU 専従理学療法士配置によるリハビリ実施率の向上

国立成育医療研究センター
国立成育医療研究センター

1）
3）

集中治療科、2）国立成育医療研究センター
看護部

リハビリテーション科、

壷井 伯彦 1）、林 健一郎 1）、並木 亮 2）、稲元 未来 3）、金子 節志 3）、江藤 瑞貴 3）、福原 由香 3）、上久保 毅 2）、橋本 圭司 2）、中川 聡 1）
【はじめに】当センター小児 ICU（PICU）では、重篤小児に対する早期リハビリを推進している。2015 年より、PICU 専従理学療
法士（PT）を配置した。【方法】PICU 専従 PT 配置前の 2014 年 6-12 月と、配置後の 2015 年 6-12 月（抄録作成時点では 6-8 月）の
期間で、1ヶ月あたりの PICU 内および一般病棟内の理学療法実施患者数、延べ件数、単位数を比較し、専従 PT 配置により得られ
た効果を検証した。【結果】PICU 専従 PT 配置後、PICU 内と一般病棟内の双方で 1ヶ月あたりの理学療法実施患者数、延べ件数、
総単位数が増加した。結果として専従 PT 配置にかかった費用を上回る病院増収が見込まれた。
【考察】PICU 専従 PT の配置によ
り病院増収が見込まれた。PT 全体のマン
パワー増加に伴い、PICU 内だけではなく
一般病棟内での理学療法も増加した。ま
た、 直 接 的 な 増 収 と い う 面 以 外 に も、
PICU 内でのチーム医療が促進され、集中
治療科医および PICU 看護師の早期リハビ
リに対する理解が深まった。
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CP57-1

保守管理・医療安全①

2 月 13 日
（土） 15：00～16：00

CP ポスター会場

当院 PICU における品質評価指標としての事故抜管の検討

東京都立小児総合医療センター

救命・集中治療部

森本 健司、本村 誠、居石 崇志、渡邉 伊知郎、中山 祐子、新津 健裕、齊藤 修、清水 直樹
【背景】事故抜管（Accidental Extubation 以下、AE）は小児集中治療室（Paediatric Intensive Care Unit 以下、PICU）における
重要な品質指標と報告されている。AE の原因として不十分な患者看護師比、不十分な鎮静などが挙げられているが、AE の発症
頻度と共にその実情についてわが国からの報告は少ない
【目的】当院 ICU での AE について後方視的に検討する
【方法】期間は 2013 年 4 月から 2015 年 3 月の 2 年間。ICU 入室患者を対象に総気管挿管日数、AE 数、AE の症例背景を後方視的に
検討し、また看護体制の異なる PICU と高度治療室（High Care Unit 以下、HCU）の AE について比較を行った。気管切開術後症
例は除外した
【結果】総対象患者数 1477 名、総気管挿管日数 4146 日、AE5 例、AE 率 0.12/100 ventilation days であった
AE 症例において性別は男児 3 例 女児 2 例、疾患内訳は呼吸器疾患 4 例 神経筋疾患 1 例、AE 原因内訳は不十分な患者看護師比 4 例
不十分な鎮静 1 例であった
PICU と HCU に お い て は、PICU で AE2 例（0.065/100 ventilation days）
、HCU で AE3 例（0.27/100 ventilation days）、
PICU:HCU=0.065:0.27 で p=0.078 であった
【考察】当院 PICU での AE 率は 0.12/100 ventilation days で過去の報告と比較して低かった。AE の原因は不十分な患者看護師比に
よる例が多く、さらに患者看護師比の高い PICU においてより少ない傾向が見られた。十分な人員確保を行うことで AE 発生率を
減らすことができ、PICU の品質向上につながる可能性がある
【結語】本発表では、AE について文献的考察を加えて報告する予定である

CP57-2

予期せぬ院内死亡症例を抽出するためのアドレナリン使用例の検討

北里大学
北里大学

医学部 救命救急医学、2）北里大学病院
医学部付属 新世紀医療開発センター

1）
4）

RST/RRT 室、3）北里大学

医学部

麻酔科学、

服部 潤 1）、小池 朋孝 2）、森安 恵実 2）、黒岩 政之 3）、新井 正康 4）、浅利 靖 1）
【はじめに】予期せぬ院内死亡症例を減らすために、当院では集中治療部門の RRS、救急部門の Code blue というシステムを稼働
している。これらのシステムは「呼ばれる」ことで機能するものであり、システムを起動せずに亡くなった症例については知りえ
ない事も多かった。また院内リスクマネジメント委員会では予期せぬ死亡症例についての検討も行われるため、症例を抽出する事
が課題となっていた。今回、RRS、Code blue 起動例以外の「予期せぬ死亡が考えられる」症例を抽出する方法、得られた症例に
ついて検討した。
【方法】一か月の入院患者に対して、アドレナリンが使用された患者を抽出。死亡退院が入院後一日以内、入院当日のアドレナリ
ン使用、診療録に死亡の可能性が記載、死亡の可能性が説明されている、症例を除外した数を「予期せぬ死亡が考えられる症例」
とした。
【結果】アドレナリン使用例から抽出した症例数は連続する 4ヵ月間で 0,4,2,1 例であった。
【考察】同時期の Code blue 起動例から抽出した「予期せぬ死亡が考えられる症例」数は 2,2,2,1 例であり、アドレナリン使用例と解
離を認める部分があった。薬剤請求が成されていない症例もあり、アドレナリン使用例単独では全ての「予期せぬ死亡が考えられ
る」症例を網羅出来ていない。しかし、RRS や Code blue が起動されなかった死亡例も抽出出来た。従って予期せぬ院内死亡例を
抽出するためには、双方の検討が必要と考えられた。
【結語】予期せぬ院内死亡症例を抽出するためにアドレナリン使用例を検討することは有用だが、RRS、Code blue 起動例との検討
が必要である。

CP57-3

病院全館停電時の対応

市立奈良病院

1）

集中治療部、2）市立奈良病院

麻酔科、3）奈良県立医科大学

医療安全推進室

後藤 安宣 、呉原 弘吉 、沖田 寿一 、椿 康輔 、西和田 史子 、立野 里織 、川口 竜助 1）、安宅 一晃 3）
1）

2）

2）

2）

2）

1）

停電時の対応は災害訓練などで取り上げたりマニュアルを作成したりすることはあるが、実際に病院が停電となることはまれな事
象と考えられる．今回、我々の病院で実際に停電が発生し ICU としての対応の検証を行ったので報告する . 8 月某日、10 時 21 分に
病院全館停電が発生．2 系統による送電システムのうちの 1 系統が送電に関する事故で機能せず、約 10 秒後に残る 1 系統に切り替
わった．6 床運用の ICU で当時 6 名の患者が入室、人工呼吸器 4 台、CHDF2 台、IABP1 台が稼働中で、輸液ポンプ 8 台、シリンジ
ポンプ 15 台使用中であったが、無停電電源装置接続によりアラームやトラブルはなかった．臨床工学技士・看護師とともに患者
が安全である事を確認出来しだい（約 2 分後）事務へ連絡し ICU の現状報告を行った．ベッドサイドモニターは問題なく稼働して
いたが、セントラルモニターの 1 台が復旧せず、UPS 装置に問題があることが判明した．諸手続きののち約 3 時間後に復旧．今回
の停電は常設線が事故のため約 4 分間断線していたが、予備線との 2 系統で受電しており 10 数秒で切り替わり、重大な問題にはい
たらなかったと考えられる．病院内では、エレベーターや放射線診療部、電子カルテやインターネット環境への対応も迫られたが、
13 時 15 分には全ての問題が解決した． 集中治療部で検討し以下の問題点があげられた．1．指示命令系統の機能不全．
（マニュ
アルの理解不足）2．自家発電時の準備・体制についての認識．3．輸血製剤保管庫、冷所保存用の薬品庫などのチェック．4．看
護部はパートナーシップ体制をとっているが、パートナー間での情報共有がうまくいかなかった．後日、部内で検証し対策を講じ
たので報告する．
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CP57-4

ベッドサイドにおける PICC 挿入でのカテーテルの迷入について

神戸市立医療センター中央市民病院

麻酔科

岡澤 佑樹、是永 章、川上 大裕、植田 浩司、下薗 崇宏、美馬 裕之、山崎 和夫
【はじめに】末梢挿入型中心静脈カテーテル（PICC）は従来型の中心静脈カテーテル（CVC）に比べ迷入やループ形成などの頻度
が高いとされ、挿入を X 線透視下で行うかベッドサイドで行うかは議論のあるところである。今回、ベッドサイドで PICC を挿入
された患者におけるカテーテルの迷入について後方視的に検討した。
【対象・方法】2012 年 1 月から 2014 年 3 月までに当院においてベッドサイドで PICC を挿入された患者を対象に穿刺部位、迷入の有
無について後方視的に検討した。
【結果】対象患者は 163 例（右上腕穿刺 86 例、左上腕穿刺 77 例）であり、迷入は 9 例（5.5%）で認めた。迷入部位は同側の内頸静
脈が 6 例（右上腕穿刺 4 例、左上腕穿刺 2 例）、同側の橈側皮静脈が 1 例（右上腕穿刺）
、対側の鎖骨下静脈が 1 例（右上腕穿刺）、
上大静脈で反転していたものが 1 例（右上腕穿刺）であった。迷入に伴う合併症はなく、右内頸静脈への迷入を認めた 1 例のみ翌
日に X 線透視下で挿入されたが、他 8 例は 2 回目の挿入でいずれも上大静脈へ留置できた。
【考察】カテーテルの迷入は CVC が 1-2% であるのに対し、ベッドサイドでの PICC 挿入では 10-30% 程度と報告されており、迷入
部位は同側の内頸静脈が多いとされる。同側の内頸静脈への迷入を防ぐ方法として穿刺部位と同側方向へ頸部を屈曲し下顎を下げ
ることや、PICC 挿入時に内頸静脈をエコーで確認することで至適位置へ誘導できると報告されている。今回の検討でも同側の内
頸静脈への迷入が多く、これらの方法で至適位置へ留置できた可能性がある。また今回の検討では迷入に伴う合併症はなく、9 例
中 8 例は 2 度目の挿入で至適位置へ留置できたことから、PICC 挿入をベッドサイドで行うことの妥当性はあると考えられる。

CP57-5

集中治療領域における末梢静脈挿入型中心静脈カテーテルの位置づけ

掛川市・袋井市病院企業団立

1）

中東遠総合医療センター、2）名古屋大学大学院医学系研究科

松島 暁 、小林 孝臣 、大林 正和 、淺田 馨 、松井 智文 、松田 直之
1）

1）

1）

1）

1）

救急・集中治療医学分野

2）

【目的】重症疾患を管理する際には、中心静脈カテーテルは不可欠なデバイスである。一方で、留置の際の安全性を担保すること
もまた不可欠である。近年はその安全性という観点から、末梢静脈挿入型中心静脈カテーテル（peripherally inserted central
catheter, PICC）が注目されている。そこで、当院で留置した PICC について調査した。
【方法】2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までに、救命救急センターで留置した PICC の留置症例を対象とし、いくつかのデータ
について後方視的に検討した。
【結果】対象期間に PICC を挿入した症例は 24 例であった。全ての症例で非透視下に留置された。対象疾患は消化器疾患が多く 10
例に、続いて敗血症性ショックと外傷が 5 例ずつ、呼吸器疾患が 2 例、中枢神経疾患と悪性腫瘍が 1 例であった。留置した目的で
最も多いのは静脈路確保で 10 例、次いでショックに対するカテコラミン使用を目的に 7 例、TPN 目的が 4 例、電解質補正目的が 1
例であった。留置部位は全て上腕尺側皮静脈で、そのうち 20 例が右側に、残りの 4 例が左側から留置された。留置に必要とした時
間の記録は少なく、準備から含めて平均 34 分であった。
【考察及び結論】中心静脈カテーテルを留置する際、その第一選択の血管は右内頸静脈とされている。しかし、特定の状況下では
内頸静脈からの留置が困難であることがある。内頸静脈を選択した場合と比較すると、留置のために必要な時間が長い傾向がある
が、その安全性と患者の負担を考えた場合には十分に選択肢となり得る。それを踏まえ、当院で中心静脈カテーテルを留置する部
位の候補として、順番に右内頸静脈、上腕尺側皮静脈、腋窩静脈としている。ただ、日本で使用できる PICC にはいくつか問題点
があり、それらが改良されればより簡便に、かつ安全に留置できる中心静脈カテーテルとなるだろう。

CP57-6

集中治療室において苦慮するベットコントロールへの新たなる試み

昭和大学藤が丘病院

1）

麻酔科、2）昭和大学藤が丘病院集中治療室

奥 和典 1）、高野 洋 2）、樋口 慧 1）、篠田 威人 1）、桑迫 勇登 1）
当院における集中治療室は ICU と CCU からなり、ベット総数は 14 床である。ICU では主に術後や院内急変の患者を収容している。
CCU では院内、院外問わず心血管系急変患者を収容している。 ICU と CCU それぞれのベット数を決めていない。急性心筋梗塞な
どは冬季に発生が多く集中治療室における CCU ベットの割合が多くなる。そのため満床時、術後の患者や院内急変の患者が集中
治療室に入室できない事があった。 また、open ICU であるため患者情報は主治医のみが把握している。夜間において満床時、院
内外急変の受け入れを行う際に患者の重症度の判定が出来ず、しばしば在室患者の転出に混乱が生じる事が見受けられた。そのた
め集中治療室における新たなベットコントロールの試みを行った。 限られた医療資源に対してそれらを最大限の活用する事を目
標とし、満床時には日中において麻酔科医、循環器内科医、集中治療室在中看護師で連携を図り、各科に対して患者の情報提供を
行ってもらい患者の重症度を判定する事とした。判定に伴い満床時には HCU や一般病棟への転床の順番づけを行った。 また定期
手術後の患者の受け入れの際、満床時においては麻酔科医がリーダーシップを取り、各科患者の状況を加味して入室患者を選定す
る事とした。 これら試みにより満床による集中治療室入室拒否は 1.62 人 / 月から 1.06 人 / 月と減少した。しかし今回の取り組みは
有効であったが入室拒否は無くならなかった。今後は各科医者並びにコメディカルを含めたさらなる協力体制の構築が必要である
と思われる。また相対的に重症度が低くても集中治療室での管理を継続すべき患者も他病棟に転棟している事も考えられるため、
今後転棟先での評価が必要であると思われる。
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CP58-1

チーム医療②

3）

CP ポスター会場

集中治療室における薬剤師による注射薬のルート管理について

医療法人社団洛和会
医療法人社団洛和会

1）

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

洛和会音羽病院
洛和会音羽病院

薬剤部、2）医療法人社団洛和会
ICU/CCU

洛和会音羽病院

看護部、

岩内 大佑 1）、岸田 敬子 2）、大野 博司 3）
【はじめに】今年度から当院は病棟薬剤業務を実施し、9 月より同業務実施加算を取得する予定である。集中治療室（以下 ICU/
CCU）は努力義務病棟であるが、一般病棟と同じく担当薬剤師を配置し病棟薬剤業務を展開している。今回、当院の ICU/CCU に
おける注射薬のルート管理業務について報告する。【方法】調査対象は平成 27 年 5 月 1 日から平成 27 年 7 月 31 日に ICU/CCU に入
院した患者。ルート管理として 1 日 1 回管理を目標に実施。ルート管理の項目は、配合変化、投与速度、薬液濃度、指示逸脱の有無、
静脈炎の有無などとした。【結果】上記の期間における ICU/CCU の入院患者数は 184 名。そのうち薬剤師による注射薬のルート管
理を実施できた患者数は 67 名（実施率 36.4％）、のべルート管理件数は 110 件であった。診療科の内訳は心臓内科 20 名、脳神経外
科 11 名、心臓血管外科 10 名、神経内科 5 名、外科 4 名、集中科 3 名、その他の診療科 14 名であった。ルート変更の提案が 7 件、配
合変化は 7 件（うち未然回避は 6 件）、流速逸脱が 1 件であった。また、静脈炎は 11 件発見し、VIP スコア 3 のものが 1 件あり、他
は VIP スコア 2 以下程度であった。静脈炎の原因薬剤はプロポフォールが 3 件、アミノ酸・ビタミン B1 加総合電解質液が 3 件、デ
クスメデトミジンが 2 件、その他の薬剤が 3 件であった。
【考察】ルート管理の実施率は低率ではあったが、配合変化の未然回避お
よび静脈炎の早期発見などが行えたことから、薬剤師によるルート管理は注射薬の適正使用に寄与できることが示唆された。【今
後の展望】薬剤師によるルート管理の頻度を増やすと共に、薬剤師不在時にも病棟スタッフが配合変化を回避できるような早見表
などを作成することで、さらなる ICU/CCU の注射薬の適正使用に貢献したい。

CP58-2

ICU への薬剤師常駐の取り組みと効果

北播磨総合医療センター
小茂池 潤太、都 弓恵、稲岡 梨乃、小松 義輝、山端 大樹、金城 和美、武士 昌裕
北播磨総合医療センターでは、平成 26 年 9 月より病棟薬剤業務実施加算の算定を開始するにあたり、ICU への薬剤師常駐を開始し
た。そこで、ICU への薬剤師常駐前後における薬剤関連業務の変化、及び新たな取り組みについて報告する。新たに開始した業務
として、1. 麻薬・向精神薬・鎮静薬の管理と処方せん処理、2. 内服薬の処方代行入力、3. 鎮痛・鎮静・せん妄への関与、4.RST 回
診への参加があげられる。特に、鎮痛・鎮静・せん妄への関与では、挿管患者への鎮痛薬・鎮静薬の適正使用に介入したことによ
り、ミダゾラム注、レペタン注の使用量が減少し、フェンタニル注、プロポフォール注の使用量が増加した。また、平日は ICU
担当薬剤師が他職種との連携を密にとりながら、ICU 入室中の全患者の薬物治療に介入することで、薬剤管理指導件数、プレアボ
イド件数が増加し、病院経営や医療安全に貢献していることがわかった。ICU に薬剤師が常駐することで、様々な効果が得られる
ことが示されたが、医師・看護師などの業務負担が軽減され、安心して円滑な業務に従事できる環境を提供するためには、ICU に
薬剤師が常駐し適切な薬剤の使用・管理に介入することが重要であり、今後さらに業務の充実に努めたい。

CP58-3

ICU・CCU における薬剤師業務が薬物治療の安全性へ与える影響に関する検討

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

1）
3）

薬剤部、2）東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
麻酔部

看護部、

一杉 俊輔 1）、四方 公亮 1）、加藤 潤一郎 1）、長谷川 英雄 1）、崎本 聖美 2）、岩井 健一 3）
当院では、2013 年 11 月より ICU・CCU 併設病棟へ薬剤師が半日常駐しており、薬剤投与の適正化に取り組んでいる。業務内容は、
処方設計、薬剤相互作用確認、スタッフへの医薬品情報提供と多岐に渡っており、特に薬剤投与管理（注射薬のルート設計や内服
薬の簡易懸濁法など）と薬歴監査（処方漏れや薬剤の投与指示の不備の確認）への介入件数は多く、医薬品の安全使用に貢献して
いるものと考えられる。また、過去の警鐘的事例をもとに看護師向けに勉強会を定期的に行うなど、スタッフ教育への関わりを強
化してきた。そこで、これら薬剤師の介入による薬物治療の安全性の向上の変化を薬剤関連インシデント及びアクシデント報告件
数の推移を調査し検証した。
薬剤関連インシデント及びアクシデント報告件数を薬剤師の半日常駐化前後で比較したところ、常駐前は 2.5 件 / 月、常駐後は 2.8
件 / 月であり、有意差はないものの常駐化後の方がむしろ微増していた。しかし、年度ごとの報告件数は減少傾向にあり、2015 年
度に関しては 7 月までで 0.8 件 / 月の報告となっており、かつ、アクシデント報告はなかった。また、2014 年度より取り組んだ看
護師向け薬剤投与勉強会の実施前後 1 年間での報告件数の比較では、実施前は 4.2 件 / 月、実施後は 2.0 件 / 月と有意に減少していた。
今回の調査からは、薬剤師の半日常駐化前後でのインシデント及びアクシデント報告件数に有意な差は認めなかったが、年次推移
では報告件数の減少を示していることから、薬剤師の介入は ICU・CCU における薬物治療の安全管理の上で有意義な結果をもた
らすと考えられた。さらに、薬剤投与勉強会開催前後の比較で、報告件数が有意に減少していることから、スタッフ教育は医薬品
安全管理において重要であり、定期的な勉強会の実施は病棟での与薬業務上有用性が高いと推測された。今後も薬剤監査スキルや
スタッフ教育を強化し、安全な薬物治療に貢献していきたい。
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CP58-4

薬剤熱及び薬剤性肝障害に対する当院での取り組み

淀川キリスト教病院

薬剤部、2）淀川キリスト教病院

1）

片岡 優 、三木 豊和
1）

集中治療科、3）淀川キリスト教病院

救急科

、山本 幸治 、長田 俊彦 、的井 愛紗 、原 悠也 、藤本 善大 、則本 和伸 3）

2,3）

3）

3）

3）

3）

3）

【目的】当院において ICU 頻用薬に関する発熱・肝障害発生率をマニュアルに収載し、その有用性についての検討【方法】期間は
マニュアル導入前を 2012 年 7 月から 2014 年 6 月、導入後を 2014 年 7 月から 2015 年 7 月とし、ICU に入室した全患者を対象とした。
有熱は 38.3℃以上とし、肝機能異常は当院入室時 AST,ALT に比して 1.5 倍以上を示した日数を測定、他に ICU 在室日数、ICU 退室
時生存率についても検討を行った。
【結果】マニュアル導入前後での ICU 入室患者数は 1492 名と 995 名であった。平均有熱日数は 3.3
と 2.6 日、AST,ALT 異常日数はそれぞれ 2.9 と 2.6 日、3.6 と 3.4 日であった。ICU 在室日数は 4.8 と 4.1 日、ICU 退室時生存率は 5.29%
（79/1492）と 4.22%（42/995）であった。有意差はないもののいずれの項目も短縮傾向にあった。
【考察】マニュアル導入以前は、
被疑薬があれば個々の症例に関して薬剤師への問い合わせがあったが、平日時間外や土日・祝日の対応は十分ではなかった。当院
ICU に対応した薬剤の一覧表を作成することにより、簡便かつ迅速に薬剤性の障害の有無を確認し、使用の続行の可否を判断する
材料になり得たと考えられる。また、チーム医療の一環として薬剤師も個々の患者データをモニタリングし、またラウンドカンファ
レンスに参加することにより、被疑薬についての情報を共有でき、より早期の対応へ繋がったと考えられる。今後他の検査項目に
ついても検討していく予定である。【結論】薬剤熱や薬剤性肝障害には多職種におけるサーベイランスが有用である。

CP58-5

集中治療における薬剤師の処方介入データ解析

済生会熊本病院

集中治療室

柴田 啓智、中村 通孝、永野 雅英、高志 賢太郎、坂本 美賀子、具嶋 泰弘、前原 潤一、上杉 英之、西上 和宏、中尾 浩一
【目的】医療スタッフの協働・連携によるチーム医療が国の指針として示される中、薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが
求められている。集中治療室（以下、ICU）では、薬剤師がチームの一員として治療に参加することにさまざまなメリットのある
ことが米国で証明されている。済生会熊本病院（以下、当院）では、ICU に専従の薬剤師 1 名を配置し病棟業務を行っているが、
特に処方介入情報のデータベース化に取り組んでおり、その蓄積・解析を行っている。今回我々は、ICU における薬剤師の処方介
入の詳細について分析を行ったので報告する。
【方法】2014 年 7 月から 2015 年 6 月の 1 年間を調査期間とした。薬剤師が処方介入を行った際、電子カルテに記載する情報を抽出し、
器官系統別に解析を行った。加えて、薬剤名、投与量、投与期間、薬剤選択など具体的な介入内容について解析を行った。
【結果】1 年間の調査期間において、薬剤師の処方介入件数は 622 件であり、そのうち 359 件（57.7%）が専従薬剤師による介入であっ
た。専従薬剤師による介入は、感染（17.8%）、代謝（15.3%）、循環（14.8%）に関する介入が多かった。感染における抗菌薬投与
に関しては、増量が 39.7% と最も高く、ついで抗菌薬の追加が 25.4%、変更が 15.9%、減量は 4.8% という結果であった。介入した
薬剤数は 175 剤であり、回数の多い薬剤はフェブキソスタット、セファゾリン、酪酸菌製剤、アスピリン、リコンビナントトロン
ボモジュリン、ロスバスタチンなどであった。年間 1 件のみ処方介入を行った薬剤は全体の 54% をしめた。
【考察】ICU における処方介入は専従薬剤師が大きな割合を占めることが明らかとなった。介入薬剤や介入内容は多岐にわたり、
ICU 薬剤師は幅広い薬剤知識と集中治療そのものに関する専門的な知識の併有が必要であることが考えられた。介入件数は未だ少
なく、集中治療における薬剤師教育が今後の課題である。

CP58-6

当院 ICU 常駐薬剤師による治療計画への関わり

公立陶生病院

1）

医療技術局

薬剤部、2）公立陶生病院

看護局、3）公立陶生病院

医局

救急部

河村 隆登 、伊藤 雄紀 、和田 絵里香 、山田 哲也 、濱本 実也 、川瀬 正樹 、鷹見 繁宏 1）
1）

1）

1）

1）

2）

3）

【目的】近年、集中治療領域においてチーム医療の質の向上が望まれており、ICU に薬剤師を配置する施設が増加している。しかし、
ICU での治療計画に対する薬剤師の関わりを述べた報告は少なく、各施設において薬剤師がどのような観点からアプローチを行っ
ているのかは明確ではない。今回、薬剤師が常駐することによって治療計画に対してどのような介入をもたらし、それらの介入は
薬剤師の常駐年数によって量的または質的に変化するのかを調査したので報告する。【方法】薬剤師が ICU 常駐を開始した 2013 年
8 月から 2015 年 7 月を対象として ICU スタッフとの間で行われた治療計画への介入を記録した。これらを ICU スタッフからの質問
に対する応答（以下、受動的介入）または薬剤師からの積極的な提案（以下、能動的介入）に分類し、各介入における医師・看護
師の割合を調査した。受動的介入については職種ごとの質問内容とその割合を調査した。また、能動的介入のうち治療計画が変更
となった提案について常駐 1 年目と 2 年目で 1000 患者当たりの件数 /ICU 入院日数を比較した。
【成績】受動的介入における医師・
看護師の割合はそれぞれ 57.7％、42.3％であった。医師からは薬剤投与量・速度・濃度の調節に関する質問が 51.1％、看護師から
は配合変化・点滴ルートに関する質問が 88.1％を占めていた。能動的介入では医師への提案が 91.4％を占め、薬剤の開始・中止・
変更に関する内容が最も多かった。さらにこれらは常駐 1 年目に比べ 2 年目において有意に増加していた（p ＜ 0.05 ）。【結論】受
動的介入における医師・看護師の割合は同程度であったが、職種によって薬剤師に期待する内容に違いが見られた。また、薬剤師
は ICU に常駐することで多職種連携と患者の病態把握が容易になり、それらの情報が薬剤の必要性や選択肢に関するアセスメン
トを可能にしていると考えられた。さらにこれらは常駐年数の変化に伴って向上することが明らかとなった。
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CP59-1

外傷・熱傷

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

集中治療室の年間外傷患者数の増加は低い外傷死リスクと関連する

東京医科歯科大学

医学部附属病院

救命救急センター

白石 淳、大友 康裕
【背景と目的】多くの外傷患者を入室させ外傷診療の経験に富む ICU が外傷死を減らすかどうかを検討した。
【デザイン】多施設
共同観察研究の後ろ向き解析【データソース】日本外傷データバンク 2004-2014（N=183,457）【対象】16 歳以上の重症（Injury
Severity Score, ISS 9 以上）外傷患者のうち、集中治療室に入室した対象を選択した。熱傷例と病院外心停止例は除外した。
【曝露
因子】対象が診療を受けた医療機関の ICU における年間外傷患者入室数を算出し、その四分位を独立変数とした。
【アウトカム】
全ての原因による入院中死亡【統計解析】年齢、ISS、受傷機転で背景因子調整後に、ICU 年間外傷患者数の四分位とアウトカム
の関連をロジスティック回帰分析で解析した。【結果】合計 215 施設の ICU から 74,292 例の重症外傷症例を選択した。入院中死亡
は 9,314 例（12.5%）に生じていた。ICU 年間外傷患者数の四分位範囲（1Q―4Q）は、それぞれ 1ー76 例、77ー127 例、128ー193 例、
194ー723 例だった。外傷患者の入院中死亡とは、1Q がオッズ比（OR）1.19［95％信頼区間 1.11, 1.27］
、2Q が OR 1.00［参照値］、
3Q が OR 0.91［0.85, 0.98］、4Q が OR 1.03［0.96, 1.11］とそれぞれ関連した。
【結論】ICU の外傷症例年間入室数の増加はより良い
生死の転帰と関連した。一方で、外傷症例年間入室数が低い ICU は悪い転帰と関連している恐れがある。

CP59-2

不安定型骨盤骨折に対して TAE と内固定を併せることで良好な転帰をとった 1 症例

東邦大学医療センター大森病院

救命救急センター

菅原 一樹、一林 亮、豊田 幸樹年、小泉 雅之、佐藤 大輔、横室 浩樹、吉原 克則、本多 満
【背景】不安定型骨盤骨折では出血が問題となり TAE やガーゼパッキング、仮固定には創外固定により初期は止血を中心とした救
命が行われる。救命後は骨盤の安定性の獲得早期離床や変形のない骨盤を再建する必要がある。以前は創外固定後安静が中心で
あったが、現在では骨盤の安定性を獲得し早期離床を図るため積極的に内固定が行われるようになってきている。
【症例】67 歳女性、
＜主訴＞高所より墜落＜現病歴＞建物の 4 階から飛び降り倒れている本人を発見し家族が救急要請、当院救命救急センターに搬送
となった。＜ Primary Survey ＞ A：開通 B：呼吸音清、左右差なし、SpO2 99% ＜ O2 10L/min ＞、胸部 Xp：特記事項なし C：末
梢冷感あり、BP 90/60、HR 80/min 、FAST 陰性、骨盤 Xp：不安定型骨盤骨折（AO 分類 C2）あり D：GCS E3V3M6、瞳孔径左
右差なし、E：BT 36.9℃＜ Secondary Survey ＞前額部挫創あり、左右大腿変形あり、左踵部打撲痕あり＜来院時 whole bodyCT
＞外傷性くも膜下出血、肝損傷（Ib）、不安定型骨盤骨折（造影剤の血管外漏出を伴う）両側大腿骨骨折を認めた＜臨床経過＞ CT
施行後より血圧低下を認め恥骨・腸骨付近の血腫量の経時的増大を認めたことから TAE を施行。TAE は両側内腸骨動脈をゼラチ
ンスポンジで塞栓した。TAE 後に創外固定を行った。第 9 病日に骨盤に対し腸骨・恥骨をプレート固定、両側 iliac screw を挿入
した。術後経過は良好で第 13 病日 ICU 退室となった。
【考察】本症例は血行動態不安定の骨盤骨折であり速やかな止血が必要と判
断し TAE を行う方針とした。多発外傷の患者は複数回手術を必要とすることがあり適切な時期を選択しなければ機能障害や入院
期間の延長が危惧される。骨盤骨折に対する初期治療の方針、根治的手術のタイミングが今後の検討事項と考えられた。【結語】
血管内治療及び手術を組み合わせることで良好な転帰をとることができた症例を経験したため報告する。

CP59-3

大量輸血を必要とした外傷症例における輸血量の検討

長崎大学病院

救命救急センター

猪熊 孝実、井山 慶大、上木 智博、山野 修平、田島 吾郎、平尾 朋仁、野崎 義宏、山下 和範、田崎 修
【目的】大量輸血を必要とした外傷症例における輸血量を明らかにする。
【対象と方法】大量輸血とは第 2 病日までに赤血球濃厚液（RBC）10 単位以上の輸血を要した状態と定義した。2013 年 4 月から
2014 年 3 月までに当院救命救急センターに入院となった外傷患者のうち大量輸血を行った患者を対象とし、患者背景、injury
severity score（ISS）、来院時体温、来院時 pH、第 2 病日までの輸血投与量（RBC、新鮮凍結血漿（FFP）
、血小板濃厚液（PC））、
probability of survival（Ps）、転帰について検討した。輸血投与量は診療にあたった医師の裁量で決定した。
【結果】観察期間内に当院救急外来を受診した 4,767 人のうち救命救急センターに入院となった外傷患者は 337 人であり、そのうち
大量輸血を行った 12 人を対象とした。年齢の中央値 76.5 歳（24 - 86 歳）
、男性 5 人、女性 7 人。ISS は中央値 22.5（9 - 66）
。来院時、
体温 35.0 度未満が 3 人であり、そのうち 1 人は pH 7.2 未満をともなっていた。輸血投与量の中央値は RBC 14 単位（10 - 56）、FFP
10 単位（4 - 28）、PC 10 単位（0 - 20）であり、RBC：FFP の中央値は 1：0.73（1：0.29 - 1：1.14）であった。Ps は 0.5 未満が 2 人
であった。死亡は 2 人。1 人は墜落により受傷した 75 歳の男性。来院時には低体温、アシドーシスを認めなかった。ISS 66、Ps
20.4。RBC 56 単位、FFP 28 単位（RBC：FFP 1：0.5）
、PC 10 単位を投与しながら手術、TAE を行ったが、来院当日に死亡した。
もう一人は 75 歳の女性であり、ISS 29、Ps 84.9。出血はコントロールできたが 33 病日に敗血症で死亡した。
【結語】大量輸血を必要とした外傷症例について輸血量を検討した。今後はさらに症例を蓄積し効果的な輸血量を検討する予定で
ある。
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CP59-4

熱傷において手術介入が遅れることの影響

神戸市立医療センター中央市民病院

救命救急センター

朱 祐珍、瀬尾 龍太郎、有吉 孝一
【背景】熱傷患者において、早期手術が死亡率の低下や在院日数の短縮に寄与するという報告もあるが、熱傷早期はバイタルが不
安定なことも多く、熱傷範囲や深度が不明な時期に手術をすることは無用な侵襲につながるという意見もあり、適切な手術時期に
ついては議論がある。【目的】手術介入が遅れることで死亡率や感染症合併率に影響するかを検討する。【方法】2011 年 7 月から
2015 年 7 月までに当院に入院した 18 歳以上の TBSA ＞ 15% の広範囲重症熱傷患者を対象とし、手術介入をせずにいた日数、感染
症合併率、菌血症発症率、死亡率、在院日数などを後方視的に検討した。入院時点で治療撤退となった患者や、3 日以内の死亡や
転院は除外した。【結果】患者数は 24 人、平均年齢は 50.1 歳、TBSA は平均 31.4％であった。手術介入をせずにいた日数は平均 14
日であり、12 日以内を A 群（13 人）、13 日以上を B 群（11 人）とすると A 群で有意に感染症合併率が低かった（p=0.047）
。菌血症
発症率は A 群で少ない傾向にあったが、有意差はなかった。死亡率、在院日数には有意差は見られなかった。
【考察】当院に入院
した広範囲熱傷患者では、12 日以内に手術介入をした群で有意に感染症合併率が減少し、菌血症発症率も減少する傾向にあった。
12 日以内に手術介入をすることで感染症の合併を防ぎ菌血症の発症を減らすことができる可能性がある。今後さらに症例数を増
やし、検討したい。

CP59-5

重症熱傷後の白血球減少と凝固異常

独立行政法人地域医療機能推進機構

中京病院

救急科

大須賀 章倫
【目的】重症熱傷受傷後に、白血球の低下と凝固異常が見られることがしばしばある。凝固異常に関する報告はあるが、白血球の
動態に関する報告は見られない。重症熱傷後に起こる白血球減少と凝固異常の経過を観察し、予後を示唆しうるかを検討した。
【方
法】2012 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日の間に当院熱傷センターに搬入された 20% 以上の広範囲熱傷患者を対象とした後方視的
観察研究である。電子カルテから受傷後 14 日目までの血算、凝固マーカーおよび CRP の値を抽出した。第一に全患者のデータを
プロットし、自然経過を観察した。次により広範囲熱傷患者（熱傷面積 31% 以上）と比較的範囲の狭い熱傷患者（熱傷面積 2030%）とを比較し、熱傷面積による影響を解析した。最後に生存群と死亡群とにわけ、予後不良を示唆する検査結果を検討した。
【結
果】広範囲熱傷では、受傷直後の白血球数は正常値より高値であるが、すぐに低下し 3 日目あたりを最低値として再び上昇し、
12000/uL あたりで収束した。血小板も同様に 3 日目を最低値とするが、その後上昇し続けた。熱傷面積が与える影響として、来
院時の FDP 高値、および期間を通じての CRP 高値が見られた。生存群と死亡群との比較では、3 日目の白血球の低下が著明であり、
血小板は低下した後改善が見られなかった。PT-INR, APTT は期間を通じて延長していた。CRP は 2 群間で優位差を認めなかった。
【結論】広範囲熱傷後の白血球低下を伴う凝固以上は予後不良の因子であると考えられる。

CP59-6

灯油による化学熱傷の 1 例

独立行政法人

国立病院機構

京都医療センター

宗宮 伸弥、小田 裕太、藤野 光洋、狩野 謙一、浜崎 幹久、岡田 信長、大木 伸吾、藤井 雅士、竹下 淳、志馬 伸朗
症例は特に既往歴のない 25 歳男性。自宅で灯油を誤ってかぶり、シャワーを浴びたのみで前医を受診。灯油による化学熱傷の
診断で、集中治療を要するため受傷 6 時間後当院紹介搬送となった。来院時 E4V5M6, BT37.9℃, BP140/88mmHg, HR111/ 分
SpO2=93%（空気呼吸下）, RR24/ 分と安定していた。熱傷面積は II 度 BSA で背部全面および両上肢伸側、両大腿後面、右手背で
合計 30%（25% SDB, 5%DDB）であった。Burn index は約 13% で重症熱傷と考えられた。Baxter の公式に則り大量輸液を施行し、
尿量・血液濃縮推移を参考に、循環の安定に努めた。シャワー洗浄 + ジメチルイソプロピルアズレン軟膏塗布にて創部管理し、清
潔保持、乾燥防止に努めた。創部浸出液多く、悪臭増強あり、Day 5 の創部および Day7 の血液培養よりメチシリン感受性黄色ブ
ドウ球菌検出され、セファゾリンにて加療した。アルブミン喪失強く、Nutrition support teamと共に摂取エネルギー増加を図った。
創部治癒は良好で植皮は必要とせず、全身性合併症も認めず、day 4 に ICU 退室、day 22 に HCU 退室した。 灯油による化学熱
傷の病態は、急性刺激性接触皮膚炎であり、脂肪族化合物による脱脂作用、蛋白変性作用が起こり、皮膚粘膜を刺激し、腐食を起
こすと言われている。 化学熱傷は一般に、組織内部に浸透した化学物質が不活化されるまで組織破壊が進行するため初期には損
傷深達度の判定が困難である。灯油による化学熱傷に関する報告は多くないが、受傷面積が広く、接触時間が長いため経皮吸収さ
れ肝障害を来した報告例もある。灯油による化学熱傷に対する処置、治療に関して文献的考察も含め報告する。
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ポスターCP 60

CP60-1

気道・呼吸・呼吸管理⑨

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

外傷性気管後面血腫による気管圧排のため気管挿管後にも気道狭窄を来した 1 例

太田西ノ内病院

1）

救命救急センター、2）福島県立医科大学救命救急センター

千田 康之 1）、佐々木 徹 1）、大野 雄康 2）、伊藤 文人 1）、石田 時也 1）
【症例】69 歳男性。既往に急性心筋梗塞があり抗血小板薬 2 剤服用中であった。歩行中に乗用車にはねられ数メートル飛ばされ、
ショック状態で当院に救急搬送された。来院後各種検査にて、多発頚椎骨折（第 4～7 椎体、第 7 頚椎棘突起の安定型骨折）、両肺
挫傷、左脛骨・腓骨放骨折、左腎損傷・左腰動脈損傷による後腹膜出血と診断された。初診時に肺挫傷による喀血を認めたためダ
ブルルーメン気管挿管チューブにて緊急気管挿管の上、腎動脈・腰動脈塞栓術を施行。第 2 病日、全身麻酔下に左脛骨・腓骨の骨
折の固定術を施行した。術後、活動性の喀血が無いため、シングルルーメンの気管挿管チューブに入れ替えて ICU に帰室した。し
かし、第 4 病日に人工呼吸中にもかかわらずシーソー呼吸を呈し呼吸不全に陥ったため、胸部 CT を再検した。CT では気管チュー
ブ先端より遠位の主気管支が、気管後面血腫により圧排され狭窄を来していたため気管チューブを深く挿入して気道を確保し得
た。精査するも食道・気管損傷を示唆する所見はなく、気管後面血腫は頚椎骨折由来と考えられた。その後呼吸状態は安定し、血
腫は保存的に消退し、第 10 病日に抜管することができた。経過は順調で、抗血小板薬内服再開後も血腫の再出現なく、第 120 病日
に後遺症無く独歩退院した。
【考察と結語】安定型の頚椎骨折由来の気管後面血腫により気道狭窄を来した症例を経験した。外傷性の気管後面血腫で気道確保
を要した報告は稀である。治療としては気道確保の上、血腫の吸収を待つ・必要に応じて出血源の手術を行うことが基本とされる。
しかし、本症例のように、出血源が安定型頚椎骨折であり、気管挿管中であったにも関わらず気道狭窄を来した報告はない。特に
抗血小板薬や抗凝固薬内服中の患者、肝硬変などで凝固異常を来している患者の胸部外傷の場合は、気管挿管後であっても気道閉
塞が起こりえるということを考慮し厳重に観察、対応する必要がある。

CP60-2

体外式膜型人工肺 ECMO 補助下に Dumon Y stent を留置し得た気管分岐部狭窄の 1 例

日本海総合病院

1）

呼吸器外科、2）日本海総合病院

病理診断科

鈴木 香菜 、金内 直樹 、渡辺 光 、高森 聡 、西田 晶子 2）
1）

1）

1）

1）

【はじめに】腫瘍性気道狭窄は極めて多様だが、通常の気管挿管では呼吸の安定化を確立できない症例もあり、その管理は困難を
要する。今回我々は、前縦隔腫瘍により高度気道狭窄をきたし、体外式膜型人工肺（ECMO）補助下に dumon Y stent 留置を行っ
た症例を経験した。
【症例】58 歳男性。2 週間前より増悪する呼吸困難感のため近医受診。低酸素血症、胸部 X 線で異常陰影を指
摘され当院に紹介受診となった。来院時、仰臥位は困難、座位で呼吸維持している状態であった。胸部 CT 検査で前縦隔から広が
る腫瘍性病変を認め、腫瘍の圧排による気管狭窄を認めた。仰臥位での酸素化維持が困難であるため、右大腿静脈脱血 - 左大腿静
脈送血にて V-V ECMO を確立し double lumen を挿管し気道確保を行った。第 5 病日に気管狭窄部に硬性鏡を用いて Dumon Y
stent 留置し、気管内腔が開存。翌日自発呼吸のみで酸素化維持可能なことを確認し、ECMO 離脱した。【考察】気道狭窄が緩徐
に進行したため、高度気道狭窄になるまで呼吸不全を呈さなかったと考えられる。挿管のみでは十分な酸素化を得られなかったが、
ECMO 補助下で Dumon Y stent 留置を安全に施行することができた。本症例について、若干の文献的考察を加え報告する。

CP60-3

喉頭腫瘍による上気道狭窄のため再挿管した急性硬膜下血腫の 1 例

高知赤十字病院

救急部

泉 江利子、廣田 誠二、本多 康人、安岡 やよい、藤本 枝里、村上 翼、原 真也、島津 友一、山崎 浩史、西山 謹吾
症例は 88 歳男性。既往歴に心筋梗塞があり、抗凝固薬を内服中。意識障害のため他院へ救急搬送された。JCS 200 であり緊急気管
挿管（内径 8mm）され、CT で左急性硬膜下血腫を認めたため当院へ紹介搬送された。来院時意識レベルは GCS;E2VTM4、血圧
133/76mmHg、脈拍 89 回 / 分、SpO2 100%（酸素 8L）、体温 36.7℃だった。頭部 CT で midline shift を認めたため同日左急性硬膜
下血腫に対し緊急開頭血腫除去術を施行した。術後 1 日目、意識レベルは GCS；E3VTM6 に改善し、カフリークも問題なかった
ため抜管した。約 5 分後から上気道狭窄を認め、さらに数分後酸素化も低下してきた。観察と再挿管目的で McGrath を使用して喉
頭展開したところ声帯に腫瘤を認めた。耳鼻科医により喉頭ファイバーで確認すると左声帯の浮腫状の腫瘤があり、前交連左後方
にポリープ状の腫瘤も認めた。内径 7mm のチューブで再挿管を行った。意識障害を来たした状態で搬送されたため術前の症状を
確認できず、耳鼻科的に精査を行った。術後 3 日目に気管切開施行し、その後に同部位の生検を行った。声門の中～後方は欠損し
ており、同部位に壊死と思われる組織を認めた、肉眼的には外傷が疑われた。後日の病理検査で扁平上皮癌と診断され、Stage 1
T1aN0M0 であったため放射線治療を行い転院となった。挿管による声帯損傷の頻度は 0.07～0.1％で左側に多いとされている。ま
た、挿管期間が長期になるにつれ浮腫や肉芽形成の頻度は高くなる。しかし喉頭癌の発生数は癌全体の 0.6％ほどで高齢男性に多
いとされており、病理検査を行うことで確定診断がつくため、声帯損傷を認めた場合には悪性新生物の可能性も疑い病理検査を行
うことも検討すべきと思われる。
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CP60-4

Plastic bronchitis の関与が疑われる気道閉塞が生じ換気困難となった Fontan 循環症例

国立循環器病研究センター

麻酔科

中森 裕毅、金丸 栄樹、吉河 惇、森島 久仁子、前田 琢磨、亀井 政孝、吉谷 健司、大西 佳彦
【症例】8 歳男児。Right isomerism heart、僧帽弁閉鎖、両大血管右室起始症に対し、外科的介入が実施され、1 歳 5 か月時に
Fontan 手術に到達した。完全血管輪、両側気管気管支も合併していたがこれらは経過観察となっていた。
数日前より湿性咳嗽、粘性痰が出現し上気道炎として経過観察されていたが、チアノーゼが出現したため気管内挿管されたうえで
当院へ転送された。初期対応中よりバッグによる換気が困難になり、経皮的酸素飽和度が 40% 台まで低下し徐脈となったため、胸
骨圧迫を開始し、アドレナリン 0.3mg を投与した。徐々に換気は可能となったが、陽圧換気の過程で気胸を生じていた。集中治療
室入室後に長径 2cm の cast 様の痰が吸引され、plastic bronchitis（PB）の関与が疑われた。
【考察】本症例では、完全血管輪による圧排での一部の気管の狭小化、両側気管気管支のため挿管後の両側上葉の低換気、先行感
染による気管支攣縮や PB の増悪により換気困難になったと考えられる。
PB は炎症性変化やリンパ灌流障害に伴うとされる Fontan 循環の合併症の一つであり、末梢気道閉塞の際は、鑑別にいれ対応すべ
きである。気道内圧を高めた陽圧換気のみでは閉塞した気管支においては cast を末梢側に押し込みさらに気道を閉塞させること
に留意が必要である。本症例では開通していた一部の気管支および肺胞に過剰圧がかかることで気胸を生じ、酸素化への影響のみ
ならず Fontan 循環の破綻も招いたと思われる。気管支鏡による選択的な気管内吸引や去痰薬投与、tPA 吸入が換気改善に奏功す
る可能性がある。
本症例では心肺蘇生の際に静注されたアドレナリンにより、末梢気道が拡張し閉塞が解除されたため救命可能であった。

CP60-5

気管挿管と抜管に難渋した Morquio 症候群の 1 例

広島大学病院

麻酔科

加藤 貴大、原木 俊明、讃岐 美智義、濱田 宏、河本 昌志
Morquio 症候群はムコ多糖症の 1 型である。今回、Morquio 症候群患者で、気管挿管にも抜管にも難渋した症例を経験した。
【症例】
20 歳代、男性。身長 98cm、体重 21.5kg。環軸椎亜脱臼に対し、頚椎後方固定術が予定された。ムコ多糖沈着による咽喉頭部狭窄
のため、術前より非侵襲的陽圧換気療法（nasal BiPAP）が導入されていた。さらに気管が声門直下で右方へ偏位していたため気
道確保困難と判断し、麻酔導入は鎮静下に自発呼吸を温存して行った。フェンタニルとデクスメデトミジンの投与で適度な鎮静を
得た後に、エアウェイスコープ ® に加えて気管支鏡による気管挿管を試みたが、喉頭蓋の視認ができなかった。そこで、声門上器
具（i-gel®）を挿入し一旦気道を確保した後、i-gel® 経由で気管支鏡下挿管を試みたが気管チューブの挿入が困難であった。最終的
に、気管支鏡視認下にガムエラスティックブジー（GEB）ガイド下挿管を行い気管挿管に成功した。この間、動脈血酸素飽和度
（SpO2）の高度低下は生じなかった。手術は問題なく施行され、術後は気管挿管のまま外科系集中治療室へ入室した。術後の気道
評価で両側披裂部に腫脹を認めたことと気管挿管が困難であったこと、頸部手術後であることから抜管は慎重に行うこととし、術
後 4 日目に計画した。披裂部の腫脹に変化はなかったため、再挿管に備え tube exchanger を留置し、上気道のスペースを維持する
ため nasal BiPAP を装着した状態で抜管した。抜管後、一時的に SpO2 が低下したが短時間で回復した。Tube exchanger は抜管後
気道狭窄のないことを確認し抜去した。以降は SpO2 の低下はなく経過した。
【結論】ムコ多糖症は気道へのムコ多糖の沈着により
気道管理が困難となる。本症例では気管挿管困難に対し、i-gel® を通して GEB ガイド下に気管挿管を行い、抜管時には nasal
BiPAP で上気道のスペースを維持することで、トラブルなく気道管理を行うことが可能であった。

CP60-6

舌根部嚢胞の乳児 2 症例の周術期管理

愛媛大学

医学部

麻酔・周術期学

武智 健一、小西 周、西原 佑、菊池 幸太郎、藤井 園子、萬家 俊博
【緒言】舌根部嚢胞は乳児期の喘鳴と呼吸不全の稀な原因であり、周術期の慎重な気道管理を要する。乳児の舌根部嚢胞 2 症例の
周術期管理を報告する。【症例 1】1ヶ月の女児が、吸気性喘鳴と陥没呼吸から舌根部嚢胞を診断され、経口腔的嚢胞摘出術を計画
された。CT で舌根部正中に 8.5mm の嚢胞を認め、喉頭ファイバー（LSF）で吸気時に喉頭蓋の引き込みを認めた。十分な酸素化
の後、チアミラールとロクロニウムで麻酔導入し、エアウエイスコープ（AWS）を用いて気管挿管した。手術は問題なく施行され、
術後に喉頭周囲の腫脹がないことを LSF で確認し抜管した。しかし腫脹による術後気道閉塞の危険があると考え集中治療室（ICU）
で経過観察をしたところ、抜管から約 1 時間後に陥没呼吸が出現し、LSF で喉頭蓋の腫脹を認めため再挿管となった。喉頭の腫脹
は 2 週間で改善し、患者は抜管され術後 16 日目に ICU を退室し、術後 23 日問題なく退院した。
【症例 2】1ヶ月の男児が、陥没呼吸
から LSF で舌根部嚢胞を指摘された。CT 撮影時にトリクロホスで鎮静を行ったところ、陥没呼吸が増悪し経皮的酸素飽和度低下
が頻回となり、緊急経口腔的嚢胞開窓術を計画された。CT 上舌根部嚢胞は最大径 22mm で気道をほぼ閉塞していた。十分な酸素
化の後、セボフルランで麻酔導入しマスク換気が可能であると確認した後にロクロニウムを投与し、AWS を用いて気管挿管した。
手術は問題なく施行され、術後は新生児 ICU で人工呼吸を継続した。喉頭周囲の腫脹は術後 9 日で改善し、患者は抜管され、術後
18 日問題なく退院した。【考察】乳児期の舌根部嚢胞は換気挿管困難の危険を伴う。AWS は、マスク換気可能な頭位を維持して
の挿管が容易であり、乳児期の舌根部嚢胞の気道確保に有効であった。両症例とも術後の喉頭腫脹を認めた。乳児期の舌根部嚢胞
術後は気道狭窄の危険に配慮した対応を要する。
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ポスターCP 61

CP61-1

教育・専門医・医療経済

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

武蔵野赤十字病院救命救急センターにおける初期研修医教育の実態と研修について

武蔵野赤十字病院

救命救急センター

安達 朋宏、岸原 悠貴、本澤 大志、平山 優、東 秀律、安田 英人、三浪 陽介、原田 尚重、勝見 敦、須崎 紳一郎
【背景】当院初期研修では 4 か月の救命救急センター研修を必修としている。専門医研修以降において直面する重症対応の実態、
および当科での教育が与える影響を検証し、将来を見据えた初期研修内容について検討する。
【方法】当院初期研修を修了した医
学部卒後 9 年目までの医師にアンケートを行い、救急領域において経験する重症対応計 23 項目に関して様々な質問を行った。
【結
果】48 名（回収率 69%）の回答を検討した結果、どの診療科においてもほぼ全ての医師が意識障害・重症感染症・急性腎不全等
重症対応を行っており、その際 67.5% の医師が当院救命救急センター初期研修中の経験が役立ったと回答した。一方項目ごとに検
討すると、急性心不全や痙攣に対する対応は当科以外での研修にて学んだ者が 6 割以上であり、特に気道確保に関しても約半数が
他科研修にて学んだと回答し、現在行っている研修内容について見直しが必要であることが浮き彫りとなった。
【考察】多くの医
師が救命救急科初期研修中の経験を基に重症対応を行っていることが明らかとなる一方で不十分である部分も見られている。3 年
目以降の重症対応の実態も考慮したフィードバックシステムを用いて研修内容を検証しつつ、不足部分は研修病院全体として他科
と協力していく体制を検討する必要がある。

CP61-2

当館における研修医勉強会の現状と問題点 ～集中治療に興味を持たせるためのシミュレーション教育～

佐賀県医療センター好生館
佐賀県医療センター好生館

1）

3）

総合教育研修センター、2）佐賀県医療センター好生館
ICU

救命救急センター、

藤田 尚宏 1）、平原 健司 2）、古賀 美佳 3）、三溝 慎次 3）
当施設は救命救急センターを併設する第 3 次救急病院であり、救命救急センター24 床と院内 ICU 8 床を有している。初期臨床研修
医は毎年 8～11 名採用され 1 年次は厚生労働省の定めるプログラムに則り救命救急センターで 3ヵ月間研修している。この期間以
外は ICU 診療にタッチする機会は少なく、集中治療の醍醐味に触れる経験をすることも少ないと推察される。
【目的】当館におけ
る研修医勉強会の現状を調査し、救急・集中治療領域のテーマを研修医にどの程度提供できているのかを検証した。
【方法】筆者
が救命救急センターから総合教育研修センターに移籍し研修医の教育担当専従となった平成 26 年 4 月から平成 27 年 8 月までに、開
催した研修医勉強会の講義内容を検証するとともに、研修医にアンケート調査し蘇生や集中治療に対する感想や意見を調査した。
【結果】研修医勉強会は 2 回 / 月の頻度で計 36 回開催されていた。このうち何らかの心肺蘇生シミュレーションや集中治療のテー
マを取り入れていたのは 10 回であった。研修医からのアンケート回収率は 27/28。講義ではより実践的な身につく内容のものを提
供してほしいとの意見や、講義時間が長すぎるとの意見も散見された。ベルリン分類の紹介、ビデオ喉頭鏡による挿管実習、実例
の心電図を用いた不整脈治療シミュレーション、FAST のエコー実習、脳低温療法のビデオ供覧などが役に立ったという意見が多
かった。【考察・結語】実習形式にした場合、高機能マネキンを用いた不整脈→急変パターン等の蘇生シミュレーションを提供す
ると、診断や治療行為に参加できる研修医数が 7～8 名に限られるため、参加していない研修医には満足感が得られにくい可能性
が考えられた。勉強会では講義時間を少なくし実際に診療した症例を題材にしたり、動画や視覚に訴える教材の開発がより必要と
思われた。また少人数のハンズオンセミナーを頻回に開催することで、研修医の満足感が高まるものと推察された。

CP61-3

救急・集中治療医学に対する名古屋大学医学部付属病院研修医の解析

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

日下 琢雅、松田 直之
【はじめに】研修医や医学生に対して，救急医学および集中治療医学領域の專門教育を提供することは，次世代を育成することを
含めて，医学界全体の重要課題である。当講座は，徹底的な症例検討会や，診療内容のバンドル化，個々人のカルテ記載とプレゼ
ンテーション，さらに教育フィードバックを通じて，研修医へ体系的な教育を行っている。彼らの意識調査を行うことで，今後の
救急・集中治療領域のおける教育課題を検討する。【方法と結果】名古屋大学医学部附属病院の初期研修医 23 名に対して，27 項目
の救急・集中治療関連のアンケートを行い，18 名が回答した。症例検討会がためになると考える人数は，全体の 93.8% を占めた。
詳細調査として評価した病態管理において，痙攣は研修医の 61.1% が対応に悩む病態であり，88.9% が自分で治療できるようにな
りたいと返答した。教育に興味を持つ人数は全体の 56.7% だった。一方，将来，集中治療専門医を取得したいと考える者は，1 人
（5.6%）のみだった。研修医が集中治療医を專門としない理由は，集中治療医としての将来設計が明確でないことが関与した。【結
論】アンケート結果を基に，研修医や医学生に与える今後の救急・集中治療のあり方を提案する。救急医療における集中治療の専
門性育成は，基盤となる救急科領域の集中治療教育のあり方が重要と考えられた。
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CP61-4

救急集中治療科開設による当院 ICU への影響

長崎労災病院

救急集中治療科

中村 利秋
当院は、平成 26 年 4 月に救急集中治療科を開設した救急告示病院である。全病床数 350 床に対し、ICU6 床を有し、全病床数に対
する割合は約 1.7％となる。平成 26 年 4 月から平成 27 年 7 月までの診療実績は、ICU 収容症例数が 746 例で、院内の標榜科すべてに
対応している。集中治療内容は、持続鎮静、人工呼吸、敗血症診療、急性血液浄化法、補助循環、低体温療法を施行した。一方、
平成 26 年度における診療報酬改定に際し、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度が見直され、A 項目 3 点以上または B 項
目 3 点以上である患者が 9 割以上であることから、A 項目 3 点以上かつ B 項目 3 点以上である患者が 8 割以上であることと改定され
た。それにともない、平成 26 年 4 月以前のような集中治療専従医不在のままでは、集中治療施設基準維持の困難が予想された。平
成 26 年度の改定内容にもとづく重症度は、救急集中治療科開設前の平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月までの平均 74.1％（54.2 －
85.1％）に対し、救急集中治療科開設後の平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までは、平均 94.7％（88.0 － 98.8％）であり、施設基準
を満たすことができた。結語：集中治療専従医不在では、施設基準維持は困難であったことが推測され、集中治療施設基準維持の
ためにも集中治療専従医配置は妥当であり、将来集中治療医を目指す者にとっての動機づけともなる。

CP61-5

ICU の増床は可能か？―診療報酬面からの検討―

新潟市民病院

救命救急・循環器病・脳卒中センター

熊谷 謙、三宅 望、窪田 健児、佐藤 由紀、池上 かおり、井ノ上 幸典、広瀬 保夫
【背景】当院は救命救急センターを有する地域の基幹病院で、2014 年の救急車受入 5150 台、手術件数 7370 件、病床数 676 床のうち
救命救急・循環器病・脳卒中センターが 50 床を占め、特定集中治療室管理料（以下 ICU 加算）の施設基準を満たす病床がセンター
内に 16 床ある。看護師人員の問題で 4 床のみを独立させ特定集中治療室管理料 3 を算定する病床（以下 ICU）とし、残 12 床（以下
救命 ICU）は救命救急入院料 3（以下救命加算）を算定している。
【目的】ICU を増床した場合の病院経営への影響を調査する【方
法】2014 年 1 年間の ICU および救命 ICU 入室患者の経路、在室日数等を調査し、ICU 増床を仮定して診療報酬の変化を見積もった。
【結果】延べ在室日数（各患者の在室日数の合計）は ICU1404、救命 ICU3468、計 4872 で 16 床全体の病床利用率は 83.4％であった。
予定入室＋院内急変は 1557 あり、うち 579 は救命 ICU に入室していた。仮に ICU を 8 床に増床してその 579 を ICU で吸収すれば
ICU 加算で約 5400 万円の増収となる反面、予定入室＋院内急変のみでの ICU 病床利用率は 53.3％となるので全体の利用率から院
外からの救急患者が 867 入る計算となり、救命加算との差額分約 440 万円の減収で最終的に差し引き 5000 万円ほどの増収が見込ま
れた。ICU 増床には看護師増員が必要となり、その人件費増が 5000 万円以内であれば収支を悪化させずに増床が可能と考えられ
たが、単年のデータに基づく概算でありさらなる検討が必要である。

CP61-6

Open-ICU における『多職種チーム ICU』のすゝめ

福岡徳洲会病院

救急・集中治療センター

江田 陽一
2013 年 4 月より、当院 ICU は各科主治医および ICU ナースに加え、ICU 専属の集中治療専門医 1 名、ICU 担当薬剤師 2 名、ICU 担
当臨床工学技士（CE）1 名、ICU 専従理学療法士（PT）1 名、ICU 担当管理栄養士 1 名を配置し、これを『多職種チーム ICU』と
して治療に携わっている。運用を開始し約 2 年が経過したため、その効果について報告する。ICU における早期からの PT 介入件
数は 129 単位 / 月程度増加し、結果的に病院全体のリハビリ介入件数も激増した。臨床薬剤師が病態を理解した上で携わることで、
薬剤の不適切使用や不要な長期投与を指摘することができた。NST を兼務している管理栄養士により ICU 退室後の継続した栄養
管理が可能となった。24 時間院内常駐の CE とは別に ICU 担当 CE を配置することで ICU での医療機器の使用がより迅速になった。
多職種のスタッフが増えることで ICU 全体の雰囲気が改善した。結果的に ICU ナースの離職率を大幅に改善することができた。
【まとめ】ICU 専属医師の確保が難しく、各科主治医が手術などで忙しく ICU を頻回に訪れることができない市中病院の Open-ICU
において、集中治療医をチームリーダーとする『多職種チーム ICU』は有効に機能すると考えられた。
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CP62-1

産婦人科

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

子宮型羊水塞栓により心停止をきたし、産褥早期に低 Na 血症にて発症した Sheehan 症候群の 1 例

大阪市立総合医療センター

総合周産期母子医療センター

産科

岡田 麻美、田中 和東、鹿野 理恵子、由井 淳子、松木 厚、三田 育子、梶谷 耕二、中村 博昭、中本 收
【背景】Sheehan 症候群は、分娩時大量出血により下垂体壊死および汎下垂体前葉機能低下を来す疾患である。多くは分娩から数
年経過した後に無月経や月経不順を主訴に診断され、分娩早期の発症は稀とされていた。今回、子宮型羊水塞栓症による大量出血・
心停止に対して子宮全摘を行い、術後に脳梗塞を来し、同時期に低 Na 血症によって発症した Sheehan 症候群の 1 例を経験したの
で報告する。
【症例】症例は 36 歳女性。羊水過多、前置胎盤にて外来管理中であった。妊娠 34 週時に腹痛と性器出血にて救急受診。
常位胎盤早期剥離の診断で超緊急帝王切開術を行った。帝王切開終了直後より非凝固性の出血が持続し、子宮底輪状マッサージを
行ったところ膣から大出血を認め、心停止に至ったため CPR を開始した。子宮型羊水塞栓と診断し直ちに子宮全摘術を行った。
術後も貧血進行を認めたため翌日に試験開腹術を施行したところ、腹腔内に大量の凝塊血と静脈性出血を認めた。入院時からの総
出血量は 16830ml、輸血量は RBC64 単位、FFP66 単位、PC60 単位であった。第 4 病日に抜管し産科病棟へ転棟したが、第 6 病日
に血管攣縮による脳梗塞を発症した。また同時期より低 Na 血症が発症。下垂体ホルモンは低値を示し、第 7 病日に撮影した造影
MRI 画像では下垂体辺縁部のみが造影され、内部の造影効果を認めない hook-shaped enhancement を呈し、Sheehan 症候群と診断。
Na 補充とステロイド補充により電解質は正常化した。【結語】今回、子宮型羊水塞栓症による大量出血に伴い早期に Sheehan 症候
群をきたした 1 例を経験した。本症例では同時に血管攣縮による脳梗塞も発症したため、輸液量の管理が重要であった。早期に
Sheehan 症候群と診断しステロイド補充療法を開始できたことにより良好な転機を得られたと思われる。

CP62-2

妊娠中に特発性肺動脈性肺高血圧症が顕在化し救命できなかった 1 例

福井大学

医学部

1）

器官制御医学講座

麻酔・蘇生学領域、2）福井大学医学部附属病院

松木 悠佳 、佐上 佑介 、小畑 友里江 、斉藤 律子 、藤林 哲男 、重見 研司
1）

2）

2）

2）

2）

集中治療部

1）

［はじめに］特発性肺動脈性肺高血圧症は、妊娠中に増悪する可能性が高く、周産期死亡率が高いため妊娠は原則禁忌である。し
かし妊娠前に肺高血圧症と診断されておらず、妊娠経過中に症状が出現増悪し、初めて診断される例もある。今回我々は、妊娠中
に特発性肺動脈性肺高血圧症を発症し、集学的治療を行ったが救命できなかった症例を経験したので報告する。
［症例］39 歳女性、
妊娠 16 週。これまで既往疾患はなく、日常生活も特に制限なく過ごしていた。妊娠 12 週頃から軽い動作でも息切れがあった。近
医産婦人科に腹痛、呼吸困難で受診し、SpO2 74% であり、原因精査・加療のため当院に搬送された。当院初診時、NYHA 心機能
分 IV 度、心エコー検査で右心室拡大、左心室虚脱所見を認め、造影 CT では肺塞栓や肺野異常陰影はなかった。心臓カテーテル
検査で、肺動脈圧 77/39 mmHg と著明な上昇を認め、肺動脈性肺高血圧症と診断した。ICU 入室時、血圧 86/58 mmHg と低血圧
を認め、カテコラミン持続投与を行った。また気管挿管による人工呼吸管理とし、肺血管抵抗減少目的で PGI2 持続投与と NO 吸
入を開始した。しかし低酸素血症や心拍出量低下が持続、これ以上の妊娠継続は困難であると判断し、第 2 病日に帝王切開術にて
児を摘出した。その後も循環動態不安定は継続し心肺停止を来たしたため、V-A ECMO を導入し、ホスホジエステラーゼ -5 阻害薬、
エンドセリン受容体拮抗薬の追加投与を行い、肺高血圧症に対する治療を継続した。V-A ECMO 導入後、一時的に体血圧は安定
したが、肺高血圧症は治療に反応せず V-A ECMO 離脱困難となり第 11 病日に死亡した。［考察］循環器系の妊娠による生理学的
変化は、肺高血圧症の血行動態にも影響する。特発性肺動脈性肺高血圧症合併妊娠の集学的治療について、文献的考察を加え報告
する。

CP62-3

発症時期の異なる周産期心筋症の 2 例

小牧市民病院
安本 高規
【はじめに】周産期心筋症は妊娠に伴う心不全の一因である。発病率は約 20000 分娩に 1 例ともいわれており稀な疾患である。発症
時期の異なる周産期心筋症の二例を経験したので報告する。
【症例 1】35 歳女性、妊娠 37 週、妊娠高血圧にて入院した。入院後咳
と呼吸苦出現し SpO2 80% 台（room air）、心機能低下、肺鬱血あり、NPPV 装着となり、全身麻酔下に緊急帝王切開となった。術
後 ICU にて挿管管理となりカルぺリチド、ニトログリセリンにて治療施行、心不全改善し術後 1 日目に抜管、13 日目に退院となっ
た。【症例 2】40 歳女性、妊娠 40 週、妊娠高血圧、子癇前症にて硬膜外麻酔にて緊急帝王切開施行された。術前 SpO2 96 %（RA）
であった。術中 SpO2 90 %（RA）前後に低下し O2 開始した。術当日夜には SpO2 98 %（RA）に回復し、術後 6 日目退院した。
退院後呼吸苦あり救急外来受診した。SpO2 84 %（RA）
、心機能低下、肺鬱血あり入院となった。入院後 NPPV 装着、ニトログリ
セリン、カルぺリチド、抗プロラクチン療法施行した。治療施行後心不全改善し術後 24 日目退院した。
【結語】周産期心筋症は重
症例では母体の死亡にもつながり、早期発見、早期治療が大切である。妊娠後期から産褥期にかけての咳や呼吸困難により周産期
心筋症の可能性を疑うことで予後の向上につながることが期待される。
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CP62-4

危機的弛緩出血の一時的な止血にバソプレシン持続静注が奏効した一例

独立行政法人国立病院機構

東京医療センター

麻酔科

佐藤 慧、松林 麻里、入江 駿、山崎 治幸、尾崎 由佳
危機的弛緩出血に対し，バソプレシン持続静注により出血量を制御し救命手術まで無事管理できた一例を報告する。27 歳，妊娠
41 週分娩停止のため緊急帝王切開となり胎児・胎盤は問題なく娩出したが，子宮収縮不良を認め，オキシトシン，PGF2 αを投与
したが著明な改善は得られなかった。閉腹後も出血は持続して Hb4.5g/dl，フィブリノゲン 90mg/dl，Shock Index1.8 となったため，
弛緩出血，DIC と判断して輸血，メシル酸ガベキサートを開始した。同時に昇圧と止血を期待してバソプレシン（2～10U/h）の
持続静注を開始したところ血行動態は安定し Hb 値も下げ止まったため子宮動脈塞栓術のためアンギオ室に移送可能な状態となっ
た。血管造影を考慮して過度の血管収縮を避けるため事前にバソプレシンは中止しドパミンに切り替え，両側子宮動脈上行枝の塞
栓術を行った。しかし IVR 終了後に突然の出血と血圧低下を認めたため，緊急で全身麻酔に移行，開腹子宮全摘となった。最終
的に出血量 5668ml に対して RCC18 単位・FFP27 単位・PC10 単位を使用したが，止血が得られ無事救命しえた。バソプレシンは
子宮収縮目的に局注が行われることはあるが，危機的弛緩出血に対して静注を応用した報告はない。本症例では子宮頸部には
extravasation が確認できなかったため，子宮体部を貫流する上行枝のみを塞栓した。そのため動脈血流が子宮体部から頸部にシ
フトして破綻出血をもたらした可能性が手術所見から示唆された。またバソプレシン中止から再出血までの時間が 90 分程度であっ
たため，半減期から考えて IVR 終了時には正にバソプレシンの血管収縮効果が消失し，大量出血に拍車をかけた可能性もある。弛
緩出血に対してバソプレシン持続静注は短期的な止血策として有効ではあるが，投与中止のタイミングには十分注意が必要であ
る。

CP62-5

出血量 2000ml 以上の帝王切開術症例の麻酔管理についての後方視的検討

独立行政法人国立病院機構

東京医療センター

麻酔科

尾崎 由佳、小林 佳郎
2010 年に発表された産科危機的出血への対応ガイドラインで、帝王切開時の輸血準備開始の目安として出血量 2000ml 以上または
SI1 以上と掲げられている。しかし、必ずしもこれらの条件のみで輸血が実施されるわけではない。今回、2010 年 1 月～2015 年 7
月までに当院で実施された帝王切開術で、出血量が 2000ml 以上の症例を検討し、輸血実施に至る様々な背景因子と判断基準を比
較した。前記期間中に帝王切開術は 1098 例に行われ、31 例で 2000ml 以上の出血を認めた。診断別症例数は、胎盤位置異常が 14 例
と最も多く、予定・緊急手術別では 10 例と 21 例で、全身麻酔 7 例、区域麻酔 24 例であった。31 例中 13 例に対して、産婦人科医に
より産科的 DIC の診断もしくは疑いで治療が開始されたが、術後 2 日目までに改善し、治療は中止された。また、31 例中 14 例で
輸血が行われ、輸血開始時の SI は 0.9 であった。次に、31 例を輸血群と非輸血群に分け、出血量、術前・術後ヘモグロビン値、血
小板値、凝固系データ、輸液総量について比較した。統計学的検討には t 検定を用いた。結果、出血量が 2739、2299（ml）
、また、
総輸液量が 32.3、20.4（ml/kg）とそれぞれ輸血群で有意に多かった。更に、胎盤娩出後で通常、止血操作を行っている手術開始
後 15 分までの輸液量は、802、570（ml）と輸血群で有意に多かった。この他には有意差はなかった。輸血実施の判断は SI ではなく、
手術開始後 15 分の輸液量と関連があったことから、麻酔科医は、出血や止血の程度を見ながら輸液速度を調整し、輸液速度が速
い症例に輸血の判断を下していると推測できる。帝王切開時は、瞬時の判断が求められ、間接看護師から報告される出血量や SI
だけで輸血を判断するのは困難であるため、循環動態を維持するための輸液速度を基準とするのが最良な判断と考える。

CP62-6

周産期心筋症管理にみる、ICU 常駐医の存在がもたらす変化

聖隷浜松病院

救急科

土手 尚、植田 秀樹、峯田 健司、渥美 生弘、田中 茂
【はじめに】聖隷浜松病院は病床総数 744 床（ICU ＋ CCU 22 床）
、救命救急センター及び総合周産期母子医療センターを有する第
三次救急医療機関である。2015 年 6 月より救急科医師を ICU 常駐医として配置し他科の入室症例についても呼吸循環管理のみなら
ず栄養、リハビリ、倫理面など多方向からの介入を開始した【症例】31 歳女性、初産婦。妊娠 36 週 1 日で腹痛を自覚、妊娠高血
圧腎症を発症しており妊娠分娩管理のため当院搬送となった。来院時に著明な肺水腫と呼吸苦を伴っていたため緊急帝王切開の方
針となり、術後挿管管理のまま ICU へ入室し ICU 常駐医による管理を開始した。【経過】ICU 入室後、肺水腫に加えて著明な心機
能低下と心拡大を認めた。周産期心筋症による急性心不全を疑い治療を開始した。ICU 常駐医と ICU スタッフ（看護師、臨床工学
士など）による全身管理に加え、産婦人科医師及び周産期病棟スタッフ（看護師、助産師、薬剤師など）による母子の産褥期管理、
循環器科医師による心不全治療を行い第 2 病日に抜管、ICU 病室内で母子の面会を行った。第 4 病日に ICU を退室した。以降心不
全治療を継続し、第 34 病日に軽快退院した。【考察】ハイリスク妊産婦においては臓器不全や出血、感染などの病態に加え、妊産
婦特有の生理学的変化や産褥期母子のケアなど対処すべき問題は多岐にわたる。ICU 入室を要するハイリスク妊産婦の全身管理に
ついては従来産婦人科医師を中心に呼吸器内科、循環器科、神経内科、内分泌内科などが併診する体制をとっていたが、今回周産
期心筋症を発症したハイリスク妊産婦の集中治療管理を ICU 常駐医を中心として行った一例を経験した。ICU 常駐医の介入により
従来各科混合で行っていた ICU 管理が一本化され、各専門科及び多職種との有機的な連携がなされたことが良好な転帰につながっ
たと考えられた。本症例を通じ、ICU 常駐医の存在が当院 ICU にもたらした「変化」を中心に紹介する。
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ポスターCP 63

CP63-1

小児・新生児③

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

挿管患者の鎮静コントロールについて当院の現状

CP ポスター会場

～第一報～

埼玉県立小児医療センター
森 智史、石井 直樹
【はじめに】COMFORT スケールは小児で使用されている鎮静スケールの中で一般的なものである。過去の先行研究から、小児集
中治療室で COMFORT スケール使用後に人工呼吸管理日数が減少したとの報告がある。そこで、疾患、重度心身障害者、性別、
月齢、人工呼吸器管理日数および在院日数に対して、鎮静スケールを使用していない当院の現状を明らかにし人工呼吸器装着日数
および在院日数が延長しているか検討し鎮静スケールの効果を判定する必要があると考えた。今回、鎮静スケール導入前の当院の
現状調査を行ったため、結果を第一報として報告する。
【目的】挿管患者の現状を明らかにし、鎮静スケールの効果を検討する。
【結
果】先行研究では術後の患者を対象としていたが、当院では主に内科系の患者を対象とし、手術室で挿管した術後の患者は対象外
とした。当院で過去 19ヶ月間に「救命のための気管内挿管」を算定した患者はのべ 77 名であった。その中で死亡（16 名）
、転院（6
名）
、気管切開または喉頭気管分離（10 名）に移行した患者および現在（2015 年 7 月 1 日）も入院中の患者（4 名）を除くと 41 名
であった。疾患の割合は呼吸器疾患 39%、先天性心疾患 24％、感染症 17%、血液疾患 10％、その他 10％であった。男女比は 21：
20。重度心身障害者の割合は 19.5％であった。月齢の平均値 / 中央値は 42.5ヶ月 /19ヶ月、人工呼吸器装着日数の平均値 / 中央値は
10 日間 /9 日間、入院日数の平均値 / 中央値は 52 日間 /49 日間であった。【考察】先行研究では鎮静スケール導入後 1.5 日の人工呼
吸器装着日数の短縮がみられていた。鎮静スケール導入前の先行研究と当院の人工呼吸器装着日数はそれぞれ 12.5 日 /10 日であり、
2.5 日の差がみられていた。改めて内科系の患者を対象とした比較が必要であるとの示唆を得た。また、先行研究においては疾患、
重度心身障害者の割合、性別および在院日数に関しては情報がなく、小児特有の事情を考慮した比較が必要である。

CP63-2

小児専門病院 ICU 病棟における鎮静深度スケールの開発

神奈川県立こども医療センター

ICU 病棟

村上 菜穂子、岡本 充好、赤峰 薫、行貝 有希子、永渕 弘之
はじめに小児 ICU 病棟における安静の維持には鎮静剤を使用せざるを得ないことが多い。しかし患者の状態に適した鎮静剤の投
与量でない場合、過少投与では安静を保てず、逆に過量投与では薬剤の効果が遷延し、QOL の低下を招く例が少なくない。適正
な鎮静管理を行うために既存の鎮静スコアを用いた鎮静管理を試みたが、臨床使用には適さなかった。そこで今回我々は、既存の
鎮静スケールを参考に鎮静深度評価スケール（kanagawa Sedation Scale：KSS）を作成し、同一患者を異なる 2 名の看護師で評価
することで客観的な評価が可能となるか検討した。目的 ・ICU 病棟の現状に即した鎮静深度スケールの作成 ・KSS の客観性に
関して評価する方法スケール作成にあたっては、患者に刺激を与えずに判定可能である、人工呼吸器管理下にある患者にも使用可
能である、術後の麻酔薬の効果が切れた際の急激な覚醒状態にも適用可能であるなどの点に注意した。覚醒、入眠の深さから鎮静
スコアとして鎮静の深いものから－ 3～3 点（7 段階）の大項目に分類し、各大項目には、それぞれに具体的な状態を表記した小項
目を設け、少なくとも小項目を 2 つ以上満たすことで大項目を選択できることとした。スコア評価は勤務交替時および患者の覚醒
時とし、研究者と研究協力者の 1 名ずつが対象患者 1 名に対して同時にスコアリングを行い、一致率を算出した。結果対象患者は
事前に家族に同意を得られた心臓血管外科術後患者 16 名で、48 回分の評価データが収集された。患者背景は、年齢の中央値（四
分位範囲）は 17 か月（7.0～61 か月）であった。全患者において何らかの鎮静剤が投与されていた。スコアリングの結果、研究者
と研究協力者の評価は 83.3％の場面において一致した。考察 KSS は評価者の経験年数に関わらず一定の評価を得られる、概ね客観
的な評価システムであることが推察されたが、より客観性の高いものにするためにブラッシュアップが必要である。

CP63-3

小児術後急性期における疼痛に関する意識調査

茨城県立こども病院
小針 里江子、塙 恵子
＜はじめに＞小児における術後急性期の疼痛評価は、適切に判断するスケールが無いため、その判断の妥当性は明らかではない。
そこで今回私達は、看護師の術後急性期疼痛への関わりを意識調査することで、疼痛評価スケール作成への可能性を見出すことが
できたためここに報告する。＜倫理的配慮＞ アンケートは無記名とし、得られた情報は本研究以外の目的では使用しないことを
説明し回答をもって同意とした。＜調査内容と結果＞ ICU 看護師 24 名からアンケートによる術後急性期疼痛の意識調査を行っ
た。回収率は 88％であった。調査内容は、1 こどもの術後急性期疼痛の判断方法、2 こどもの術後急性期疼痛への対応方法とした。
1 では、新生児、乳児は、啼泣、顔色、表情、バイタルサインの変化（22 名）、分らないは（2 名）であった。学童では、本人か
らの訴え、家族からの訴えから（24 名）であった。2 では持続鎮痛剤投与なしの新生児、乳児、幼児、学童とも、追加指示鎮静剤
の投与（24 名）持続鎮痛剤投与ありの新生児、乳児、幼児では追加指示鎮痛剤の投与（14 名）タッチング（9 名）玩具であやす（4
名）体位変換（9 名）学童ではタッチング（15 名）話をする（14 名）体位変換（4 名）であった。（複数回答）＜考察＞ 今回特に
判断の難しい新生児、乳児等の非言語小児では、表情、動作、バイタルサインの変化などから疼痛の強度を判断しており、持続鎮
痛剤投与下では、追加鎮痛剤を使用するよりもタッチングなどの感覚刺激や、玩具、音楽等視聴覚刺激によって痛みから注意をそ
らす対応方法が積極的に行われていることが明らかになった。それは、追加鎮痛剤を使用しなくても疼痛コントロールができるこ
とを示しており、疼痛の強度によってその対応方法が選択できれば、判断の難しい小児でも適切な疼痛コントロールが可能となる。
それは小児における術後疼痛評価スケール開発の可能性を示唆しており、今後開発に着手していきたい。
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CP63-4

小児専門病院における先天性心疾患術後の離床ケア

地方独立行政法人

静岡県立病院機構

第一報

～離床の現状～

静岡県立こども病院

杵塚 美知
【背景】術後早期離床の重要性は多く報告されているが小児領域での早期離床の必要性や方法の検討は行われていない。今回、小
児専門病院の循環器集中治療室（以下、CCU）における術後離床の現状把握を行った。
【目的】小児専門病院 CCU における先天性
心疾患術後の離床の現状を明らかにする。【方法】1．入室患者のデータを収集。2．看護師に対するアンケート調査。
【結果】対象
は 2 歳以上とし、かつ術前自立歩行の獲得がない症例・術後重症例・軽症であるペースメーカー移植術などを除いた症例とした。
対象は 28 例で全予定手術患者（100 名）の 28％であり、年齢は中央値 5.3y（2.1y － 23.0y）であった。気管チューブ抜去は中央値
で術後 0 日目（0 － 2 日目）、動脈留置カテーテルおよび中心静脈留置カテーテル抜去は中央値で術後 1 日目（1 － 3 日目）
、CCU 退
室は中央値で術後 2 日目（1 － 6 日目）・平均 2.2 日目であった。ギャッヂアップを含めた座位は対象 28 例のうち 17 例（60.7％）が
実施しており、立位・歩行の実施はそれぞれ 13 例（46.4％）・7 例（25％）であった。アンケートではすべての看護師が術後早期
離床ケアの必要性について「とてもそう思う」「そう思う」と回答したが、
「年齢が高い患者が少ないためどのように離床をすすめ
ていいかわからない」
「疼痛を訴えられると進めにくい」
「乳幼児が多いので離床を進めるという観点を持ちにくい」等の意見があっ
た。術後離床ケアの実施は「よくある」15％「ときどきある」75％「ほとんどない」10％「まったくない」0％であった。【考察】
小児専門病院 CCU では術後離床ケアの対象患者の割合が少ない上に年齢も幅広く、看護師はその経験の少なさから離床ケアに対
する意識を持ちにくく具体的方法の習得が困難であると推測される。対象患者は滞在日数が短いため、術後離床ケアは限られた時
間と条件の中で行わなければならず、ケアの質保持のためのシステムの構築が必要と考えられた。

CP63-5

小児専門病院における先天性心疾患術後の離床ケア

地方独立行政法人

静岡県立病院機構

第二報

～早期離床プロトコールの導入～

静岡県立こども病院

杵塚 美知
【背景】小児専門病院の循環器集中治療室（以下、CCU）では、術後早期離床ケアの対象患者が少なく滞在期間も短いため、看護
師は離床ケアを進める意識を持ちにくく具体的方法の習得が困難であった。術後早期離床ケアを看護師主体で実施できることを目
的に『心臓血管外科術後早期離床プロトコール』（以下、離床プロトコール）を作成し導入した。【目的】小児専門病院 CCU にお
ける離床プロトコールの導入効果と課題を明らかにする。
【方法】1．当院の状況に合わせた離床プロトコールを作成。早期離床に
ついての学習会及び離床プロトコールの目的・使用方法を説明後、導入。2．導入後、看護師に対するアンケート調査。3．入室患
者のデータを収集。
【結果】アンケートで「離床プロトコールを使用したことがある」看護師は 22.7％であった。術後離床ケアの
実施が「よくある」「ときどきある」と回答した看護師の離床プロトコール使用率は 14.2％であったが「ほとんどない」と回答し
た看護師では 37.5％であった。使用した看護師の意見は「プロトコールに沿って行うことで自分の手技や判断に根拠を持って行え
るため安心」「意識して離床のことを考えたり行動してみようと思うようになった」
「進め方がわかりやすくなった」等があった。
プロトコール導入前は離床ケア対象患者に対する座位・立位・歩行の実施率が 60.7％・46.4％・25％であったのに対し、導入後は
90％・60％・30％と上昇した。【考察】離床プロトコール使用率は低かったが、術後離床ケアの経験が少ない看護師にとって、術
後早期離床ケアを安心して進めるためやその方法を知るために離床プロトコールは必要とされていた。導入後に患者の離床到達度
が上昇したのは、離床プロトコールを含む早期離床への取り組みによって看護師の意識が向上したためと考える。今後更に離床プ
ロトコールの活用を進めると共にその妥当性・安全性の検証が必要である。
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ポスターCP 64

CP64-1

心臓・循環・体液管理⑥

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

PCPS、IABP を実施し救命した術中呼吸循環不全を呈した感染性心内膜炎

沖縄県立中部病院 麻酔科、2）沖縄県立中部病院
沖縄県立八重山病院 麻酔科

1）
5）

心臓血管外科、3）沖縄県立中部病院

集中治療科、4）沖縄県立中部病院

外科、

伊敷 聖子 1）、安元 浩 2）、天願 俊穂 2）、仲嶺 洋介 1）、中山 泉 3）、毛利 英之 3）、村上 隆啓 4）、依光 たみ枝 5）
症例 :74 歳、男性。現病歴：来院 2 か月前より全身倦怠感、食思不振を自覚していた。今回新たに呼吸困難感も出現したため、救
急車で当院へ搬送された。既往歴：高血圧、心房細動、一過性脳虚血発作、脂質異常症、前立腺肥大症。経過：救急室で心エコー
を施行した。左室駆出率は 30％で疣贅、弁破壊を伴う重症大動脈弁・僧帽弁・三尖弁閉鎖不全を認め、感染性心内膜炎と診断した。
診断直後よりバンコマイシン 1g、セフトリアキソン 2g を開始した。手術は大動脈弁・僧帽弁置換術（生体弁）
、三尖弁形成術を行
なつた。弁周囲逆流はみられなかった。人工心肺時間は 4 時間 19 分であった。閉胸時より気管チューブより泡沫状淡黄色分泌物が
多量に噴出し、酸素化が悪化した。また輸液負荷、カテコラミンを使用しても循環不全が進行してきたため、再開胸し上行大動脈
送血、右大腿動脈脱血で経皮的心肺補助（PCPS）を開始した。大動脈バルーンパンピング（IABP）挿入を行い、開胸のまま ICU
へ入室した。入室後は僧帽弁が開閉する程度の流量で PCPS を継続した。腎不全が進行したため持続的血液濾過透析（CHDF）を
開始した。術後 2 日目より徐々に循環動態が改善し、術後 3 日目に PCPS から離脱した。起因菌が判明したため抗生剤は狭域化した。
術後 4 日目に閉胸・体網充填術施行、術後 5 日目に IABP を離脱、術後 7 日目に抜管した。術後 11 日目に ICU を退室し、68 日間の
抗生剤治療後、術後 108 日目に退院した。考察：本症例での呼吸循環悪化の原因として敗血症および人工心肺による ARDS、敗血
症性心筋障害、虚血再灌流障害などさまざまな原因が考えられる。敗血症患者に対し PCPS を導入することに菌血症の増悪などの
可能性があるが、本症例では適切な抗生剤使用、CHDF の使用とショック時に IABP を併用し、心臓超音波で弁の状態や前負荷後
負荷を評価しながら PCPS を使用することで救命できた。

CP64-2

VV-ECMO 離脱より抜管を先行した劇症型 A 群β溶連菌感染症の一例

大阪府済生会千里病院

千里救命救急センター

大山 慶介、澤野 宏隆、尾北 賢治、大場 次郎、林 靖之、甲斐 達朗
【はじめに】VV-ECMO（veno-venous extracorporeal membranous oxygenation）及び人工呼吸器装着患者では、まず VV-ECMO
を離脱し次に人工呼吸器離脱・抜管を行う方法が一般的である。今回、先行して人工呼吸器離脱・抜管を行い、意識清明下に VVECMO を管理し、良好な経過を示した症例を経験したので報告する。
【症例】26 歳、男性。インフルエンザに罹患後、10 日間発熱
が継続。呼吸困難が出現したために前医を受診。重症肺炎のために当センターに転院搬送となった。細菌性肺炎による敗血症性
ショックであり、同日気管挿管・人工呼吸器管理を含めた集学的治療を開始した。FiO2:0.8、PEEP12 の設定で管理を行うも徐々
に呼吸状態が悪化した。P/Fratio が 93 まで低下したために、右大腿静脈脱血（23Fr）
、右内頸静脈送血（21Fr）として VV-ECMO
を導入とした。呼吸器設定は Lung rest 設定とした。第 3 病日にはショック状態を離脱。第 4 病日に喀痰及び血液培養より
Streptococcus pyogenes を検出した。第 5 病日に持続鎮静・鎮痛を中止、意識清明にまで改善した。また、呼吸器設定の weaning
を行い、FiO2:0.3、PEEP5 の設定としたが、胸部レントゲンや血液検査では増悪はなかった。VV-ECMO 離脱が抜管より侵襲的で
あり、患者 QOL の保持も可能と判断して第 6 病日に抜管を施行した。第 7 病日より食事及びリハビリが可能となり呼吸状態の悪化
を来たすことはなかった。ECMO 設定を weaning し、第 11 病日に ECMO 離脱・シース抜去となった。第 36 病日に独歩退院となっ
た。
【まとめ】本症例では、重症呼吸不全に対して VV-ECMO を導入し、合併症を起こさずに管理できた。全身状態が安定した後
に VV-ECMO より人工呼吸器離脱・抜管を優先した結果、意思疎通が良好な状態を保持し、食事・喀痰排出・リハビリを積極的
に行うことができた。ただし、人工呼吸器離脱および抜管にはリスクもあるために症例ごとの検討と慎重な経過観察を要する。

CP64-3

ECMO 脱血不良時の右房内構造物の存在とエコー評価の有用性

前橋赤十字病院

1）

集中治療科救急科、2）前橋赤十字病院

心臓血管外科

藤塚 健次 、中村 光伸 、林 弘樹 、宮崎 大 、高橋 栄治 、鈴木 裕之 1）、小倉 崇以 1）、原澤 朋史 1）
1）

1）

2）

1）

1）

【背景】ECMO は重症呼吸不全・循環不全患者における心肺補助装置である。ECMO 管理において、ECMO 流量の維持には安定
した脱血が極めて重要である。脱血不良の原因として、脱水・カテーテル位置異常などがある。今回脱血不良の原因として、右房
内構造物が原因と考えられた症例を経験した。【症例】77 歳男性。閉塞性動脈硬化症に対する手術目的に入院中、心不全・心室細
動が出現したため、診断・治療目的に緊急冠動脈造影を施行した。冠動脈三枝病変の所見があり、緊急冠動脈バイパス術を施行し
た。術後、頻回の心室性不整脈出現による心機能低下が出現し、V-A ECMO 導入（右内頚静脈経由右房脱血・右大腿動脈送血）
とした。しかし脱血不良がしばしば認められた。カニューレ位置異常は胸部 X 線検査上認めなかったため、脱水と判断し適時輸液
負荷で対応した。その後心嚢内血腫による循環不全が出現したため、心嚢血腫除去術を施行した。その際、経食道心エコー検査を
施行し脱血カニューレ位置を修正しようとしたところ、右房内・下大静脈付近に線維状構造物を認め、それが脱血管に吸い込まれ
脱血不良を起こしていることが判明した。そのため、その構造物を吸い込まないようにカニューレを移動させたところ、脱血不良
を起こすことなく、フロー維持をすることができた。その後状態は安定し、V-A ECMO 離脱・抜管、ICU 退室・リハビリ転院となっ
た。
【考察】右房内には、胎生期遺残物（Chiari network や Eustachian valve）が存在することがある。ECMO の脱血不良は、カテー
テル位置異常や脱水以外にも、異常構造物が原因となる場合がある。X 線検査では評価できない心房内構造物の評価やリアルタイ
ムにカテーテル位置を修正する場合、経食道エコー検査は有用と考えられ、脱血不良の原因検索・対応時には検討すべき検査であ
る。
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CP64-4

VA-ECMO の際に逆行性下肢潅流法は下肢虚血を改善するか

福岡大学病院

救命救急センター

星野 耕大、水沼 真理子、川野 恭雅、金山 博成、鈴木 祥子、西田 武司、石倉 宏恭
【はじめに】当センターでは VA-ECMO の際に下肢虚血を予防するため、送血側の足背動脈に対してローラーポンプを用いた逆行
性下肢潅流法を行っている。また、その際に下肢の血流評価目的に局所混合血酸素飽和度（Regional saturation of oxygen: rSO2）
の測定を実施している。【対象と方法】2012 年 1 月から 2014 年 3 月の間に VA-ECMO に対して、下肢虚血改善目的に逆行性下肢潅
流法を行った 10 症例を対象とした。対象症例に対して、逆行性下肢潅流法前後の rSO2 値を検討した。【結果】対象症例の平均年
齢は 41 歳、男性は 9 例であり、全例が心肺停止症例であった。送血管のサイズは全例 15Fr であり、送血管の挿入部は右大腿動脈
が 4 例、左大腿動脈が 6 例であった。逆行性下肢潅流法施行前に大腿部及び下腿部の rSO2 を送血側と非送血側で比較したところ、
大腿部及び下腿部において送血側の rSO2 は非送血側と比較して低い傾向にあった（44 ± 19% vs 58 ± 10% ; p=0.07、36 ± 22% vs
48 ± 20% ; p=0.22）。また、逆行性下肢潅流法前後で送血側の大腿部及び下腿部の rSO2 を比較したところ、大腿部及び下腿部にお
いて施行後の rSO2 は施行前と比較して改善傾向にあった（59 ± 17% vs 44 ± 19%; p=0.09、54 ± 18% vs 36 ± 22%; p=0.05）。VAECMO 施行中に下肢虚血によるトラブルを生じた症例はなかった。
【考察】VA-ECMO の際に rSO2 を用いて下肢の血流を評価し
たところ、VA-ECMO によって送血側の下肢は虚血を呈し、逆行性下肢潅流法は送血側の下肢虚血を改善させる可能性が示唆され
た。

CP64-5

当院での PCPS 導入基準設定後の実態

聖路加国際病院
磯川 修太郎、田中 裕之、三谷 英範、鈴木 皓佳、遠矢 希、望月 俊明、太谷 典生、石松 伸一
【背景】当院では心肺停止患者が搬送されてきた場合に、救急科・循環器内科などが連携して診療にあたることが多い。心肺停止
患者に対する PCPS の導入基準に関しては議論が分かれるところであり、各科の連携・診療を円滑にするため、共通の基準が必要
と考えた。そこで、2013 年 4 月より当院では、1）目撃あり、2）初期波形 VF、3）従来の ACLS（薬剤投与、DC）に反応なし、4）
目撃から来院まで 30 分以内（60 分以内に PCPS の確立）の 4 項目を満たすものを導入の基準とした。
【目的】今回、PCPS 導入基準
設定後の実態を調査するため、後方視的に調査を行った。
【対象患者】2013 年 4 月から 2015 年 7 月までに当院の救急外来に搬送され、
来院時心肺停止状態であり、PCPS 導入された患者を対象とした。【結果】対象患者は 10 例であった。全例が男性、目撃あり、初
期波形 VF、従来の ACLS に反応しない症例であった。bystander CPR があったのは 4 例であった。10 例のうち 6 例が急性心筋梗
塞による心肺停止と考えられ、その他の 4 例は冠動脈に原因病変は認めなかった。目撃から来院まで 30 分以内を満たす患者は 4 例、
60 分以内に PCPS 確立した患者は 3 例で、両方を満たす症例は 1 例のみであった。退院時に CPC1～2 を得られた症例は 3 例であり、
いずれも bystander CPR があり、来院までの時間・PCPS 確立までの時間をいずれも達成できている例はなかった。【考察】
bystanderCPR がある症例で神経学的な予後良好が多くみられ、早期の CPR 開始は重要と考えられた。今後、導入基準の見直しが
検討される。

CP64-6

ECMO（Extracorporeal Membranous Oxygenation）カニュレーションのチーム・トレーニング

あいち小児保健医療総合センター
あいち小児保健医療総合センター
5）
あいち小児保健医療総合センター
1）
3）

集中治療科、2）あいち小児保健医療総合センター
臨床工学部、4）あいち小児保健医療総合センター
循環器部

看護部、
救急科、

池山 貴也 1）、今井 一徳 1）、東 見穂 2）、丹羽 雄大 1）、亀井 祐介 3）、早川 政史 3）、伊藤 友弥 4）、村山 弘臣 5）
【はじめに】ECMO は循環不全・呼吸不全に対して集中治療室が持ちうる最後の手段であるが、その導入ではしばしば緊急で行われ、
経験があるチームでなければ安全にカニュレーションを完了することは困難である。また、カニュレーション手技を行うには、乳
児・小児では特に合併症に対応できる外科医が必要で普段から多職種で訓練を行う必要がある。
【目的】当センターのカニュレー
ションに係る、1）システムなどの改善点を同定する、2）看護師が作成した看護師用チェックリストの妥当性確認する、3）関連
する人員および部署が手順を確認できるようにする。【方法】実際にカットダウンでカニュレーション可能なシリコン製の乳児カ
ニュレーションモデルを低規格シミュレータの頸部に装着し、カニュレーションが必要な模擬患者とした。当センターの集中治療
室 にて、関連部署の周知から ECMO 回路接続までを実際の機材・人員をできるだけ用いてシミュレーションを行った。その直後
に 30 分程度の振り返りを行った。評価は、Likert スケールを用いた主観的評価およびアンケートを用いた。【結果】30 分程度のシ
ミュレーションで用意したシミュレータにてカットダウンを行い実際のカニューレを挿入し、ECMO 回路を接続することが可能
であった。参加者の満足度は高かった。Closed-loop コミュニケーションなどのチームスキルの問題が同定された。チェックリス
トの修正点や実際の運用法が検討された。【考察・結論】本トレーニングは実際の機材や人材を用いるため人的・物的資源も必要
とするが、シミュレーションセンターやコースで行われるものよりも、実際の場所・人員・機材を用いるため、その場で行われる
臨床を振り返り改善する可能性がある。一方で ECMO を頻回に行うセンターの品質向上および維持するために必要な訓練及びそ
の頻度に関して検討を行う必要がある。
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ポスターCP 65

CP65-1

心臓・循環・体液管理⑦

ボリュームビューシステムの術中適応

徳島大学

麻酔疼痛治療医学分野、 徳島大学

1）

2）

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

－腎移植術における有用性―
地域医療人材育成分野、3）徳島大学

歯科麻酔科学分野

里見 志帆 、曽我 朋宏 、川人 伸次 、箕田 直治 、片山 俊子 、若松 成知 、久米 克佳 1）、堤 保夫 1）、田中 克哉 1）、北畑 洋 3）
1）

2）

2）

1）

1）

1）

【背景】慢性腎不全患者に対する腎移植術時には移植腎の機能維持と腎血流維持を目指し、腎血流再開までに短時間で多量の輸液
を行う。多くの慢性腎不全患者は術前に腎機能だけでなく、循環器系合併症を有しており大量の輸液負荷により周術期に肺水腫を
発症することがある。【症例】5 例の腎移植術症例にボリュームビューシステムを使用した。全身麻酔導入後、左大腿動脈からボ
リュームビューカテーテル、右内頸静脈よりプリセップ CV オキシメトリーカテーテルを挿入し、EV1000 クリニカルプラット
フォームに接続した。連続的パラメーターとして CO/CI, SV/SVI, SVR/SVRI, SVV, ScvO2 を測定し、ボリュームビューによる間
欠的パラメーターとして EVLV（肺血管外水分量）、ELWI（肺血管外水分量係数）
、GEF（全心駆出率）
、GEDV（全拡張終期容量）、
GEDI（全拡張終期容量係数）、PBV（肺血液量）、PVPI（肺血管透過性係数）、ITBV（胸腔内血液量）を測定した。手術前、腎血
管吻合前、腎血管吻合後に間欠的にパラメーターを算出し、輸液の指標とした。肺内水分量、末梢血管容量をイメージし、ベンチ
サージェリーまでは極力輸液を制限し、また腎血流再開までには輸液を急速負荷することが出来た。明らかな合併症はなく , 視認
性の高い画面設定により病状把握・効果確認が容易であった。
【結語】腎移植術中にボリュームビューシステムを用いて肺水分量
も考慮した輸液管理を行った。ボリュームビューシステムは ALI や ARDS などに対して集中治療領域で使用されて来たが、周術
期であっても肺水腫のリスクのある患者・術式に使用すれば有用なモニターとなる可能性がある。

CP65-2

高度肺動脈狭窄を合併したアラジール症候群患児に対する生体肝移植術の麻酔経験

京都大学医学部附属病院

麻酔科

木村 良平、田中 具治、瀬川 一、福田 和彦
アラジール症候群は遺伝性の肝内胆汁うっ滞症であり、心血管系の異常を伴うことが多い。高度の肺動脈狭窄を合併したアラジー
ル症候群患児に対する生体肝移植術の麻酔を経験したので報告する。
【症例】出生時に黄疸を指摘され、肝生検の結果アラジール
症候群と診断された。肺動脈狭窄を合併しており、肺動脈ステントが留置されていた。生後 6ヶ月で肝移植術の適応と判断された
が、重症の肺高血圧（肺動脈圧 103/12mmHg、平均 48mmHg）を認めたため、経カテーテル的肺動脈ステント拡張を先行させた。
その後も肺高血圧は残存（肺動脈圧 77/7mmHg、平均 33mmHg）していたが、さらに肝機能も低下し、肺動脈狭窄に対する治療
も限界と考えられたため、関連各科で合同カンファレンスを行った上で、1 歳 1ヶ月時に生体肝移植術を施行した。【経過】急速導
入後に気管挿管し、動脈ライン、中心静脈カテーテルを挿入した。開腹後よりドパミン・ドブタミンを開始し、循環動態は比較的
安定していた。しかし、移植肝の再灌流後から次第に血圧が低下し、容量負荷、フェニレフリン間欠的投与、ドパミン・ドブタミ
ン増量を行ったが、効果に乏しく収縮期血圧 50mmHg 台まで低下した。アドレナリン持続投与、一酸化窒素（NO）吸入を開始し
たところ、次第に循環動態は改善し、収縮期血圧 90mmHg 前後まで回復した。その後は、大きな問題なく手術終了し、集中治療
室に入室した。術後経過は順調で、術後 29 日目に軽快退院した。【考察】再潅流後に循環動態が不安定となり、再灌流症候群や右
心不全、グラフト肝による下大静脈の圧迫などを疑ったが、結果的に NO 吸入とアドレナリンの投与によって安定させることがで
きた。本疾患では肝移植術を必要とすることが多いが、肝外病変、特に心血管系の評価が重要となる。ただ、統一的な指針はなく、
各症例において個別に判断されている。本疾患の適切な術前評価や治療について文献的考察を加えて検討する。

CP65-3

Ross 手術後の Systolic Anterior Motion 発生時の Vector Flow Mapping と Energyloss 評価

京都府立医科大学

1）

麻酔科学教室、2）京都府立医科大学

心臓血管外科

秋山 浩一 、木下 真央 、清水 優 、濱岡 早枝子 、加藤 秀哉 1）、内藤 慶文 1）、板谷 慶一 2）、佐和 貞治 1）
1）

1）

1）

1）

圧格差 100mmHg 以上の重度大動脈弁狭窄症と診断された、5 才男児に対して
Ross 手術が行われた。術中経食道心エコーによるモニタリングを行っていたが、
人工心肺離脱後に僧帽弁の Systolic Anterior Motion を認め、輸液、輸血による
負荷とカテコラミン中止により、SAM を解除できた。その際、重度の SAM が
発 生 し て い た 時 に は、clockwise vortex の ejection vortical SAM と い う べ き
VFM 画 像 が ,SAM が mild ま で 軽 減 し た 時 に は counterclockwise vortex の
bending vortical SAM というべき VFM 画像が得られた。また、それぞれの事相
において Energyloss の算出も行い、SAM が解除されるに従い Energyloss も減
少していた。VFM と Energyloss の評価を行うことで、臨床的予後の評価につな
げらると考える。

－ 734 －

CP65-4

多発嚢胞腎に合併した急性大動脈解離の 2 症例

新東京病院 集中治療部、2）公立学校共済組合関東中央病院外科、3）水戸ブレインハートセンター心臓血管外科、
順天堂大学医学部麻酔ペインクリニック科

1）
4）

松尾 耕一 1）、原口 剛 1）、望月 大輔 2）、藤崎 浩行 3）、三高 千惠子 4）
【症例 1】37 歳女性
成人型常染色体優性遺伝多発嚢胞腎（Autosomal Dominant Polycystic Kidney : ADPKD）と診断されており、また高血圧症に対
し内服加療を行っていた。母親および母方の祖父が多発嚢胞腎、父親が急性大動脈解離で死亡。胸痛を主訴に近医受診し、CT 上
で Stanford A 型急性大動脈解離を指摘され、手術目的に当院転院。同日、大動脈基部および弓部全置換術を施行した。
【症例 2】65 歳男性
医療機関への定期受診や健診歴なし。心血管疾患や、腎疾患に関する家族歴不明。突然発症の呼吸困難で近医を受診し、CT 上で
Stanford A 型急性大動脈解離と診断。手術目的に当院転院となった。肝および腎に嚢胞が多発し、多発嚢胞腎が背景に存在して
いると考えられた。同日、部分弓部置換術を施行した。
【考察】多発嚢胞腎は、両腎に多数の嚢胞をきたす遺伝性疾患であり、ADPKD の頻度が最も多い。一般に 40 歳頃から糸球体濾過
値が低下し始めるとされ、末期腎不全患者の 8～10% が多発嚢胞腎によるものとされる。腎臓以外の臓器障害も合併することが多
く、嚢胞は肝臓や膵臓、脾臓、子宮や睾丸などにも生じることがある。脳動脈瘤の合併とともに、頭蓋内出血をきたすことも多い。
心血管疾患として高血圧の合併が多いが、頻度は多くないものの大動脈解離症例も散見される。多発嚢胞腎患者の胸背部痛では大
動脈解離を想起する必要があるとともに、大動脈解離をきたした症例では血圧高値例が多いとの報告もあり、多発嚢胞腎患者での
厳密な血圧管理が重要であると考えられた。

CP65-5

解離性大動脈瘤 A 型急性期における降圧療法の成績

石川県立中央病院

心臓血管外科

坪田 誠、池田 知歌子
【はじめに】解離性大動脈瘤 A 型の急性期に厳重な降圧療法を行った症例の検討を行った。
【対象】対象は 2007 年 3 月から 2015 年 7
月までに、当院に救急搬送され A 型解離と診断された症例のうち、緊急手術準備中の死亡例と不可逆的な脳障害や臓器虚血・老
衰などにより積極的治療が行われなかった症例を除く 60 例である。急性期に循環状態が回復して厳重な降圧療法を行った 52 例と、
循環不全が継続し緊急手術を行った 8 例を比較検討した。【方法】降圧の方法は、A 型解離と診断後ただちに経静脈的降圧薬を急
速に投与して、収縮期圧を 100mmHg 以下に抑え込み、その後内服降圧薬等に乗り換え、収縮期圧 110mmHg 以下を目標に管理した。
CT で経過を観察し、上行大動脈に偽腔が残存する症例では、基本的に発症 6 週間以上経過後に待機手術を行った。【結果】降圧治
療群の 9 例（17.9％）が死亡した。内訳は、破裂 5 例、臓器虚血 4 例であった。緊急手術群では死亡は 1 例（12.5％）で、心不全が
原因であった。待機手術施行は 15 例（28.8％）で、死亡例はなし。うち 6 例は上行大動脈置換術、9 例は上行弓部大動脈置換術であっ
た。3 例に冠動脈バイパス術、1 例に三尖弁輪形成術を併施した。発症時緊急手術の内容は、上行大動脈置換術 6 例、上行弓部大動
脈置換術 2 例、うち冠動脈バイパス術併施が 1 例であった。【考察】解離性大動脈瘤 A 型急性期には手術治療が優先されるがその
危険性は高い。厳重な降圧療法により手術を回避したり、手術の危険性を減らし質を向上させることができた。その一方で、降圧
治療中に死亡する症例も認められている。治療成績向上のためには、より綿密な病態の把握・検討と治療法・手術時期の選択が望
まれる。【結語】解離性大動脈瘤 A 型の急性期の厳重な降圧療法は、症例により有力な治療手段となり得ると考えられた。

CP65-6

膝窩動脈瘤に合併した急性下肢動脈閉塞症に対し血管内治療で救肢し二期的に外科的根治術を施行した一例

菊名記念病院

循環器内科

細川 哲、本江 純子、大西 克実、椎貝 勝、武藤 光範
膝窩動脈瘤に合併した急性下肢動脈閉塞症に対し，血管内治療で救肢し二期的に外科的根治術を施行し有効であった症例を経験し
たため報告する．症例は 84 歳男性．左下肢の冷感と安静時疼痛を自覚し，持続するため翌日に当院に搬送された．造影 CT で左右
膝窩動脈瘤と左浅大腿動脈近位部からの完全閉塞を認め，左下肢急性動脈閉塞症と診断した．膝窩動脈瘤があることや末梢の血流
が確認できないことから，動脈塞栓除去用カテーテルによる血栓除去やバイパス術が困難であり，血管内治療を行った．左大腿動
脈より順行性にガイドカテーテルを挿入し，左浅大腿動脈から膝窩動脈遠位部までの血栓吸引と腓骨動脈のバルーン拡張を行い，
かろうじて足底動脈までの血流を得た．そのまま膝窩動脈にカテーテルを留置し，ウロキナーゼ持続動注による血栓溶解療法を施
行した．第 3 病日に再度下肢動脈造影を行い膝窩動脈以下の閉塞を認めたため，再度血管内治療を施行した．順行性に左大腿動脈
からガイドカテーテルを挿入し，ガイドワイヤーを腓骨動脈末梢まで通過させ，腓骨動脈末梢から膝窩動脈までバルーンで拡張し
た．後脛骨動脈近位部からの慢性完全閉塞病変も存在し，エコーガイド下でのガイドワイヤーの通過を試みたが末梢の閉塞病変を
通過せず，通過部までバルーンで拡張した．膝窩動脈に金属ステント 5.0 × 60mm を留置し，腓骨動脈近位部の解離に対して薬剤
溶出性ステント 4.0 × 38mm を留置したところ，足底動脈までの良好な血流を得た．根治術のため第 16 病日に転院し，左下肢に対
し膝窩動脈瘤空置 + 遠位バイパス（大腿 - 腓骨動脈）術を施行され，経過は良好である．一般に急性下肢動脈閉塞症は外科的治療
が有効であるが，本症例のように急性期の外科的治療が困難である場合，血管内治療を急性期に行う二期的治療が有効であると考
えられる．
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けいれん重積発作後に急性尿酸性腎症を来した一例

沖縄県立中部病院

集中治療部、2）沖縄県立中部病院

1）

中山 泉 、毛利 英之 、西岡 典宏 、耒田 善彦
1）

1）

2）

腎臓内科

2）

急性尿酸性腎症は主に造血器腫瘍の急性期や化学療法開始直後に生じる高尿酸血症から進展する急性腎障害である。急速に崩壊し
た腫瘍細胞からの過剰な血中および尿中尿酸による尿酸結晶が腎尿細管を閉塞するとされる。一方、腫瘍崩壊や結晶性尿細管閉塞
以外の機序による急性尿酸性腎症の報告も稀ながら認められる。けいれん発作後に高尿酸血症を伴う急性腎障害を来した症例を報
告する。
高血圧、痛風、アルコール多飲歴のある 41 歳男性が初回けいれん発作にて救急搬送された。病歴からアルコール離脱に伴うけい
れん発作が疑われた。2 回のけいれん発作後に重積状態となり、第 1 病日から ICU にて人工呼吸管理を行った。第 2 病日に高尿酸
血症（15.4 mg/dl）と腎機能悪化を認めた。血清クレアチニン値は 0.89 mg/dl（第 1 病日）から 4.1 mg/dl（第 2 病日）
、10.1mg/dl（第
6 病日）と急激に上昇した。第 3 病日には無尿となり、腎機能回復まで 2 回の血液透析を要した。第 3 病日に施行した腎生検では軽
度の腎硬化とわずかな尿細管炎のみが認められた。補液、血液透析、フェビキソスタットを使用し、第 28 病日に入院前の腎機能
まで回復した。経過中、複数の薬剤投与はあったが高度な間質性腎炎像は認められず、また横紋筋融解や低血圧など腎障害の原因
は認められなかった。急激かつ可逆的な腎障害に先行して血中尿酸高値、尿中尿酸結晶の出現を認めていたことから、急性尿酸性
腎症と診断した。
高尿酸血症が急性腎障害を来す機序として、腎血管攣縮、血管内皮細胞障害、局所炎症による細胞浸潤などが提唱されている。病
理所見では典型的な結晶性尿細管閉塞は認めなかった。今回の症例ではけいれん重積に伴う嫌気代謝環境を契機とし、高尿酸血症
による非閉塞性機序から急性腎障害をきたしたと推察された。

CP66-2

MgO（マグミット錠）内服が原因と思われる高 Mg 血症により意識障害に至った 2 症例

那覇市立病院

麻酔科

町田 紀昭、伊波 寛、宮田 裕史、富山 洋
長期入院患者または高齢者における便秘症に対して MgO 処方頻度は高いが、頻度不明の副作用として高 Mg 血症があり意識障害・
呼吸抑制・不整脈・心停止などの症状が報告されている。治療法としてはカルシウム製剤の投与や、重症例では ICU にて全身状
態の管理が必要であり人工透析も実施する必要がある。今回、定期的な MgO 内服が原因と思われる高 Mg 血症にて意識障害を来
した 2 症例を経験したので報告する。 症例 1 は 69 歳、男性で既往に慢性心不全、脳梗塞、高血圧などのある患者。便秘症にて
MgO を処方・内服されていた。普段可能であった車椅子移乗が困難となり、意識レベルの低下を認め救急搬送となった。来院時
はショックバイタルであり意識レベルは JCS200。頭部 CT では明らかな異常なく血液検査にて血中 Mg 値 9.3mg/dl の高 Mg 血症を
認めたため ICU にて人工透析を開始。Mg 値の改善とともに意識レベルの改善を認め、その後も経過中に時折 PVC 散発を認める程
度で致死的な不整脈の出現なくバイタルサインは安定し、血中 Mg 値も正常範囲内となったため ICU から一般病棟へと転棟となっ
た。 症例 2 は 57 歳の女性。既往に脳出血、症候性てんかん、脊髄梗塞がある患者。下半身麻痺にて自宅で訪問看護利用しながら
療養中。普段から便秘症であり、MgO 内服後も排便無いため自宅で浣腸を実施。その後から泥状便が持続するため御家族が訪問
看護師へ連絡し、意識レベルと低下とショックバイタルにて救急搬送となった。血液検査にて血中 Mg 値 8.7mg/dl の高 Mg 血症を
認めたため、ICU 入室し人工透析を実施。透析後に高 Mg 血症の改善とともに意識レベルの改善も認めたため ICU から一般病棟へ
転棟となった。 MgO 内服中の患者では経過中に高 Mg 血症を発症し意識障害を引き起こす可能性がある。そのため、原因不明
の意識障害患者を診察した際には高 Mg 血症を疑う必要があると思われる。

CP66-3

Tolvaptan により限外濾過を回避した末期腎不全による急性肺水腫の 1 例

川崎病院

循環器内科

竹内 庸浩、高田 昌紀
症例は 89 歳、女性。既往歴は、狭心症、慢性閉塞性動脈硬化症、2
型糖尿病、糖尿病性腎症。狭心症の入院加療中に腎機能の悪化によ
り乏尿状態となった。著明な全身浮腫、肺水腫をきたし、呼吸状態
が悪化したため集中治療室へ入室した。酸素 13L 高濃度酸素投与を
必要とし、代謝性アシドーシスも出現した。限外濾過の適応と考え
られたが高齢のため希望されなかった。フロセミドによる利尿効果
が弱く、トルバプタン 15mg/ 日を併用投与開始したところ、7 日後
に利尿がつき始めた。同時に、全身浮腫，肺水腫は改善し、酸素投
与を中止できた。トルバプタンは新しい水利尿薬であり、他の利尿
剤で効果不十分な心不全における体液貯留に対して適応がある。し
かし、重度の腎機能障害を有する患者では投与経験が少ない。今回
われわれは、トルバプタン投与により限外濾過を回避できた心不全
を合併する末期腎不全による急性肺水腫の 1 例を経験したので考察
を含めて報告する。
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CP66-4

妊娠後期に高トリグリセリド血症を伴う重症急性膵炎を発症した 1 例

石巻赤十字病院
榎本 純也、小張 祐介、大邊 寛幸、遠山 昌平、小林 正和、小林 道生、石橋 悟
【症例】33 歳女性 3 経妊 2 経産。妊娠 38 週 来院時体重 74.5kg 突然の嘔気、上腹部痛を訴え来院。血清アミラーゼ 1023U/L、ト
リグリセリド（TG）9580mg/dL と高値であり高 TG 血症による膵炎を疑い緊急帝王切開を施行。術後、造影 CT で重症急性膵炎
と診断し入院（入院時予後因子 1 点、造影 CT grade 2）
。膵炎に対して大量補液、ガベキサートメシル開始、脂質異常症に対して
緊急で LDL アフェレーシス施行。吸着器差圧が上昇し血液浄化の継続は困難となり血漿処理量 4055ml の時点で終了。乳び様の廃
液は多量だったが、施行前 TG 値 7995mg/dL から施行後 7961mg/dL とほぼ変化なし。尿量の確保が困難となり持続的血液濾過透
析（CHDF）開始、インスリン療法（0.064U/kg/h）も併用した。入院 17 時間後血漿交換（FFP 32U、血漿処理量分離 3840ml）
施行。同様に乳び様の廃液は著明であったが施行前 2276mg/dL から施行後 2472mg/dL と変化しなかった。徐々に利尿は確保され
るようになり、入院 60 時間後 TG 439mg/dL まで改善、CHDF 終了、入院 6 日目に一般病棟へ転棟した。
【考察】本例は妊娠を契
機に増悪した脂質異常症による急性膵炎と考えられた。高 TG 血症を伴った急性膵炎は、他の成因のものに比べ合併症が有意に多
く重症化しやすい。そのため、速やかに TG 値＜ 500mg/dL まで低下させることが推奨されている。LDL アフェレーシスや血漿交
換が有用であった報告が散見され、本例で施行したもののいずれの血液浄化療法前後でも血中の TG 値を低下させることはできな
かった。本例では妊娠終了という要素が本例の TG 値低下に対して最も寄与したと考えられた。

CP66-5

寒冷凝集素症に対し遠心分離を用いて血漿交換を施行した 1 例

千葉市立青葉病院
千葉市立青葉病院

1）
4）

救急集中治療科、2）千葉市立青葉病院
臨床工学科

血液内科、3）千葉市立青葉病院

臨床検査科（輸血部門）
、

齋藤 大輝 1）、加藤 真優 1）、森田 泰正 1）、栢森 健介 2）、三科 達三 2）、鐘野 勝洋 2）、小野田 昌弘 2）、横田 朗 2）、矢萩 直樹 3）、
高村 真吾 4）
現在，日本での血漿交換は血漿分離膜で血漿を分離する方法が最も多く行われている．一方，寒冷凝集素による溶血性貧血の病態
では，血液の温度低下により赤血球凝集が生じやすくなるため，通常の血漿分離膜を用いた血漿交換では，脱血後外気温に暴露さ
れる事により血液の温度低下をきたし，特に膜部分での凝集により施行困難となる事を多く経験する．今回，我々は悪性リンパ腫
に伴う寒冷凝集素症により，制御困難な溶血性貧血を呈している症例に対し，通常の膜型での血漿交換が施行困難となる可能性を
考慮し，遠心分離を用いた血漿交換を行った．外気温による血液の温度低下を最小限に抑える工夫を行い，トラブルなく施行出来
た．日本国内において遠心分離を用いた血漿交換の報告は少なく，今回の経験をもとに，考察を加え報告する．
【症例】72 歳，男性【現病歴】当院受診約 1 か月前から感冒様症状出現し，当院受診 4 日前に前医受診し入院となった．各種検査
で寒冷凝集素陽性の溶血性貧血を合併した悪性リンパ腫が疑われ，溶血性貧血に対しステロイドでの治療が開始されたものの，貧
血の進行を抑えられず，当院転院搬送となった．【来院後経過】来院時，ヘモグロビン値は 7.6g/dL であったが，赤血球数／ヘマ
トクリット値はそれぞれ 37℃で 1 時間加温後でも 70 × 104/ μ L，8.3% と高度の凝集が見られ，直接 Coombs 試験も陽性であり寒
冷凝集素陽性であった．来院翌日，ICU にて Spectra Optia を用いた遠心分離による血漿分離での血漿交換を行った．施行中，電
気毛布・携帯用カイロ・輸液加温装置を用いて回路自体に保温を施し，回路内凝固を起こす事なく血漿交換を施行する事が出来た．
1 回目の血漿交換後，half-dose での CHOP 療法を施行し，その後は溶血性貧血の進行なく，血漿交換での治療を終了した．

CP66-6

中毒性表皮壊死症（TEN）に対して、血液浄化療法をはじめとする集中治療を行った 2 症例

藤田保健衛生大学

医学部

麻酔・侵襲制御医学講座

勝田 賢、中村 智之、山添 泰佳、磯部 恵里、川治 崇泰、前田 隆求、早川 聖子、河田 耕太郎、原 嘉孝、西田 修
中毒性表皮壊死症（Toxic Epidermal Necrolysis: TEN）に対して、間歇的高効率血液浄化療法（Sustained high-efficiency daily
hemodiafiltration using a mediator-absorbing membrane: SHEDD-fA）や血漿交換（Plasma exchange: PE）が有効と思われた 2 症
例を経験したので報告する。
【症例 1】60 代男性。心原性脳塞栓症に対して外減圧術施行。症候性癲癇のため、カルバマゼピンを服用したところ、発熱を伴う
広範な表皮糜爛と水疱を認めた。TEN と診断しステロイド静注を開始したが、症状改善なく ICU 入室。入室後、ステロイド静注
に加え、SHEDD-fA を 12 時間施行。2 日目より AN69ST を用いた持続的血液濾過（Continuous hemofiltration: CHF）へ移行。3 日
目より皮膚の痂皮化がみられた。5 日目まで CHF を継続し、7 日目に ICU 退室。
【症例 2】60 代女性。関節リウマチをはじめとする自己免疫疾患を複数合併。抗菌薬による TEN としてステロイドパルス療法、免
疫グロブリン大量投与を開始したが、症状改善なく ICU 入室。SHEDD-fA と PE を開始し、2 日目 CHF へ移行。2 日目より体幹部
の水疱は縮小傾向となり、四肢の水疱は消失した。血液浄化療法が著効していると判断し、3 日目に 2 回目の SHEDD-fA と PE を
施行。皮膚症状の更なる改善が得られ、5 日目に ICU 退室。
TEN の病態は表皮細胞へのアポトーシス誘導が本態と考えられている。PE ではアポトーシスを誘導する高分子量タンパクの除去
が期待でき、有用であったとする報告がある。我々は SHEDD-fA が強力なメディエーター除去能を持つことを報告している。今
回我々は SHEDD-fA 単独、SHEDD-fA と PE 併用した 2 例を経験し良好な転帰を得た。これらの背景には、アポトーシスを誘導す
るメディエーターや高分子量タンパクが、血液浄化療法により除去されたことが関与している可能性がある。今後、更なる症例の
集積や各種メディエーターの血中濃度を測定することで、本治療の有用性を裏付ける必要があると考える。
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多臓器不全・敗血症③

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

重症敗血症・敗血症性ショック患者の ICU 入室時における心拍数と転帰

横浜市立みなと赤十字病院

救命救急センター

畠山 淳司、武居 哲洋、永田 功、藤澤 美智子、山田 広之、藤 雅文、鈴木 健人、伊藤 敏孝
【背景】重症敗血症・敗血症性ショックにおいて、頻脈は心拍出量増加に寄与する一方で心筋酸素需給バランスを悪化させる可能
性があり、その至適心拍数は不明である。
【対象と方法】2014 年 4 月から 2015 年 3 月までに重症敗血症・敗血症性ショックの診断で当院 ICU に入室した症例を、ICU 入室時
の心拍数が 94/ 分以下の non-tachycardia 群（NT 群）、95-124/ 分の tachycardia 群（T 群）
、125/ 分以上の severe tachycardia 群（ST
群）に分け、転帰について後ろ向きに検討した。
【結果】該当する 82 症例のうち、術後入室、β遮断薬内服患者などを除外した 26 症例を解析した。患者数は NT 群 8 例、T 群 10 例、
ST 群 8 例であった。年齢、性別、APACHE2 スコア、基礎疾患などに 3 群間で有意差を認めなかった。院内死亡率は NT 群：
62.5％、T 群：10％、ST 群：62.5％で、3 群間に統計学的有意差を認めた（p=0.03）
。ICU 死亡率や人工呼吸期間には有意差を認め
なかった。
【結論】重症敗血症・敗血症性ショック患者において、ICU 入室時の心拍数が 95-124/ 分の患者は最も死亡率が低かった。95-124/
分が重症敗血症・敗血症性ショック患者の指摘心拍数かどうかに関しては、交絡因子を調整したより大規模な検討が必要である。

CP67-2

敗血症性ショック認識初期 10 例の容量負荷～経肺熱希釈法による循環管理

岸和田徳洲会病院

救命救急センター

鍜冶 有登、山田 元大、白坂 渉、鈴木 慧太郎、薬師寺 泰匡、篠崎 正博
septic shock と認識してからの循環管理について、特に容量負荷については議論の余地が残されている。当救命救急センターでは、
経肺熱希釈法を敗血症性ショックの循環管理に用いており、血液製剤をできるだけ早期から容量負荷目的に投与している。［目的］
ショック時循環管理のパラメータとして熱希釈法を用い、血液製剤を積極的に投与する利点を明らかにする。
［対象と方法］当院
救命救急センターで敗血症性ショックと診断した 10 例。経肺熱希釈法には Edwards Lifescience 社の EV-1000 システムを用いた。
ショック治療に着手してからの総輸液について、2 時間以内の組成と輸液量、24 時間以内の血液製剤量、経肺熱希釈法で得られた
パラメータの推移、動脈血ガス値（乳酸値を含む）、血清アルブミン値について retrospective に調査した。［結果］2 時間以内の細
胞外液輸液量は、平均 918ml（0-2000）であった。24 時間以内の血液製剤は、平均 1315g（250-3050）であった。これらの輸液お
よび輸血は、尿量を含むバイタルサインを観察しながら、経肺熱希釈法による体液量分布変化・心機能・血行動態評価を参考にし
つつ行った。血管収縮薬は norepinephrine を用いた。全例ショックを脱し急性期予後は良好であった。動脈血乳酸値は、平均
46.1mg/dl から 22.5mg/dl に有意に減少した。ヘモグロビンは 11.3g/dl から 11.0g/dl、アルブミンは 2.53g/dl から 2.68g/dl と有意な
変化はなかった。循環パラメータでは、肺外水分量係数（ELWI）は 11.1ml/kg から 10.8ml/kg と変化なく、大量の容量負荷にもか
かわらず肺うっ血は見られなかった。
［結語］容量負荷は血液製剤を主体に行うと、過剰輸液のリスクを減らし敗血症性ショック
の急性期予後改善につながる。

CP67-3

腹腔内感染症手術後の新規発症 AF（心房細動）に対する治療戦略

奈良県立医科大学

高度救命センター

浅井 英樹、多田 祐介、高野 啓介、川井 廉之、植山 徹、瓜園 泰之、福島 英賢、中村 達也、奥地 一夫
【はじめに】心房細動は集中治療室内で最も頻度高い不整脈である。特に腹腔内感染症術後数日以内に頻脈性心房細動となり、時
にショック状態を呈することもよく経験する。術後血行動態が不安定な患者が多く、新規 AF に対して電気的除細動は敬遠されが
ちである。当院での新規発症 AF に対する治療を後方視的に検討し、当院での治療戦略を明らかにするのが目的である。
【対象と
方法】2011 年 11 月 1 日から 2014 年 10 月 31 にまで奈良県立医科大学高度救命センターにて行った緊急手術のうち腹腔内感染症から
敗血症を呈し術後集中治療室で管理が必要であった症例が対象である。【結果】内因性疾患により緊急で開腹手術が行われた 148
例のうち敗血症性ショックにて集中治療管理が必要であった 108 症例について検討する。術後新規 AF を発症した症例は、超短時
間作用型β blocker で治療されたのものが 3 例で、アミオダロンを使用されたのが 8 例であった。アミオダロンを投与した 8 例の収
縮期血圧は平均で 80mmHg であり、ショックを呈している場合にはアミオダロンが採用されており、超短時間作用型βブロッカー
は使われていなかった。。アミオダロン投与後 HR は 10 分で 140（130-160）/min ⇒ 120（115-136.5）/min p= ＜ 0.0001、また収縮
期血圧に関しては、20 分（急速投与後 10 分）で 80（75-90）mmHg ⇒ 100（80-110）mmHg P=0.0042 と良好にレートコントロール
でき、かつ血圧の上昇も認めた。
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CP67-4

Intra-Aortic Balloon Pumping（IABP）により救命し得た Septic cardiomyopathy の 2 例

横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター、2）横浜市立大学大学院
横浜市立大学医学部 救急医学教室

1）
3）

医学研究科

救急医学、

廣見 太郎 1,3）、問田 千晶 1,3）、加藤 真 1）、江口 英人 1）、小林 大悟 1）、土岐 圭伊子 1）、川島 千佳 1）、羽柴 克孝 1）、六車 崇 1,3）、
森村 尚登 1,2,3）
【背景】敗血症性ショックにおける septic cardiomyopathy の発生頻度は 18-65% とされ , 致死的な病態に陥る症例も少なくない。
輸液負荷および心血管作動薬の投与後もショックから離脱できず , IABP が奏功した septic cardiomyopathy の 2 例を経験したので
報告する。
【症例】症例 1：78 歳 , 女性。結石性腎盂腎炎 , 敗血症性ショックの診断で ICU へ入室。APACHE IV Score 145（予測死亡率 87%）
であった。搬入時の心電図で V3-V6 の ST 上昇を , 心臓超音波検査で心基部の過収縮と他部位の心収縮力低下を認めた。心臓カテー
テル検査にて冠動脈病変は認めず。輸液負荷および心血管作動薬の投与を開始したが、カテコラミンインデックス（CAI）49, 乳
酸値 29 mmol/L まで上昇した。現行治療のみではショックから離脱できないと判断し , IABP を開始した。その後 , 心血管作動薬
を漸減 , 第 3 病日に IABP を離脱した。
症例 2：62 歳 , 男性。細菌性肺炎 , 敗血症性ショックの診断で ICU へ入室。APACHE IV Score 115（予測死亡率 62%）であった。
輸液負荷および心血管作動薬の投与を開始した。第 2 病日には心室頻拍が頻発し , 心臓超音波検査にて心尖部の心収縮力の低下と
左室駆出率の著明な低下を認めた。CAI30、乳酸値 11.8 mmol/L まで上昇した。現行治療のみではショックから離脱できないと判
断し , IABP を開始した。その後 , 心血管作動薬を漸減 , 第 7 病日に IABP を離脱した。
【考察】Septic cardiomyopathy の発症機序は不明だが , 左室駆出率低下や右室拡大などを呈する。治療に際して輸液負荷や心血管
作動薬の投与など標準的治療が奏効しない症例では、IABP 導入が選択肢になるものと考えられる。

CP67-5

敗血症性ショックに伴う心機能低下症例に IABP による循環補助を行いショック離脱に成功した 1 例

大津市民病院

救急診療科

集中治療部

蒲池 正顕、小尾口 邦彦、福井 道彦、加藤 之紀、和田 亨、渡邉 宏樹、宮崎 勇輔、横峯 辰生
症例は 85 歳女性。意識変容を主訴に当院独歩受診。来院時の血圧は 80/51mmHg と低めであったが、輸液負荷への反応を認めた。
CT にて、頭部には明らかな所見はなく、左膀胱尿管移行部に結石を認め、閉塞性左腎盂腎炎による敗血症と診断。抗生剤投与開
始し尿管ステントを留置され、意識状態の改善も認めたため一般病棟に入院となった。第 2 病日朝に呼吸状態悪化、血液検査上
DIC を認めたため、全身管理目的に ICU 入室。入室後 1 時間でアシデミアの進行、意識レベル低下も認めたため人工呼吸器管理を
開始した。その後も著名な乳酸値の上昇と代謝性アシドーシスの進行を呈した。心エコー上収縮能低下を認め高容量のカテコラミ
ン投与を行うも循環動態の改善は乏しく、敗血症と高度のアシデミアに伴う心機能低下、Low output syndrome による血行動態
の破綻と考え、IABP による循環補助を開始した。尿管ステント留置後も無尿状態続いていたため、CHF を開始した。その後次第
に心機能の回復と循環動態の改善傾向を認めたため、第 4 病日に IABP 抜去、ショック状態からの回復に伴い呼吸状態改善と尿量
増加を認め、第 5 病日に抜管、CHF から離脱した。その後全身状態は良好となり第 8 病日一般病棟に転棟。リハビリの継続目的に
第 46 病日に転院となった。腎盂腎炎による敗血症性心筋障害を呈した症例に対して、IABP による循環補助が奏功した 1 例を経験
したので、文献的考察を含め報告する。

CP67-6

敗血症性ショックに心筋梗塞を合併したものの集学的治療により救命した一例

社会医療法人かりゆし会

ハートライフ病院

救急総合診療部

牟田 宏樹、三戸 正人
糖尿病、高血圧、脂質異常症、慢性腎臓病、頚髄症／腰部脊柱管狭窄症の術後で自己導尿をしている 84 歳女性。入院前日からの
嘔吐、下痢と当日朝からの全身倦怠感、冷汗著明で救急搬送。来院時の心電図で広範囲前壁誘導での ST 上昇と前壁中隔での壁運
動低下をエコーで確認、輸液負荷と血管作動薬を用いても循環を維持出来ない心原性ショックの併発と診断し IABP 留置下に緊急
冠動脈造影を行うと、責任病変と思われる左前下行枝近位部に 90％狭窄を確認した。血小板数は来院時 3.8 万とすでに低下、腎機
能の著明な低下（Cre 1.38 → 3.61 mg/dl）を伴う敗血症性ショックであったが、冠血行再建を行わず救命することは困難と判断
しステントを用いて病変を拡張し ICU へ入室。心筋逸脱酵素は max CPK 4500 U/L まで上昇、DIC に伴い IABP 刺入部からの出血
も続いたため、濃厚赤血球 2 単位、血小板 25 単位を輸血。人工呼吸管理下に PMX+CHDF を併用しながら集学的治療を行い第 5 病
日に IABP、CHDF を離脱、第 6 病日に抜管、第 7 病日に血管作動薬を離脱、第 8 病日に一般病棟へ転床、リハビリを行い第 34 病
日に退院とした。来院時の血培からは大腸菌が検出、エンドトキシンは 18.1 pg/ml、PAI-1 633 ng/ml と高値であったことより腎
盂腎炎からの敗血症性 DIC が心筋梗塞に関与したものと考えている。今回、敗血症性ショックに心筋梗塞を合併したものの集学
的治療により救命した一例を経験したため、文献的考察を加え報告させていただく。
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ポスターCP 68

CP68-1

中毒・体温異常・悪性症候群③

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

熱中症に対して血管内冷却カテーテルを用いて深部冷却を行った 2 例の検討

独立行政法人

1）

国立病院機構

災害医療センター

救急救命科、2）国立病院機構

災害医療センター

臨床研究部

湯川 友貴 、金村 剛宗 、金子 真由子 、井上 和茂 、佐藤 昌太 、吉岡 早戸 、岡田 一郎 、霧生 信明 1）、加藤 宏 1）、
小井土 雄一 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】熱中症による中枢神経系後遺症では、熱による直接の神経細胞障害によるものが指摘されている。熱中症診療ガイド
ライン 2015 では、高体温の時間が長くなると予後不良となるため、できるだけ早期に目標温度に到達することが望ましいとされ
ており、これまでにも様々な冷却法が検討されてきたが、その有効性に関しては十分に検討されていない。今回、3 度熱中症に対
して血管内冷却カテーテルを用いて深部冷却を行った 2 症例を経験したので報告する。【方法】2015 年 7 月 1 日～8 月 31 日、当院に
て 3 度熱中症と診断され、血管内冷却カテーテルを用いて深部冷却を行った 2 例について体温管理、神経学的予後（CPC）につい
て検討した。
【結果】各症例の年齢は 39 歳、36 歳であり、来院時体温はいずれも 42℃であった。GCS はそれぞれ 4 点、3 点であった。
また血管内カテーテルによる冷却開始から目標体温の 38 度台到達までの時間は 170 分、67 分であった。体温の再上昇を認めなかっ
た。多臓器不全に陥ることもなく経過し、退院時の CPC は両症例とも CPC1 であった。
【考察】血管内冷却カテーテルを用いた深
部冷却により目標体温まで比較的速やかに到達することができ、良好な転帰を得た。本デバイスは熱中症における体温管理に有用
と思われた。

CP68-2

MRI 拡散強調像で小脳に異常高信号域を認めた重症熱中症の一例

福島県立医科大学

1）

地域救急医療支援講座、2）福島県立医科大学

医学部

救急医療学講座

小澤 昌子 、矢野 徹宏 、佐藤 ルブナ 、反町 光太朗 、鈴木 剛 、根本 千秋 2）、塚田 泰彦 2）、伊関 憲 1）、田勢 長一郎 1,2）
1）

1）

1）

2）

2）

重症熱中症では、小脳症状を呈することが多い。今回我々は意識障害を呈した重症熱中症において、MRI で小脳皮質などに拡散
強調画像で高信号を呈した 1 例を経験したので報告する。
【症例】ADL full で生活していた 89 歳、男性。8 月の炎天下において、
車中で意識障害を起こしているところを通行人に発見された。救急隊現着時、体温 42 度以上で橈骨動脈を触知できず、ドクター
ヘリで搬送された。【現症】鼓膜温 40 度以上。【来院時検査】頭部 CT では異常所見を認めなかった。
【経過】熱中症 3 度として救
急外来で身体冷却し、引き続き集中治療を行った。呼吸、循環の安定化にも関わらず意識障害が遷延した。第 2 病日に肝酵素値の
上昇および凝固系異常を認め、第 3 病日に顕著となった。このため FFP 投与などの抗 DIC 療法を行った。共同偏視が出現したため、
施行した頭部 MRI の拡散強調画像で両側小脳、左前頭葉、右後頭葉、両側淡蒼球から内包にかけて高信号を認め、熱中症による
影響と考えられた。その後、病状の回復に伴い徐々に意識障害も改善したが、人工呼吸器の離脱が困難であり、気管切開術を施行
した上で、その後の加療目的に他院へ転院となった。
【考察】重症熱中症において MRI 拡散強調画像で小脳に高信号を呈すること
がしばしば報告されている。また淡蒼球などにも異常高信号を呈したとの報告もある。今回の症例では小脳だけではなく、脳内に
広範に高信号域を認めた。これらは高体温による神経細胞の浮腫を捉えたものと考えられ、意識障害を伴う重症熱中症では頭部
MRI の必要性があると考えられた。

CP68-3

集中治療室において緊張性混迷および悪性症候群に対して電気けいれん療法を施行した一例

慶応義塾大学

医学部

麻酔学教室

上田 朝美、鈴木 武志、奥田 淳、鈴木 悠太、森崎 浩
症例は 43 歳、男性。統合失調症で通院中であったが、向精神病薬の自己中断によって、興奮、易刺激性が強くなり医療措置入院
となった。入院後に向精神病薬を再開したところ、2 日目より横紋筋融解によるクレアチニンキナーゼの上昇（28,470 U/L）、急性
腎障害（Cr 7.57 mg/dl, BUN 48.9 mg/dl）を認め、悪性症候群と診断された。当院へ転院後、ハイケアユニットで急性腎障害に対
して大量補液を行ったが、腎機能は改善せず、代謝性アシドーシス、輸液過多に伴う低酸素血症が進行したため、集中治療室へ入
室した。直ちに血液濾過透析を開始したが、意識レベルの低下が進行し、意思疎通が困難となった。痰の喀出も困難となり、O2
6L/ 分のフェイスマスク投与で SpO2 は 91% と、低酸素血症が遷延した。悪性症候群の治療と共に原疾患の治療が必要と考え、精
神科と協議のうえ、入室後 2 日目に集中治療室内で電気けいれん療法（ECT）を施行した。ECT 後は意識レベルが回復し、妄想
はあるものの興奮・易刺激性などの症状も改善した。また、喀痰排出も可能となり、酸素化も改善した。入室 4 日後には血液濾過
透析から離脱し、入室 7 日後に精神科病棟へ転床となり精神科での加療を継続した。本症例では、喀痰排出困難による低酸素血症
の改善には統合失調症の速やかなコントロールが必要と考え、非薬理学的治療である ECT を選択した。ECT の施行には鎮静・筋
弛緩が必要であるうえに、治療効果を得るために複数回の施行が必要となることもあるため、誤嚥を生じる可能性は否定できない。
しかし、治療に難渋する悪性症候群では ECT も考慮し、集学的な治療を行う必要がある。
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CP68-4

悪性症候群を合併した抗 NMDA 受容体抗体陽性脳炎の一例

帯広厚生病院

1）

麻酔科、2）帯広厚生病院

神経内科

黒田 浩光 、小渡 貴司 、堀内 一宏 、山本 修司 1）、赤塚 正幸 1）、望月 宏樹 1）、佐藤 順一 1）
1）

2）

2）

近年抗 NMDA 受容体抗体陽性脳炎（以下抗 NMDAR 脳炎）が疾患として確立されているが，その症状や経過は悪性緊張病ときわめて
類似している。悪性緊張病は統合失調症の経過中に意識障害・血圧上昇・不随意運動などを伴い，悪性症候群の鑑別疾患として考えな
ければならない。
今回統合失調症患者に発症した悪性症候群に対して集中治療を開始したが，てんかん重積，意識障害遷延から診断に苦慮した抗
NMDAR 脳炎の一例を報告する。
症例 38 歳男性，元来統合失調症で A 病院精神科へ外来通院中だった。
現病歴 入院 1ヶ月前にてんかん発作にて A 病院精神科に入院した。経過中横紋筋融解症を発症したが症状軽快し退院した。しかし，
幻覚妄想状態により日常生活が困難になったため，退院 1 週間後に B 精神病院にて医療保護入院となった。B 病院入院 3 日後に高熱，意
識レベルの低下，腎機能低下，CPK 上昇，筋強直がみられ，悪性症候群として当院集中治療室へ紹介となった。ICU 入室後ダントロレ
ン投与により筋強直は改善し，検査値も改善した。しかし，意識レベルは悪化し，項部硬直，発熱が続くため ICU3 日目の髄液検査では
初圧と細胞数の増加を認め，その後の髄液 HSV － PCR は陰性だった。頭部 MRI では脳炎に特徴的な画像はみられなかったが，髄膜脳
炎としてアシクロビル，セフトリアキソンの投与を開始した。ICU4 日目間欠的に筋強直と無呼吸が出現したが，脳波検査ではてんかん
波はみられず，悪性症候群と考え，ブロモクリプチン・アマンタジンを開始した。ICU7 日目には強直間代性痙攣が出現し，さまざまな
抗てんかん薬を使用しても痙攣は続き，精査・加療を開始した。約 1ヶ月半後に抗 NMDA 受容体抗体陽性の結果より抗 NMDAR 脳炎と
診断を確定した。
考察 抗 NMDAR 脳炎では初発症状が精神症状のため，統合失調症患者では診断が難しく，さらに本例では少数例の男性であり，悪性
症候群も重複したことで診断を難しくしたと考えられる。

CP68-5

ネオスチグミン臭化物長期内服によるコリン作動性クリーゼの 1 例

石巻赤十字病院

救命救急センター

大邉 寛幸、小張 祐介、遠山 昌平、小林 正和、小林 道生、石橋 悟
【症例】76 歳男性。胸髄症術後の排尿困難に対してネオスチグミン臭化物 30mg/ 日を 2 年前から内服。来院当日 15 時 30 分冷汗と
痰がらみが出現し吸引が頻回となった。19 時 30 分低酸素血症と意識障害が出現し、20 時 30 分初期波形 PEA の心肺停止状態とな
り 10 分 後 に 自 己 心 拍 再 開。21 時 9 分 に も 再 度 PEA と な り 4 分 後 に 自 己 心 拍 再 開 し 当 院 救 急 搬 送。 初 診 時 JCS300、 血 圧
64/37mmHg、脈拍 50bpm、SpO298%（FiO21.0）。来院後直ちに気管挿管し人工呼吸器管理開始。縮瞳（左右 pin-point pupil）、流涎、
流涙、発汗、下痢を認め、血清 ChE 値が 16U/L と低値で、当初は有機リン中毒を疑って胃洗浄、活性炭下剤投与、PAM 投与を施
行。精神科病院入院中であり胃内容物の刺激臭がなく、血中農薬スクリーニング検査から有機リンは検出されず。ネオスチグミン
臭化物内服歴からコリン作動性クリーゼと診断した。入院後は徐脈は速やかに改善したが血圧の低下が著しく大量補液とカテコラ
ミン投与を施行。硫酸アトロピンについては徐脈や気道分泌物の増加がなかったために使用せず、PAM も第 2 病日に中止。呼吸
は徐々に改善し第 6 病日には P/F300 まで改善。第 8 病日に瞳孔は正常となり唾液分泌も減少した。第 14 病日にカテコラミンを離
脱。第 16 病日には血清 ChE 値は 124U/L まで上昇。低酸素脳症による意識障害が遷延し第 16 病日に気管切開を施行。第 18 病日に
ICU を退室。
【考察】ネオスチグミン臭化物によるコリン作動性クリーゼの文献的報告はいまだ無い。縮瞳と血中 ChE 低値から有
機リン中毒を疑ったが各検査は否定され、今まで文献での報告がないネオスチグミン臭化物によるコリン作動性クリーゼと診断し
た。コリン作動性クリーゼは原因薬内服開始後 2 週間以内での発症が多いとされているが、本症例では長期間内服を続けていた症
例であった。ChE 阻害薬のネオスチグミン臭化物内服によるコリン作動性クリーゼの症例を経験したので臨床経過を中心に報告
する。

CP68-6

ジスチグミン 5mg 内服開始後 5ヶ月でコリン作動性クリーゼを来した 1 例

兵庫県立尼崎総合医療センター

救急集中治療科

恒光 健史、鈴木 崇生、松本 優、野田 健仁、生田 武蔵、堀田 幸造、四宮 真利子、橋本 由貴、吉永 孝之、佐藤 愼一
症例は 81 歳の女性、既往歴に慢性心房細動、大動脈弁狭窄症（大動脈弁置換術後）、気管支喘息、甲状腺機能低下症を有し、来
院 5ヶ月前から神経因性膀胱に対してジスチグミン 5mg を内服していた。来院当日、意識障害を主訴に当院に救急搬送された。来
院時バイタルは意識 GCS E3V3M6、血圧 59/26 mmHg、脈拍 40 回 / 分、呼吸数 30 回 / 分、SpO2 98 ％（酸素 10L）
、体温 33.5 度で
あり軽度意識障害、徐脈、ショックを認めた。身体所見として下痢、著明な発汗、多量の気道分泌物、縮瞳を認めた。心電図、胸
部レントゲン、胸腹部 CT では特記すべき所見を認めなかった。当初は既往歴が不明であったため原因不明の徐脈・ショックとし
て昇圧薬を投与し経過観察した。第 2 病日になり検査所見を見直したところコリンエステラーゼの低値（86 U/L）を認めており、
また近医よりジスチグミンが処方されていたこと判明したためコリン作動性クリーゼの関与を疑った。第 2 病日には循環動態は安
定し昇圧薬から離脱した。第 3 病日になり再び血圧低下と呼吸状態の悪化を認めたが、昇圧薬と人工呼吸によるサポートにより改
善を認めた。その後は、循環・呼吸状態は安定し、来院時に認められたアセチルコリン過剰と関連する症状は軽快を認めた。
今回ジスチグミン 5mg 内服開始後 5ヶ月でコリン作動性クリーゼを来した 1 例を経験した。ジスチグミンによるコリン作動性ク
リーゼは少なからず報告されているもののその存在を疑わなければ診断は困難である。コリン作動性クリーゼについて若干の文献
的考察を加えて報告する。
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CP69-1

鎮静・鎮痛・せん妄・早期離床⑥

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

開腹下腹部大動脈瘤手術に神経ブロックと持続創部浸潤麻酔の併用で術後鎮痛を行った 5 症例

伊勢赤十字病院

麻酔科

藤井 靖子、中川 裕一、藤井 文、原 祐子
はじめに：開腹下腹部大動脈瘤手術は創が広範囲であり術後痛が強いが，術中に抗凝固薬を使用するため硬膜外麻酔は使用し難い．
そのため当院では神経ブロックと持続創部浸潤麻酔を併用し，術後鎮痛を行っている．方法：全ての症例において，デスフルラン，
レミフェンタニル，フェンタニルを併用した全身麻酔で行った．導入後に，腹直筋鞘ブロック，肋骨弓下腹横筋膜面ブロック，腹
横筋膜面ブロックを施行し 0.25% アナペイン 90ml を投与した．また，両側総腸骨動脈遮断解除後にフェンタニルを 0.25 μ g/kg/h
にて開始し，24 時間持続投与した．手術終了時に，持続創部浸潤麻酔として腹膜を縫合後，0.75％ロピバカイン 20ml を局所投与し，
筋膜下に多孔式カテーテルを留置した．閉腹後に 0.2％ロピバカイン 300ml を 6ml/h で投与開始した．術後疼痛時のレスキューと
して，アセトアミノフェン 1000mg やブプレノルフィン 0.2mg を静注した．術後痛の評価は，術後 2,6,12,24,48 時間後に 10 段階の
VAS 疼痛スケール，制吐薬の使用回数を調査した．結果： 症例は 60 歳から 68 歳の男性 5 例．全症例において制吐薬は使用しなかっ
た．術後 5 回分の VAS 値は，症例（1）0/0/0/2/0，症例（2）1/1/0/5/5，症例（3）0/2/5/10/5，症例（4）2/1/2/1/2，症例（5）
0/3/0/1/4 となった．考察：今回，4 症例で術後 48 時間までの VAS 値は 0-5 を推移し良好な鎮痛が得られたと思われる．当院では，
創部痛に対して神経ブロックと持続創部浸潤麻酔を，内蔵痛に対してはフェンタニル持続投与にて multimodal な術後鎮痛を行っ
ている．持続創部浸潤麻酔は，その鎮痛作用によりオピオイドの使用量と吐気等の副作用を減らす可能性があり，腹部大動脈瘤を
含む硬膜外麻酔が困難な開腹術症例には有用であると考えられた．今回の報告は 5 症例と少ないため，今後も症例数を増やして持
続創部浸潤麻酔の効果を検証していくつもりである．

CP69-2

腹部大動脈瘤術後疼痛対策としての腹横筋膜面ブロック応用

三豊総合病院

1）

第 3 報～液性剥離面の時間的変化に関して

麻酔科、 舞鶴共済病院麻酔科
2）

松下 幹晴 、長野 ゆり 1）、白石 建輔 2）、小松 達彦 1）
1）

【緒言】われわれは腹部大動脈瘤に対する開腹術に対し、季肋弓下斜角腹横筋膜面ブロック（以下 TAP ブロック）が有用であるこ
とを報告してきた。現在持続ブロックを行う施設も多いと思われるが、術前の単回投与でも充分な効果が得られることも多い。経
験的に単回投与の持続時間は半日以上と考えられているが、薬液の吸収に関する知見は見当たらない。そこでわれわれは、ブロッ
ク後の液性剥離面がどのように推移するかを検討した。
【対象と方法】2014 年 4 月から 2015 年 3 月までに当院外科で腹部大動脈瘤人工血管置換術を受けた患者 7 例である。全例全身麻酔
導入後に両側の TAP ブロックを 0.375％ロピバカイン計 40mL で行い、術後の液性剥離の最大値を超音波下に計測した。
【結果】明らかに液層剥離していると考えられる筋層を測定した結果、ブロック後（以下同様）4 時間で 0.8mm から 2.2mm、6 時間
で 0.66mm から 2.2mm、8 時間で 0.43mm から 1.2mm であった。最大で 11 時間後に液性剥離を認める症例もあったが、術翌日は判
別不可能であった。
【考察】後腹膜臓器の手術である腹部大動脈瘤手術は腹腔内操作がほとんどないため、体性神経ブロックに過ぎない TAP ブロック
は有効と考えている。従来神経血管面は薬液の吸収が早いと考えられていたが、今回の検討では相当時間の貯留があったと思われ、
われわれが現実に体験するブロックの持続時間と相関するものだろう。持続ブロックが単回より有用であることに異論はないが、
煩雑で、手術操作の妨げになり得ること、またコスト面などを考えると、単回投与と他の持続鎮痛法併用は、一般市中病院では充
分有用だと考える。
【結語】TAP ブロックの経験的持続時間は、薬液が充分に緩やかな速度で吸収されるよるものであることが示唆された。

CP69-3

当救命センターにおける急性期リハビリテーションへの取り組み

東京都立多摩総合医療センター、2）昭和大学救急医学講座

1）

笠原 道 1）、清水 敬樹 1）、鈴木 茂利雄 1）、荒川 裕貴 1）、濱口 純 1）、萩原 祥弘 1）、光銭 大裕 1）、金子 仁 1）、三宅 康史 2）、小野 将平 1）
【はじめに】 集中治療領域に限らず、リハビリテーションの開始の遅れは廃用症候群を招き、特に高齢者では不可逆的障害を惹起
しうるので、早期開始が重要とされている。当センターにおいてリハビリテーションを積極的に行った患者 5 例を検討することで、
デバイス装着患者の急性期リハビリテーションの問題点や展望を報告する。【症例】70 歳代、男性。顕微鏡的多発血管炎による肺
胞出血で当院リウマチ科入院中。呼吸状態不安定となり、気管挿管、人工呼吸及び V-VECMO 管理となった。管理中にベッドサ
イドで立位を行うことが出来た。30 歳代、男性。モダフィニル中毒による意識障害で救急搬送。気管挿管、人工呼吸器装着し、
ICP モニター挿入し管理していた。ICP モニター抜去後、気管挿管を行いながらも歩行できるまでに至った。50 歳代、女性。アイ
スピックによる胸腹部刺傷、縦隔気腫で救急搬送。気管挿管、人工呼吸管理となった。気管挿管を行いながらも歩行することに成
功した。70 歳代、男性。転倒による頭部外傷受傷後、1 週間後に救急搬送。頭部の血腫が壊死、自壊しており、広範なデブリード
メントが必要と考え、気管挿管、人工呼吸器管理となった。連日の洗浄とデブリードメントを行い、気管切開施行し、頭部に対し
陰圧吸引療法を開始した。陰圧吸引療法のデバイスをつけながらも歩行を積極的に行った。70 歳代、男性。交通外傷による血気
胸と多発肋骨骨折によるフレイルチェストで集中治療管理。チェストバンドで外固定を行い、胸部の疼痛に対して硬膜外カテーテ
ルを挿入し、適切な鎮痛下で歩行可能となった。【考察】現疾患のコントロールが難しい患者は、リハビリテーションそのものが
症状の増悪や合併症増加に関与してしまう。当センターでは他職種によるリハビリカンファレンスを行うことで、中・長期的ゴー
ルや短期的ゴール、医学的な問題点や注意点などを共有し、積極的なリハビリテーションを行っている。
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CP69-4

人工呼吸管理患者における鎮静プロトコル導入の効果

淀川キリスト教病院

1）

救急・集中治療科、2）奈良医科大学付属病院

総合診療科

原 悠也 、矢田 憲孝 、長田 俊彦 、的井 愛紗 、武東 義成 、石田 丈貴 1）、堀 雅俊 1）、藤本 善大 1）、三木 豊和 1）、則本 和伸 1）
1）

2）

1）

1）

1）

【背景】2013 年 J-PAD ガイドラインが発表され、プロトコルに従った鎮静が推奨されている。【方法】2013 年 4 月から 2015 年 3 月
に 48 時間以上の人工呼吸管理を要した症例を対象とし、鎮静プロトコル導入前（Non Protocolized Sedation；NPS）群と導入後
（Protocolized Sedation；PS）群で比較検討した。【結果】NPS 群 30 例、PS 群 27 例で、APACHE2score は NPS 群 21.8 ± 7.1・PS 群
21.6 ± 8.1 であった。PS 群では fentanyl 使用例が有意に多く、ミダゾラム使用例・複数の鎮静薬使用例が有意に少なく、CPOT は
PS 群 0.44 ± 0.43（NPS 群は評価なし）、RASS は NPS 群 -2.1 ± 1.1 ・PS 群 -0.95 ± 0.7（p ＜ 0.05）であった。ICU freedays（28 日－
ICU 滞在日数）は NPS 群 12.8 ± 8.6 日・PS 群 13.6 ± 8.0 日、カテコラミン freedays（28 日－カテコラミン投与日数）は NPS 群 22.5
± 7.4 日・PS 群 23.7 ± 5.1 日、人工呼吸器 freedays（28 日－人工呼吸器装着日数）は NPS 群 16.7 ± 9.2 日・PS 群 16.7 ± 8.5 日と、い
ずれも差はみられなかった。手術例と非手術例に分け比較すると、手術例（NPS 群 7 例・PS 群 3 例）では、人工呼吸器 freedays は
NPS 群 13.0 ± 12.2 日・PS 群 22.0 ± 3.0 日と、PS 群で長い傾向にあった。一方、非手術例（NPS 群 23 例・PS 群 24 例）では、呼吸器
freedays は NPS 群 17.8 ± 8.1 日・PS 群 .16.0 ± 8.8 日と差はみられなかった。また、疾患別で比較すると、非呼吸器疾患（NPS 群 15 例・
PS 群 10 例）では、カテコラミン freedays は NPS 群 21.7 ± 7.6 日・PS 群 26.2 ± 2.1 日と、PS 群で長い傾向にあった。一方、呼吸器
疾患（NPS 群 15 例・PS 群 17 例）では、カテコラミン freedays は NPS 群 23.2 ± 7.5 日・PS 群 22.2 ± 5.8 日であった。
【結語】鎮静プ
ロトコル導入により鎮静薬の減量、浅鎮静管理が可能となった。特に、手術例では人工呼吸器期間、非呼吸器疾患ではカテコラミ
ン投与期間がそれぞれ短縮される傾向がみられ、鎮静プロトコルが有用である可能性が示唆された。

CP69-5

中央手術部集中治療室開設後の術後早期離床状況の推移と入院期間との関連

福山市民病院

1）

麻酔科・がんペインクリニック、2）福山市民病院

中央手術部集中治療室

石井 賢造 、小野 和身 、日高 秀邦 、小山 祐介 、小坂 真子 、谷本 和香奈 1）、片山 明 1）、木村 由佳 2）、池口 修平 2）、
大元 未知子 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】当院中央手術部集中治療室（以下当 ICU）では手術翌日に一般病棟へ帰棟する患者の割合が高く，開設当初から手術翌日
午前中退室の患者も「第一歩行は ICU 内で施行」することを目標として取り組み，さらに 2014 年 9 月より「離床マニュアル」を
作成・運用している【目的】当 ICU での術後早期離床の実施状況と入院期間との関連について検討する【方法】診療録を用いた
後向き研究．対象期間を以下のように設定した．A：2013 年 5 月～7 月（開設当初）
、B：2014 年 4 月～7 月（離床マニュアル使用前）、
C：2015 年 4 月～7 月（離床マニュアル使用後）。対象は当 ICU に入室した手術後患者で、入室翌日退室し、手術翌日医師より離床
許可の出た患者とした。離床実施率、離床成功率、失敗理由、対象患者の入院期間および APACHE2 スコア等の患者背景につい
て比較検討した。統計解析はχ 2 検定、Steel-Dwass 法を適宜使用【結果】症例数は期間 A:147,B:154,C:196 例であった。APACHE2
ス コ ア の 中 央 値 は A:10.5,B:12,C:12 で あ り， 期 間 A に 比 べ て B,C は 有 意 に 高 か っ た。 期 間 A と 比 較 し B,C で は 離 床 実 施 率
（A:64.6%,B:94.8%,C:98.0%）、離床成功率（A:55.1%,B:84.4%,C:74.1%）は有意に上昇。しかし期間 B → C では離床成功率は低下。入
院期間（中央値（日）A:11,B:12,C:12）は A → C では有意に延長したが，他は有意差を認めなかった【考察】APACHE2 スコアの
上昇はより重症度の高い症例でも離床が求められていることを示している．期間 B → C で離床成功率が低下した要因としてはマ
ニュアルにより中止基準が明確化されたことがあげられ、より安全な離床手順を踏んでいることが考えられた。入院期間の延長に
ついては重症度以外にもさまざまな要因が考えられ，さらなる検討が必要である【結語】当 ICU 開設後の離床状況と入院期間の
関連について調査した。今後は安全な離床を実施しつつ離床成功率を上げ，入院期間の短縮につながるような取り組みが必要であ
ると考えられた。
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ポスターCP 70

CP70-1

保守管理・医療安全②

2 月 14 日
（日） 9：30～10：30

CP ポスター会場

超低出生体重児において人工呼吸器が換気停止を起こした一例を経験して ‐ 当院の人工呼吸器管理と課題 ‐

近江八幡市立総合医療センター
近江八幡市立総合医療センター

1）
3）

医療技術部
循環器内科

臨床工学技士科、2）近江八幡市立総合医療センター

小児科、

鈴木 雄也 1）、塚本 学 1）、吉田 忍 2）、立川 弘孝 3）
新生児呼吸窮迫症候群の為、出生直後から高頻度振動換気（High frequency oscillation : HFO）＋深呼吸（Sustained inflation :
SI）モードで、NICU で挿管管理していた 25 週超低出生体重の児に対し、手動 SI を行った際に人工呼吸器が換気停止を起こした
一例を経験した。使用していた人工呼吸器は、通常であれば手動 SI 後には必ず換気が再開する機構が備わっているが、今回は手
動 SI を行った際に突如換気停止から、バイタルサインが不安定となり一時的に用手換気を行った。CE が連絡を受け到着した際、
人工呼吸器はテストラングを付けた状態では換気再開していたが、原因が特定出来ない以上使用を継続できないと即座に判断し他
社の人工呼吸器へ乗せ替えを行った。今回は Dr・CE・Ns の円滑な連携がとれたため、原因不明の機器のトラブルに対しても迅速
に対応出来たと考えられる。その背景として CE に緊急連絡できる体制が整っている事や、当直体制を導入しているため 24 時間
CE が院内に常駐していることなどが挙げられる。さらに、より安全に人工呼吸管理が行われるために、今後 CE の取り組みとし
てトラブル対応能力の向上を目的とした医師・看護師合同での勉強会の頻度を増やしたり、人工呼吸器関連の必要物品は所定の位
置を決めるなど、院内で統一した認識を確立することによって誰もが迅速に対応出来るようにすることが重要と考える。安全管理
の視点から CE が率先的に対策を講ずる事で他職種との連携が強化され、より質の高い医療を提供する事が出来ると考えられる。

CP70-2

ICU における機器ラウンドシステムの導入と今後の課題

東海大学

医学部

1）

付属病院

臨床工学技術科、2）東海大学医学部付属病院

西原 英輝 、小森 恵子 、浦野 哲哉
1）

1）

呼吸器内科

2）

【目的】当院では、ICU での業務の効率化という観点より、日勤帯において臨床工学技士（以下 CE）の常駐を行ってきた。今回機
器稼動状況の把握や感染対策、機器使用中点検の精度向上を目的に独自の機器ラウンドシステムを作成し評価を行った。【方法】
Microsoft 社 Access を用いたシステムを作成し、患者情報や使用中機器情報の入力、各機器のチェックリストを組み込んだ。デー
タ入力に関しては、入力ミスを避ける為、バーコード入力を行った。また、システムを使用した CE12 名に対し、1, システムの有
用性 2, 操作性 3, 改善が望まれる点についてアンケート調査を行った。【結果】主な機器の 1 日の平均稼働台数は、人工呼吸器：8.12
台、輸液ポンプ：25.0 台、シリンジポンプ：29.8 台、心拍出量モニター：1.39 台であった。ラウンドで発見されたトラブルでは、
DVT 予防マッサージ器の操作忘れが 86.8％と最も多く、心拍出量モニター関連は 7.75％、人工呼吸器関連は 4.25％であった。CE
へのアンケート調査では、全員がシステムの有用性を示した。操作性に関しては、患者ごとの使用一覧があると一目で使用状況が
わかるといった表示面での意見が多かった。改善要望としては、電子カルテとの連携等が挙げられた。
【考察】ICU では、様々な
機器が複数台使用される。看護師は、患者のケアで多忙であり、機器の使用中点検に関しては、細かい箇所まで行うことは難しい。
常駐している CE が独自のシステムでラウンドを行うことで、看護師の業務量を軽減でき、機器使用上のトラブルも早期に発見す
ることができた。当院では、機器の交差感染の可能性を感染対策室より指摘され、患者の使用履歴の取得も求められていた。本シ
ステムを用いることで患者が使用していた機器が特定でき、感染がアウトブレイクした際の追跡調査に役立てることができると考
えられた。

CP70-3

当センターにおける人工呼吸器に関するインシデント分析と今後の対策について

大阪府立急性期・総合医療センター

1）

臨床工学室、2）大阪府立急性期・総合医療センター

医療安全室

上野山 充 、橘 健太郎 、伊藤 優実 、森本 良平 、佐藤 伸宏 、菊池 佳峰 、木田 博太 、中村 年宏 1）、下田 俊文 1）、
落合 直子 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

【目的】当センターにおいても医療機器に関する事故対策を行っているが、インシデント報告数は減少せず、臨床工学技士のラウ
ンド点検により事故に至る前の段階で発見されるケースも多い。特に人工呼吸器に関するインシデントは生命に直接かかわる場合
も多く、より厳密な対策が必要と考えられる。そのため、今回当センターで報告されたインシデントレポートを解析し、今後の事
故対策を検討した。【方法】平成 23 年 4 月から平成 26 年 3 月までに報告された医療機器に関連するインシデントレポート 228 件を
対象とし、発生日時、報告者、要因などに関して解析を行った。
【結果】全報告数 228 件中人工呼吸器に関連する報告は 42 件あり、
全体の 18.4％であった。以降人工呼吸器に関連する 42 件について解析する。準夜帯深夜帯に発生しているインシデント報告は 25
件（61.0％）
、発生している部署に関しては集中治療部門以外では 23 件（54.8％）であった。報告者は看護師によるものが多く 39
件（92.9％）であった。インシデントレベルは何らかの処置を要したものが 7 件（16.7％）であった。発生要因に関しては、使用
者の単独の要因によるものが 35 件（83.3%）ともっとも多かった。【結語】当センターにおいては、人工呼吸器に慣れていない部
署において、人員の少ない準夜、深夜の勤務帯でのインシデント発生率が高い傾向であった。また、要因に関しても職員の知識不
足によるものが多かった。人工呼吸器に関する事故対策として、使用する機会の少ない部署を対象とした教育が必要と考えられる。
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CP70-4

医療機器の安全管理における臨床工学技士（CE）の役割

岩手医科大学

1）

医学部

救急医学、2）岩手医科大学附属病院

井上 義博 、泉田 拓也 、久保田 好光
1）

2）

臨床工学部

2）

＜目的＞医療機器の安全管理における CE の役割について、当院の取り組みを紹介する。＜当院 CE の現状＞当院の CE は平成 27
年 4 月現在 24 名在籍している。配置部署は本院 CE センター、手術部、血液浄化部、救急センター、循環器医療センターCCU およ
び ICU で、それぞれの部署で医療機器の管理と、医療機器操作を通じて診療の補助を行っている。そのほかに医療機器の安全管
理の一端として、医療機器の安全使用とトラブル予防、トラブル発生時の対処を目的とした講習会を開催し、主導的役割を担って
いる。当院における医療機器の講習会は、1）特定機能病院として特定医療機器の対する年 2 回の講習会のほか、2）輸液ポンプ・
シリンジポンプの講習会、3）人工呼吸器の危機回避講習会、4）人工換気装置・血液浄化装置の基礎講習会がある。2）は平成 25
年度で終了したが、3）と 4）はそれぞれ年 4～6 回開催している。いずれも CE が医療機器の説明とトラブルシューティングの解説
を行い、3）に関してはシナリオをもとに、トラブルシューティングを行っている。受講者の評価はおおむね良好で、インストラ
クションがよかったと答えた受講者の割合は 2）～4）の講習会でいずれも 98％を超えていた。＜まとめ＞医療機器の安全管理は個々
の医療機器の保守点検、トラブルシューティングのほかに、医療スタッフに対する安全管理のための講習も必要であり、CE はそ
の中で主導的役割を担う必要がある。

CP70-5

人工呼吸器の定期メンテナンスの課題と検討

島根大学医学部附属病院

1）

ME センター、2）島根大学医学部附属病院

心臓血管外科、3）島根大学医学部附属病院

新井 篤史 、中田 早人 、長谷川 竜馬 、崎山 貴也 、藤本 欣史 、三原 亨 、串崎 浩行 、二階 哲朗
1）

1）

1）

1）

2）

3）

3）

集中治療室

3）

【はじめに】当院では 2011 年 7 月に改築移転に伴い ME センターの立ち上げと院内の医療機器の中央管理化に向けて取り組んでき
た。その過程において集中治療室で使用する人工呼吸器にも関わることとなり、その保守・点検も行うこととなった。集中治療に
配備された同型人工呼吸器 EvitaXL（ドレーゲル）13 台は 1 年点検（定期メンテナンス）を計画的に行っていたが、予定機関以内
で複数の人工呼吸器で不具合を示した。本院集中治療室における人工呼吸器のメンテナンスに関わる現状を調査し、どのような対
応を行ったか報告する。【方法】集中治療室での使用状況把握ために過去 2 年間の故障状況と稼働時間、酸素センサーの交換頻度
を調べ検討した。
【結果】当院集中治療室で使用している人工呼吸器の機器異常の内容と期間の集計したところ、ペーシェントヒー
ター故障 7 台、酸素センサーの交換頻度約 1 回／9～10 か月、稼働時間 21000～32000 時間／4 年だった。現在、オーバーホールを終
了した呼吸器はすべて正常に稼働している。【考察】当院集中治療室の呼吸器年間稼働時間は 5000～8000 時間と一般的な機器の稼
働時間を大きく超えている。メーカー推奨メンテナンス期間 1 回／年（稼働時間に対しての表記なし）となっており、当院も定期
メンテナンスは行っていたが稼働時間が多いため本年 4 月より人工呼吸器内部の消耗品などを含めた 6 年点検（オーバーホール）
に変更した。当院では臨床工学技士の集中治療室配置者は 2 名いるが他の業務もあるため十分なマンパワーではなく入室準備にお
いて人工呼吸器の点検後、起動させアイドリング状態で待機している。このことが稼働時間の長時間化を引き起こしているものと
考えられた。【結語】当院集中治療部における人工呼吸器の稼働時間および故障状況の調査を行った。人工呼吸器の保守・点検を
行う上で稼働時間などによってメンテナンス期間の変更をさせる必要があると考えられた。

CP70-6

当院 ICU における DVT 予防装置の使用状況の実態と今後の課題

東海大学医学部付属病院

1）

診療技術部

臨床工学技術科、2）東海大学医学部付属病院

原田 潤平 、西原 英輝 、小森 恵子 、浦野 哲哉
1）

1）

1）

呼吸器内科

2）

【目的】当院では肺血栓塞栓症リスク評価表を用い、必要な症例には医師の指示のもと、IPC（間欠的空気圧迫法）と弾性ストッキ
ングの併用使用及び、どちらかの単独使用を開始している。当院では IPC 装置として SCD シリーズ（COVIDIEN 社）を使用して
いる。SCD の特徴は、患者の下肢にレッグスリーブを巻き、加圧して静脈還流を高める。加圧後に下肢圧迫後血液再充満時間
（VRT）を計測、次の加圧を始める前にその時間だけ待機する。VRT は 20 秒～60 秒の間で決定される。今回は、レッグスリーブ
の巻き方で、VRT が変化し、SCD の機能に影響しているのかを検証した。また、2015 年 4 月からの ICU 機器適正使用ラウンド結
果をもとに、動作状況を確認。問題点を洗い出し、対応策を検討する。
【方法】ICU において SCD 使用中の患者の VRT を測定。レッ
グスリーブを巻き直して再測。初回測定 VRT30 秒以上と 30 秒未満の 2 群に分け、再測値の群間比較を行った。ICU における ME
機器ラウンドでの SCD 適正使用率の月別変化を検証した。【結果】VRT30 秒以上の群は VRT が有意に短縮した（P ＜ 0.01）
。ME
ラウンド結果での SCD 適正使用率は 4・5・6・7 月において 53・59・66.5・77％と改善傾向にあった。
【結論】VRT が 30 秒以上で
ある場合はカフの巻き直しによって機器のパフォーマンスが上がることが示唆された。SCD は患者ケアを行う中で、停止しなけ
ればならない状況があるが、スイッチの入れ忘れにより作動していない状況があるということが課題である。現場教育によってあ
る程度までは改善できるが、入れ忘れがすぐに患者に影響があるわけではないので、現場の意識は低くなりがちである。機器本体
に、操作忘れアラーム機能や VRT を表示し、患者の状態を評価できるような機能を搭載することが望まれる。
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ポスターFP

FP ポスター会場

FP-001

Rapid Response System 導入の試み

群馬大学

医学部附属病院

集中治療部

戸部 賢、岸田 浩一、日尾 早香、楢原 創、徳江 彩、松岡 宏晃、坂上 浩一、日野原 宏、国元 文生、齋藤 繁
【背景】病院内の急変患者には、その急変の 8 時間前までくらいにその予兆があると言われている。その予兆の段階で対応するこ
とで病院内での予期せぬ心肺停止発生を防ぐことができるという報告がある。当院にはもともと院内急変発見時、予め決められた
番号をコールすることで集中治療室の医師・看護師が対応するシステムが存在していた。しかし、急変コールの 4 割は心肺停止状
態でのコールであり、それら院内急変を事前に対応するために既存の緊急コールシステムに加えて Rapid Response System（RRS）
を立ち上げた。
【方法】まず過去の論文をもとに、当院における RRS コール基準を設けた。その際に、8 つのバイタルサインを中
心とした客観的基準の他に、『医療スタッフによる臨床上の懸念』という項目も加えた。コール番号とコール基準を病棟スタッフ
に周知し、集中治療部リーダー医師がその電話を携帯することとした。病院内の広報は、医療安全部門と連携して、院内の医療安
全講習で講演を行い、医療安全部の発行する広報誌に掲載してもらうかたちで行った。また職員全員が携帯する院内ポケットマ
ニュアルにもコール基準、コール番号を記載してもらった。【結果】RRS 導入から一年経過した時点で、RRS 発動件数は 21 件でそ
のうち 10 件は ICU 入室となった。その一年間の緊急コールのうちの CPA 割合は 27% で過去 4 年間の 40% を下回った。
【考察】今回、
院内の緊急コールシステムに加えて RRS を導入したが、コール件数は少なく、周知に時間を要している。ただ、緊急コールの
CPA 割合は減少しており、ある程度の効果は期待できるため、今後さらに病棟スタッフへ周知し、システムを利用していただけ
るように努力していく必要がある。

FP-002

Rapid Response System 導入が緊急コールの状況に与えた影響の検討

順天堂大学医学部附属練馬病院

救急・集中治療科

野村 智久、関井 肇、杉田 学、高見 浩樹、小松 孝行、水野 慶子、三島 健太郎、井上 照大、近藤 彰彦、浅子 英
当院には以前より共通の緊急コールがあったが、明確な要請基準は無く適切に機能しているとは言えなかった。当院開院から 5 年
間の調査では、緊急コールの理由として心肺停止が 46％と最多であり、その予後は必ずしも良好とはいえなかった。この状況を
改善するため、当院では 2012 年 11 月より Rapid Response System（RRS）を導入した。RRS 導入前後の緊急コールの状況の変化
を検討した。緊急コール件数は、RRS 導入前が 1.2 件 / 月、後は 2.0 件 / 月であった。緊急コールの理由としては、導入前は心肺停
止が 46%、次いで意識レベル低下が 31％であり、導入後は心肺停止が 40％、意識レベル低下は 36％とあまり変化がみられなかった。
RRS 導入前の心肺停止症例の 66％に、導入後では 78％に心肺停止の前兆を思わせるカルテ記載がみられた。RRS 対応は 2.7 件 / 月
であった。RRS の導入により緊急コールの件数の減少を期待したが、むしろ増加しており、また緊急コールに占める心肺停止の
割合も著変なかったため、RRS 導入が効果を挙げているとは言えなかった。要因として、DNAR オーダーの確認の不徹底、不要
な緊急コールの混在、RRS と緊急コールの要請基準の混同、RRS 自体の周知が不十分、医師と看護師以外の職員には RRS の要請
の判断が困難、などが考えられた。RRS の件数は徐々に増加傾向にあり、緊急コールと RRS を合わせた件数は明らかに増えている。
適切に緊急コールや RRS が運用され続ければ、今後は緊急コールが減り、心肺停止の件数も減少させる可能性がある。

FP-003

当院 Open ICU における一般病棟からの緊急入室患者の検討

パナソニック健康保険組合

1）

松下記念病院、2）松下記念病院腎不全科、3）松下記念病院麻酔科

國原 宏文 1）、小松 良平 1）、安田 考志 2）、趙 崇至 3）
【目的】一般病棟から ICU に緊急入室した患者の特性を調査し課題を明らかにする【方法】2014 年 1～12 月に当院 ICU に入室した
患者のうち、一般病棟から緊急入室した患者の SAPSII スコア、予測死亡率、入室時間帯、ICU 在室日数、病棟入院から ICU 入室
までの期間を後ろ向きに集計し比較検討を行った。【結果】36 例が該当した。緊急入室した患者の年齢は 72.8 ± 7.9 歳、SAPSII42.0
± 16.9、予測死亡率 32.3 ± 27.4％、ICU 在室日数 4.8 ± 3.2 日であった。日中と夜間の緊急入室患者の SAPSII、予測死亡率に有意差
はなかった（SAPSII：日中；42.3 ± 13.0、夜間；41.8 ± 20.8、予測死亡率：日中；31.6 ± 22.7％、夜間；32.4 ± 32.6％）
。病棟入院
から ICU 入室が 24 時間以内と 24 時間以降の患者の SAPSII、予測死亡率に有意差はなかった（SAPSII：24 時間以内；41.9 ± 17.1、
24 時間以降；42.2 ± 17.2、予測死亡率：24 時間以内；32.9 ± 27.3％、24 時間以降；31.8 ± 28.2％）
。病棟入院から ICU 入室までの期
間が 24 時間以内の患者が 17 名（47.2％）であった。【考察】一般病棟入院から ICU 入室までの期間が 24 時間以内の患者が 47.2％と
多いこと、緊急入室患者の予測死亡率が昼夜問わず 30% 以上を示していることが当院の一般病棟から ICU へ緊急入室する患者の
特徴であった。これは ICU に入院する必要性の高い患者が一般病棟に入院し、より重症度が増した状態で ICU へ緊急入室してい
る可能性が考えられる。当院は Open ICU であり、客観的な視標を用いた具体的な ICU 入室基準を作成することで、状態が悪化す
る可能性のある患者のスムーズな入室が可能となると考える。重症度に即した具体的な ICU 入退室基準の策定、急変発生を予防
しそれに対応するための RRS などのシステム整備、患者トリアージを含む急変徴候に気づくための看護師教育の必要性が示唆さ
れた。
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FP-004

当院における一般病棟から G-ICU へ予定外入室した患者の症例分析

神戸市立医療センター
神戸市立医療センター
5）
神戸市立医療センター

1）

3）

中央市民病院
中央市民病院
中央市民病院

救急病棟・救急外来、2）神戸市立医療センター 中央市民病院 救急科、
総合診療科、4）神戸市立医療センター 中央市民病院 呼吸器内科、
看護部 医療安全管理室

奥田 有紀 1）、瀬尾 龍太郎 2）、亀井 博紀 3）、永田 一真 4）、稲岡 佳子 5）、山口 優 1）、高尾 佳美 1）、梅田 みゆき 1）、利川 亜弥 1）
【はじめに】当院では 2012 年 9 月より Rapid Response System（以下 RRS）を導入し、2013 年 10 月からは一般病棟にも順次導入して
いる。起動件数は導入後より 117 件（2015 年 3 月現在）あるが、そのほとんどは救急病棟であり一般病棟では 15 件（12.8％）と少ない。
これまでに当院における一般病棟から G-ICU へ急変を機に予定外入室した患者の症例分析はされていない。これらの分析から、急変対
応における問題点が検討され、RRS の今後の課題が明らかになると考えられた。
【研究目的】一般病棟の急変対応における現状を把握し、今後 RRS が支援するべき課題を明確化するために、予定外 G-ICU 入室症例を
調査する。
【研究方法】2013 年 10 月～2015 年 3 月までの期間に、一般病棟から G-ICU に入室した患者のうち定期手術患者、小児患者を除外した症例
からさらに当院 RRS 起動基準を満たす予定外入室患者を抽出した。また、導入講義時の質問や看護師の懸念の内容も合わせて分析した。
【結果】G-ICU への予定外入室は 35 例あったが、うち RRS 起動症例は 2 例だった。症例を分析すると「看護師の急変察知の遅延」「医師
への状態変化の未報告、もしくは報告遅延」
「急変時においての人員不足」という問題点が挙げられた。また、RRS 導入講義時に「医師
から批判的な意見や不要と言われることがあるのではないか」という一般病棟看護師の懸念があった。
【考察】「看護師の急変察知の遅延」
「医師への状態変化の未報告、もしくは報告遅延」の問題点から、防ぎ得た急変があったのではない
かと推察された。これらのことから、当院 RRS は急変察知に関する能力の向上、人員不足時のリソースとしての活用の広報、RRS を提
案しやすい文化形成に努める必要があると考えられた。

FP-005

Apache II Score および Modified Early Warning System（MEWS）を用いた ICU 入室患者の予後予測の検討

潤和会記念病院

看護部

高橋 瑞枝、大野 美幸、川野 マキ
【目的】Apache II Score（AIIS）とは，ICU 入室患者の重症度を評価するため利用され，推定死亡率を計算することができる．一
方，Modified Early Warning System（MEWS）は，入院患者の予後予測として用いられている．調査項目は体温，呼吸，心拍，
収縮期血圧，意識レベル，2 時間尿の 6 項目で AIIS より簡便であり，主として一般病棟入院患者に用いられている．MEWS の合
計点が高いほど急変するリスクが高いとされている．当院における先行研究で，救急外来受診時の MEWS4 点以上の場合では入院
後 3 日以内に急変または死亡する割合が高くなるという結果を報告した． AIIS と MEWS の両方用いた予後予測は行われていない．
2 つのスコアを比較や，併用した場合の予後予測に関して研究を行った．【対象】救急外来を受診し ICU へ緊急入院し，動脈ライ
ンが挿入されている患者 100 人（男性：54 人，女性：46 人，平均年齢：69 歳）とした．【方法】前方視的研究とした．ICU 入室時
の AIIS と MEWS を評価した．患者背景（ICU 入室日数，在院日数，転帰，疾患，年齢，既往歴，急変の有無，延命処置の有無）
を調べた．1.AIIS ≧ 20 点かつ MEWS ≧ 4 点，2.AIIS ≧ 20 点かつ MEWS ≦ 3 点，3.AIIS ≦ 19 点かつ MEWS ≧ 4 点，4.AIIS ≦ 19 点
かつ MEWS ≦ 3 点の 4 群に分類し死亡患者の点数を調査した．
【結果】AIIS ≧ 20 点が 24 人，AIIS ≦ 19 点が 76 人であった．1.20 人
であり，死亡者は 12 人（60%）
．死亡した 12 人中，1 週間以内に死亡した患者は 11 人（92%）であった．2. 4 人であり，死亡者は 0
人だった．3.23 人であり死亡者は 4 人（17%）であり，1 週間以内に死亡した患者は 3 人（75%）であった．4. 53 人であり死亡者は
1 人（1.9%）
，1 週間以内に死亡した患者は 0 人であった．統計学的検討はχ 2 検定を用いたが有意差は認めなかった．【考察】AIIS
と MEWS の点数が高いほど死亡する患者は多くなっているが，有意差を認めなかった．AIIS と MEWS を併用することで，予後
予測の精度が高くなる可能性が示唆された．

FP-006

看護師が捉える急変予測のサイン

金沢医科大学病院、2）金沢医科大学

1）

二山 未央 1）、吉田 真寿美 1）、甘谷 顕一朗 1）、黒部 美香 1）、浅野 きみ 2）、紺家 千津子 2）
【目的】看護師は患者の急変前に予兆となる変化を感じることがあり、それを共通認識することで早急に対応し急変を回避できる
可能性がある。そこで、看護師が急変を予兆するサインを抽出することを本研究の目的とする。
【研究方法】 対象者は心、脳血管
疾患患者が入室する一般病棟と集中治療を担う病棟の看護師と、参加病棟で急変した患者の看護記録である。看護師には患者のど
のような状態を急変の予兆として捉えていたかを 3～4 名でフォーカスグループインタビューを行い抽出し、看護記録からは実際
に急変を起こした患者の予兆となる変化を研究者らが抽出した。インタビューから作成した逐語録と看護記録から得られた情報を
コード化し、カテゴリーを抽出した。なお、金沢医科大学病院の病院研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】 インタ
ビューに応じた看護師は 18 名で、分析に使用した看護記録は 11 名の患者のものであった。逐語録と看護記録からの情報より 53 の
コードが抽出された。コードの類似性から、
【1 循環の変化】
、
【2 呼吸の変化】
、
【3 中枢神経の変化】
、
【4 出血】
、
【5 消化器症状の出現】、
【6 疼痛の出現】、【7 尿失禁の出現】
、【8 表情の変化】、
【9 歩行の変化】、【10 ベッド上安静時の変化】、【11 投薬の無効化】、
【12 突然
の要望の増加】
、
【13 不安の表出】、【14 せん妄の出現】という 14 のカテゴリーに分類された。【考察】 RRS（Rapid Response
System）の起動基準（医療安全全国共同行動：行動目標 6）に記載されている全項目は、本結果のカテゴリーに含まれていた。一
方、RRS 起動基準になかった項目としては 4～14 のカテゴリーが該当していた。特に、該当しなかった 10～14 のカテゴリーは、看
護師が日々患者を観察することで容易に気付ける急変予測のサインであると示唆された。
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FP-007

当院における院内急変の現状と今後の課題

那覇市立病院

1）

集中治療室、2）那覇市立病院

集中治療室

麻酔科

平敷 好史 、新屋 真弓 、里井 陽介 、諸見里 勝 、普天間 誠 1）、清水 孝宏 1）、伊波 寛 2）、宮田 裕史 2）
1）

1）

1）

1）

【背景】現在当院では予期せぬ院内急変が発生した際、院内一斉コールを利用して応援を要請する事で、診療科を越えての院内急
変対応を行っている。しかし、院内一斉コールでの CPR が発生した後の、患者情報や急変の要因など、個々の事例を検証するシ
ステムや部門がなく、問題点が把握できていないのが現状である。当院での今後の院内急変対応を検討する目的に本調査を行った。
【調査期間および対象】期間：2014 年 6 月～2015 年 6 月の 1 年間 対象：当院 ICU および一般病棟での入院中に、院内一斉コール
で CPR を受けた患者【調査方法】院内一斉コールが利用された際、ICU 看護師が院内一斉コール発生病棟と患者を所定の記録紙
に記載した。記録紙の情報をもとに、CPR を受けた患者の医師診療記録、看護記録で患者背景、発生要因、CPR 実施前のバイタ
ルサインの推移、転帰を調査した。【結果】調査期間内の院内一斉コールでの CPR 実施は 29 件。年齢（中央値）77 ± 10.5 歳、男
女比 21:8、内科系 18 名（うち ICU1 名）、外科系 11 名。院内一斉コールの発生時間は、0～8 時 :14 件（49%）
、8～16 時 :5 件（17%）、
16～24 時 :10 件（34%）であった。心肺停止の推定要因は、痰や異物による窒息 7 件（24%）
、呼吸停止 2 件（7%）
、致死性不整脈 3
件（10%）
、高度徐脈 4 件（14%）、原因不明 13 件（45%）であった。心肺停止前の 6 時間以内に、血圧、脈拍、呼吸回数、SPO2、
体温の項目うち、一つ以上の項目が測定されていた患者は 22 名（76%）であったが、呼吸回数の測定は他の項目と比較し、最も
少なく 11 名（38%）であった。 心肺停止の約 6 時間後より、何らかの異常があり看護師より医師へ報告されていた患者は 10 名（34%）
であった。CPR 実施の 24 時間後の生存は 14 名（48%）、転帰は転院 3 名（10%）
、入院中 5 名（17%）、死亡退院 21 名（73%）であっ
た。
【考察】本調査をもとに、今後、当院での院内急変の対応方法の改善、検証システムの構築を行いたい。

FP-008

院内急変の現状と急変現場における救急看護師の役割

大阪市立総合医療センター

救命救急センター

木村 千穂、堀江 沙矢香、大池 杏実、有元 秀樹、樋口 尚子、川口 なぎさ
【はじめに】当院の院内急変体制として、コードブルーチーム（Code Blue Team、以下 CBT）と院内救急対応チーム（Rapid
Response Team：RRT）があり、2 本柱で急変の予防から発生時までをサポートしている。CBT は救命救急センターの医師・看
護師で構成され、救急コールにより起動する。比較的、救急看護師は蘇生場面に慣れていると言えるが、CBT 要請では急変とい
う情報のみで駆けつけ、通常と異なる環境での対応が求められる。今回、院内急変の発生状況および、急変現場で救急看護師が行っ
ている活動の実態を調査することにした。【研究方法】平成 26 年度における CBT 要請件数やその内容、救急看護師が現場で行っ
た内容について、診療録および CBT データベースより後方視的に調査する。【結果】CBT 要請件数は 88 件であり、現場到着時に
心停止が 27 件（30％）、ショックなど生理学的異常が 53 件（60％）であった。救急看護師は急変現場でおもに処置の直接的な介助
を行っていた。また、現場を評価し、看護師に具体的な指示をしていた。その一方で、物品の不足や不備、救急医や主治医など複
数の医師がいる場合はリーダーが不明確、救急看護師の到着を気づいてもらえないなど、対応を困難にする状況も発生していた。
【考察】CBT が要請されるような症例では、心停止など差し迫った生命の危機状態にあることが多い。救急看護師は、日常的に行っ
ている救急対応の経験を活かした実践をしていた。また、急変現場の中でリーダーシップをとり、看護師たちへ教育的な関わりも
果たしていた。しかし、混乱した現場の雰囲気にのまれそうになるなど、困難な状況も発生しており、救急看護師へ教育サポート
も必要であることが分かった。今後は、急変現場へのフィードバックや、CBT 要請元の看護師が期待することも把握しながら、
よりスムーズな急変対応を目指していきたい。

FP-009

当院における Rapid Response System 導入前勉強会の効果に関する検討

彦根市立病院
彦根市立病院

1）
5）

ICU CCU 病棟、2）彦根市立病院
循環器科

看護部、3）彦根市立病院

救急センター、4）彦根市立病院

外科、

中村 紀子 1）、馬場 多恵 1）、椹木 愛美 1）、泉野 宏貴 2）、鈴木 佳奈 2）、林 薫 3）、平田 渉 4）、中野 顯 1,5）
【目的】当院では、平成 27 年 4 月に Rapid Response System（以下 RRS）を導入した。RRS の導入準備として、平成 26 年 10 月から
院内の看護師と医師を対象とした RRS 勉強会を開催し、現在も 3ヶ月に一度のペースで継続している。RRS 導入前に行った 3 回の
勉強会を通して、RRS の理解度・認知度、重症患者の評価方法に対する理解度に変化があったかを検証することが、今回の調査
の目的である。
【方法】RRS 導入前 3 回（平成 26 年 10 月 , 平成 27 年 1 月 ,3 月）の各勉強会終了時に行ったアンケート結果を比較検討した。検討内
容は、参加者数、所属、コードブルーと RRS の違いに関する理解度、Modified Early Warning Scoring System（MEWSS）の採
点方法に関する理解度、RRS への関心度とし、アンケート結果を比較した。
【結果】参加者数は第 1 回では 33 名（対象者全体の 7%）であったが第 2 回 68 名（16%）
、第 3 回 60 名（14%）であった（当院常勤
看護師数 369 名 , 常勤医師数 55 名）。参加者の所属は看護師が平均 13％、医師が平均 4％であった。コードブルーと RRS の違いは「と
てもよくわかる」と回答した者が 1 回目 59％から 3 回目には 77％まで増加した。MEWSS の採点方法は「とてもよくわかる」と回
答した者が 1 回目 31％から 3 回目 58％に増加した。RRS への関心度は 3 回を通じて約 65％が「とても関心がある」と回答した。
【考察】当院における RRS 導入前の勉強会は、コードブルーと RRS の違いに関する理解と MEWSS の採点方法の理解に効果があっ
た。参加者は徐々に増加しているが、まだ十分ではなく、特に医師の参加が少ないため、参加者が増加するような内容の勉強会を
企画することが今後の課題である。RRS 導入後も、RRS の周知を含む勉強会を継続的に企画し、効果を評価する必要がある。
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FP-010

Rapid response system 教育が呼吸数測定頻度に与える影響

北里大学病院集中治療センター RST・RRT 室、2）北里大学病院
北里大学医学部附属新世紀医療開発センター

1）
4）

診療情報管理室、3）北里大学医学部麻酔科学、

森安 恵実 1）、大谷 尚也 1）、小池 朋孝 1）、荒井 康夫 2）、黒岩 政之 3）、新井 正康 4）
【はじめに】当院で Rapid response system（以下 RRS）を導入した 2011 年時点、病棟スタッフの呼吸数測定に問題があり、不十
分または全く測定されていない、SpO2 で代用しているなどの問題があった。この状態は、適切な RRS 起動に支障をきたすと考え
られ、以後継続的に RRS 講習会を施行し、その中で呼吸数測定の重要性を強調してきた。
【目的】当院で行ってきた RRS 講習会の効果を評価する目的で、本調査を実施した。
【方法】調査期間は 2012 年 4 月から 2015 年 7 月 （1）年度別 RRS 関連講習会の受講延べ人数、（2）在院患者数の月別推移、
（3）1
回／日以上の呼吸数が記録されている患者数の月別推移を
電子カルテから調査した。
【結果】講習会受講者数は、2011 年から 2014 年まで、それ
ぞれ 991 名、1990 名、1909 名、223 名であった。
（2）と（3）
の推移を図に示した。
【考察】バイタルサインを正確に測定することは RRS 起動
の前提であるまえに、看護師として極めて本質的で重要な
スキルである。当院で行った講習会は有効であり、その結
果として呼吸数測定頻度の上昇が確認された。

FP-011

Rapid Response System の起動を阻害する因子の検討

名古屋市立大学病院

1）

看護部

ICU・PICU・CCU、2）名古屋市立大学大学院医学研究科

麻酔科学・集中治療医学分野

寺沢 幸洋 、兼松 友香理 、丸谷 幸子 、伊藤 加代子 、仙頭 佳起 、平手 博之 、祖父江 和哉 2）
1）

1）

1）

1）

2）

2）

【はじめに】当院では、2013 年に従来の院内蘇生システム・コードブルー（CB）に加え、致死性の急変を未然に防ぐための Rapid
Response System（RRS）を導入した。致死性の急変の 6～8 時間前に何らかの徴候があることが分かっており、前兆を見逃さずに
RRS が介入することで、致死性の急変を回避できる可能性がある。一方で、RRS の起動件数の伸び悩みが現在の問題である。今回、
看護師に焦点をあてて RRS 起動を阻害する因子を分析し、定着に向けた課題抽出を試みた。
【実施内容】研究 1： 2013 年度の CB と RRS 患者のデータ分析（件数、起動病棟、理由、予後）を行った。研究 2：病棟看護師のチー
ムリーダーを対象に、「各病棟での RRS 浸透度と現在の問題点」についてアンケートを実施した。研究 3：RRS 起動件数が多かっ
た病棟と、CB 要請はあるが RRS 起動が 0 件の病棟に対して、インタビューを行った。
【結果と考察】研究 1 より、CB は 23 件、RRS は 12 件と、CB の件数が上回っており、RRS の定着が不十分であることが明らかとなっ
た。また、アンケート（研究 2）やインタビュー（研究 3）の結果から、診療科医師や当直医師の RRS に対する認識不足や抵抗感と、
看護師のアセスメント不足が RRS 起動の阻害因子となることが分かった。現在も、病棟看護師との事例評価とフィードバックの
ための振り返りミーティングや病棟勉強会を行っているが、医師への啓発活動の必要性が明らかとなった。今後 RRS 定着に向けて、
実際の RRS 起動を見据えた、多職種が参加するシミュレーショントレーニング等を検討していきたい。

FP-012

神経性食思不振症の治療経過にて Refeeding 症候群による高度肝障害をきたした一例

昭和大学病院

医学部

救急医学講座

田中 俊生、神田 潤、中村 俊介、三宅 康史、有賀 徹
【初めに】再栄養症候群は重症化すると肝機能障害、骨髄抑制、電解質異常などを伴い、心不全などにより死亡に至る重篤な病態
である。今回我々は、神経性食思不振症の治療過程にて Refeeding 症候群による高度肝障害をきたすも救命しえた一例を経験した。
【症例】43 歳女性。高度意識障害とショックバイタルにて当院救命センターへ搬送された。既往に 10 歳からの神経性食思不振症が
あり、治療は 16 歳で自己中断されている。身長 158cm に対して、体重は 22.8Kg であり BMI は 9.2。皮下脂肪なく肋骨の輪郭が浮
き出て見られ、著明なるい痩を呈していたが、これ以上太りたくないとの Body image の障害を認めていた。当院救命センターに
緊急入院とし集中治療を開始とした。治療当初より Refeeding 症候群の考慮し厳密な栄養管理を行った。しかし食事を隠れて捨て
る、点滴をトイレに流すなどの治療協力が得れない状態もあり、低血糖発作を繰り返した。これに対して 50％ブドウ糖の静脈投
与を繰り返し行った。これにより Refeeding 症候群となり重度の肝障害（AST 3000IU/L 以上 ALT 2000IU/L 以上まで悪化）
を呈し、その治療に苦渋した。これに対する栄養管理法やこの予防法について基礎代謝量（Basal Energy Expenditure）や安
静時代謝量（Resting Energy Expenditure）などの栄養学的概念を踏まえて文献的考察を加えて検討する。
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FP-013

亜鉛過剰投与に伴う銅欠乏性貧血が疑われた重症熱傷の 1 例

日本大学

医学部

救急医学系

救急集中治療医学分野

織田 美紀、山口 順子、平林 茉莉奈、澤田 奈実、小松 智英、桑名 司、小豆畑 丈夫、木下 浩作
【背景と目的】亜鉛や銅は創傷治癒及びタンパク合成に重要である。熱傷患者で血清亜鉛は数日間低値を持続し，熱傷の程度と血
清亜鉛低下には相関関係が認められるとされ、適切な補充が必要と考えられる。
しかし、亜鉛は消化管からの吸収において銅吸収を妨げる為に、亜鉛の長期の過剰摂取は銅欠乏性貧血をもたらすことがある。
今回、亜鉛過剰投与に伴う銅欠乏性貧血が疑われた重症熱傷の 1 例を経験したため、ここに報告する。
【症例】80 代の男性。火災による気道熱傷と顔面熱傷を伴う重症熱傷であった。身長 157cm、入室時体重は 51.2kg。第 2 病日より
経腸栄養を開始し、第 6 病日には 1600kcal/ 日へ到達した。入室時血清亜鉛値は 34 μ g/dl（基準値 65-110 μ g/dl）と顕在性亜鉛欠
乏が示唆された。亜鉛含有胃潰瘍治療剤（1 錠あたり亜鉛 16.9mg 含有）を投与した結果、第 27 病日に血清亜鉛値 113 μ g/dl から
第 54 病日に 125 μ g/dl まで上昇する一方、血清銅の値は 45 μ g/dl から 21 μ g/dl まで低下した。ヘモグロビン値は入室時 12.7g/dl
から 9.1g/dl まで低下しており銅欠乏性貧血が疑われた。このため亜鉛含有胃潰瘍治療剤を中止した。
【考察】熱傷患者への亜鉛や銅の至適量のエビデンスはない。日本人栄養摂取基準 2015 によれば 70 歳以上の推定 1 日必要量は
8mg/ 日で、耐用上限量は 40mg/dl である。現在市販されている経腸栄養剤は亜鉛欠乏を防ぐ栄養設計が多く、本症例に投与した
栄養剤による亜鉛投与量は第 3 病日で必要量を超えた。その後の栄養剤投与の増加と亜鉛含有胃潰瘍治療剤の併用で第 18 病日には
56.3mg/ 日と耐用上限量を超えていた。その結果、銅欠乏性貧血をもたらしたと推察している。
創傷治癒までに長期の栄養管理を要する際には、病期に応じた亜鉛等の微量元素の必要量と至適投与量に注意を払う必要がある。

FP-014

敗血症症例に対するペプタメン AF を用いた経腸栄養の有用性

岐阜大学医学部附属病院

1）

高次救命治療センター、2）兵庫医科大学救急災害医学

安田 立 1）、白井 邦博 2）、山路 文範 1）、田中 卓 1）、鈴木 浩大 1）、池庄司 遥 1）、中野 通代 1）、吉田 省造 1）、豊田 泉 1）、小倉 真治 1）
【はじめに】敗血症では、エネルギー需要の増加と蛋白異化が亢進するため、侵襲に見合った栄養投与が必要である。今回、乳清
ペプチドを主体とした高蛋白栄養剤ペプタメン AF の効果と安全性について検討した。【対象と方法】岐阜大学高度救命救急セン
ターに入院して、人工呼吸器を要した重症敗血症 / 敗血症性ショック例で、ペプタメン AF を投与した（A 群）7 例と、通常蛋白
量を含有した栄養剤（アノム ;8 例、エレンタール ; と併用した 3 例）群（B 群）11 例を後方視的に検討した。両群とも目標カロリー
は 25kcal/kg/ 日で、目標蛋白量は 1.0～1.2g 以上 /kg/ 日とした。7 日目で目標カロリーの 60～80% を、10 日目には 100% に達成す
るよう栄養の増量を行った。【結果】A 群と B 群の APACHE II スコア（22.7:18.2）と SOFA スコア（9.4:8.5）に差はなかった。血
液浄化療法を施行したのは、A 群 :2 例と B 群 :5 例であった。目標のカロリー量と蛋白量に達成した日数は、A 群でそれぞれ 11.1 日、
9.6 日、B 群では 12.8 日、11.1 日と差はなかった。7 日目と 14 日目の総蛋白、アルブミン、BUN、クレアチニン、CRP は両群間で
差を認めなかった。下痢は、A 群（28.6%）が B 群（63.6%）に比して少なかった。Ventilator free days は A 群 :9.5 日、B 群 :11.5 日、
ICU 在室日数は A 群 :23.7 日、B 群 :18.6 日、28 日生存率は両群とも 100% であった。
【考察】今回の検討では、ペプタメン AF は蛋白
量を比較的早期に充足するが、栄養状態や予後の改善は示さなかった。今後、症例数を増やしてさらに検討する必要がある。

FP-015

片側性反回神経麻痺を伴う、血清アルブミン 1.0g/dL のるいそう患者の治療経験

札幌東徳洲会病院

救急総合診療部

籏本 恵介
【はじめに】るいそう患者の救命は、栄養状態の改善を軸とした長期的な治療戦略が重要となる。血清アルブミン 1.0g/dL のるい
そう患者に対して、合併症に苦労したが無事社会復帰させることができたので、反省を含めて報告する。【症例】52 歳男性。自宅
でコンピューター関係の仕事をしていた。半年前より引きこもりがちになり、数ヶ月前から 1 日おかゆ 1 食程度の食事摂取であっ
た。動けなくなっているところを帰宅した妻に発見され救急搬送された。来院時会話可能であったが、全身に褥瘡を認め、血清ア
ルブミンは 1.0g/dL と極度の栄養不良状態であった。【経過】HCU による全身管理を行ったが、第 13 病日痰詰まりから CPA とな
るも CPR にて心拍再開し、意識も回復した。第 18 病日膿胸となるも抗生剤投与にて回復した。嚥下リハビリが進まないことから
耳鼻科医による評価を行い、第 37 病日反回神経麻痺が確認され、その 1ヶ月後誤嚥性肺炎防止と栄養状態改善のため、経皮的胃瘻
造設を行った。第 102 病日自宅退院とし、外来通院とした。退院 2ヵ月後の定期通院時には経口摂取可能となっており、反回神経
麻痺も回復していた。胃瘻閉鎖を行い通院終了とした。
【考察】るいそう患者治療は、体力低下に伴う合併症との戦いであるが、
栄養状態の改善を軸とした集学的治療により社会復帰させることができた。反回神経麻痺によると考えられる呼吸器合併症には苦
労したが、胃瘻増設により全身状態を劇的に改善することができた。意識レベルが良いことから、経鼻胃管と経口摂取にこだわり
治療を行ったが、早期に胃瘻造設を行うべきであったと考える。
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FP-016

当院 HCU における入院時嚥下評価の現状

三井記念病院

HCU

濱崎 真帆、川名 政実、神戸 智子、柏崎 アン、松本 千香江、福田 幸人
【はじめに】当病棟では 2015 年 3 月より入院患者に対して嚥下に対する自覚症状のアンケートを実施してきた。6 月に一次評価を
した際に入室患者の 8 割以上に誤嚥のリスクが高いことが分かった。【目的】今回は、誤嚥予防の働きかけにつなげていきたいと
考え、先行研究で掲示されている誤嚥性肺炎の原因になると思われる肺炎・脳疾患・消化管逆流症・食道裂孔ヘルニア、胃切後、
胃管・胃瘻造設、認知症・難病などの疾患やデバイスと入院患者の傾向を調査した。【期間・対象】2015/3～2015/8 までの HCU
入院患者 202 名【方法】後追い調査・アンケート調査【結果】入室患者全体での誤嚥ハイリスク群 148 名、誤嚥なし群 54 名。現病・
既往に誤嚥性肺炎の原因となる上記疾患を有する患者計 92 名。疾患の内訳（重複あり）肺炎 33 件（うち誤嚥性肺炎 6 件）
、脳血管
疾患 37 件、消化管逆流 7 件、食道裂孔ヘルニア 1 件、胃切後 5 件、舌手術後 1 件、パーキンソン病 2 件、ALS1 件、認知症 17 件、胃
管挿入・胃瘻造設 5 件。疾患を有する患者のうち入室時のアンケートより自覚症状ありの患者は 81 名。嚥下外来依頼件数 12 名。
ST 介入 3 名。入室 4 日目経口開始 50 名。【まとめ】今回誤嚥に注目し自覚症状のアンケートと照らし合わせて検討した際に、誤嚥
リスクがある患者のうち約 9 割に自覚症状がみられていた。しかし、自覚症状やリスクがある患者の嚥下評価や、ST 介入件数が
明らかに少ないことがわかった。【終わりに】誤嚥ハイリスク群の患者が多くいるが、嚥下評価をせずに食事を開始していること
があきらかとなったのでハイリスク患者に対して入室時から嚥下機能評価や嚥下機能を低下させない働きかけが必要である。

FP-017

言語聴覚士の早期介入により ICU 抜管患者の経口摂取にもたらす効果

医誠会医誠会病院
鹿島 秀明、久野 美咲
【目的】ICU に入室した抜管患者に言語聴覚士（以下、ST と記載する）へのコンサルテーションがもたらす経口摂取の影響を明ら
かにする。
【対象】2014 年 3 月～2015 年 3 月に ICU へ入室した救命救急科の患者で 48 時間以上の挿管管理された 68 名【方法】診療
録から後方視的にデータ収集を実施して、抜管後に ST 介入群と未介入群に分けて比較検討をした。
【倫理的配慮】当施設基準に
基づき行った。
【結果】患者属性の性別・年齢・APACHE Score・緊急手術の有無・挿管期間・ICU 入院期間・ICU 退室までの
端坐位の有無においての有意差はなかった。ICU での ST 介入率は 41.2％であった。ST 介入群で水分摂取が可能な患者は 75.0％で、
そのうち経口摂取が可能な患者は 61.9％であり、ともに ST 介入群で有意に高かった（p ＜ 0.05）
。しかし、ICU 退室～退院までの
期間には有意差を認めなかった。【考察】抜管患者に対して ST に早期コンサルテーションすることは経口摂取の促進に繋がると
示唆された。また、ST 未介入では経口摂取が進んでないことから、ICU 看護師の嚥下ケアに対する実態を調査して、嚥下ケアを
高める必要性があると考えられた。

FP-018

国際栄養調査、最下位からの脱却：その取り組みと改善点

茨城県立中央病院、2）筑波大学附属病院

1）

茨城県地域臨床教育センター

鈴木 知絵 、小沼 華子 、金澤 悦子 、星 拓男 2）
1）

1）

1）

【はじめに】A 病院 ICU はオープン型で、主治医によって栄養開始時期や内容に大きな差がみられた。そこで、現状を把握するた
め 2013 年国際栄養調査（以下 INS2013）に参加した。結果は経腸栄養投与開始時期が遅く、また、総カロリーや総タンパク量も
少なくアジアでも最下位であった。この結果を受けていくつかの取り組みを行い、2014 年国際栄養調査（以下 INS2014）では若干
の改善を認めた。今回行った取り組みと改善点、今後の課題について報告する。【方法】INS2013、2014 共に INS の対象に従い、
成人患者各 20 名を調査した。INS2013 の結果判明後 CCPG のガイドラインを基に栄養プロトコールを作成した。また、看護師で栄
養グループを作り、学習し、スタッフ間の知識の共有を図った。さらに、企業の協力を得たものやプロトコール等の学習会を開催、
ICU の回診で、看護師からも排便状況や経腸栄養投与速度などを報告し、主治医・看護師ともに栄養について考えるきっかけをつ
くるようにした。そして INS2014 に参加し取り組みの成果の確認を行い、再度検討を行った。
【結果】INS2013 では投与総カロリー
は最下位であったが INS2014 では投与量は増加していた。しかし総カロリーや総タンパク投与量は、まだ不十分であった。その一
方で経腸栄養が 48 時間以内に開始される患者が多くなっており、72 時間以降投与開始患者は減少した。【結語】経腸栄養開始時期
は早まったが、投与量の充足率が低かった。これは増量が緩やかであったこと、栄養プロトコールが十分に認知・活用されていな
いこと、看護師が主体的に栄養投与を行うだけの知識や技術が十分でないことが考えられた。今後 NST との連携や栄養プロトコー
ルの改善と認知・活用の推進、看護師の知識・技術の向上を目指した活動が必要と考えられる。
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ECMO 患者における栄養の必要性

社会医療法人社団十全会
社会医療法人社団十全会
3）
社会医療法人社団十全会
4）
社会医療法人社団十全会
1）
2）

心臓病センター榊原病院
心臓病センター榊原病院
心臓病センター榊原病院
心臓病センター榊原病院

看護部、
心臓血管外科、
循環器内科、
臨床工学科

都志 明日美 1）、坂口 太一 2）、林田 晃寛 3）、永野 範子 1）、平岡 有努 2）、中島 康佑 4）、鈴木 康太 2）、寺坂 美津子 1）、宗次 美登理 1）
急性期の栄養管理では、48 時間以内に経腸栄養（EN）を開始することが推奨されており、栄養管理を行うことで感染予防や入院
期間の減少、ICU 滞在日数など様々な効果が期待されている。また ECMO 患者における栄養管理については ELSO のガイドライ
ンでも十分なカロリーと栄養補助が不可欠としながらも詳細な記載はなく議論の余地が多い。そこで、今回 2012 年 9 月～2015 年 7
月までにおける ECMO（V-V,V-A）挿入患者 86 例を対象に ICU 滞在日数に関連すると思われる因子 37 項目について解析を行った。
結果、CHDF P ＝ 0.005、RBC P ＜ 0.0001、48 時間以内に白湯や GFO を胃内へ注入を行った群 P ＝ 0.017、48 時間以内に栄養剤と
しての注入を行った群 P ＝ 0.0005、EN で 1 週間以内に必要エネルギー（必要栄養とは当院では急性期 25Kcal/kg と設定）60％を達
成した群 P ＜ 0.0001、EF P ＝ 0.0055、Hb P ＝ 0.026、Htc P ＝ 0.025 となった。また、ステップワイズ法にて多変量解析を行った結
果、栄養 2P ＝ 0.0158、EF P ＝ 0.0023、Htc P ＝ 0.0034 となった。本解析では経静脈栄養（PN）と EN で 1 週間以内に必要エネルギー
の 60％を達成した群は残らず、EN のみで 1 週間以内に必要エネルギーの 60％を達成した群のみが有用であるとの解析結果を得る
ことが出来た。ECMO 患者は血行動態が不安定であることや腸管障害が起こる可能性が高く、EN を開始しにくい要因が多くある。
しかし、48 時間以内に EN を開始し、1 週間以内に PN ではなく EN で必要エネルギーを補うことが重要であることが示唆された。

FP-020

多職種共同型経腸栄養持続投与プロトコール導入の効果

山口県立総合医療センター
藤本 晃治、高橋 健二、伊藤 誠
【背景】当院 ICU では、24 時間以内の経腸栄養開始を基本とした栄養管理を行っている。栄養管理は、毎朝多職種でのカンファレ
ンスによりその内容を検討し実施していたが、投与速度や投与方法などに一定の基準はなく、患者毎に管理方法が異なっていた。
これにより、栄養管理に関する看護実践の確立が困難となっていた。
【目的】多職種協働型経腸栄養持続プロトコールを導入し、
安全かつ統一された経腸栄養管理が実施できる。【方法】経腸栄養持続投与プロトコールは、文献検索と多職種での検討により策
定され、その後全てのスタッフのコンセンサスを得た。プロトコールの対象となる患者は、経腸栄養実施が可能であり、経鼻胃管
から経腸栄養の持続投与が必要であると判断された患者とした。経腸栄養持続投与プロトコールの概要は以下の通りである。1. 多
職種カンファレンスで経腸栄養実施に関する検討と方針の決定を行う。2. プロトコールに従い、患者へ経腸栄養の実施を行う。3. 有
害事象が発生した場合には、医師・看護師を中心とし、実施継続の可否や対処の検討を行う。【調査期間】2015 年 5 月 1 日～7 月 31
日【結果】研究の対象となった患者は 29 名であった。調査中、プロトコール逸脱となった患者は 3 名であった。プロトコール逸脱
の理由は、胃不耐性が強く、経腸栄養継続が困難であると判断されたことであるが、嘔吐件数は 0 件であった。
【考察】胃不耐性
によるプロトコール逸脱症例に対してその兆候を早期に発見し、有害事象の発生を未然に防ぐことができた。その他の症例につい
ては経腸栄養を継続することができた。これは、プロトコール導入により、経腸栄養管理における安全性の確立と統一された管理
が可能となった結果に起因するものと考える。当院は経鼻胃管での栄養管理が行われているが、早期から安全に経腸栄養管理を実
施にするために、本プロトコールは有用であることが示唆された。

FP-021

経腸栄養プロトコール導入の試み

社会医療法人友愛会豊見城中央病院看護局、2）社会医療法人友愛会豊見城中央病院栄養科、
社会医療法人友愛会豊見城中央病院 集中治療室専従医

1）
3）

大城 和也 1）、臼井 雄一 1）、神田 奈麿 1）、堀木 香里奈 1）、兼久 絵里 1）、仲間 敏春 1）、山内 芳乃 1）、宮城 典子 2）、安里 美樹 2）、
玉城 正弘 3）
【はじめに】当院、集中治療室（以下 ICU）の 2014 年度の経腸栄養開始日は、ICU 入室 3.3 日後（79.2 時間）であった。経腸栄養管
理において看護師が参画・提案することで、より早期経腸栄養が開始できるよう経腸栄養プロトコール（以下プロトコール）の導
入を試みた。その結果と課題を報告する【期間】2015 年 4 月から 2015 年 6 月対象 ICU 入室し経腸栄養実施された患者 34 件【方法】1.
プロトコール内容：当 ICU で使用されている 6 つの経腸栄養剤、12 パターン（間欠・持続）作成しプロトコール開始基準と禁忌事
項を設定した 2．プロトコールの使用件数および経腸栄養開始日の変化【倫理的配慮】本研究以外で調査結果を使用しないことを
当院倫理委員会にて承認を得た【結果】1.ICU 看護師によるプロトコール提案は 14 件。プロトコール開始は 11 件であった 2. 主治
医によりプロトコール提案され開始されたのは 4 件であった 3. プロトコール使用せず経腸栄養開始されたのは 20 件であった 4. プロ
トコール導入後、経腸栄養開始日は ICU 入室 3.3 日後（79.2 時間）と短縮されてない【考察】早期経腸栄養開始に至っていない理
由として、プロトコールを提案し開始に至った件数より、プロトコール使用せず経腸栄養開始された件数が多いことから看護師の
提案不足が示唆される。また、循環動態が不安定な患者や消化器疾患患者など多岐に渡るため、主治医の治療方針から経腸栄養開
始が遅れた要因もあると考える。プロトコールを今後も使用し続けるにあたり、回診やカンファレンス時で主治医の方針を踏まえ、
より早期介入できるようプロトコール内容の修正と追加が必要であると考える。【課題】1. 患者の特徴を踏まえた栄養剤選択・提
案 2. 経腸栄養開始に伴い主治医の意向も確認しアプローチし続ける 3. プロトコール継続できるよう内容の修正と追加を行う
4.APACHE2 スコアを用いて重症度評価【結語】早期経腸栄養実現のために課題改善と看護師の意識向上が必要である。
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FP-022

熱傷患者重症度と栄養開始時間に関する検討

社会医療法人

製鉄記念八幡病院

看護部

入江 絢香
始めに熱傷は著しい代謝亢進状態が長時間持続する為積極的な栄養管理が重要である。当施設では熱傷患者に平均 9 時間で経腸栄
養（経口摂取、経管栄養）を開始している。今回栄養開始時間により熱傷重症度及び予後に関連するか検討した。対象 2009 年 1 月
～2014 年 10 月に熱傷で ICU に入室した患者 77 名（男性 54 名、女性 23 名）方法目的変数を栄養開始 9 時間以内及び死亡、説明変数
を年齢・性別・気道熱傷・%TBSA・BI・PBI とし統計処理。P ＜ 0.05 を有意とした。結果 1. 目的変数：経腸栄養時間 9 時間以内（N=43）
年 齢（ 歳 ） 51.9 ± 25.7 P=0.94 性 別（ 男、N=53） 30（40%） P=0.84%TBSA 19.9 ± 20.9 P=0.57BI 12.7 ± 14.7 P=0.83PBI
64.6 ± 31.6 P=0.59 気道熱傷（N=12） 7（9.3%） P=0.94 挿管（N=21） 10（13.3%） P=0.29 死亡（N=15） 6（8%） P=0.152. 目
的変数：生存（N=60） 年齢（歳） 48.7 ± 19.8 P=0.007 性別（男、N=54） 11（14.3%） P=0.58%TBSA 14.5 ± 12.0 P ＜ 0.01BI
8.5 ± 7.9 P ＜ 0.01PBI 57.2 ± 24.2 P ＜ 0.01 気道熱傷（N=14） 7（9.1%） P=0.005 栄養開始時間 9 ± 5.1 P=0.04 考察熱傷患
者において経腸栄養は 24 時間以内に開始されるのが望ましいとされる。当施設は平均 9 時間であり早期に開始できているといえ
る。平均栄養開始時間を境に重症度や予後に関連するか調べたが有意差なし。重症度や気道熱傷の有無に関係なく栄養開始してい
た。死亡症例では重症度が高く循環動態不安定であり栄養開始に時間を要すことや、栄養開始できずに死亡する例があったことで、
生存・死亡に関して有意差がみられたと考える。当施設での死亡症例の平均栄養開始時間は 12 時間であり早期に開始されている。
しかし、9 時間を境に栄養開始時間において生存・死亡に有意差はなく、重症例でも積極的な経腸栄養が必要であると考える。結
語死亡する症例ほど経腸栄養開始時間は遅い傾向にあり、熱傷重症度や予後指数、気道熱傷の有無に関係なく早期から開始してい
た。

FP-023

鈍的胸部外傷により腹腔内遊離ガスを認めた一例

信州大学医学部附属病院

高度救急救命センター

内田 宗一郎、片山 延哉、塚田 恵、新川 一樹、一本木 邦治、望月 勝徳、高山 浩史、小林 尊志、三山 浩、今村 浩
【はじめに】腹腔内遊離ガスは消化管穿孔を示唆する所見であり、手術加療を要することが多い。今回我々は鈍的胸部外傷により
消化管穿孔を伴わない腹腔内遊離ガスをきたした症例を経験したので報告する。【症例】6 歳、男児。乗用車に礫過され受傷した。
胸痛の訴えあり、近医へ救急搬送された。両側気胸、両側肺挫傷、縦隔気腫、肝表面に沿った腹腔内遊離ガス、肝損傷（Ib 型）、
第 4 肋骨骨折と診断され、加療目的に当院へ転院搬送された。腹部は平坦軟、圧痛なし、腸蠕動音聴取し、異常所見を認めなかった。
同日、食道造影検査を施行したが、明らかな造影剤の漏出を認めなかった。消化管穿孔は否定的と考え保存的加療の方針とし、第
2 病日飲水開始、第 3 病日食事開始したが、腹膜刺激症状の出現なく経過した。第 5 病日胸腹部造影 CT 施行し、気胸、縦隔気腫、
腹腔内遊離ガスは残存するも改善傾向であった。第 6 病日自宅退院となった。【考察】本症例においては鈍的胸部外傷により気胸、
縦隔気腫が生じ、一過性の胸腔内圧上昇により腹腔内へと空気が流出したものと考えられた。解剖学的には縦隔から食道、大動脈
の周囲を介し、腹腔内、後腹膜への交通があり、空気の流入した報告がある。胸部鈍的外傷により生じた腹腔内遊離ガスは希な症
例であり文献的考察を加えて報告する。

FP-024

腹部刺創症例に対し ,MDCT 及び審査腹腔鏡が有用であった一例

千葉労災病院

1）

救急・集中治療部、2）千葉労災病院

外科

高村 卓志 、安富 淳 、草塩 公彦 、松本 正成 、鈴木 大 2）、飯田 文子 2）、今村 南海子 2）、岡田 奈美 2）、森脇 龍太郎 1）、
宇田川 郁夫 2）
1）

2）

2）

2）

症例は 64 歳 , 女性。自傷行為により腹部を刺傷し当院救急外来受診。来院時刃物は抜去されており , 圧迫にて止血された状態であっ
た。来院時 vital は BP 100/50mmHg,HR60/min と安定しており , 採血上は Hb8.4 と軽度の貧血を認める以外には明らかな異常所見
は認めなかった。造影 CT にて腹直筋血腫を認めるものの , 腹腔内遊離ガスや腹水などは認めなかった。腹腔内損傷の可能性は否
定できなかったため , 緊急で腹腔鏡下試験開腹術を施行した。腹膜内に血腫を認めるものの , 明らかな腹水や臓器損傷は認めず , 緊
急開腹手術を回避した。術後は集中治療室で管理を行ったが , 術後経過は良好で , 術後 8 日目に軽快退院となった。全身状態が安定
した鋭的損傷における治療方針については , 試験開腹術のみでなく低浸襲な内視鏡的診断が用いられることがある。今回我々は , 低
侵襲かつ正確な診断を行うために審査腹腔鏡と MDCT を用いて , 正確な診断をつけることができた。若干の文献学的考察を行い報
告する。
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FP-025

急激な呼吸・循環不全により経皮的心肺補助装置装着を要するも救命できなかった頚髄損傷の 1 例

松戸市立病院

救命救急センター

遠藤 英樹、庄古 知久、漆畑 直、千田 篤
34 歳男性。バイク対車の交通外傷で救急搬送された。来院時、四肢の感覚および運動神経の麻痺を認めた。精査の結果、第 5 頚椎
脱臼骨折を認めた。その他に大きな外傷は認めなかった。損傷高位は C4 で、American Spinal Injury Association Impariment
Scale A であり、神経学的予後は不良と考えられた。腹式呼吸も認め、外来で気管挿管、人工呼吸器管理となった。ICU 入室後、
ハローリングで牽引・固定を行い、第 2 病日には、ハローベスト装着を行った。また、第 2 病日より肺炎に対し抗生物質投与を開
始した。第 5 病日より 40℃前後の発熱、酸素化の低下を認めるようになり、第 9 病日には人工呼吸器設定では改善不能な酸素化低下、
換気不良を起こし、血圧も低下したため、経皮的心肺補助装置装着となった。CT では、緊張性気胸や肺塞栓は否定的であり、肺
炎像も軽度であった。採血では、クレアチンキナーゼの上昇（最高値約 340000U/l）
、腎機能障害を認めたが、悪性症候群を積極
的に疑わせる薬剤投与はなかった。その後、無尿となり、高カリウム、高リン、低カルシウム血症から心停止となったため、持続
的血液濾過透析を開始した。電解質異常が改善すると心機能は回復したが、呼吸機能は回復せず、PaO2/FiO2 比は 100 以下、高い
吸気圧にも関わらず換気不良の状態が続いた。両肺に多量の痰貯留を認め、連日気管支鏡で吸痰を行った。心肺補助装置の交換を
二度行うも、第 23 病日脳幹反射消失、脳波平坦となった。第 31 病日死亡確認となった。本症例のように頚髄損傷から急激な呼吸・
循環不全の経過をたどり経皮的心肺補助装置を装着した症例の報告はない。頚髄損傷に典型的な呼吸器合併症である肺炎、無気肺
および横隔膜機能不全を起こした経過とも異なり、病態生理学的な側面から考察を行い報告する。

FP-026

外傷性膵損傷と腕神経叢引き抜き損傷を合併した交通外傷の 1 例

国立病院機構

長崎医療センター

増田 太郎、日宇 宏之、増田 幸子、山田 成美、中道 親昭、高山 隼人
症例は 34 歳男性。バイクの自損事故で救急搬送された。離島の搬送先病院で施行された造影 CT で右鎖骨窩動脈損傷による出血性
ショックを疑われ、経口気管挿管後、集学的治療目的に当院にヘリ搬送となった。来院時の血圧は 128/74mmHg、脈拍は 100 回 / 分、
呼吸数は 30 回 / 分、呼吸音良好で左右差なし、末梢冷感・湿潤あり、意識レベルは GCS E1VTM5、瞳孔 2.0mm/2.0mm 対光反射
‐ / ‐ 、右顔面発汗低下、右上肢麻痺を認めた。血液検査で膵酵素上昇を認め、画像検査では右腎周囲に腹水の貯留を認めたが、
主膵管の拡張や膵の造影不良は認めなかった。その他、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、右鎖骨骨折、右血胸など認めた。右鎖骨窩
動脈の血管外漏出像は認めなかった。右上肢麻痺は腕神経叢引き抜き損傷を疑った。保存的治療の方針となり、救命センターに入
院となった。入院翌日に右血胸の増悪を認めたため、胸腔ドレーンを留置した。意識状態の改善に乏しく、呼吸状態も多発肋骨骨
折により不安定であったため、入院 6 日目に気管切開を行った。また、膵酵素上昇は改善傾向にあったが、腹水は増加傾向にあり、
外傷性膵損傷と診断した。治療として W-ED tube を留置し、非脂肪製剤の経管栄養を開始した。以後は、エコーおよび造影 CT で
仮性膵嚢胞のフォローを行った。治療開始後 5 週間目に ICU を退室した。経口摂取を開始し、腹部所見や画像所見の増悪を認めな
かったことから、脂肪制限食を開始し、徐々に食上げを行った。現在は常食で問題なく経過しており、独歩退院し、今後は MRI
で診断された腕神経叢引き抜き損傷に対して治療を行う予定である。外傷性膵損傷は鈍的外傷の中でも稀であるが、外傷性膵損傷
に腕神経叢引き抜き損傷を合併した報告はこれまでに認めなかった。貴重な症例を経験したので報告する。

FP-027

20m の高さからコンクリートに転落して受傷した多発外傷患者の 1 救命例

岡山赤十字病院

麻酔科

角谷 隆史、溝渕 有助、石川 友規、進 吉彰、三枝 秀幸、小林 浩之、奥 格、實金 健、福島 臣啓、時岡 宏明
【症例】23 歳男性。高所作業中に誤作動したクレーンに接触し、20m の高さからコンクリートに転落して搬送された。
【経過】意
識は清明であったがショック状態であった。造影 CT 検査により骨盤骨折、外傷性胸部大動脈損傷、右脛腓骨開放骨折、右踵骨開
放骨折、左足関節脱臼骨折、第 6 頸椎骨折、右眼窩内壁骨折と診断し ICU に入室した。extravasation を伴う骨盤骨折に対して塞栓
術、創外固定を行った。外傷性胸部大動脈損傷に対してステントグラフト内挿術を開腹下腸骨動脈アプローチで試みたが、開腹し
たところで著明に血圧が低下した。後腹膜出血がコントロールできなくなる可能性があり中止となった。損傷血管破裂予防のため、
降圧療法、絶対安静で保存的に経過を見た。降圧療法、造影剤の使用、横紋筋融解症による影響から良好な利尿は得られず、第 3
病日に血清 Cr が 1.6mg/dl まで上昇し、溢水による呼吸不全、DIC、肝不全、脳室内出血も認めた。出血リスクのため、血液浄化
法の導入は可能な限り遅い方が望ましかった。早急なステントグラフト内挿術が必要と考え、骨盤出血の止血が得られていると判
断した第 10 病日に大腿動脈よりステントグラフト内挿術を施行した。術後は降圧目標が緩和され、腎機能は改善して安静度制限
も軽減されたことから各部位の整形外科手術を進めることができた。全身状態は改善して第 14 病日に抜管した。塞栓術の合併症
である臀部褥瘡等の疼痛の治療に難渋したが、第 46 病日に集学的治療は必要なくなり ICU を退室した。第 195 病日には松葉杖に
よる歩行で退院した。
【結語】高所転落による多発外傷の救命には難渋することが多い。本症例は出血の制御や損傷血管破裂予防
のための血圧管理と、重要臓器の血流維持を両立するのに苦慮した。すべての臓器を治療しなくてはならない立場として、他科と
綿密な連携を取りながら治療の順序のマネジメントを適切に行うことが重要である。
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FP-028

当院救命救急センターに搬送された墜落外傷症例の検討

東京医科大学

八王子医療センター

救命救急センター

守屋 まり子、上野 恵子、弦切 純也、新井 隆男
【背景】救命救急センターに搬送される墜落外傷は、高エネルギー外傷であり、多発外傷の合併が多く、生命予後を左右する。近
年では超高齢化社会に伴い、高齢者の墜落外傷症例が数多く搬送される。
【目的】当院救命救急センターに搬送された墜落外傷症
例において、15～64 歳の非高齢者群と 65 歳以上の高齢者群に分類し、調査した。【方法】2010 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで
の 6 年間に当院救命救急センターに搬送された 15 歳以上の墜落外傷症例 62 例を対象とした。非高齢者群と高齢者群で、墜落原因、
受傷部位、ISS（Injury Severity Score）、転帰などについて診療録をもとに後ろ向きに検討した。
【結果】全症例 62 例中、男性 55 例、
女性 7 例、平均年齢 60.5 歳（15～90 歳）だった。非高齢者群と高齢者群は、それぞれ 31 例であった。墜落原因は、非高齢者群で
は工事現場等の勤務中の作業が最も多く（15 例）、高齢者群では自宅での事故が最も多かった（20 例）
。受傷部位（AIS 区分）に
おいては、非高齢者群で四肢、高齢者群では頭頸部が最も多く半数を占めていた（54.8%）。平均 ISS は非高齢者群で 14.0（1-38）
、
高齢者群で 14.7（1-50）だった。非高齢者群では全例が生存し、自宅退院もしくは転院となったが、高齢者群では 3 例が死亡退院
となった。3 例の死亡原因は、DIC、急性呼吸不全、急性硬膜外血腫であった。
【考察】墜落外傷は高齢者の一般事故による受傷も
多く、受傷部位を多部位に認める。中でも頭頸部外傷、四肢外傷の合併を念頭に、受傷機転、年齢等も念頭に置き、診断、診療に
あたることが肝要と考える。

FP-029

外傷性気胸により気管支の圧排を認めた一例

武蔵野赤十字病院

救命救急センター

本澤 大志、安達 朋宏、平山 優、東 秀律、安田 英人、三浪 陽介、原 俊輔、原田 尚重、勝見 敦、須崎 紳一郎
【症例】70 歳女性【現病歴】 自宅にて転倒し、右側胸部を打撲した。翌日から疼痛に加えて呼吸困難感が出現し、改善を認めな
いため救急搬送となった。来院時はバイタルサインに大きな異常を認めず、胸部 CT で右第 9 肋骨骨折と右の軽微な気胸と皮下気
腫を認めたが、自宅にて経過観察となった。その 2 日後に再度呼吸苦を主訴に救急搬送となり、胸部レントゲンに 3 度の右気胸と
著明な皮下気腫と縦隔気腫を認め、胸腔ドレーン管理下に入院となった。入室直後から皮下気腫の持続的な拡大を認めたため、入
院当日に 2 本目の胸腔ドレーンの留置を行った。Nasal High Flow にて呼吸サポートを続けたが、皮下気腫は上半身全体にまで拡
大した。第 3 病日に施行した胸部 CT では気管支の圧拝所見を認め、第 4 病日に外傷性気胸に対して肺部分切除術を施行した。右
の第 9 肋骨の骨片が胸腔内に突出し、これと一致した部位に拝挫傷 1b を認め、同部位を切除した。手術翌日に施行した胸部 CT で
は気管支の圧排像は改善を認めた。術後、徐々に呼吸状態の改善を認め、皮下気腫は消退傾向となり、第 8 病日に抜管、第 10 病日
に ICU 退室となった。
【考察】 胸腔内圧の上昇により心臓の拡張不全をきたす症例は散見されるが、本症例では循環不全を認めず、
皮下気腫ないし縦隔気腫による気管支の圧排を認めた症例であった。 皮下気腫の進行が著しい気胸に対しては手術適応が考慮さ
れるが、その明確な基準はない。早期の手術適応が考慮された本症例を経験し、外傷性気胸に対する手術適応基準を検討していく
必要があると考えた。

FP-030

広範囲熱傷受傷 2 日目に生じた Toxic Shock Syndrome

JCHO 中京病院
米田 和弘、大須賀 章倫
Toxic shock syndrome はグラム陽性球菌（GPC）の外毒素によって生じる全身性炎症を主体とした疾患であり、熱傷患者にし
ばしば発生し、致死的となりうる。 症例は 55 歳男性で、特記すべき既往歴はない。仕事中にエタノールに引火し広範囲熱傷
（TBSA:46%、PBI:91.5） を 受 傷 し た。 来 院 時 バ イ タ ル は 血 圧 170/100mmHg、 脈 拍 130bpm、 呼 吸 26 回 /min、 体 温 36.4 ℃、
SpO2:100%（リザーバー10L）であり、熱傷は顔面、前胸部、両上下肢にわたっていた。気道熱傷は認めなかった。受傷後熱傷ショッ
クに陥ったが、24 時間後にはショックから離脱した。受傷後 40 時間が経過した頃から血圧 80/40mmHg、脈拍 150bpm、体温 41℃
台となり、創部の発赤、無尿、水様便を認めた。また創部のグラム染色で GPC が多数検出されたため、Toxic shock syndrome（TSS）
と診断し、ノルアドレナリン、免疫グロブリン、リネゾリド・クリンダマイシンの投与を開始した。治療開始から 18 時間ほどで
ショックを脱し、以後経過順調であり、独歩退院となった。 この患者は入院時の鼻腔 MRSA 陰性であり、ショックに陥った際
に採取した創培養からは MRSA が検出されている。すぐ隣の部屋には MRSA を持った熱傷患者が入院しており、両者の MRSA は
薬剤感受性が同じであったことから、同じ株であると考えられた。当院では日常的に 1 日 4～5 例の熱傷処置をしており、その際に
はマスク、帽子、長袖エプロン、手袋を着用して洗浄の前後で手袋を交換することにしている。創処置の順番も新鮮熱傷を先にし、
MRSA や多剤耐性菌を保有する患者の処置は後に回すように工夫している。各患者の処置終了時の手洗も徹底し、スタンダード
プレコーションを遵守している。しかし本症例では、水平感染であると思われる MRSA から TSS に至った。来院時 MRSA を保菌
していない患者でも、特に周囲で毒素産生型 MRSA が検出された場合などは、TSS が発症する危険性を常に考慮に入れておく必
要がある。
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FP-031

土砂災害において受傷した開放骨折から早期の緑膿菌敗血症ショックをきたした 1 例

獨協医科大学越谷病院

1）

救急医療科、2）県立広島病院

救急科、3）県立広島病院

形成外科

佐伯 辰彦 、板井 純治 、多田 昌弘 、竹崎 亨 、楠 真二 、山野上 敬夫 、永松 将吾 3）
1）

2）

2）

2）

2）

2）

【はじめに】土砂災害における外傷についての報告例は少ない。また、Gustilo type3 の開放骨折は高い感染率が知られている。我々
は、2014 年の広島県の土砂災害の中で土砂に流された開放骨折早期に緑膿菌敗血症を合併し上腕切断、集中治療を必要とした症
例を経験したので報告する。【症例】 患者は 64 歳男性、自宅 1 階で就寝中に裏山の土砂崩れにより 300m 以上流され、歩道上に倒
れ て い る と こ ろ を 発 見 さ れ、 救 急 搬 送 さ れ た。 来 院 時、 血 圧 50/29mmHg, 心 拍 数 113/min と シ ョ ッ ク 状 態、 意 識 は GCS
E3V5M5、体温 34.6℃だった。 全身が土砂により汚染されており、気管挿管後、全身を洗浄し、左橈尺骨開放骨折に対して、手
術室で洗浄後、前腕の創外固定を行い、ICU に入室した。この時点で前腕は血流を認めており、Gustilo type3B と判断した。抗菌
薬は、CEZ、AMK を使用した。 入院 2 日目に、血圧低下を認めた。診察上、明らかな出血源はなく、敗血症性ショックと判断
しノルアドレナリンを開始した。抗菌薬は、CEZ を TAZ/PIPC に変更した。左前腕の汚臭を認め、感染源と診断し、再手術を行っ
た。血流は途絶しており上肢温存は困難と判断し上腕切断術を行った。術後、敗血症ショックに対して CHDF、PMX を併用し、
全身状態は改善した。 入院 2 日目に採取した血液培養から P.aeruginosa を認め、汚水による緑膿菌性敗血性ショックであったと
診断した。 入院 9 日目に抜管、その後、上腕切断部の感染を認め再度デブリドメントを必要とし、入院 102 日で独歩退院した。
【考
察】 本症例では、土砂に 300m 流され、開放骨折や全身の創内に土砂が入り込み早期に緑膿菌敗血症をきたしたと考えられる。

FP-032

敗血症に伴う symmetrical peripheral gangrene の 2 例

大分大学 医学部 附属病院
竹田医師会病院 整形外科

1）
3）

高度救命救急センター、2）大分大学

医学部

附属病院

形成外科、

重光 修 1）、和田 伸介 1）、竹中 隆一 1）、石田 健朗 1）、吉田 光郎 1）、黒澤 慶子 1）、上原 幸 2）、石井 一誠 3）
対称性末梢性壊疽（symmetrical peripheral gangrene）は大きな動脈の閉塞を伴わない 2 肢以上の末梢の虚血傷害が特徴であり、
比較的稀である。今回、この症状を呈した 2 例を経験したので報告する。症例 1：84 歳男性、下血があり他院にて大腸内視鏡検査
施行され大腸憩室症からの出血と診断され入院した。発症 6 日後より 40℃の発熱、嘔吐、呼吸状態悪化しショックとなったため、
同日本院に転院した。重症敗血症と診断し治療を開始した。血液及び尿の培養から Klebsiella oxytoca が検出され、尿路感染から
の敗血症が疑われた。入院 3 日目、足背動脈は触知可だが、両足趾末梢のチアノーゼ、冷感は著明になり、入院 9 日頃には壊疽となっ
た。プロスタグランジン E1 点滴により拡大傾向や感染はなく経過観察となった。症例 2：74 歳男性、意識障害を伴う小脳梗塞で
他院にて入院加療を受けていた。入院後、発熱、DIC、腎機能悪化認め発症 5 日目に本院に転院となった。重症敗血症の診断で加
療開始した。本院入院 2 日目に循環動態悪化し NA, Vasopressin を使用したが、それ以後全指趾末梢の壊疽をきたした。

FP-033

MSSA（Methicillin-Susceptible Staphylococcus Aureus）が起炎菌と考えられる劇症肺炎の一例

川崎医科大学

1）

麻酔集中治療医学 3、2）鳥取市立病院

麻酔科

日根野谷 一 、吉田 悠紀子 、福田 直樹 、那須 敬 、片山 大輔 2）、落合 陽子 1）、花崎 元彦 1）、片山 浩 1）
1）

1）

1）

1）

【症例】65 歳男性、スイス人。3 月下旬、夫妻で日本旅行中、急に呼吸困難感を訴え当院救急外来を受診後、ICU 入室となった。
ICU 入 室 時 SpO2 ＜ 70%（100% O2）、BT: 39.8 ℃、HR:110/min、
WBC: 2,500/ μ L、CRP: 23mg/dL、と強い炎症反応と腎機能傷害を
認めた。胸部 CT 検査では右肺中下肺野を主体とする浸潤影を認めた。
心エコーでは左室壁全体にわたり diffuse hypokinesis であった。喀痰
から検出されたグラム陽性球菌に貪食像を認めたため、経口挿管後人
工呼吸器装着し、パズフロキサシン及びリネゾリドの投与を開始し
た。入室翌日急激な血圧低下と P/F ≒ 50 と極度の低酸素血症、41.1℃
の高熱を認めた。ノルエピネフリンおよびピトレシンの昇圧剤を投与
し、腎補助および抗炎症作用を目的に AN-69ST による血液浄化を開
始した。入室 18 日目に撮影した CT では入院時認めなかった多発性の
肺内嚢胞と気胸を認めた（図）。その後も粘り強く治療を継続し、入
室 55 日目、人工呼吸器補助下に帰国の途に着いた。【まとめ】MSSA
は毒性が強く、強い炎症と組織破壊を認め重篤化することがある。

－ 756 －

FP-034

縦隔リンパ節炎穿破から波及した化膿性心外膜炎の 1 例

日本海総合病院

呼吸器外科

渡辺 光、高森 聡、金子 昌行、鈴木 香菜、金内 直樹
【はじめに】化膿性心外膜炎は致死的で急性の経過を辿る疾患であり、心外膜炎の中で 0.7% と稀な疾患である。その多くは易感染
性の背景を有した患者で、肺炎や膿胸からの直接伝播を起因とする症例報告がほとんどである。今回、我々は縦隔リンパ節炎穿破
から波及した化膿性心外膜炎を救命し得た 1 例を経験した。
【症例】92 歳の女性。呼吸困難感を主訴に当院救急外来を受診。CT 検
査で縦隔炎及び心外膜炎を疑い、ドリペネムの点滴静注を開始し入院加療とした。抗生剤投与に反応を示さず、採血上炎症の増悪
及び CT 検査で心嚢液の増量を認めたため、心膜開窓持続ドレナージ術を行った。手術所見では心嚢内が膿性心嚢液で満たされて
おり、心嚢内に連続する縦隔に膿瘍腔を認めた。心嚢液の培養からは Heamophilus aphrophilus が検出された。以上の経過から縦
隔リンパ節炎穿破に伴う化膿性心外膜炎と診断した。術後は順調な経過を辿り、術後 28 日で退院した。【結語】化膿性心外膜炎は
致死的な疾患であるにも関わらず、最善の治療についてのコンセンサスは未だに得られていない。抗生剤不応である場合、心嚢開
窓術は治療選択肢として十分考慮できる点について文献的考察を加えて報告する。

FP-035

当院における心臓外科手術 104 症例の術後感染の現状

医療法人医誠会医誠会病院

1）

麻酔科、2）医療法人医誠会医誠会病院

江藤 孝史 、田中 暢 、鈴木 久人 、森口 哲也
1）

1）

1）

集中治療科

2）

【目的】心臓外科手術における術後感染予防対策は術後全身管理の必須事項である。ICU に専従する我々医療従事者（医師、看護師、
検査技師、臨床工学技士等）にとって術後感染発症の現状を知ることは、感染予防の重要性を示す貴重なデータとして集中治療の
質の更なる向上に寄与できるものと期待され、今後の術後感染対策の改善に貢献できると考えられる。【方法】今回我々は 2014 年
1 月から 2015 年 3 月までの期間における当院心臓外科手術 104 症例（緊急手術 10 例、待機手術 94 例）の術後感染症発症の現状を非
ランダム化、後ろ向きの臨床研究（倫理委員会承認番号 H27-3）として調査した。【成績】104 症例中、術後感染（創部感染、尿路
感染、肺炎、縦隔洞炎等）、術前からの診断（感染性心内膜炎）により抗菌薬を 2 剤以上使用した症例は 32 例（30.8%）であった。
また、104 例中、術後死亡は 23 例（22.1%）に認め（術後 1 日目～362 日目）
、この 23 例中術後感染併発症例が 8 例（7.7%。術後 8 日
目～60 日目に死亡。肺炎 5、敗血症 2、縦隔洞炎 1）であった。この 8 例の重症因子として、緊急手術 3 件、透析患者 2 件、術後再
手術施行 2 件であった。この 8 例において術後抗菌薬は 2～6 剤投与し（MINO ミノサイクリン 4 例、SBT/CPZ セフォペラゾン・ス
ルバクタム 3 例、CLDM クリンダマイシン 2 例、TAZ/PIPC タゾバクタム・ピペラシリン 2 例）、投与期間も 8 日間～43 日間であっ
た。この 8 例の術後培養検査結果からは肺炎桿菌 2 例、多剤耐性緑膿菌 1 例、MRSA1 例が検出された。【結論】緊急手術、透析患
者といった重症因子を有する症例では適切な抗菌薬投与等、術後感染対策を慎重に行い術後肺炎や敗血症等の重症化を防ぐことが
術後 ICU 管理に重要となる。

FP-036

当院において治療を行った破傷風患者 8 名の検討

徳島赤十字病院

麻酔科

藤本 智子、加藤 道久、福田 靖
破傷風は、破傷風菌（clostridium tetani）が産生する毒素の一つである神経毒素により強直性けいれんを引き起こす感染症である。
1952 年に破傷風トキソイドワクチンが導入され、1968 年にはジフテリア・百日咳・破傷風混合ワクチンの定期予防接種が開始さ
れて以降は患者数は減少し、年間の患者報告者数は 30 から 50 人にとどまっている。しかし依然致命率が高く、診断の遅れが予後
に大きく影響するため症状から破傷風を疑ってかかることが大切であり、医療者が遭遇する機会が減少している今日、過去の症例
検討は有用と考える。今回、過去 5 年間に当院で治療した破傷風患者 8 名の診療録より、受傷機転、ICU 入室までの経過、臨床症状、
治療経過等を検証した。また当院では痙攣の治療に低用量マグネシウム持続静注を用いており、マグネシウム投与により挿管を回
避できたと考える症例が 3 例存在した。文献的考察を踏まえて報告する。
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FP-037

当院で経験した破傷風症例の検討

北里大学

医学部

救命救急医学

山谷 立大、服部 潤、神應 知道、竹内 一郎、片岡 祐一、浅利 靖
破傷風はワクチンなどの普及に伴い減少傾向にある疾患であるが , 本邦ではいまだ年間 100 例近い症例が報告されている。死亡率
は 15～40% と言われているが , 予防が重要であると同時に重症例に関しては適切な気道 , 呼吸 , 循環管理が必要となる。今回 2010
年 4 月～2015 年 8 月までに当院に入院した破傷風患者 8 例（29～74 歳）についてその背景 , 治療内容 , 経過について検討を行った。
比較的若年者の症例は刺創や挫傷を認めたが , 高齢者では特に体表に外傷等を認めない症例が多かった。これは高齢者では若年者
に比較し抗破傷風毒素抗体の保有者が少なく , 明らかな外傷がなくとも微細な破傷風菌侵入により発症に至るためと考えられた。
気道管理に関して 3 例は退院まで自然気道で管理 , 2 例で予防的気管挿管 , 3 例で緊急気管挿管を行った。挿管管理となった 5 例はい
ずれも長期挿管となり , 全例で気管切開が必要となった。また抜管を試みたものの抜管時の刺激によると思われる硬直が出現し再
挿管となる症例もあった。当院で経験した 8 例は全例生存退院となったが , それぞれ異なる管理が行われており , 今回はそれらの妥
当性について文献的考察を加え報告する。

FP-038

特発性腸腰筋血腫を併発した破傷風の一例

総合病院

国保旭中央病院

救急救命科

林 栄里、高橋 功、糟谷 美有紀、伊藤 史生、大菅 健嗣、伊坂 晃、増渕 高照
【症例】84 歳女性【主訴】開口障害【現病歴】当院受診 13 日前に、転倒による顔面挫創で近医にて治療。3 日前からの開口障害を
主訴に救急外来を受診した。来院時、約 1 横指程度の開口障害があったが、その他バイタルサインを含め異常所見を認めなかった。
顔面の挫創部位は痂皮化していた。MRI で左顎関節前方脱臼の診断を得て、非観血的整復術を施行した。3 日後、開口障害が残存
するため口腔外科に入院。全身麻酔下での整復を実施。開口障害は改善したが、約 12 時間後より再出現。意識障害、呼吸状態の
悪化も伴っていたため救急科に転科となった。救急医診察時、苦悶様で意識障害：GCS8（E2 V1 M5）
、血圧上昇（200/100mmHg）、
頻脈（180 回 /min）
、低酸素血症（SpO2 60%）を認めストライダーを聴取した。気管挿管（経口的）を行い、ICU 入室となった。
翌日に後弓反張および咬筋と胸鎖乳突筋の拘縮が出現したため、破傷風と診断し、治療開始となった【ICU 入室後の経過】十分な
鎮静下に、PCG（400 万 U、1 日 6 回）、破傷風トキソイド、抗破傷風ヒト免疫グロブリンを投与し、マグネシウムを高値に維持す
るように管理した。心房細動に対してはヘパリンの持続投与を行った。第 7 病日に急激なヘモグロビン値の低下があり、CT で右
腸腰筋血腫を認めたため、緊急塞栓術を実施した。第 10 病日に顔面の挫創部位より出血と浸出液が漏出し創部洗浄を行ったとこ
ろ、木片が残存していた。創部の十分な洗浄とすべての異物を除去した。抗生剤を PIPC/TAZ に変更し、第 19 病日に抗生剤投与
終了、第 23 病日に一般病棟に転棟した。現在も入院加療中であるが、意識は清明でリハビリを行っている【まとめ】本邦では、
破傷風は年間 100 例程度発症するが、治療経過中に特発性腸腰筋血腫を併発し緊急塞栓術を施行した稀な 1 例を経験したので、文
献的な考察を加えて報告する。

FP-039

出産後にリステリア髄膜炎をきたしたが母児ともに救命しえた抗リン脂質抗体症候群合併 SLE の一例

横浜市立大学附属病院 救急部、2）横浜市立大学大学院医学研究科 病態制御内科学、
横浜市立大学大学院医学研究科 病態免疫制御内科学、4）横浜市立大学大学院医学研究科

1）
3）

救急医学

峯岸 慎太郎 、杉山 裕美子 、土田 奈緒美 、神山 玲光 、峯岸 薫 、浜 真麻 、吉見 吉見 3）、桐野 洋平 3）、上田 敦久 3）、
森村 尚登 1,4）
1,2）

3）

3）

3）

3）

3）

抗リン脂質抗体症候群（APS）を合併した全身性エリテマトーデス（SLE）の妊娠では、母児ともに重篤な合併症をきたす可能性
があり、厳重な管理が必要とされる。症例は 24 歳女性。20 歳時に SLE および APS と診断され、プレドニゾロン（PSL）
、免疫抑
制剤、抗凝固薬による治療を行っていた。妊娠成立後はヘパリンカルシウム皮下注射と少量の PSL・免疫抑制剤の内服で病状は安
定していたが、妊娠後期に SLE が再燃。妊娠 33 週で妊娠高血圧症および胎児発育不全を認め緊急入院となった。降圧管理を行い、
血小板低下に対して PSL60mg/day に増量するも、尿蛋白が増加したため、妊娠 34 週に帝王切開にて出産した。APS に対して出産
後に抗凝固療法を再開したところ、出血性ショックとなり集中治療を要した。その後、SLE に対する治療としてシクロフォスファ
ミドパルス療法を施行し、全身状態は改善していたが、悪寒・戦慄を伴う発熱、頭痛、多関節痛が出現。髄液検査で髄膜炎の所見
あり、MEPM+VCM+ACV を開始。髄液培養で Listeria monocytogenes が検出されたことから、リステリア髄膜炎と診断し、
ABPC12g/day に変更して治療が奏効した。児は出生後 NICU 入院となったが、新生児ループスなどの合併症は認めず、生後 6 週
で退院となった。Listeria monocytogenes はグラム陽性細胞内寄生菌であり、敗血症や髄膜炎などの重症感染症を引き起こすこと
が知られている。食品媒介感染症であるが、急性胃腸炎症状を呈することは少なく、新生児、妊婦、高齢者および免疫不全患者で
は考慮すべき起炎菌の一つである。本症例は、厳重な妊娠・出産管理と集学的治療により母児ともに救命し得た。
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FP-040

高血糖高浸透圧症候群，両下肢壊疽，敗血症性ショックを主病態として入院した蝿蛆症の一例

国立病院機構名古屋医療センター
豊橋ハートセンター 麻酔科

1）
3）

集中治療科、2）国立病院機構

名古屋医療センター

総合内科、

森田 恭成 1）、近藤 貴士郎 1）、安藤 諭 2）、村田 哲哉 3）、鈴木 秀一 1）
【症例】元来病院受診歴のない 43 歳女性 . 入院 1ヶ月前より腰痛のため歩行困難となり，自宅のソファに座りながらの生活を続けて
いた .3 日前より食事摂取困難となり，入院当日体動困難と意識障害を認め家人が救急要請した . 家はゴミにまみれ，患者本人の下
肢を中心に蛆が大量に湧いていた . 来院時頻脈，頻呼吸，両下肢腐敗，著明な高血糖と乳酸アシドーシスを認めた . 高血糖高浸透圧
症候群，両下肢壊疽，敗血症性ショックとして ICU 入室の上，壊疽部の洗浄とデブリドマンを行いつつ，全身管理を行った .1 回 /
日の洗浄とデブリドマンにより第 4 病日には蛆は死滅し，悪臭も改善 . 脱水の補正とヒューマリン持続静注により血糖値も安定化
してきた . 画像評価の結果，両下肢骨髄まで炎症が及んでいること判明し，第 11 病日全身麻酔下で両下肢切断術施行した . 術後も
人工呼吸管理継続し第 14 病日に人工呼吸離脱，第 15 病日に一般床転床となる .【考察】本症例は未治療の糖尿病と体動困難に伴う
脱水状態と劣悪な環境により，両下肢壊疽となり蝿蛆症を来したと考えられる . 広範囲の壊疽にも関わらず，全身状態が比較的良
好であったのは蛆による壊死組織の貪食の効果の可能性もある . 若干の文献的考察をふまえつつ報告する .

FP-041

消化器外科手術後に Aeromonas hydrophilia 感染症を発症し急激な経過をたどった 2 症例

名古屋大学大学院

1）

医学系研究科

麻酔・蘇生医学講座、2）名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学

尾関 奏子 、貝沼 関志 、高橋 英夫 、鈴木 章悟 、市川 崇 、青山 正 、石田 祐基 、平井 昂宏 1）、林 智子 1）、西脇 公俊 1）
1）

1）

2）

1）

1）

1）

1）

Aeromonas hydrophila は海 水，淡水，土壌に生育するグラム陰性通性嫌気性桿菌で，感染経路は経口感染，もしくは，創傷感染
とされている。一般的に病原性は弱いが，易感染性宿主では一旦発症すると重篤化し致命的な経過をとることもある。われわれは
消化器外科手術後に Aeromonas hydrophila 感染症を発症し、急激な経過をたどった 2 症例を経験したので報告する。【症例 1】63
歳男性。慢性多発根炎に対してステロイドを内服していた。胃癌術後の胸部中部食道癌に対し、胸腔鏡下食道癌切除再建術を施行
した。手術当日に抜管されたが、第 1 病日に呼吸状態悪化のため再挿管となった。第 2 病日朝よりショックバイタルとなった。同
日夕には皮膚の発赤がみられ急速に増大し、皮下組織の壊死を認めたため壊死性筋膜炎と診断し、デブリドマンを行った。第 3 病
日朝には壊死範囲が拡大したため、再度デブリドマンを行ったが、全身状態の悪化が進行し、同日午後には死亡された。第 1 病日
に採取された血液培養から Aeromonas hydrophila が検出された。
【症例 2】75 歳女性。他院で胃全摘出術を施行されたが、手術中
より血圧が低く、カテコラミン投与を必要としていた。術後も輸液に反応しない低血圧が続き、第 2 病日に皮下出血の急速な増大
と CT での皮下組織壊死を疑われ、全身管理目的で当院に転送となった。その後も全身状態、皮膚症状が悪化し、第 3 病日に死亡
された。当院入院時のドレーン培養から Aeromonas hydrophila が検出された。両症例とも、手術後に使用していた抗生剤はそれ
ぞれの菌に対して感受性良好であったにも関わらず、血液浄化を含めた治療に反応せず、急激に全身状態が悪化した。Aeromonas
hydrophila 感染症に壊死性軟部組織感染を併発した場合は予後不良であると言われている。術前に免疫能を評価し、栄養管理を
行って bacterial translocation のリスクを低下させ、発症を予防することが重要である。

FP-042

トラクター外傷の経過中に敗血症性ショックに至った一例

君津中央病院

1）

救急・集中治療科、2）諏訪中央病院

内科総合診療部

安部 香緒里 、北村 伸哉 、加古 訓之 、大谷 俊介 、大村 拓 1）、岡 義人 1）、五十嵐 一憲 2）
1）

1）

1）

1）

【症例】83 歳男性。トラクターが自走し、水田で作業中の患者の右体幹部を轢過されているところを発見され救急要請となった。
来院時 BP63/41mmHg、HR91/min とショックバイタルであり、FAST でモリソン窩陽性であった。意識は GCS で E3V4M5、体温
32.4℃、右前腕に表皮剥離を伴う汚染創を数か所認めた。造影 CT にて、右副腎動脈より造影剤の extravasation を認めた為、経カ
テーテル下動脈塞栓術（Transcatheter arterial embolization；TAE ）施行後、ICU に入室した。来院当初より汚染創に対し感染
予防目的にセファゾリンを投与していた。ICU 入室後、徐々に血圧は安定し、ショックを離脱したものの、入室 3 日目から乏尿と
なり CHDF を開始した。4 日目から 39℃台の発熱がみられ、sBP70 台、HR120 と再度ショック状態に陥った。敗血症性ショックを
疑い各種培養検査を施行し、抗菌薬をメロペネムに変更した。後日血液培養 2 セットから Aeromonas hydrophila が検出されたた
め抗菌薬にレボフロキサシンを追加した。7 日目には循環動態が安定し、解熱したため de-escalation therapy としてセフトリアキ
ソンに変更した。12 日目には人工呼吸器より weaning でき、13 日目には尿量も回復したため CHDF を離脱、22 日に ICU 退室となっ
た。
【考察】A．hydrophila はグラム陰性通性嫌気性桿菌で、河川や土壌などに広く分布している。A.hydrophila の主な感染経路は、
経口からであるが、皮膚・軟部組織感染症からの経路による発症頻度は少ない。本症例は発症以前に消化器症状なども無く、水田
で受傷した際に右腕の創部から A.hydrophila が侵入した可能性が高い。本菌はβ－ラクタマーゼを産生するため、第 1・2 世代セ
フェム系抗菌薬には感受性が低いため、ニューキノロン系、第 3 世代セフェム系、モノバクタム系、カルバペネム系などが適応と
なる。本症例のような泥に汚染された外傷では感染の可能性を考慮し、第 3 世代セフェム系等の抗菌薬を選択すべきであった。
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FP-043

急性腎盂腎炎を契機に、殿筋の化膿性筋炎及び横紋筋融解症をきたしたと考えられる 1 例

静岡県立総合病院

高度救命救急センター

成田 知大、春田 浩一、三宅 章公
【背景】 化膿性筋炎は骨格筋に血行性に感染が生じる疾患で、熱帯地域、免疫不全者に多いと報告されている。また、多くの報告
で Staphylococcus aureus が起因菌とされている。 今回、糖尿病等の既往がない患者で、腎盂腎炎を契機に、E.coli が起因菌の化
膿性筋炎及び横紋筋融解症をきたした 1 例を経験したため報告する。【症例】77 歳女性。前日までは軽度の食欲低下のみで、他特
記すべき症状は認めなかった。当日朝ベッドから起床しようとした際に左大腿部付け根の痛みがあり、動作不能であるため、大腿
骨頚部骨折が疑われ当院に救急搬送となった。来院時の vital sign BP118/65mmHg HR96/min BT36.6℃で発熱は認めず、左大腿
骨頚部に強い圧痛を認めた。レントゲン、腹骨盤単純 CT 検査を撮影したが、殿筋の腫大のみで大腿骨に骨折の所見は認めず。右
腎盂腎炎の所見あり。採血では WBC20000/ μ l, CRP18mg/dl, CK5600U/L Cr1.7mg/dl と炎症反応、クレアチニンキナーゼの上昇、
腎機能低下の所見を認めた。腎盂腎炎のみでは病態を説明できないことから、骨盤部 MRI を撮影したところ、中殿筋、小殿筋に
著明な炎症性浮腫を認め、化膿性筋炎と考えられた。尿検査のグラム染色でグラム陰性桿菌が検出されたため、TAZ/PIPC を開
始の上、入院管理とした。入院直後より 40℃台の著明な発熱が出現した。入院後、尿量低下がしばらく継続していたが、輸液負
荷により徐々に改善を認めた。入院翌日、培養検査より E.coli が検出されたことから、腎盂腎炎を契機に発症した化膿性筋炎であ
ると考えられた。その後も抗菌薬投与を継続し全身状態の改善を認めた。
【考察】化膿性筋炎は近年報告例が増加してきており、
温暖化に伴い今後さらに流行する可能性がある。筋痛を認める場合、外傷に加えて化膿性筋炎を念頭に置き、精査することが必要
であると考えられる。

FP-044

急性呼吸促迫症候群を呈した粟粒結核に両側気胸を発症した 1 例

岩手県立中央病院

ICU 科

梨木 洋、宮手 美治
【はじめに】急性呼吸促迫症候群（acute respiratory distress syndrome:ARDS）の原因として粟粒結核は 2% を占め，粟粒結核に
ARDS を合併する頻度は 7% とされる．粟粒結核に気胸を併発したという報告は少なく，検索した限りでは我が国で文献として報
告されている症例は小児を除けば 6 症例である．我々は，ARDS を呈した粟粒結核に両側気胸を発症した 1 例を救命することがで
きなかった．病理学的な検討を加え報告する．
【症例】42 歳男性【既往歴】膀胱癌 入院 1 年前に経尿道的膀胱腫瘍切除術（TUR-Bt）
を受け経過観察となっていた．
【経過】入院 3 週間前に膀胱腫瘍に対して当院で TUR-Bt を受けた．術後の発熱を主訴に当院を受診
し，尿路感染症の診断で入院した．抗生剤に反応せず，呼吸状態が悪化した．ARDS になり，胸部 CT では全肺野にびまん性のす
りガラス陰影を認めた．痰，尿の抗酸菌塗抹と結核 polymerase chain reaction（PCR）検査が陽性であっため，粟粒結核と診断し
た．人工呼吸器管理，抗結核薬の投与を含めた集学的治療を行ったが，経過中に両肺に気胸を発症した．ドレナージするも改善な
く，第 49 病日に死亡した．病理解剖を行った．ホルマリンを気管支から注入すると右肺は気腫性変化部の数か所からじんわりと
漏れがあり，左肺は 1 か所吹き出す程度の漏れがあり，それぞれが気胸の責任病変と考えた．陳旧性肺結核を認め感染した時期は
不明だった．膀胱腫瘍と考えたものは尿路結核だった．【最終診断】粟粒結核，ARDS，両側気胸【考察】粟粒結核に ARDS を合
併すると予後が極めて不良とされる．本症例ではさらに両側の気胸の発症が重なった．ARDS を伴う粟粒結核に対して人工呼吸管
理を行う場合は，気胸を発症しうるリスクを考慮し，陽圧換気による圧損傷に特に注意が必要であると考えた．
【結語】ARDS を
呈した粟粒結核に両側の気胸を発症した 1 例を経験した

FP-045

健常高齢者に生じた多発外傷後のサイトメガロウイルス（CMV）腸炎の一例

高知医療センター、2）檮原病院

1）

山本 浩大郎 1）、村西 謙太郎 1）、野島 剛 1）、盛實 篤史 2）、田村 竜 1）、大西 広一 1）、大森 貴夫 1）、石原 潤子 1）、喜多村 泰輔 1）
CMV 感染症は免疫不全状態の患者で問題となることが多く、健常者の CMV 感染の報告は少ない。今回、多発外傷後に CMV 腸炎
を発症した一例を経験したので報告する。症例は 83 歳男性、自動車運転中に誤って崖から 20m 転落し、当院へ搬送された。精査
の結果、両側肺挫傷、非損傷、腸間膜損傷（回盲部）、骨盤骨折、第 5,12 胸椎骨折を認め、骨盤骨折による出血性ショックを呈し
ていた。大量輸血を行いながら経皮的動脈塞栓術（TAE）を行い、その後骨盤骨折の創外固定術を施行した。術後は ARDS を発
症し、人工呼吸器管理となった。全身状態が改善した第 9 病日に二期的に骨盤骨折に対する内固定術を施行した。胸椎骨折に関し
ては、保存的加療とした。。腸間膜損傷に関しては第 3 病日まで血便を認めたものの、自然に改善し、経過観察の CT でも free air
を認めず、腸管損傷は否定的であった。しかし第 10 病日より水様便の量が多くなり、第 12 病日には膿様の便を認め、便中白血球
も陽性となった。CD トキシン陰性で MRSA も検出されず、抗菌薬も十分に投与されていたため経過観察としたが、症状は改善し
なかった。第 24 病日に下部消化管内視鏡検査を施行したところ、下行結腸から S 状結腸にかけて全周性に発赤、びらんを認めた。
同部位より生検を施行したところ、CMV 免疫染色陽性細胞と巨細胞を認めた。血液検査で CMV 抗原は陽性であり、CMV 腸炎と
診断し、ガンシクロビルによる治療を開始した。その後 CMV 抗原は陰性化したが、下痢便は持続していたため維持量での治療を
継続した。全身状態は安定していたためリハビリ病院へ転院し、継続加療を行うこととなった。今回 CMV 腸炎を発症した原因と
して、多発外傷やそれに伴う低栄養状態による免疫力低下、または虚血性腸炎を基板として発症した可能性が考えられた。高齢者
の多発外傷で長期管理を要する患者の下痢の鑑別として CMV 腸炎も考慮すべきと考えられた。
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FP-046

非典型的な一過性の心筋収縮障害を呈した敗血症性ショックの一例

東海大学

医学部

内科学系

総合内科

門倉 彩奈、柳 秀高、佐野 正弥、桑野 公輔、真鍋 早季、石原 徹、小松 昌道、小澤 秀樹
【症例】60 歳男性。職業小児科医師【既往歴】繰り返す前立腺炎、高血圧【現病歴】数日前より体調不良あり、頻尿を自覚していた。
入院当日朝より 38 度台の発熱を認めた。同日通勤途中に転倒した為当院へ救急搬送となった。
【来院時現症】BT:40.5 度 , HR:130/
min, BP:152/60mmHg, SpO2:92%（RA）, CVA tenderness 陰 性 , 直 腸 診 に て 圧 痛 な し【 検 査 所 見 】 白 血 球：14,000, CRP:9.75,
Cr:1.14, BUN:18, 尿中白血球 3+, 亜硝酸 -【CT】腎盂尿管の拡大なし、前立腺肥大と石灰化あり【経過】上記所見より前立腺炎疑
いで入院となり、入院 1 日目より CTRX で抗菌薬加療開始するも夕方よりシバリングと 41 度の発熱を認め、その後血圧が低下した。
敗血症性ショックの診断でノルアドレナリン（NAD）の使用開始し、心臓超音波検査を施行したところ EF:25% でびまん性の壁運
動低下を認めた。NAD 増量、バゾプレッシン、ドブタミン使用により血行動態を維持し得た。十二誘導心電図で II、III、aVf、
V4-6 の ST 上昇を認めた事から緊急カテーテル検査を行った。カテーテル検査施行直前に ST 変化は改善し、検査でも冠動脈病変
は認められず左室造影でも異常は認められなかった。その後徐々に昇圧剤減量し心機能も EF:47% まで回復した。後日アセチルコ
リン負荷試験施行するも検査は陰性であった。感染症については尿培養にて Acinetobacter baumannii が検出され、当初市中感染
として CTRX をエンピリックに開始したがカバーできていなかった為、前立腺への移行も考え CPFX に変更し全身状態安定した。
治療期間は計 6 週間とした。【考察】市中感染症にも関わらず、患者が医療従事者であった為、耐性菌が関与したと考えられる前
立腺炎の一例を経験した。治療経過中に高度のショックを呈し、敗血症に加えて心原性ショックを合併したと推測される。心筋梗
塞やたこつぼ型心筋症の典型的な所見は認めず、非常に短期間で回復したケースであった。文献的考察を交えて報告する。

FP-047

リネゾリドによる乳酸アシドーシスにより急速に死の転帰を辿った 1 例

独立行政法人

国立病院機構

東京医療センター

救急科

上村 吉生、荒川 立郎、石澤 嶺、木村 隆治、太田 慧、妹尾 聡美、鈴木 亮、尾本 健一郎、菊野 隆明
【緒言】近年国内外においてリネゾリド（LZD）に関連した乳酸アシドーシス症例の報告がみられる．LZD による代謝性アシドー
シスの発生頻度は 0.2% といわれているが，乳酸貯留の頻度は不明である．また発症した乳酸アシドーシスは中止するのみで改善
する場合や血液透析を要した症例および死亡した症例など様々である．今回我々は，肝腎機能が正常な成人男性の MRSA 菌血症
に対して LZD を使用し発症した乳酸アシドーシスにより死の転帰を辿った症例を経験したため報告する．
【症例】77 歳男性【主訴】
呼吸困難【現病歴】入院前日から嘔気が出現し持続した．呼吸困難による体動困難となったため家人が救急要請し，当院に緊急搬
送となった．【入院後経過】肺炎球菌性肺炎による急性呼吸不全に対して気管挿管，人工呼吸管理を実施し，主因として考えられ
た肺炎球菌性肺炎に対する抗菌薬投与により循環動態や血液学的炎症所見などは第 12 病日までに軽快したが，発熱は持続した．
第 26 病日血液培養からグラム陽性球菌が検出されたため LZD1200mg/day を開始した．LZD 開始後 8 日目に循環不全を伴わない乳
酸値の上昇を認め、投与開始 10 日目にさらに乳酸アシドーシスの増悪傾向を認めたため投与中止した．CHDF を導入したが第 39
病日には著しい代謝性アシドーシスを呈し第 40 病日永眠された．【考察】高齢男性の MRSA 菌血症に対して LZD を投与後に生じ
た乳酸アシドーシスにより死亡の転帰を辿った一例である．LZD は長期使用により乳酸アシドーシスを生じることが報告されて
いるが，生じた乳酸アシドーシスは中止により軽快するという報告が多い．本症例では肝腎機能が正常でありかつ 12 日という極
めて短期間で乳酸アシドーシスが生じ，また薬剤中止後 24 時間経過しても急峻な乳酸値の増悪を認めた．病理解剖結果やミトコ
ンドリア DNA の遺伝子多型についての文献的考察も含めて，本症例の経過を報告する．

FP-048

緑膿菌のカルバペネム感受性率低下に対する当院感染制御チーム（ICT）による取り組み

小樽市立病院

麻酔科

大槻 郁人
＜はじめに＞近年，新規抗菌薬の開発は激減し，現存する抗菌薬の適正使用が叫ばれる中，抗菌薬の不適切な使用により薬剤耐性
菌の出現が問題となっている．特に緑膿菌は耐性を得やすいとされ，免疫能が低下している患者に感染すると致死的な転機を辿り
うる．当院（旧小樽市立脳・循環器・こころの医療センター）における緑膿菌の薬剤感受性率の推移と感染制御チーム（ICT）に
よる取り組みと経過について報告する．＜対象と方法＞ 2010 年度上半期から 2014 年度上半期における 427 株の緑膿菌を対象に，
半年毎の薬剤感受性率の推移を分析・検討した．＜結果＞ 2010 年度上半期は緑膿菌のカルバペネム系感受性率は 90% 以上であっ
たが，2012 年度上半期には 50% 程度まで低下したため特定抗菌薬の使用届出制を開始した．その結果カルバペネム系の使用量が
減り半年後には感受性率が 70% 程度まで回復したが，その後半年で再度 40% 台まで落ち込み届出制の効果は一時的なものであっ
た．カルバペネム系を使用する患者の制限，de-escalation の推奨，PK/PD 理論に基づいた投与方法の推奨を薬剤師から医師へ個
別提言を行うことにより 2014 年度上半期には 80% まで回復した．＜考察＞特定抗菌薬の使用届出制を導入している施設は多いが，
使用届出制による使用制限のみでは抗菌薬の適正使用に限界がある．抗菌薬の不適切使用と思われる症例に対し，薬剤師が個別に
主治医へ提言することにより良好な結果を得た．薬剤耐性菌の出現を抑えるために，ICT として今後も積極的な取り組みを継続し
ていきたい．
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集中治療室における開心術患者の嚥下機能評価フローチャートの作成と妥当性の検証
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集中治療室における開心術患者の嚥下機能評価フローチャート作成と妥当性の検証【動機】集中治療室ではこれまで抜管後の嚥下
機能評価が統一されておらず、看護師個々が患者に水分摂取をさせ嚥下機能の評価を行っていた。しかし、評価には個人差があり
その客観性に疑問があった。当集中治療室に入室する割合が高い開心術患者は、人工呼吸器を装着しており、平均年齢も 66 歳と
高く、誤嚥を起こす危険性は高い。抜管後に誤嚥性肺炎をおこすと再挿管となる患者もおり、拙速な経口摂取は患者予後を悪くす
る可能性がある。そのため、経口摂取が再開されるには手術前の嚥下機能の評価が重要になる。嚥下機能評価の介入は急性期から
行うことが望ましいが、高齢者対象の嚥下機能評価用表はあるものの、集中治療室患者を対象にしたものは少ない。今回、開心術
患者の嚥下機能評価フローチャートを作成し、嚥下機能評価表の活用にて妥当性を検証する事で、看護師一人一人の評価を統一す
ることができる。また、患者の嚥下機能を客観性・画一的に評価することで、患者のみならず医師との情報の共有化を図ることが
可能になると考えられる。【倫理的配慮】琉球大学臨床研究倫理審査委員会の承認を得て研究を行う。
【方法】2015 年 9 月～11 月に
入室する開心術を行う患者に対し、嚥下機能フローチャートに沿って手術前と抜管後の嚥下機能評価表を使用し、嚥下機能の評価
を行っていく。その後、嚥下機能評価表・嚥下機能フローチャートが客観的・画一的に行われているか評価する。過去 1 年間の開
心術後の誤嚥性肺炎及び誤嚥リスクがある患者の発生率と調査期間の発生率を把握し比較する。
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鎮静管理における患者の健康意識とは～見た目の変容に対しての家族の反応と看護師が行った維持的介入～

独立行政法人国立病院機構災害医療センター

9 階 ICU

小山 千桜里、中村 香代、八ッ繁 寛
【はじめに】入院生活や挿管管理、鎮静化を行うことによって、自らの健康的な外観を保つことが困難となった女性患者や、その
患者を目の当たりにする家族の抱える想いに対して、看護師が出来ることはないかと着目した。整容に焦点を当て援助することで
変化する患者、家族の双方のニードについて、一連の所見を得たので振り返り報告する。
【目的】働く成人女性としてのキャリアや、家庭内での妻、母親という役割を担い、自身の健康的な外観を保つための化粧や整容
といったセルフケアを行っていた女性の健康的な見た目を保つために、看護師が行える援助について探求することを目的とした。
【方法】突然の入院や見た目の変化があり不安を抱える家族の変化するニード・コーピングを CNS-FACE スケール使用により明ら
かにし、今後の看護援助の手がかりとする。
【結果】患者の外観を日ごとに時間を決めて観察ポイントとなる項目をチェックし、必要な清潔ケアを施行することによって患者
の外観が保たれ、最終日にはチェックリストの全ての項目が達成された。入院当初は混乱や動揺が大きく涙を流す場面が多かった
家族も、患者の見た目が整うにつれて表情も明るく積極的に患者に関わるようになり、看護師とともにケアに参加するようになっ
た。
【考察】A 氏からの言語的ニーズが望めない状況であったため、家族を含めた清潔ケアを行う事によって本人の身なりを整えたい
というニードを満たし、家族から見た A 氏らしさが保たれ、面会毎に表情が明るくなって行くのが分かった。患者自身を援助す
ることはもちろんであるが、家族も同様に援助の対象として捉えることも重要であることが示唆された。看護師の主観だけではな
く、患者の背景となる生活様式や、患者、家族の思いを尊重して関わる必要があると考える。
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体外式膜型人工肺（ECMO）を導入した患者への看護実践 : 現状と今後の課題
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今回、A 病院において国内初の CARDIO HELP（MAQUET 社製）を使用した ECMO（Extracorporeal membrane oxygenation）
症例を経験した。この経験から、ECMO 症例のリハビリテーションや搬送時の有用性について検討した。また、ECMO に関する
看護師への教育の重要性を再認識し、A 病院における ECMO を導入した患者への看護実践の現状と今後の課題について考察した
ので報告する。
【症例】心臓手術後の心不全患者に対する VA ECMO 1 症例、肺移植待機中の呼吸不全患者に対する VV ECMO 1 症例の計 2 例。
【看護実践】CARDIO HELP 導入にあたり、安全な患者管理の為に導入前からの研修やトレーニングに加え、マニュアルやチェッ
クリストの作成を行った。経過中には、理学療法士と連携したリハビリテーション、検査や気分転換目的の散歩の際に搬送などを
経験した。また、ECMO トラブルを経験し、医師や臨床工学技士らと連携し、運用手順の改善を図った。
【考察】CARDIO HELP は搬送を想定したコンパクトな形態をとる。既存の ECMO システムに比べ、高い機動性やシンプルな回
路構造により、リハビリテーションや搬送時の安全が確保しやすいと考えられた。また、国外においては ECMO Specialist などの
体系化された教育プログラムがあるが、本邦では同様のシステムは存在しない。このような状況の中、本邦でも回路内圧のモニタ
リングが可能な ECMO システムが採用され始めた。ECMO 治療において、患者管理の役割を担う看護師にもより専門的な知識や
臨床的判断が求められている。A 病院では 2011 年より ECMO チームを結成し、看護師への教育として定期的な勉強会やトレーニ
ングを行っているが、より体系化された看護師の教育システムを構築する必要がある。
【結語】CARDIO HELP を使用した ECMO 管理において、安全なリハビリテーションや搬送が可能であった。また、ECMO 治療
における安全な看護実践の為には、体系化された看護師の教育システムの構築が望まれる。
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カテコラミンシリンジ交換による循環動態の変動を最小限にするための取り組み
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【目的】クリテイカルケアを行う PICU では多量のカテコラミンのシリンジ交換を行う場面にしばしば遭遇するが、交換に伴う循
環動態の変動を最小限にする画一された安全な方法が存在しない。特に閉鎖式輸液ラインシステムでは、シリンジ交換時の装脱着
で薬液の逆流と押込が生じ循環動態の増悪を惹起するリスクが高まる。そこで当院では輸液ライン内の圧力変動を相殺することが
可能な等圧コネクタを閉鎖式輸液ラインシステム内に挿入し、シリンジ交換に伴う薬液移動を最小限に抑える新たな取り組み行っ
てきたが、その成績や問題点を後方視的に検討した。
【方法】2013 年以降に先天性心疾患術後に術後 72 時間以上深鎮静管理のもと、
血行動態の維持目的に 3 μ g/kg/min 以上のカテコラミン持続投与を要した患児 30 例を対象とし、等圧コネクタを使用した 15 例と
等圧コネクタを使用しなかった 15 例の 2 群間での患者背景及びカテコラミンシリンジ交換に伴う循環動態の変動を比較検討した。
【結果】2 群間で年齢、体重、性別、染色体異常の有無、RACHS-1 カテゴリー、手術時間、麻酔時間の患者背景に有意差は認めなかっ
た。しかしながら等圧コネクタ非使用群でのみシリンジ交換に伴う著明な血圧低下を生じ、カテコラミン投与量の増量やペース
メーカーによる心拍数の増加を余儀なくされた症例があった。またシリンジ交換に伴う血圧の低下が交換前の血圧に回復するまで
の時間がコネクタ非使用群で長くかかる症例が散見された。
【結論】閉鎖式輸液ラインシステム内に等圧コネクタを挿入する方法
は、術後急性期のカテコラミンシリンジ交換に伴う循環動態変動の抑制効果をもたらし得るシステムと考えられた。しかしながら
比較対象数が少なく、今後更なる経験と検証を重ね、より少ない循環変動でカテコラミンシリンジ交換が可能なシステム構築を探
求していくことが今後の課題である。
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体外式膜型人工肺（ECMO）装着患児の腹臥位看護
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【背景】 心肺停止患者への体外式膜型人工肺（ECMO）を用いた集中治療管理では、循環作動薬や鎮静・鎮痛剤が投与されており、
循環変動を来たしやすい。さらに、多くのカテーテル類が挿入されており、それらの管理や出血のリスクから当院センターでは、
積極的な肺理学療法を行えていなかった。【症例】 5 歳 男児 体重 20kg インフルエンザ感染による劇症型心筋炎、肺出血、
ARDS の診断にて、ECMO 導入となった。導入当初は、積極的な肺理学療法が行えていなかった。更に、肺出血や肺のコンプラ
イアンス低下のため、呼吸状態の改善が得られなかった。このため、呼吸状態の改善を目的として、医師、看護師、臨床工学技士
が連携し、ECMO 導入 10 日目から腹臥位による体位ドレナージを施行し、酸素化の改善を認め ECMO 導入 20 日目に離脱となった。
【考察】 ECMO 挿入中に腹臥位を行う場合、血管損傷や出血による循環変動、カテーテルの屈曲や抜去など、さまざまな危険性
が懸念される。しかし、多職種で協力し、十分なマンパワーのもと厳密なリスクマネージメントを行うことで腹臥位の実施は可能
であった。また、小児であり成人と比べ体位変換し易いことも安全に行えた一因であると思われた。 腹臥位の効果はすでに周知
されているが、本症例でも腹臥位を取り入れる事で、有効な排痰と換気量の増加、肺野の透過性の改善を認めており、その効果は
あったと考えられる。【結論】 今回、ECMO 導入中の患者に腹臥位による体位ドレナージを積極的に行ったことで良好な結果が
得られた。
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肺移植の bridge として ECMO 管理を行った患者における看護実践の経験

日本医科大学付属病院
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肺移植までの bridge としての ECMO 管理は世界的には散見されるが、本邦では報告がない。今回、肺移植という不確定な goal に
向けて、患者と話し合いながら看護の方略を決定してきた貴重な経験を得たので報告する。【症例】50 歳代男性。急性呼吸不全に
て V-V ECMO（ExtraCorporeal Membrane Oxygenation）を装着した状態で海外の医療施設より航空機にて搬送。呼吸器疾患は
不可逆的と診断され、本人・家族に説明を行い、肺移植登録のインフォームド・コンセントが得られた。患者は肺機能のほぼ全て
を ECMO に依存しているが、スピーチカニュレによる気管切開管理にて会話や経口摂取は可能である。呼吸困難感に伴う不安の
軽減を目的にモルヒネの持続投与を行っているが、意識レベルは清明でありニードの表出や意思決定能力は高い状態である。
ECMO の送血カニュレが大腿静脈に留置されており、下肢の屈曲やリハビリテーションにおいて制限されている。安静時 SpO2 は
90% 前後で推移しているが、食事やリハビリの負荷時は 70% 台まで低下し呼吸困難を認めることもある。また、長期入院生活の中
で精神的安定を目的にリエゾン精神科による介入を受けている。
【看護実践】看護師は医師や臨床工学技士らと共に、移植までの
bridge としての ECMO 管理という初めての経験の中で特有の経験を蓄積した。特に移植に良好な状態で望めるように、「リハビリ
テーション」と「心理的苦悩の緩和」については重要な課題であった。前者では理学療法士の助言を受けながら、chair position
を使用しての足底を接地させて体重移動をする筋力負荷訓練や腓骨神経麻痺、リンパ還流不全に対するマッサージを行った。後者
では、回路交換などの処置時の人間的尊厳の維持やストレス軽減や精神的安寧を図るため病棟外への散歩を展開した。
【結語】肺
移植までの ECMO 管理において、長期的な運動機能の維持と精神的安寧に向けての全人的ケアが重要である。
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身体抑制を減少させた看護師の意識と行動の分析

岩手県立中央病院

ICU

佐々木 謙一、松村 千秋
【はじめに】平成 26 年度から A 病院 ICU では、身体抑制率（日勤の身体抑制実施患者のべ数 /ICU 入室患者のべ数）を算出している。
その身体抑制率が 8 月までは 30％前後であったものが、9 月以降 15％前後と半減し推移している。減少した背景として［人工呼吸
器装着率］
［せん妄発症率］
［看護師人数 / 日］などと身体抑制率の関連性を検証したところ、統計学的有意差は認められなかった。
このことから、身体抑制率を減少させた要因は看護師の意識や行動にあると考え、看護師へインタビューを実施し分析を行なった。
【方法】平成 26 年 5 月～平成 27 年 2 月に勤務していた A 病院 ICU 看護師を対象に、身体抑制率が減少した現状をふまえ個人の意識
や行動の変化を問う半構造化面接を実施し、内容を逐語録にまとめ内容分析を行なった。インタビューおよびデータ収集に際し、
研究施設の倫理委員会の承認を得て行った。
【結果】看護師 23 名から回答が得られた。インタビューの結果から、身体抑制率を減少させた要因は［抑制への葛藤］［抑制しな
いための看護実践］［リソースの活用］［手応え］の 4 つのカテゴリーが抽出された。
【考察】看護師は、抑制はしたくないという思いと患者の安全を守るという看護師の責務との間で［抑制への葛藤］を抱えていた。
そのような葛藤の中、さまざまな［抑制しないための看護実践］を行っていた。その実践を促進しているのがリソースの存在であっ
た。［リソースの活用］が、抑制に対する認識と看護実践の変化の後押しとなり、身体抑制率を減少させたと考える。また、看護
師は実践による患者の良い変化や効果を［手応え］として実感していた。その実感と抑制したくないという思いとが、身体抑制率
減少の維持につながったと推測される。行動分析学では、行動するにはその個人の意識や能力、現在と過去との相互作用が関係し
ているといわれている。身体抑制を減少させた背景には、今回抽出されたカテゴリーが相互に影響を及ぼした結果と考える。

FP-056
JCHO

ICU 看護師のポジショニングに対するアセスメントに関する調査

星ヶ丘医療センター

芝田 紀子、坂井 慶子、清田 希世、深津 百合、都築 典子、大西 和彦、中山 和子
目的 :ICU 看護師のポジショニングのアセスメントについて問題解決思考を用いて明らかにする。方法 :ICU に勤務する看護師 10 名
を対象に、事例を設定し、看護過程の問題解決思考に沿ってポジショニングについてのアセスメントを質問紙と面接法で実施。事
例紹介 : 被殻出血・発症 4 日目・人工呼吸器使用結果 : ＜観察＞神経学的所見・呼吸・循環は、全体的に観察できている。＜問題の
抽出＞対象者全員が＃ 1 非効果的組織循環：脳、＃ 2 非効果的気道浄化を立案していた。しかし、脳浮腫の予測はあるが、それを
助長する細やかなアセスメントが不足していた。事例では嘔吐しており誤嚥性肺炎に着目している人が多かった。＜ポジショニン
グ方法の決定＞＃ 1 非効果的組織循環：脳の問題を挙げていたが、脳浮腫を予防するポジショニングではなく、大半が、呼吸状態
に着目したポジショニングを行っていた。＜評価＞最終のポジショニングの評価として 10 名中 9 名が、呼吸状態の変動に着目して
いた。考察 : 問題抽出から方法の決定までは、潜在的な合併症の予防をアセスメントしている。しかし、実施となると、直面した
目に見える問題解決へと優先順位が変化する。

FP-057

自己抜去のリスクに関する HCU 看護師の捉え方

社会福祉法人

三井記念病院

HCU

諏訪 早苗、中村 真央、玉木 綾乃、福田 幸人、松本 千香江
【はじめに】我々はこれまでに HCU 病棟におけるライン・チューブ類の自己抜去について後方視的研究を行い、前年度では自己抜
去患者の言動を調査しカテゴリー分類を行った。自己抜去患者の言動は 5 個のカテゴリーと 12 個のサブカテゴリーに分類された
が、患者の言動には看護師が抜去のリスクとして捉えにくい内容が含まれている可能性があると考えた。
【目的】看護師が自己抜
去のリスクとして捉えている患者情報を明らかにする。【対象・方法】対象 :HCU 看護師 32 名。方法 : 自己抜去のリスクと考える患
者情報をありのまま表現してもらうため自由記載式質問紙とし、アンケート調査を実施。前年度の研究と比較できるように、得ら
れた結果のうち患者の言動に関するものを抽出し、同じカテゴリー名を使用して分類した。
【倫理的配慮】院内の倫理委員会の承
認を得た。
【結果】スタッフの考える自己抜去リスクが高い患者情報は、情緒の変動 24％、治療の意味が理解できない 23％、せん妄・
自己抜去歴がある 11％、幻覚・妄想がある 9％、鎮静・睡眠薬の使用 7％、治療による不快感 5％、その他 11％。また言動とは異
なるが、自己抜去のリスクアセスメントに JCS を参考にすると答えたスタッフは 32 名中 20 名だった。
【考察】前年度の研究で、生
理的欲求の阻害、身体抑制による苦痛、コミュニケーションの障害が自己抜去患者の言動のカテゴリーとして挙げられていた。今
回のアンケートでこれらのカテゴリーは全く挙がっていないことから、これらの事は自己抜去のリスクとして看護師に認識されに
くいのではないかと考えた。ライン・チューブ類とは直接関係がないように思える患者の言動も自己抜去の兆候であるため、苦痛
軽減に努める必要がある。自己抜去患者で多かった「辻褄の合わない言動」はアンケートでは 4 件 2％と少なかった。辻褄が合わ
ない＝意識レベルが清明でないと判断されたために、カテゴリーに挙がってこなかった可能性がある。
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FP-058

心拍動下冠動脈バイパス術後の術場抜管について

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院、2）社会医療法人友愛会豊見城中央病院 呼吸療法室、
社会医療法人友愛会豊見城中央病院 心臓血管外科、4）社会医療法人友愛会豊見城中央病院 集中治療室

1）
3）

大城 和也 1）、永登 諒 1）、仲間 敏春 1）、亀谷 善太 1）、山内 芳乃 1）、仲間 康敏 2）、田淵 正樹 3）、寺田 真也 3）、山内 昭彦 3）、
玉城 正弘 4）
【はじめに】術場抜管の利点として、脳神経合併症の早期発見および術後早期からコミュニケーションが図れることで家族は安心感が得
られることが挙げられる。当院では、単独心拍動下バイパス術（Off pump-CABG：以後 OPCAB）症例は可能な限り術場抜管を実施し
ている。今回、術場抜管に影響を与えると思われる因子を調査し術後看護介入の検討をしたので報告する。【期間】2012 年 1 月から 2015
年 6 月までの 3.5 年【対象および方法】胸骨正中切開法にて OPCAB を施行された 118 例。術場抜管 83 例（70％）を O 群、緊急症例 13 例
含む ICU 帰室後抜管 35 例（30％）を I 群とし、抜管に影響を与えると思われる因子（15 項目）を抽出し重回帰分析、多重ロジスティッ
ク回帰分析にかけ比較検討した。また、再挿管、ICU 退室後再入室有無を調査した。【結果】重回帰分析にて麻酔時間、術中バランス、
アパッチ 2 スコア、予定・緊急の項目に P ＜ 0.05 の有意差を認めた。多重ロジスティック回帰分析では予定・緊急の項目に相関は認めな
かった。O 群における麻酔時間は 5.9 ± 1 時間、I 群は 6.9 ± 1.3 時間。O 群における術中バランス 961 ± 631ml、I 群は 1393 ± 697ml であっ
た。O 群のアパッチ 2 スコアは 21 ± 5.4 点、I 群は 29 ± 5.3 点であった。O 群症例にて再挿管 1 例（0.8％）。2 日間の人工呼吸器管理を要し
術後 5 日目に ICU 退室された。全例 ICU 再入室はなかった。
【考察】I 群は有意差のあった 3 項目から覚醒遅延やボリューム負荷による
二次的症状を考慮し、術場抜管されていないことが考えられる。I 群における抜管は覚醒状態や動脈ガスデータ、呼吸循環動態を評価し
人工呼吸器からの Weaning、SBT を実施し抜管に至っている。O 群にて 1 例再挿管はあったが、その他の患者は NPPV 使用時間も短く
安定した経過であった。両群において NPPV サポートを含めた対応と因子のアセスメントを行い、術後管理を行うことが重要である。
【結語】当院における術場抜管と ICU 帰室後の抜管は妥当である。

FP-059

NPPV 体験型シミュレーション教育

大津市民病院

～優しい呼吸を目指して～

救急診療科・集中治療部

宮崎 勇輔、小尾口 邦彦、福井 道彦、蒲池 正顕、加藤 之紀、和田 亨、渡邉 宏樹、横峯 辰生
NPPV （Non-invasive positive pressure ventilation）は急性心原性肺水腫や COPD の急性増悪時などに有用である。気管挿管を
必要とせず、意識を保ったままマスク装着のみで施行することができ、簡便かつ患者の不快感も少ない。一方で必ずしもその仕組
みが理解されず、導入時に高圧管理から開始されたり、極端に Leak を忌避したマスクフィッティングなど ‘ 見よう見まね ’ な管理
がしばしば見られる。結果、患者の不快感の増加や不同調性を引き起こし、NPPV の導入に早々と失敗したり、治療継続が困難と
なることもありがちなのではないだろうか。当院では初期研修医や NPPV 管理の中心を担ってもらう機会の多い看護師を対象に
NPPV の少人数トレーニングコースを定期的に実施している。NPPV を原理から理解し、実際に装着、S/T ・CPAP モードを体験
してもらうことで正しいマスクフィティングや NPPV 管理を学習、実臨床のレベルアップにつなげている。当院での本トレーニン
グコースに関して報告したい。

FP-060
一宮西病院

新人看護師の育成における ARCS 動機づけモデルの有用性～新人看護師に心肺蘇生実践を支援した事例～
集中治療部

天野 裕香、山田 竜太、東 啓子、野手 英明、川出 健嗣、坪内 宏樹
【はじめに】J.M. ケラーが提唱する ARCS 動機付けモデルは学習意欲に影響を及ぼす、注意（Attention）
、関連性（Relevance）
、
自信（Confidence）
、満足感（Satisfaction）の 4 要素で構成された包括的なモデルである。当院 ICU も毎年新人看護師が配属され
ており、高度医療機器の取り扱いやクリティカルケア看護などの習得が求められ、教育が行われている。しかし、実際には教育法
を模索していく中で、経験則にたよりがちである。システム的な教育の構築は、今後の教育を考える中で重要であると考える。今
回、2 か月の新人看護師が心肺蘇生のスキルの習得と本人の充実感を得た事例を ARCS モデルで検証することでこのモデルの有用
性の検証を行ったので報告する。【事例】看護系大学卒業後入職、ICU に配属された 2 か月目の新人看護師 1 名。【方法】訓練実施
事例の介入と対象者の反応を時系列で記述。対象者の訓練場面における思いを聞き取り調査した。訓練実施事例の介入について
ARCS 動機づけモデルを用いて、注意・関連性・自信・満足感に分類し、どの介入の要素が指導方略として有用であったかを照合
し、モデルの活用性について検証する。
【結果】1 日目は、A:3 R:2 C:1 S:0、注意と関連性の部分が多い。2 日目は、A:0 R:1 C:6
S:2、自信と満足感が多い。7 日目は、A:1 R:0 C:3 S:4、自信と満足感が多い。16 日目は、ARC:0 S:2、満足感のみ。1 日目に
は注意と関連性の箇所が強化されており、2 日目以降においては注意・関連性の介入はほとんどなく変わって自信と満足感を強化
した介入が多い。
【まとめ】今回の事例は、学習意欲向上の支援に効果的である要素が ARCS モデルの要素に合致し、新人教育に
も当てはめることができるモデルである。しかし、ARCS モデルの下位分類の工夫の中でそのまま使用できない内容は現場に対応
できるよう工夫を行っていく必要がある。
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FP-061

経皮的気管切開術チェックリストの有用性の検証（第 2 報）

自治医科大学附属さいたま医療センター
内山 哲平、大城 国男、八木橋 智子、讃井 將満
【はじめに】当センターでは ICU における経皮的気管切開術（PDT）の安全性と質を高めるために、2014 年 1 月に PDT チェックリ
ストを導入した。しかし、チェックリストに対する認知度が低く、十分に活用されなかった。（第 42 回日本集中治療医学会学術集
会で発表）この結果を踏まえ、スタッフに対し 2015 年 3 月に新たなチェックリスト利用ルールを提案した。今回、後ろ向きデータ
比較およびアンケートにより PDT の安全性と質の変化を提案前後で比較した。
【方法】看護師・医師にチェックリストに対する新
利用ルールとして、1）看護師及び医師がチェックリストを読み上げ、もう 1 人が確認しながら行う物品準備、2）ベッドサイドスタッ
フ全員が手を止め、チェクリストを読み上げ観察項目、凝固系検査・薬剤等の再確認を行うタイムアウトを提案した。調査項目は
患者背景、重症度、手術時間や合併症発生割合などとし、アンケートはスタッフ全員を対象とした無記名の 9 問からなり、チェッ
クリストの利用率、意識、問題点などに関して質問した。【結果】PDT は、提案前に 32 例、提案後には 14 例行われていた。提案
後全例で新ルールが遵守されていた。介入が必要な出血性合併症の割合は提案前後でそれぞれ 19%・14%、平均手術時間が 36.8 分・
34.7 分であった（NS）。チェックリストの使用経験があると回答した看護師は、提案前の 33 人中 14 人（42%）に対し提案後は 32
人中 26 人（81%）と増加した（＜ 0.05）。また、チェックリストが小さくて見にくい、処置の順番に記載されてない、等の問題点
が指摘された。【結語】スタッフへの啓蒙と明確な利用ルールの確立により、チェックリストの利用法と頻度が改善された。今後、
指摘された問題点を修正し、さらに安全かつ質の高い手技の実施を目指したい。

FP-062

VAP バンドル導入に向けての意識調査と今後の課題～アクションリサーチ法を用いて～

沖縄県立北部病院、2）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

1）

玉城 愛子 1）、嘉手苅 美和子 1）、石川 由香 1）、當山 護剛 2）
【目的】A 病院 ICU・HCU の 2013 年度の人工呼吸器装着患者は 93 名である。その内、人工呼吸器装着 48 時間以上の患者は 85% を
占め、VAP 発症の可能性が高い。そこで、VAP バンドル導入に向けて、スタッフの意識調査を行い、アクションリサーチ法を用
いて課題を見出したので報告する。【方法】今回、協働的介入であるアクションリサーチ法を用いて研究を行った。ICU・HCU の
看護師 16 名に対し、VAP バンドルの勉強会を実施し、日本集中治療医学会が定める 5 項目について「できる・できない」の理由
を自由記載してもらった。その後、カード図解法で分析を行った。倫理的配慮としてアンケートは冒頭で研究以外使用しない事を
説明した。
【結果・考察】VAP バンドル 5 項目 1、手洗い、擦式アルコール製剤の使用、手袋の交換等に個人差があった。手指衛
生の方法、環境の見直しが必要である。2、院内マニュアルに沿って回路交換を実施しており、回路交換期間に問題はない。しかし、
管理方法に疑問の声があり、根拠に基づく管理方法の検討が必要である。3、統一した評価ができるよう RASS の導入に前向きな
意見が聞かれた。目標鎮静深度を維持することで、速やかに治療に反映できると考える。4、SBT 導入は、基準や指標の必要性、
医師の協力が不可欠であるという意見があった。医師と協働して A 病院に則した SBT プロトコルの作成、勉強会を開催し、困難・
不安感を軽減する必要がある。5、頭高位保持が困難な症例がある。エビデンスを基に個々の症例に対応していく必要がある。また、
アクションリサーチ法を用いることでスタッフが共に研究し、課題を見出すことができたと考える。
【結論】抽出された課題は以
下の通りである。1、手指衛生方法と環境の見直し 2、人工呼吸器回路の管理方法の検討 3、RASS の導入 4、A 病院に則した
SBT プロトコルの作成、勉強会を開催し困難・不安感の軽減に努める 5、患者の状態に則した、頭高位保持の検討。

FP-063

愛知県集中ケア認定看護師会の活動報告 第 6 報

藤田保健衛生大学病院 看護部 ICU、2）国立病院機構 名古屋医療センター、
藤田保健衛生大学病院 看護部 総合救命救急センターNCU・CCU、
4）
名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻 基礎・臨床看護学講座
1）
3）

河合 佑亮 1）、枡田 ゆかり 2）、西嵜 政仁 3）、池松 裕子 4）
【目的】愛知県集中ケア認定看護師会は 2008 年に発足し、県内の認定看護師の連携を促進し、看護の質及び教育の向上と発展に寄
与することを活動の目的に掲げている。昨年度は定例会の充実をはじめ、書籍の共同執筆や学術集会のセッションの企画・運営な
ど、多面的な活動に取り組むことによって会員間の連携と相互啓発を推進できたことを本学術集会にて報告した。また同時に、学
術的な活動への取り組みと、更なる会員間の連携と相互啓発のための活動が課題であることが明らかとなった。これらの課題への
取り組みを評価し、今後の新たな課題を明らかにする。【方法】2015 年度の定例会の議題および開催数や参加者数を情報化し、そ
の他イベントへの取り組みなど活動内容を振り返る。【結果】2015 年度の定例会の議題は多施設研究に関することが多くを占めて
おり、3 つの研究チームを結成し、チーム毎に複数回会合して研究計画を作成した。2015 年度の定例会の開催数は 9 回であり、各
会の参加者数は昨年度と比較してやや低率であった。また、新しい取り組みとして、東海地区の急性・重症患者看護専門看護師会
との交流の機会を設けた。【考察】初めに、2015 年度の活動は多施設研究に注力されたことが明らかとなった。学術的な活動が推
進できたと評価するが、多施設研究は未だ途上であり、研究の遂行と発表を今後の課題と考えた。次に、定例会への参加率は昨年
度と比較してやや低率であった。しかし、定例会の開催数は当会の発足以来最多であり、定例会とは別に、会員間で結成される研
究チームの会合が積極的に行われていた。また、同じ地域の同じ領域の専門看護師との交流は、効果的な相互啓発の機会となった。
以上により、会員間の連携と相互啓発のための活動は推進できたと評価した。【結論】2015 年度の課題は達成された。多施設研究
の遂行と発表、現在の活動の継続と質の向上が今後の課題である。
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FP-064

クリティカルケアにおける中堅・リーダー看護師に対する指導力向上への取り組み

公立豊岡病院

但馬救命救急センターICU

山根 堂代
【はじめに】現場で直接指導にあたる中堅・リーダー看護師には確実な指導力が求められる。次の人材を育成する為の指導力を養
う事を目的に、クリニカルラダー2 以上のスタッフが学習会を企画・開催する取り組みを導入した。【目的】スタッフの学習会の
企画・講師が指導力向上に与える影響と、指導力を養う取り組みとして有効であったかを明らかにする【研究方法】学習会の講師
をした看護師 24 名を対象に質問紙調査を実施した【倫理的配慮】質問紙の結果を研究に用いる事、回収をもって参加同意とする
旨を説明した【結果】
「目標通りに開催できたか」、できた 26％、だいたいできた 44％、あまりできなかった 30％、できなかった 0％
「興味を引くプレゼンテーションができたか」、できた 22％、だいたいできた 52％、あまりできなかった 22％、できなかった 4％「自
身の学びはあったか」、あった 100％【考察】『実施方法の正当性』『学習会進行の工夫』『準備の充足』から、コーチングの自信に
繋がった。一方『内容の不足』
『準備の苦悩』から、失敗を認め、指導力向上に必要なプロセスとなった。
『学習会進行の工夫』
『受
講者への配慮』からコーチングの「ペースと興味の維持」
「変化に対するクライアントの反応への対処」に努めていた。また、失
敗から準備の重要性やスキルを磨く事の必要性に気付いた。
『自己知識の確認』と『自己指導力の評価』ができ、
『指導に対する意
識の変化』に繋がった。自分の弱みや不十分な部分を知る機会になったことはコーチングスキルを磨く上で重要な経験であり、指
導への意識の変化が芽生え、指導力向上に繋がった。【結論】中堅・リーダー看護師が学習会の講師になることで、自己指導力を
知る機会となり、指導に対する意識の変化に繋がった。成功や失敗を経験することで、コーチングスキルを磨く上での経験値とな
り、指導力を養う取り組みとなった。

FP-065

粟粒結核による ARDS に対し PMX-DHP が有効であった一例

福岡大学病院

救命救急センター

鈴木 祥子、金山 博成、森本 紳一、大蔵 裕子、長島 亮太郎、西田 武司、石倉 宏恭
【はじめに】近年 EUPHAS trial をはじめとした大規模臨床試験において、PMX-DHP による肺酸素化能の改善効果が報告されてい
る。当施設も過去に PMX-DHP による肺酸素化能改善効果を報告した。今回、粟粒結核による ARDS に対して、PMX-DHP 施行に
より著しい肺酸素化能改善を認めた症例を経験したので報告する。【症例】75 歳、女性【現病歴】38.5 度の発熱、背部痛、全身倦
怠感を主訴に前医を受診した。採血で T-Bil:6.8mg/dL、AST:259IU/L、ALT:262 IU/L、γ -GTP:849 IU/L と高値を呈し、腹部 CT
検査で胆嚢腫大を認めたことから、急性胆嚢炎診断のもと入院加療が開始された。しかし、その後肺酸素化能の悪化を認めたため、
精査加療目的に当センターへ転院となった。【入院後経過】入院時採血検査にて肝胆道系酵素の上昇は認めるものの、画像検査よ
り急性胆嚢炎は否定した。また、PaO2/FiO2（P/F）ratio は 124 と低酸素血症状態であったため、人工呼吸管理、広域抗菌薬（TAZ/
PIPC 及び AZM）投与及び mPSL:1.2mg/kg/day の投与を開始した。しかしその後も P/F ratio は 140 前後で推移した。また、T-Bil
も高値で推移した。入院時の KL-6 が 3034U/ml と高値であったことより、間質性肺炎を疑い肺酸素化能の改善を期待して第 7 病日
より PMX-DHP を 2 日間施行したところ、P/F ratio は 158 から 244 へと改善を認めた。入院時の喀痰抗酸菌染色にて Gaffky1 号が
認められ、さらに第 9 病日に施行した肝生検の病理組織にて類上皮細胞を認めたことから粟粒結核の確定診断に至った。以上の所
見より、速やかに抗結核薬投与を開始し、専門病院へ転院した。【考察】本症例を経験し、結核菌はグラム陽性桿菌であるが、結
核由来の難治性 ARDS に対して、PMX-DHP は検討すべき治療法の一つである可能性が示唆された。

FP-066

人工股関節置換術後に発症した呼吸困難に、TACO, 脂肪塞栓 , Sepsis の鑑別を要した COPD 患者の一症例

済生会横浜市東部病院

1）

麻酔科、2）済生会横浜市東部病院

集中治療科

藤田 治人 、秋山 容平 、冨田 真晴 、秋山 苑生 、星野 哲也 2）、金尾 邦夫 2）、大村 和也 2）、木村 慎一 2）、高橋 宏行 2）、
佐藤 智行 1）
1）

1）

1）

1）

【症例】88 歳女性。大腿骨頭転子部骨折術後偽関節に対して、抜釘、人工股関節置換術が施行された。術前から COPD と診断され
ており、1 秒量は 500 ml 程度であった。麻酔は脊椎麻酔、硬膜外麻酔にプロポフォール持続投与し、気管挿管を回避してフェイス
マスクで管理した。手術時間 1 時間 45 分、出血量 300 ml であった。術中に自己血 2 単位を輸血し、術中 in-out は + 800 ml であった。
術後 30 分頃から血圧の低下と呼吸状態の悪化を認め、CXP 上、肺水腫を認めた。心エコー上 EF は 50 % 程度あり、下大静脈も虚
脱していて、TACO などの心原性イベントが発生したとは考えづらかった。輸液負荷を行いながら、リカバリールームで NPPV
を装着して ICU に入室した。入室時の収縮期血圧は 65 mmHg でシバリングが見られた。意識レベルは E3V2M5 で不穏状態であっ
た。脂肪塞栓症症候群も鑑別に挙げられ、鶴田の基準の大基準 2 つ、中基準 1 つ、小基準 3 つを満たしていたが、臨床症状は認め
なかった。ICU 入室後も状態は改善を認めず、輸液負荷、ノルアドレナリンの持続投与を施行したが、代謝性アシドーシスが進行
した。凝固異常もあり、敗血症の可能性も考え、メロペネム、バンコマイシンで治療を開始した。プロカルシトニンは 97 ng/ml
と異常高値であった。創部から出血が続き、連日輸血を必要とした。ICU 入室 2 日目には徐々に呼吸循環動態の改善を認め、
NPPV から離脱し、ノルアドレナリンを減量していった。しかし、血液培養は術後 9 病日で陰性であり、抗菌薬の投与を中止した。
術当日の尿検体、血液検体に脂肪滴は見られなかった。ICU 入室 4 日目にリハビリを開始し、集中治療室を退室した。
【考察】
COPD 患者の手術では、肺血管床が破壊されているため、過剰な水分負荷が肺水腫の原因となり、術後呼吸困難が起こりやすい。
また全身性炎症疾患であるため、炎症性メディエータが亢進しやすく、敗血症との鑑別が困難になることもあると考えられ、注意
が必要である。
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FP-067

悪性リンパ腫治療中に腫瘍崩壊症候群から ARDS を来した一例

仙台市立病院 麻酔科、2）石巻赤十字病院 麻酔科、3）宮城こども病院
東北大学大学院医学系研究科 麻酔科学・周術期医学分野

1）
4）

小児科、

小山 友菜 1）、戸井田 朋恵 2）、安藤 幸吉 1）、楠本 耕平 3）、眞田 千穂 1）、筆田 廣登 1）、山内 正憲 4）
腫瘍崩壊症候群（TLS）とは腫瘍細胞の崩壊に伴い細胞内物質が急激に細胞外に放出することに起因する一連の多臓器障害を指す。
今回我々は著しい好酸球増多で発症し、治療経過中に TLS と ARDS を来した悪性リンパ腫を経験したので報告する。【症例】40 代
男性【主訴】発熱、倦怠感【現病歴】一ヶ月程前からの頚部リンパ節の腫脹があり開業医を受診。精査目的に当院紹介となり、採
血で白血球 11 万と著しい増多を認めた。後日受診予定で一旦帰宅したが、39.5℃の発熱と倦怠感が出現し入院となった。【検査所
見】WBC127000/ μ l（好酸球 94.5%）、CRP 16.25mg/dl、LDH 686IU/l、他正常範囲【画像所見】胸部 Xp: 両側肺野透過性低下、
胸部 CT: 両肺野にびまん性間質影【経過】第 3 病日リンパ節生検、心エコー検査施行。EF30% と心機能の低下を認めていた。同日
夕に呼吸苦強くなり ICU 入室。悪性リンパ腫による好酸球増多から心筋炎、肺炎を来したと考えられ、挿管し人工呼吸管理のも
とステロイドパルス療法を開始した。第 4 病日の採血で WBC33000/ μ l と急激に低下したが、腎機能低下、肝逸脱酵素の上昇を認
め、TLS と診断された。胸部 Xp で両側肺浸潤影あり P/F150（PEEP12cmH2O）の中等症 ARDS であった。シベレスタット、PSL
による治療にも反応悪く P/F120（PEEP15cmH2O）と低下した。末梢性 T 細胞性リンパ腫の診断となり、心機能モニター併用で
ビンクリスチン開始。徐々に全身状態の改善が得られ、第 10 病日に人工呼吸器を離脱した。【考察】ARDS の病態には、肺を直接
的に傷害する機序により生じるものと、肺以外の原因疾患により好中球や液性因子が活性化されるものがある。本症例では、原疾
患と TLS に伴い炎症性因子が遊離されたことにより急激に ARDS へ進展したと考えられた。文献的考察を含め、報告する。

FP-068

ARDS をコントロールできなかった生体肝移植術後の 1 例

熊本大学

医学部

集中治療部

鷺島 克之、蒲原 英伸、早田 学、山下 淳二、徳永 健太郎、木下 順弘
【はじめに】生体肝移植術（LDLT）後は肝機能が不十分で免疫力が低下しており、ARDS のリスクは高い。今回我々は原因がはっ
きりしない LDLT 後の severe ARDS を経験し、コントロール不能で救命できなかったので報告する。【症例】4 歳、男児。体重：
14.5 kg, 身長：90 cm。
【現病歴】20 ○○年 7 月に LDLT を施行（ABO 血液型不適合移植）した。原疾患はプロピオン酸血症であっ
た。POD3 に ICU を退室したが、POD8 に液性拒絶で ICU に再入室された。血漿交換、免疫抑制剤で病勢は緩徐となり、POD21
に ICU を退室した。POD31 に肝生検を施行。同日夜に腹腔ドレンから血性排液が増加し、ショックバイタルとなり、ICU に緊急
入室となった。入室当初は呼吸不全を認めなかったが、安静のため人工呼吸管理となった。
【既往歴】プロピオン酸血症。気管支
喘息【ICU 入室後経過】出血性ショックの原因は創し開、腹壁瘢痕ヘルニアによる断裂部出血であった。POD34（入室 3 日目）に
根治術を施行した。術後より AKI、肺水腫を認め、酸素化の低下を認めた。持続血液透析（CHD）の導入で、一旦酸素化は軽快
したが、再増悪し high PEEP 戦略が必要となった。モードとして APRV を用いたが、酸素化の改善に乏しく、換気障害も強く、
アシデミアの制御は困難であった。ECMO の適応は無いと思われ、HFOV の導入となった。6 日後に従来換気モードに変更可能
な状態までウイーニングできた。しかし、その後酸素化と換気は再増悪し、永眠された。【考察】ARDS を改善できなかった原因
として、プロピオン酸血症の再増悪も考えられた。【結語】LDLT 後の小児 ARDS 患者を経験した。一時的な軽快はあったが、原
因も判然とせずコントロール不良で、救命できなかった。

FP-069

間質性肺炎の急性増悪に対する治療戦略

東京医科大学

1）

麻酔科学分野・集中治療部、2）札幌医科大学

集中治療医学

今泉 均 、関根 秀介 、竹下 裕二 、長尾 明紘 、崔 英姫 、内野 博之 1）、升田 好樹 2）、巽 博臣 2）、吉田 真一郎 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】ICU で遭遇する難治性呼吸器疾患の代表は，間質性肺炎（IP）の急性増悪で，膠原病の合併や感染，薬剤，手術など
が誘因となる。IP の種類によってステロイド（S）への治療反応性も異なり，確立した有効な治療法がない。特発性肺繊維症（IPF）
の急性増悪とは，AIP を合併した病態と考えられ，治療のポイントは 1）繊維化した肺病変を悪化させない，2）健常肺に新たに
生じた瀰漫性肺胞傷害の治療，3）誘因（膠原病，感染，薬剤等）の除去・治療であるが，低容量換気以外有効な治療法は証明さ
れてない。【対象】最近 5 年間に IP 関連肺傷害で ICU に入室した 27 例（男 18，女 9，平均 62 歳）
。入室前に 6 割の症例で S が投与
されていた。【治療戦略】1）症状，経過，検査，肺 HRCT の病変と分布を基に原因や病態の解析，2）薬物療法，3）高濃度酸素，
高圧を避け，PaO2 を 60mmHg 代に保ち，NPPV，PSV，APRV など気道内圧の上昇を抑制し VALI を誘発させない人工呼吸モー
ド選択，PDT の早期施行，4）栄養改善と BT 抑制のため早期 EN 導入，5）BS コントロール，6）血液浄化：PMX や CHDF 施行。
重症度，検査，S 投与の有無など入室時所見と予後，PMX，APRV 治療の有無，人工呼吸期間と予後との関係を検討した。【結果】
1）IP 関連肺傷害の 28 日後生存率は 63%，膠原病の合併や感染，薬剤の誘因症例を除いた場合 67% であった。2）予後別入室時
APACHEll，SP-D, KL-6 値に差はなかった。3）少数例ながら PMX で酸素化は改善しなかった。4）進行癌，血液疾患合併例，1
週間以上の人工呼吸症例の予後は不良であった。【結語】誘因となる病態の治療や人工呼吸，全身管理を行っても，肺の繊維化を
抑制できない S 難治性 IP 症例の予後は不良であり，新しい治療方法の開発が望まれる。
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FP-070

名古屋大学病院救急・内科系集中治療室における 3 年間の severe ARDS の解析

名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

東 倫子、日下 琢雅、海野 仁、眞喜志 剛、山本 尚範、江嶋 正志、田村 有人、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】救急・内科系集中治療室での severe ARDS の管理内容を後向きに検討した。【方法と結果】2011 年 5 月 1 日から 2014
年 3 月 31 日までの 3 年間で，3 日以上の集中治療管理とした 512 例の患者群において，ARDS のベルリン定義に準じた分類で，
severe ARDS は 52 例だった。Severe ARDS 全体の平均年齢は 57.2 ± 24.1 歳，入室時 APACHEII スコアの平均は 30.8 ± 6.6，予測
死亡率は 69.4 ± 17.3%，28 日死亡は 13 例（25.0%）だった。Severe ARDS の主な疾患内訳は，敗血症が 24 例（46.2%）
，肺線維症が
12 例（23.1%）
，腫瘍が 4 例（7.7%）だった。そのうち 28 日死亡例では，肺線維症が 8 例（61.5%）
，腫瘍が 2 例，敗血症が 1 例で，
肺線維症が原因疾患の大多数を占めていた。Severe ARDS の治療では，肺線維症合併例における高容量ステロイドは生命予後と
の関連が認められず，少量持続ステロイド，ATIII 製剤，リコンビナントトロンボモジュリン，血液浄化で生命予後が改善する傾
向を認めた。【結語】severe ARDS の原因で肺線維化の増悪が生命予後に関与している可能性がある。この治療成績を高めるため
に，当講座は 2014 年に肺線維化管理バンドルを策定し，肺線維症の管理に応用している。本結果を基にして，肺線維化管理バン
ドルは，2015 年 4 月に肺線維化管理バンドル 2015 として改定された。

FP-071

斜角筋ブロックによる横隔神経麻痺とデスフルランを用いた全身麻酔で術後に再膨張性肺水腫をきたした一例

昭和大学

藤が丘病院

1）

麻酔科、2）昭和大学

藤が丘病院

呼吸器内科、3）昭和大学

横浜市北部病院

篠田 威人 、小幡 輝之 、樋口 慧 、奥 和典 、桑迫 勇登 、高安 弘美 、釋尾 知春 、小坂 誠
1）

1）

1）

1）

1）

2）

3）

麻酔科

3）

症例は 74 歳男性、164cm、65kg。既往歴や合併症なく、術前検査も異常はなかった。全身麻酔及び右腕神経叢ブロック併用で右
肩腱板断裂に対して修復術が予定された。手術室入室後に 0.25% レボブピバカイン 15ml でエコーガイド下にて右腕神経叢ブロッ
ク（斜角筋間アプローチ）を施行した。その後デスフルランを用いた全身麻酔を施行し、術中のバイタルサインに異常はなかった。
抜管後に右斜角筋ブロックに起因する右横隔神経麻痺、上気道閉塞及び著名な呼吸不全（酸素 6L/ 分で pH 7.266,PaCO2 55.6,PaO2
46.0,HCO3- 24.7,BE -3.2,SpO2 60% 台）をきたしたため、手術室で再挿管して ICU へ搬送となった。搬送後は 1% プロポフォールと
デクスメデトミジンで鎮静し、PC-BIPAP（吸気圧 15cmH2O,PEEP 8cmH2O,FIO2 0.6）にて pH 7.306,PaCO2 50.7,PaO2 306.8,HCO324.7,BE -2.2 であった。人工呼吸開始 1 時間後にピンク色の泡沫状喀痰を認めたため緊急で CT 検査を行ったところ、両側浸潤陰影
を認めた。経胸壁心エコー検査では心不全は認められなかった。人工呼吸管理を継続したところ血液ガス及び胸部レントゲン写真
上、 徐 々 に 肺 水 腫 の 改 善 を 認 め た。 ピ ン ク 色 の 泡 沫 状 喀 痰 も 徐 々 に 減 少 し た。 血 液 ガ ス は 20 時 間 後 に PS 10cmH2O,PEEP
5cmH2O,FIO2 0.4 で pH 7.439,PaCO2 38.4,PaO2 180.2,HCO3- 25.4,BE 1.4、39 時 間 後 に は PS 5cmH2O,PEEP 5cmH2O,FIO2 0.4 で pH
7.406,PaCO2 40.6,PaO2 176.2,HCO3- 25.0,BE 0.3、41 時間後には酸素 5L/ 分投与下で pH 7.396,PaCO2 40.3,PaO2 143.1,HCO3- 24.2,BE
-0.6 であった。42 時間後に抜管し、酸素 5L/ 分投与下で血液ガスは pH 7.403,PaCO2 39.4,PaO2 157.6,HCO3- 24.0,BE -0.6 であった。抜
管後は呼吸器症状なく胸部レントゲン写真上も肺水腫の悪化は認められなかった。66 時間後には ICU から一般病棟に転棟となっ
た。

FP-072

人工呼吸管理後に新規のテロメラーゼ遺伝子多型を同定できた家族性肺繊維症の妊婦の 1 症例

東北大学

大学院医学系研究科

麻酔科学周術期医学分野

杉野 繁一、金谷 明浩、山内 正憲
【はじめに】家族性肺繊維症（FPF）は，家族発生が明らかな特発性肺線維症（IPF）の 1 つの亜型である．FPF は遺伝性疾患と
考えられるため，これまで FPF の原因と考えられる候補遺伝子，あるいは遺伝子多型が過去に報告されている．今回，われわれ
は FPF の増悪により ICU で人工呼吸を行った妊婦の周産期管理を通じて，エキソーム解析を用いて，新規の遺伝子多型を同定し
たので報告する．
【症例】29 歳，女性．妊娠 32 週．重度の呼吸困難で救急外来を受診した．BiPAP を用いて管理を試みたが，48 時間後に PaO2 が
33mmHg まで低下したため，人工呼吸の導入と緊急帝王切開が予定された．児娩出後も SpO2 は 90% であったため，ICU で人工呼
吸を継続した．術後 2 日目に気管チューブを抜去し，その後，一般病棟へ移ることができた．
【エキソーム解析】倫理委員会による承認後，患者全血からゲノム DNA を抽出し，エキソーム解析を行った．イルミナ社の次世
代シークエンサ HiSeq2000 により全エキソンの遺伝子配列解析を行った．シーケンシング反応はペアエンドで行い，100 塩基のリー
ドを 97,765,318 個獲得した．これらのうち 79.4% がヒト参照ゲノムにマップされ，68,940 個の一塩基多型（SNPs）が明らかになった．
次にわれわれは dbNSFP データベースを用いて，同定した変異によるタンパク機能変化の予測を行った．そのうちテロメラーゼを
コードする TERT 遺伝子の SNPs（rs34094720, C ＞ T, His412Tyr, マイナーアリル頻度 0.0004）が高い有害性を持つことが判った．
【結論】われわれは FPF の増悪のため，ICU で人工呼吸を行った妊婦のゲノム DNA から，TERT 遺伝子領域で，非同義で有害性
の高い．希少な遺伝子多型（rs34094720）を同定した．孤発性の IPF でも 25% の症例でテロメア長の短縮が観察されるので，この
テロメラーゼ遺伝子における新規な多型は，ICU 入室の原因となる FPF や IPF のような肺線維症の診断に有用かもしれない．
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FP-073

喉頭異物摘出後の肺水腫の検討

国立病院機構

大阪医療センター

救命救急センター

曽我部 拓、高端 恭輔、佐尾山 裕生、石田 健一郎、島原 由美子、家城 洋平、定光 大海
【はじめに】上気道閉塞解除後に肺水腫を来すことは知られている。当院に搬送となった喉頭異物による上気道閉塞症例について
後方視的に検討した。【対象】2010 年 4 月から 2015 年 3 月の期間に喉頭異物による窒息で当センターに搬送となった 10 症例（除く
CPA 症例）。年齢 70（63-88），性別（男：女 5:5），異物（食物が 9 例 義歯が 1 例）
，ADL（自立 2 例，介助歩行可 4 例，全介助 4 例）。
【結果】ADL が自立していた 2 症例で肺水腫の合併を認めた。症例 1：63 歳，男性。キャベツを喉に詰めたとのことで救急要請。
胸部 Xp で肺水腫をみとめ陰圧性肺水腫の診断で人工呼吸管理を継続した。陽圧換気により肺水腫、酸素化は速やかに改善し第 2
病日に抜管し第 4 病日に退院となった。症例 2：5 歳，男児。冷凍ブドウを喉に詰め救急要請。救急隊到着時はチアノーゼが著明で
あったが異物除去され，チアノーゼが改善した状態で搬入となった。搬入時，意識清明であり胸部レントゲンにて若干の浸潤影が
みられたが酸素化は維持できていたため酸素投与のみで入院とした。入院 3 時間後より意識レベルの低下を認めた。胸部レントゲ
ンにて両側肺野のびまん性浸潤影が著明であったため人工呼吸管理とした。挿管後，気管内からはピンク色の泡沫状分泌物を多量
に吸引でき，胸部 CT で両側すりガラス影を認めたため陰圧性肺水腫と診断した。人工呼吸管理を継続し胸部レントゲン所見改善
したことを確認し第 5 病日に抜管，第 9 病日に退院となった。【考察・結語】吸気努力が強い ADL 良好な症例で上気道閉塞後の肺
水腫の出現を認める傾向にある。閉塞解除後の呼吸状態の厳重な観察が必要である。

FP-074
鳥取大学

1）

再膨張性肺水腫による低酸素血症に対し一酸化窒素吸入が有効だった左室補助装置装着患者の 1 症例
医学部

医学科

麻酔科、2）鳥取大学

医学部

附属病院

高次集中治療部

湊 弘之 、森山 直樹 、南 ゆかり 、仲宗根 正人 、北川 良憲 、持田 晋輔 1）、稲垣 喜三 1）
1）

1）

2）

1）

1）

再膨張性肺水腫では、低酸素血症となることがあるため、人工呼吸管理下に PEEP を負荷する治療法が行われてきた。一酸化窒素
（NO）は、選択的肺血管拡張作用により換気血流比を改善させることが知られている。今回我々は、再膨張性肺水腫によると考え
られる低酸素血症に NO 吸入が有効であった左室補助装置（LVAS）装着患者の一症例を経験したので報告する。患者は 60 歳の男
性で、急性心筋梗塞（AMI）にて当院搬送後に肺停止となり、経皮的心肺補助装置を装着され経皮的冠動脈形成術を施行された。
重症心不全で内科的治療は困難と判断され、AMI 発症から 31 日目に LVAS 装着術を施行された。LVAS 装着術施行後から左胸水
が貯留した。術後 4 日目に胸腔ドレーンを留置して、胸水を 1L 排液し、ドレナージを継続した。留置後、漿液性の喀痰が著明に
増加し、酸素化が低下した。PEEP 負荷など施行するも、吸入酸素濃度 80％で PaO2 が 48mmHg と P/F 比が 60 まで低下した。胸
部写真で左肺野の透過性低下がみられたため、再膨張性肺水腫と診断した。PEEP 負荷を増圧するも LVAS の脱血が困難となった
ため増圧できず、吸入酸素濃度も 100％を必要とした。翌日から NO 吸入を行ったところ、開始直後から酸素化は改善し、20 分後
には P/F 比が 160 となり、投与酸素濃度を軽減できた。NO 吸入は 4 日間施行したが、有害事象無く呼吸状態は改善した。片側性
の再膨張性肺水腫は、換気の行われている肺胞と閉塞している肺胞が二極化しているため、NO の換気血流比の改善効果が著明で
あったと考えられる。高度の低酸素血症を呈す再膨張性肺水腫に、NO 吸入は有効であると考えられる。

FP-075

てんかん発作後に肺水腫をきたした一例

久喜総合病院

救急科

岩瀬 信哉、出口 善純、幸部 吉郎
【症例】18 歳男性．
【経過】他院で意識消失発作の精査を予定していたが，痙攣発作を起こし当院救急搬送となった．来院時には
痙攣は消失しており意識清明，酸素投与なしで SpO2 96％であったが，診察中に呼吸苦が出現，湿性咳嗽と血痰を認め SpO2 85％
にまで低下した．胸部 CT 検査で両側肺野すりガラス影を認めたため抗菌薬投与，酸素投与および抗痙攣薬投与を行い一般病棟で
入院加療を開始した．ところが，入院同日に再度痙攣発作が生じた．ジアゼパム投与で痙攣は消失したものの意識覚醒は不十分で
あり，さらにマスクによる酸素投与では酸素化を保てなくなったため気管挿管，人工呼吸管理とし ICU 入室となった．第 2 病日の
胸部レントゲン画像では肺野陰影が増強したが，痙攣発作は制御され酸素化は改善傾向となり第 4 病日に人工呼吸器を離脱した．
以降，酸素化の低下や痙攣発作なく経過し，第 6 病日に脳波検査でてんかんの診断に至り，第 8 病日の胸部レントゲン画像では肺
野陰影は消失，第 11 病日に退院となった．【考察】てんかん発作に伴う肺水腫の報告は少なく，誤嚥性肺炎と誤診されていたり軽
度のものは見逃されていたりする可能性がある．てんかんでは発作時の気道確保だけでなく，発作後肺水腫の可能性を認識してお
くことが重要である．
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FP-076

食物による窒息を契機として発症した陰圧性肺水腫・肺胞出血の 2 症例

大分市医師会立アルメイダ病院

1）

救急集中治療科、2）大分市医師会立アルメイダ病院

高崎 智美 、稲垣 伸洋 、徳田 隼人 、中島 竜太 、安部 雄治 、高倉 健
1）

1）

1）

1）

2）

総合内科

2）

陰圧性肺水腫・肺胞出血は上気道閉塞に伴う胸腔内の高度陰圧状態で引き起こされ、全身麻酔の抜管時における上気道浮腫が原因
とされる報告例が多い。今回、食物の誤嚥に伴う陰圧性肺水腫をきたした症例を経験したので報告する。症例 1 は 70 歳代女性、小
脳出血後遺症にて施設入所中。バームクーヘンを食べて窒息し心肺停止きたし救急要請。施設職員により食物は除去され胸骨圧迫
蘇生処置が行われた。当院搬入時、自発呼吸あるも SpO288％（O210L/ マスク）と低下し、胸部 X 線にて肺門部を中心とするすり
ガラス陰影を肺野全体に認めた。胸部 CT では両上肺野を主体にびまん性の粒状影を認めた。入院後、酸素投与と抗菌薬投与で改
善し施設へ退院した。症例 2 は 70 歳台男性、進行性核上性麻痺あり近医通院中。椎茸を食べて詰まらせ意識消失したため救急要請。
当院搬入時は救急隊による処置で自発呼吸あり。胸部 X 線にて蝶形陰影を認め、胸部 CT では両上肺野を主体にびまん性の粒状影
を認めた。酸素投与と抗菌薬投与で改善し 5 病日に退院した。食物を契機とする窒息など急激な上気道閉塞後に胸部異常陰影を認
めた場合は陰圧性肺水腫・肺胞出血を鑑別にあげる必要があると考えられた。

FP-077

ASV が有効であった超高齢者の気管気管支狭窄症の 1 例

石川県立中央病院

救急科

明星 康裕、太田 圭亮、南 啓介
COPD や肺気腫、喘息等により、気管軟骨の無い気管背側弾性膜の脆弱化、前後方向に気管支が圧排され、狭窄を来す EDAC
（Excessive dynamic airway collapse）が報告されている。今回超高齢者の EDAC に対し ASV で良好な結果を得た症例を経験した
ので報告する。
＜症例＞ 93 歳の介護施設入所中の女性。既往歴は、高血圧、心不全、腎機能障害、気管支喘息、認知症があった。現病歴は 5 日前
から風邪症状があり、ベッドで倒れていたのを施設職員に発見され、呼吸苦を訴え救急車で搬送されてきた。来院時身体所見は血
圧 191/136、脈拍 88、SpO2 98（O2 リザーバーマスク 6 L/min）であり、呼気に著明な狭窄音があった。血液検査では貧血、腎機
能障害、心不全があった。心電図は心房細動、胸部 X 線では心拡大と上縦隔の拡大があった。心臓超音波検査では壁運動低下はな
かった。胸部 CT 検査では、輪状軟骨以外の、気管ほぼ全長が背側膜様部から圧排され狭小化していた。食道が圧排となっていて、
狭窄は左右気管支、右中間幹、左下葉気管支近位まで及んでいた。また、左胸水の貯留、胸膜石灰化、葉間胸水、慢性膿胸も認め
た。気管支鏡検査を行い、呼気時に見られる閉塞に近い著名な気管狭窄があり、EDAC と診断した。高齢の為、ステント等に侵
襲的治は行わず、ASV による呼吸管理を行い良好な呼吸状態を得た。
＜考察＞ EDAC は呼気時に胸腔内が陽圧となり , 気管内腔は縮小する。気管平滑筋機能不全があると軟骨の無い後壁が貫入し、前
後径が 50％以上縮小すると EDAC となる。その結果、喘息様発作、再発性気管支炎 , 抜管失敗等が生じる。通常喘息の治療である
ステロイドや 気管拡張薬吸入の効果は乏しく、気管挿管や PEEP で症状が隠される。
＜結論＞超高齢者に発症した EDAC の症例を経験した。ASV による呼吸管理が有効であった。

FP-078

気道狭窄を呈した経口気管チューブ、気管切開チューブに起因した声門直下炎症性腫瘍の 1 例

加古川西市民病院

救急科

切田 学
気管挿管に起因する気管炎症性腫瘤は 2000 例に 1 例に発症する。今回、経口気管チューブ、気管切開チューブの接触により気道狭
窄を伴う声門直下炎症性気管腫瘤の 1 例を経験した。【症例】70 歳代女性。3 日間続く呼吸苦により緊急搬入された。JCS100、呼
吸 19/ 分、脈拍 86/ 分、血圧 156/80mmHg、SpO295％（酸素 10L）
、瞳孔 R3mm（+）L3mm（+）
、体温 35.9℃、両肺野に coarse
crackles と wheezes を認めた。BNP302pg/ml、CTR66.2％、胸部 CT にて両側胸水と右下肺浸潤影を認め、慢性心不全急性増悪と
診 断 し た。NPPV 管 理 に て PaCO2134mmHg、PaO262.5mmHg と 不 良 で、3 時 間 後 に 経 口 挿 管 下 に PSV 管 理（PEEP5cmH2O、
PS10cmH2O）を行った。マイナス 4000ml の累積水分バランスとなった第 3 病日に意識清明、PaCO266.3mmHg、PF 比 252 と改善
したので、挿管チューブを抜去した。抜管直後より気道狭窄音があり、喉頭ファイバーにて声門直下腫瘤性肥厚を確認した。第 5
病 日 に PaCO2105.5mmHg、PF 比 133 と 悪 化 し、 再 挿 管 後 PSV 管 理 に な っ た。 第 10 病 日 に 気 管 切 開 を 施 行、 そ の 後
PaCO256.2mmHg、PF 比 330 と改善し、自発呼吸下酸素療法に移行できた。気管切開の状態で第 110 病日に転院となった。60 日後
の再入院当日に気管切開チューブを抜去したが、発声はえられず、窒息状態になった。CT 上、喉頭ファイバー上ともに声門直下
腫瘍は縮小していなかった。再入院第 8 病日より細い径の気管切開チューブに交換、2 日後に発声ができた。更に細いチューブ径
に変更し、9 日後には腫瘍は消失したので、気管切開チューブを抜去した。その後に窒息症状・所見はなく、経口喀痰排泄も可能で、
再入院 37 病日に退院した。【考察・まとめ】気管挿管チューブの接触による声門直下の気管炎症性腫瘤は短時間で発症し、反対に
接触解除で短時間に消退する。緊急気管切開が止む得ない時は、早々に気管切開チューブ径を細くしていくことが有効であろう。
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FP-079

甲状腺穿刺吸引細胞診後に気道狭窄を生じ気管挿管下に保存的治療で軽快した症例

愛知医科大学

医学部

麻酔科学講座

橋本 篤、木下 浩之、赤堀 貴彦、安藤 一雄、藤田 義人、畠山 登、藤原 祥裕
甲状腺穿刺吸引細胞診（FNAB）後に頸部腫脹をきたし、気道確保が必要となった症例について報告する。FNAB 後の血腫による
気道狭窄は非常にまれな合併症で、数例の報告はあるが、気管挿管、外科的血腫除去または甲状腺切除を必要とし、致死的な状況
にもなりうる合併症である。症例：58 才女性。甲状腺右葉小結節の組織診のために FNAB が施行された。既往歴に関節リウマチ
とバルサルバ洞動脈瘤の手術歴があり、ステロイド薬
と抗リウマチ薬を内服していたが、抗血小板薬、抗凝
固薬の内服はなかった。超音波ガイド下に FNAB が施
行され、2 時間後には頸部腫脹と嗄声が出現し、集中治
療室で経過観察となった。3 時間後の頸部 CT（図 1）
では咽喉頭の後方からの圧迫による狭窄が認められ、
呼吸困難感も出現したため気管挿管された。CT と超音
波の画像から血腫ではなく何らかの甲状腺と周囲組織
の浮腫状の腫脹と診断され、外科的血腫除去ではなく、
保存的治療となった。3 日後には腫脹が軽減し、抜管、
6 日後に退院となった。

FP-080

気管切開を施行し周術期管理を行った舌癌罹患患児の一例

兵庫県立尼崎総合医療センター
山長 修、黒田 光朗、山崎 倫子、木山 亮介、前川 俊、若松 拓彦、山中 秀則、進藤 一男
【はじめに】小児での舌癌発症例は極めて稀である。今回舌癌を発症した患児に対し気管切開を施行し周術期管理を行った症例を
経験したので報告する。【症例】14 歳男児、113cm（-8.3SD）、16.2kg（-3.8SD）。出生時に多発奇形を認めたため遺伝子検査を施行
したところ Fanconi 貧血と診断。3 歳時に骨髄異形成症候群を発症、5 歳時に同種骨髄移植を施行され寛解状態にあった。数ヶ月前
より舌に潰瘍性病変が出現、その後急速に増大してきたため生検したところ扁平上皮癌と診断、舌腫瘍切除術が予定された。術前
に関係者による合同カンファレンスを施行、術後の舌腫脹による上気道閉塞を懸念し、腫瘍切除術に加えて気管切開を行う運びと
なった。手術は気管切開から行い、その後舌可動部半側切除術が施行された。術翌日創部を中心に舌の腫脹が認められた。術後 2
日目より飲水開始、舌の腫脹が消失した 5 日目には経口摂取を開始した。術後 7 日目に気管切開チューブを抜去。以降発声、嚥下
とも問題なく経過した。【考察】成人の舌腫瘍切除術では問題となる可能性は低いが、小児では術後の舌腫脹により気道閉塞を起
こす可能性がある。そのため術後は腫脹が軽減するまで挿管もしくは気管切開による気道確保を行い管理すべきであると考えられ
る。挿管管理とするか気管切開管理とするかは双方ともメリット、デメリットが存在するため議論の余地が残るところである。今
回我々は挿管管理とした際の事故抜管に伴う気道トラブルを最も危惧したため、気管切開による気道確保を選択して周術期管理を
行い良好な経過が得られた。

FP-081

大動脈弁輪拡張症術後に術後縦隔血腫のため重篤な気道狭窄をきたした 1 例

小樽市立病院

麻酔科

大槻 郁人、高桑 一登
＜はじめに＞胸部大動脈瘤や急性 A 型大動脈解離のため気道狭窄が出現した症例は散見されるが，開胸術後に気道狭窄をきたし
た報告は少ない．今回開胸術後縦隔血腫により重篤な気道狭窄をきたした 1 例を経験した．＜症例＞ 70 歳代，女性．大動脈弁輪拡
張症と上行弓部大動脈瘤に対して Bentall+ 上行・部分弓部人工血管置換術を施行した．手術は順調に終了し ICU へ帰室した．翌
朝覚醒良好であり抜管したが同日夜急激に SpO2 低下し緊急挿管となった．再挿管し気管内吸引後は速やかに SpO2 改善し，喀痰
排出困難による呼吸不全が疑われた．その後順調に呼吸器をウィーニングし 3POD に再度抜管した．しかし抜管直後から呼吸状態
悪化し，補助換気下で SpO2 60% のため再々挿管となった．挿管後も FiO2 1.0 で SpO2 85% と低値のため気管支鏡を施行したとこ
ろ，左主気管支入口部近傍の気管壁が腹側から高度に圧迫されて気道閉塞をきたしている状態であった．CT 検査で人工血管置換
術末梢側吻合背側近傍に血腫を認め気道を圧排していた．気道狭窄を解除するため，翌日再開胸血腫除去術を施行した．術中気管
支鏡を使用し血腫除去により気道狭窄が解除されることを確認の上手術終了となった．再手術翌日抜管し以降経過は順調である．
＜結語＞開胸術後の呼吸不全の原因として縦隔血腫による気道狭窄も念頭に置き精査加療を行う必要がある．
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FP-082

気管切開術後に両側緊張性気胸となり換気困難を来した 2 症例

田附興風会

医学研究所

北野病院

麻酔科集中治療部

若田 竜一、宮崎 嘉也、足立 健彦
【背景】気管切開術は意識障害のある患者や長期的な人工呼吸器管理が必要な患者に対して行われるが、皮下気腫・縦隔気腫・気
胸などを合併することが報告されている。今回我々は気管切開術を行い、両側緊張性気胸を合併し換気困難をきたした 2 症例を経
験したので報告する。
【症例 1】73 歳女性、急性硬膜下血腫・脳ヘルニアのため緊急開頭減圧術を施行、挿管のまま ICU へ入室となっ
た。意識障害が遷延したため気管支鏡補助下に経皮的気管切開術を施行した。誤ってダイレーターとともにガイドワイヤーを抜去
したため再度穿刺し、気管カニューレを留置した。人工呼吸器に接続した直後に換気困難となり心停止に至った。心肺蘇生中に皮
下気腫を認めたため気胸を疑いトロッカーを挿入、エアリークがあり気道内圧の低下を得られたが心拍再開することなく死亡と
なった。
【症例 2】59 歳女性、右脳出血を認めて緊急開頭減圧術を施行され挿管のまま ICU へ入室となった。意識状態の改善が得
られなかったため外科的気管切開術を施行した。当初挿入しようとしていたカニューレが入らず小さいサイズのカニューレを留置
した。夜間に人工呼吸器に接続した際に気道内圧の上昇を認めて換気困難となった。胸部 X 線検査で両側気胸を認めたため直ちに
胸腔穿刺を行い呼吸状態は改善した。【結語】気管切開術後に両側緊張性気胸を合併した 2 症例を経験した。気管切開術では気管
壁損傷から縦隔気腫・気胸を引き起こすことが報告されている。また気管切開口からのエアリークが気胸・皮下気腫・縦隔気腫を
引き起こすことも報告されている。両症例ともに気管切開術中に気管カニューレ留置に難渋しており、それらの影響も踏まえて文
献的考察を加えて報告する。

FP-083

抜管後の喉頭浮腫に対するアドレナリン・リンデロン希釈液投与の試み

恩賜財団済生会

横浜市東部病院

救急科

吉田 浩輔、倉田 沙織、中道 嘉、小林 陽介、明石 拓、佐藤 智洋、折田 智彦、山崎 元靖、北野 光秀
【はじめに】抜管後の喉頭浮腫は ICU 患者の 30% に発生するとされ、人工呼吸器の再装着の原因ともなる重要な合併症である。
【目
的】抜管前の喉頭に対してアドレナリン・ベタメタゾン希釈液を浸潤させ、その治療効果を評価検討する。【方法】24 時間以上の
人工呼吸管理が行われた症例について、アドレナリン・ベタメタゾン希釈液をカフ上吸引口より注入し、抜管前の喉頭に直接浸潤
させ、処置前後でのカフリーク音の変化、バイタルの変動などについて評価検討した。【結果】計 8 症例で試行し、48 時間以内に
再挿管に至った症例はなかった。カフリークテストでは処置試行前のリーク音は 4 例で聴取されず、4 例で少量のリーク音が聴取
された。処置後では 3 例でカフリーク音の増大を認め、喉頭ファイバー観察下でも肉眼的にあきらかな浮腫の改善を認めた。抜管
後の頸部の聴診では全例で気道狭窄音は認めなかった。処置前後 30 分での血圧、脈拍はあきらかな上昇は認めず、不整脈の発生
も認めなかった。【考察】抜管前の喉頭に対してアドレナリン・ベタメタゾン希釈液を浸潤させることによって、抜管後の喉頭浮
腫を改善させる可能性があると考えられた。

FP-084

気道熱傷治療中に気管チューブ閉塞を来し輪状甲状靭帯切開を行った一例

聖マリア病院

救命救急センター

集中治療科

爲廣 一仁、財津 昭憲、島 弘志、瀧 健治
【はじめに】気管挿管中に気管チューブ閉塞を起こすと致命的となる。今回われわれは、気道熱傷のために気管挿管下に人工呼吸
管理を行っていた患者に気管チューブ部閉塞を来した症例を経験したので報告する。
【症例】65 歳の女性。自宅の火災で顔面、頸部、
気道熱傷を起こし気管挿管を行い人工呼吸管理中であった。気管挿管 10 日目、気管吸引用のカテーテル挿入時に抵抗が出現した
ため、気管支鏡で確認を行っていたところ、気管チューブの閉塞が起こり気道緊急となった。気管チューブの入れ替えはリスクが
大きいと判断し輪状甲状靭帯切開を行い、気道確保を行った。抜去した気管チューブ内は粘稠な気道分泌物で完全閉塞をしていた。
【考察】気道分泌物による気管チューブの完全閉塞を経験した。普段経験しない合併症であったが、1. 患者の病態から脱水気味に
管理を行っていたことと 2. 当院の人工呼吸器の加湿は人工鼻で行っており、加温加湿器に比べ加湿が十分でなかったことが、原
因であったと推察された。『人工鼻を使用しているから加湿が十分である』と過信するのは危険であり、人工鼻にも注意を注ぐ必
要がある。
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FP-085

急性呼吸不全患者において High-flow nasal cannula が有用であった 2 症例

滋賀医科大学

1）

附属病院

救急集中治療部、2）同

麻酔科、3）同

救急集中治療学講座

喜多 理香 、宮武 秀光 、藤井 恵美 、今宿 康彦 、山根 哲信 、辻田 靖之 1）、田畑 貴久 3）、高橋 完 1）、萬代 良一 1）、江口 豊 3）
1）

1）

1）

2）

1）

High-flow nasal cannula（HFNC）は高流量の高濃度酸素を投与可能なため、正確な FiO2 設定、軽度の PEEP（Positive end
expiratory pressure）の点から、急性呼吸不全症例に有効であり、さらに装着したまま会話・食事が可能であり患者の QOL 維持
も大きな利点と報告されている。我々は急性呼吸不全で非侵襲的陽圧換気（NPPV）施行継続が困難と考えられた症例に、HFNC
を用い酸素化の改善を得た 2 症例を経験したので報告する。1 例目は健診でγ -GTP 軽度上昇を指摘されていた以外は生来健康な
66 歳女性。微熱・褐色尿・黄疸のため近医に入院し、原発性胆汁性肝硬変に合併した自己免疫性肝炎と診断され、ステロイドパ
ルス治療抵抗性で肝移植の適応となり、転院・ICU 入室した。入室 day2 に CMV 感染による ARDS を併発し、P/F 約 170 となった
が、HFNC40％,30L/min の投与で P/F 約 340 に改善した。その後、HLA 不適合による肝移植困難のため DNAR の方針となったが、
急変時まで 15 日間 HFNC 療法下で、意識状態の把握が容易であった。2 例目は 40℃の発熱とふらつきを主訴に救急外来を受診し
た重喫煙歴のある 73 歳の男性。初診時、意識は軽度不穏、高熱と SpO2 93%（大気中）を認めた。血液検査上、白血球 10500/dL、
CRP 9.83mg/dL、PCT 2.63ng/dL と感染症が示唆され、画像検査から左下葉肺炎の診断で入院した。当初、鼻カヌラ 3L/min で酸
素投与し、抗生剤加療を行ったが day5 に突然の呼吸苦と SpO2 70％台（リザーバーマスク 10L/min）へ低下し、呼吸努力と肺雑音、
喀痰の増加、画像所見の悪化のため、呼吸管理目的に ICU 入室した。喀痰が多く NPPV の適応から除外され、挿管せず HFNC 療
法下に頻回な吸痰処置で治療は奏功し、day8（入室 day3）に ICU 退室した。呼吸補助療法が必要な急性呼吸不全状態において、
NPPV の継続困難な症例に対して、HFNC 療法により酸素化の改善を認めた 2 症例を経験した。患者の QOL 維持にも有用と思わ
れた。

FP-086

急性心筋梗塞に伴う虚血性心不全に対してネーザルハーフローで治療した 1 例

産業医科大学病院

集中治療部

清水 毅洋、二瓶 俊一、清水 智子、金澤 綾子、荒井 秀明、長田 圭司、原山 信也、相原 啓二、蒲地 正幸
重症呼吸不全に対する Nasal High-flow（NHF）は，安全性と有効性から近年注目されている。一方心原性肺水腫による呼吸不全は、
最も頻度が高く、重症になりやすい。急性心不全での呼吸療法として、鼻カニューレやフェイスマスクを用いた酸素投与でも改善
されない頻呼吸，努力呼吸，低酸素血症を認める場合は非侵襲的陽圧呼吸（NPPV）が推奨されている。しかし NHF については
言及されていない。今回我々は、急性心筋梗塞に伴う虚血性心不全に対して NHF で加療した症例を経験したので報告する。症例
は 70 代男性。午前 7 時 30 分頃胸部圧迫感が出現。症状軽減せず、かかりつけ医受診。心電図上 V1~V4 で ST 低下を認め、急性冠
症候群の診断にて当院循環器内科紹介受診。同日緊急心臓カテーテル検査を施行。#11 に 100％狭窄を認め、同部位に対して PCI
施行。手技中血圧低下を認めたため、IABP 挿入となった。PCI 終了後 ICU 入室となった。ICU 入室時、FM8L にて SpO294% で、
胸部 X 線上著明な肺水腫を認めた。虚血性心疾患に伴う肺水腫と考え NPPV を考慮したが、IABP 補助下で収縮期血圧が 70mmHg
台と鎮静薬が使いにくい状態であり、NHF で管理した。その後循環動態安定し翌日には IABP 抜去。呼吸状態及び胸部 X 線上の
うっ血所見も改善し、入室 4 日目に一般病棟へ退室となった。NPPV は、心原性肺水腫症例に有効であり、挿管率は低かったとす
る報告があり、急性心不全における NPPV は一定の評価を得ている。しかし本症例のように血圧が低く鎮静薬が使いにくい症例や、
マスク換気に対し拒否的な症例においては、代替療法として NHF による呼吸療法も考慮されてよいのかもしれない。本症例の経
験から、虚血性心疾患における肺水腫において NHF の可能性が示唆された。

FP-087

抜管後にミニトラックとハイフローセラピーを用いて管理した患者の検討

岸和田徳洲会病院

救命救急センター

薬師寺 泰匡、白坂 渉、山田 元大、鈴木 慧太郎、鍜冶 有登、篠崎 正博
【背景】近年ネーザルハイフローセラピー（NHF）が導入され呼吸器科領域を中心に使用が増えてきているが、重症患者や集中治
療分野の患者においての利用方法については検討が少なく議論が残っている。当院では当手技の持つ加湿性の良さ、死腔減少効果
に着目し、集中治療期間においても積極的に活用してきた。
【目的】抜管後に喀痰多量で気道に問題が生じる患者群に対して、ミ
ニトラックとハイフローを用いた気道・呼吸管理を行った症例を振り返り、その有用性を検討する。【対象と方法】2014 年 8 月か
ら 2015 年 7 月まで当院救急科に入院し人工呼吸器での管理を要した患者のうち、抜管後にミニトラックを挿入し、ミニトラックよ
りハイフローセラピー（MHF）を用いた症例を対症に経過と予後について後ろ向きに検討した。
【結果】9 例が対象となった。男
性は 7 例、平均年齢は 70.4 ± 18.42 で、全例抜管前まで頻回の気道吸引を要しており、抜管後 24 時間以内に MHF を開始されていた。
抜管までの平均日数は 10.0 ± 3.46 日で、7 例がハイフローから離脱できており、1 例が経過中に死亡、1 例が再挿管となっていた。
離脱成功例における離脱までの平均日数は 12.0 ± 8.77 日であった。【考察】抜管後の酸素療法に NHF を利用することについて、近
年有用性の指摘もあるが、気道分泌物による閉塞を来す場合など気道の問題は解決しづらい。この点は NPPV においても共通して
いるが、MHF では気道閉塞の回避をしつつ、ハイフローセラピーの恩恵を受けることが可能となる。他の方法との比較検討が必
要ではあるが、MHF は抜管時に頻回吸引している例でも再挿管率を下げ得る。
【結語】抜管後の管理において、MHF は NPPV を
補完するすぐれた呼吸管理方法である。
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FP-088

当院 ICU における高流量経鼻酸素療法（NHF）の使用状況について

国立国際医療研究センター

救命救急センター

集中治療科

岡本 竜哉、植村 樹、米廣 由紀、仁平 知保、小川 竜徳、深谷 隆史、松田 航、佐々木 亮、野中 千春、木村 昭夫
【背景と目的】高流量経鼻酸素療法（NHF, Nasal High-Flow Oxygen therapy）はベンチュリーマスク等の通常の高流量酸素療法
と非侵襲的陽圧換気（NPPV）の中間に位置する酸素療法で、最近 90 日死亡率が有意に改善したとの報告（NEJM: 372, 2185,
2015）もあり、大変注目されている。NHF の対象疾患は CO2 の貯留を伴わない低酸素血症とされているが、ICU においては心不
全や軽度の肺炎、さらに抜管後の酸素投与などその応用範囲は広い。当 ICU は総ベッド数 780 床の総合病院における 10 床の集中
治療施設であり、主に侵襲度の高い手術患者の術後管理や CCU 機能、そして院内重症患者の全身管理を行っており、入室患者の
約 1/4 に挿管・人工呼吸管理を行っている。そこで今回、当施設における NHF の使用状況について検討を行った。【結果】2014.4
～2015.8 における当施設の入室患者 2467 例中、NHF を使用した症例は 64 例、NPPV を使用した症例は 114 例であった。年毎に見
ると導入した 2013 年は 6 例、2014 年は 14 例、そして 2015 年は 44 例と、特に今年になって使用頻度が急増していることがわかった。
担当科としては外科が約半数で、次いで循環器・呼吸器内科であった。43/64 例（67%）は抜管後の酸素療法として使用され、そ
のうち 35/43 例（81%）は鼻カヌラ等の低流量酸素療法に移行・離脱できた。しかしながら 5/43 例（12%）は NPPV に移行し、
3/43 例（7%）は再挿管となった。挿管を伴わない症例としては、急性心筋梗塞後や慢性心不全、軽度の肺炎など NPPV の適応と
される症例が多かった。最近では NPPV を適応し難い症例、例えば食道がんの術後などにおける喀痰排泄困難例や、高侵襲度手術
後の抜管後の酸素療法としてルーチンに用いている。【結論】NHF は、再挿管率や NPPV 導入率を減らしうる新しいデバイスとし
て、その適応範囲は今後益々拡大していくものと考えられる。

FP-089

抜管後呼吸不全の予防において HFNC は NPPV に取って代わるか？

済生会熊本病院

1）

救急総合診療センター、2）鹿児島大学病院

救急・集中治療部

菊池 忠 、中山 雄二朗 、高木 誠 、川野 雄一朗 、福永 崇 、尾崎 徹 1）、白井 純宏 1）、具嶋 泰弘 1）、前原 潤一 1）、垣花 泰之 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【はじめに】抜管後呼吸不全のリスクが高い症例に抜管直後から NPPV を導入すると抜管後呼吸不全を予防できるという報告があ
る。近年登場した High-flow nasal cannula 療法（以下 HFNC）が抜管後呼吸不全の予防において NPPV に取って代わるのかどうか、
救急症例と術後症例のそれぞれにおいて検証した。＜救急症例＞【対象】2012 年 1 月～2015 年 1 月に当センターへ入院となり気管
挿管下人工呼吸管理を施行され、担当医の判断で抜管直後から NPPV または HFNC を導入された 29 症例。
【結果】NPPV 群：10 例、
HFNC 群：19 例であった。再挿管率（NPPV 群 vs HFNC 群＝ 3/10（30.0％）vs 4/19（21.1％）
，p ＝ 0.59）
、入院期間（33.1 ± 24.3
日 vs 41.6 ± 35.2 日，p ＝ 0.33）、院内死亡率（2/10（20.0％）vs 3/19（15.8％）
，p ＝ 0.78）はそれぞれ二群間に有意差を認めなかっ
た。＜術後症例＞【対象】2009 年 5 月～2013 年 1 月に心臓・大血管手術施行後、気管挿管下に鹿児島大学病院 ICU に入室し、プロ
トコルに基づき抜管直後から NPPV または HFNC を導入された 73 症例。
【結果】NPPV 群：48 例、HFNC 群：25 例であった。再
挿管率（NPPV 群 vs HFNC 群＝ 3/48（6.3%）vs 1/25（4.0%）
，p ＝ 0.69）
、入院期間（58.9 ± 44.4 日 vs 44.4 ± 26.0 日，p ＝ 0.14）、
院内死亡率（3/48（6.3％）vs 2/25（8.0％），p ＝ 0.78）はそれぞれ二群間に有意差を認めなかった。それぞれの施行期間（30.1 ±
25.1 時間 vs 39.7 ± 36.9 時間 , p ＝ 0.19）には有意差はなかったが、中断回数（6.0 ± 5.5 回 / 日 vs 0.042 ± 0.146 回 / 日 , p ＜ 0.01）は
HFNC 群で有意に少なく、喀痰排泄回数（2.6 ± 4.7 回 / 日 vs 7.2 ± 6.2 回 / 日 , p ＜ 0.01）は HFNC 群で有意に多かった。
【まとめ】
救急症例でも術後症例でも HFNC は NPPV と同様に抜管後呼吸不全の予防に有用であった。NPPV と比較して HFNC は患者の受
け入れが良く、また抜管後に危惧される喀痰の排泄にも有利にはたらく可能性が示唆された。

FP-090

悪性腫瘍末期患者における高 CO2 血症に対する HFNC 酸素療法の使用経験

都立墨東病院

胸部血管心臓外科

松永 裕樹、尾辻 瑞人、中村 景子、小林 亜紀、伊藤 淳、三島 秀樹、片山 康、石川 進、大島 哲
【はじめに】近年、高流量経鼻カニューラ（HFNC:high-flow nasal cannula）による酸素療法が注目されている。今回、高度の高
CO2 血症に対して、HFNC 酸素療法が有効であった症例を経験したので報告する。【症例】45 歳女性。18 年前に浸潤性胸腺腫に対
して、胸腺腫及び、心膜、胸膜合併切除術を施行。その後、胸膜播種病変に対して、放射線療法、化学療法を行っていた。胸部
CT 画像検査では、播種病変が右主気管支を閉塞し、右胸腔は無気肺及び播種巣で占拠され、肝転移もあり、左胸腔は圧排されて
いた。この 1 年、悪性胸腺腫の胸膜播種により気道狭窄、気道分泌物増による低酸素血症・高 CO2 血症で入退院を繰り返していた。
在宅酸素療法を導入し、外来管理中であったが、呼吸困難・低酸素血症が増悪し、緊急入院となった。徐々に意識状態悪化、血液
ガス検査ではマスク 5L 下で、PaO2:116mmHg,PaCO2:186 と高度の CO2 ナルコーシスの状態で、用手換気では改善しなかった。原
病のコントロールが不良であることより、従来から侵襲的な延命処置を行わないことを本人・家族に同意を得ており、人工呼吸器
管理は行わない方針であった。このため、鼻腔内死腔のウオッシュアウト効果を目的に HFNC（OptiflowTM,F&P850TMSystem
（Fisher & Paykel Healthcare,New Zealand））を使用し、流量 40L/min,FIO2:60% で導入した。開始後 30 分で PaCO2:121mmHg に
改善し、翌日には PaCO2:103mmHg にまで改善した。家族と会話が可能なまでに意識状態も回復した。
【考察】2 型呼吸不全に対
する、NPPV の使用は確立されているが、HFNC 酸素療法の適応は定まっていない。本例は、DNR で NPPV が使用できないという、
限定的な状況ではあるが、症状の改善を得ることができた。また終末期の患者に対し、良好な装着感や症状緩和効果としても、有
効と思われた。【結語】本例のように、高度の高 CO2 血症に対しても HFNC 療法が有用であることが示唆された。
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FP-091

Harlequin syndrome に対して Hybrid ECMO を導入した一例

東京都立多摩総合医療センター

1）

救命救急センター、2）昭和大学医学部

救急医学講座

萩原 祥弘 、清水 敬樹 、小野 将平 、鈴木 茂利雄 、濱口 純 、荒川 裕貴 1）、金子 仁 1）、光銭 大裕 1）、森川 健太郎 1）、
三宅 康史 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】敗血症性ショックと重症呼吸不全が合併した病態に対して VA-ECMO を導入した際，心機能の改善に伴い Harlequin
syndrome が問題となる事がある。【症例】70 歳代女性，体重 31kg，身長 142cm。2 年前より関節リウマチの診断で治療を開始。
2015 年 6 月呼吸困難を主訴に救急搬送。膠原病合併間質性肺炎 , PJP，細菌性肺炎などの鑑別が挙がる急性呼吸不全に敗血症性
ショックが合併した病態として治療が開始された。同日中に Murrey3.5 点，P/F76 と呼吸器不耐性の呼吸不全状態となり VVECMO 導入となった。第 3 病日に昇圧剤高容量使用にも関わらず循環動態が悪化し大腿動静脈カニュレによる VA-ECMO に移行
した。心機能の改善に伴い ECMO flow down を試みたところ，脳組織酸素飽和度の低下を認め Harlequin syndrome と判断した。
そのため第 10 病日に右内頚静脈送血カニュレを加え VAV-ECMO に移行した。VAV 管理中は低圧となる静脈送血側をチューブク
ランプで微調節することで , 徐々に動静脈送血比 1:1 から静脈送血優位にシフトさせていった。第 11 病日には合併症なく VVECMO に移行することが出来た。【考察】大腿動静脈カニュレによる VA-ECMO の mixing point は経時的に変化し正確な評価は困
難である。また weaning 期における上半身への血流は自己心肺に依存し，呼吸不全合併時は脱酸素血が循環する Harlequin
syndrome が問題となる。これに対して VV-ECMO への架け橋も兼ねて，VAV-ECMO への移行が考慮される。このような HybridECMO ではチューブクランプを用いることで，変動する患者の呼吸循環動態に合わせて柔軟かつ適切なサポートを行なうことが
可能となる。特に VA-ECMO 管理中に呼吸不全の合併した症例や Harlequin syndrome が顕在化した症例では VAV-ECMO の良い
適応となり，病態に応じて VA・VAV・VV と移行させる事が一つの治療戦略となる。

FP-092

急性呼吸不全における NPPV と High Flow Therapy の比較～短期効果についての検討

公立陶生病院

呼吸器・アレルギー疾患内科

横山 俊樹、谷口 博之、近藤 康博、木村 智樹、片岡 健介、松田 俊明、寺町 涼
背景：近年，High Flow Therapy（HFT）と NPPV の比較試験の結果により，HFT が急性呼吸不全患者の予後を改善することが
示された．本邦においても急速に HFT の使用施設が増加し，急性期呼吸管理として定着しつつある．一方で，HFT は特殊な経鼻
カニューレから高流量混合酸素を流す方法であり，顔面や鼻腔の形状の影響を受ける可能性もあるため，海外データのみで有効性
を検討するのではなく，日本人を対象とした検討を行い，有効性を確認する必要がある．目的：NPPV 及び HFT それぞれの同一
症例における短期効果について比較する．方法：2014 年 4 月～2015 年 7 月の間に HFT 及び NPPV 双方を使用した症例において，
酸素化及び呼吸困難（Borg scale），バイタルサインについて比較を行い，切り替えによる短期効果について後方視的に検討を行っ
た．結果：対象症例は 23 例（年齢：74.8 ± 10.4，男 18/ 女 5）だった．急性呼吸不全の原因は，ARDS 14 例，間質性肺炎 5 例，肺
炎 2 例，心不全 2 例だった．全例で Borg scale の前後評価ができていたが，動脈血ガス分析が前後評価できたのは 16 例だった．
NPPV 設 定 は CPAP 17 例，ST モ ー ド 6 例，PEEP は 6.6 ± 2.8cmH2O だ っ た．HFT 設 定 は Flow 56.9 ± 6.0L/min, FIO2 50.0 ±
12.6% であった．HR，呼吸数，Borg scale は HFT・NPPV 切り替えによって有意な差は認めなかったが，PaO2/FIO2 は HFT 時
184.2 ± 93.21，NPPV 時 203.1 ± 97.5（p=0.0171）と NPPV において有意に上昇していた．NPPV と比べて HFT において Borg scale
が 1 項目以上低下していたのは 23 例中 11 例だった．考察：酸素化改善効果は HFT と比べて有意に NPPV が良好であった．一方で，
HFT を用いることで半数近くの症例で Borg scale 低下がみられた．短期の酸素化改善を必要とする疾患においては NPPV が望ま
しいと考えられたが，一方で一部の症例では HFT で呼吸困難が改善することが示唆されており，長期的な使用を視野に入れれば
HFT で管理可能な症例も少なからずあると考えられた．

FP-093

PAV+ が呼吸器離脱時のウィーニングに有用であった肺気腫の 1 症例

大阪医科大学附属病院

集中治療部

大地 史広、梅垣 修、日外 知行、下山 雄一郎、門野 紀子、出口 志保
症例）67 歳男性、既往歴は高血圧、肺気腫。肺気腫に対して在宅酸素療法（HOT）中であった（経鼻カヌラより 100%O2 1L/
min）。冠動脈 3 枝病変に伴う不安定狭心症、腹部大動脈瘤と診断され、これらに対して冠動脈バイパス術（CABG）と腹部大動脈
ステントグラフト内挿術（EVAR）が予定された。経過）3 枝 CABG 術後、挿管・未覚醒のまま ICU へ入室。SIMV からプレッシャー
サポート（PS）を使用してウィーニングし術後 3 日目に抜管されたが、酸素化の悪化と呼吸の促迫を認めたため再挿管となった。
再挿管後のウィーニングには PS の後に PAV+ を用い、再挿管から 5 日目に抜管された。再抜管後は呼吸促迫など認めず経過し、
術後 14 日目に ICU を退出された。CABG 術後から 27 日目に EVAR ＋腎動脈、上腸間膜動脈再建を施行された。術後に前回と同様、
挿管・未覚醒で ICU へ入室した。人工呼吸管理は前回の経験を参考に PAV+ を使用してウィーニングを行った。術後 6 日目に抜管
し呼吸促迫・再挿等の呼吸管理上問題なく経過し術後 7 日目に ICU 退出となった。EVAR 術後 31 日目に腹部の創がし開し閉創術
が行われた。前回と同様に挿管のまま ICU 入室とし、PAV+ を用いて呼吸器ウィーニングを行った。術後 4 日目に抜管され、問題
なく経過したため術後 5 日目に ICU 退出した。考察）PAV は患者の吸気仕事量をもとに呼吸器のサポート量を決定する換気様式
であるが、PAV+ ではこの煩雑な吸気仕事量の算出を自動で行い患者の毎回の吸気努力に対して追従する。PS では対応しきれな
い抜管困難な患者に対しても吸気努力への応答性がよく、また設定も吸気仕事量の % で指定する簡便さから呼吸器の合併症を持
つ患者のウィーニングに有用であると考えられる。結語）HOT 中の重度 COPD 患者の呼吸器ウィーニングに PAV+ が有用であっ
た。
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FP-094

食物による窒息後に生じた陰圧性肺出血に対し、ECMO を使用し救命した高齢者の一例

独立行政法人国立病院機構

大阪医療センター

救命救急センター

石田 健一郎、岩佐 信孝、曽我部 拓、高端 恭輔、佐尾山 裕生、家城 洋平、島原 由美子、定光 大海
【緒言】：陰圧性肺水腫・肺出血は上気道閉塞後に急激に発症する。生命予後は良好と考えられているが、重篤な呼吸不全に陥るこ
ともあり迅速な治療介入が必要である。我々は、食物による窒息後に陰圧性肺出血を来した高齢者に対し、ECMO の使用により
救命した一例を提示する。【症例】：症例は ADL の自立した 88 歳男性。慢性心不全に対して当院循環器科へ通院中、当院内での昼
食中に突然の心停止に陥った。口腔内は多量の米粒と海苔塊で閉塞しているために換気が困難であり、マギール鉗子を用いて異物
を除去した。気管挿管と 2 サイクルの胸骨圧迫後に自己心拍は再開した。窒息から 1 時間後に気管チューブから泡沫状の血性分泌
物を多量に認め、急激に呼吸状態が悪化した。胸部レントゲンで両側肺野に斑状陰影の分布が認められ、臨床経過から、上気道閉
塞後の陰圧性肺出血を疑った。高 PEEP による人工呼吸管理を行ったが、P/F 比は 60-80 程度から改善しないため、呼吸状態の悪
化から 6 時間後に vvECMO を導入した。気管支鏡検査で気管粘膜の浮腫状変化とびまん性出血を認めた。ヘパリンの持続静注に
よる抗凝固を ECMO の維持に使用したが、酸素化は徐々に改善し、第 2 病日に ECMO から離脱した。肺出血も軽快した。合併症
としてカテーテル留置に伴う少量の静脈血栓を認めたが、抗凝固療法で軽快した。第 8 病日に抜管し、NPPV による管理を継続し
た。基礎疾患の慢性心不全の増悪により再挿管し気管切開を行ったが、利尿剤による水分管理後に人工呼吸器から離脱した。意識
は清明で、歩行可能となり、廃用症候群に対するリハビリ目的で現在も入院中である。
【考察】
：本例は食物による上気道閉塞後に
陰圧性肺出血を来したと考えられた。肺出血例にも関わらず、ECMO は酸素化の改善に有用であった。高齢者への ECMO の適応
は症例ごとに検討が必要と考えられた。

FP-095

フレイルチェストと皮下気腫を合併した胸部外傷の呼吸管理に APRV が有効であった一例

宮崎大学

医学部

附属病院

麻酔科

日高 康太郎、長濱 真澄、越田 智弘、與那覇 哲、矢野 武志、松岡 博史、谷口 正彦、恒吉 勇男
交通外傷によるフレイルチェストの管理中に皮下気腫を合併した症例に対し、APRV の呼吸管理が有効であった一例を報告する。
症例は 30 代、男性。飲酒後に道路上で寝ていたところを乗用車に轢過された。当院救命センターへ搬送され、両側肋骨骨折、両
側血気胸、骨盤骨折を含む多発外傷を認めた。緊張性気胸の合併を認め、胸腔ドレーンが挿入されたが、呼吸不全は改善しなかっ
た。気管挿管が行われ、人工呼吸管理（PCV FiO2:0.6 PC:8 cmH2O PEEP:12 cmH2O）が開始された。骨盤骨折による後腹膜出血
に対し、両側内腸骨動脈塞栓術が施行された。ICU 入室後、呼吸器との同調性に乏しく、フレイルチェスト、SpO2 の低下を認め
たため、鎮静薬の増量、呼吸器設定変更（SIMV+PS FiO2:0.5 PC:8 cmH2O PS:10 cmH2O PEEP:12 cmH2O）で対処した。第 4 病
日に胸部レントゲン撮影後、低酸素血症（FiO2:0.6 PaO2:59.3 mmHg PaCO2:48.8 mmHg）と皮下気腫の増大を認めた。胸郭の安
定性を保ちつつ最高気道内圧を下げる目的で、呼吸器設定を APRV（FiO2:0.5 PEEP:16/0 cmH2O）へ変更したところ速やかに
低酸素血症は改善した（PaO2:104.9 mmHg PaCO2:39.5 mmHg）
。ファイティングも減少し、皮下気腫の増大も認めなかった。呼
吸状態は安定化し、第 9 病日に経皮的気管切開を行い、第 10 病日に ICU を退室した。その後、第 13 病日に呼吸器離脱、第 31 病日
にリハビリ目的で転院となった。APRV は high PEEP による気胸、皮下気腫の合併が問題とされる。本症例では慎重に PEEP レベ
ルを調節することでフレイルチェストに対する気道陽圧を維持しながら、皮下気腫と酸素化を改善することができた。

FP-096

NAVA モードによる人工呼吸中の横隔膜運動監視の 2 症例

名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

福田 幸寛、眞喜志 剛、海野 仁、日下 琢雅、東 倫子、田村 有人、江嶋 正志、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】Neurally Adjusted Ventilatory Assist（NAVA）は，MAQUET 社（スウェーデン）の Servo-i ベンチレータの呼吸
管理モードであり，電極付胃管栄養カテーテルの横隔膜活動電位（Edi）に基づく換気補助様式である。NAVA を用いた 2 症例を
報告する。【症例 1】63 歳女性，身長 153 cm , 体重 53 kg，APACHE2 スコア 32。失語症で発症し，開頭脳生検で原発性中枢神経
血管炎の診断となった。ステロイドパルス療法とエンドキサンパルス療法に反応せず，右顔面神経麻痺と右動眼神経麻痺などが進
行した。この治療経過で誤嚥性肺炎を合併し，重症敗血症と気道閉塞のために ICU 入室となった。呼吸状態悪化により人工呼吸
器管理となった。横隔膜電位の評価を目的として EDi catheter を挿入して NAVA モード管理としたが，横隔膜電位を感知できず，
中枢性および神経調節性の呼吸障害と診断した。呼吸状態の改善により，人工呼吸器補助下で ICU 退室とした。
【症例 2】46 歳女性，
身長 156 cm , 体重 47 kg，APACHE2 スコア 29 。クレアチンキナーゼ 28432 IU/L の横紋筋融解症の原因が，呼吸筋だった症例で
ある。第 3 病日に換気不全として気管挿管し人工呼吸器管理とした。第 6 病日に呼吸筋低下による換気障害に対して，横隔膜電位
の評価として EDi catheter を挿入し，NAVA モードで呼吸管理をした。管理開始時は EDi max3-6 程度で NAVA レベルも 3 程度
だったが，第 9 病日には EDi max が 10 まで上昇し，NAVA レベルを 1 まで低下できたため抜管した。NPPV へ移行し，第 15 病日
に ICU を退出し，第 25 病日に退院，第 50 病日に職場復帰となった。【結語】名古屋大学救急・集中治療医学では，NAVA モード
を横隔膜電位と横隔膜運動の評価として用いている。この初期の 2 症例の報告である。
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FP-097

慢性呼吸不全患者の上腹部術後に NIV-NAVA にて人工呼吸管理を行った 1 例

社会医療法人
社会医療法人

1）

3）

雪の聖母会
雪の聖母会

聖マリア病院
聖マリア病院

麻酔科、2）社会医療法人
集中治療部

雪の聖母会

聖マリア病院

臨床工学部、

手賀 丈太 1）、平本 有美 1）、和田 麻美 2）、青野 宏美 2）、吉野 淳 1）、財津 昭憲 3）、藤村 直幸 1）
【はじめに】上腹部手術後は、呼吸合併症の頻度が高いことが知られている。今回、II 型慢性呼吸不全患者の上腹部開腹術後に
NIV-NAVA を用い術後人工呼吸管理を行った症例を経験したので報告する。
【症例】67 歳女性、身長 151cm、体重 81kg、心不全
を契機に II 型慢性呼吸不全となり、近医にて NPPV による呼吸管理が行われていた。今回、上腹部痛が出現、精査の結果急性胆嚢
炎と診断され、手術目的に当院紹介、腹腔鏡下胆嚢摘出術が予定された。術前動脈血ガス分析（酸素マスク 5l/min）では、
pH7.375, PaO2 105mmHg, PaCO2 61.8mmHg, BE +8.9 と高炭酸ガス血症を認めた。心エコー検査では VSD ならびに右心負荷を認
めた。麻酔導入はプロポフォールで行い、麻酔維持はセボフルラン、レミフェンタニルで行った。腹腔鏡下での手術が予定された
が、腹腔内炎症が高度であったため、開腹胆嚢摘出術に術式が変更された。手術時間は 5 時間 58 分、麻酔時間は 7 時間 39 分であっ
た。術後鎮痛は、iv-PCA にて行った。手術終了（抜管）後の動脈血ガス分析（酸素マスク 5l/min）では pH7.39, PaO2 108mmHg,
PaCO2 64.2mmHg, BE +11.4 を示した。術後呼吸循環管理目的に集中治療室入室となった。入室後、Edi カテーテルを挿入留置し、
NIV-NAVA にて人工呼吸管理を開始した。術後 1 日目に NIV-NAVA を中止し、その後は酸素マスクにて呼吸管理を行った。術後
呼吸合併症を来すことなく、術後 3 日目に集中治療室を退室、術後 8 日目に近医へ転院となった。
【考察】NPPV は、上腹部術後の
呼吸合併症の予防に有用と報告されている。今回、NIV-NAVA は患者と人工呼吸器の同調性に優れ、II 型慢性呼吸不全患者の上
腹部術後の呼吸合併症予防に有用であった。

FP-098

flail chest に対し IRV での呼吸管理が有用であった 1 例

帝京大学

医学部

救急医学講座

山崎 舞子、佐々木 勝教、藤田 尚、安心院 康彦、池田 弘人、坂本 哲也
【はじめに】重症胸部外傷は呼吸器合併症を併発し呼吸管理に難渋することが多いが，治療法については統一の見解がない．今回
我々は flail chest，肺挫傷のため呼吸管理に難渋したが Inverse Ratio Ventilation（以下 IRV）で管理し良好な経過をたどった症例
を経験したので報告する．【症例】41 歳男性，飲酒後路上に横たわっていたところを車両に轢過され救急要請となった．来院時，
意識 GCS E3V3M5, 血圧 120/90mmHg，心拍数 87/ 分，呼吸数 18/ 分，呼吸音左右差なし，皮下気腫なし，頸静脈怒張なし，左
flail chest を認め，CT 上両側多発肋骨骨折（右第 3-5 肋骨骨折，左第 2-4 肋骨骨折），肺挫傷があった．
（AIS スコア 4）気管挿管，
人工呼吸器管理（Pressure Support Ventilation，PSV）を実施し ICU に入室．第 2 病日に左気胸が出現し胸腔ドレーンを挿入した
が flail chest が悪化．第 3 病日に酸素化障害が進行し（PaO2 161.4 mmHg，PaCO2 63.1mmHg，FIO2 1.0，RR 35/min）頻呼吸と吸
気努力が強く自発呼吸と人工呼吸器との同調性が保てないため，筋弛緩薬投与を開始し IRV（PC 30mmHg，PEEP 15mmHg，RR
35/min, I:E 比 1.4:1）に変更し , 血行動態の悪化なく酸素化障害の改善を得た．第 4 病日皮下気腫が改善し胸腔ドレーンを抜去，第
6 病日筋弛緩薬を中止後も人工呼吸器との同調性は保たれ，血行動態も安定して経過，第 13 病日気管切開術を施行し，第 16 病日
には呼吸器離脱が可能となった．【結語】flail chest に対し，IRV を用い呼吸管理を行った報告はないが，本症例では呼吸状態の悪
化に対し導入することで良好な転機を得た．

FP-099
大阪大学

1）

深鎮静患者における補助換気中の一回換気量に関連する因子の後方視的検討
医学部附属病院

集中治療部、2）トロント小児病院

古出 萌 1）、山下 智範 1）、小山 有紀子 1）、吉田 健史 2）、内山 昭則 1）、藤野 裕士 1）
【目的】肺保護を目的とした一回換気量の制限や自発呼吸と同調させた補助換気は広く行われている。自発呼吸努力の強い場合に
一回換気量を制限するために深鎮静とすることは選択肢の一つである。深鎮静下の自発呼吸努力のある患者において、一回換気量
に影響する因子を後方視的に検討した。【方法】2014 年に大阪大学医学部附属病院 ICU に入室した全 640 例を対象に、ICU 入室か
ら 14 日間に以下の 4 項目：Richmond Agitation Sedation Scale（RASS）≦－ 4、PaO2/FiO2 ＜ 300 かつ PEEP ＞ 5cmH2O、従圧式
換気モード、呼吸回数が設定換気回数より 2 回以上多いこと、を全て満たす血液ガスデータを診療録から抽出した。尚、同一患者
ではデータの取得は 1 日あたり 1 回とした。これらを一回換気量が 8 mL/kg 理想体重（PBW）未満の群（LTV 群）と 8 mL/
kgPBW 以上の群（HTV 群）の 2 群にわけて比較検討した。
【結果】データが適合したのは 103 症例のべ 241 回であった。LTV 群が
51 人 102 回、HTV 群が 69 人 139 回となった。RASS 値と PaO2/FiO2 には両群間で差はなかった。LTV 群で体重は少なく身長は高
かった。平均気道内圧と PEEP の差は 4.4 ± 1.8 vs. 3.7 ± 1.5 cmH2O で LTV 群が高値（p ＝ 0.004）
、PEEP 値は 6.4 ± 0.2 vs. 7.1 ±
0.2 cmH2O で LTV 群が低値（p ＝ 0.007）となった。pH 値は LTV 群で 7.42 ± 0.00、HTV 群で 7.43 ± 0.00 と差は認めなかった（p
＝ 0.36）。HCO3- は 27.0 ± 3.5 vs. 25.0 ± 3.3mEq/L（p ＜ 0.001）
、PaCO2 は 41.9 ± 6.3 vs. 38.7 ± 6.6 mmHg（p ＜ 0.001）となり、
ともに LTV 群で高値となった。鎮静薬の使用には両群間に差がなかったが、麻薬の使用は LTV 群の 67 回に比べ HTV 群では 117
回となり LTV 群では少なかった（p ＝ 0.002）。【結論】以下のことが示唆された。深鎮静下でも、また気道内圧を低くしても、低
一回換気量を保てない場合が認められる。低一回換気量を保つには、背が高く痩せ形体型の患者が有利であり、HCO3- を高めにす
ることも役立つ可能性がある。
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FP-100

High CPAP/APRV モード管理中の経肺圧：High PEEP 管理中に食道内圧測定は必要か？

堺市立総合医療センター

1）

集中治療科、2）堺市立総合医療センター

熊澤 淳史 、村上 紗羅 、小畠 久和 、青柳 健一 、小原 章敏
1）

1）

1）

2）

総合内科

1）

急性呼吸不全における人工呼吸器療法として様々なモードが使用されているが、いずれのモードにおいても生命予後を改善すると
いう明確なエビデンスは存在しない。なかでも、Airway Pressure Releasing Ventilation（APRV）モードは Acute Respiratory
Distress Syndrome（ARDS）の患者を中心に急性呼吸不全の患者に用いられ、その効果が検討されてきた。他のモードと同様に
生命予後を改善するというエビデンスは存在しないが、High PEEP による呼気終末の肺胞虚脱の防止、気道開放による換気方式
のため気道内圧上昇を抑え圧損傷の防止といった、生理学的な側面から急性呼吸不全患者の管理に広く用いられている。APRV
モードはその換気特性上、患者の自発呼吸を生かした管理を必要とする。APRV モード中の自発呼吸は、酸素化改善効果や、下肺
野のリクルートメント効果を有し大きなメリットがあると考えられているが、APRV モード中の経肺圧についての報告はまだな
い。今回、酸素化維持のために High PEEP を要した急性呼吸不全患者に対して、High PEEP 下における自発呼吸による生じる経
肺圧を測定した症例について、考察を交えて発表する。High PEEP 下における経肺圧は自発呼吸の程度によりさまざまであった。
しかし、症例によっては 25cmH2O を超える経肺圧が生じる患者も存在した。安全な管理の為にも、High PEEP で管理する際には、
経肺圧測定が必要であると考える。

FP-101

診断に苦慮した腎細胞癌に伴う肺塞栓症の一例

和歌山県立医科大学

救急・集中治療医学講座

島 望、木田 真紀、米満 尚史、宮本 恭兵、柴田 尚明、田中 真生、島 幸宏、岩崎 安博、加藤 正哉
【はじめに】肺塞栓症は特異的な症状に乏しく、多彩な臨床症状を示し、高齢、肥満、長期臥床、悪性腫瘍などが危険因子である。
中年の感冒症状を伴う急性呼吸不全で発症した、診断に苦慮した肺塞栓症の 1 症例を経験したので報告する。
【症例】症例は 62 歳男性。生来健康であったが、突然の発熱、意識障害が出現し、近医を受診。左大葉性肺炎と診断され、呼吸不
全に対して人工呼吸器管理、抗菌薬・抗真菌薬治療が開始された。翌日、呼吸不全が悪化し、集中治療管理目的に当院へ転院となっ
た。前医・当院入院時の培養検査はいずれも陰性であり、各種血中抗原・抗体検査も陰性であった。ICU 入室後、ARDS を発症し、
第 1-3 病日に腹臥位を施行し、第 6 病日に人工呼吸器を離脱した。第 8 病日の単純 CT で肺動脈内・下大静脈内に高吸収域を認め、
造影 CT を施行。下大静脈浸潤を伴う右腎腫瘍を認め、右腎細胞癌による肺塞栓症と診断し、ヘパリンによる抗凝固療法を開始し
た。第 42 病日に施行した造影 CT では肺動脈内の血栓は著明な減少を認めた。第 50 病日、右腎摘出術・下大静脈腫瘍塞栓摘除術
を施行。術後経過は良好であり、第 65 病日に退院した。
【考察】急性肺塞栓症の約 20% に悪性腫瘍を合併し、剖検例では悪性腫瘍患者の約 2% に肺塞栓症がみられたとの報告がある。肺
腫瘍塞栓は肺血栓塞栓症と臨床的に相違はなく呼吸困難、胸痛、発熱、失神が主症状である。本症例は初診時の時点では肺塞栓症
の危険因子は認めず、感冒症状を伴う急性呼吸不全であったため、肺炎による敗血症性ショックと考えた。しかし、初診時の CT
を後向きに見直すと肺動脈内に高吸収域を認めた。危険因子を認めない患者でも急性呼吸不全の原因として肺塞栓症は念頭に置く
べきであると考えられた。
【結語】未診断の腎細胞癌下大静脈浸潤を伴う中年男性の肺塞栓症を経験した。生来健康な症例の重症肺炎の鑑別として肺塞栓症
も考慮すべきである。

FP-102

破傷風の一症例

横浜南共済病院

1）

ICU 室

救急科、2）横浜南共済病院

關野 長昭 、高橋 耕平 、森 浩介
1）

2）

救急科

2）

症例は、77 才男性。身長 179cm、体重 85kg。4 日前に咽頭違和感が出現し、3 日前から嚥下障害、話しにくさ、頸部のコリがあった。
2 日前に開口しにくさで近医受診したが、改善なく本日、嚥下障害、開口障害、頸部のコリを主訴に近隣病院受診後、当院へ紹介
された。来院時、意識は清明で、麻痺はなく、筋強直もなかった。開口は、1.5 横指に制限されていた。痰がらみがあり、呼吸し
にくいと訴えがあった。外傷はなかった。既往歴は特になく、週 1 回畑仕事をする、日常生活に問題ない人であった。経過から、
破傷風を疑い、直ちにテタノグロブリン、メトロニダゾールを投与し治療を開始した。痰がらみがあったが、意識清明で会話可能、
本人の苦痛もないことから、神経内科で一般病棟に入院となった。入院当日 21 時過ぎから、痰が出せないと本人コールがあり、
Sat の低下も認められ、酸素投与をしていたが、全身硬直から酸素化が保てなくなったため、ミダゾラムで鎮静して挿管となった。
開口困難があった。ICU 入室後、ミダゾラム、ブプレノルフィンの持続投与で、SIMV による人工呼吸管理となった。 その後、
筋緊張の出現と高血圧、頻脈、頻呼吸、発汗と自律神経系の異常反応が出現し、主にミダゾラムを一日量 200mg まで使用し対応
した。ICU 入室 7 日目に気切し、その夜 CPAP+PS に変更した。その際プロポフォールに変更、デクスメデトミジンの併用を開始
した。8 日目からはディアゼパムの間歇投与を開始した。気管痰が多く、むせると全身に筋硬直が出現していたが、徐々に改善して、
入室 17 日目に人工呼吸器を離脱し、20 日目に酸素投与も中止した。23 日目に一般病棟へ退室となった。 本症例は、発症から 96
時間以上経過の来院で、受診時は意識清明で筋硬直の発作が全身性でないとし、直ちに人工呼吸が必要と考えずに経過観察した。
挿管の実施判断について、もっと慎重に観察下に置き、早期に踏み切るべきでなかったかと反省している

－ 779 －

FP-103

鼻出血が原因の出血性ショックに対して動脈塞栓術と人工呼吸器管理を施行した鼻腔内悪性リンパ腫の一例

宮崎県立宮崎病院

集中治療部

田崎 哲
【はじめに】鼻出血からの出血性ショックに対して緊急動脈塞栓術を施行し、術後 ICU での人工呼吸器管理を行った鼻腔内悪性リ
ンパ腫の一例を経験したので報告する。【症例】57 歳男性。身長 165cm、体重 59kg。咽頭の違和感を主訴に当院耳鼻科を紹介、受
診された。右鼻腔に腫瘍性病変を認め生検を施行、悪性リンパ腫（NK/T cell lymphoma）の診断を得た。生検 7 日後に鼻出血を
認めたため当院救急外来を受診、ボスミンガーゼでの圧迫等の処置を行ったが止血困難であった。造影 CT にて仮性動脈瘤を伴う
鼻腔腫瘍を認め腫瘍の自壊による出血と思われた。緊急で塞栓術を施行、右顎動脈からの塞栓を行った。術中ショックバイタルと
なったため術後は ICU にて経過観察を行った。ICU 入室 7 時間後に血圧の低下と貧血の進行を認めた。口腔内へ多量に出血したた
め気道確保の目的で気管内挿管を施行した。止血目的で再度塞栓術を施行、左上行口蓋動脈の塞栓を行った。併せて両鼻腔、咽頭
内にタンポンガーゼを挿入し圧迫止血も行った。止血が得られるまでは ICU での全身管理を継続する方針となった。入室 6 日目に
タンポンガーゼをいったん抜去したが出血は認められなかった。入室 7 日目に抜管、経過観察を行ったが再出血の所見無く入室 8
日目に一般病棟へ転棟となった。本症例は悪性リンパ腫の中でも “ 節外性 NK/T 細胞リンパ腫、鼻型 ” に分類される比較的稀なタ
イプの悪性リンパ腫であった。現在内科で放射線化学療法を施行中である。
【結語】腫瘍が原因の鼻出血は通常の圧迫止血や電気
凝固、レーザー焼灼等の処置では止血コントロールが困難な場合がある。出血量も多く出血性ショックとなる危険性もあり気管内
挿管を含めた全身管理を念頭に対応する必要があると思われた。鼻出血のコントロールのため 2 回の動脈塞栓術を施行、術後に
ICU での呼吸管理を施行した悪性リンパ腫の一例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

FP-104

多科連携によって胸腔ドレーン迷入による肺動脈損傷に対しコイル塞栓術にて良好に治療しえた一例

東京医科大学病院循環器内科、2）東京医科大学病院放射線科、3）東京医科大学病院呼吸器外科・甲状腺外科

1）

高良 祐葵 1）、山下 淳 1）、大滝 裕香 1）、守矢 知永 2）、勇内山 大介 2）、佐口 徹 2）、前田 純一 3）、山科 章 1）
【はじめに】胸腔ドレナージは、気胸や胸水貯留に対して行われる一般的な処置であるが、胸膜癒着の高度な症例では重篤な合併
症を起こす可能性がある。今回、肺癌術後患者への胸腔ドレナージ挿入によって肺動脈損傷を来したが、肺動脈へのコイル塞栓術
によって救命し得た症例を経験したので報告する。【症例】症例は 50 歳代男性。他院にてこれまで 2000 年に右上葉肺腺癌に対し上
葉切除術を 2 回施行している。さらに術後、肺瘻となったため、右胸膜癒着術も施行している。今回、肺瘻の再発に対して、胸腔
ドレーン挿入を試みたところ、ドレーン内に大量出血を認めた。胸部 CT にて、トロッカーカテーテルが右肺実質へ貫通し、右肺
動脈内へ迷入している所見を認めたが、ドレーン抜去による肺動脈出血を回避するため、ドレーン抜去をせずに、当院緊急搬送。
肺動脈のどの部位からトロッカーカテーテルが迷入しているのかを同定し、治療法を決定するため、肺動脈造影を施行した結果、
右内側中葉動脈の分枝（A5b）への貫通が疑われた。トロッカーカテーテルが肺実質を貫通して右内側中葉動脈内に迷入しており、
肺動脈気管支瘻を来している可能性が高く、フィブリン糊ではなく、コイルによる塞栓術を選択した。ガイディングカテーテルを
損傷血管に挿入し、血管の近位部をバルーンカテーテルにて閉塞させ、右内側中葉肺動脈末梢からコイルを積み上げた。コイル塞
栓術後に胸腔ドレーンを抜去し、肺動脈造影を行ったところ、血管外への造影剤の漏出は認めなかった。術後、明らかな合併症は
認めず、第 8 病日に退院となった。【まとめ】本症例では、胸腔ドレーン迷入による肺動脈損傷に対し、呼吸器外科、循環器内科、
放射線科が連携して治療にあたったことで、損傷部位の正確な同定、治療法の選択、実際の治療が可能となった。困難な局面での
多科連携が有効であったと考えられる貴重な症例であり、本会に提示する。

FP-105

上下顎骨切り術後に人工呼吸器関連肺炎をきたした 1 例

山口県立総合医療センター

麻酔科

内山 史子、伊藤 誠、砂川 将直、福本 剛之、角 千恵子、中村 久美子、田村 尚
【はじめに】上下顎骨切り術では，特に幼少期より手術を繰り返した症例は術後に内出血や浮腫で気道の維持が困難となる危険性
があり，当院では数日間気管挿管での人工呼吸管理を行っている．今回その経過中に人工呼吸器関連肺炎をきたした症例を経験し
た．【症例】17 歳，男性．身長 161cm，体重 55kg．両側唇顎口蓋裂に対し 4 回の手術歴あり．他に特に既往はなかった．術後変形
に対する上下顎骨切り術を全身麻酔で行い，スパイラルチューブ（内径 6.5mm）を経鼻挿管した．手術時間は 4 時間 4 分，出血量
は 790 mL であった．手術後半から頻脈・高血圧をきたし，レミフェンタニル（計 4.2mg）に加え，フェンタニルを計 1,750 μ g 投
与し，プロポフォール，ニカルジピンを投与しながら挿管のまま ICU に入室した．入室時，心拍数 120/ 分，血圧 180/50 mmHg で，
体温は 39℃であった．デクスメデトミジンの追加等で頻脈・高血圧は改善したが深鎮静を必要とし，体温は 38℃以上が持続した．
入室 3 日目，気道内圧が上昇し気管チューブ内の血餅を気管支ファイバー（BFS）で除去した．4 日目に 40℃の発熱，酸素化の悪
化をきたし，胸写で両下肺野の浸潤陰影を認めた．BFS で多量の膿性痰を吸引し，喀痰培養では 6 日目に K. pneumoniae と S.
anginosus の検出が報告された．抗菌薬は CEZ から TAZ/PIPC に変更していたが，ESBL 産生菌を疑い MEPM とした．CRP は
33.07 mg/dL まで上昇したが以後漸減し，肺炎の症状も改善傾向となったため，8 日目に抜管，10 日目に一般病棟に転棟した．
【考
察・まとめ】上下顎骨切り術は経鼻挿管で気管チューブが細径となること，口腔ケアが困難であることに加え，本症例では比較的
高侵襲で深鎮静を必要としたことが VAP 発症に関与した可能性がある．
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FP-106

肺切除術後の気道出血に対し筋弛緩薬を用いた分離肺換気による管理が必要であった症例

大阪警察病院

麻酔科

清水 智明、北 貴志、林 峰子
症例 67 歳男性。特記すべき既往症なし。右上葉肺癌に対し開胸下右上中葉切除術を行った。周術期に問題なく一旦退院したが、
術後 42 日に喀血で再入院した。気管支鏡による観察の結果、吻合部肉芽からの出血と判断されレーザ焼灼が予定された。入院 14
日目に大量の喀血と低酸素血症を認め、気管挿管、ICU 入室となった。気管支鏡で肉芽のさらに遠位からと思われる出血を認め、
血液のたれ込みを防ぐ目的でダブルルーメンチューブを留置し、健側のみの分離肺換気を開始した。当初鎮静・鎮痛のみで管理し
ていたが、咳嗽その他による体動で容易にチューブが移動し、それに伴う低酸素血症を生じた。盲目的なチューブの位置調整は、
患側への誤挿入による出血の可能性が否定できず、また気管支鏡ガイド下での操作も出血下では困難になると予想された。これら
のリスクを鑑み、予定された残肺全摘までの間、筋弛緩薬の持続投与による不動化を行うこととした。ICU 入室 4 日目に残肺全摘
術を施行。術後も創部の安静を目的に 3 日間筋弛緩薬投与を継続したのち、5 日目にシングルルーメンに入れ替え、7 日目に抜管し
た。抜管後呼吸状態は安定していたが、気管支瘻を認めたため開窓術を行った後、ICU 退室となった。ICU 滞在日数 39 日、総人
工呼吸装着日数 29 日、筋弛緩薬投与日数 8 日であった。考察 ICU における人工呼吸中の筋弛緩薬の使用はきわめて限定的である。
また一般にダブルルーメンチューブによる挿管刺激はシングルルーメンのそれより大きく、より深い鎮静・鎮痛が必要となること
が多いが、必ずしも不動化が必要となるわけではない。今回我々の経験した症例では、チューブ位置異常に伴うリスクが筋弛緩薬
使用に伴うそれを上回ると判断し使用したが、鎮静・鎮痛の工夫で回避または間欠的投与で管理できた可能性はあった。

FP-107

洞不全症候群を合併した長期フォロー中の先天性中枢性低換気症候群の一例

埼玉県立小児医療センター

1）

総合診療科、2）埼玉県立小児医療センター

利根澤 慧 、星野 健司 、鍵本 聖一
1）

2）

循環器科

1）

症例は 16 歳男児。PHOX2B 遺伝子異常を認め先天性中枢性低換気症候群と診断され、乳児期より就寝時の在宅非侵襲性陽圧換気
療法および酸素療法を行っていた。徐々に 2 型呼吸不全が進行し、覚醒時にも血中二酸化炭素分圧は 80mmHg 前後と慢性的に高
値であったが、アシデミアを認めず、低酸素血症もないため、経過観察されていた。16 歳時に低酸素血症と呼吸性アシドーシス
により入院した。入院時、血中二酸化炭素分圧は 120mmHg と著明な高値であったが、終日非侵襲性陽圧換気による治療開始後は
80mmHg 台まで低下した。しかし、入院 4 日目に無症状ながらに 5 秒の心停止が出現し、3 秒以上の洞停止が頻発した。ホルター
心電図では最大 9 秒の洞停止や 2 度の房室ブロックを認めた。気管挿管による人工呼吸器管理に変更し、血中二酸化炭素分圧を
40mmHg 台に補正したところ、洞不全症候群は改善した。心臓電気生理学的検査では洞結節回復時間の延長がないことから洞機
能不全は否定的であり、刺激伝道系の異常も認めなかった。ホルター心電図の心拍変動解析では副交感神経の活動を示すとされて
いる high frequency（HF）の値が過去の洞不全がない時期と呼吸器管理により症状改善した時期に比べて洞停止を認めた時期の
検査結果が高かった。以上の結果より洞不全症候群の原因は自律神経系の異常にともなうものと考えらえた。本症例は気管切開術
施行および在宅人工呼吸器を導入することによって洞不全症候群は改善しペースメーカー挿入術を回避することができた。先天性
中枢性低換気症候群は呼吸中枢の異常により睡眠時の無呼吸をきたす疾患であり、Hirschspurng 病、不整脈、自律神経系の異常
の合併が多いとされ、洞不全症候群の合併の報告もある。今回の症例のように先天性中枢性低換気症候群に合併する洞不全症候群
は適切な呼吸管理により改善される可能性がある。

FP-108

腹壁欠損を有する児の呼吸管理における腹帯の有用性

九州大学病院

1）

救命救急センター、2）九州大学大学院

水口 壮一 、松岡 若利
前原 喜彦 1）
1,2）

、一宮 優子

1,2）

、平田 悠一郎

1,2）

成長発達医学分野、3）九州大学病院
、賀来 典之

1,2）

集中治療部

、牧 盾 、徳田 賢太郎 3）、安田 光宏 1）、高田 英俊 2）、

1,2）

3）

【緒言】腹壁は「呼吸」に重要な要素であり、腹壁欠損を合併する prune belly 症候群では、呼吸器感染や無気肺を繰り返し発症す
ると報告されている。当院では、呼吸不全を契機に PICU に入室した腹壁欠損を有する児に対して、腹壁の機能を補う目的で「腹帯」
を用いており、その有用性について報告する。【症例】巨大な腹壁瘢痕ヘルニアを有する 10 カ月男児。家族性血球貪食症候群と診
断され、同種骨髄移植を施行された。移植後 12 日目に生着症候群が原因と考えられる呼吸不全を来し、PICU で挿管・人工呼吸管
理を開始した。生着症候群の病態が落ち着いた後に鎮静剤を減量し、肺理学療法を励行したが、背側に無気肺が残存して人工呼吸
器が離脱困難であった。咳嗽反射を認めるが、巨大な腹壁瘢痕ヘルニアのため腹腔内圧が上昇せず、有効な咳嗽が得られないこと
が無気肺の改善しない要因と考え、入室 14 日目より腹帯の使用を開始した。腹帯の使用開始後に無気肺は改善傾向となり、入室
18 日目に抜管、抜管 15 日目に Nasal High flow cannula も離脱出来た。
【考察】腹壁は「咳嗽」において重要な要素であり、腹壁の
筋肉が収縮することで腹腔内圧が上昇し、横隔膜を押し上げることで強力な咳嗽が得られる。本症例のように巨大な腹壁瘢痕ヘル
ニアを有し、腹壁の筋肉が収縮しても腹腔内圧が上昇しにくい症例では、腹帯の使用が腹腔内圧を上昇しやすくさせ、強力な咳嗽
を得るのに有効な手段と考えられた。また、腹壁は「吸気時」に胸郭が腹腔内臓器を支点として拡張するのに重要な要素であり、
腹壁コンプライアンスが高い症例では胸郭の拡張が阻害され、吸気努力が強くなると報告されている。当院でも腹壁コンプライア
ンスが高い prune belly 症候群に腹帯を用い、吸気努力が軽減することを経験しており、今後、呼吸管理上の「腹帯」の有用性に
ついてさらに検討が必要である。
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病的肥満患者の呼吸管理

福山市民病院

救命救急センター

宮庄 浩司、柏谷 信博、米花 伸彦、大熊 隆明、石橋 直樹、山下 貴宏
病的肥満患者の場合、その体型から来る特異性により、ベッドをはじめ多くの物品が規格外であり、呼吸管理においても工夫を要
する。病的肥満患者の呼吸管理を 2 例経験しそれぞれ若干の工夫を要しており報告する。
【症例 1】38 歳 男性 息苦しさを主訴に
近医受診後、呼吸困難のため当院に搬送された。自己申告では体重は約 180kg 程度。入院後臥位になれず、半坐位としたが血液ガ
ス所見で PaCO2 110mmHg と高炭酸ガス血症により、当初 Bypath にて NIV（non invasive ventilation）をおこなったが意識低下
を き た し 換 気 で き ず Bennnet840TM の NIV モ ー ド に て 換 気 を 施 行。 体 重 減 少 と と も に、NIV か ら High flow nasal cannula
（optiflow TM）に変更し自転車こぎなどの運動療法を負荷した。利尿により 9 日で計約 21kg の体重減少をおこない 9 日目に酸素
カニューラに変更し病棟に転棟した。 改善時の体重は約 220kg であった。
【症例 2】22 歳男性、呼吸困難と意識低下で近医より
緊急搬送された。来院時 Paco2 116mmHg で意識低下により、気管挿管施行を行い人工呼吸管理とした。利尿による体重減を図
り 9 日間で約 25kg の体重減少を図った。本症例ではウイーニングに際し胸郭外陰陽圧式人工呼吸器を併用し抜管した。挿管中か
らダンベルによる運動負荷療法を開始し、抜管後の体重は約 150kg であった。【考察】、病的肥満からの高炭酸ガス血症による意識
障害においては、換気の改善が第一であるが、胸郭の重みによる換気不全に難渋する。挿管に関してはできれば挿管せず自発呼吸
を温存する換気がよいと考えられるが 2 症例とも NIV 専用器では換気ができずやむなく通常の人工呼吸器の装着を行っており治療
時には人工呼吸器の特性や能力など患者に応じた換気方法の選択を考慮する必要がある。
【結語】病的肥満患者の呼吸の改善には、
基本は体重の減少であるが、その間の呼吸管理は人工呼吸器の特性を考慮した工夫と管理が必要である。

FP-110

慢性呼吸不全患者における ICU － AW の検討

近江八幡市立総合医療センター

1）

立川 弘孝 、青山 武司
1）

救命救急センター、2）近江八幡市立総合医療センター

麻酔科

2）

人工呼吸器管理を必要とする ICU 重症患者で原因不明の神経筋障害（ICU-acquired Weakness：ICU-AW）を呈することが知られ、
ICU 退室後も一般病棟で長期入院を要することが少なくない。今回はこの一年間に ICU での人工呼吸器管理を要した 3 名の慢性呼
吸不全の急性増悪患者を検討し、早期のリハビリテーションの介入などが神経筋障害や全身の引力低下を防ぎ得たか、入院期間の
短縮に寄与したかどうかにつき検討した。3 症例とも 60 歳代の男性で、症例 1 はリウマチ性間質性肺炎の急性増悪と難治性膿胸で
長期人工呼吸管理を要したことより AW を発症、特に呼吸筋と嚥下機能に高度の障害を残すことになった。気管切開、気管食道
分離術を施行し退院にこぎつけた。症例 2 は高度慢性肺気腫症に急性肺炎を併発し ARDS を併発から人工呼吸器管理を要した。経
口気管挿管中の早期から体幹運動を中心とした早期リハビリテーションを始めたことにより、比較的早期に歩行可能となり呼吸器
管理および気管切開から離脱できた。しかし嚥下機能は残存したままの退院となり現在も在宅で嚥下リハビリテーションを継続中
である。症例 3 は慢性肺 MAC 症で治療中に原因不明の血小板減少症から肺胞出血を呈し人工呼吸器管理を要した。早期からリハ
ビリテーションを開始したが、呼吸苦が強くなかなかリハビリテーションが進捗せず車椅子移乗は可能になったが、嚥下機能の回
復が遷延している。3 症例ともに痩せ型で病前からの呼吸機能低下が示唆されるが、発病前までは自立歩行可能で ADL も自立し
ていたにもかかわらず、入院数週間後には体幹や嚥下に関する筋力の低下が著しく、経菅栄養や胃瘻増設などを考慮せざるを得な
くなる。この ICU-AW の悪化因子や早期診断法につき検討し、治療やリハビリテーションに関して考察する。

FP-111

術後の肺水腫の評価に肺エコーが有用であった 1 症例

福岡大学

医学部

麻酔科学

十時 崇彰、矢鳴 智明、岩下 耕平、重松 研二、山浦 健
術後の肺水腫の評価に肺エコーが有用であった症例を経験したので報告する。 症例は 61 歳女性、148 cm、66 kg。40 mm 大の右
視床部腫瘍に対し、開頭腫瘍摘出術を行った。術中に空気塞栓を疑わせる所見があり、酸素化不良となった。聴診所見で両側肺野
にラ音は聴取されなかったが、術後の胸部 X 線で両側肺門部のうっ血を認め P/F 比 93 のため、気管挿管したまま集中治療室に入
室した。 集中治療室入室後、肺エコーで肺水腫や肺炎でみられる B-line が同一肋間に 3 本以上描出された。B-line は仰臥位両背
側だけでなく、前胸部にもみられた。肺水腫の診断のもと、人工呼吸管理および利尿薬投与を行った。 入室 2 日目の動脈血液ガ
ス分析では PEEP12cmH20 で P/F 比 163 であった。肺エコーの B-line の所見は両前胸部では消失したものの、両背側では残存して
いた。胸部 X 線でも両側肺門部のうっ血は改善傾向であった。その後、胸部 X 線所見の改善と共に両背側部の B-line は消失した。
なお、経過中、無気肺や気胸がないことを示唆する lung sliding と lung pulse の所見は常に認められた。 脳幹部に近い腫瘍であり、
手術に伴うと考えられる意識障害のため術後 9 日目に気管切開を行い、術後 10 日目に人工呼吸から離脱した。 今回、肺水腫の評
価に肺エコーを使用した。肺エコーは侵襲もなく簡便な検査であり、肺うっ血の補助診断および治療経過の指標の一つとなりうる
可能性があると考えられた。
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当院救命救急センターにおける河川での溺水患者の検討

岐阜大学医学部附属病院

高度救命救急センター

山路 文範、吉田 省造、鈴木 浩大、池庄司 遥、中島 靖浩、中野 志保、橋本 孝治、加藤 久晶、豊田 泉、小倉 真治
【背景】 本邦では溺水患者の 33.6% は河川で発生しているが、木曽三川をはじめ多くの河川を有する岐阜県においても、河川での
溺水患者に対する集学的治療は重要である。【対象】 過去 10 年間において、当院に搬送された溺水患者 31 例中、河川での溺水 17
例を対象とした。【方法】 診療録から情報を収集し、受傷状況および治療内容、予後について後方視的に分析した。
【結果】 平均
年齢は 31.3 歳。性別は男性 14 例、女性 3 例であった。季節は夏が 17 例中 12 例と最も多く、春が 1 例、秋が 2 例、冬が 2 例であった。
冬の症例は事故と自殺企図であった。当院への搬送手段はドクターヘリ 8 例、救急車 5 例、防災ヘリ 3 例、県警ヘリ 1 例であった。
直接搬送は 15 例、転院搬送は 2 例であった。 17 例のうち、6 例は初療室で死亡確認がされ、11 例を集中治療室に収容した。
11 例の平均入院期間は 6.9 日。人工呼吸管理を 9 例で行い、急性呼吸促迫症候群と診断されたものは 7 例であった。抗菌薬加療は 7
例に ABPC/SBT が投与された。溺水に対するステロイド加療は 5 例にメチルプレドニゾロンが投与された。シベレスタットナト
リウムを投与された症例は 11 例中 5 例であった。入院後死亡例は 4 例で、最終死因は各々異なっていた。
【考察】 溺水ではサーファ
クタントの消失、肺胞毛細血管膜の損傷により肺コンプライアンスの低下、無気肺、気管支痙攣が起こるため、人工呼吸器による
呼吸管理が重要とされ、当院症例でも大多数の患者で人工呼吸療法がなされていた。溺水に対するステロイド治療、シベレスタッ
トナトリウム使用に関して、一定の見解は得られていないが、当院でも症例によって使用状況に差異が認められた。 河川での溺
水は予防が重要であることは論を持たないが、もし発生した場合には、高次医療機関での早期の集学的治療提供が重要である。
【結
語】 当院で経験した河川での溺水症例を検討し、若干の文献的考察とともに報告する。
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ICU でアセタゾラミドは代謝性アルカローシスを改善させ、人工呼吸器管理を減らすことができるか

東海大学

医学部

内科学系

総合内科

真鍋 早季、柳 秀高、桑野 公輔、石原 徹、小松 昌道、小澤 秀樹
ICU では、COPD に代表される II 型呼吸不全を中心として、代謝性アルカローシスが様々な場面で見られる。人工呼吸器を装着し
た患者では、代謝性アルカローシスがある場合にウィーニングが困難となることが多いことも報告されている。そこで、アセタゾ
ラミドの使用でそれを補正することにより、自発呼吸を促進し、呼吸性アシドーシスを改善させ、人工呼吸器設定のウィーニング
を促進する可能性があるとする報告もあるが、アセタゾラミドの効果に明確なエビデンスは少ない。当院では、肺炎や COPD の
急性増悪等で ICU 入室となった症例のうち、代謝性アルカローシスおよび呼吸性アシドーシスを認め、自発呼吸を促進させたい
ものにアセタゾラミドの投与を行っており、それらの症例について、検討を行った。2014 年 8 月から 2015 年 7 月までの 1 年間、呼
吸不全で当院 ICU へ入室し、アセタゾラミドの投与を行った症例は計 18 例であった。基礎疾患は肺炎が多く、気管挿管 / 気管切
開管理となったのは 10 例、うち 5 例は抜管（1 例は再挿管）
、2 例は気管切開後呼吸器を離脱でき（1 例は再装着）
、2 例はそのまま、
1 例は気管切開を経て呼吸器管理継続となった。NIPPV 管理となったのは 7 例（うち 2 例は抜管後）で、5 例が離脱することができ
た。アセタゾラミドはほとんどの例で 500 mg/ 日の投与とされ、投与後 3 日目には HCO3- を平均 8.2 mmol/L、PCO2 を平均 8.9
mmHg 低下させ、pH を平均 0.04 下げ、P/F 比を平均 31 増加させた。呼吸数は平均 0.8 /min 増加し、分時換気量は平均 0.03 L/min
減少した。平均入院日数は 56 日、ICU 在室日数は 21 日、転帰としては死亡退院が 8 例であった。代謝性アルカローシスを伴い人
工呼吸器離脱困難が予想される症例においては、アセタゾラミドが有用である可能性があり、今後の更なる検討が望まれる。

FP-114

パルスオキシメーターを利用した呼吸数測定器 Nellcor PM1000N の使用経験

日本医科大学

高度救命救急センター

宮内 雅人、吉野 雄大、岩井 健司、松居 亮平、山名 英俊、石井 浩統、横堀 將司、増野 智彦、横田 裕行
【はじめに】救急集中治療分野で呼吸数の計測は重要である。しかし現状において救急現場での測定は、救急隊の 10 秒間の目測で
あり、また救急外来では心電図インピーダンスからの計測で、記録を忘れることが多いとの報告もある。
【目的】今回パルスオキ
シメーターと同様に侵襲がなく、指間センサーで呼吸数を
測定できる Nellcor PM1000N を使用し、救急集中治療分野
の有用性について検討した。【対象】当院救急外来に救急車
で来院された 5 症例【方法】救急隊が現場で計測した呼吸数、
来院時の 1 分間目測による実測呼吸数、心電図モニターか
らの呼吸数、PM1000N 計測による呼吸数について比較検討
した（図）【結果】目測による実測呼吸数と比較し、測定値
誤差も見られず、さらに心電図計測による呼吸数が体動に
より大きくずれるという欠点に対し安定性が見られた。一
方でセンサー装着部位がずれると計測値表示までの時間を
要してしまう欠点もみられた。【結語】Nellcor PM1000N は
侵襲がなく、今後救急現場を含めた救急集中治療分野で広
く有用性があると思われた。
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当院救命センターICU における人工呼吸期間の検討

奈良県立医科大学附属病院

高度救命救急センター

高野 啓佑、多田 佑一、淺井 英樹、川井 廉之、福島 英賢、奥地 一夫
人工呼吸器離脱は、ICU 滞在期間の短縮、死亡率の改善などと相関しており、ICU 管理において重要な位置を占めている。人工呼
吸期間を最小限にするため、医師だけでなく、看護師・理学療法士なども含めての人工呼吸器離脱プロトコールを用る施設も増え
ている。2014 年 4 月から 2015 年 3 月までに当院救命センターICU にて 72 時間以上の人工呼吸管理を要した 138 例のうち離脱に成功
した 81 例を、7 日以内に離脱できた早期群（44 例）と 8 日以上を要した長期群（39 例）に分け、比較検討を行った。疾患内訳では
中枢神経系（早期群：5 例、長期群：11 例）、循環器系（早期群：1 例、長期群：1 例）、呼吸器系（早期群：8 例、長期群：0 例）
、
消化器系（早期群：2 例、長期群：1 例）、外傷（早期群：10 例、長期群：13 例）、熱傷（早期群：1 例、長期群：1 例）、急性薬物
中毒（早期群：6 例、長期群：3 例）、CPA（早期群：2 例、長期群：3 例）
、敗血症（早期群：7 例、長期群：5 例）
、その他（早期群：
2 例、長期群：1 例）であった。これらの結果に関して文献的考察も交えて検討する。
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ICU で行った気管切開の長期的な気管カニューレ抜去率の検討

公益財団法人

大原記念倉敷中央医療機構

倉敷中央病院

野村 智子、田村 暢一朗
【はじめに】気管切開術は，気道および呼吸の管理を主目的として行われ，気管カニューレによる嚥下機能への影響も多々取り上
げられている．しかし，気管カニューレと嚥下機能関連についての検討はほとんどなく，今回，その検討を行ったので報告する．
【対
象と方法】2013 年 4 月から 2015 年 3 月までの期間に当院救命救急センターにおいて気管切開術が施行された 53 名（男性 46 名，女
性 7 名，年齢 68 ± 16.09 歳）のうち，言語聴覚士（ST）が介入した 29 名（男性 20 名，女性 9 名，年齢 66.5 ± 14.54 歳）を対象とした．
気管切開チューブを抜去できた群（抜去群）と抜去できなかった群（非抜去群）に分け、年齢，性別，気管切開術の適応，原疾患，
発症前の Performance Scale（PS），転院時の意識レベル（JCS）
，ST 介入期間，ST 介入時・転院時の藤島の嚥下グレード（嚥下
Gr．
）について後方視的に調査した．また，当院入院中に気管カニューレ抜去まで至らなかった症例については，転院先へ電話調
査を実施した．
【結果】抜去群は 20 名（69％）、非抜去群は 9 名（31％）であった。両群で年齢、性別、気管切開の適応、原疾患、
発症前の PS、ST 介入期間に関しては Mann-Whitney、カイ二乗検定で有意差を認めなかった。藤島の嚥下 Gr．は ST 介入時では
抜去群：2（2-3）、非抜去群：2（2-2）と有意差を認めなかったが、転院時では抜去群：8（3.3-9.8）
、非抜去群：2（2-2）と抜去群
において有意に嚥下 Gr．の改善を認めた。
【考察】今回，気管カニューレ抜去と嚥下機能の関連性について検討した．気管カニュー
レ抜去の可否については，花田らが急性期総合病院では上気道狭窄症例と頭頸部疾患例でカニューレ抜去率が高かったと報告して
いるが，これらに加えて今回の結果から，ST が早期から介入することによる嚥下機能の改善もカニューレ抜去の可否に大きく影
響すると考えられた．
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病棟看護師が RST（Respiratory Support Team）に期待する活動内容の考察

大阪市立総合医療センター

RST（呼吸サポートチーム）

行元 悦子、松村 京子、宮原 聡子、岩本 好加、島垣 まどか、金 正和、前川 文絵、亀井 靖子、井畑 勝也、福井 威夫
当院は 1063 床を有する病院であり、様々な職種のメンバーが集まったチームが存在し、包括的チーム医療を行っている。中でも
RST（Respiratory Support Team: 呼吸サポートチーム）は、2007 年度から活動を開始し、2010 年度に病院が承認するチームとな
り実践的活動を開始した。現在、医師 3 名、看護師（集中ケア認定看護師、小児救急看護認定看護師）2 名、臨床工学士 3 名のコ
アメンバーと、呼吸器を使用する病棟を中心にリンクナースを 15 名、さらに理学療法士を含めた約 30 名のメンバーで、個々の専
門性を活かし、週 1 回のラウンド活動とコンサルテーションを行っている。RST 導入当初としては規約に基づき、呼吸器使用患者
のみを対象とし、呼吸器のウィーニングに関する対応を実践していた。しかし、最近では、口腔ケアや吸引、酸素マスクの使用方
法や呼吸器離脱後の呼吸状態の観察、人工呼吸器装着中の鎮静鎮痛コントロールの方法など、呼吸ケアに関する多種多様な依頼に
変化してきている。実質的な活動が 5 年経過した今、病棟看護師が RST にどのような活動を期待しているかを調査し、その期待に
沿った活動内容にすることで、より充実した活動ができると考えた。よって、今回、一般病棟の看護師を対象にアンケートを実施
し、病棟看護師が期待する活動内容は何かを考察したので報告する。
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循環器疾患患者における鎮静覚醒トライアル・自発呼吸トライアルの効果

医療法人邦友会

小田原循環器病院

岡本 直也、七戸 保奈美、片岡 ともみ、天石 好美
【目的】人工呼吸器を装着中の患者は鎮静・安静を伴う長期臥床を強いられることから、ICU 関連筋力低下や人工呼吸器関連肺炎、
せん妄・認知機能障害などを来たす恐れがある。その結果、QOL の低下や入院の長期化、死亡率の増加を招くと言われている。
当院でも人工呼吸器装着患者の ADL が低下し入院の長期化を余儀なくされることも多く、患者の QOL を維持するうえで早期抜管
は重要な課題である。近年、人工呼吸器早期離脱に向けた取り組みとして鎮静覚醒トライアル（以下 SAT とする）や自発呼吸ト
ライアル（以下 SBT とする）の有用性が報告されている。当院ではウィーニング開始基準がなく、医師の経験や考え方によりウィー
ニングの方法が異なっていた。そこで本研究は、循環器疾患の特性を踏まえ院内 SAT・SBT プロトコルを作成し、両トライアル
の効果を検証する。【方法】対象：循環器内科疾患により HCU に入院し、人工呼吸器装着となった患者 2 名。方法：3 学会合同プ
ロトコルを参考に院内 SAT・SBT プロトコルを作成し介入する。SAT・SBT 導入前後でウィーニング開始から抜管までの期間を
比較する。【倫理的配慮】当院倫理委員会の承認を得た後、対象患者家族に書面により説明・同意を得て実施した。
【結果】対象者
2 名に SAT・SBT の介入を実施した。導入前と比較し、ウィーニング開始から抜管までの期間が平均 3.6 日短縮した。
【考察】
SAT・SBT 導入により鎮静レベルを調整し、適切な覚醒レベルを維持したことで患者が自身の状況を認識・把握し、協力を得な
がらウィーニングを進められた。その結果、より安全な呼吸管理が行えた。また、ウィーニング段階より患者自身が治療の見通し
や回復の兆しを実感できたことで、抜管前後を通しせん妄の発症や呼吸状態の悪化をみることなく経過し、SAT・SBT の有用性
が示唆された。

FP-119

抜管後の呼吸管理に難渋した Y グラフト置換術後患者の一例

愛知医科大学病院

看護部、2）愛知医科大学

1）

森 一直 、黒澤 昌洋 、畠山 登 、藤原 祥裕
1）

1）

2）

麻酔科学講座

2）

【目的】 腹部大動脈瘤破裂に対して緊急 Y グラフト置換術を行い、術後 GICU にて抜管するが再々挿管となった症例を経験し、再々
挿管となった要因を明らかにすることを目的に事例検討を行なった。【方法】事例：60 歳代男性。現病歴：原因不明の多発脳梗塞
にて緊急手術の 4 日前に入院。入院中、腹部大動脈瘤破裂が見つかり緊急 Y グラフト置換後、気管挿管下で GICU 入室。既往歴：
高血圧、狭心症、アルコール性肝障害。倫理的配慮として、個人が特定されないよう配慮を行なった。
【結果】術後経過：手術後、
フェンタニル、プレセデックスにて鎮痛、鎮静管理。GICU に入室後、腹直筋鞘・TFP ブロックを行う。入室後 8 時間で抜管。抜
管後もフェンタニルは継続。手術当日の夜間と 1POD に活動性せん妄あり。2POD に無気肺のため酸素化不良となり再挿管。
3POD には酸素化も改善。抜管後の痛みのコントロールためフェンタニル再開と傍脊椎ブロック施行後に抜管。抜管後もフェンタ
ニルは継続。4POD に再度、傍脊椎ブロック施行するが痛みのため有効な咳嗽できず。5POD 再度無気肺となり酸素化不良にて再々
挿管。6POD から離床、理学療法開始。8POD にミニトラックを挿入し、抜管。11POD にミニトラック抜去し、12POD に退室。
【考
察】 術後、フェンタニルの投与や神経ブロックを行ったが、痛みのため有効な咳嗽ができず、加えてせん妄、早期離床・理学療
法の介入の遅れが再々挿管に至った要因と考える。人工呼吸離脱プロトコルでは、有効な咳嗽がない場合は再挿管の危険因子の高
リスクであり、人工呼吸管理指針である ABCDE バンドルでは鎮痛やせん妄のマネジメント、早期離床が必要とされている。今回、
再々挿管の症例を経験し、痛みのコントロールに難渋する場合の排痰援助や理学療法などの難しさを感じたと同時に、このような
患者にはチームで人工呼吸管理から抜管後のケアを行っていくことに必要性を再度認識した。

FP-120

誤嚥性肺炎予防の頭部拳上に対する実態調査―効果的な頭部拳上を実践につなげるための関わり―

松戸市立病院
向井 和樹、植田 美幸
【目的】A 病院救急病棟では、病態から自力体動困難な患者や、体動制限のある患者が多い。それらの患者は誤嚥性肺炎（以下肺炎）
を合併する危険性が高い。今回、肺炎予防ケアの一つである頭部挙上に着目した。肺炎予防に効果的とされる頭部挙上角度は 30
度以上である。しかし、病棟では 30 度に満たない状況が多くみられた。そこで、病棟看護師（以下看護師）の頭部挙上に対する
認識とケアの実態調査を行った。日常のケアの実態を明らかにすることで、ケアを振り返る機会となると考えた。これにより、患
者に益となるケアが提供できることを目的としている。
【方法】1. 頭部挙上角度測定：2015 年の 3ヶ月で体動困難や体動制限のあ
る患者を対象に、日勤の体位変換後と経管栄養施行中に角度計で測定。2. 看護師 40 名にアンケートで、頭部挙上の認識を調査。
【成
績】測定件数は、体位変換後 260 件、経管栄養中は 64 件。この内、頭部挙上角度 30 度未満は 76.9％、30 度以上 22.1％である。アン
ケートは 35 名の回答を得た。肺炎予防に効果的とされる頭部挙上角度を 30 度以上と認識している回答は 68％となった。同アンケー
トにて角度の確認ツールも質問した。回答は電動ベッドリモコン表示が 33 件、角度計使用が 13 件、感覚が 13 件、その他が 8 件であっ
た。
【結論】アンケートより 68％の看護師は肺炎予防の頭部挙上角度を把握していることがわかる。しかし、実際には 30 度に満た
ない角度が多い。この差が生まれる理由の一つに、角度を目に見える方法で確認していないことが考えられる。アンケートではリ
モコン表示や角度計使用で確認の回答が大半であったが、それが行われていれば確実に 30 度以上の頭部挙上が遵守される。看護
師は知識を持っていても、実際に確実な施行ができなければ意味を持たないケアとなっていることを認識する必要がある。今後の
課題として、頭部挙上についての事実を周知し、日々のケアを意味のあるものとしていきたい。

－ 785 －
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気管挿管患者に対する安全な固定方法マニュアル作成への取り組み

黒部市民病院

集中治療棟

岩崎 まみ、浅田 英美、松本 あゆみ、渡邊 和美
【目的】これまで気管挿管チューブ固定にチューブ用クランプを使用していたが 2 年間で 87 名中 21 名が皮膚の糜爛や出血、潰瘍形
成を発症。そこで口腔内・皮膚トラブルを予防し安全な固定が出来るようマニュアル作成に取り組んだ。
【方法】研究期間：20XX
年 4 月～20XX 年 8 月・現状把握 1）口腔内 . 皮膚トラブルの内容分析 2）固定方法について無記名自記式質問紙調査、BOX で回収
し内容をカテゴリー化・改善策立案・アセスメントシート、マニュアル作成 ・倫理的配慮：倫理委員会の承諾を得た【結果】チュー
ブ用クランプでは 24％に口腔内 . 皮膚トラブル発症、質問調査結果では「安全面への不安」
「固定に一貫性がない」の属性が多かっ
た。改善策は「口腔内 . 皮膚トラブル」
「安全面への不安」
「一貫性」に視点を置いた。皮膚トラブルについては『柔軟性に優れ皮
膚の動きに順応し皮膚刺激が軽減される』という定型のサージカルテープに変更したところ、皮膚トラブルは 0 件。しかしアンケー
ト結果から、その柔軟性は首を激しく振る患者には誤抜去のリスクが高いなど、
「安全面への不安」に繋がったため、粘着力があ
り伸縮性が低い粘着性伸縮包帯を単独選択した所、安全面への不安は改善されたが 35％に皮膚トラブルを発症した為、皮膚保護
目的で皮膚欠損用創傷被覆材を併用した。口腔内トラブルでは 34％に口腔内潰瘍を発症した為、バイトブロック使用の対象を
チューブを噛む可能性があると判断した患者に限定。結果 16 名の患者中、皮膚トラブルの発症 0 件、口腔内に糜爛発症 1 件となっ
た。
「一貫性」に関しては、鎮静スケールや意識状態、歯の有無の状態など患者の状態をアセスメントできるシートをマニュアル
とともに作成した。【考察】アセスメントシートを使用することで個別性に適った固定方法を標準化することができ、マニュアル
に沿った一貫性のある固定方法は口腔内 . 皮膚トラブルを最小限に留めることに繋がると推察する。

FP-122

HCU 看護師の呼吸療法に関する意識の向上と統一したケアの提供を目指した取り組み

旭川赤十字病院

看護部

HCU・救急外来科

吉野 由夏、後藤 清華、奥村 美樹、中川 有記、佐藤 和美、三上 淳子
【はじめに】当病棟には、人工呼吸器を装着し集中治療を要する重症患者が平成 24～26 年度で年間平均 110 名入院している。毎年
看護師の入れ替わりが多く、集中治療領域での勤務経験がない看護師もいるため、呼吸療法に関する知識や技術には個人差がある。
そこで、呼吸療法認定士を活用し、呼吸療法に関する意識の向上と、統一した呼吸療法を実施することを目的に取り組んだ。
【対象・方法】HCU 看護師を対象に、呼吸療法に関するアンケート調査を行う。呼吸療法認定士による勉強会を実施し呼吸療法を
実践後、再度アンケート調査を行い評価する。
【倫理的配慮】研究の目的と主旨を説明し、個人が特定される情報は公開しない、得られたデータは本研究以外では使用しない事
を説明し同意を得た。
【結果】人工呼吸器装着患者を受け持った看護師のうち 69％が、呼吸療法を実施したことがあると回答し、呼吸状態悪化時が
86％、リハビリテーション目的が 14％であった。呼吸療法の内容はスクイージングや体位ドレナージが 70％であった。「手技が正
確にできているか」には、
「ややできている」が 42％、
「あまりできていない」が 58％、
「実施した呼吸療法が効果的にできているか」
には、
「できている」が 38％、「あまりできていない」が 62％であった。「あまりできていない」の理由では、「知識不足」「自信が
ない」が 77％であった。「日々の看護のなかで呼吸療法を行う必要はあるか」には、
「必要である」が 100％であった。
【考察】呼吸状態悪化時の対処として呼吸療法を実施している場合が多く、リハビリテーションを目的として実施している看護師は
少なかった。呼吸療法の必要性は感じているが、手技に自信のない看護師が半数以上を占め、技術習得に向けた取り組みの必要性が
明らかとなった。勉強会を開催し、呼吸療法の実践を積み重ねることで、意識の向上と統一した呼吸療法の実践につながると考える。

FP-123

NPPV マスク汚染の現状

福岡徳洲会病院

1）

ATP 測定器を用いて

臨床工学科、 福岡徳洲会病院
2）

救急・集中治療センター

岸川 源直 、小田原 真佐代 、高橋 一臣 、土谷 真基 1）、福井 啓介 1）、江田 陽一 2）
1）

1）

1）

はじめに NPPV は、顔面とマスクを接触させ簡便に行える非侵襲的な呼吸療法であるが顔面皮膚には多くの細菌が存在し、マスク
は汚染されやすい状況である。今回、マスクの汚染の状況を確認するためアデノシン三リン酸（以下 ATP）モニタリングシステ
ムを用いて評価を行ったので報告する。方法 ATP 測定器はキッコーマンバイオケミファ社製ルミテスターPD-20N、検体採取はル
シパックペンを使用した。マスクは、PHILIPS RESPIRONICS 社製パフォーマックス トータルフェイスマスクと AF811 ジェル
フルフェイスマスクを対象とした。測定部位は皮膚との接触部とした。測定間隔は、1・3・7 日使用後に測定を行った。ATP 値は
1000RLU 以上より一般生菌数が多く検出される事から 1000RLU 以上を汚染の基準とした。結果 両タイプのマスクは、1 日使用
で汚染基準より大きく上回る結果となった。また 3・7 日使用後の ATP 値も若干の変動はあるもののさらに高い値を示した。考察
NPPV マスクは形状及び使用時間に関係なく 1 回の使用で汚染基準に達するためことが分かった。そのため 1 日置きのマスク交換
が清浄度を保つことができる唯一の方法と考えられた。しかし交換するにはコスト面の問題があり、1 日置きに病棟でのマスク洗
浄を行う方法も考えられるが、不慣れなスタッフでの洗浄不足やマスクの種類により組み立て分解が必要なものもあり、再利用時
の安全性が失われる可能性があるためセンター等での中央的な洗浄、組み立てが妥当だと考えられる。 今後院内スタッフに、マ
スクの汚染を認識してもらい、マスクの交換や洗浄の必要性を認識してもらうことで感染リスクの低減につながると考えられる。
まとめ マスクは、1 日の使用で汚染しているため、1 日置きの交換や洗浄が望ましいと考えられた。
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NPPV 施行中の Nasal Cannula による EtCO2 のモニタリングの検討

小倉記念病院 検査技師部
大分大学 麻酔科学講座

1）
4）

工学課、2）大分大学

大学院

医学系研究科、3）小倉記念病院

麻酔科・集中治療部、

道越 淳一 1,2）、宮脇 宏 3）、丹生 治司 1）、瀬尾 勝弘 3）、松本 重清 4）、北野 敬明 4）
【はじめに】Non-invasive Positive Pressure Ventilation（以下 NPPV）による治療中のモニタリングとして EtCO2 の測定は重要で
ある。しかし、マスク内環境でのカニューラによる EtCO2 測定はフローの影響を受けるため一般的でなく詳細な検討は行われてい
ない。
【目的】NPPV 施行中にカニューラタイプのカプノラインでのモニタリングが可能か否かについて検討するため、NPPV 非
装着時と装着時の EtCO2 を比較した。【対象および方法】対象は健常成人ボランティア 11 名。使用装置は Capnostream TM20P
（COVIDIEN JAPAN）を使用し、5 分ごとに NPPV（IPAP=8cmH2O、EPAP=4cmH2O、RR=4 回 / 分）の脱着を計 3 回行った。計
測は NPPV 非装着時と装着時の EtCO2 を 2 秒間隔で行い比較した。統計学的検討は Mann-Whitney の U 検定（Stat-View5.0）で行
い有意差有を p ＜ 0.05 とした。【結果】NPPV マスク非装着時 EtCO2 は 30 ± 3mmHg、NPPV マスク装着中 EtCO2 は 28 ± 3mmHg
であった。（p=0.24）【考察】NPPV マスク装着中は非装着時と比べて、明らかな差が認められなかったことからも、NPPV マスク
装着中において EtCO2 の経時的な測定を捉えることが可能であると思われた。しかし、血液データとの乖離が懸念されるため、さ
らなる検討が必要である。【結語】カニューラタイプのカプノラインでの EtCO2 測定は NPPV のマスク換気下において測定可能で
あり、モニタリングとして使用できる可能性が示唆された。

FP-125

V-V ECMO 管理中に後腹膜血腫を認め、抗凝固療法を中止して管理した一例

公立陶生病院

1）

臨床工学部、2）公立陶生病院

呼吸器アレルギー疾患内科、3）公立陶生病院

小山 昌利 、横山 俊樹 、川瀬 正樹 、春田 良雄
1）

2）

3）

集中治療科

1）

【はじめに】V-V ECMO 管理は長期管理を要することがあり、長期使用に耐えうるデバイスの開発が望まれている。近年、抗血栓
性に優れるデバイスが開発され長期使用が可能になりつつあるが、ECMO 管理中は血栓を防止するために抗凝固療法が必要であ
り、出血はもっともよくみられる合併症である。今回、V-V ECMO 導入後に後腹膜血腫を認め抗凝固療法を中止し管理した症例
を経験したので、デバイスの状況を踏まえ報告する。
【症例】 72 歳、男性、数日前より気道症状、酸素化の悪化を認め、ARDS（急
性呼吸窮迫症候群）にて挿管人工呼吸管理をされ当院搬送となった。来院時 Severe な低酸素を認め、V-V ECMO 導入となる
（Murray Score 3.75 The RESP score -4）。脱血カニューレ右大腿静脈 22Fr、送血カニューレ右内頚静脈 20Fr 挿入、遠心ポンプ
は Gyro pump、人工肺は NHP エクセラン、回路は NSH コーティング回路を使用した。導入 17 日目に回路内の血栓疑いにて回路
交換施行、導入 20 日目に後右後腹膜への血腫を認めたためヘパリンを OFF にて管理を継続となった。右後腹膜血腫の改善は乏し
く、導入 28 日目脱血カニューレを右から左大腿静脈へ変更、同時に回路交換を行った。その後もヘパリン OFF にて 2 回の回路交
換を経て管理を行ったが、80 日目に脳出血を合併し、85 日目に死亡した。【考察】 今回、V-V ECMO 導入後に後腹膜血腫を認め
抗凝固療法を中止後 66 日間、計 3 回の回路交換（全 4 回）を行ったが、遠心ポンプからの異音はなく経過することが可能であった。
抗凝固療法を中止後の交換した人工肺や遠心ポンプ・回路内の血栓を交換後に確認したところ施行中の外観からでは確認できない
血栓が認められた。V-V ECMO 管理中の血栓による明確な回路交換の時期はなく、医療者による判断や点検が重要になる。その
ためデバイスの点検や観察をチームで取り組んでいくことが重要であると考える。

FP-126

PSV から PAV へ変更することで炭酸ガスが拡散した 1 症例

神戸赤十字病院

医療技術部

勝木 亮介
【はじめに】整形外科手術後に高炭酸ガス血症を呈した、既往に肺気腫がある患者に対し、人工呼吸モードを、PSV（Pressure
Support Ventilation）から PAV（Proportional Assist Ventilation）に変更することで炭酸ガスの拡散を得られた症例を経験したの
で報告する。【症例】76 歳男性。既往に肺気腫がある整形外科患者で、Th12 の骨折のため全身麻酔下で後方固定術を行った。術
前より PaCO2 が高く、術直後も PaCO2 が高く覚醒不良もあったため、抜管を延期した。翌日、覚醒は得られたが、PaCO2 が更に
高 く な っ た こ と で、 人 工 呼 吸 モ ー ド を PSV か ら PAV へ 変 更 し た。PAV 変 更 直 前 は PaCO2：113.5mmHg、 変 更 1 時 間 後 は
90.2mmHg、2 時間後には 84.1mmHg と低下した。人工呼吸モード変更前後で 1 回換気量の増減は無く、呼吸回数、分時換気量は
微減した。最高気道内圧は、変更前後で 17 → 20cmH2O と増加した。PAV 変更翌日朝には、PaCO2：67.1mmHg まで低下したた
め抜管となった。
【考察】人工呼吸中の炭酸ガスの拡散に寄与するパラメーターは 1 回換気量、呼吸回数、分時換気量であるが、モー
ドの変更前後で 1 回換気量の増減は無く、呼吸回数と分時換気量は微減した。本症例で炭酸ガスの拡散が得られた要因の 1 つとし
て、PAV は患者の横隔膜の動きに応じて吸気フローを調節するため、PSV に比べて腹式優位の換気が得られ、換気血流不均衡が
改善した可能性が考えられる。PAV は自発呼吸の同調性が優れていると評価されているが、その結果、換気血流比の改善が得ら
れるのではないかと示唆された。
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FP-127

当院におけるネブライザ付き酸素吸入装置のトラブル事例

川崎医科大学附属川崎病院

ME センター

有信 一慶、元石 徹也、檀上 弘樹、西海 創、川村 華奈子、島谷 洋志、西江 和夫
当院におけるネブライザ付き酸素吸入装置のトラブル事例有信一慶、元石徹也、檀上弘樹、西海創、川村華奈子、島谷洋志、西江
和夫川崎医科大学附属川崎病院【はじめに】当院では、泉工医科工業のネブライザ付き酸素吸入装置カームピュア（以下、カーム
ピュア）を所有している。カームピュアは 100％の酸素と大気をベンチュリー効果により混合し、酸素濃度の設定と加温加湿がで
きる酸素療法機器である。今回、高度治療室（以下、HCU）でカームピュア使用中に正常に送気ができない事例が発生した。こ
の事例に対して考察ならびに対策を検討したので報告する。【経緯】 HCU 看護師がカームピュアの使用中点検を実施していた際、
患者の口元を確認したところ送気出来てないことに気付いた。また、一時的にネブライザーアダプターの大気流入部から水蒸気が
逆流していた。蛇管等のチェックを行ったが特に問題がなく、原因が不明のため CE に連絡された。すぐに点検を行ったが、再現
性を認めなかったため様子観察にした。後日、CE が集中治療機器ラウンドを行っている際に同患者で再現性を確認した。
【考察】
逆流要因を検討したところ、まず、蛇管の水の溜まりによる逆流があげられた。これは、水が蛇管内に貯留すると送気の抵抗にな
り水蒸気が逆流すると考えられる。次にリサーキレーションチューブ入口の水が滞留し逆流することがあげられた。カームピュア
はリサーキレーションチューブより滅菌蒸留水を再循環させている。しかし、再循環が適切に行われないことでリサーキレーショ
ンチューブの入口に水が滞留し、送気の抵抗になり逆流すると考えられる。
【結語】 今回の事例についてメーカーと共に考えられ
る要因を精査中である。これらの要因を実際に使用している看護師に周知することで、この様な事例に対して早期に対応する必要
がある。今後さらに要因を追究することでこの様な事例が起こらないような対策を検討したい。

FP-128

人工呼吸器離脱困難症例への臨床工学技士の関わり

名古屋掖済会病院

1）

臨床工学部、2）中部大学

高橋 幸子 、花隈 淳 、中井 浩司 、平手 裕市
1）

1）

1）

生命健康科学部

臨床工学科

2）

【諸言】クリティカル領域における職種を超えたチーム医療が重要性を増している。
【目的】医師コメディカル連携が奏功した人工
呼吸器離脱困難 3 症例を通して、呼吸療法における臨床工学技士としての役割を考察する。
【症例 1】83 歳女性。SAH、意識レベ
ル低下。6POD に慢性気管支炎による下顎呼吸出現。術後の意識レベル確認の必要性から鎮静剤が使用できず、頻呼吸となる。
P-V Tool も利用できず、呼吸様式から人工呼吸器設定を判断した。また体重による肺への荷重大きく、分散とポジショニングを
提案、理学療法士・看護師と協調し呼吸仕事量の軽減を目標にした。【症例 2】48 歳男性。弓部下行大動脈人工血管置換術後。両
下肢と左半身麻痺。意識障害、肺炎の合併する中で、体位変換ごとの PSV 設定圧の変更を行い、呼吸器離脱訓練では PSV の圧較
差よりも自発呼吸のトリガーを調整し、横隔膜収縮力増強を目指した。関係スタッフが PAV モードでの仕事量変化を注視し、患
者の呼吸状態を評価した。【症例 3】67 歳女性。筋ジストロフィ、大腿骨頚部骨折、低血糖低体温意識障害。胸腹水貯留にて人工
呼吸器離脱困難となる。医師、看護師、理学療法士、臨床工学技士、患者、家族が話し合いや伝達を繰り返した。治療目的を患者
にも理解してもらい、家族の観察結果を評価に取り入れ治療を継続した。
【結果】標準化されたプロトコールでは、医師から説明
される病態や看護師・理学療法士から提起される問題点を画一的に解決することは困難であった。
【考察】臨床工学技士の役割と
して、人工呼吸器の機種選定と設定理由を明確にすることが、治療や看護・リハビリに反映されたと考える。
【結語】呼吸訓練方
法や必要に応じた患者介入について、スタッフ間で共通の認識を持ちながら携わることで人工呼吸器離脱目標を達成できた。

FP-129

人工呼吸器ワークショップの診療および教育への効果

亀田総合病院、2）Pulmonary and Critical Care Medicne, LDS Hospital、3）済生会横浜市東部病院

1）

長谷川 景子 1）、山田 紀昭 3）、鵜澤 吉宏 1）、田中 竜馬 2）、金子 教宏 1）
【目的】若手医師のための人工呼吸器ワークショップは、講義と実習を通して人工呼吸器を体系的に学ぶ場を提供している。これ
までの調査で、受講前後で知識の改善が認められた。今回、受講前後で診療や教育にどのようなインパクトがあるかを調査した。
【方法】2011 年 11 月から 2014 年 11 月に開催された人工呼吸器ワークショップの受講生を対象に、受講前後で Web アンケートを実
施した。【成績】人工呼吸器の診療に自信を持つようになった、積極的になったなどの精神的な変化に加え、受講後にモード選択
が変わった、ワークショップで扱ったメカニクスやグラフィックに着目するようになったなどの診療における行動変容を認めた。
さらに、受講後に勉強会を開催したという教育学的な行動変容も認められた。
【結論】人工呼吸器教育が Mortality や Mobility など
の患者アウトカムにどのような影響を示すのは極めて困難であるが、今回、人工呼吸器ワークショップは診療や教育に対する医師
の行動変容を認めた。特に、受講後に受講生が人工呼吸器に関する教育活動を行った点からは、人工呼吸器ワークショップの教育
学的効果は大きいと考える。
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FP-130

当院の過去 5 年間の ICU 在室日数の推移

東京医科歯科大学

医学部附属病院

集中治療部

原茂 明弘、塩田 修玄、大森 敬文、増田 孝広、丸山 史、若林 健二、足立 裕史、中沢 弘一、槇田 浩史
2014 年度より診療報酬が改訂され、特定集中治療室管理料 1 が算定で
きるようになった。これにより ICU 在室状況に変化が生じたと仮設
し、過去 5 年間の在室状況を検討した。【方法】データベースから
2010 年度以降の記録を抽出した。在室日数、APACHE II スコア、呼
吸器適応日数等を解析の対象とした。【結果】5 年間で症例数は増加
していた。2013 年度は第 6 病日に退室例の小さなピークが存在した。
2014 年度は 3 日以内の入室が多かった。【考察】人工呼吸の適用期間
が ICU 在室日数と極めて強い相関を示し、これが在室日数を規定し
ていると考えられた。2014 年度、14 日以上の長期在室例数は変わら
ないながらも短期間の入室症例の増加した理由は、重症度自体は低
い症例のモニタリング例が増えたと推論した。一方、請求に該当す
る 14 日以内の算定数は 3012 から 2774 へと減少していた。【結語】術
後の監視を目的とした症例の短期入室が増加していた。

FP-131

一地方基幹病院における集中治療専門医資格の取得ペース

山形県立救命救急センター
辻本 雄太、中塚 峻、山田 尚弘、三田 法子、佐藤 精司、武田 健一郎、瀬尾 伸夫、森野 一真
【はじめに】当院は病床数 660 の山形県の基幹病院であり、臨床研修指定病院 , 集中治療専門医研修認定施設 , 救急科専門医認定施設 ,
麻酔科認定病院である。新専門医制度の開始が迫っており、集中治療専門医は Subspecialty 領域に配されることになっている。地
方において集中治療医の確保は困難であることが予想され、集中治療医資格の取得ペースを知るために自院のデータを収集した。
【調査方法】現行の臨床研修医制度がはじまった 2004 年度から 2013 年度までの 10 年間に当院で初期臨床研修を修了した医師をリ
ストアップし進路を調査した。また救急科 , 麻酔科を専攻した医師の中で、各々の専門医および集中治療専門医資格を取得した医
師数を、各学会が公表している専門医名簿をもとに調査した。その上で、集中治療専門医資格の取得ペースを推計した。【結果】
10 年間で 125 人が当院で初期臨床研修を修了した。その後、7 人（5.6%）が救急科を、11 人（8.8%）が麻酔科を専攻した。そのう
ち専門医取得可能な年数を経た医師において、救急科専門医を取得した医師は 2/4 人（1.6%）, 麻酔科専門医を取得した医師は 3/7
人（2.4%）, 集中治療専門医を取得した医師は 1/11 人（0.8%）であった。10 年間 125 人のうち 1.64 人が専門医資格を取得するもの
と推計した。※カッコ内は初期臨床研修修了者 125 人に対するパーセンテージである。【まとめ】当院の 2004～2013 年度の 10 年間
125 人の初期臨床研修医のうち、2014 年度までで集中治療専門医を取得した医師は 1 人であった。今後もう 1 人が専門医資格を取
得するかどうかというペースである。2015 年 9 月現在、山形県内の集中治療専門医研修認定施設は 3 つ、集中治療専門医は 7 人で
ある。24 時間 365 日にわたり一定の集中治療レベルを保証するためには、専門医資格の取得ペースを上げることが必要であろう。

FP-132

集中治療医に必要なメディカルリソースマネジメント MRM スキルの開発

昭和大学

医学部

救急医学講座

山下 智幸、有賀 徹
【背景と目的】救急・集中治療医は初期診療や急変の場などで即席のチームを作る必要があり、日常の集中治療でも他科や多職種
と連携を要することが求められる。あらゆる医療資源を利用して患者の予後改善に向けて最大の効果を発揮するためのスキルの評
価方法は不十分であり、パフォーマンスを評価し教育するためのスキルを開発する必要がある。そのため、MRM; Medical
Resource Management スキルを開発した。【方法】航空業界で用いられる CRM スキル ; crew resource management は国内におい
て宇宙航空開発機構 JAXA; Japan aerospace exploration agency で既に開発されており、JAXA の指導を受けつつ医療版へ応用し
た。
【結果】MRM スキルは 5 つの大分類 cluster で構成し、1）状況認識、2）意思決定、3）業務負荷マネジメント、4）チーム形成・
維持、5）コミュニケーションとした。それぞれに 3 つずつの要素 element を設けた。各エレメントに行動指標を複数提示する形
とし、自らあるいは他者の行動を評価しやすくした。【考察】MRM スキルは利用可能な医療資源を効率よく最大限利用し最大の
効果をだすために必要な能力である。災害や救急、急変対応では限られた環境であっても、最大の効果を出す必要があり MRM ス
キルに基づき適切な対応が求められる。医療安全の面からも MRM スキルは有用である可能性は高い。ノンテクニカルスキルにつ
いては各国から ANTS や Team STEPPS などが国内でも広がりつつあるが、行動指標としては国民性や文化の違いから、日本向
けのものを開発する必要があった。航空業界では国際的に航空機事故対策として長年リソースマネジメントについて開発され続け
ており、JAXA で 2003 年日本版が開発されている。医療の場への応用に有用であったが、今後は妥当性やスキルの計測手法を開
発する必要がある。【結論】MRM スキルを開発したが、今後は行動指標としての妥当性を評価する必要がある。
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FP-133

上腕動脈からの出血によるコンパートメント症候群を契機に診断された後天性血友病の一例

東京都立多摩総合医療センター

1）

救命救急センター、2）昭和大学医学部救急医学講座

鈴木 茂利雄 1）、清水 敬樹 1）、萩原 祥弘 1）、濱口 純 1）、小野 将平 1）、荒川 裕貴 1）、光銭 大裕 1）、金子 仁 1）、森川 健太郎 1）、
三宅 康史 2）
【症例】80 歳代 , 女性
【既往歴】高血圧 ,2 型糖尿病
【臨床経過】入院前日から肉眼的血尿 , 下腹部の膨満を自覚し前医を受診 .CT で右腎盂の拡張を認め発熱・炎症反応の上昇もあり当
院泌尿器科を紹介受診 , 複雑性 UTI および腎後性腎不全の診断で入院 . 同日採取した血液培養で大腸菌菌血症の診断となり抗菌薬治
療および血尿に対して膀胱灌流を連日施行 , 血小板値や凝固能は経時的に増悪したが敗血症性 DIC として原疾患の治療を行った . 第
4 病日の CT で腎盂の拡張は軽度残存していたが結石などの閉塞起点を認めなかった . 第 8 病日に膀胱鏡を施行 , 一部に凝血塊を認め
たのみで器質的狭窄を認めず尿細胞診も陰性 . 同日午後右上腕の腫脹・疼痛が出現 .CT で上腕内部の出血・血腫の形成がありコン
パートメント症候群と診断 , 緊急で右上腕筋膜切開を施行し集中治療室管理となった . 原因として UTI の治癒過程で血小板数や凝固
能は改善したが APTT は基準対象の 3 倍程度で推移していたことから精査を行った . その結果第 VIII 因子活性の低下と第 VIII 因子
インヒビターが検出され後天性血友病と診断した .1mg/kg/ 日の投与と止血処置を行い , バイパス療法として活性型プロトロンビン
複合体の投与により APTT は基準対象の 1.8 倍までは短縮し , その後活性型第 VII 因子製剤に切り替えて治療を継続した .APTT は
正常化し出血合併症なく経過 , 第 45 病日に退院 .
【考察】後天性血友病は本邦でも報告数が増加しており, 死亡率が高く迅速な診断と適切な止血および免疫学的治療が必要な疾患で
ある . 本症例は尿路感染症・菌血症に伴い DIC となったため血小板数・凝固能の異常をきたしたが APTT の過延長のみが臨床経過と
合致せず最終的に診断に至った. 高齢者での病的出血や APTT の過延長の際には本疾患も考慮し精査を行うことが必要と考えられた.

FP-134

食道癌を基礎疾患にもつ、後天性血友病 A を発症した 1 例

群馬大学医学部附属病院麻酔科蘇生科、2）群馬大学医学部附属病院集中治療部

1）

石川 愛 1）、柳澤 晃広 2）、日尾 早香 1）、松岡 宏晃 2）、坂上 浩一 2）、金本 匡史 2）、戸部 賢 2）、高澤 知規 1）、国元 文生 2）、齋藤 繁 2）
症例は 73 歳男性。主訴は右大腿の疼痛と腫脹。既往は左腎癌に対し半年前に根治的手術施行と術後イレウスで解除術施行。入院
経過中に上部消化管内視鏡を施行され、下部食道癌が見つかった。低栄養状態であり、放射線単独療法の方針となっていたが体力
低下のため、未治療であった。約 2 か月後、右大腿の腫脹・疼痛、体動困難を訴え前医受診。Hb5．4（10 日前は 10．4）の貧血も
あり、精査加療目的に当院受診した。禁食・補液・PPI 注射にて加療を開始し、2 日間連続 2 単位赤血球輸血したが、Hb5．7 と貧
血が持続した。MRI で右外側広筋内血腫と診断され、食道癌の担癌患者であること、凝固検査で PT 正常（PT 活性 72％）、APTT
延長（124．7 秒）、Fib 正常（431mg／dl）、Plt 正常（21．7 万 / μ L）であったことから、悪性腫瘍に伴う後天性血友病を疑った。
追加検査で、第 8 因子 0．9、第 9 因子 58．0、第 11 因子 34．3、第 12 因子 31．6、凝固抑制（8 因子）因子 21．8 であった。赤血球
輸血を継続し、ステロイド 50mg と止血剤の点滴静注と絶食にて経過観察した。その翌日、意識消失、黄色の嘔吐とともに心肺停
止となった。ただちに蘇生術開始し、10 分後にはリカバーした。集中治療室に入室し、10 単位の赤血球輸血、ノボセブンの投与
を開始した。アシドーシス、高カリウム血症のため、透析を施行した。状態は徐々に安定し、5 日間で退室できた。退室後はノボ
セブンを減量し、一時的には左前腕や右大腰筋、左側胸部に血腫が出現したために、ノボセブンの追加投与など行ったが、徐々に
緩解させることが出来た。後天性血友病 A は 100 万人に 1 例前後の稀少な疾患であり、その中でも腫瘍を基礎疾患にもつ割合は 5．
5～17% 程度である。本疾患を疑って検査を行わないと診断は難しい。当日は、より具体的な検査データや治療内容を提示し、多
少の考察を踏まえ、報告する。

FP-135

下肢動脈閉塞に伴う消耗性血小板減少の経過中にヘパリン起因性血小板減少症を来した一例

京都府立医科大学付属病院

1）

救急医療科、2）大津市民病院

救急診療科

渡邉 慎 、小尾口 邦彦 、横峯 辰生 、宮崎 勇輔 、渡邉 宏樹 2）、加藤 之紀 2）、蒲池 正顕 2）、福井 道彦 2）
1）

2）

2）

2）

症例は 86 歳の男性。腰痛と下肢痛を主訴に ER 受診。左下肢総腸骨動脈閉塞及びそれに伴う消耗性の血小板減少を認め同日 ICU に
入室した。第 1 病日よりヘパリン及びシロスタゾールの投与を開始、急性腎障害を合併した為に第 3 病日に持続血液透析を開始、
左下肢の血流障害が進行したため第 4 病日に下肢切断術を施行した。血小板数が著明に低下したため第 5 病日より抗凝固薬をメシ
ル酸ナファモスタットに変更した。この際ナファモスタットを持続透析回路の抗凝固薬としても用いていたが、同薬剤の保険上限
量に達していたため適宜ヘパリンを併用していた。以後全身状態は改善傾向にあり血小板値も僅かながら増加していったが、第
11 病日にナファモスタットを中止しヘパリンを増量した所、血小板が著減した。経過中に持続透析回路の頻回の閉塞、原因不明
の発熱のエピソードがあったことも併せて考慮し、ヘパリン起因性血小板減少症（Heparin-induced thrombocytopenia ;HIT）の
発症を疑った。ヘパリンとの接触を完全に遮断しアルガトロバンを開始した所、翌日には血小板数の速やかな回復を認めた。また
HIT 抗体（抗血小板第 4 因子・へパリン複合体抗体）が強陽性であったことが後日判明した。今回の入院以前に患者がヘパリンに
暴露されたエピソードはなく、治療経過中に HIT を発症したと考えられた。
HIT はヘパリン使用患者において一定の頻度で発症する疾患である。重症患者に血小板減少がみられた際に、安易に DIC と診断
するのではなく、常に HIT を含めた血小板減少を呈する他疾患との鑑別することが重要である。今回、我々は下肢急性動脈閉塞
により消耗性の血小板減少を呈した患者の治療中に HIT を発症した症例を経験したので文献的考察を含めて報告する。
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FP-136

好酸球増多症に心室内血栓を合併した一症例

群馬大学

医学部

附属病院

集中治療部

神山 彩、金本 匡史、神山 治郎、松岡 宏晃、坂上 浩一、柳澤 晃広、戸部 賢、日野原 宏、国元 文生、齋藤 繁
【症例】52 歳、男性。【経過】半月ほど前から体動時の咳、めまいを認めていたが、朝礼中に失神し搬送された。好酸球増多を認
めたため、入院し、精査を行うこととなった。心エコーを施行したところ、下壁と心尖部の壁運動が低下し、左室内に 34mm のエ
コー輝度の高い腫瘤があり、拡張障害と肺動脈血圧上昇が認められた。ワーファリンによる抗凝固療法を開始し、ステロイドパル
ス療法を行った。一週間後、心エコーを再検したところ、腫瘤は拡大傾向で可動性があったことから、手術による摘出が計画され
た。待機入院中、SpO2 の低下に気付き、意識レベルが低下しているところを発見された。CT と頭部 MRI を施行し、胸部脊椎
Th5,6 の圧迫骨折の他、頭部に異常はみられなかった。しかし、MRI 終了間際に全身性の痙攣が起こり、数分で自然消失したが、
経過観察のため ICU 入室となった。入室後は抗けいれん薬を投与し、痙攣発作の再発はなく、4 日後、左室内腫瘤の摘出術が行わ
れた。左室内の腫瘤は器質化した脆弱な血栓で、心室中隔～後壁～側壁に付着しており、これを摘出した。また、心内膜は瘢痕化
していた。術後経過は良好で、痙攣発作も再発せず、POD7 に ICU を退室した。その後、Chronic eosinophilic leukemia,FIP1L1PDGFR αの診断が確定し、イマチニブによる治療が開始されている。
【考察】好酸球増多症に心室内血栓をきたすような重症な
心筋炎を合併する病態が、、Loeffler 心内膜心筋炎として知られている。今回、好酸球増多症に心室内血栓を合併した症例を経験し
たので、文献的考察を加え、報告する。

FP-137

DIC をきたした大動脈瘤に遺伝子組み換えトロンボモジュリンが奏功した 1 例

川崎病院

救急科

三砂 雅裕、竹内 庸浩、高田 昌紀
症例は 85 歳女性。既往歴は、慢性 C 型肝炎、脳血管認知症。抗血小板および凝固療法の既往はない。意識障害を主訴に当院救急
部へ救急搬送された。来院時、意識レベル II-30、収縮期血圧は 70mmHg とショック状態であった。右前胸壁に著明な血腫を認めた。
血液検査で、白血球 7900/ μ l、Hb 5.5g/dl、血小板 7.7 万 / μ l と著明な貧血と血小板低値を認めた。また、凝固機能異常を認め、
血清 FDP 22.9/ μ g、Fib 33mg/dl、PT 27%、PT-INR 2.56 であった。厚生省研究班の DIC 診断基準で 9 点と DIC と診断した。胸
部造影 CT で大動脈弓部から下行大動脈に大動脈解離を認め、DIC の原因として大動脈解離の関与が考えられた。未分画ヘパリン
と濃厚赤血球・新鮮凍結血漿を投与開始したが、右前胸壁の血腫は増大し、再びショック状態となった。未分画ヘパリンを投与中
止し、第 3 病日より rTM 15360 万単位 / 日を 6 日間投与後、第 10 病日 DIC スコア 6 点と改善を認めた（血小板 6.1 万 / μ l、Fib
233mg/dl、PT 1.32、FDP 14.5 μ g/ml）。第 11 病日右前胸壁の血腫除去術を施行した。その後、血腫は速やかに吸収され循環動態
は安定した。第 69 病日 DIC スコア 4 点（血小板 17.4 万 / μ l、Fib 267mg/dl、PT 1.08、FDP 32.7 μ g/ml）と改善を認め、第 78 病
日施設へと退院となった。【まとめ】近年、rTM は感染症や血液疾患に起因する DIC で良好な成績が報告されている。大動脈瘤や
大動脈解離のような大動脈疾患においても 5.8% の頻度で DIC を合併する。大動脈疾患による DIC は線溶亢進型 DIC を呈するが、
rTM が有効である可能性が示唆された。

FP-138

ECMO 管理中に筋肉内出血を認めた一例

前橋赤十字病院集中治療科・救急科
白戸 康介、小倉 崇以、中村 光伸、宮崎 大、高橋 栄治、町田 浩志、鈴木 裕之、菊谷 祥博、藤塚 健次、田中 由基子
61 歳男性。飲酒後の失神による温泉溺水にて前医救急搬送となった。胸部 CT にて右肺優位の広範な浸潤影を認めた。温泉溺水に
よ る 化 学 性 肺 炎 と 考 え、 気 管 挿 管、 人 工 呼 吸 管 理 を 開 始 す る も P/F:91 と 徐 々 に 酸 素 化 の 低 下 を 認 め た。 そ の た め ECMO
（Extracorporeal Membrane Oxygenation）導入目的で当院に転院搬送となった。当院での胸部 CT にて増悪傾向見られたため、
右内頸静脈脱血、左大腿静脈送血にて ECMO 導入となった。第 2 病日に気管切開術施行。その後、端座位、起立訓練など積極的
な理学療法を施行し、呼吸状態は改善傾向を認め、第 7 病日に ECMO 離脱となった。同日より腰痛の訴えあり、第八病日の CT 検
査にて右腸骨筋、左腸腰筋に血腫を認めた。外科治療や IVR（Interventional Radiology）などを行うことなく、保存治療にて縮小
を認め、輸血を必要とすることもなかった。第四十病日に転院となった。ECMO は重症呼吸不全に対して、有用な治療の選択肢
であるが、出血性合併症を認めることがある。出血のリスクを考慮した上で抗凝固や理学療法を施行する必要があると思われる。
近年では ECMO 患者の出血性合併症に後天性フォンウィルブランド病の関与が報告されており、本症例でも関与が疑われ、文献
的考察を含め、報告する。
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FP-139

慢性解離性大動脈瘤の術後トラネキサム酸投与の有用性

名古屋大学大学院医学系研究科

心臓外科学

日尾野 誠、碓氷 章彦、伊藤 英樹、寺澤 幸枝、藤本 和郎、六鹿 雅登、成田 祐司、阿部 知伸、大島 英揮
【目的】慢性解離性大動脈瘤（CDAA）のエントリー閉鎖を行う手術では、術後に急速に残存偽腔内血栓化が進行し、凝固因子の
消耗と線溶亢進が惹起され、DIC が生じうるが、偽腔内血栓の安定、凝固因子消費抑制のため、我々はトラネキサム酸（TA）に
よる抗線溶療法を本術後に DIC の早期治療として行っている。使用成績をここに報告する。
【方法】2014 年 7 月から 2015 年 7 月までに、Stanford A 急性大動脈解離術後 CDAA に対しオープンステントグラフトを用いた弓部
大動脈置換手術を行い、下行大動脈上部までのエントリー閉鎖を行った全 9 例のうち、機械弁置換後のため Warfarin 服用の 1 例を
除く 8 例を対象とした。平均年齢 67.4 ± 6.3、男性 3 人、糖尿病 1 例、透析 1 例であった。術前値は血小板数（Plt）平均 142000 ±
38000 で低下 6 例、FDP 上昇 4 例、フィブリノゲン低下 1 例、DIC スコア 2 を 4 例認めた。1 例は CDAA による慢性 DIC と診断され
術前より TA を内服していた。
【結果】術後在院 42.5 ± 22.3 日、ICU 滞在 10.0 ± 10.9 日で全例生存退院した。術後、下行大動脈上部までの血栓化を得たが、以遠
の残存偽腔は開存であった。止血目的も兼ね術当日、翌日に 6 例で TA を短期静脈内投与した。DIC 傾向があると判断した 7 例に
術後 3.0 ± 1.9 日から TA250mg/ 日を長期内服投与した。術後最小 Plt は術後 2.8 ± 0.9 日に 49400 ± 20100、最大血漿 FDP 値は術後 3.6
± 1.6 日に 163.1 ± 123.6 μ g/ml であり、最大 DIC スコアは術後 3.3 ± 1.7 日に 5.9 ± 2.4 であった。出血傾向は術前慢性 DIC の 1 例が
大量胸壁出血を術後 4 日目に合併し、他 1 例に皮下出血を認めた。Plt は術後 10.6 ± 5.2 日に正常に復した。合併症は感覚障害の残
存した不全対麻痺 1 例（Entry 閉鎖による横隔膜レベルまで偽腔血栓化のためと考える）、創感染 2 例、間質性肺炎 1 例で、DIC の
血栓形成による合併症は認めなかった。
【結語】CDAA 術後で急速に偽腔内血栓化が進行する症例では、注意深い TA 投与は血小板、凝固能の安定化に寄与する。

FP-140

リコンビナントトロンボモジュリンを使用した DIC 症例における予後予測因子の検討

山形大学

医学部

附属病院

麻酔科

渡邉 翠、豊島 歩美、狩野 峻子、小野寺 悠、秋元 亮、小林 忠宏、鈴木 博人、岩渕 雅洋、中根 正樹、川前 金幸
【はじめに】当院では DIC の治療としてリコンビナントトロンボモジュリン（rTM）を用いており、使用開始のタイミングは主治
医の判断に任されている。【目的】rTM を使用した DIC 症例における予後予測因子を調べること。【方法】対象は 2012 年 10 月から
2014 年 4 月に集中治療室（ICU）に入室し DIC に対して rTM を 3 日間以上使用した 77 症例を後方視的に検討した。
【結果】男性 44 人、
女性 33 人、平均年齢は 67.0 歳、ICU 入室時の SAPS2 スコアは 46.4 点、予測死亡率は 39.8％、rTM 投与開始時の急性期 DIC スコア
は 4.9 点。rTM 投与後 day0、2、6 の SOFA スコアは 8.7 点、7.8 点、5.6 点。生存群と死亡群間で SAPS2 スコアや予測死亡率、急性
期 DIC スコアに有意差はなかったが、rTM 投与開始時の SOFA スコアは生存群の方が低く、血小板数は生存群で多かった。また、
生存群で SOFA スコアの推移を比較すると、day2 と 6 の間で有意に低下し、血小板数は day0 と比較して day5 以降に有意な上昇が
みられた。死亡群では day0、2、6 の SOFA スコアや、day0～9 の血小板数に有意な増減を認めなかった。
【考察】rTM 投与開始時
の血小板数、SOFA スコアがその後の転帰に影響を与えている可能性がある。また、血小板数に影響されない SAPS2 スコアはあ
くまで全身状態の指標であり、DIC が危惧される状況では血小板数や SOFA スコアを経時的に評価し、適切なタイミングで介入を
行うことで死亡率を低下させることができるかもしれない。【結語】ICU 入室時の SAPS2 スコアは DIC 症例の予後予測因子とはな
らず、rTM 投与開始時の SOFA スコアと血小板数が予後予測因子となった。また生存群では、SOFA スコアは day2 と 6 の間で、
血小板数は day5 で、改善を認めた。

FP-141

Septic shock を契機に発見された急性骨髄性白血病の一例

唐津赤十字病院

1）

救急科、2）佐賀大学医学部附属病院

救急科

藤田 亮 、阪本 雄一郎 、後藤 明子 、今長谷 尚史 、八幡 真由子 2）、小網 博之 2）、三池 徹 2）、永嶋 太 2）、岩村 高志 2）、
井上 聡 2）
1）

2）

2）

2）

【はじめに】重症敗血症患者では、臓器障害の 1 つとしての骨髄抑制が生じ、骨髄での血球産生能が低下している。そのため、敗
血症に伴う DIC と骨髄における造血異常症の鑑別にはしばしば苦慮することがある。
【症例】73 歳女性【既往歴】高血圧、高脂血症、
高尿酸血症【現病歴】2 日前から両下肢痛あり、徐々に悪化していた。体動困難、突然の構音障害を認めたため救急搬送となった。
【経過】搬送時意識清明、BP103/63mmHg HR103/min SpO2 99%（O2 5L）RR 16 回 BT 35.3℃ 神経学的異常所見なし。左 CVA
叩打痛、肉眼的膿尿あり。採血にて汎血球減少、AKI、肝機能異常、CRP 高値、凝固異常を認めた。画像所見から急性腎盂腎炎
による重症敗血症、DIC として ICU 管理としたが、突然意識障害、ショック状態となったため人工呼吸器、CHDF による管理を要
した。項部硬直あり、血液培養にて MRSA、肺炎球菌を検出、細菌性髄膜炎疑いとして治療を行ったが、白血球数、血小板数の
増加なく、末梢血に芽球（50％）認めた。骨髄穿刺にて dry tap、PML-RARA キメラ mRNA 検出しなかったため、APL 以外の
AML に合併した敗血症と診断した。AML に対する根本的治療は困難と判断し、現行治療を継続の結果、第 8 病日死亡に至った。
【考
察】敗血症による DIC と造血異常の鑑別には病歴、身体所見に加え、血算において複数系統に異常がある場合は、可及的速やか
に骨髄における造血異常を念頭に末梢血塗抹標本を確認し、骨髄穿刺などを行い、白血病、TTP などの緊急疾患の評価が必要で
ある。
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FP-142

骨髄穿刺では診断がつかず、骨髄生検で診断がついた骨髄貪食症候群を伴う、致死的悪性リンパ腫の一例

東海大学

総合内科

柳 秀高、小松 昌道、真鍋 早季、桑野 公輔、小澤 秀樹
38 才男性。生来健康。入院 3ヶ月前に高熱、悪寒、倦怠感、全身リンパ節腫脹のため 1ヶ月前、近医受診。肝脾腫、多発性の関節
痛も認めた。フェリチン高値、炎症反応高値などから成人発症スティル病と臨床診断され、プレドニン 60mg/day が開始された。
悪性リンパ腫の可能性も考え、骨髄穿刺が行われたが、ドライタップであった。しかし、ステロイド治療開始後も改善を認めず、
高熱持続、意識障害を認めるために当院へ緊急で搬送となった。来院時 39.4 度の発熱、脈拍 120 と頻脈を認めた。検査結果ではヘ
モグロビン値 7.6mg/dl と正球性貧血、肝機能高値（GOT 139IU/L, GPT 119IU/L, LDH 388U/L）
、炎症反応高値（CRP 19.2, ESR
124）
、フェリチン 3140mg/dl であった。画像上は肝脾腫あり。抗核抗体陰性、リウマチ因子陰性、sIL-2 受容体陰性、血液培養陰
性であった。緊急で骨髄穿刺および骨髄生検を行い、ステロイドパルス療法を行ったが、多臓器不全の急速な進行のため翌日に死
亡した。後日、骨髄穿刺検体では診断がつかなかったが、骨髄生検検体から Anaplastic large cell lymphoma と診断がついた。当
初より骨髄生検まで行っていればリンパ腫の早期治療が可能であったかもしれないケースであった。

FP-143

ICU に入室した血液疾患の重症化症例の検討

札幌医科大学

1）

医学部

集中治療医学、2）札幌医科大学附属病院

臨床工学部

巽 博臣 、升田 好樹 、吉田 真一郎 、片山 洋一 、数馬 聡 、高橋 科那子 1）、後藤 京子 1）、千原 伸也 2）、小川 輝之 2）、
島田 朋和 2）
1）

1）

1）

1）

1）

【背景】血液疾患患者は移植前処置や骨髄移植などの治療に伴い免疫抑制状態となっているため、さまざまな合併症を発症する。
重症化した場合、その予後は不良である。【方法】2011 年 1 月以降に ICU へ入室した血液疾患の重症化例 63 症例（初回入室のみ）
を対象とし、患者背景、ICU での治療内容、予後などについて検討した。
【結果】平均年齢は 56.3 歳、男性が 43 例（68%）であった。
平均 ICU 在室日数は 11.9 日で、再入室例は 8 例（うち 2 例は 3 回入室）であった。原疾患は急性骨髄性白血病と悪性リンパ腫がそ
れぞれ 19 例（30%）、入室理由は ARDS・肺炎 25 例（40%）
、CPA・ショック 18 例（29%）と多かった。ICU 死亡は 29 例（46%）
であったが、28 日死亡は 35 例（56%）、90 日死亡は 43 例（68%）と、退室後の予後はさらに不良であった。ICU 退室時の予後で生
存群と死亡群に分けると、それぞれ CHDF は 29% と 72%、PMX-DHP は 12% と 24%、また人工呼吸管理は 68% と 97% に施行され
ていた。48 時間以上在室した 50 例のうち、39 例（78%）で経腸栄養が投与され、30 例で入室後 48 時間以内に開始していた。19 例
で経腸栄養を中止したが、その理由は消化管出血 4 例、腸管蠕動麻痺 4 例、腸管 GVHD 2 例、腸管壊死 2 例、難治性下痢 1 例のほか、
6 例は全身状態悪化に伴うものであった。経腸栄養施行例の ICU 死亡率は 51% であった。【考察とまとめ】血液疾患の重症化例は
人工呼吸管理や急性血液浄化療法の施行にもかかわらず予後不良であった。経腸栄養は他疾患と同様に施行できたが、治療に関連
する粘膜障害や bacterial translocation、骨髄移植後に特有な GVHD などの消化器合併症の発生に注意する必要があると考えられ
た。一度重症化すると予後は不良となるため、重症化以前の何らかの治療介入が必要と感じた。当院では 2015 年 4 月より血液悪性
腫瘍患者に対して移植前からの早期経腸栄養に取り組んでおり、合併症発生率や死亡率の改善につながることを期待している。

FP-144

当センターICU における血液疾患患者の治療成績の検討

大阪府立成人病センター

麻酔科

竹田 みちる、大橋 祥文、日生下 由紀、園田 俊二、鳥井 直子、菅島 裕美、藤田 泰宣、大川 恵、飯田 裕司、谷上 博信
血液疾患患者で ICU 入室となる患者数は少ないが他の患者と比較し治療成績不良である事が多い。昨年の ICU 学会で当センター
ICU における血液疾患患者の治療成績向上に寄与する因子について発表を行った。その後の当院 ICU での血液疾患患者の治療成績
について検討した。【対象と方法】2014 年から現在までに当センターICU に入室した血液疾患患者の入室理由、治療内容、成績を
検討し以前との比較を行った。【結果と考察】2014 年 1 月以降のべ 19 名が入室した、入室理由の内訳は敗血症 4 名、急性呼吸不全
13 名、緊急手術術後 2 名であった。平均在室日数は 2014 年は 11.2 日、2015 年は 8 日。9 名（47％）が死亡した。死亡の内訳は敗血
症 4 名（在室日数 2.8 日、4 名中）、呼吸不全 5 名（平均在室日数 15.3 日、13 名中）であった。以前と比較すると敗血症患者の比率
が増加傾向にあり死亡率の増加、在室日数低下の一因と考えられる。一方で呼吸不全患者の在室日数は 2013 年から 8.3 日→ 11.8 日
→ 12.5 日と増加しておりより早期に ICU に収容し治療を開始していると結果と考えられた。
【結語】免疫抑制状態にある血液疾患
患者では感染は長期化し重篤化しやすい。より早期に ICU 入室し治療を行う為に診療科との患者情報の共有が重要である。
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FP-145

Surgical Apgar Score（SAS）を用いた婦人科手術の術後予測

大阪医科大学麻酔科学教室、2）大阪医科大学附属病院集中治療部

1）

出口 志保 1）、梅垣 修 2）、大地 史広 2）、下山 雄一郎 2）、日下 裕介 1）、門野 紀子 2）
【背景】当院では、2016 年に手術室と ICU の増床を予定しており、術後 ICU に入室する患者が増加すると予想される。Surgical
Apgar Score（SAS）は、術中の出血量、最低心拍数、最低平均血圧の 3 項目の和で算出する手術の転帰スコアであり、術後合併
症のリスク評価を簡便に行うことができる。当院における SAS と婦人科手術後合併症発症率、術後 ICU 入室率の関係を後方視的
に検討した。
【対象と方法】当院で 2014 年 1 月から 6 月に全身麻酔下で婦人科手術を施行した患者 206 例の SAS を麻酔記録より収
集した。術後合併症は、膿瘍、感染、肺炎、イレウス、急性肝障害、急性腎障害、術後出血、深部静脈血栓症とした。【結果】
SAS の内訳は、低リスク群（8～10 点）が 107 人、中リスク群（5～7 点）が 92 人、高リスク群（4 点以下）が 7 人であった。術後
合併症発生率は低リスク群で 7.5%、中リスク群で 29.3%、高リスク群で 85.7% であり、術後 ICU 入室率は低リスク群で 0%、中リス
ク群 4.3%、高リスク群で 42.9% であった。手術関連死亡率は 3 群とも 0% であった。【考察】婦人科手術後の合併症発症率と ICU 入
室率は、SAS を用いて予測する事が可能であった。SAS が 4 点以下の高リスク群は、術後合併症発生率と術後 ICU 入室率が高く、
術後に ICU へ入室し、医療介入できる可能性がある。これまでに我々は、2014 年に当院で施行された消化器外科手術 1100 例と、
呼吸器外科手術 234 例の SAS を同様に検討してきた。いずれも高リスク群で術後合併症発症率、術後 ICU 入室率は高かったが、消
化器外科手術と呼吸器外科手術において、リスク分類を低リスク群（9～10 点）、中リスク群（6～8 点）、高リスク群（5 点以下）
としており、各科によってリスク分類を検討する必要があることが示唆された。
【結語】SAS を用いた婦人科手術の術後予測につ
いて検討した。今後も症例数を増やして当院での検討が必要と考える。

FP-146

心肺停止蘇生後患者に対する APACHEII による評価

聖路加国際病院

救命救急センター

三谷 英範、石松 伸一、大谷 典生、望月 俊明、三上 哲、田中 裕之、磯川 修太郎、鈴木 皓佳
背景 :Acute Physiology and Chronic Health Evaluation（以下、APACHE）II スコアシステムは日本の集中治療室おいて広く使用
されている重症度評価である。心肺停止蘇生後においてその有用性を明らかにした報告はない。当院における心肺停止蘇生後の
APACHEII スコアについて調べた。方法：2014 年 1 月から 12 月までの一年間で三次救命センターである当院集中治療室に入院し
た院外心肺停止蘇生後の患者を対象とした。18 歳以下や院内心停止は除外した。集中治療室入室後 APACHEII スコアを抽出し、
院内死亡および神経学的予後との関係について Mann-Whitney U 検定を用いて解析した。Receiver Operator Characteristic（以下、
ROC） 曲 線 に て Area under the curve（ 以 下、AUC） を 用 い て カ ッ ト オ フ 値 を 検 討 し た。 な お、 神 経 学 的 予 後 は cerebral
performance category（以下、CPC）で評価し 1-2 点を予後良好、3-5 点を予後不良とした。結果：対象患者 35 名で、死亡が 20 名（57.1%）
であった。生存群での APACHEII スコア平均値は 22.9（± 5.1）、死亡群での平均値は 28.8（± 8.5）であり有意に差を認めた（p ＜
0.05）。スコア 27 以上では感度 75%、特異度 80%、陽性尤度比 3.8 であった（AUC0.81）。次に、神経学的予後において予後不良群
は 22 名（62.9%）で、APACHEII スコアは良好群と有意差があり、27 以上で感度 68.2%、特異度 76.9%、陽性尤度比 3.0 であった
（AUC0.79）
。APACHEII スコアの他に、予後に関与した因子は病着前の心拍再開と初期波形 VF/ 無脈性 VT であった。考察：心
肺停止蘇生後において APACHEII スコアシステム 27 以上では予後不良と考えられた。心肺停止の場合、病院前条件が予後に関係
しており、APACHEII スコアにそれら条件を組み込むことでより正確な予後予測が可能になると考えられた。

FP-147

救急病棟入院後、24 時間以内に ICU 入室に至った症例

神戸市立医療センター中央市民病院

救命救急センター

水 大介、瀬尾 龍太郎、朱 祐珍、有吉 孝一
【はじめに】ICU 管理が必要な救急患者の ICU 入室の遅れは死亡率上昇につながる。しかし入院当初は救急病棟での管理で可能と
判断しても短期間で ICU 管理が必要になる救急患者が少なからず存在する。
【目的】救急病棟入院後に 24 時間以内に ICU 入室に至っ
た患者背景・臨床像について検討する【方法】2014 年 1 月から 12 月までの 12ヶ月間に、救急外来を受診し救急病棟に入院となっ
た 15 歳以上の患者のうち、24 時間以内に ICU 管理が必要となった患者の背景・臨床像をカルテから後方視的に検討した。
【結果】
救急病棟に入院した 3,582 例のうち、24 時間以内に ICU 入室が必要になったのは 29 例（0.8%）であった。男性 15 例であり平均年
齢は 64 ± 16 歳。救急病棟入院時の APACHE2 は中央値で 15（3～32）であり、入院時疾患として敗血症や頭蓋内疾患が多いが様々
である。ICU 入室が必要となった原因は循環不全が 8 例（27.6%）、呼吸状態の悪化が 7 例（24.2%）
、脳卒中や外傷性頭蓋内出血の
増悪から手術が必要になった例が 6 例（20.7%）、意識障害や熱傷などからの気道確保目的が 4 例（13.8%）
、CHDF 目的、痙攣重責、
心肺停止蘇生後が各 1 例（各 3%）であった。ICU 滞在日数は平均 4.72 ± 3.6 日であり、30 日死亡例は 9 例（31%）であった。
【考察】
ICU 入室には重症度だけではなく多くの要素が関与しており、その基準を明確に定めることは難しい。救急病棟入院後 24 時間以
内に ICU 入室が必要となるのはわずか 1% 弱と非常に少ないが、死亡率は直接 ICU 入室に至った患者より高い傾向にある。患者の
経過を予測することは難しいが、状況によっては悪化に備えた短期間の ICU 入室も考慮にいれることも必要となる。
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Augmented Renal Clearance 発症に関する前向き観察研究（第一報）

福岡大学病院

救命救急センター

森本 紳一、川野 恭雅、金山 博成、星野 耕大、市来 玲子、仲村 佳彦、石倉 宏恭
【はじめに】近年、集中治療領域において Augmented Renal Clearance（ARC）が注目されている。ARC とは、全身性炎症反応症
候群などによる心拍出量の上昇に伴って腎血流量が増加し、薬物などの腎クリアランスが増大する現象を指す。今回、当センター
の入院症例を対象に、ARC の発症に関して検討を加えたので報告する。
【対象と方法】対象；2015 年 5 月からの 2ヵ月間に当センター
ICU に 24 時間以上入院し、入院時検査で血清 Cr. 値≦ 1.1mg/dl であった成人症例を対象とした。方法；ICU 入室後に 8 時間蓄尿後、
クレアチニンクリアランス（Ccr）を測定し、Ccr ≧ 130 mL/min/1.73m2 を ARC と定義した。その後、症例を ARC 発症群と ARC
非発症群の 2 群に分け、年齢・性別・身長・体重・BMI・体表面積・SOFA score・APACHE2 score・血管収縮薬使用の有無・入
院時疾患を比較した。
【結果】解析対象症例は 14 例で、年齢中央値 :67 歳（21-93）
、男性 : 8 例（57.1%）
、SOFA score 中央値 :3（0-12）、
APACHE2 score 中央値 :21（6-34）であった。14 例中で ARC を発症した症例は 6 例（42.9％）であった。ARC 発症群と非発症群
で年齢・性別・身長・体重・BMI・体表面積・SOFA score・APACHE2 score・血管収縮薬使用の有無・入院時疾患に差を認め
なかった。
【結論】 現時点では症例数は少ないものの、当センター入院時に腎機能障害を持たない症例において、ARC は高頻度
で発症していることが明らかになった。一方、今回の検討において ARC 発症に関連した因子を明らかにすることはできなかった。
今後も継続して検討をおこなう予定である。

FP-149

集中治療医の関与した小児緊急 interventional radiology 症例の解析

名古屋市立大学

麻酔科・集中治療部

長谷川 達也、徐 民恵、浅井 明倫、藤掛 数馬、加藤 利奈、伊藤 秀和、宮津 光範、平手 博之、杉浦 健之、祖父江 和哉
【背景】近年、手技や器具の進歩により小児に対する intervetional radiology（以下 IVR）の報告が散見される。しかし、その管理
への集中治療医の関与についての報告はない。
【目的】集中治療医が関与した小児緊急 IVR 症例を解析し、問題点を抽出すること。
【方法】2005 年から 2015 年、16 歳未満の緊急 IVR 症例を後ろ向きに調査。【結果】対象は 8 例、平均年齢 9.3 歳（3 ～14 歳）
、全て
男児。外傷 6 例、腫瘍などの非外傷 2 例。全例が病院到着時ショックであり、IVR 施行前からその後の管理を含めて集中治療医へ
コンサルトされていた。病院到着から集中治療医へのコンサルトまでの時間は、平均 132 分（1～445 分）。全例で、IVR 施行中は
集中治療医が鎮静を含め全身管理を行い、術後は挿管のまま ICU へ入室した。輸血を要したのは 7 例で、うち 5 例は 24 時間以内に
循環血液量以上の輸血を必要とした。止血が不十分で再 IVR となったのは 2 例で、どちらも 2 回目の術後数日で死亡した。救命し
えた 6 例に合併症は認められなかった。
【考察】緊急 IVR を要する症例はショックであることが多く、止血術と平行して綿密な全
身管理が要求される。当院では、全例で IVR 施行前から集中治療医が関与していた。小児 IVR 症例では、予備力が少ない、鎮静
が必要である、などの特徴があり、小児の全身管理に習熟した集中治療医の関与が円滑な治療に寄与していた。一方で、到着から
集中治療医へのコンサルトに長時間要していることは問題である。集中治療医の早期介入により、全身管理戦略が早期に立案でき、
より円滑な周術期管理が可能になると思われる。今後、当院における小児緊急 IVR への集中治療医の協力体制を整えていく必要
がある。

FP-150

オープン ICU における集中治療科のベッド管理

静岡県立総合病院

長期入床者に対する検討

集中治療科

秋本 剛秀、森本 恵理子、横山 順一郎
当院の集中治療システムは、オープン ICU であり、しばしば患者の入退室に問題を来す。当科は現在のところ各科調整役の域を
出ないが、統一した診断基準により集中治療室の入退室を円滑に行い、ひいては治療の到達目標を各診療科に提示することで、合
理的な集中治療が行えるよう介入していきたい。このため本研究は、現在の集中治療室利用の現状を把握し、診療科毎の差異を明
らかにすることを目的とした。【対象と方法】平成 26 年度に集中治療室（10 床）に 8 日以上入床した患者に対し、患者評価のため
に使用されている平成 26 年度版特定集中治療室管理料の算定項目である重症度を用いて、診療科ごとの比較を行った。【結果】集
中治療室入室者はのべ 729 人で、利用診療科は 15 診療科、心臓血管外科 220 人、循環器内科 216 人、脳神経外科 145 人、救急科 52 人、
外科 28 人、その他 68 人であった。平均在室日数は 7.0 ± 5.0 日で、心臓血管外科 4.3 日、循環器内科 4.4 日、脳神経外科 4.5 日、救急
科 8.1 日、外科 8.9 日であった。また、8 日以上の入床者数は 91 人で、心臓血管外科 11 人（心臓血管外科入床者の 5.0％）、循環器科
25 人 11.5％）、脳神経外科 14 人（10，3％）、救急科 14 人（26.9％）
、外科 10 人（35.7％）
、その他 7 診療科 16 名であった。上記 5 診
療科 75 人で重症度を退室日で比較した結果、A 項目は平均 5.0 点で、診療科間で比較すると脳神経外科と外科、救急科で有意差が
あった。B 項目では平均 7.1 点で、循環器内科と外科、救急科で有意差を認めた。【考察】ICU 入床者の多い診療科は平均在室日数
が少なく、退室日における患者の重症度が低かった。長期入床となる診療科間で、退室時の A 項目、B 項目それぞれに有意差があっ
た。各科事情によらない客観的な重症度を評価することで、治療を平均的な方向へ誘導することが可能と思われ、オープン ICU
における集中治療医の介入初期段階として有用と考えられた。

－ 795 －
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愛仁会

1）

小児の重症頭部外傷患者において外科的介入を要した症例の検討
高槻病院

小児科、2）愛仁会

近藤 淳 、山本 和宏 、大西 聡
1）

1）

高槻病院

、起塚 庸

1,2）

小児集中治療科、3）愛仁会

、土居 ゆみ

1,2）

高槻病院

麻酔科

2,3）

【はじめに】小児の重症頭部外傷の患者を治療する際、外科的介入の適応を判断することにしばしば苦慮する。そこで、今回我々
は保存的加療のみの患者群（保存群）と外科的介入を要した群（介入群）について検討した。【対象および方法】対象は 2012 年 4
月～2015 年 7 月までの 3 年 4 か月の間で頭部外傷のために当院小児科または小児脳外科を受診し集中治療室にて加療を要した 28 例。
診療録を用いて後方視的に臨床像、検査所見等について検討した。
【結果】保存群が 15 例（2 ケ月 ~14 歳、中央値 6 歳）
、介入群が
13 例（1 ケ月 ~7 歳、中央値 5 ケ月）であった。主訴は保存群で嘔吐 5 例、痙攣 2 例、意識障害 3 例であったのに対し介入群は嘔吐 2
例、痙攣 6 例、意識障害 2 例であった。画像所見は保存群においては頭蓋骨骨折の合併 8 例、急性硬膜下血腫 4 例、急性硬膜外血腫
4 例、脳挫傷 6 例、くも膜下出血 2 例であり、midline shift を認めた症例はなかった。一方、介入群は頭蓋骨骨折の合併例 4 例、急
性硬膜下血腫 8 例、慢性硬膜下出血の合併 3 例、急性硬膜外血腫 4 例、脳挫傷 2 例、くも膜下出血 1 例、midline shift を 4 例で認めた。
脳外科的介入を判断した要因を検討したところ、受診時の臨床および画像所見が 9 例、継時的な臨床所見や画像所見の悪化が 4 例
であった。また、介入群は全例に頭蓋内血腫を認めたが、血腫の厚さ 5mm 以上が 8 例あり、そのうち 1 例のみが経時的評価が有用
であった。一方、厚さが 5mm 以下の 5 例では経時的評価が 3 例で有用であった。短期予後評価では保存群では明らかな後遺症を認
めたのは 1 例のみであったが、介入群は 5 例に後遺症を認めた。
【まとめ】小児の重症頭部外傷症例においては若年で痙攣を主訴と
する患者は外科的介入を要する可能性が高い。また、画像では血腫が薄く midline shift などの頭蓋内圧亢進を示唆する所見に乏し
くとも、外科的介入を要する症例が 2/3 以上存在するため、継時的な臨床および画像評価が外科的介入の判断に重要である。
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演題取り下げ

FP-153

小児急性脳症（けいれん重積型）に対する ICU 治療とレドックス制御

岡山大学病院

1）

小児科、2）岡山大学病院

高度救命救急センター、3）岡山ろうさい病院

畑山 一貴 1）、野坂 宜之 1）、塚原 紘平 2）、クナウプ 絵美里 2）、氏家 良人 2）、森島 恒雄 3）
【背景】当院では小児急性脳症患者に対して厚労省インフルエンザ脳症ガイドラインをもとに、34℃48 時間低体温療法、ステロイ
ドパルス、大量ガンマグロブリン、エダラボンを主軸とした脳保護・集中治療管理を提供している。酸化ストレスは小児急性脳症
において病態形成や予後と関連することが既に報告されているが、治療介入後の動態に関する知見は乏しい。私たちは ICU 管理
中の小児急性脳症（けいれん重積型）患者の酸化ストレス環境の推移を後方視的に検討し、神経学的予後も含めて治療効果を評価
した。【方法】対象はけいれん重積型脳症として上記治療を施行した 6 例（原因：HHV-6 4 例 , Flu A 1 例 , 不明 1 例）
。検体は、来
院時・低体温療法中・低体温療法後の 3 点の血清と来院時の髄液を用いた。酸化ストレスの評価には血清中のヒドロペルオキシド
（d-ROMs）と抗酸化力を表す biological antioxidant potential（BAP）を用いた。
【結果】神経学的後遺症（てんかん、精神運動発
達遅滞）を残した患者群の治療介入前の髄液中 d-ROMs は予後良好群に比較し高かった。治療介入により血清中の d-ROMs、BAP
はいずれも統計学的に有意な低下を認めたが、復温完了後の時点ではいずれも抑制されたままであった。
【結論】酸化ストレスが
小児急性脳症の病態形成に関与し、予後予測マーカーになる可能性が示唆された。当院の脳症に対する ICU 治療は酸化ストレス
抑制を果たしたが、血清中の抗酸化力も低下させていた。低体温からの復温に際しては抗酸化戦略を強化する必要があるかもしれ
ない。
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FP-154
名古屋大学

急性リンパ性白血病の中枢性再発における小児の 1 症例
医学部

附属病院

青山 康、海野 仁、東 倫子、眞喜志 剛、山本 尚範、田村 有人、江嶋 正志、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】集中治療領域において，がん治療を併用した oncological ICU の運営は重要である。小児の急性リンパ性白血病の中枢
性再発に対して，脳室ドレナージと抗がん剤の髄注療法で改善した一例を報告する。【症例】7 歳男児，2012 年秋に急性リンパ性
白血病を発症し，化学療法により 2014 年冬に寛解に持ち込めていた。2015 年 6 月に片麻痺と痙攣発作を発症し，難治性てんかん
に対して気管挿管下の深鎮静管理として，集中治療管理とした。高度の水頭症と脳浮腫を伴う頭蓋内圧亢進が認められ，髄液所見
から急性リンパ性白血病の中枢性再発と診断した。頭蓋内圧亢進に対して脳室ドレナージとステロイド療法を施行した。難治性痙
攣に対しては，チアミラールとミダゾラムを併用し，持続脳波モニタリングとしてバーストサプレッションで管理した。入室後 5
病日目の CT の画像所見では右前頭葉を中心とする広範な脳梗塞を示唆する所見を認めた。脳室ドレナージ圧を漸減し，脳灌流圧
を維持するために昇圧管理を施行し，抗がん剤の髄注療法を開始した。痙攣波の消退を第 15 病日頃より監視し，抗けいれん薬を
内服に切り替えた。第 20 病日より両上下肢の自動運動を認め，第 22 病日より開眼を認め，人工呼吸器を離脱させた。その後，第
24 病日に一般病棟へ転棟とし，第 90 病日では病室内での自立歩行が可能なまでに改善を認めている。【結語】当講座は，小児およ
び成人を問わず，oncological ICU を機能させている。小児の急性リンパ性白血病に対して，脳室ドレナージと抗がん剤の髄注療
法が奏功した一例だった。
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小児けいれん重積の予後予測因子の検討

日本大学医学部附属板橋病院

救急医学系

救急集中治療医学分野

澤田 奈実、伊原 慎吾、桑名 司、山口 順子、小豆畑 丈夫、木下 浩作
【背景】日本大学医学部附属板橋病院は、2010 年より東京都こども救命センター運営事業に参画し、重篤小児患者の受け入れを積
極的に行っている。それに付随し他県からの重症小児の搬送が増加し、2014 年の小児 ICU 入院症例は 1 年間で約 140 例まで増加し
た。そのうち約半数がけいれん性疾患であり、そのうち 90% がけいれん重積症例だが、重症度は軽症例から死亡例まで多岐に渡る。
【目的】けいれん重積は転帰不良のリスク因子であり、特に重篤な感染症や急性脳症などを疑う因子である。しかし、けいれん重
積患者でも軽症例を多く経験する事から、けいれん持続時間のみでは予後予測因子として十分出ない可能性が示唆された。そこで、
けいれん重積症例のけいれん持続時間と転帰の関連性を検討した。【方法】2014 年の 1 年間に当 ICU に入院した 16 歳未満の小児を
対象とした。診療録を後方視的に検討した。転帰は、小児脳機能カテゴリー（PCPC: Pediatric Cerebral Performance Category）
で評価し、入院時 PCPC と退院時 PCPC を比較し、PCPC 悪化群を転帰不良例、PCPC 不変群を転帰良好例とした。【結果】対象症
例は 55 例であった。平均年齢は 3.6 歳（最小値 1ヶ月、最大値 15 歳）で、転帰不良例は 2 例（3.6%）であった。けいれん持続時間は、
転帰不良例で平均 60 分、転帰良好例で平均 64 分であった。また、けいれんの鎮痙に使用した薬剤の種類を比較し、予後不良例で
は薬剤 3 種類以上を使用していた。【結論】小児けいれん重積患者の予後予測因子として、鎮痙に要する薬剤の種類が関連してい
る可能性が示唆された。
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当院における小児急性脳症の治療の変遷と予後に関する比較検討

熊本赤十字病院

小児科

三浦 義文、平井 克樹、小原 隆史、市坂 有基、大平 智子、武藤 雄一郎
【背景】小児における急性脳症は、現在エビデンスにもとづいた確立した治療法はなく、各施設での経験に合わせた治療がなされ
ているのが現状である。その中でも脳低温療法は現時点で効果が期待されている治療法であるが、温度管理設定や併用する治療も
施設によって様々で、統一した比較検討自体が困難である。当院においても治療方針は少しずつ変化しているのが現状である。
【目
的】急性脳炎・脳症に対する治療の変化によって、患者の予後に変動が見られるか検討する。
【方法】2006/6/1-2015/5/31 の過去 9
年間に急性脳症の診断にて当院に入院した患者 37 例。サイトカイン型 7 例、興奮毒性型 26 例、分類不能 4 例であった。興奮毒性型
のうち低体温療法を施行した重症例 17 例を後方視的に検討した。予後判定因子には PCPC を利用した。【結果】PCPC1 点が 2 例、
2 点が 9 例、3 点が 6 例であった。4 － 6 点の例は認めなかった。治療は低体温＋ステロイドパルス＋バルビツレート療法、低体温
＋バルビツレート療法、平温＋バルビツレート療法など、治療時期によって変遷が見られたが、治療予後には明らかな差は認めな
かった。【考察】低体温療法＋ステロイドパルスの併用では、感染などの合併症の増加を示唆する報告もある。今回の検討におい
ては、平温療法が積極的な冷却と同等の効果がある可能性が示唆された。当院での治療合併症等についても合わせて報告する。
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長野県立こども病院における気管切開症例 78 例の検討

長野県立こども病院

麻酔科

壹岐 陽一、阿部 世紀、松岡 由子、庄司 康寛
【はじめに】新生児、小児集中治療の進歩に伴い、長期の人工呼吸管理や在宅医療への移行のために気管切開術を必要とする症例
が増加している。【目的】気管切開を施行した症例の患者背景及び気管切開チューブ選択について検討する。
【対象と方法】2011
年から 2015 年までの 5 年間に気管切開術を行った 78 例を、診療録をもとに後方視的に検討した。患者背景及び気管切開チューブ
のサイズ選択に関して検討し、チューブ先端位置を術後の胸部写真を用いて評価した。チューブの選択に際しては、児の挿管チュー
ブサイズ、年齢相当のチューブサイズ及び正側 2 方向の胸部レントゲン像を参考にサイズを決定している。【結果】対象症例は、
月齢 7ヶ月（中央値、1ヶ月～35 歳）
、身長 58cm（中央値、38cm～170cm）
、体重 5.5kg（中央値、2kg～30kg）
、63 例が何らかの先
天性疾患を有した。気管切開の主たる目的は、気道確保目的が 26 例、呼吸管理目的が 23 例、気道確保 + 呼吸管理目的が 29 例であっ
た。気管切開チューブの内径は、術前の挿管チューブに比べて平均で 0.5mm（± 0.41mm）太いチューブが挿入されていた。気管
切開チューブ内径と身長（r=0.94、r2=0.88）、体重（r=0.93、r2=0.86）
、術前の気管挿管チューブ内径（r=0.93、r2=0.87）
、年齢相
2
応の気管挿管チューブ内径（r=0.90、r =0.80）には相関関係を認めた。気管切開チューブの先端位置は、Th3 レベル（中央値、
Th1～Th5）、気管分岐部から 15mm（中央値、4～54mm）であった。
【結論】小児気管切開におけるチューブサイズの選択には、
身長、体重、術前の気管挿管チューブ内径、年齢相応の気管挿管チューブ内径が参考となる。
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完全社会復帰した小児溺水の一例

福島県立医科大学

附属病院

高度救命救急センター

三澤 友誉、小澤 昌子、矢野 徹宏、佐藤 ルブナ、反町 光太朗、鈴木 剛、根本 千秋、塚田 泰彦、伊関 憲、田勢 長一郎
プールにおける溺水は、保護者や監視員が目を離した数分で起こると言われている。今回我々は完全社会復帰を来した小児の溺水
症例を経験したので報告する。【症例】7 才、女児。身長 114cm、体重 17kg。8 月某日夏休み中に小学校のプールで泳いでいた。腹
臥位で浮かんでいるところを監視員の教師が発見し、引き上げた。プールサイドで胸骨圧迫を行ったところ意識回復し興奮状態と
なった。消防よりドクターヘリが要請されて、当院に搬送となった。
【来院時現症】酸素 10 リットル投与下で、SpO2 100％であっ
たが、頻呼吸のため気管挿管を行った。胸部 CT では肺野の水腫と虚脱を認めた。また挿管チューブより泡沫様の血性痰を認めた。
集中治療室に入室のうえ、心停止は明らかではなかったが平温管理とした。急性肺障害に対してシベレスタットナトリウムを投与
し、抗生剤はスルバクタム , アンピシリンを用いた。また、背側無気肺の改善のため腹臥位療法を行った。第 3 病日には呼吸も安
定したため、人工呼吸を離脱した。その後食事摂取も進み、全身状態改善して、第 9 病日に退院となった。【考察】小児の溺水で
は現場での心肺蘇生が重要であり、病院到着時での心肺停止は予後不良因子といわれている。本症例では心停止に準じて平温療法
を行った。また腹臥位療法などの肺理学療法を施行し、肺障害の改善を図った。また、本症例ではなかったが、てんかんなどの背
景因子の検索を行う必要がある。
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当院 PICU における ARDS 腹臥位管理の現状

静岡県立こども病院

小児集中治療科

伊東 幸恵、佐藤 光則、小林 匡、伊藤 雄介、菊地 斉、金沢 貴保、川崎 達也
【はじめに】2013 年 PROSEVA study にて成人 ARDS における腹臥位管理の有効性が示されたが、小児を対象とし明らかな有効性を示
した大規模な研究はまだない。小児では比較的少ないマンパワーで行える一方、気管チューブやライン類のトラブルの増加はより懸念
され、腹臥位管理により得られる効果とリスクに関して疑問な点は多い。当院では開設以来腹臥位管理を取りいれており、その現状を
まとめ検討した。
【対象・方法】2008 年 1 月から 2013 年 12 月まで当院 PICU に入室した 16 歳未満の ARDS 患者（ベルリン基準による）のうち侵襲的人工
呼吸管理が行われた患者を対象とし、後方視的に検討した。
【結果】ARDS 患者 60 例のうち、17 例（28%）で腹臥位管理が施行された。ARDS 診断時の P/F 比は腹臥位群 139 非腹臥位群 197 と腹臥
位群で有意に低く、ARDS の原因は直接原因が腹臥位群 15 例（88.2%）非腹臥位群 21 例（48.8%）と腹臥位群で有意に高かった。ARDS
の診断から腹臥位開始までは 中央値 35 時間かかっており、1 回の腹臥位あたり平均 8.3 時間、中央値 6 日間にわたって施行され、総腹
臥位時間は中央値 42 時間であった。腹臥位群では APRV、iNO の併用が有意に多かったが、ECMO を使用した患者はいなかった。持
続の筋弛緩薬使用率は、腹臥位群 29.4% 非腹臥位群 9.3% と腹臥位群が有意に高率であった。腹臥位群と非腹臥位群で死亡率・
Ventilator free days に有意差はみられなかった。気管チューブ計画外抜去や閉塞・位置異常、ラインの計画外抜去、褥瘡の発生率は腹
臥位群と非腹臥位群で差はみられなかったが，腹臥位群の 23.5% で腹臥位直後に血圧低下がみられ輸液の急速投与を要した。
【結論】当院の腹臥位管理は、比較的時間が経過してから開始され、1 回あたりの時間も長時間ではなかった。症例ごとに様々な因子の
ばらつきも多く、腹臥位管理の有効性を調べるためには、プロトコールを作成しそれに則った一律の管理を行い、調査する必要がある。
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当科における非侵襲的換気療法の施行経験

高槻病院

小児科、2）高槻病院

1）

山本 和宏 、起塚 庸
1）

小児集中治療科、3）高槻病院

、近藤 淳 、大西 聡

1,2）

、土居 ゆみ

1）

1,2）

麻酔科

2,3）

【はじめに】呼吸不全を呈した小児における気管挿管回避のために当科では酸素療法に加えて 1）体外式持続陰圧呼吸補助（RTX）、
2）非侵襲的陽圧換気療法（NIV）、3）経鼻高流量酸素療法（HFNC）のいずれかを行うことが多い。しかし、機材の選択には明
確な基準を設けておらず主治医の判断で行っている。そこで、当院での RTX、NIV、HFNC の施行状況を検討し、それぞれの特
性について考察したい。【対象と方法】対象は 2014 年 10 月から 2015 年 8 月までの 11 か月間において、当院 PICU に呼吸不全を主訴
に入室した 95 名のうち、RTX、NIV、HFNC のいずれかを施行した 38 例。既に気管切開をされている症例、抜管後の呼吸補助と
して非侵襲的換気療法を導入した症例は除外した。診療録を用い、年齢、主病名、基礎疾患、鎮静薬投与の有無、転帰等について
検討した。
【結果】RTX は生後 1ヶ月から 14 歳（中央値 2 歳）の 28 例、NIV は生後 0ヶ月から 1 歳（中央値 5ヶ月）の 8 例、HFNC
は 1 歳と 7 歳の 2 例にのみ施行していた。主病名では RTX は喘息 9 例、肺炎（RSV 感染除く）7 例、RSV 感染 6 例、その他 6 例で、
NIV は RSV 感染 4 例、気管支炎 3 例、喘息 1 例で、HFNC は気管支炎と肺炎であった。基礎疾患の検討では神経筋疾患例は RTX14
例、NIV3 例、HFNC1 例で、慢性肺疾患例は RTX1 例、NIV1 例であった。鎮静薬投与を要したのが RTX2 例、NIV6 例であった。
RTX では充分な効果が得られず 3 例が気管挿管に移行、5 例が NIV へ移行しその内 2 例が気管挿管に移行した。【まとめ】RTX は
基礎疾患のある症例に行うことが多く、鎮静薬の投与は稀であった。一方、NIV は鎮静薬投与下に乳児に行うことが多い傾向にあ
り、RTX の方が装着の不快感が少ないことが推察された。しかし RTX では効果不十分であっても NIV で有効な症例を認め、症例
によっては呼吸補助力が RTX より NIV でより強力である可能性が示唆された。今後、RTX と NIV の短所を補える可能性を期待
し HFNC の使用経験を蓄積したい。
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当施設における 13 トリソミー、18 トリソミー合併患者の心臓手術の周術期管理

自治医科大学とちぎ子ども医療センター

小児手術・集中治療部、2）自治医科大学

1）

岩井 英隆 、大塚 洋司 、中村 文人 、永野 達也 、多賀 直行 、竹内 護
1）

1）

1）

1）

1）

麻酔科学・集中治療医学講座

2）

13 トリソミーおよび 18 トリソミーは予後不良の染色体異常であり、従来侵襲的治療が行われることは少なかったが、近年長期生
存例も報告され治療が行われる症例も増えている。今回当施設における 13 トリソミーと 18 トリソミー合併患者の心臓手術症例の
周術期管理の内容と合併症、予後について検討した。
【方法と対象】2006 年 9 月から 2015 年 6 月までに当施設で心臓手術を受けた
症例で、染色体検査で 13 トリソミーまたは 18 トリソミーと診断されている患児を対象に診療録から後方視的に解析した。【結果】
上記 期 間 に 6 例 が 心 臓手術を受け、13 ト リ ソ ミ ー が 2 例、18 ト リ ソ ミ ー が 4 例 で あ っ た。 疾 患 の 内 訳 は VSD2 例、TOF1 例、
DORV1 例、DORV/PA1 例、SRV1 例で、修復術が 1 例、姑息術が 5 例（PAB2 例、両側 PAB1 例、BTS2 例）に行われた。手術時
の年齢の中央値と範囲は 53［3-314］日、体重は 2.5［1.4-3.8］kg、カテコラミン投与期間は 4.9［2.9-11.0］日、PICU 滞在期間は 8.9
［4.0-33.9］日であった。術前より人工呼吸管理が必要だった症例は術後も人工呼吸管理が必要であった。周術期合併症は胸水貯留
2 例、低血糖 1 例、全身強直による換気困難 1 例であった。3 例が自宅退院し 2 例が紹介元施設に転院、1 例が両側 PAB 後 116 日で
低酸素血症のため死亡した。また遠隔期に 2 例が心疾患以外の原因で死亡した。
【考察】当施設では 6 症例中 5 症例が自宅退院また
は転院しており、心原性の死亡が少ないのは同疾患を合併した患者の PDA 結紮術を対象とした過去の報告と一致した。13 トリソ
ミーおよび 18 トリソミーを合併した患児は心臓手術により自宅退院可能となるなど本人および家族の QOL が向上する可能性があ
るが、術前より人工呼吸管理を必要とした患児は術後も中枢性無呼吸などで人工呼吸器から離脱できず、心臓以外の原因で QOL
は制限を受ける可能性がある。
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芳香族アミノ酸脱炭酸酵素（AADC）欠損症に対する遺伝子治療の術後管理 2 症例の経験

自治医科大学
自治医科大学

1）
3）

とちぎ子ども医療センター
小児科学講座

小児手術・集中治療部、2）自治医科大学

麻酔科学・集中治療医学講座、

多賀 直行 1）、中村 文人 1）、岩井 英隆 1）、永野 達也 1）、大塚 洋司 1）、竹内 護 2）、宮内 彰彦 3）、小島 華林 3）、山形 崇倫 3）
AADC 欠損症は、神経伝達物質合成経路の酵素である AADC の遺伝子異常によって発症する非常に稀な疾患で、間歇的眼球回転発作や
四肢のジストニア、随意運動障害などを主症状とし、発汗や鼻閉などの自律神経症状を合併するものが多い。今回我々は、AADC 欠損
症患者 2 症例に対して、AADC 遺伝子を組み込んだアデノウィルス関連ベクターを、定位脳手術によって線条体に注入する遺伝子治療
の術後管理を経験したので報告する。
【症例 1】15 歳男児。3 歳 8 か月時に AADC 欠損症と診断され、これまでに睡眠時無呼吸症候群や嚥下機能低下のためアデノイド切除術、
扁桃摘出術、気管切開術および胃瘻造設術を全身麻酔下に施行されている。今回全身麻酔下に遺伝子治療を受け、術後当小児集中治療
部（PICU）に入室した。入室時未覚醒であったが自発呼吸は出現していたため、気管切開チューブを介してプレッシャーサポートモー
ド（PS）で呼吸補助を行い、16 時間後に人工呼吸器より離脱した。
【症例 2】12 歳女児。症例 1 の妹で、生後 7 か月時に AADC 欠損症と診断された。アデノイド切除、扁桃摘出術および胃瘻造設術が全身
麻酔下に施行されていたが、気管切開術は受けていなかった。PICU 入室時には未覚醒であったが自発呼吸と咳反射は十分にあったため、
PS で呼吸補助を行い、覚醒を待って 1 時間後に抜管した。
2 症例とも術前より唾液分泌亢進などの自律神経症状を呈していたが、術後発生を危惧された低血糖、体温異常、徐脈、低血圧などの
症状は出現しなかった。また海外の報告では術後無呼吸の報告があり、2 症例とも人工呼吸器離脱後に呼気炭酸ガスモニタを連続的に
行ったが、どちらも無呼吸の出現はなく、唾液の誤嚥などによる呼吸器合併症も起こさなかった。症例 1 は術後 3 日目に、症例 2 は術翌
日に一般病棟へ退室した。
【結語】AADC 欠損症に対する遺伝子治療術後に、呼吸及び交感神経系の異常が出現せず、順調な経過をたどった 2 症例を経験した。
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アデノウイルス腸炎による高度脱水から重篤な循環呼吸不全となったが集学的治療により救命し得た乳児の一例

鳥取大学
鳥取大学

医学部
医学部

1）
3）

附属病院
附属病院

手術部、2）鳥取大学 医学部 附属病院 麻酔科、
高次集中治療部、4）鳥取大学 医学部 器官制御外科学講座

倉敷 達之 、舩木 一美 、南 ゆかり 、藤井 勇雄 、北川 良憲 、遠藤 涼 、稲垣 喜三
1）

2）

3）

1）

2）

4）

麻酔・集中治療医学分野

4）

【はじめに】アデノウイルス腸炎による高度脱水から重篤な循環呼吸不全となったが，集学的治療により救命し得た乳児の一例を
経験したので報告する．【症例】6 か月男児．既往歴に特記事項なし．前日より持続する激しい下痢，発熱のために前医を受診し，
ショック状態が疑われて当院に救急搬送された．来院時，心拍数 230/ 分で，血圧と SpO2 は測定不能であった．血液ガスは
pH6.665，pCO255.4，HCO3-5.9，BE-37.6 と強度の代謝性アシドーシスを示した．輸液と循環作動薬による循環管理や挿管下での人
工呼吸管理，重炭酸ナトリウムによるアシドーシス補正を行いながら ICU 入室となった．入院 2 日目，血圧は維持されるようになっ
たが，末梢循環不全は遷延し，輸液負荷を継続したが依然として hypovolemia の状態であった．心エコーで肺高血圧の所見があっ
たため，NO 療法を含めた肺血管拡張治療を開始した．しかし，呼吸状態は徐々に悪化し，胸部 X 線写真では肺野浸潤影悪化と胸
水増加が指摘され，FIO21.0 でも酸素化維持が困難な状況となった．強い吸気努力のため同調性が悪いため，筋弛緩薬を投与した
ところ，一定の酸素化の改善がみられた．さらに，両側胸水ドレナージを施行した結果，呼吸状態や肺高血圧が劇的に改善した．
しかし，代謝性アシドーシスの改善には時間を要した．入院 9 日目に抜管し，11 日目に ICU 退室となった．なお，入院時の便中ア
デノウイルス抗原は陽性であったが，その他の明らかな感染原因は指摘されず，本病態の原因は，アデノウイルス腸炎と考えられ
た．また，入院経過中に痙攣発作が出現し，頭部 MRI で多発脳梗塞像が確認された．代謝性疾患などの背景疾患は否定された．
【ま
とめ】6 か月男児の腸炎による高度脱水，ショックに対する治療経過中に，胸水貯留による心拡張障害や肺拘束性障害が生じたが，
胸水ドレナージや筋弛緩薬投与などが奏功し，救命することができた．
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Candida albicans 感染に起因するシャント閉塞を来した三尖弁閉鎖症の 1 乳児例

静岡県立こども病院

循環器集中治療科

粒良 昌弘、三浦 慎也、中野 諭、濱本 奈央、大崎 真樹
【はじめに】新生児、乳児期早期に外科的介入を要する先天性心疾患児は、免疫能の未熟性と共に、強い手術侵襲、人工心肺の使用、
多岐に渡るデバイスの留置から重症感染症のハイリスク群である。
【症例】症例は女児。胎児診断にて三尖弁閉鎖症が疑われ当院
へ母体搬送、在胎 40 週 2 日、体重 2395g で自然経膣分娩にて出生、三尖弁閉鎖 2c と確定した。徐々に高肺血流となり日齢 5 で人工
呼吸管理と低酸素療法開始、同日緊急で肺動脈絞扼術を施行、肺血流調整の可能性を残し開胸で帰室。日齢 10 で閉胸、その後球
室間孔が狭小化し低心拍出症候群に陥ったため日齢 12 に DKS 吻合、BT シャント術を施行、開胸で帰室し 7 日後に閉胸した。総開
胸期間は 12 日、その間予防的抗生剤として CEZ を継続投与した。日齢 21 で呼吸器から離脱したが、日齢 23 に Candida albicans に
よる縦隔炎、敗血症を発症。縦隔洗浄と MCFG 投与により縦隔炎は改善したが、日齢 40 に突然の SpO2 の低下を来しシャント閉
塞と判明、同日緊急でシャント交換を施行。術中所見ではシャント周囲の膿瘍形成と内部の血栓閉塞を認めた。術後縦隔洗浄と
MCFG の長期投与を行い、日齢 67 に CCU を退室した。【考察】本症例は新生児期早期手術であったことに加え、肺動脈絞扼術か
ら DKS 術後まで長期の開胸管理を必要とした。そのため最低限の予防的抗生剤にもかかわらず真菌縦隔炎を発症したと思われる。
縦隔炎発症後は人工血管がカンジダの潜在巣となり遅発性の膿瘍形成からシャント内血栓閉塞を誘発した可能性が高い。また膿瘍
形成は抗真菌薬継続中に発生しており、人工物が体腔内に残存する場合には、抗真菌薬投与中でも遅発性の膿瘍形成に注意する必
要がある。【結語】Candida albicans 感染に起因するシャント閉塞を来した三尖弁閉鎖症の 1 乳児例を経験した。Candida albicans
は人工物への親和性が高く、感染時には十分な抗真菌薬治療期間と、人工物への菌の潜在を意識した管理が必要である。
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生後 10 日で新生児乳児消化管アレルギーにより循環血液量減少性ショックおよび急性腎障害を来した 1 症例

自治医科大学

1）

とちぎ子ども医療センター

小児手術・集中治療部、2）自治医科大学

中村 文人 、大塚 洋司 、岩井 英隆 、永野 達也 、多賀 直行 、竹内 護
1）

1）

1）

1）

1）

麻酔科学・集中治療医学

2）

今回われわれはミルクに対する新生児乳児消化管アレルギーにより循環血液量減少性ショックおよび急性腎障害を来した新生児症
例を経験したので報告する．症例は日齢 10 の男児で混合栄養，日齢 3 より血便が持続，日齢 7 より嘔吐を認め，日齢 10 に全身状態
不良となり近医受診した．低血圧，徐脈，あえぎ呼吸を認め二次医療施設へ搬送，人工呼吸およびカテコラミン投与を開始した後，
当院 PICU へ緊急搬送となった．当院到着時，心拍 180/m の洞性頻脈，血圧および SpO2 は測定できなかった．全身性チアノーゼ
を認め、中枢の脈拍はわずかに触知可能であった．動脈血液ガスでは pH 6.9, PaO2 601mmHg（純酸素）
，PaCO2 31mmHg，HCO38.2mmol/L, BE -24.1mmol/L, Lactate 10.3mmol/L と重度の代謝性アシドシーシスおよび高乳酸血症を認めた．大泉門陥凹やツル
ゴール低下あり循環血液量減少性ショックと考え 5% アルブミンを 20ml/kg 投与し速やかにショックを離脱した．心臓超音波検査
にて先天性心疾患を否定し，各種培養検査や感染症迅速検査は陰性であった．消化管病変を疑い，腹部超音波検査にて器質的病変
を否定，血液検査で IgE-RAST がミルクに対して陽性となり新生児乳児消化管アレルギーを強く疑った．成分栄養剤で経腸栄養を
開始後は症状の再燃なく，順調な体重増加が得られ診断とした．一方で急性腎障害がショック離脱後も回復せず、無尿が持続し
Cr 2.9mg/dl まで上昇したため腹膜透析を 11 日間施行した．腹膜透析離脱後も腎機能障害が持続している．新生児乳児消化管アレ
ルギーは，新生児や乳児に嘔吐，血便，下痢などの消化器症状を起こし，重症例ではショックを来たす．ミルク栄養を再開すると
症状が再燃する．新生児のショックの原因として先天性心疾患や重症感染症に加えて新生児乳児消化管アレルギーを鑑別疾患とし
て考慮する．
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メトロニダゾールが奏効した、治療に難渋した急性虫垂炎に伴う汎発性腹膜炎の一例

神奈川県立病院機構
神奈川県立病院機構

1）
2）

神奈川県立こども医療センター
神奈川県立こども医療センター

救急診療科、
集中治療科

山田 香里 1）、林 拓也 1）、永渕 弘之 2）
小児では、二次性腹膜炎の原因として急性虫垂炎の穿孔や腹腔内膿瘍に伴うものが一般的で、起炎菌は腸内細菌や嫌気性菌である。
大腸菌と嫌気性菌の混合感染の場合、単剤の抗菌薬治療では耐性のことが多く、術後感染が増加するとされている。今回、急性虫
垂炎の穿孔に伴う汎発性腹膜炎で外科治療、抗菌薬治療に抵抗性であったが、Metronidazol 静注薬が奏効した症例を経験したので
報告する。
症例は生来健康な 11 歳男児。3 日間の胃腸炎症状の後に腹痛が増悪し近医受診。急性胃腸炎に伴う急性腎不全の診断で入院したが、
意識障害、ショックとなり循環血液量減少性ショックの診断で当院へ搬送となった。転院後、発熱、筋性防御、炎症反応高値、腹
水から腹膜炎を疑った。腹部超音波検査で虫垂炎に伴う二次性腹膜炎の可能性が高いと考え、緊急開腹術を行い虫垂炎、汎発性腹
膜炎の診断、虫垂切除術と腹腔内洗浄を施行した。Cefmetazole と Amikacin（AMK）を投与、腹水培養で Enterococcus が検出さ
れ感受性から AMK を Vancomycin へ変更したが、発熱、炎症反応改善に乏しく、超音波上遺残膿瘍を疑い入院 7 日目と 21 日目の
計 2 回膿瘍ドレナージ術を施行した。術後一旦は炎症反応低下傾向となるが、38℃の発熱持続と炎症反応は再上昇した。腹水培養
では Bacteroides 属が検出され、治療抵抗性の腹膜炎と判断し、入院 28 日目 Metronidazole と Cefpirome へ変更した。入院 29 日目
から解熱し、炎症反応は低下傾向となり 38 日目には陰性化した。廃用症候群に対するリハビリ後、入院 48 日目に退院した。
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当院 ICU における重症急性膵炎の病態と治療効果に関する後ろ向き検討

宮崎大学

医学部

附属病院

集中治療部

矢野 武志、日高 康太郎、長濱 真澄、越田 智広、與那覇 哲、松岡 博史、谷口 正彦、新福 玄二、白阪 哲朗、恒吉 勇男
2009 年から 2013 年の 5 年間に、当院 ICU へ入室した重症急性膵炎患者 25 名について、後ろ向き調査を行った。平均年齢 59 歳、男
女比は 18：7 であった。いずれも急性膵炎と診断され、厚生労働省急性膵炎重症度判定基準に則り、重症急性膵炎と判断された。
成因はアルコール（28 %）、胆石（24 %）、特発性（24 %）
、内視鏡的逆行性胆道膵管造影（20 %）であった。予後因子および CT
grade の中央値は、それぞれ 4 点と Grade 2 であった。ICU 入室後の治療として、初期輸液（入室後 72 時間までに平均 13,192 ml）
、
人工呼吸（52 %）、持続血液透析濾過（56 %）を行い、薬物療法として予防的抗菌薬（イミペネム 56 %、メロペネム 36 %）、蛋白
分解酵素阻害薬（メシル酸ガベキサート 88 %、ウリナスタチン 28 %、シベレスタット 4 %）が投与された。局所動注療法は 3 名（12
%）に行われ、主にメシル酸ナファモスタットが投与された。選択的消化管除菌は行われなかった。播種性血管内凝固症候群（DIC）
を高率に合併し、急性期 DIC 診断基準に従うと、ICU1 日目は 44 %、2 日目は 60 %、3 日目には 68 % が DIC であった。DIC に対す
る治療として、アンチトロンビン製剤（56 %）、トロンボモデュリンアルファ（24 %）が投与された。ICU 入室から 28 日生存率は
84 %、60 日生存率は 80 % であった。60 日生存群および同死亡群の比較から、呼吸不全あるいは腎不全の合併が重大なリスク因子
であることが示された（p = 0.0093）。人工呼吸あるいは持続血液透析濾過を必要とした 14 名（生存群 9 名、死亡群 5 名）に着目す
ると、DIC 合併およびアンチトロンビン製剤使用に両群間で差はなかったが、トロンボモデュリンアルファ投与は生存群において
有意に多かった（生存群 4 名、死亡群 0 名、p = 0.0362）
。
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現在の小児 SIRS 基準の問題点と今後に向けた改善点

北里大学

医学部

小児科

峰尾 恵梨、安藤 寿、江波戸 孝輔、緒方 昌平、石井 正浩
【背景】小児 Sepsis の診断に用いられている SIRS 基準は、年齢別の生理的 Vital を参考に設定されており、低い閾値である可能性
や体温を考慮した評価が必要な可能性が示唆される。【目的】小児 Sepsis 患者の経過について調査し、現在の小児 SIRS 基準につい
て検討すること。
【対象と方法】2014 年 10 月から 2015 年 4 月に当院に入院した 15 歳以下の Sepsis 患者を対象とし、年齢、性別、
体重、満たした SIRS 項目、Vital（体温、心拍数、呼吸数、収縮期血圧、SpO2）の経時的変化、血液検査、治療内容、最終診断、
転帰などについて診療録をもとに後方視的に調査した。
【結果】症例は全 73 例。男児 38 例、女児 35 例。年齢 1 か月～15 歳 5 か月（中
央値：2 歳 6 か月）、体重 3.5～40kg（中央値：11kg）。満たした SIRS 項目は、体温が 61 例、心拍数が 45 例、呼吸数が 61 例、白血
球数が 35 例であり、2 項目を満たしたものが 26 例、3 項目が 38 例、4 項目が 9 例であった。Sepsis 46 例、Severe Sepsis 27 例、
Septic shock はいなかった。最終診断は、呼吸器系 54 例、腎尿路系 10 例、中枢神経系 9 例であった。人工呼吸器管理は Sepsis で 3 例、
Severe Sepsis で 22 例に要し、循環作動薬は Severe Sepsis の 7 例に要した。在院日数は、Sepsis で 3～39 日（中央値：10.5 日）、
Severe Sepsis で 4～44 日（中央値：14 日）であった。神経学的後遺症を残した例は 1 例で、死亡例はいなかった。【結語】小児
Sepsis 患者の経過について調べた。Vital 変化、血液検査をさらに評価し、小児 SIRS 基準について見直す。
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下部消化管穿孔でヘリ搬送後、abdominal compartment syndrome を来した 1 例

東京都立多摩総合医療センター
昭和大学医学部 救急医学講座

1）

3）

救命救急センター、2）東京都立多摩総合医療センター

外科、

荒川 裕貴 1）、清水 敬樹 1）、鈴木 茂利雄 1）、濱口 純 1）、萩原 祥弘 1）、森川 健太郎 1）、落合 健太郎 2）、今村 和広 2）、三宅 康史 3）
【症例】伊豆諸島在住の 80 代男性。受診 2 日前から腹痛を生じ激痛となったため島の診療所を受診、下部消化管穿孔の診断となった。
悪天候のためヘリが飛ばず、大量補液と昇圧剤使用するも血圧低下傾向にあり診療所で緊急開腹ドレナージ術施行、その後ヘリ搬
送となり受診から 12 時間後に救命センター搬送となった。第 1 病日緊急手術施行、経過から ACS のハイリスクと判断され open
abdominal management：OAM で管理の方針となった。第 2 病日ストマ色調不良あり再手術、腹腔内の洗浄と壊死腸管の切除を
行い再度 OAM で帰室。状態改善と判断され第 5 病日手術施行、component separation 法に腹直筋前鞘反転を併用し閉腹した。第
6 病日の帰室時から血圧低下、膀胱内圧上昇認め recurrent ACS と判断し側腹部で減張のため皮膚切開をおき腹腔内圧の低下を得
た。第 12 病日創部発赤あり抜糸し筋膜露出の状態とした。第 14 病日から呼吸循環状態悪化、再挿管管理となるも安定せず昇圧剤
使用量増加。第 18 病日膀胱内圧 54mmHg で recurrent ACS 再発の診断となり第 20 病日永眠された。【考察】ACS は一度発症する
と非常に致命率が高くいかにリスクを認識し発症を予防するかが重要である。本症例は下部消化管穿孔に大量補液もやむを得ない
状況が重なり 7 日間の OAM の後も recurrent ACS となっており、減張切開で腹腔内圧の低下を得たあとも再び ACS を発症してい
る。減張切開後は循環動態安定していたものの最終的に腹腔内圧は著明に上昇しており、閉腹を得たあとも腹腔内圧の定期的な測
定とそれに基づいた内科的管理が重要であると考えられる。本症例での適切な閉腹時期、閉腹方法、及び行い得た腹腔内圧を低下
させる施策を後方視的に検討し、ACS ハイリスク患者における ACS 発症を未然に防ぐための適切なモニタリングと管理方法につ
いて文献に基づき考察する。
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大量腹水を認めたアルコール性肝硬変の一例

京都大学医学部附属病院

1）

初期診療・救急科、2）京都大学医学部附属病院

肝胆膵・移植外科

播摩 裕 、秦 浩一郎 、佐藤 格夫 、大鶴 繁 、下戸 学 、趙 晃済 、岡島 英明 2）、上本 伸二 2）、小池 薫 1）
1）

2）

1）

1）

1）

1）

症例は 47 歳女性。腹部膨満を主訴に前医受診し、アルコール性肝硬変と診断された。大量腹水を認め、利尿剤投与や腹水ドレナー
ジを行い、コントロールされていたが、徐々にコントロール不良となり、腎機能も悪化してきたため、生体肝移植目的に当院紹介
受診となった。当院入院時には多量腹水（10L/day 前後のドレナージ）
、乏尿を認めていた。腹水濾過濃縮再静注法を施行するなど、
脱水の補正を行いつつ、腹水ドレナージを行ったところ、尿量は徐々に増え、腎機能は改善してきたが、腹水貯留については改善
しなかった。入院 72 日目に生体肝移植術を施行し、術直後にはいったん腹水の減少を認めたが、再び増加し、術後 1 週間には術前
よりも多い腹水貯留（20L/day 以上）を認めた。しかし、その後は移植肝が機能してくるとともに腹水も徐々に減少し、術後 30
日目でドレーンを抜去でき、術後 56 日目で退院となった。腹水貯留はしばしば経験する病態であり、原因にもよるが、コントロー
ルできることも多い。しかし、肝性腹水は非可逆的な肝機能悪化を反映していることが多く、量が多く、難治性であることが多い。
また、肝移植の対象となるのは他に治療法のない末期の肝疾患、代謝性肝疾患であり、難治性腹水を伴うことも多い。今回、我々
は腎機能障害を伴ったコントロール不良の大量腹水を認め、術前術後の体液管理に難渋したが、肝移植後は改善を認めた末期のア
ルコール性肝硬変の症例を経験した。当院での肝移植患者における体液管理に関して考察も加えて報告する。
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診断に難渋した結核性腹膜炎の症例

京都大学医学部附属病院、2）丸太町病院

1）

趙 晃済 1）、南 丈也 2）、大鶴 繁 1）、西山 慶 1）、佐藤 格夫 1）、森 智治 1）、齋藤 龍史 1）、小池 薫 1）
【症例】86 歳女性【主訴】約 1 か月続く発熱、腹痛、食欲低下にて救急搬送される。画像上腹水貯留を認め、当初は SBP や肝疾患、
malignancy を念頭に精査するもこれらは否定的であり、腹水中 ADA46IU/L であったことから結核性腹膜炎も鑑別に挙げ精査を
進めた。一方であきらかな肺結核の既往はなく、画像上活動性あるいは陳旧性の結核性肺病変は認めず、組織学的診断も全身状態
から困難な状況であり、診断的治療として抗結核薬を開始、徐々に全身状態の改善を得た。腹水、喀痰、胃液の抗酸菌培養、PCR
はすべて陰性であった。【考察】結核性腹膜炎は比較的稀な疾患であり、診断も困難であることが多いが、本症例では腹水 ADA
が診断の契機となった。原因不明の腹水貯留は救急集中治療領域でファーストタッチすることが多く、結核性腹膜炎も念頭におく
ことが必要である。
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FP-172

広範囲腸管壊死を呈した重症偽膜性腸炎の一例

大分大学医学部附属病院

高度救命救急センター

竹中 隆一、内田 そのえ、吉田 光朗、黒澤 慶子、石田 健朗、塩月 一平、石井 一誠、下村 剛、和田 伸介、重光 修
今回、集学的医療にも関わらず偽膜性腸炎から広範囲腸管壊死に至り救命することが出来なかった症例を経験した。症例は 84 歳
女性。左大腿骨転子部骨折に対して外科的治療を行った後、前医にてリハビリテーション目的で入院加療されていた。術後 37℃
台の発熱が持続していたが原因特定できず経過観察となっていた。前医入院中に腹痛と下痢が出現し、その夜に意識障害、呼吸不
全を呈した為、当院へ救急搬送となった。敗血症性ショックおよび多臓器不全を呈しており、持続的血液濾過透析（CHDF）とエ
ンドトキシン吸着療法（PMX）を併用して集中治療を行った。原疾患は第 2 病日に提出した CD 毒素が陽性で、便培養から C.
difficile を検出、更には内視鏡にて大腸粘膜に全周性の炎症性変化と偽膜形成を認め重症偽膜性腸炎と診断した。メトロニダゾー
ル静脈投与とバンコマイシン経腸投与を併用して加療したが、麻痺性イレウスや著明な腹水貯留を呈し、状態改善なく第 21 病日
に永眠された。病理解剖所見では、回腸から大腸にかけて広範囲の腸管壊死を認め、粘膜面には偽膜形成が散見された。偽膜性腸
炎は入院患者に比較的よく見られる病態であり、その多くは速やかに改善するが、時に重症化し死に至ることも報告されている。
本症例の経験に文献的考察をふまえて報告する。

FP-173
一宮西病院

上行置換術後 14 日目に再解離から大動脈基部破裂をきたした一救命例
麻酔科

野手 英明、鳥居 隼、長谷川 祥子、仲野 実輝、川出 健嗣、高橋 伸二、坪内 宏樹、塚原 郁夫
症例は 77 歳女性。Stanford A 型大動脈解離に対して緊急手術を行い、術後 2 日目に抜管。その後、術後経過は比較的良好であった。
緊急上行置換術後 14 日後に、リハビリ中に意識消失あり、心停止であったため CPR 行った。心エコー上は心嚢水が多量であり、
心タンポナーデであった。すぐに術創を開創すると大量に出血をきたしたが、自己心拍は再開した。その後、中枢側吻合付近から
の出血が疑われ、圧迫止血しながら PCPS を導入。出血源は中枢側の再解離による大動脈基部破裂であった。その後、緊急上行再
置換術を施行。術後に右半身麻痺は認めたが、再手術後 3 日目に抜管し、現在もリハビリ加療中である。上行置換術後再解離の頻
度は低いが大動脈解離術後突然死の原因となる。初期対応も含めて検討・考察し報告する。

FP-174

膵頭十二指腸切除後遅発性に起こった膵空腸吻合部の動脈出血に対して経皮的動脈塞栓術を施行し救命した 1 例

新潟県立中央病院

救命救急センター

広瀬 由和、小川 理
【はじめに】膵頭十二指腸切除後の晩期合併症として消化管出血がみられることがあるが、多くは吻合部静脈瘤によるものである。
今回我々は、術後 1 年 8ヶ月経過して膵空腸吻合部の動脈性出血を起こした膵頭十二指腸切除術後の患者に対して、経皮的動脈塞
栓術を施行し救命した症例を経験したため、文献的考察を加えて報告する。
【症例】60 代男性。来院 1 年 8ヶ月前に胆管癌に対して
亜全胃温存膵頭十二指腸切除術が施行された。来院 2ヶ月前より黒色便と貧血のために計 2 回入院したが、上部消化管内視鏡、造
影 CT でも出血部位の特定ができず、自然に止血されたため経過観察されていた。2 回目の退院から 1ヶ月後、再び下血を認め救急
外来を受診したが、この際には収縮期血圧 70mmHg 台と低値であり、Hb 値も 5.2mg/dL であったため、消化管出血に伴う出血性
ショックと診断された。緊急で上部消化管内視鏡が施行されたが、胃内に多量の血液貯留が認められたものの出血部位の同定はで
きなかった。輸液・輸血でバイタルサインは安定したため自然止血を期待して一旦 ICU へ入室したが、その後も下血は持続し貧
血の進行も続いた。造影 CT を撮影したところ膵空腸吻合部からの動脈性出血が疑われ、経皮的動脈塞栓術を施行する方針となっ
た。脾動脈造影にて膵臓への分枝からの出血と判明したが、責任動脈を選択できず、脾動脈本幹を塞栓して止血を確認した。その
後もしばらく黒色便は続いたが、血圧や Hb 値は安定しており、第 4 病日に一般病棟へ転棟し第 16 病日に自宅退院となった。経過
中に膵炎などの合併症は来たさなかった。【おわりに】膵頭十二指腸切除後の遅発性吻合部出血の報告は過去にも散見されるが、
多くは吻合部静脈瘤からの出血であり、本症例のように動脈性の出血を来たした症例は少ない。このような場合には内視鏡的止血
が困難なことも多く、カテーテル治療が有用となる可能性があることを念頭におくべきである。

－ 803 －

FP-175

高マグネシウム血症が原因と思われる心静止

松波総合病院

麻酔科

集中治療部

田中 亜季、小島 明子、佐藤 玲子、南 悦子
【はじめに】酸化マグネシウム（以下 Mg）は副作用が少なく安全な薬として便秘薬や制酸剤として広く使用されている。重篤な
副作用として高 Mg 血症があり、高齢者や腎機能障害がある場合には注意が必要とされている。酸化 Mg の内服との因果関係が否
定できない高 Mg 血症は全国的に報告されており、死亡例も存在する。今回我々は、酸化 Mg 長期内服患者の心停止を経験したの
で報告する。
【症例】74 歳男性。【既往歴】糖尿病、脳梗塞（左上下肢麻痺）
、閉塞性動脈硬化症。
【内服】アスピリン、カンデサ
ルタン、フロセミド、リスペリドン、グリベンクラミド、酸化 Mg。【病歴】特別養護老人ホーム入所中、ADL 自立。腹痛を主訴
に当院へ救急搬送。意識レベルや呼吸・循環動態に変化なし。腹部 CT でイレウスを認めたが、穿孔所見は認めなかった。閉塞機
転となるような病変を認めず、イレウスは大量の糞便によるものと判断し一般病床へ入院した。入院後に病棟で摘便処置を行った
ところ処置中に心静止となり、蘇生開始。すぐに蘇生し、回復後の意識は清明、呼吸循環動態も安定していたが、心静止の原因が
不明であり ICU へ入室。ICU 入室後、吸痰刺激で再び心静止となった。蘇生処置行うも救命できなかった。
【考察】病棟での採血
で高 Mg 血症（15.0mg/dL）
［基準値 1.8-2.6 mg/dL］を認めた。ほかに心静止の原因となる病態は否定的で、今回の心静止エピソー
ドの原因として、結果的に高 Mg 血症が強く疑われた。症例は酸化 Mg を長期服用しており、酸化 Mg による高 Mg 血症の可能性が
高い。【まとめ】高齢者は自覚症状に乏しく、腎機能が正常でも Mg 製剤を服用時には血中 Mg 値に注意が必要となる。年齢や既往
に関わらず、Mg 製剤を長期服用時には定期的に血中 Mg 値を検査することが望ましい。また Mg 製剤服用患者の救急受診時には、
血中 Mg 値異常を念頭におくことが重要である。

FP-176

複数の薬物で QT 延長症候群が誘発され Torsades de pointes（TdP）となった 1 例

潤和会記念病院

薬剤管理室

児玉 英一
われわれは，複数の薬剤によって QT 延長となり Torsades de pointes（TdP）となった症例を経験した．症例報告を行うとともに
薬剤管理の問題点に関して考察した．
【患者】80 歳台，女性．
【既往歴】腰部脊柱管狭窄症，心不全，高血圧．
【服薬歴】フロセミド，
スルピリド，補中益気湯，フェソテロジンフマル酸，グルコン酸カリウム，アミトリプチリン，治打撲一方．
【現病歴】背部痛で
ペインクリニック入院．ブロックとリハビリ，服薬で治療を行っていた．入院 40 日目に誤嚥性肺炎で SBT/ABPC が開始，入院 50
日目に TdP となった．直ちに心肺蘇生が開始され，蘇生後 ICU 入室となった．
【ICU 経過】蘇生後カリウム：2.5mEq/L と低値だっ
た．心電図で T 波の平常化，QTc が 0.54 秒と延長，U 波がみられた．KCl と MgSO4 が投与された．カルシウムは正常値であった．
その後，徐々に全身状態が悪化し 3 日後に死亡した．【考察 :1】三環系抗うつ薬のアミトリプチリンは，高用量服用で QT 延長と
なる可能性がある．入院時服薬量は 1 日 30mg と比較的少量であった．また，フェソテロジンフマル酸の類似薬やスルピリドで QT
延長が起こるとされている．これらの薬剤は 1 年以上前から服用しており，入院時やその 1 か月前の心電図では QT 延長は見られ
なかった．また入院時はグルコン酸カリウムでカリウムは補正できており基準範囲内であった．原因としては，入院中の食事摂取
量が少なかったこと．さらに追加になった治打撲一方と，以前から服薬していた補中益気湯に含まれている甘草が原因で，偽アル
ドステロン症を発症し，低カリウム血症となったと考えた．以上の複数の薬剤誘発性 QT 延長症候群が起こったと考えた．
【考察 :2】
複数の薬物による副作用は気づき難く，本症例のような重大な結果となる場合がある．薬剤師として，血液検査と心電図の検討を
行い，治打撲一方が追加時点で，低カリウムと他の薬剤とのより早く相互作用を考慮するべきであったと考えた．

FP-177

敗血症性ショックに合併した頻脈性心房細動に対してミルリノンとランジオロールの併用が有効であった一例

滋賀医科大学

1）

救急・集中治療部、2）滋賀医科大学

外科学講座、3）滋賀医科大学

救急集中治療医学講座

辻田 靖之 、宮武 秀光 、山根 哲信 、藤井 恵美 、清水 淳次 、園田 寛道 、萬代 良一 1）、高橋 完 1）、谷 眞至 2）、江口 豊 3）
1）

1）

1）

1）

1）

2）

頻脈に対してランジオロール（LAN）を投与する時、カテコラミンを使用しないことが望ましいが中断できない場合も多い。左
室収縮力低下を伴う頻脈性心房細動（AF）の敗血症性ショックに対してミルリノン（MIL）と LAN の併用により良好な心拍数調
節が得られた一例を経験したので報告する。
【症例】73 歳女性。慢性 AF あり。大腸癌術後のイレウスに対して開腹再吻合術施行。術後 1 日目より発熱。術後 3 日目に血圧、尿
量低下。腹腔内感染を疑い試験開腹術施行するも病変はなく閉腹し ICU 入室となる。ICU 入室後 Early Goal-Directed Therapy を
施行するも心拍数 180 bpm、血圧 68/50 mmHg、心係数 2.2 L/min/m2 でショックが続くため CHDF と PMX-DHP、少量ステロイ
ド持続投与を開始。ICU 入室 12 時間後、ノルアドレナリン（NA）
、バソプレシン（AVP）
、ドブタミン（DOB）4 μ g/kg/min 投
与下で心拍数 185bpm、血圧 81/57mmHg、心係数 1.8 L/min/m2、左室駆出率 40% で依然 cold shock の状態であった。頻脈性 AF
に対して LAN 1 μ g/kg/min を開始したが 30 分後、血圧 51/41 mmHg まで低下したため LAN 投与中止した。NA、AVP 増量し血
圧回復後 LAN 0.5 μ g/kg/min で再開するが再度血圧が低下し LAN を中断。MIL を 0.2 μ g/kg/min で投与開始し、MIL 開始 2.5 時
間後、心拍数 177bpm、血圧 140/97mmHg で LAN 0.5 μ g/kg/min で再開するも血圧低下せず LAN を 3 μ g/kg/min まで漸増し、
LAN 再開 2 時間後、心拍数 153bpm、4 時間後、143bpm に改善した。翌日には DOB 中断、NA 減量し、心拍数 131bpm に改善。翌々
日には NA 中断、心拍数 99bpm に改善。ICU 入室 6 日後抜管し ICU を退室した。なお血液培養より Pseudomonas 属を検出し病歴
より原疾患は非閉塞性腸管虚血が疑われた。
【考察】カテコラミン依存性の頻脈性 AF を伴う敗血症性ショックに対して、DOB サポート下では血圧低下のため LAN による心拍
数調節は継続できなかったが、MIL サポート下では血圧が低下することなく LAN による心拍数調節を行うことができた。
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FP-178

デクスメデトミジンが有効であった心室性不整脈の一症例

大阪医科大学附属病院

集中治療部、2）大阪医科大学

1）

麻酔科学教室

服部 一生 、日下 裕介 、出口 志保 、三原 良介 、大地 史広 1）、今川 憲太郎 1）、下山 雄一郎 1）、門野 紀子 1）、日外 知行 1）、
梅垣 修 1）
1）

2）

2）

1）

【背景】心室性不整脈に対して、カテーテルアブレーション（RFCA）、CRTD 治療までの間にβブロッカーのみでは効果が不十分
であった症例にデクスデメトミジン（DEX）が有効であった症例を経験したので報告する。
【症例】17 歳、男性。幼少期に拡張型心筋症、左室緻密化障害と診断された。自宅で VF となり、蘇生成功し当院入院となった。
入院後 electrical storm が次第に強くなり、第 13 病日に ICU 入室となった。ICU 入室後から更にランジオロールを 3～10 μ g/kg/
min で開始した。第 14 病日に一回目の RFCA を施行したが、翌 15 病日も VF/VT storm は治まらず、CRTD 治療をしてからの 2 回
目の RFCA が心外膜アプローチで予定された。第 16 病日、ランジオロールの増量でも心室性期外収縮（PVC）の頻度が減少しな
いため、交換神経抑制目的で DEX を 0.2～0.5 μ g/kg/h で併用すると PVC の頻度が著しく減少した。第 18 病日、全身麻酔下に
CRTD 植え込み術を施行した。第 51 病日、他院で心外膜アプローチで RFCA が施行され、第 83 病日軽快退院した。約 1ヶ月後、
再び CRTD の除細動が頻回となり、救急搬送された。抗不整脈薬投与で治まらず、気管挿管、鎮静下に ICU 入室となった。鎮静後、
ランジオロールを併用すると PVC の頻度は減少した。3 日後に抜管したが鎮静薬の中止とともに VF/VT storm 状態となり、DEX
を 0.2～0.5 μ g/kg/h で併用すると改善した。
【結論】Dex の鎮静作用と交感神経抑制効果により心室性不整脈が抑制できたと考えられる。

FP-179

自殺目的のキョウチクトウ服用によるジギタリス様作用に対して救命できなかった一例

関西医科大学附属枚方病院

1）

豊島 千絵

神経内科、2）大阪府済生会野江病院

、鈴木 聡史 、清水 導臣 、増茂 功次 、日下 博文

1,2）

2）

2）

2）

救急集中治療科

1）

夾竹桃（キョウチクトウ、学名：Nerium oleander var. indicum）はインド由来の常緑低木であり本邦では屋外の観葉植物として
一般的であるが、ジギタリス様の有毒成分をもつことが知られている。症例は 62 歳の女性で、既往歴にうつ病と高所墜落による
脊髄損傷がある。自殺を目的にキョウチクトウの葉を煎じて服用し、気分不良を訴えたため服用約 3 時間後に救急搬送された。来
院時の心拍数は 30 台と著明な徐脈を認めたが血圧は保たれていた。意識レベルは JCS2-30 であり、瞳孔は縮瞳していた。経胸壁心
臓超音波検査では明らかな壁運動の異常は指摘されず、心不全の兆候は認めず、モニター心電図では洞性徐脈であった。キョウチ
クトウを服用したことを家人より確認し、キョウチクトウによる中毒と診断した。硫酸アトロピンで脈拍管理を行いつつ、経鼻胃
管から活性炭を投与した。搬送後 30 分より血清カリウムが徐々に上昇したためグルコース・インスリン療法を行ったが、更に上
昇を認めた。搬送後 6 時間頃から心室補充調律となったため経静脈心室ペーシングや経皮的心肺補助装置を用いた全身管理も行っ
たが、多臓器不全に至り搬送後約 19 時間で死亡した。死後判明した血清ジギタリス濃度は 0.51ng/ml と感度以上であった。この経
験を踏まえ、若干の文献的検討を加えて報告する。

FP-180

心室頻拍・心室細動のトリガーとなる心室性期外収縮に対しランジオロールが有効であった 2 症例

東京医科大学病院

循環器内科

大西 将史、齋藤 友紀雄、石井 絢子、小林 紘生、大滝 裕香、矢崎 義直、山下 淳、里見 和浩、五関 善成、山科 章
症例 1：70 歳台男性。4 年前にホルター心電図にて 20 連の非持続性心室頻拍を認め、ビソプロロールを内服するも、徐脈のため中
止されていた。今回、突然の動悸と胸部不快感が出現し、救急搬送となった。来院時心拍数 200 回 / 分の単形性持続性心室頻拍認
めたが、意識は清明で、血圧も保たれていた。リドカインは無効でアミオダロンの静脈投与にて一時的に停止するも、心室頻拍を
繰り返した。ランジオロールを投与したところ、心室頻拍は減少した。アミオダロンとビソプロロールを内服し、その後は心室頻
拍を認めなかった。精査の結果、心室瘤を伴う肥大型心筋症と診断し、植え込み型除細動器（ICD）を植え込んだ。症例 2：30 歳
台男性。特発性心室細動蘇生後、ICD 植え込み状態であった。心室細動ストームとなり緊急入院となった。入院後も単形成の心室
期外収縮をトリガーとし心室細動を認めた。ランジオロールを開始したところ、心室性期外収縮は減少した。ビソプロロール内服
に変更し、その後は心室細動を認めなかった。心室頻拍・心室細動のトリガーとなる心室性期外収縮に対し、ランジオロールが有
効であった 2 症例を経験したため報告する。
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FP-181

急性冠症候群への PCI 中に生じる超急性ステント血栓症の臨床的危険因子の検討

聖路加国際病院

循環器内科

西畑 庸介、浅野 拓、川松 直人、小松 一貴、中岡 幹彦、水野 篤、三橋 弘嗣、丹羽 公一郎
【背景】急性ステント血栓症は経皮的冠動脈インターベンション（PCI）における重篤な合併症であり、予後悪化因子である。時に、
PCI 手技中に超急性ステント血栓症を発症し、血行再建に難渋することを経験するが、そのリスク因子や原因については不明確な
部分が大きい。
【方法】2012 年 1 月から 2014 年 12 月までに急性冠症候群に対して緊急で冠動脈ステント留置術を行った連続 369 人を対象に、超急
性ステント血栓症の発生率および患者背景を調査し、超急性ステント血栓症のリスク因子を検証した。
【結果】369 例中 25 例で超急性ステント血栓症を認め、発症率は 6.8% であった。超急性ステント血栓症を発症した患者は対象と比
較して有意に若く（54.7 vs 66.1 歳 , p ＜ 0.01）、高身長で（170 vs 164 cm, p ＜ 0.01）
、体重が重く（76.2 vs 66.0 kg, p ＜ 0.01）、体
表面積および BMI が大きく（1.88 vs 1.72 m2, p ＜ 0.01; 26.5 vs 24.4, p ＜ 0.05）, 血清 Hb 値が高値で（15.3 vs 13.8 g/dL, p ＜ 0.01）,
3%-ODI（oxygen desaturation index）が高値（44.3 vs 15.0/h, p ＜ 0.01）であった。性別、糖代謝、脂質代謝、腎機能、血小板数、
D-dimer 値、薬剤溶出ステントの使用、服用した抗血小板剤の種類に関しては両群間で有意な差を認めなかった。多変量解析の結
果、3%-ODI のみが超急性ステント血栓症の独立した危険因子であることが判明した。
【結論】超急性ステント血栓症の臨床的危険因子は睡眠呼吸障害であると考えられる。

FP-182

J 波を有し、低体温療法にて VF storm に陥った急性心筋梗塞の一例

東京医科大学病院
小林 紘生、齋藤 友紀雄、矢崎 義直、五関 善成、山科 章
症例は 86 歳男性で施設入所中の方。2011 年より高血圧・糖尿病に対する内服加療が開始されていた。2013 年 11 月、施設内のエレ
ベーター内で倒れているところを施設職員が発見し CPR を開始した。AED が 1 回作動し心拍が再開し当院へ救急搬送された。来
院時心電図で前胸部誘導の ST 上昇を認め、急性冠症候群と診断し緊急冠動脈造影検査（CAG）を行った。左前下降枝 #6 が近位
部で完全閉塞しており同部位に対し PCI を行った。心室細動蘇生後であり術直後より低体温療法を開始した。体温の低下に伴い
12 誘導心電図にて J 波が目立つようになり、心室期外収縮が散発し R on T から心室細動（VF）となった。体外式除細動を 1 回施
行し洞調律へ復した。リドカイン・アンカロン・マグネゾールを投与したがその後 VF storm となった。電解質異常はなく、VF
storm の原因としては低体温が考えられたため直ちに復温を開始した。また PVC を抑制するために体外式ペースメーカーを挿入
した。急性の心筋虚血も疑われ CAG を行ったが亜急性冠動脈閉塞は否定的であった。その後は心室頻拍・VF の出現なく経過した。
低酸素脳症による意識障害が遷延し、徐々に全身状態が悪化し第 34 病日に永眠された。低体温と J 波の関連性について若干の文献
的考察を交え報告する。

FP-183
信州大学

1）

水溶性または脂溶性スタチンが急性心筋梗塞患者の PCSK9 値に与える長期影響の差異について
医学部

救急集中治療医学講座、2）信州大学医学部循環器内科

嘉嶋 勇一郎 1）、今村 浩 1）、伊澤 淳 2）、新田 憲市 1）、池田 宇一 2）
【背景】スタチンは、コレスロール低下作用がある一方で、LDL 受容体を分解する Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
（PCSK9）を増加させることが知られている。しかしながら、水溶性または脂溶性スタチンが PCSK9 値に与える長期影響の差異に
ついて、現在までに検討された報告は知られていない。
【目的・結果】冠動脈形成術により再還流療法に成功した急性心筋梗塞患
者 510 名を、無作為にメバロチン群（水溶性スタチン）またはアトルバスタチン群（脂溶性スタチン）に分け、発症 4 日以内に割
り付けスタチン内服を 10 mg/ 日にて開始した。1ヶ月時に LDL コレステロール値が 100 mg/dL を超えた症例（269 名）は、割り
付けスタチンを 20 mg/ 日に増量しているが、今回はそれらの症例は除外し、割り付けスタチン 10 mg/ 日で LDL-C のコントロー
ル可能であった症例を対象とした。スタチン導入より 1、24ヶ月時に末梢血の血清 PCSK9 値を ELISA 法により測定した。PCSK9
値は、1ヶ月時には2群間に有意差は見られなかったが
（368.2
［interquartile range: 287.5－476.1］
vs. 389.4
［287.5－476.1］
, P = 0.494）
、
24ヶ月時にはメバロチン群がアトルバスタチン群に比して有意に高値であった（396.4［298.6 － 512.8］vs. 457.9［345.2 － 582.6］,
P ＜ 0.0001）。【結論】水溶性スタチンは、脂溶性スタチンに比して PCSK9 値を上昇させることが示唆された。
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FP-184

Bare metal stent 留置患者が手術直後に超遅発性ステント血栓症を発症した 1 例

砂川市立病院
糸洲 佑介、丸山 崇、雨森 英彦
Bare metal stent（以下 BMS）留置患者が手術直後に超遅発性ステント血栓症を発症した 1 例を経験したので報告する。
【症例】
63 歳男性。膀胱癌に対して 7 年前に膀胱全摘・回腸新膀胱造設術を施行している。3 か月前から血尿が出現し、尿道の発赤病変の
経尿道的切除及び両腎盂の逆行性腎盂尿管造影・尿管鏡検査が予定された。10 年前に心筋梗塞を発症し、右冠動脈 #1 に BMS を留
置されていた。また、手術の 1 年 1 か月前に再度心筋梗塞を発症し、同ステント部を含む右冠動脈起始部からの閉塞を認め、同部
位に BMS を挿入している。手術の 2 か月前に施行した冠動脈造影検査では同部位のステント内 50% 狭窄を認めていたが、日常生
活問題なく内科的治療で経過観察されていた。【経過】手術は全身麻酔下で施行した。術中は心電図異常なく、大きな問題終了し、
病棟帰室とした。帰室 2 時間後より全身倦怠感・胸部不快感の訴えがあり、12 誘導心電図にて 2・3・aVF 誘導で ST 上昇を認め、
急性冠症候群疑いで緊急冠動脈造影が行われた。#1 100% 狭窄を認め、ステント血栓症が考えられた。血栓吸引後、同部位に
Drug-eluting stent を留置した。血行再建術中に血圧低下を認め、Intra Aortic Balloon Pumping（以下 IABP）を挿入し、ノルア
ドレナリン投与、血行再建後に集中治療室に入室した。集中治療室入室 2 日目に状態安定し、IABP 離脱、3 日目に一般病棟に退室
した。約 1 か月のリハビリ後に独歩退院した。【結語】BMS 留置患者が手術直後に超遅発性ステント血栓症を発症した 1 例を経験
した。BMS 留置後においても超遅発性ステント血栓症は無視できない問題である。

FP-185

急性下壁心筋梗塞に心室中隔穿孔を合併した 1 例

産業医科大学病院

集中治療部

清水 智子、入福浜 由奈、原山 信也、金澤 綾子、尾辻 健、荒井 秀明、長田 圭司、二瓶 俊一、相原 啓二、蒲地 正幸
急性下壁心筋梗塞に心室中隔穿孔を合併した 1 例を経験したので報告する。症例は 71 歳女性。クモ膜下出血後遺症で発語障害を認
めていた。今回、38 度台の発熱、腹痛、腰痛を主訴に前医に入院、化膿性脊椎炎の診断で抗生剤治療を受けていた。前医入院 7 日
目に、胸部不快感と冷汗が出現、一旦は軽快したが症状再増悪し、胸痛も出現した。ベッドサイドの心臓超音波検査では右心系の
拡大を認めたため、肺塞栓が疑われ造影 CT が施行されたが、右下肢に深部静脈血栓を認めるものの肺動脈の血栓は指摘できなかっ
た。発症 4 時間後、再度胸痛が増悪し、収縮期血圧 60mmHg まで低下しショック状態となったため、当院に救急搬送、ICU に入室
となった。前医の造影 CT では肺動脈血栓は明らかではなかったものの、心臓超音波検査での右心系の拡大、酸素化不良を認めた
ことから、肺塞栓による閉塞性ショックに、化膿性脊椎炎の加療中で炎症反応の上昇を認めていたこともあり、敗血症性ショック
の病態が加わったもの考えられていた。しかし、精査目的に施行された心臓超音波検査で下部の心室中隔穿孔を認めた。虚血性心
疾患の関与が疑われ、緊急冠動脈造影検査を行ったところ、右冠動脈 #1 と前下行枝 #6 の完全閉塞を認めた。前下行枝へは円錐枝
からの側副血行路を認めており、急性下壁心筋梗塞による心室中隔穿孔の診断に至った。同日緊急で穿孔部のパッチ閉鎖術及び冠
動脈バイパス術を施行した。術後 PCPS、IABP による機械的循環サポートを要したが、術後 3 日目に PCPS 離脱、7 日目に IABP
から離脱、術後 9 日目日目に気管挿管チューブを抜管し、17 日目には ICU 退室、心臓リハビリテーション目的に発症 30 日目に転
院となった。心室中隔穿孔は前壁梗塞に合併することが多く、本症例のように下壁梗塞に合併することは稀とされているが、心臓
超音波検査での右心負荷の病態での鑑別すべき疾患の一つとして注意を要すると思われる。

FP-186

冠動脈解離の発症に冠攣縮が関与した急性心筋梗塞の 1 例

日本医科大学武蔵小杉病院

1）

循環器内科、2）日本医科大学附属病院

循環器内科

高木 宏治 、曽根 教子 、徳山 榮男 、菊池 有史 、石原 嗣郎 、石川 昌弘 1）、佐藤 直樹 1）、清水 渉 2）
1）

1）

1）

1）

1）

症例は 49 歳，男性．2015 年某日，午前 3 時，就寝中に胸痛が出現したが，軽快せず，救急要請．心電図は II，III，aVF で ST 上昇，
I，aVL で ST 低下を認め，急性心筋梗塞の疑いで，緊急冠動脈造影を施行した．右冠動脈 #3 に 90% 狭窄を認めたが，右冠動脈全
体にび漫性狭小化を認め，冠攣縮を疑う所見であった．冠攣縮に伴う心筋梗塞を考え，ニコランジル，ニトロプルシド，硝酸イソ
ソルビドを冠注するが改善をせず，症状，心電図も改善しなかった．冠血管内超音波により，#2 から #3 にかけて解離腔が確認さ
れた．このため，冠動脈解離による冠灌流不全と診断した．治療方針として，ST 上昇，胸部症状が残存しているため，経皮的冠
動脈インターベンションによる血行再建を試み，#3 遠位部からステント Integrity 3.0 × 15mm を，近位部にステント Xience
Alpine 3.5 × 33mm を留置した．ステント留置後も右冠動脈末梢は冠攣縮によるものと考えられる狭小化を認めていたが，TIMI3
の灌流が得られていたため，手技を終了した．第 8 病日経過観察目的で施行した冠血管内超音波でステント周囲に血腫の残存を認
めたが，ステント内狭窄は認めなかった．また，ステント遠位部は，急性期と異なり血管拡張を認めていた．以上の結果より，冠
攣縮による冠動脈解離が急性心筋梗塞の原因と診断した．退院時，アスピリン 100mg/ 日，クロピドグレル 75mg/ 日，ジルチアゼ
ム塩酸塩 200mg/ 日，ニフェジピン 40mg/ 日，ニコランジル 30mg/ 日，アトルバスタチン 10mg/ 日内服にて，以後，自覚症状は
認めていない．冠攣縮による冠動脈解離による急性心筋梗塞症例を経験したので文献学的考察を加えて報告する．
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FP-187

大動脈弁置換術中に左冠動脈主幹部の冠動脈解離を発症した一例

天理よろづ相談所病院

麻酔科

中尾 謙太、浜川 綾子、石井 久成
【背景】医原性の冠動脈解離（CAD）は経皮的冠動脈形成術（PCI）の合併症として知られている。大動脈弁置換術（AVR）の術
中に手術操作によると思われる左冠動脈主幹部（LMT）の CAD が生じた症例を経験したので報告する。【症例】73 歳 男性。左
中大脳動脈狭窄症の既往があった。大動脈弁狭窄症に対して AVR が予定された。術前の冠動脈造影（CAG）で有意狭窄は認めな
かった。大動脈基部に著明な石灰化を認めたため、これを注意深く除去した後に AVR を行い、人工心肺から容易に離脱した。経
食道心エコーでは、人工弁に異常はなかったが、LMT に限局した内膜剥離と解離腔への吸い込み血流を認め、CAD と診断した。
冠動脈バイパス術（CABG）を考慮したが、カラーフロードップラー法で解離部位の末梢冠動脈の血流を認め、左室局所壁運動異
常・心電図変化がなかったため、CABG は施行せず手術を終了した。術直後に、冠動脈造影（CAG）を施行し、LMT に 75% 狭窄
を認め、血管内超音波で内膜剥離を認めた。LMT に薬剤溶出性ステント（DES）が留置された。胃管からアスピリン・クロピド
グレルを投与し、二重抗血小板療法（DAPT）を開始した。DAPT 開始後、ドレーンから出血が急増し輸血を行ったが低血圧が
遷延した。術翌日、覚醒したが右片麻痺を認め、頭部単純 CT において左中大脳動脈領域に広範な脳梗塞を認めた。【考察】本例
の CAD は、大動脈基部の石灰化を除去する際に LMT 入口部の内膜剥離を惹起した可能性が高いと考えられた。CAD の治療とし
て、CABG は行わず、術直後に DES 留置・DAPT を施行した。本例のように、心筋虚血所見がなければ、保存的療法で経過観察し、
術後の止血が完了した後に PCI を施行すれば、脳血管合併症は回避できたかもしれない。
【結語】術中に発症した CAD に対し、そ
の治療に苦慮した症例を経験した。

FP-188

救急外来または救急搬送された心筋梗塞患者の検討

愛知医科大学病院

1）

高度救命救急センター

救命救急科、2）愛知医科大学

地域救急医療学寄付講座

三木 靖雄 、寺島 嗣明 、渡部 篤史 、波柴 尉充 、富野 敦稔 、青木 瑠里 、梶田 裕加 1）、津田 雅庸 1）、井上 保介 2）
1）

1）

1）

1）

1）

2）

急性心筋梗塞に対するカテーテル治療に関しては Door-to-Ballon の算定時間により加算される。そのため当院でも外来または救急
搬送された患者の治療開始時間を行うべきかを検討した。調査した期間は 2014 年 8 月から 2015 年 5 月までの 10ヶ月間に救急外来
または救急車搬送された患者を対象とした。患者総数は 37 人であり、救急車搬送された患者は 25 人、救急外来を受診した患者数
は 12 人であった。救急外来を受診した患者では来院時間から治療開始までの時間が 1 時間以上を要していた。救急搬送された患者
では来院から治療開始までは 30 から 40 分程度で行われていた。しかし、発症から治療開始までの時間では算定される 90 分以内の
症例は 37 症例中 22 症例であった。この原因について調べたところ、救急外来を受診したが診察までの時間がかかっており、胸痛
を主訴に来た場合はすぐに心電図を行うが、そうでない場合においては診察時間がかかっていた。また救急車で搬送された場合に
おいては管轄する救急隊で分けた場合では覚知から現場出発までの時間はあまりかわらないが、病院までの搬送時間がかかってい
る場合もある。その対策としては救急外来では問診票の変更を加えた。救急車搬送患者では来院後の処置や検査を簡便に行い、循
環器内科に搬送前に連絡する体制をつくった。また、救急救命士の処置拡大に伴い、病院で心筋梗塞と診断された症例の中にも救
急救命士がアンフィラキーと判断し、現場処置時間を要した事例も認められ、今後は心筋梗塞であっても処置拡大の適応事例であ
れば、現場滞在時間が延びる可能性があり、その結果、治療開始までの時間がかかってしまうことにもなる。

FP-189

術後 ICU で心筋梗塞を発症した 2 症例

順天堂大学医学部順天堂医院
櫻谷 初奈、佐藤 大三、三高 千惠子、安藤 望、稲田 英一
最近、虚血性心疾患の増加とともに、非心臓手術においても潜在的あるいは顕在化した心疾患合併した症例も増加している。今回
われわれは術後 ICU で心筋梗塞を発症した 2 症例を経験したので発表する。
（症例 1）66 歳、163cm、75kg、男性。腹腔鏡下胃切除
術施行。手術時間 10 時間 46 分。ICU 入室 5 時間後、突然 R on T から Vf に移行し、除細動により ROSC となり、意識レベルも改善。
心カテにて PCI を施行し、IABP 装着した。
（症例 2）60 歳、162cm、57kg、男性。急性汎発性腹膜炎手術施行。人工透析（慢性腎炎）、
PCI の既往。術後 ICU 入室後血圧低下、II、III、aVf で ST 上昇がみられた。
（考察）症例 1 に関しては、術前より時々胸の絞感があっ
たが、検査異常は指摘されず、術前に胸の絞感を患者が話さず、特に心筋虚血の検査をしなかった。術後カテの結果、CHF 傾向
もあり、術中直後より虚血性に心不全をおこした可能性がある。長時間手術、術中水分バランス、低体温でその後のシバリングな
ども影響した可能性がある。症例 2 では、心エコーにより、血圧の低下は血管内脱水の影響、RCA 狭窄は以前 PCI で難であったこ
とにより、容量負荷にて循環は改善した。
（結語）術後 ICU で心筋梗塞を発症した 2 症例した。周術期の管理に注意が必要であった。
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左主幹動脈閉塞による広範急性心筋梗塞にバチルス感染症のコントロールに難渋し救命し得なかった一例

信州大学医学部附属病院高度救急救命センター
山本 勇輝、嘉嶋 勇一郎、清水 邦彦、三山 浩、新田 憲市、今村 浩
【症例】67 歳男性。高脂血症が指摘されていたが通院・内服なく、その他は生来健康であった。
【経過】第 1 病日午前 10 時頃より
草刈りを行い、11 時 50 分頃突然激しい胸痛が発症し、動けなくなったたり救急要請され、現前 Dr. ヘリ要請となった。Dr. ヘリ到
着時も胸痛持続し表情苦悶様、ショックバイタルであったが静脈ルート確保し搬送可能と判断され、12 時 46 分当院 ER に到着した。
酸素マスク 10L リザーバー投与するも SpO290% 未満と酸素化不良のため NPPV 装着を行い、カテコラミン使用を開始。来院後の
12 誘導心電図でも ST 変化あり。心エコーで左室壁運動はびまん性に低下し、左冠動脈主幹部（LMT）閉塞を疑われた。13 時 5 分
緊急冠動脈造影を施行し LMT100% 閉塞、IABP 留置、気管内挿管を行った後に冠動脈形成術を施行し（onset to balloon time 133分、
max CK 14536 U/L）、その後は ICU 入室し集中治療管理を行い、比較的安定した経過であった。第 10 病日血液培養にて Raoultella
陽性となり、抗菌薬加療を開始し（MEPM 3 g/ 日）、感受性結果を参考 CEZ 4 g/ 日に変更したがショック状態となりカテコラミ
ン増量、血液培養結果から Bacillus cereus を検出し再び MEPM に変更したが改善せず、バンコマイシン追加するも腎機能悪化あ
りダプトマイシンを併用したが、血液培養はバチルス菌が陰性化せず、第 44 病日敗血症のため心肺停止となり PCPS 挿入となった。
第 48 病日 PCPS 抜去可能となったが、その後も感染コントロールに難渋し、第 74 病日 PCPS 再挿入となり、第 75 病日永眠された。
【結語】Dr. ヘリにより安全かつ速やかに救急搬送され、早期に再潅流療法に成功した LMT 閉塞による重症広範急性心筋梗塞であっ
たが、バチルス敗血症のコントロールに難渋し、救命し得なかった一例を経験した。

FP-191

急性心不全の管理に苦慮した慢性関節リウマチ患者の 1 例

広島市立広島市民病院

麻酔科集中治療部

宮本 将、後藤 隆司、武藤 渚、青山 文、亀山 実希、鷹取 誠
【症例】76 歳女性。慢性関節リウマチの加療中で、胸部大動脈瘤の手術を 1ヶ月以内に予定されていた。数日前から咽頭痛と胸部
違和感があり、呼吸苦で身動きとれないところを発見され救急受診。CT 精査中に低血圧性ショックに陥り、ノルエピネフリン持
続を開始して ICU に入室した。CT では腎周囲に炎症性変化をみとめ、尿所見から尿路感染に伴う敗血症が疑われた。入室時、著
明な乳酸アシドーシス・代償性過呼吸の状態であったが意識レベルは保たれていた。エコーでは後壁の心筋収縮が若干低下してい
るものの、弁逆流は有意なものなし。ACS 除外に施行した CAG も異常は認めなかった。胸部大動脈瘤破裂・感染瘤は否定し
CHDF 開始、一時状態は改善していた。副腎不全カバー目的でステロイドは増量、empiric に抗生剤加療を開始していたが、数時
間後より乳酸アシドーシスの進行、心筋収縮の悪化をみとめた。治療強化のうえで、一旦は心肺停止に至り蘇生した。急性心筋炎
とおぼしき心機能低下、高度弁逆流もあり IABP・PCPS を考慮したが、胸部大動脈瘤のため至らず。同時に麻痺性イレウスを呈
していた。炎症反応の推移とは裏腹に低心機能は遷延。ただ免疫グロブリン大量投与の時期より心収縮能は改善をみせ、第 20 病
日抜管に至った。その後も心不全管理の調整を要したが、血液透析も離脱し、第 28 病日 ICU を退室した。【考察】本症例は尿路感
染に伴う敗血症性ショックと思われたが、治療の反応性とは別の経過で心機能低下が進み、急性心筋炎が疑われた。咽頭痛を主訴
とした先行感染もあったが、ウイルス感染だったかは不明である。また消化器症状を同時に示し、悪性関節リウマチの血管炎も考
慮されたが、診断には至らなかった。免疫グロブリンによるか自然経過かは判断できなかったが、補助循環は要さず軽快した。過
去の報告と臨床的判断をもとに、管理のポイントを探る。

FP-192

感染性心内膜炎による僧房弁閉鎖不全症、心不全により 6 週間の人工呼吸器管理を継続したが、救命に至った 1 例

東京女子医科大学病院

1）

循環器内科、2）東京女子医科大学病院

心臓血管外科

森岡 佑太 、春木 伸太郎 、吉田 彩乃 、猪谷 亮介 、富岡 秀行 、嵐 弘之 1）、南 雄一郎 1）、山口 淳一 1）、志賀 剛 1）、
萩原 誠久 1）
1）

1）

1）

1）

2）

【はじめに】感染性心内膜炎（IE）を発症し、早急な僧房弁置換術施行が必要であったが、大量下血をきたし手術が中止となり、42 日
間の集中治療管理の後に外科的治療を施行し独歩退院となった症例を経験したので報告する。
【症例】46 歳男性で、42 歳時から透析導入されていたが心疾患の指摘はなかった。2015 年 4 月末に発熱が出現し、前医で IE と診断され
当院へ転院となった。
心臓超音波検査で僧帽弁前尖に付着する 20 × 16mm の疣贅と、重度の僧房弁閉鎖不全症を認めた。心不全も併発しており僧房弁置換術
の方針となったが、術前血液透析中に多量の下血を認めショック状態となった。人工呼吸器管理、昇圧剤使用と輸血により血行動態維
持はできたものの、活動性の消化管出血が疑われ手術は延期となった。
持続出血は徐々に改善傾向となったが、肺水腫が増悪したため人工呼吸器管理を継続し、第 12 病日には持続的血液濾過透析を開始とし
た。透析開始後も下血を認めず経過し、上部消化管・下部消化管内視鏡検査で消化管出血の止血を確認した。
第 23 病日には僧房弁に付着していた疣贅が消失したため造影 CT を施行したところ、腹部大動脈－総腸骨動脈の分岐部に疣贅と思われ
る構造物の付着が確認された。抗生剤投与を継続しながら感染管理を行い、第 42 病日に僧房弁置換術、疣贅除去術を施行した。術後は
感染、循環動態、呼吸動態などは改善され第 95 病日に独歩退院となった。
【結語】本症例は急性心不全、抵抗性感染、10mm を超える疣贅を認める IE であり、急性期の外科治療の適応と考えられたが、消化管
出血を合併したため手術の延期を余儀なくされた。常に肺水腫の状態でありながら、最終的に約 6 週間の人工呼吸器管理、透析管理な
どの集中治療管理を経て、外科的治療が可能となり救命することができた。多くの科との連携と、多職種による集学的治療の重要性が
再認識されたためここに報告する。
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心腔内血栓の治療方針に難渋した心臓サルコイドーシス症の一例

東京医科大学循環器内科学分野、2）東京医科大学先進的心不全治療医学講座

1）

岩崎 陽一 1,2）、渡邉 雅貴 1,2）、小林 正武 1,2）、山下 淳 1）、山科 章 1,2）
症例は 2011 年頃より NYHA-IIm 程度の呼吸困難感を自覚するも受診歴のなかった 60 代女性。2015 年 5 月中旬頃から食思不振が進
行したため近医受診。肝機能異常、両下腿浮腫および、心エコー図検査で心機能の低下、左室内異常構造物を認め、急性非代償性
心不全状態であったため当院集中治療室へ緊急搬送となった。当院で施行した心エコー図検査では、左室前壁から側壁にかけて壁
運動が高度に低下し、同部位に一致して可動性のある有茎性血栓を認めた。可動性に富む心腔内血栓は飛来部位によっては突然死
のリスクが高いと報告されており、血栓摘出術の可能性を早期に考慮した。虚血性心疾患の除外目的に冠動脈造影を施行したが、
有意狭窄は認められず、高度に低下した心機能の原因として、心筋症などの鑑別が必要と判断した。心外病変としては、眼サルコ
イドーシス症、肺サルコイドーシス等の鑑別を行ったが確定診断には至らず、心不全が代償期に移行した後に 67Ga シンチグラフィ
を施行したところ、肺門リンパ節および心臓に集積を認めたため心サルコイドーシスが疑われ、低左心機能・67Ga シンチグラフィ
での異常集積及び FDG-PET での左室前壁から中隔にわたる集積と併せ、最終的に心臓サルコイドーシスの臨床診断に至った。今
回我々は、可動性に富む心腔内血栓を伴う心臓サルコイドーシス症を経験した。幸いにも経過中、血栓塞栓症の合併もなく、抗凝
固療法継続にて血栓は消失したため外科的な血栓摘出術を回避することができたが、治療経過中には常に心腔内血栓に対する治療
アプローチの決定に苦慮した。本症例は臨床病態のみならず、治療方針決定のプロセスも示唆深かったため、集中治療領域におい
て意義深い症例と考えここに報告する。

FP-194

心不全の臨床経過と BNP 値の解離が認められた急性心筋炎の一例

金沢大学附属病院

集中治療部

北野 鉄平、岡島 正樹、野田 透、越田 嘉尚、佐藤 康次、関 晃裕、相良 明宏、余川 順一郎、蜂谷 聡明、谷口 巧
症例は 70 代の女性。化膿性脊椎炎術後にて当院整形外科に通院中であった。2015 年 6 月頃より発熱、感冒症状、食欲低下などを
自覚していた。8 月に入り全身倦怠感が出現し、8 月 6 日に胸痛と呼吸困難を認め、当院へ救急搬送された。来院時、ショックバイ
タルであり気管内挿管、カテコラミン開始。来院時心電図にて側壁誘導にて ST 上昇を認めたため、冠動脈造影を施行。急性冠症
候群は否定され、急性心筋炎と診断され、IABP 挿入後に ICU 入室となった。ICU 入室時後はガンマグロブリン大量投与、ドブタ
ミンサポート下に左室収縮能の改善を認めたため IABP 離脱、ノルアドレナリン漸減離脱し、心不全は改善傾向となった。第 1 秒
日の BNP は 712 であり、第 4 秒日には胸部単純写真にて心不全の改善を認めたにもかかわらず 1960 まで増加した。UCG 上は
EF40%、E/A1.73 と偽正常化パターンであった。さらに第 6 秒日にはうっ血が改善傾向であり、UCG 上は EF62%、E/A1.26 と改
善したが BNP は 4589 まで増加した。第 7 秒日には病態把握のために血行動態検査を行った。結果は Forrester Ι群であり、左室拡
張末期圧は 14mmHg と軽度上昇のみであった。同時に測定した BNP は 3454 と高値であり解離を認めた。その後、BNP は第 13 秒
日には 433、第 18 秒日には 307 と低下した。患者は順調に回復し、リハビリ目的に転院となった。今回、心不全の臨床経過は改善
傾向を認めたが、BNP が悪化した一例を経験した。心不全急性期には BNP 値が心不全の経過と一致しない場合もあり、総合的に
判断する必要があると考えられた。

FP-195
信州大学

1）

広範囲熱傷に対する 3 回目の術後にたこつぼ心筋症と診断された一例
医学部

麻酔蘇生学教室、2）信州大学医学部救急集中治療医学教室

安藤 晃 1）、杉山 由紀 1）、清水 彩里 1）、一本木 邦治 2）、今村 浩 2）、川真田 樹人 1）
【はじめに】たこつぼ心筋症は，精神的・身体的ストレスが発症に関与する．今回，広範囲熱傷に対する 3 回目の術後にたこつぼ
心筋症と診断された症例を経験した．【症例】80 歳台，女性．湯船に倒れこみ，背面，臀部，左前胸部を主とした総面積 26％の 2
度熱傷（Burn index ; 13）を受傷した．受傷 6 日目と 14 日目に，デブリードマンと植皮術を全身麻酔下で施行したが，術中経過に
特記事項はなかった．受傷 34 日目に，前胸部と背部から採皮し左側腹部をデブリードマンし植皮する，3 回目の熱傷手術を施行し
た．手術室での抜管直後から，シバリングと努力呼吸，頻脈を生じ，軽度の ST 低下を認めた．酸素需給バランスの破綻による心
筋虚血と判断し，鎮静・加温し再挿管した．1 時間後の 12 誘導心電図は，電極の位置制限やシバリングにより判読困難だったが，
著明な ST 変化は認めなかった．血液検査では，トロポニン T と H-FABP が軽度上昇していたが，CK-Mb は正常範囲内だった．術
後 1 日目の心エコーで左室前壁の壁運動低下を認めたが，12 誘導心電図では著変なく，血液検査では，トロポニン T は増加してい
たが H-FABP は低下し，CK-Mb は正常範囲内であった．急性冠症候群とたこつぼ心筋症の可能性を考慮し，経過観察となった．
術後 2 日目の心エコーで心尖部の収縮低下および心基部の過収縮を認め，たこつぼ心筋症と診断された．術後 15 日目の心エコーで
は壁運動異常は改善しており，術後 35 日目にリハビリ目的で転院した．【考察】たこつぼ心筋症の典型的なエコー所見が得られた
のは術後 2 日目であったが，臨床経過及び心筋逸脱酵素の経過から，手術中あるいは手術直後と発症したと考えられた．過去 2 回
の手術時や熱傷受傷時には発症せず 3 回目の手術で発症した要因として，熱傷の長期管理に加え，広範囲手術，抜管時のストレス
などが相加的に関与したと考えられた．
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FP-196

外科的緊急気道確保を契機にたこつぼ型心筋症をきたした 1 例

久留米大学病院

高度救命救急センター

萬木 真理子、高須 修、下河邉 久陽、金苗 幹典、鍋田 雅和、森田 敏夫、中村 篤雄、宇津 秀晃、山下 典雄、坂本 照夫
【症例】70 代男性。2 年前に Forestier 病（椎体前面の著しい連続性骨化病変）と喉頭蓋の変形を指摘され、近医で入院中であった。
微熱と感冒様症状を契機に呼吸困難が出現、増悪し、意識障害と SpO2 低下を認めたため当センターに転院搬送となった。搬入時、
意識レベル GCS3、脈拍数 100/min、血圧 139/51mmHg、呼吸数 25/min。シーソー呼吸を呈し頚部で気道狭窄音を聴取した。
BVM 換気下に動脈血 pH 7.001、PaO2 125.5mmHg、PaCO2 120.2mmHg と高度な呼吸性アシドーシスを呈していた。上気道狭窄
と診断したが、既往から気管挿管は困難と判断し輪状甲状間膜切開を行った後、気管切開術を施行した。輪状甲状間膜切開終了後
にショック状態となったため、急速輸液とノルエピネフリンの持続投与を開始したが反応は乏しく、収縮期血圧 50～60mmHg 台
と血圧低値が持続した。血液検査上、心筋逸脱酵素は正常であったがトロポニン T と H-FABP は陽性で、胸部誘導心電図で ST 上
昇を認めた。心エコーでは前壁中隔を中心に壁運動の低下を認め、心駆出率は 40％と低下していたことから、急性心筋梗塞によ
る心原性ショックを疑い心臓カテーテル検査を施行したが、左右冠動脈に有意狭窄病変は確認できなかった。左室造影では心尖部
の全周性収縮不良を認め、たこつぼ心筋症と診断した。第 5 病日までドブタミン投与を必要としたが、保存的加療で心駆出率は
62％まで改善した。【考察・結語】本症例では、上気道狭窄による高度な精神的・身体的ストレスが心筋障害の誘因と考えられた。
たこつぼ心筋症の原因として、カテコラミン過剰状態など様々なものが報告されている。窒息など高度な精神的・身体的ストレス
に曝された状況下、あるいはその解除直後の循環不全の原因として、たこつぼ心筋症を念頭におく必要があると思われた。

FP-197

当院で過去 1 年間に ICU 入室した急性大動脈解離患者の管理と転帰

都立墨東病院

1）

胸部心臓血管外科、2）都立墨東病院

麻酔科、3）都立墨東病院

循環器科

伊藤 淳 、大西 龍貴 、松永 裕樹 、三島 秀樹 、田邉 孝大 、黒木 識敬 、弓場 隆生 3）、鈴木 健雄 2）、岩間 徹 3）、石川 進 1）
1）

2）

1）

1）

3）

3）

急性大動脈解離（以下 AD）の初期 ICU 管理に関しどの程度必要なのか迄はガイドラインに示されてはいない . 当院では 2015/6～
HCU が開設されたが , 過去 1 年間に ICU 入室 AD 患者の管理とその転帰を後方視的に検討した .2014/6～2015/5 の間 ICU 入室 AD 患
者は 20 例 ,21 入室 . 男性 13 例 , 女性 7 例 . 年齢は 33～86 歳 . 病型別では Stanford A（以下 A）8 例（偽腔開存 3, 偽腔閉鎖 4, 偽腔閉鎖→
偽腔開存 1）.Stanford B（以下 B）12 例（偽腔開存 6, 偽腔閉鎖 6）.A 偽腔開存型 4 例中 1 例は RA 患者で発熱性好中球減少症にて入
院治療中 AR による心不全症状で発見され ,ICU 入室での心不全管理後手術の方針が肺炎併発し断念肺炎死 ,1 例は前日手術適応とさ
れていた他院を自主退院された方で降圧鎮痛療法後外来経過観察中 ,1 例は他院で AAE 術後であり降圧鎮痛療法後外来経過観察し
解離腔はほぼ消失 ,1 例は当科他患者手術中の為他院にて転院緊急手術となった . 偽腔閉鎖→偽腔開存型の 1 例は ICU で降圧鎮痛安
静療法 3 日間の後一般病棟で再解離 , 左片麻痺出現 , 腕頭動脈再建伴う緊急手術施行が不全麻痺遺残リハビリ病院転院 . 偽腔閉鎖型 3
例中 1 例は ULP+ で 1ヶ月後待機手術 ,2 例は緊急手術で内 1 例は基部再建手術で術死した .B 型は全て循環器科で加療されたが , 偽腔
開存の如何に関わらず 5 例が翌日退室 , 偽腔開存型で腹部分枝の一部が偽腔潅流と考えられる 1 例を除き 5 日以内の入室期間で , そ
の 1 例を除き A line は挿入されず , 疼痛が初発症状にもかかわらず入室時フェンタニル持続静注の様な鎮痛治療はなされなかっ
た . 転帰としては既往症に大動脈炎症候群があり , 退院後他院で弓部 , 下行大動脈瘤を二期的に手術施行後心不全入院を繰り返す開
存型の 1 例 ,ANCA 関連腎炎にて透析中で退院 6ヶ月後に脳出血で失った開存型の 1 例を除き外来経過観察中 . 今後 HCU 開設でより
長期の集中治療管理が可能となると思われるが , 当院の B 型急性大動脈解離患者管理に於いては現状ではそれが治療成績に寄与す
るとはいえない .

FP-198

ショックを呈した消化管穿孔・敗血症を伴う慢性血栓塞栓性肺高血圧症急性増悪を集学的治療で治療し得た一例

東京医科大学病院 循環器内科、2）東京医科大学病院
岡山医療センター 循環器内科

1）
5）

麻酔科、3）東京医科大学病院

消化器外科、4）関東中央病院

循環器内科、

嘉澤 脩一郎 1）、山下 淳 1）、冨士田 康宏 1）、荒井 悌子 1）、山科 章 1）、屋良 美紀 2）、勝又 健次 3）、粕谷 和彦 3）、沼尾 嘉美 4）、
松原 広己 5）
症例は 50 歳台女性。労作時の呼吸苦あり他院加療中であったが、今回呼吸苦出現のため近医受診。ショックバイタルを呈しており、
胸部 CT では両側肺動脈主幹部に血栓閉塞を認めた。経過と画像所見より慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）の急性増悪が疑
われ当院搬送。抗凝固療法を開始したが、血行動態が安定せず、右心カテーテル検査を施行したところ、平均肺動脈圧（mPAP）
65mmHgと高値であった。血行動態の安定を図るためウロキナーゼ投与を行い、mPAP42mmHgまで改善したが依然高値であった。
第 9 病日の胸部 CT では血栓は消退傾向も残存を認めた。麻痺性イレウスも合併し、第 14 病日の腹部 CT で free air を認めたため、
消化管穿孔の診断で緊急手術を施行した。盲腸から上行結腸の断裂が見られ、創部を洗浄・閉鎖し、人工肛門を作成した。術後に
敗血症を呈し、血液吸着を施行した。CTEPH に対しては当初ドブタミン、エポプロステノールを開始し、第 27 病日よりリオシグ
アトの内服へ切り替えた。第 63 病日に施行した右心カテーテル検査では mPAP31mmHg と改善を認め、HOT を導入の上、退院と
なった。日常生活では HOT 下で特に困らない状態まで ADL は改善した。CTEPH に対し、肺動脈血栓内膜摘除術も考慮されたが、
人工肛門を増設されていることなどから、バルーン肺動脈形成術（BPA）を行い、良好に治療し得た。ショックを呈した CTEPH
急性増悪の治療中に麻痺性イレウス、消化管穿孔、敗血症など合併した症例を良好に治療し得た一例を経験した。さらに慢性期に
はすべての原因である CTEPH に対する BPA も可能となった。 ショックを呈するような重症病態の治療においては、感染や出血、
全身性炎症等のため治療に難渋することがある。本症例は希少疾患である CTEPH を原因とした一連のイベントに対して麻酔科、
循環器内科、消化器外科の多科連携、集学的治療によって良好に治療し得た。示唆に富む症例と考えられ本会に提示する。
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外科的治療にて救命しえた急性広範囲型肺塞栓症患者の治療経験

さいたま市立病院

1）

麻酔科、2）さいたま市立病院

集中治療科

石川 紗希 、中村 教人 、山本 裕子 、植松 明美 、佐久間 貴裕 2）、忍田 純哉 1）
1）

2）

1）

2）

【症例】77 歳女性。呼吸困難を主訴に当院救急外来に搬送された。食道癌
にて化学放射線療法中で発作性心房細動の既往があった。来院時、心拍数
111 bpm、血圧 70/52 mmHg、経皮的酸素飽和度 91％（room air）
、心電
図で右側胸部誘導の ST 低下を認めた。経胸壁心エコーで右室は著明に拡
大し、造影 CT で両側肺動脈に広範囲の血栓を認めたため、急性広範囲型
肺塞栓症と診断された。緊急肺動脈血栓摘除術の方針と並行し、急激な循
環虚脱に備え経皮的心肺補助装置の準備を進めた。術後経過は良好で P/F
比 450 以上を保ち、循環動態も安定していたため術翌日にはカテコラミン
投与、人工呼吸器からの離脱に成功した。呼吸苦の残存を認めていたが悪
化はなく、術後 4 日目に集中治療室を退室した。
【結語】急性広範囲型肺塞
栓症では、早期診断と適切な治療が大きく死亡率を改善させる。本症で急
性循環虚脱を来した場合、カテーテル治療よりも外科的治療が優先される。
循環補助を含め救命のための呼吸循環管理には連携した集学的治療が必要
である。

FP-200

急性大動脈解離に伴う全身的炎症反応と肺障害に対するシベレスタットナトリウム早期投与の効果

東京都立墨東病院

胸部心臓血管外科

三島 秀樹、松永 裕樹、片山 康、石川 進、大島 哲
【目的】急性大動脈解離での全身的炎症反応と肺酸素化能悪化を調べ、併せてシベレスタットナトリウム（Na）による肺障害軽減
効果を検討した。【対象と方法】急性大動脈解離の 25 例（Stanford 分類 A 型 10 例、B 型 15 例）を対象とした。A 型では全例で緊急
手術（上行 / 上行弓部大動脈置換術）を、B 型では保存的治療を行った。シべレスタット Na は A 型解離 8 例で手術直後より投与し
たが、術後の肺酸素化能が比較的良好であった 2 例および B 型解離では投与しなかった。
【結果】1）保存的治療（B 型解離）での
炎症反応と肺障害：入院当日の白血球数は 13000 ± 1500/mm3 と上昇し、血小板数は 160,000 ± 10,000/mm3 と低下していたが、と
もに第 4 病日以降に改善した。血清総ビリルビン値は第 3 病日には最高値（2.0 ± 0.6 mg/dl）となったが、第 4 病日以降は漸減した。
Oxygenation index（PaO2 / Fio2）は、入院時 315 ± 30 で、第 2 病日に 252 ± 15 と低下したが、第 4 病日以後は正常域（＞ 300）
に改善した。2）手術後の肺障害：シベレスタット Na 投与の 8 例の Oxygenation index は手術当日が 198 ± 44 であったが、第 2 病
日以降に改善した。非投与の 2 例では、手術当日は 271 ± 177 と高かったが、以後急速に悪化して第 2 病日には 149 ± 120 となった。
第 3 病日以降は緩徐に改善した。【まとめ】1）急性大動脈解離において、非手術例では発症後 3 日間は全身的炎症反応と肺酸素化
能の悪化がみられるが、第 4 病日以降は回復に向かう。2）手術例では、術後早期からのシベレスタット Na 投与により肺酸素化能
の悪化を軽減し得る可能性がある。

FP-201

術後患者へのトルバプタン投与による高ナトリウム血症に関する検討

名古屋大学医学部附属病院麻酔科、2）名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部、
名古屋大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生医学講座、4）名古屋大学大学院医学系研究科救急集中治療医学講座

1）
3）

石田 祐基 1）、貝沼 関志 2）、長谷川 和子 1）、平井 昴宏 1）、水野 祥子 1）、青山 正 1）、市川 崇 1）、鈴木 章悟 3）、高橋 英夫 4）、
西脇 公俊 3）
【目的】最近、腎機能への影響が少ない利尿薬としてトルバプタンが注目されている。この利尿薬は腎髄質の集合管に作用して水利尿を
行うため、腎血流量を低下させにくいという特徴をもつ反面、高 Na 血症を来しやすいことから、自発的な水分摂取が困難である術後患
者へ投与する場合は慎重に管理していく必要がある。今回、高 Na 血症の危険因子を調査するため、術後トルバプタン投与症例について
分析を行った。
【方法】2012 年 1 月から 2015 年 5 月まで当院外科系集中治療部において術後トルバプタンを投与した症例を集計し、年齢、術前腎機能（推
算糸球体濾過量、BUN、血清 Cr 値）、併用利尿薬（フロセミド、カルペリチド）
、薬剤開始用量、血清 Na 値（薬剤開始前、最大値）
、
尿量増加量、体重減少量、一日総 Na 投与量について分析を行った。最大血清 Na 値≦ 145mEq/L、＞ 145mEq/L の二群（正常 Na 群、高
Na 群）に分け、統計解析を行った。
【結果】上記期間中にトルバプタンが投与された症例は計 19 例で、正常 Na 群が 7 例、高 Na 群が 12 例であった。正常 Na 群と高 Na 群の
二群間において、年齢、術前腎機能、併用利尿薬、薬剤開始用量、薬剤開始前血清 Na 値で差は見られなかったが、尿量増加量、体重減
少量、一日総 Na 投与量において高 Na 群の方が有意に多かった。
【考察】トルバプタン投与による高 Na 血症のリスクとして、年齢≧ 80 歳、投与開始用量≧ 15mg/ 日、薬剤開始前血清 Na 値≧ 142mEq/
L などがあげられている。本研究においては、年齢、投与開始用量、投与開始前の血清 Na 値で両群間に差はなかったが、高 Na 群で尿
量増加量、体重減少量が有意に多く、トルバプタンによる水利尿効果が正常 Na 群よりも強く現れた結果、高 Na 血症に来したと考えら
れる。そして、高 Na 群では一日総 Na 投与量も有意に多かったため、さらに高 Na 血症を助長した可能性がある。
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機能的片肺状態の患者に対する僧房弁置換術の経験

近畿大学

医学部

奈良病院

麻酔科

杉浦 順子、二川 晃一、岡本 慎司、奥田 隆彦
悪性胸腺腫に対する放射線治療後の肺繊維症により機能的片肺状態となった患者の僧房弁置換術を経験した．
【症例】65 歳女性．主訴は呼吸困難、動悸．僧房弁閉鎖不全症で心房細動に対して近医で加療中に心不全が増悪．心エコー上 2～3
度の僧房弁逆流を認め、当院に入院となった．既往歴として 25 歳時に悪性胸腺腫に対して放射線治療を実施した．
【術中経過】麻酔はミダゾラム，ロクロニウムで導入し、酸素 - 空気 - プロポフォール、レミフェンタニルで維持した．手術は胸骨
正中切開で行い、右腋窩・右大腿動脈送血、上大静脈・下大静脈脱血で体外循環を確立した．僧房弁置換術・三尖弁形成術を施行
し、ドパミンの持続投与で体外循環から問題なく離脱した．動脈血ガスの結果に問題はなかった．麻酔時間 5 時間 39 分，手術時間
4 時間 25 分，体外循環時間 1 時間 53 分，大動脈遮断時間は 1 時間 19 分であった．
【術後経過】術後 2 日目に抜管したが、術後 5 日目に徐脈・血圧低下をきたし再挿管となった．術後 11 日目にはエコー上左室機能
は改善傾向を示した．術後 14 日目に気管切開施行．術後 17 日目に肺炎を発症．術後 28 日目に肺炎は改善傾向となり、術後 35 日目、
呼吸器から離脱中に徐脈を呈し CPR 施行．術後 40 日目からは CHDF 開始．術後 68 日目から下血を認め、症状改善せず術後 79 日
目に死亡した．
【考察】この症例では左肺は機能せず、右肺のみで左肺全摘術後に準じた状態であった．この場合、高度な縦隔偏位により通常の
手術視野が得られず、手術操作も困難なため、送脱血管の選択・術式の手順には検討を要する．また、術後の呼吸不全への対策と
して人工呼吸からの早期離脱や慎重な輸液管理が挙げられる．
【結語】片肺状態の患者に対する開心術では、循環動態の維持や厳重な水分バランスの管理だけでなく、術後長期にわたる呼吸器
合併症への配慮が重要である．
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集中治療患者における五苓散の体液管理に対する効果

滋賀医科大学
滋賀医科大学

1）
3）

医学部 附属病院 薬剤部、2）滋賀医科大学
救急集中治療 医学講座

医学部

附属病院

看護部、

赤羽 理也 1）、吉田 和寛 2）、橋本 賢吾 3）、山根 哲信 3）、辻田 靖之 3）、高橋 完 3）、江口 豊 3）
【目的】集中治療領域では多種多様の疾患が集まり、西洋薬と異なる複数の生薬の複合体である漢方薬の使用が注目されている。
今回アクアポリン作用により水分代謝調節作用を有する五苓散の臨床的有用性について検討した。
【方法】2015/3～6 当院 ICU 入
院患者に五苓散が投与された 14 名の患者（男／女：11／3、年齢：67.9 ± 12.8）について五苓散投与開始前の指標と開始後一週間
の指標を後方視的に比較した。指標として IN/OUT バランス、尿量／日、酸素化（PO2/FiO2）
、炎症（CRP）とした。
【結果】投
与期間は 8.9 ± 8.1 日、開始前と比べ開始初日の IN/OUT バランス（ml）
（405 ± 216、-267 ± 318）は低下傾向にあった。尿量／日（ml）
（1822 ± 390、2273 ± 570）、PO2/FiO2（324 ± 18、341 ± 24）は上昇した。
【症例】75 歳、男性。心不全が悪化し CHDF 目的で ICU
入室。肺炎、腎不全も伴う全身浮腫に対し五苓散（2.5g × 3）を入室 7 日目に開始。開始前 BUN は 30.1mg/dL と血管内脱水を認めた。
開始後、体重は 4kg 減量、初日に IN/OUT バランスはマイナス、尿量／日の改善が見られた。PO2/FiO2 は開始前に比べ開始 7 日
目には良好となった。CRP も開始 20 日目の投与中止日には改善を示した。
【考察】心不全に伴う胸水、慢性腎不全に伴う浮腫、炎
症に対する効果が認められた。集中治療領域における五苓散の効果は、それ自体が治療の主薬になることは無いと思われるが、利
尿剤だけでは効果不十分な症例で相加作用を期待できると考えられる。
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コロイド製剤の使用に関する研究と専門診療科との関係

東京医科歯科大学

医学部附属病院

集中治療部

足立 裕史、塩田 修玄、原茂 明弘、大森 敬文、増田 孝広、丸山 史、若林 健二、中沢 弘一、槇田 浩史
急性期の初期輸液の選択について、コロイド製剤の適否が論じられて久しい。近年、本邦でもボルベンが上市されたが、その使用
に関する議論も盛んである。重症例に関するコロイドとクリスタロイドの製剤投与については Cochrane Library でも常にアップ
デートされているが、コロイド製剤についてはほぼ否定的な結論が述べられ続けている。今回、研究論文の結論・評価と、各研究
チームの背景との関係を検討した。【方法】PubMed から主にコロイド製剤の使用に関する比較対象研究を抽出し、その有効性を
クリスタロイド製剤と比較していると考えられるもの 300 編余から無作為に 60 編を抽出した。結語に含まれる評価を肯定、否定、
条件付き肯定（同等）に分類した。有害事象を強調していると考えられるものは否定と判断した。著者情報並びに Internet 上の紹
介等から研究チームの背景を探り、集中治療系、麻酔科系、救急・外科系に分類した。
【結果】集中治療系でコロイド製剤を肯定
しているものは 6 編に対して否定するものが 14 編、同等が 9 編だったのに対し、麻酔科系では肯定が 12 編、否定が 2 編、同等が 6
編だった。救急・外科系では肯定否定が 5 編ずつ、同等が 1 編だった。【考察】今回の preliminary な調査から結論を導き出すのは
尚早と考えられるが、集中治療系ではコロイド製剤の使用が否定的に捉えられており、麻酔科系では肯定的な状況にある事が示唆
された。また、これらの研究はコロイド製剤の開発の経過にも影響されていると考えられ、2000 年以前に行われた研究は麻酔科
系が肯定的な結果を紹介し、近年の研究は集中治療系で否定的な結果が報告されている傾向が窺えた。肯定的な結果は、微小循環
障害の改善、循環動態の維持が評価基準となっていた。一方、コロイド製剤の使用を非推奨とする理由は、当初は費用対効果の点
が強調され、その後、凝固障害、近年の腎障害等の有害作用へと論点が変わりつつあると考えられた。
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小児における血管内治療周術期輸液管理の盲点

学校法人聖路加国際大学

1）

聖路加国際病院

術野で大量輸液されていた一例

麻酔科、 マサチューセッツ総合病院
2）

橋本 学 、岡部 宏文 、藤田 信子 、青木 和裕 1）、長坂 安子 2）、片山 正夫 1）、岡田 修 1）
1）

1）

1）

背景小児周術期の輸液管理は成人に比べ循環血液量が少ないため簡単に過剰輸液に陥りやすい。また、近年、低侵襲である血管内
治療の症例数は増加傾向にある。こうしたことから、小児における血管内治療では不感蒸泄が少なく注意が必要である。小児病院
ではない当院において、小児の血管内治療の周術期管理を経験したので報告する。症例 7ヶ月男児。身長 62cm、体重 5200g。在胎
38 週 1 日に帝王切開にて出生。出生時体重 3116g。右半身の不全麻痺を認め脳動静脈奇形が指摘された。5ヶ月時より脳動静脈奇
形による水頭症の状態が悪化し痙攣が発症、同疾患に対する血管内治療目的で当院に転院となった。当院来院時、痙攣については
フェノバール内服でコントロール良好であった。既往歴ヒルスシュブルング病に対して、前医にて全身麻酔下で回腸瘻増設、胃瘻
増設施行。周術期に大きな問題なし。右腎は多発性腎嚢胞で無機能腎。周術期管理合計 4 回の血管塞栓術が企画された。術前より
回腸瘻からの水分漏出が多く、経口摂取に輸液を加えて脱水を防止した。1 回目の手術において、麻酔時間 6 時間 44 分に対し静脈
ラインからの輸液量は 192ml、尿量 78ml、出血少量であり通常の輸液管理を行った（3.2ml/kg/hr）が、術野より造影剤とともに
700ml の生理食塩水が付加されていることが術後にわかった（23.2ml/kg/hr）
。集中治療室に入室し、利尿剤投与により合併症な
く周術期管理を行うことができた。2 回目以降は術者と水分付加について話し合いを設けることで、過負荷を防ぐことができ、順
調な経過をたどった。結論血管内治療では、静脈ライン以外の水分付加があり、循環血液量の少ない小児では特に考慮が必要であ
る。特に当院のような小児病院ではない一般病院では、注意が必要である。術者との密なコミュニケーションをとることにより安
全に周術期管理が行えた。
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右心不全に対する中心静脈圧を指標とした輸液管理について。

堺市立総合医療センター

1）

集中治療科、2）徳島大学病院

救急集中治療部

小原 章敏 、村上 紗羅 、熊澤 淳史 、小畠 久和 、西村 匡司 2）
1）

1）

1）

1）

2015 年 3 月 -6 月に当院 ICU に入室したショック患者で右心不全と考えられる
症例は 7 例であった。右心不全の明確な定義はないが、肺うっ血のない低血
圧と中心静脈圧が 10mmHg 以上かつ中心静脈圧波形が noncompliant pattern
を示した場合とした。5 例が distributive shock で、2 例が hypovolemic shock
で あ っ た。 臨 床 上 輸 液 を 躊 躇 す る の は こ の よ う な 状 況 で あ る と 考 え る。
Trendelenburg position は持続的な血圧効果はないが、一時的な反応を見る目
的には有効であると考えている 1）。Trendelenburg position もしくは下肢を
90 度挙上し、平均動脈圧の上昇が中心静脈圧の上昇を上回った場合、輸液有
効と判断している。逆の場合、強心剤、ECMO の適応と考えている。当院の
CVP guided infusion のアルゴリズムを提示し、実際の臨床応用例を動画で供
覧する。また、一般的なショックの分類に右心不全の概念が欠落しているこ
とが輸液管理を解かりにくくしている可能性があると考え、当院の臨床に則
した分類も併せて提示する。1）Shock. 2013 Oct;40（4）:303-11
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当院における成人 ECMO 症例の検討

京都府立医科大学附属病院集中治療部、2）京都府立医科大学附属麻酔科学教室

1）

三井 誠司 1）、井上 美帆 1）、田畑 雄一 1）、加藤 祐子 1）、石井 祥代 1）、黄瀬 ひろみ 1）、成宮 博理 1）、木村 彰夫 1）、佐和 貞治 2）
背景）京都府立医科大学附属病院においても成人 ECMO 症例が増加しつつある。当院集中治療部（当 ICU）における 2014 年 4 月
から 2015 年 8 月の間の成人 ECMO 症例について調査し、文献的考察を交えて検討した。方法）当 ICU において独自運用している
データベースから成人 ECMO 症例を抽出、症例の背景・死亡率・ECMO 稼働日数・ICU 滞在日数・在院日数・合併症を調査した。
結果）当該期間における ICU 入室患者 610 例のうち、ECMO 症例は 12 例で全例 VA-ECMO であった。内訳は ECPR4 例・Cardiac8
例で死亡率はそれぞれ 75％・50％で生存例は全員が生存退院していた。循環不全の原因としては心筋炎または急性冠症候群に伴
う循環器疾患が過半数を占めていた。生存例における合併症で大きな問題となったのは下腿のコンパートメント症候群による末梢
神経障害であった。考察）”2011 年の ELSO の ECLS 介入タイプと予後の累計要約 ” によれば Adult-Cardiac の生存退院率は 39%、
ECPR におけるそれは 29% である。症例数が少ないために断定的な結論を出すことは性急であるが、Cardiac indication に対する
VA-ECMO 症例の予後に比べると ECPR 例の成績には改善の余地があると考えられる。
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腹臥位手術開始後に気づいたアナフィラキシーショックの一例

戸畑共立病院麻酔科、2）戸畑共立病院外科

1）

増田 直樹 1）、平湯 恒久 2）
【はじめに】多くの病態で、乳酸値を指標とした治療の有効性が報告されている。腹臥位手術中に発症したアナフィラキシーショッ
クの手術継続、術後管理の判断指標に乳酸を使用し有用と思われた一例を経験したので報告する。【症例】62 才男性。高血圧、糖
尿病の既往、腰椎椎間板ヘルニアに対しブロックは効果なく内視鏡下ヘルニア摘出を予定。プロポフォールで麻酔導入、気管挿管、
セボフルラン・レミフェンタニル・ロクロニウムで維持、麻酔開始後 20 分腹臥位、35 分セファゾリン投与開始、40 分執刀、その
後 SBP70mmHg、55 分ノルアドレナリン（NA）0.05mg 投与、58 分直接圧挿入 SBP60mmHg・皮膚発赤ありアナフィラキシーと
判断し手術中止アドレナリン 0.2mg 投与、60 分乳酸 1.8mmol／L、麻酔下に 20 分間 SBP110mmHg 維持・発赤消失・乳酸 1.1mmol
／L で 80 分手術再開・メチルプレドニゾロン投与（MPS）
、200 分手術終了、ICU 入室 4 時間後 SBP80mmHg ・乳酸 3.8mmol／L・
皮膚発赤で輸液負荷・NA0.1 γで SBP120mmHg 維持、ICU16 時間発赤消失・尿量増加・乳酸 1.8mmol／L、ICU30 時間 NA 中止、
ICU46 時間 MPS 中止・ICU 退室した。ヘルニアの症状は消失し術後 12 日退院した。
【まとめ】血圧低下は、皮膚発赤や血中トリプ
ターゼ濃度（80 分）21 μ g／L でアナフィラキシーショックと診断した。原因確定検査は実施せず、経過から抗生剤が原因と考えた。
術前抗生剤は通常執刀 30 分前頃に投与するが本例では遅れ、腹臥位や執刀など循環に影響する因子と重なりアナフィラキシーの
診断が遅れた。手術の継続はバイタルの安定と乳酸値の低下で判断した。ICU で 2 相性アナフィラキシーとなり、輸液負荷、
MPS、NA で治療した。治療の離脱もバイタルサインや乳酸値で判断した。
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当院 ECMO 患者の短期転帰についての検討

東京都立小児総合医療センター

1）

救命・集中治療部、2）東京都立小児総合医療センター

臨床工学技士室

本村 誠 、新津 健裕 、居石 崇志 、渡邉 伊知郎 、中山 祐子 、齊藤 修 、清水 直樹 、吉田 拓司 2）
1）

1）

1）

1）

1）

1）

1）

【背景】ELSO 報告では ECMO による生存率が上昇してきているが、生存率だけではなく神経学的転帰を含めた ECMO 管理の品質
が問題になってきている
【目的】ECMO 患者の生存退院率および神経学的転帰を評価する
【方法】2010 年 4 月から 2015 年 5 月の期間で 18 歳以下の全 ECMO 症例を後方視的に検討した。生存退院および神経学的転帰を短期
転帰とし、神経学的転帰に関しては Paediatric Cerebral Performance Category（以下、PCPC）を用いて評価し、PCPC が 1-3 ま
たは変化なしを良好な転帰とした
【結果】ECMO は全 63 症例（新生児 12 例、小児 51 例）、年齢 6ヶ月（0-192）
、体重 5kg（2.4-33）
、男女比 1：1.5、ECMO 適応（呼吸
25 例、循環 19 例、ECPR19 例）、生存退院 35 例（55.6%）
、死亡退院 28 例（44.4%）
、頭蓋内出血 10 例であった。また生存退院 35 例
中 34 例（97.1%）が PCPC において良好な転帰であった。解析の結果、生存退院率に関係する因子は年齢、体重、PIM2、頭蓋内
出血であった（p ＜ 0.05）
【考察】当院 ECMO の生存退院率は ELSO 報告の 63％と比較しても遜色がなく、神経学的転帰においても海外報告（PCPC 転帰良
好 95%）と同様の結果であることから、当院 ECMO 患者の短期転帰は良好であり、ECMO 管理の品質もまた良好であると考えた
【結語】ECMO の短期転帰は良好であったが、小児患者であるが故に ECMO 管理品質の向上のためには、より長期にわたる転帰の
フォローが必要である
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敗血症性ショックに対する VA-ECMO の使用経験

公立豊岡病院但馬救命救急センター病院
番匠谷 友紀、小林 誠人、蕪木 友則、門馬 秀介、岡 和幸、松井 大作、吉岡 崇、前山 博輝、杉野 貴彦、藤崎 修
【目的】当センターにおける敗血症性ショックに対する VA-ECMO 導入症例を検討し，その有用性を評価する．【方法】対象は，
2010 年 4 月から 2015 年 6 月までの間に VA-ECMO を導入した敗血症性ショックの患者 6 例．主要評価項目を 28 日生存率，副次評価
項目を VA-ECMO 離脱に関連する因子（患者背景，疾患・起炎菌，時間関係，検査結果，循環動態，治療内容等）とした．
【結果】
生存率は 50.0% で，APACHE2 スコアは平均 33.5 点，標準化死亡比は 0.66 であった．疾患は肺炎が 3 例，起炎菌は肺炎球菌が 3 例
で最多であった．VA-ECMO は来院後 5.2 ± 2.6 時間で導入し，VA-ECMO 導入前の循環動態は大量輸液およびカテコラミン
（catecholamine index（以下 CAI）25.8 ± 8.8ug/kg/min）投与下で平均動脈圧 54.8 ± 9.6mmHg であった．全例でエンドトキシン吸
着療法（PMX-DHP）を併用した．VA-ECMO 離脱率は 66.7% で，離脱群の VA-ECMO 施行時間は 39.5 ± 15.5 時間であった． VAECMO 離 脱 に 関 連 す る 因 子 で は， 導 入 前 の 乳 酸 値（ 非 離 脱 群 VS 離 脱 群：12.7 ± 1.2VS6.5 ± 2.2（mmol/L）, p=0.02） と base
excess（-24 ± 2.6VS-8.9 ± 2.3（mmol/L）,p ＜ 0.01）で有意差を認めた．VA-ECMO 導入までの経過時間，CAI，心収縮能低下の有
無 , 導入前心停止の有無 ,VA-ECMO の血流量は，VA-ECMO 離脱の有無との関係性を認めなかった．VA-ECMO 導入後，離脱群で
はカテコラミン量が減少し乳酸値低下を認めたが，非離脱群は改善なく数時間で死亡した．
【結語】敗血症性ショックに対する
VA-ECMO は bridging use のツールとして有用で，標準化死亡比を改善させた．
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FP-211

心臓手術後の ECMO 管理における病院間連携についての検討

日本医科大学

付属病院

麻酔科・ペインクリニック

大森 知恵、杉田 慎二、竹田 晋浩、坂本 篤裕
他院での心臓手術後の呼吸循環不全に対して、当院で ECMO 管理を行い救命しえた 2 例を経験したので報告する。 症例 1:71 歳
男性。AMI に対し緊急で VSP 閉鎖、CABG を施行された。術後心不全から呼吸不全となり、腎不全を合併した。人工呼吸、
IABP、CRRT を行ったが POD3 に P/F 比＜ 100 となり循環不全も認めたため VA-ECMO を開始した。長期の ECMO 管理について
相談を受け、同日に当院へ ECMO のまま搬送された。当院で 1 度 ECMO 回路を交換し、循環の安定をみてから心不全管理を開始し、
POD7 に ECMO を離脱した。POD8 に紹介元の病院へ人工呼吸、IABP 挿入のまま転院搬送した。症例 2:65 歳女性。AS、TR に対
して待機的に AVR、TAP を施行された。POD10 に RCA の完全閉塞を認め、緊急 CABG 施行となったが、大動脈内の生体弁に血
栓が付着しており、redo-AVR が追加となった。血栓症については HIT が疑われた。術後右室梗塞により多臓し器不全となり
POD13 に当院搬送となった。人工呼吸、カテコラミン投与、IABP によっても多臓器不全が進行したため、ECMO 適応ありと判
断し CCU から ICU に転棟し同日 VA-ECMO 導入となった。導入後は比較的すみやかに循環不全が改善し、多臓器不全も改善した。
心機能の改善をみとめ、POD18 に ECMO 離脱に至った。POD19 に人工呼吸を離脱し、IABP 挿入のまま POD21 に紹介元へ転院搬
送した。 今回の症例では、他院での心臓手術後の重篤な合併症に対して当院での ECMO 管理が奏功した。適切に病院間連携を
とれたことが救命できた理由の一つであり、搬送システムの構築でより救命できる可能性が示唆された。

FP-212

肺結核による敗血症性ショックに対して ECMO 管理が必要となった 1 症例

東邦大学医療センター大森病院

救命救急センター

豊田 幸樹年、一林 亮、小泉 雅之、佐藤 大輔、横室 浩樹、吉原 克則、本多 満
【背景】重症敗血症 / 敗血症性ショックに対するガイドラインが発表され、以降敗血症性ショックに対する治療は標準化されつつ
ある。循環蘇生に対し輸液・昇圧剤・強心薬の使用法についての解説があり、これにより敗血症の救命率が向上したとの報告もあ
る。しかし、標準的治療に反応せず重篤な経過をたどる症例もいる。一方で、ECMO は敗血症性ショックで通常の循環蘇生に反
応しない症例に対して効果的であったという報告がある。結核による敗血症性ショックで ECMO 管理を必要とした症例を経験し
たため報告する。
【症例】49 歳男性、＜主訴＞意識障害＜現病歴＞ 2015 年 4 月某日家族が訪ねて行ったところ意識障害を来してい
る本人を発見し救急要請、当院救命救急センター搬送となった。＜来院時現症＞ GCS E2V2M5、BP 64/-、HR 140/min、SpO2
90% ＜ O2 10L/min ＞、BT 34.8 ℃、 両 肺 に coarse crackles（+） ＜ 来 院 時 検 査 所 見 ＞ WBC 4600/ μ l、PLT 33000/ μ l、CRP
15.1mg/dl、CT 上両肺に浸潤影、びまん性の粒状影を認めた＜入院後経過＞喀痰から Gaffky 10 号結核菌を認め肺結核による敗血
症性ショックと診断。EGDT に準じた蘇生を行うが多量の昇圧剤を使用しても循環改善なく心機能抑制も認めたため VA ECMO
を導入。ECMO 導入後は循環改善、第 3 病日に心機能も改善したため VA → VV ECMO へ変更した。集学的治療を継続したが第
10 病日臓器不全の進行のため死亡した。【考察】本症例は最終的には臓器不全の進行で救命できなかったが、ECMO を導入するこ
とで呼吸循環動態は維持可能となった。敗血症性ショックに対して ECMO を必要とする症例は多くはないものの、標準的治療に
反応しない症例に対しては ECMO を使用しなければ救命できないと考えられる。VA → VV へのスイッチを必要としたがその方法
も今後検討する必要がある。【結語】敗血症性ショックによる重篤な呼吸・循環不全に対して ECMO は有用な治療選択肢になりう
ると考えられた。

FP-213

大動脈内バルーンパンピング症例における直線加圧方式非観血的血圧測定の検討

東北大学病院

1）

麻酔科、2）東北大学病院

集中治療部、3）東北大学

医学部医学研究科

藤峯 拓哉 、齋藤 浩二 、亀山 良亘 、吾妻 俊弘 、江島 豊 、星 邦彦 、山内 正憲
1）

2）

2）

3）

3）

2）

麻酔科学・周術期医学分野

3）

【背景】従来より行われている非観血的血圧測定は減圧方式で測定され、実際の収縮期血圧よりも高いカフ圧を要し、1 回の測定
につき一定の時間を要する。また、種々の要因によってエラーが発生し、連続して再加圧が行われる場合がある。肢が過剰に高い
カフ圧に長い時間暴露されることで、被検者には不快感が生じるのみならず、出血、神経障害などの有害事象が懸念される。日本
光電社製の Linear inflation tech NIBP（iNIBP）は直線加圧方式が採用されている。加圧しながら測定を行うため、収縮期圧測定
とほぼ同時に測定が終了し、従来の減圧方式よりも短時間で加圧暴露時間が短いという利点がある。しかしながら iNIBP は従来の
減圧方式と比較してノイズを有する症例に対しての検討は十分になされていない。【方法】対象は上肢で観血的動脈圧（ABP）測
定がなされており、同側上肢にマンシェットが設置可能で、大動脈内バルーンパンピング（intra-aortic balloon pumping ; IABP）
を施行中の患者で構成した。循環動態が安定している状態で ABP を記録した後、iNIBP による血圧測定を 1 分毎に 3 回行った。評
価項目は iNIBP での測定成功回数とした。iNIBP で測定不能の場合は自動的に減圧方式で測定が行われ、その場合はその回数を記
録した。
【結果】3 回成功 3 例、2 回成功例 3 例、1 回成功例 2 例、iNIBP 測定不能例は 3 例で、うち減圧法成功例 2 例、減圧法測定不
能例 1 例であった。
【考察】オシロメトリック法ではノイズとなる波形の症例においても iNIBP は減圧方式と組み合わせることで、
より非侵襲的で実用的なモニターとなる可能性がある。今後はさらに症例数を増やし、評価項目に ABP、iNIBP での収縮期血圧、
拡張期血圧を加えて比較検討する予定である。
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FP-214

衝心脚気に経肺熱希釈法による連続モニタリングを行った 1 例

大分市医師会立アルメイダ病院

救命救急センター

中島 竜太、稲垣 伸洋、徳田 隼人
高拍出性心不全をきたす脚気は現在でも様々な理由により引き起こされる。今回我々は衝心脚気例に対して EV1000 Clinical
PlatformTM（以下 EV1000TM, Edwards Lifesciences, Irvine, USA）を使用し、連続的な血行動態測定を行い、衝心脚気の治療に関
して考察を加えた。
28 歳女性、大酒家。自宅内で倒れていた所を発見され救急搬送された。来院時 Hb 1.5g/dL, Ht 6.8%, と重度の貧血、20mmol/L も
の著明な高乳酸血症を呈しており、胸部レントゲンでは心不全所見を認めた。上部消化管出血による高度貧血、出血性ショック、
これらによる高拍出性心不全を疑い、緊急内視鏡検査、輸血を施行するも頻脈、低血圧が遷延するため、EV1000TM で血行動態測
定を施行した。測定結果から衝心脚気を疑い、thiamin1000mg 以上の大量投与を行い、ようやく血行動態は安定した。経過中に体
液バランスは +5200mL に及んだが、利尿薬を使用して是正し左心不全は発症しなかった。
過去の衝心脚気の報告では、thiamin 投与後に後負荷が上昇し左心不全至った例もあるが、本症例では EV1000TM によりそれに至
る経過が観察された。また治療に必要な thiamin の投与量は 100mg との例が散見されるが、効果が出るまで投与を繰り返すことが
必要であることが読み取れた。

FP-215

非手術的治療を受けた急性大動脈解離患者の人工呼吸器装着頻度とその関連因子

福島県立医科大学

医学部

麻酔科学講座

江花 英朗、箱崎 貴大、大石 理江子、中野 裕子、五十洲 剛、黒澤 伸、村川 雅洋
【序言】急性大動脈解離は死亡率の高い重篤な疾患だが，血栓閉塞型や Stanford 分類 B 型の症例には，主に非手術的治療が選択さ
れる．しかし，これらの患者にも急性期に酸素化障害をきたすことがあり，人工呼吸管理を要することも少なくない．今回我々は
非手術的治療を受けた急性大動脈解離患者に対して，人工呼吸を行った頻度と関連因子について比較検討した．【方法】2010 年 6
月から 2015 年 6 月までに当院集中治療部に入室し，保存的治療を受けた急性大動脈解離患者 36 症例（A 型 16 例、B 型 20 例）を対
象とし，非侵襲的または侵襲的人工呼吸の有無と人工呼吸を要した患者の臨床的特徴について後方視的に診療録を調査した．入室
時の SOFA score，入室 24 時間以内の APACHEII score，受診 24 時間以内の最高白血球数，最高 CRP 値，最高 CRP 値までの日数，
BMI，受診 24 時間以内の最高体温，最低 P/F 比，ICU 滞在日数について検討した．【結果】急性大動脈解離非手術的治療中の患者
における人工呼吸器装着頻度は 27.8％であった．Stanford A 型，B 型でそれぞれ 37.5％，20％であった．人工呼吸を要した患者の
特徴として ICU 滞在日数が長く（5.7 ± 2.9 vs. 2.8 ± 0.7, P=0.001）
，最高体温が高く（38.0 ± 0.7 vs. 37.3 ± 0.3, P=0.017）
，P/F 比が
低かった（149 ± 65 vs. 217 ± 77, P=0.016）．SOFA score，APACHEIIscore，受診 24 時間以内の最高白血球数，最高 CRP 値，最
高 CRP 値までの日数，BMI では両群に有意差はなかった．【考察】急性大動脈解離の保存的療法における人工呼吸器装着頻度は
33％と報告されており，自験例と類似していた．酸素化障害の原因としては炎症，胸水，無気肺が報告されている．早期に生じた
ごく小さな無気肺でもその閉塞領域が感染源となり，閉塞後数時間で発熱を生じうるとされている．炎症の状態を反映し，簡便に
測定できる体温のモニタリングは急性大動脈解離非手術的治療患者の呼吸器装着を予測するツールとして使用できる可能性があ
る．

FP-216

周産期心不全により陽圧呼吸を要した 2 例

淀川キリスト教病院

救急・集中治療科

三木 豊和、山本 幸司、的井 愛紗、長田 俊彦、堀 雅俊、原 悠也、藤本 善大、則本 和伸
【目的】妊娠中の急性心不全により人工呼吸管理を要した 2 例を報告する。いずれも妊娠高血圧および病的浮腫を背景とする心原
性肺水腫の病態であり、陽圧管理が有用だった。【症例 1】30 歳 G0P0（今回妊娠をのぞく）23 歳 腹腔鏡下左卵巣嚢腫摘出新鮮
胚移植にて二絨毛膜二羊膜性双胎妊娠が成立。妊娠 23 週 3 日、子宮頸管長 16mm と短縮、切迫早産にて子宮収縮抑制剤投与。妊娠
26 週 軽度妊娠高血圧および全身浮腫増悪し、1.2kg/ 週の体重増加。妊娠 27 週 5 日、38 度の発熱と呼吸困難感が出現。SpO2:80%
と低下、呼吸不全にて帝王切開術を施行。第一子：1066g（-0.14SD=44.4%tile）男児 第二子： 726g（-2.44SD= 0.7%tile）男児 手術
時間：45 分、術中出血量：1207mL（羊水込）右肺のみの片側性肺水腫をみとめ、POD2 まで持続陽圧呼吸管理（NPPV）を必要と
した。機能性 MR を認めたが、POD20 には消失。
【症例 2】42 歳、G5P0SA5、子宮頸部円錐切除（2002 年）
、内膜症腹腔鏡手術（2010
年）
、体外受精を 8 年行うが採卵困難となり米国にて卵子提供を受けた。妊娠 40 週 2 日に自然破水し入院。入院時血圧 BP 147/93
SpO2 88%。胸部 X 線にて軽度胸水、肺水腫認めたため、同日に緊急帝王切開術になった。マーカインにて腰椎麻酔をし仰臥位に
なった時に呼吸状態悪化、マスクバギングし、SpO2 85-92%, BP 130/70 HR 130 のため挿管となった。全身麻酔にて施術した。
児 3295g 男児 ap 8/9 Cord ph 7.04/ BE-17.4 手術時間 33 分、出血 280g（羊水込）
。術後 2 日目まで ICU にて集中管理を行い、
心エコーにて EF46％ FS23% 中等度 MR を認め周産期心筋症と診断した。 フロセミド 20mg/ 日の内服を開始。アーチストを徐々
に増量し術後 25 日目に退院、術後 37 日目には回復した。
【結論】晩産化により、周産期心不全の発症頻度の増加が予測される。呼
吸苦の出現時は、周産期心不全を鑑別に挙げ、心不全兆候を確認するとともに、胸部 X 線や心エコーを行なう必要がある。
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FP-217

当院における循環動態モニターのこれまでの推移と現状

独立行政法人

1）

労働者健康福祉機構

千葉労災病院

臨床工学部、2）同

循環器内科、3）同

小倉 健 、長見 英治 、山内 雅人 、高村 卓志 、伊良部 真一郎 、森脇 龍太郎
1）

1）

2）

3）

3）

救急・集中治療部

3）

【背景】千葉労災病院はこれまで主に心疾患のある患者の術中モニターとして Vigileo を使用し、重症疾患に対しては Swan-Ganz カ
テーテルを挿入しての Vigilance によるモニタリングを行っていた。その後、平成 23 年 7 月に HCU を 4 床で開設し、平成 25 年 10
月には新診療棟の完成に伴い 4 床の ICU を運営開始。平成 26 年 8 月には 6 床へ、更には平成 27 年 3 月に 8 床へ増床したことで循環
動態モニターの使用頻度が増加した。当院は現在まで Edwards 社製の Vigileo を 4 台、Vigilance を 2 台、EV1000 を 3 台、PULSION
Medical systems 社製の PiCCO2 を 1 台、オスピカメディカル社製のエスクロンミニを 2 台と徐々に所有台数が増加しており、導入
対応、保守管理を臨床工学技士（CE）が行っている。【目的】HCU 開設から現在（ICU：8 床）までの当院における循環動態モニ
タリングの推移と現状を報告する。【対象】平成 23 年 7 月の HCU 開設時から H27 年 6 月までの HCU/ICU 入室患者のうち、循環動
態モニターを導入した症例を対象とした。
【結果】導入件数（導入率）
：H23 年（7 月～12 月）18 件（9.1％）
、H24 年 46 件（11.5％）、
H25 年 45 件（16.5％）、H26 年 90 件（24.1％）、H27 年（1 月～6 月）62 件（25.3％）と年々増加を示した。診療科別導入率では内科
が 59.8％と高い導入率を示した。【考察および結語】救急・集中治療領域では早期診断、治療が求められ、循環動態モニターを用
いることで指標データを数値化、グラフィック化することで、他職種間で状態把握や情報共有が容易となり得る。他方で循環動態
モニターの低侵襲化、測定項目の充実化・明瞭化に伴い今後、集中治療患者においてはレントゲン撮影せずに肺水腫の状態把握な
どが可能となるレベルまでの精度向上を期待したい。

FP-218

胸部大動脈ステントグラフト内挿術後に合併した敗血症性ショックの 1 例

日本大学病院

臨床工学室

山中 光昭、三木 隆弘、二藤部 英治、古川 エミ、関根 玲子、江口 友英、辻 一宗、岡本 一彦
【はじめに】急性大動脈解離の中でも、臓器虚血等を合併した症例は極めて予後不良である。近年、胸部ステントグラフト内挿術（以
下 TEVAR）は合併症を有する Stanford B 型急性大動脈解離の治療法として期待されている。そこで、当院で臓器虚血を来した急
性 B 型大動脈解離に対し、TEVAR を施行したが、術後の敗血症性ショックにて救命できなかった 1 症例について、今後の治療に
対する方策を含め検討した。【症例】50 歳代男性。仕事中に背部から腰部の痛みを自覚し、右下肢の痺れ、息苦しさを感じて搬送
された。入院後の CT 検査にて急性 B 型大動脈解離と診断された。【経過】CT 画像より腎動脈および腸間膜動脈血流は確保されて
いると判断され、降圧および鎮痛管理による保存的治療を行う方針となった。第 3 病日に尿量低下による肺水腫を来すも利尿薬の
投与および NPPV による呼吸管理にて改善した。しかし、第 5 病日に大量の嘔吐と腹部膨満、腎機能の増悪を認めた為、TEVAR
を行なった。術後、急速な呼吸・循環不全となり、人工呼吸管理と PMX-DHP および PMMA 膜を用いた CBP を施行した。しかし、
循 環 動 態 の 改 善 得 ら れ ず、 第 6 病 日 に 死 亡 退 院 と な っ た。
【 考 察 】 術 後 の 虚 血 再 灌 流 障 害（ 以 下 I-RI） に よ り Bacterial
Translocation を引き起こし、敗血症を合併したと思われる。I-RI や敗血症の病態には炎症性メディエーターの関与が推測される。
その為、メディエーター除去は病態改善に有効であると考えられる。本症例にてメディエーター除去の目的で血液浄化を導入する
も救命には至らなかったが、今後は血液浄化療法導入のタイミングや施行方法などについて検討する余地がある。また、臓器障害
を合併している症例に対し、術後の I-RI が生じる可能性があることを認識し、術前より合併症を軽減する対策を整えておくことが
重要であると考えた。【結語】臓器虚血を伴う急性 B 型大動脈解離に TEVAR を行う際は術後の I-RI の対策を十分考慮する必要が
あった。
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PCPS を用いて救命できた 1 症例の経験

医療法人沖縄徳洲会

中部徳洲会病院

集中治療部

仲地 勝弘、宮城 翔太、古謝 竜太、森山 めぐみ、上 恵理子、渡慶次 賀博、永井 優子、翁長 朝浩、西島 功、伊波 潔
【はじめに】重症呼吸不全から心肺停止となった症例に対し補助循環、急性血液浄化療法等を用いた集学的治療により救命できた
症例を経験したので報告する。
【症例】43 歳女性。発熱を主訴に独歩で来院された。来院時の所見では会話は可能であったが血圧、
SpO2 は測定できず、心拍数 150 回 / 分、呼吸回数 35 回 / 分、体温 39.1℃、インフルエンザ迅速検査は A 型陽性であった。入院後よ
り人工呼吸器管理にて治療が開始されたが、翌朝に突然の徐脈から心肺停止となり心肺蘇生を行うも VT 波形による PEA が持続
したため PCPS、IABP の導入となった。同日に SHEDD-fA、PMX-DHP、終了後からは CRRT を施行し、さらに劇症型抗リン脂
質抗体症候群が疑われたため血漿交換療法を追加施行した。第 5 病日より胸部 X 線写真では White out となり ECMO への移行が検
討されたが、皮下気腫等の影響により体表心エコーによる心機能評価が困難であり、ECMO 移行への判断が難しい状況であった。
第 6 病日には人工肺より血漿リーク、遠心ポンプからも異音が発生したため人工肺回路一式交換を余儀なくされたことから、経験
的判断を考慮し ECMO への移行が決定した。その後は第 13 病日に ECMO、第 14 病日に IABP、第 16 病日に CRRT を離脱し、第
22 病日に ICU から病棟への転床となった。【考察】本症例のように重症呼吸不全を伴う循環不全に対して導入された PCPS の場合、
心機能の回復とともに Mixing Zone が下がってくると考えられるが、自己肺機能が改善されていない場合は ECMO へ移行するタ
イミングが非常に重要となる。しかしながら現在はどの程度の心機能改善で V-V ECMO へ移行できるのか明確な基準がなく、さ
らに評価が困難な場合は判断がさらに難しくなるため、今後の検討課題であると考えられた。
【結語】今回の症例経験から、各種
ガイドラインに経験的要素を組み合わせた院内基準の策定と見直しが必要であると考えられた。
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心筋保護液ミオテクターR の有用性（院内調剤 St.Thomas 第 2 液との比較検討）

岡村記念病院 ME 科、2）岡村記念病院麻酔科、3）岡村記念病院心臓血管外科

1）

吉沢 崇 1）、竹内 均 1）、小林 涼 1）、高橋 美帆 1）、山口 智也 1）、芳賀 拓 1）、飯塚 宏 1）、水口 紀隆 1）、大竹 一信 2）、榎本 栄 3）
【はじめに】当院では、開心術の心筋保護液として St.Thomas 第 2 液をベースとした薬品点数 6 点の院内調剤薬（ST）を使用して
いた。業務の簡素化や安全性の向上を目的に市販のをミオテクターR をベースとした薬品点数 2 点でカリウム濃度を ST 同等にした
調剤薬（M）へ変更した。今回、M 液に変更後の安全性、心筋保護効果、手術成果について後向きに比較検討した。
【対象及び方法】
2012 年 8 月～2014 年 7 月に行われた予定大動脈弁置換術（AVR）連続 58 症例を対象とした（2013 年 7 月 31 日に M 液に変更）。変
更前 27 症例（ST 群）と変更後 31 症例（M 群）を比較検討した。ST 液の組成は 5％糖液、マンニットール S、マグネゾール、メイ
ロン 8.4％KCL、リドカインであり、注入回数により組成を変更した。M 液では注入回数により KCl の濃度を変更した。患者背景、
術中因子、血液生化学検査（CK、CK-MB、LDH）、術中の使用薬剤（ノルアドレナリン、ドパミン、ドブタミン、ニトログリセ
リン、ニカルジピン）の術中投与量・投与時間、インシデント数について比較検討した。【結果】年齢（平均±標準偏差、ST 群
vsM 群 ）75 ± 9vs73 ± 11 歳 p ＝ 0.63、LVEF58 ± 10vs56 ± 12 ％、p ＝ 0.53 人 工 心 肺 時 間 96 ± 12vs100 ± 18 時 間、p ＝ 0.35、 術 後
CK-MB 418 ± 147vs430 ± 131IU/L、p ＝ 0.75 術中使用薬剤、インシデント数に差はなかった。心筋保護液量 1930 ± 231vs2365 ±
606mL、p ＝ 0.0008 と心筋保護注入回数 3.3 ± 0.4vs4.2 ± 1.0 回、p ＝ 0.0004 は M 群が有意に多かった。
【まとめ】M 群で心筋保護液量、
心筋保護注入回数が増加したのは、M 液に変更後、術者が交代した影響と考えられる。M 液に変更することによって薬品点数を
減らして業務を簡略化した。心筋保護効果、手術成果に影響なく、安全に変更できたと考えられた。
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IVR-CT 導入による E-CPR 施行への影響

大阪府立急性期・総合医療センター
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臨床工学室、2）大阪府立急性期・総合医療センター

高度救命救急センター

砂原 翔吾 、森本 良平 、佐藤 伸宏 、菊池 佳峰 、上野山 充 、木田 博太 、木口 雄之 、藤見 聡 2）
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【はじめに】2011 年 8 月より高度救命救急センター内の初療室に CT と Angio 装置を備えた IVR-CT を設置し、全ての救急患者の初
期診療をそこで行っている。設置する以前は、来院時心肺停止患者における侵襲的心肺脳蘇生法（以下 E-CPR）のための送脱血
管挿入はブラインド下で行ってきた。
【目的】IVR-CT 導入前後で、E-CPR における送脱血管挿入の安全性や PCPS 導入までの時間などがどのように変化したかを明らか
にする。
【方法】2009 年 2 月から 2015 年 3 月までに当院に搬送された来院時心肺停止患者のうち、E-CPR にて心肺蘇生を行った 28 例を対象
に、病院到着から PCPS 導入までの時間、1ヶ月後の生存率、生存退院率、PCPS 導入に伴う合併症の有無について後ろ向きに分析
した。従来の初療室で行われた 11 例（従来群）と IVR-CT 導入後の 17 例（IVR-CT 群）に分けて比較検討を行った。
【結果】患者背景では年齢・男女比・心原性疾患における 2 群間の有意差を認めなかった。病院到着から PCPS 導入までの平均時間
は 従 来 群 vs IVR-CT 群 に て 35.6 ± 11.2 分 vs25.9 ± 7.3 分（p ＜ 0.05） で あ り 有 意 差 を 認 め た。1ヶ 月 後 の 生 存 率 は 63.6%vs52.9%
（p=0.70）、生存退院率は 54.5%vs52.9%（p=1）であり、生存退院患者のうち神経学的予後良好率（CPC:1-2）は 50.0%vs66.7%（p=0.62）
で有意差を認めなかった。PCPS 導入に伴う合併症では、送脱血管の誤挿入が従来群で 2 例あったが、IVR-CT 群では大きな合併症
は認めなかった。（p=0.15）
【考察】IVR-CT の導入に伴い、送脱血管挿入の際も透視下にて行うことで、短時間で確実に行う事ができるようになった。
【まとめ】IVR-CT の導入により、PCPS 導入時間の短縮および合併症の減少につながった。
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動画を含めた ECMO 回路交換マニュアルの作成と交換実施後の改訂

東京女子医科大学東医療センター

臨床工学部

坂口 祥章、今泉 力也、石井 真佐隆、松本 健一、鮫島 麻子、岡本 遼、小林 利道、芝田 正道、川名 由浩
【目的】ECMO 回路交換には迅速な対応が求められる。当院、臨床工学部のマニュアル整備の一環として ECMO 回路交換マニュア
ルを動画にて作成した。今回、ECMO 回路交換を経験し、動画マニュアルの有用性を確認する一方、不備や修正点が見えたので
報告する。
【マニュアル】大腿動静脈アクセスでの V-A ECMO 施行時を想定したマニュアルであり、手順の要旨は以下のようになっている。
1. バックアップ遠心ポンプによりプライミングを行う。2. ポンプ回転数および酸素流量を同条件でセットし鉗子を噛んでおく。3. 医
師 1 名、臨床工学技士 1 名、看護師 1 名により交換作業を行い、鉗子操作により直ちに循環を再開する。
【回路交換】今回の症例は右内頚静脈送血、左大腿静脈脱血にて V-V ECMO を導入したが、4 日目に遠心ポンプより異音がしたた
め回路交換に至った。カニューレ挿入部位が離れていたことや人数の確保が可能であったことから、ECMO 循環停止時間短縮の
ため当日の救命 ICU 担当技士以外に他部署技士 3 名に協力を依頼し、医師 2 名と技士 4 名で行った。回路交換手順は技士全員が把
握しており、役割を確認し、技士主導のもとトラブルなく速やかに回路交換作業を遂行できた。しかし、回路と送血カニューレの
接続を外した際に少量の失血があったことや新旧回路の絡まりが発生した。
【改訂点】アクセスが離れている場合を想定した交換手順や回路の取り回しについての追記、遠心ポンプを回転させたままの交換
であるため交換時に鉗子操作についての注意喚起の追記、さらにブレンダー酸素濃度や人工呼吸器設定変更についても追記する必
要があると考えられた。
【結語】動画を含めたマニュアルは回路交換手技の理解度を高め、安全で速やかな回路交換の遂行につながったと思われる。今回
得られた課題以外にも考えられる危険や注意事項を追記しマニュアルを改訂する。
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当院における重症心不全チームの立ち上げについて

心臓病センター榊原病院
心臓病センター榊原病院

1）
4）

臨床工学科、2）心臓病センター榊原病院 循環器内科、3）心臓病センター榊原病院 心臓血管外科、
看護師、5）心臓病センター榊原病院 理学療法士、6）心臓病センター榊原病院 薬剤師

中島 康佑 1）、林田 晃寛 2）、平岡 有努 3）、門田 啓 4）、奥村 佳史 6）、斎藤 和也 5）、田村 幸二 4）、浮森 佐知子 4）、三宅 孝子 4）、
坂口 太一 3）
当院は ICU30 床（現在の稼働は 16 床）を有する心臓を中心とした急性期病院である。しかし主治医が各科のまま患者管理を行う
Open ICU で Intensivist が存在しない。Intensivist がいることで死亡率や在院日数など outcom が改善する事が知られているが、
ECMO（VA・VV 含む）患者においても成績向上に寄与するものと考えられる。そこで慢性心不全チーム立ち上げとともに、多
職種による多角的視野を持って「全般的機能回復」を目的とした重症心不全チームの立ち上げを 2014 年 10 月に行った。対象は
ECMO 症例全般、期間は ECMO 離脱翌日までとし、チームで話し合った 1 週間分の検査を統合セット化し ECMO 挿入時にオー
ダー、これらの検査結果や職種別に設定した項目について毎朝 8:15 に多職種で集まりカンファレンスを行うことでその日の問題
点・方針を決定した。更に症例毎の反省点をカンファレンスにフィードバックすることで、Dr. やその他コメディカルスタッフの
教育にもつながっているものと考えている。2012 年 9 月から現時点での 30 日生存率はチーム介入前 32/73（43%）
、介入後 6/19（32%）
と重症度の評価が難しいことや、症例数が少ないことから一概に比較は出来ないが、成績向上には至っていない。しかし介入後の
水バランス（前 1893 ± 1719mL vs. 後 1271 ± 1797mL P=0.0062）
、栄養を 48 時間以内に開始出来た群（前 17% vs. 後 55% Odds
ratio 5.8 95% 信頼区間 1.32-25.4）送脱血のサイズ変化（前 15.81 ± 4.75Fr vs. 後 16.26 ± 2.28Fr P=0.0022 前 19.61 ± 3.95Fr vs. 後
19.73 ± 0.73Fr P=0.0002）など様々な変化が見られている。今回当院における重症心不全チームの立ち上げの経験と、成績向上に
関する項目の検討・問題について報告したい。
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千葉労災病院における ECMO 小経験報告

独立行政法人

1）

労働者健康福祉機構

千葉労災病院

臨床工学部、2）同

救急・集中治療部

長見 英治 、久我 洋志 、小倉 健 、堀川 俊之介 、岡崎 徹 、山口 友生 、高村 卓志 2）、伊良部 真一郎 2）、森脇 龍太郎 2）
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【はじめに】千葉労災病院は昭和 40 年 2 月に開院し地域がん診療拠点病院、地域医療支援病院などを取得した 400 床の病院である。
臨床工学技士は、平成 18 年 10 月に増員し現 6 名で 24 時間 on call 体制をとっている。当直は行っていないが心臓カテーテル検査・
PCI、ペースメーカ手術時のプログラマ操作や外来チェックおよび遠隔モニタリング管理、高気圧酸素治療（個人用装置 2 台）
、ま
た整形外科の脊髄手術や脳神経外科の腫瘍摘出および耳鼻咽喉科手術における画像ナビゲーションの操作、さらに人工呼吸器、除
細動装置、各種血液浄化装置など生命維持管理装置などの業務に積極的にかかわっている。そのような中、平成 21 年 11 月に救急・
集中治療医師が着任し、新病院開院にともなって ICU を新設したことにより、特に VA-ECMO（VA）および VV-ECMO（VV）
が増加傾向にある。今回、若干ではあるが当院の ECMO の小経験を臨床工学技士の視点から報告する。
【結果】集計期間は平成 24 年から平成 27 年 4 月で、VA は右房脱血、総腸骨動脈送血、VV は大腿静脈アプローチの下大静脈脱血、
右内頚静脈アプローチの上行大静脈であった。VA は 5 例（男性 5）
、40～71 歳（中央値 57）
、稼働時間は 5 時間 58 分～17 時間 29 分（中
央 15 時間 55 分）で開始した箇所は救急外来や心カテ室および整形外科病棟で、整形外科病棟での肺塞栓症の患者 1 例のみ社会復
帰することができた。VV は 5 例（男性 4）、17～80 歳（中央値 66）、稼働時間は 12 時間 8 分～114 時間 17 分（中央値 62 時間 21 分）
で開始した箇所は全て人工呼吸管理された集中治療管理中で、社会復帰例は 2 例であった。
【結語】今後は、スキルアップして、VA および VV ともに早急な対応を実践し一人でも多くの患者を救命し社会復帰できる患者を
増やしたい。

FP-225

当院における心肺停止蘇生後患者の予後と来院早期採血データとの関連

滋賀医科大学
滋賀医科大学

1）
3）

医学部
医学部

集中治療部、2）滋賀医科大学 医学部 麻酔学講座、
救急集中治療医学講座、4）滋賀医科大学 医学部 家庭医療講座

宮武 秀光 1）、水野 隆芳 2）、北村 直美 1）、山根 哲信 1）、藤野 和典 3）、辻田 靖之 1）、田畑 貴久 2）、高橋 完 1）、松村 一弘 4）、江口 豊 2）
（背景）心肺停止蘇生後患者に対する低体温療法は、神経保護作用だけでなく感染や出血等の合併症の増加も指摘されており、脳
機能予後を早期に評価できるマーカーが求められている。今回我々は、心肺停止心拍再開後昏睡患者の来院時の採血データにおい
て、治療後の死亡率、脳機能予後、重症度と関連について調査を行った。（方法）対象は 2012 年 6 月から 2015 年 2 月までに当院に
来院した患者に 35 度で低体温療法を施行した連続症例とし、30 日死亡率、CPC（Celeberal Performance Category）
、10 日後の
SOFA score と来院時から 3 日間の採血データとの関連を検討した。（結果）対象患者は計 25 例（男：19 名、女：6 名、平均年齢：
67 ± 19.8）。初期波形は VF：11 例、PEA：3 例、asystole：11 例であった。全体の 30 日生存例は 16 例で CPC の内訳は CPC1：7 例、
CPC2：2 例、CPC3：1 例、CPC4 :6 例であった。30 日死亡率と関連したデータは入室第 1 病日の CRP 高値、AT3 低値、第 2 病日の
AT3 低値、D-dimer 高値であった。CPC 2 以上と関連するデータは、第 1 病日の白血球数高値、血小板数低値、第 2 病日の CRP 高値、
プロカルシトニン（PCT）高値であった。また 10 日目の SOFA score 8 点以上（中枢神経系のスコアを除く）と関連したのは第 1
病日の D-dimer 高値、AT3 低値、総ビリルビン高値、CRP 高値、血小板数低値、D-dimer 高値、第 2 病日の AT3 低値、総ビリル
ビン高値、血小板数低値であった。（結論）来院時の血小板数低下は死亡率、脳機能予後、重症度いずれとも関連を認めた。PCT
は死亡率、重症度との関連は認めなかったが脳機能予後とのみ関連を認めた。D-dimer、AT3 は死亡率、重症度との関連は認めた
が、脳機能予後との関連は乏しかった。
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数学的呼吸モデルにおける酸素運搬量クリティカル曲線

横須賀市立市民病院

1）

麻酔科、2）済生会横浜市南部病院

麻酔科、3）神奈川県立保健福祉大学

野瀬 浩文 、北村 俊治 、奥田 純 、山口 展弘 、前島 英恵 、谷口 英喜
1）

1）

1）

1）

2）

保健福祉学部

栄養学科

3）

【目的】動脈血酸素運搬量におけるヘモグロビン（Hb）と心拍出量（CO）の関係をグラフ化し改めて見直す。
【方法】Grapher（Apple
社）にてプロットし、動脈血酸素分圧と酸素消費量は、ヴァーチャル換気モデル 1）から得た。
【結果】図に示す通り。
【考察】動脈
血酸素運搬量が組織酸素消費量と等しいときの Hb と CO の
関係をグラフ化した。数学的には静脈血酸素飽和度は 0%
となる。表題では仮にクリティカル曲線としたが、この曲
線下領域が直ちに蘇生無益性を示唆するものではない。酸
素消費量が低下すれば曲線も下方移動するため。動物実験
では、動脈血酸素運搬量の臨界値で、酸素消費量が低下し
始め同時に乳酸値も上昇し始める 2）。臨界値を酸素消費量
の約 2 倍としてグラフ化した。静脈血酸素飽和度はほぼ
50% であった。次に、混合静脈血酸素飽和度を 70% として
グラフ化した。このグラフより、例えば同一除脂肪体重で
同一酸素消費量とした男女では、Hb の性差により、男性よ
りも女性の方が CO が大きい 3）ことが示唆される。

FP-227

血栓溶解療法後の胸骨圧迫で腹腔内出血を起こした肺血栓塞栓症

順天堂大学

医学部附属

練馬病院

救急・集中治療科

高見 浩樹、浅子 英、井上 照大、近藤 彰彦、三島 健太郎、水野 慶子、小松 孝行、関井 肇、野村 智久、杉田 学
今回我々は院内発症の CPA 症例で PTE と診断した症例に対し血栓溶解療法を行った後，胸骨圧迫が原因で腹腔内出血を起こした
と思われる症例を経験した．【症例】78 歳女性【現病歴】パーキンソン病，糖尿病で当院通院中，ADL は良好．脱力を主訴に救急
搬送された．発熱を認めたが感染は否定的であったため，身体所見や検査所見から熱中症を疑って入院となった．輸液のみで全身
状態は改善し，徐々に安静度を上げていったが，第 3 病日にトイレ内で卒倒しており院内緊急コールされた．モニター上は心静止
の心停止であり，CPR を開始したところ速やかに ROSC は得られたが，その後も PEA を繰り返した．蘇生時の心臓超音波検査所
見と血液ガス分析から PTE と診断した．循環動態が不安定だったため経皮的心肺補助（PCPS）を検討したが，一般病棟での急変
であり速やかな導入ができなかったことからまず血栓溶解療法を施行した．一時的に循環動態が安定したため集中治療室へ移動し
たが，その後も再び PEA を繰り返した．腹部超音波検査では，腹腔内に echo free space の出現を認め，胸骨圧迫に伴う腹腔内出
血の合併が疑われた．出血源検索のために施行した造影 CT では造影剤漏出像は認めなかった．その後再度 PEA となり，ご家族
の意向もあり最終的に死亡確認とした．【考察】本邦で 2009 年に出された PTE のガイドライン（JCS2009）では，循環虚脱のある
場合は PCPS の適応となり，施設の状況に応じて血栓溶解療法などを考慮するとされる．「継続的な質の高い」胸骨圧迫が強調さ
れるあまり，不適切な胸骨圧迫によって肋骨骨折や肝損傷などの合併症を生じることもある．重篤な PTE に血栓溶解療法を行う
場合，出血性合併症の懸念があるため危険性と有益性を十分検討する必要がある．

FP-228

Torsade de Pointes による反復する VF に対して硫酸マグネシウムと tPM で治療した食道癌術後敗血症の 1 症例

東京医科大学

麻酔科学分野

佐藤 聡子、今泉 均、関根 秀介、小山 杏奈、崔 英姫、荻原 幸彦、金子 恒樹、斎木 巌、内野 博之
【はじめに】今回、食道癌術後敗血症経過中の低 K 血症下に、譫妄治療として投与されたハロペリドールによる QT 延長症候群、
TdP，反復性 VF に対して，MgSO4 と tPM 治療が有効であった一例を経験したので報告する。【症例】70 歳代男性。身長 165cm，
体重 42kg。【既往歴】40 歳代後半に胃潰瘍で胃部分切除、3 年前残胃胃癌に対して胃全摘。
【現病歴】胸部食道癌に対する胸骨前食
道再建術の術後経過良好で POD 2 病棟へ転棟。POD 12 敗血症性ショックに対して NA で循環安定。POD 15 低 K 血症（K 2.8mEq/
L）から PVC 出現、その後、多源性 VT から一過性 VF を認めた。K 補正と硫酸マグネシウム（MgSO4）投与したが、8 時間後再
び TdP から VF となり、DC 施行後 ICU 入室となった。【ICU 入室後経過】意識 清明、血圧 120 / 78 mmHg、心拍数 86～200/ 分、
マスク酸素 5 L/ 分下で SpO2 97 %。入室後も徐脈依存性に TdP から VF 出現し数回 DC 施行。本症例では VF 出現前夜に譫妄に対
してハロペリドール（HPD）の使用が判明し、TdP の原因として低 K 血症と HPD による薬剤性 QT 延長症候群が考えられた。K
補正と共に多源性 VT、VF を誘発する徐脈防止目的に一時的経静脈ペースメーカー（tPM）を挿入し 120/ 分で開始。心拍数は第
3 病日から 100/ 分、5 病日から 80/ 分、QT 延長の改善を認め 6 病日ペーシング停止、7 病日 tPM 抜去、8 病日病棟へ転棟。その後
は不整脈の出現もなく、POD 50 リハビリ継続目的で市中病院転院となった。
【考察】本症例は、低 K 血症に加え HPD 投与により
薬剤性 QT 延長から TdP、Vf が出現した可能性が考えられた。薬剤性 QT 延長症候群では原因薬剤の代謝等の影響もあり、VF が
反復、徐脈依存性に TdP から VF 出現する場合には、その期間、tPM で治療することは有用な治療法である。
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肺塞栓症による心肺停止において，血栓溶解療法を導入し，後遺症なく救命できた 1 症例

長崎みなとメディカルセンター市民病院

集中治療科

小寺 厚志
【はじめに】循環虚脱を伴う肺塞栓症の死亡率は約 53% と報告される。今回，肺塞栓症による心肺停止において，血栓溶解療法を
施行し，後遺症なく救命できた 1 症例を報告する。【症例】 54 歳の男性（身長 168cm，体重 57kg）。急な胸痛と呼吸困難による救
急搬送中に車内で心肺停止となり，蘇生処置を受けながら当院へ到着した。Pulseless Electrical Activity で，直ちに気管挿管，ア
ドレナリン投与を開始した。2 回目のアドレナリン投与の 4 分後に心拍が再開し，心肺停止時間は約 10 分間であった。左右の瞳孔
径は 3.0mm で，ともに対光反射を認めた。血液生化学所見は，白血球数；11700/mm3，トロポニン T 値；0.048ng/ml，AST；213
U/L，LDH；663 U/L，FDP；205.5µg/ml であった。心臓超音波検査では，三尖弁収縮期圧較差は 50mmHg 以上で，肺塞栓症を疑っ
た。胸部造影 CT 検査では，両側肺動脈主幹部にかかる広範囲の血栓と左大腿静脈の血栓を認めた。以後，開眼し意思疎通も可能
となったが，8µg/kg/min のドパミン投与下で心拍数；114 回 / 分，血圧；75/42mmHg であり，ショック状態が持続したため，モ
ンテプラーゼ 14,000 単位 /kg を投与した。さらに，ヘパリン静脈内投与も併用したところ，循環動態も安定し酸素化も改善したた
め，第 3 病日には人工呼吸器より離脱した。以後，ヘパリンからエドキサバンの内服へ変更し，造影 CT 検査では，血栓は残存す
るが縮小傾向で後遺症もなく，第 21 病日に退院となった。【考察・結語】肺塞栓症に対するヘパリン＋モンテプラーゼ療法は，ヘ
パリン単独よりも再発率や死亡率が低く，カテコラミンや気管挿管の導入も少なくなると考えられている。本症例でも，早期にカ
テコラミンや人工呼吸より離脱可能となった。一方で本症例では，後に，宗教上の輸血拒否の申し出があった。致死的な出血性合
併症は認めなかったが，輸血に関する個人的事情の情報収集も重要と考えられた。

FP-230

急性腎不全を伴う蘇生後脳症に対し CHDF を施行しながら軽度低体温療法を施行した一症例

浜松医科大学医学部附属病院

1）

集中治療部、2）浜松医科大学

麻酔・蘇生学講座

加藤 弘美 、川島 信吾 、御室 総一郎 、小幡 由佳子 、土井 松幸 1）、中島 芳樹 2）
1）

1）

2）

1）

【症例】45 歳男性【既往歴】糖尿病，軽度腎機能低下【現病歴】左頬部蜂窩織炎で近医に入院したが急性腎不全を併発し，高 K 血
症による心停止を来し蘇生後に当院へ搬送となった．
【来院時現象】APACHE score 40，GCS7，ドパミン投与下であったがショッ
ク状態であった．胸部レントゲン写真で肺うっ血を認めた．
【入院後経過】ショックに対してノルアドレナリンを追加し，高 K 血
症に対してグルコース・インスリン療法を，代謝性アシドーシスに対して炭酸水素ナトリウム製剤の投与を行い，緊急 CHDF を
開始した．感染に対してメロペネムを，DIC に対してリコンビナントトロンボモジュリンを投与した．35℃の冷却を 24 時間施行し，
第 2 病日から第 3 病日にかけて 37℃まで復温した．低体温療法施行中の感染徴候の悪化は認めなかった．復温後は GCS10 となり，
人工呼吸器から離脱した．第 4 病日にカテコラミン投与を終了し，CHDF を HD に移行した．第 6 病日に ICU を退室した．【考察】
本症例は心原性心停止であり，低体温療法の適応であると判断したが，免疫力低下から蜂窩織炎が悪化することを懸念し，軽度低
体温療法を選択した．低体温療法導入時には輸液負荷が推奨されているが，腎不全による体液過剰状態のため，逆に CHDF によ
る除水を行った．低体温療法の開始後から血圧は上昇し，カテコラミンを漸減して対応した．低体温療法の施行と利尿の増加に伴
い低 K 血症となったため K の補正を行った．シバリング管理のための Mg 製剤投与は行わず，鎮痛・鎮静・筋弛緩のみで対応した．
【結語】急性腎不全を伴う蘇生後脳症に対し CHDF を施行しながら軽度低体温療法を施行し良好な神経学的予後を得ることができ
た．急性腎不全に対する加療と軽度低体温中の管理とは相反するものも多いが，注意深くモニタリングを行うことで安全に施行可
能であった．

FP-231

頸椎症手術直後に発症した椎骨脳底動脈の梗塞の一例

自治医科大学

1）

麻酔科学・集中治療医学講座、2）済生会宇都宮病院

集中治療科、3）上都賀総合病院

玉井 謙次 1）、阿野 正樹 2）、鯉沼 俊貴 1）、小山 寛介 1）、和田 政彦 1）、島 惇 1）、室野井 智博 3）、竹内 護 1）、布宮 伸 1）
【はじめに】頚椎後方固定術の小脳梗塞は椎骨動脈損傷がなければ、頻度は低い。椎骨動脈損傷はないが、固定術が原因と考えら
れる小脳梗塞を経験したので報告する。
【症例】79 歳 女性。合併症 : 関節リウマチ 糖尿病、慢性腎臓病（G4A2） 発作性心房細動
手術歴 : 人工骨頭置換術 人工骨頭抜去術（頚椎手術の 6ヶ月前に感染で抜去） 現病歴 70 歳頃から左示指のしびれを自覚し、78
歳で両手指の巧緻運動障害、下肢の運動障害が出現したため、手術の方針となった。頚椎 CT C 2/3~C 6/7 での脊柱管の狭小化が
生じている。C3/4～C4/5 レベルでの高度に変形萎縮していた。
【経過】CT ナビゲーションシステムを用いた胸椎・頚椎後方固定
術（C2～T1）を施行し、合併症無く終了した。手術室にて抜管。抜管直後は GCS4 点（E1V1M2）と意識レベルは低下あり、術中
麻薬の影響と考えていた。ICU 入室直後は GCS8 点（E3V1M4）で、術後 12 時間経過も発語を認めず、CT、MRA を撮影したところ、
両側の後下小脳動脈、上小脳動脈の血流が途絶している所見を認めた。小脳梗塞と診断し、術翌日に開頭減圧術を施行した。気管
切開を置いて入室 21 日目で ICU を退室した。【考察】頚椎症手術の合併症として椎骨動脈損傷は頻度が低いが重大である。今回は
リウマチによる骨変形と糖尿病による動脈硬化により容易に血流不全を来しやすい状態であった。術前の造影 CT を見返すと右の
椎骨脳底動脈は造影不良の所見が認められる。今回はナビゲーションシステムを用いて、損傷を出来るだけ最小限に使用とする試
みがされており、椎骨動脈損傷はなかった。術直後の意識レベルの低下や構音障害が麻酔薬の影響と区別がつきにくい状況であっ
たために発見が遅れた可能性がある。【結論】頚椎後方固定術後、椎骨動脈の損傷はなかったにもかかわらず、小脳梗塞を来した
と考えられる症例を経験した。頻度は低いが可能性がある合併症として神経学的観察を行う必要がある。
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術後一過性脳梗塞症状を呈した、冠動脈大動脈バイパス手術の考察

公立陶生病院

救急救命センター

平松 拓也、市原 利彦、川瀬 正樹、中島 義仁
（目的）冠動脈大動脈バイパス手術（以下 CABG）は周術期に脳梗塞を発生することはしばしばあり、希なことではない。今回
CABG 後麻痺が起こり脳梗塞かと思われたが、薬剤の影響であった可能性があり、その考察を含め報告する。
（対象）81 歳男性、
腹部大動脈狭窄にて大動脈ステントの既往があり、透析患者である。胸痛を主訴に不安定狭心症にて緊急 CABG となった。術前
の頭頸部血管の精査は通常は MRA、頚動脈エコーをしているが緊急のため施行できなかった。特に脳梗塞の既往はない。（結果）
on pump beating CABG2 枝をおこなった。手術時間は 5 時間 39 分で、人工心肺離脱も容易であった。IABP は第 2 病日抜去できた。
第 1 病日から左側片麻痺とミオクローヌスを認め、脳梗塞と考え、CT、神経内科依頼、CT には明らかな梗塞巣はなく、第 3 病日
抜管し、意識はクリアであった。第 4 病日から麻痺はなくなり、ミオクローヌスはクロナゼパムで対処し、第 8 病日に消失した。
第 25 病日独歩退院した。当科は周術期鎮痛と鎮静を分けた管理を常時行っている。その使用薬剤は、フェンタニルクエン酸、プ
ロポフォール、デクスメデトミジンである。（考察）術後の急性期脳梗塞は、低血圧、低潅流、粥状塞栓とも言われている。以前
にもプロポフォールで局所兆候があり改善した症例も経験しており、術後の一過性の麻痺はあたかも脳梗塞と判断されたが、結果
的薬剤性、遷延するプロポフォールかデクスメデトミジンによるものと示唆された。どちらの薬剤にその傾向があるかは不明であ
るも、このような麻痺の症状を呈することがあることを経験した。
（結語）CABG 後脳梗塞と思われた一過性の左側麻痺を経験し、
薬剤による局所兆候と考えられた 1 例を経験したので、若干の文献的考察を含め報告するとともに、ICU で同様な経験を持たれる
医療者に問いかけたい。
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めまいを主訴とし初回 MRI 拡散強調画像での早期診断が困難であった脳幹梗塞の一例

第二岡本総合病院

1）

救急集中治療部、2）第二岡本総合病院

松田 知之 、山根 毅郎 、森下 洋子
1）

2）

麻酔科

2）

脳梗塞による急性めまいを診断する際には、問診、神経学的所見、画像診断などを総合的に評価する必要がある。拡散強調画像
DWI で超急性期の脳梗塞を診断し治療方針を決定するのが一般的であるが、脳幹梗塞では超急性期偽陰性率が高いとされる。今
回我々は、浮動性めまいを主訴として来院し急性期に DWI で偽陰性であったために梗塞に対する治療介入に遅れをきたした症例
を経験した。浮動性めまい発症から 10 時間経過し来院。頭蓋内病変検出のため CT ならびに MRI を施行した。FRAIR、T2 像で異
常なく、MRA では左椎骨動脈の描出不良があるもの DWI を含めた MRI 像では急性期異常病変は検出されなかった。その後時間
経過とともに右下肢のしびれが出現さらに上下肢麻痺へと神経学的症状の増悪をきたしたため、発症 17 時間後に再度 CT ならびに
MRI の再検を施行したところ DWI にて橋左側に新鮮虚血を疑わせる画像所見をみとめた。その後既往としての睡眠時無呼吸症候
群に加え球麻痺症状の増悪が相まって呼吸不全をきたし気管挿管のうえ人工呼吸が必要となった。急性期脳梗塞に対する DWI の
偽陰性率は発症 3 時間以内の場合 26％、12 時間以内でも 19% ともされる。脳幹・小脳梗塞に対する DWI の偽陰性率は、さらに高
くなる。発症後 24 時間以上経過しても DWI で約 30％は偽陰性を呈するとの報告があり、画像所見は感度の限界を踏まえて、あく
まで参考情報として扱うべきで画一的な治療方針の決定は戒められるべきであると思われた。

FP-234

右内頚動脈 - 後交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血 day3 に小脳脳幹梗塞を呈した 1 例

金沢大学病院

集中治療部

吉川 陽文、岡島 正樹、谷口 巧
【背景】くも膜下出血（SAH）の 4~15% にたこつぼ型心筋症（TCM）が合併する。稀ながら TCM は血栓を形成し、塞栓症を起こ
すことがある。われわれは SAH day3 に小脳脳幹梗塞を起こし、その原因として TCM による血栓塞栓症が考えられた症例を経験
したので報告する。
【症例】45 歳、男性。×月×日 18 時 30 分、性行為中に突然の頭痛を訴えたのち、意識障害にて救急搬送。診
察にて GCSE2V2M3、明らかな脳神経症状はなかったが、左不全麻痺を認めた。CT/3D-CTA にて SAH と右内頚動脈－後交通動
脈分岐部動脈瘤があり、同日瘤内塞栓術が行われ、術後に ICU 入室し水頭症に対してスパイナルドレナージを挿入した。入院時
の胸部レントゲン写真では両側の肺野透過性低下があり、ICU 入室後の経胸壁心エコーにて TCM の所見があったため、それによ
る心不全所見と考えられた。SAH day1 の時点で TCM 所見は改善していた。経過中に複数回の経胸壁心エコーを行ったが明らか
な血栓は同定されなかった。day3 に両側瞳孔散大と対光反射消失が出現したため CT/3D-CTA を施行すると小脳脳幹梗塞があり、
また後方循環の描出を認めなかった。3D-CTA の 3 時間後の MRA では後方循環の再開通を認めた。同日減圧開頭術と体外ドレナー
ジ術を施行したが、day21 に死亡退院となった。【考察】小脳脳幹梗塞を呈した原因として、血栓塞栓症、早期血管攣縮、スパイ
ナルドレナージからの髄液排出による小脳脳幹ヘルニア、椎骨脳底動脈解離等が鑑別に上がったが画像所見からは血栓塞栓症と考
えられた。血栓塞栓症を起こした原因の特定には至らなかったが TCM が関与している可能性が高いと思われた。
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甲状腺クリーゼによる心停止後に遅発性意識障害を起こした 1 例

福山市民病院

救命救急センター

山下 貴弘、宮庄 浩司、柏谷 信博、米花 伸彦、大熊 隆明、石橋 直樹
【症例】36 歳女性。
【現病歴】自宅内で昼食後に意識消失。近医に搬送され心室細動に対して除細動施行され自己心拍再開。加療のため当院に紹介と
なった。
【経過】来院時意識 GCS E4V2M4。心拍数 150 と頻脈であり眼球突出を認めた。血液検査にて TSH ＜ 0.01 μ IU/ml FT3 ＞ 30pg/
ml FT4 4.4ng/ml と甲状腺機能亢進症を認め甲状腺クリーゼによる心停止と診断した。鎮静・人工呼吸管理を行い甲状腺クリーゼ
の治療を開始した。第 6 病日に抜管したが抜管後の意識は清明であり神経学的症状を認めなかった。第 7 病日より 38℃台の発熱を
認め第 9 病日にインフルエンザ A 陽性となり意識障害を認めたため再度気管挿管を行いインフルエンザ治療を開始した。甲状腺機
能の悪化は認めなかった。第 14 病日抜管するも GCS E4V1M5-6 の状態が継続し頭部 MRI にて両側基底核に虚血性変化を認めた。
【考察】心停止後に神経学的症状の改善を得たものの全身状態悪化に伴い再度意識障害を起こし高次脳機能障害が残存した症例を
経験した。意識障害の鑑別として遅発性低酸素脳症・インフルエンザ脳症・代謝性脳症などが考えられる。確定診断には至らなかっ
たものの高体温による低酸素脳症の増悪が強く疑われた。

FP-236

当院 ICU 入院となった若年者脳出血患者の対応を考える．

沖縄協同病院

集中治療室

佐久田 豊、山内 昌喜、伊良波 禎、城間 政尚、沖山 光則、佐久川 慶
【背景】脳出血は 70 歳代以上の症例が多く , 高齢者への注意喚起は良くおこなわれている．しかしながら突然脳出血を発症する若
年患者が存在する．死亡に至る場合があり , 本人はもとより家庭や社会へ及ぼす影響は大きい．
【目的】若年脳出血患者 ICU 緊急入
院となった症例の背景を評価し , 治療方法予防対策を検討した．【方法】2011 年 7 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日までの期間に当院 ICU
へ緊急入院となった 45 歳以下の非外傷性脳出血患者をカルテ検索にて調べた．【結果】該当症例数は 51 症例．平均年齢は 38. 1 歳．
男性 33 人（64.7%）. 最年少は 17 歳．高血圧症患者が多かった．脳動静脈奇形は 5 人（9.8％）, 挿管対応を行った症例が 10 人（19.6%）,
手術を行った症例が 27 人（52.9%）, modified Rankin Scale 2 より良好な状態で退院した症例数は 31 人（60.8%）,5 人（9.8%）が死
亡退院であった．全例急性期にニカルジピン注射の治療で降圧療法を開始していた．
【考察】若年成人脳出血症例の約 10 人に 1 人
が死亡しており , この事実を広く知らしめ高血圧対策を強化する必要がある．
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発作性交感神経機能亢進（PSH; paroxysmal sympathetic hyperactivity）
：その臨床像と管理

総合病院

聖隷浜松病院

救急科

永井 友梨、土手 尚、植田 秀樹、峯田 健司、諏訪 大八郎、渥美 生弘、田中 茂
【症例】17 歳、男性。特記すべき既往歴や内服歴はなかった。バイクで走行中に対向車と正面衝突し受傷した。当院搬送時、気道
は開通、呼吸と循環も保たれていたが GCS E2V2M4 の意識障害を呈していた。脳挫傷、顔面多発骨折、骨盤骨折、右上腕骨骨折、
両大腿骨骨折、両下腿骨骨折の診断で入院となった（ISS 27、Ps 66.8）
。意識障害のため気管挿管、人工呼吸管理とし、骨折に対
し手術を行い加療継続した。頭部 CT では右前頭葉脳挫傷及び中脳腹側に少量の血腫を認めたが保存的治療とした。第 7 病日に 38
～40℃台の発熱、40～60 回 /min の頻呼吸、160～180 回 /min の頻脈、収縮期血圧 200mmHg 前後の血圧上昇、シバリングを呈する
発作が出現した。発作は数分～数十分程度持続したのちに自然に改善するものであり、1 日に複数回認めた。他の内因性疾患を疑
う所見は乏しく、頭部外傷による PSH が鑑別に挙がったが、当初はレベチラセタム、ミダゾラム、フェンタニルで対応した。そ
の後もしばしば短時間の高体温、頻脈発作がみられていた。第 16 病日に気管切開実施し人工呼吸器を離脱、その後前述の薬剤は
順次終了とした。第 42 病日に高乳酸血症や腎機能低下を伴って発作が生じたため PSH への積極的な介入としてガバペンチンの内
服を開始し、漸増した。ガバペンチン 2400mg/day まで増量したところ症状を認めなくなった。同量の内服を継続した状態で第 80
病日に転院となった。【考察】PSH は発作的に交感神経が過活動となる病態の総称であり、頭部外傷後の報告例が散見される。本
症例の激烈な発作は PSH を強く疑う典型的なもので、ガバペンチンの有効性を示唆する経過を辿った。しかし外傷の急性期では
感染や薬剤の影響、てんかん発作など類似の症候を呈する鑑別疾患が多数あることや PSH 自体の認知度の低さから診断及び治療
介入が困難なことも多いと推測される。本報告を含め今後の症例の集積が診断、治療方法確立の一助となることを期待する。
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Salmonella enteritidis による体位変換時に生じる意識障害の一例

名古屋大学大学院医学系研究科

1）

救急・集中治療医学分野、2）小牧市民病院

日下 琢雅 1,2）、千田 譲 2）、徳山 秀樹 2）、松田 直之 1）
【はじめに】救急・集中治療領域において，体位によって意識状態が変容することが，診断に結びついた症例を報告する。【症例】
69 歳，男性。増悪寛解を繰り返す意識障害と発熱，下痢を主訴として，救急搬入された。搬入時，GCS15 点であるが，飲酒後で
あり JCS I-1，血圧 145/75mmHg，心拍数 120 回 / 分，呼吸数 20 回 / 分，SpO2 97%（室内気），体温（腋窩）39.2℃であった。頭部
単純 CT 像に明らかな異常を認めず，飲水で制御可能な腸炎として，帰宅を何度か試みた。しかし，体位変換のたびに意識障害を
繰り返した。既往歴として，左右の内頚動脈に高度の狭窄を認め，左内頚動脈にステントが留置されていた。髄液検査では異常所
見を認めなかったが，頭部 MRI の FLAIR 像に intra arterial sign を確認し，transient ischemic attacks（TIA）の診断として ICU
管 理 と し た。 入 室 時 の APACHEII ス コ ア は 16， 血 液 検 査 で は 血 小 板 94,000/ μ L を 特 徴 と し た。 一 方， 細 菌 学 的 評 価 で は
Salmonella enteritidis が血液と便から検出され，抗菌薬として感受性を認めたセフトリアキソンで治療した。血圧と血清乳酸値は
正常内で安定しており，敗血症性ショックとしての治療は施行しなかった。初期輸液とともに，感染と炎症の消失により，体位変
換による TIA 症状は改善した。【結語】本症例は，Salmonella enteritidis 感染による下痢と敗血症を起因として，脳血流障害を繰
り返した TIA の一例である。高度の内頚動脈狭窄を基盤として，Salmonella 感染症を集中治療管理で改善し，繰り返される TIA
を回避した 1 症例である。
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カルバマゼピンによる低 Na 血症が原因と考えられた下肢脱力発作の一症例

潤和会記念病院

1）

集中治療部、2）潤和会記念病院

成尾 浩明 、立山 真吾 、中村 禎志 、濱川 俊朗
1）

2）

2）

麻酔科

1）

【患者】70 歳台，女性．【既往歴】てんかん（カルバマゼピン（CBZ）300mg/day 内服），脳梗塞【家族歴】特になし．【現病歴】
突然の気分不良，両下肢脱力発作が出現した．一過性意識消失発作も認め当院に搬送となった .【来院時所見】意識清明．
BT:36.6℃，BP:97/65mmHg, HR:71/min, SpO2:98％（room air）. 左上下肢不全麻痺を認めた．Hb:13.8g/dL, Na:124mEq/L, K:4.7mEq/
L, Cl:86mEq/L, BS:126mg/dL, BUN:17mg/dL, Cre:0.7mg/dL, 血漿浸透圧：271mOsm/L. 頭部 MRI 検査で新鮮な梗塞や出血は認め
なかった．
【入院後経過】入院翌日の脳波検査で両側に 2～4Hz の徐波群発を認め発作性疾患が疑われた．クロバザム 5mg を追加し ,
入院 10 日後よりレベチラセタム 1000mg/day の内服に変更した．CBZ は 7 日目に漸減し，9 日目に中止した．低 Na 血症に関して
は入院 2 日後より食事開始し塩分負荷を行なった．低 Na 血症は徐々に改善し 7 日目には 129mEq/L，15 日目には 143mEq/L となっ
た．脱力発作も改善し 20 日目に退院した．【考察】部分発作の第一選択薬として使用されている CBZ は，副作用として 1.8～40％
に低 Na 血症を認め，これにより意識障害，歩行障害が認められる．本症例でも腎機能障害など認めず、CBZ による薬剤関連性低
Na 血症と診断した．CBZ が ADH 分泌調節系への直接刺激あるいは分泌抑制路の障害を起こすことによって低 Na 血症が起こると
考えられている．CBZ 内服開始 3 か月以内に出現しやすいとされているが，入院 1 か月前に増量したことが関与したのかもしれな
い．内服開始時のみならず増量時なども定期的に血清 Na 値を測定し早期に対応することが望ましい．
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可逆性後頭葉白質脳症（PRES）、腎不全を合併した高血圧緊急症の一例

東京都立墨東病院

救命救急センター

重城 未央子、柏浦 正広、田邉 孝大、杉山 和宏、明石 暁子、濱邊 祐一
【症例】29 歳、男性。 【現病歴】入院 1ヶ月ほど前から強い頭痛を自覚し、NSAIDs などの鎮痛薬を連日内服していた。入院同日、
頭痛増強し前医受診。前医の頭部 MRI にて、Diffusion 及び FLAIR で左後頭葉に高信号域が認められ脳梗塞が疑われた。また、
Cre 15.4mg/dl と腎機能障害が認められ、脳梗塞と腎不全加療目的に当救命救急センターに搬送となった。
【既往歴】幼少期に急性
腎炎症候群、10 代から尿所見異常を指摘されていた。
【来院時現症】意識レベル JCS I-1、瞳孔 3mm/3mm、対光反射両側迅速、
BP 210/140mmHg、HR 96 回 / 分、RR 24 回 / 分、SpO2 99%（大気下）
、BT 36.7℃【入院後経過】来院後、全身性間代性痙攣が出
現したため、気管挿管・人工呼吸管理を開始した。血液ガス上、代謝性アシドーシス、高カリウム血症があり、入院後直ちに血液
透析を施行した。血圧は 210/140mmHg と高値でありカルシウム拮抗薬の持続静注を開始。その後も降圧薬投与にて血圧コント
ロールを継続しながら適宜血液透析を施行した。眼底所見では、高血圧性眼底出血を認めた。第 8 病日には意識改善し、抜管に至っ
た。頭部 MRI 再検すると同部位の所見は消失しており、PRES と診断した。経過から、血液透析の離脱は困難と判断し、維持透析
導入目的に腎臓内科転科となった。【考察】腎機能障害や高血圧の精査を行ったが、原因の特定には至らなかった。腎機能障害に
関しては 10 年ほど前から尿所見異常を指摘されていたことや、エコー上腎表面不整であることから慢性経過が考えられ、今回の
急激な血圧上昇や NSAIDs 内服により急性増悪したものと思われた。PRES は、画像検査にて後頭葉を中心に広範囲な浮腫性病変
を認めるが、基礎疾患の是正により臨床所見や画像所見が可逆的に消失する疾患群である。本例は透析導入を回避できなかったが、
血圧コントロールにて意識レベルは改善し、画像所見も消失した。
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複数診療科が関与する脊椎外傷治療の連携

関西医科大学附属滝井病院

1）

救命救急センター、2）関西医科大学

救急医学講座、3）関西医科大学

脳神経外科学講座

岩瀬 正顕 、中森 靖 、齋藤 福樹 、早川 航一 、和田 大樹 、岩村 拡 、北元 健 、鍬方 安行 、淺井 昭雄 3）
1）

2）

2）

2）

2）

2）

1）

2）

【目的】複数科が関与した脊椎脊髄損傷を検討した。
【方法】我々の医療圏域には、救命救急センター2 施設、がある。両施設とも三次救命救急・ER で外傷初期傷を受け入れている。
脊椎脊髄損傷では、自施設での治療を継続するが、全診療科が 24 時間対応でないことから施設間転送で緊急手術に対応している。
【結果】救命センタに運ばれた脊髄損傷は、直接搬送 72％、域内二次医療機関から 8％、域外三次医療機関から 12％。2 症例が複数
診療科の治療が必要となり、関連施設間転送を利用して治療を完結した。症例 1 は、頸椎損傷の伴う椎骨動脈閉塞の合併で、救急医、
血管内治療医、脊椎外科医の連携を要した。症例 2 は、骨盤骨折に伴う出血性ショックと腰椎損傷で、救急医と脊椎外科医の連携
が必要であった。
【考察】2010 年 8 月に同圏域で施行された地域救急医療体制の検討では、域内搬送 97％であり、域外搬送 3％であった。外傷は搬
送全症例の 5.7％で、頸椎頸髄損傷例はこの中に含まれていた。【結語】1．脊椎脊髄症例の治療を関連施設間転送も利用して、域
内で完結する取り組について報告した。2．複数診療科が関与する脊椎外傷治療の連携の必要性について述べる
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偏食に伴う栄養障害に起因したと思われた橋中心髄鞘崩壊症（Central Potine Myelinolysis : CPM）の一例

佐世保市立総合病院救急集中治療科
宮副 祥一、松平 宗典、槇田 徹次
CPM は教科書的には低ナトリウム血症の急激な補正に伴い発症しやすいといわれている。今回我々は、搬入時血中ナトリウム濃
度 119mEq/l、等張生理食塩液にて補正し、10 時間後 125mEq/l、34 時間後 131mEq/l と緩徐に補正したにも関わらず、後日四肢
の振戦などの神経症状を呈し、頭部 MRI にて CPM と診断された症例を経験したので報告する。【既往歴】アルコール依存症の疑
いがあったが、精神科受診はなし。また発症 3ヶ月前に妊娠 23 週 6 日にて緊急帝王切開術を施行されるも死産となっており、この
際軽度の血小板減少を認めたが、他に異常所見ないため術後 6 日で自宅退院となった。
【現病歴】搬送 3 日前から摂食不能となり体
動困難となったため救急要請された。意識障害、低体温、徐脈を認め、救命救急センターへ搬送となった。画像検査では明らかな
異常所見は認めないものの、検査データ上、電解質異常、高度の貧血を認め、ICU にて全身管理を開始した。入院後、意識レベル
は急速に改善し、経口摂取も可能となったため第 5 病日に ICU 退出となった。その後リハビリ介入し、ADL の拡大を図ったが、
振戦などの神経症状の改善に乏しく、ウェルニッケ脳症も疑われたため、頭部 MRI を施行したところ CPM と診断した。発症時刻
が搬送前であったのか、或いは入院中であったのか不明であり、非典型的症例と考えられるため文献的考察を含め報告する。

FP-243

中枢神経疾患の治療中に Critical Illness Polyneuropathy/Myopathy を発症した 2 症例

京都大学大学院医学研究科 脳神経外科学、2）小倉記念病院
天理よろづ病院 脳神経外科

1）
4）

脳神経外科、3）康生会武田病院

脳神経外科、

武信 洋平 1）、石井 暁 1,2）、堀川 恭平 3,4）、荻野 英治 3）、西村 真樹 3）、滝 和郎 3）、宮本 享 1）
【背景】Critical Illness Polyneuropathy/Myopathy（CIP/CIM）は集中治療領域において，原疾患の治療後も回復の障壁となる重
要な合併症である，SIRS などの全身性重症疾患を背景にし，筋弛緩薬，ステロイドの使用，高血糖が関連する因子と考えられて
いる．今回我々は，中枢神経疾患治療中に，これらの因子への暴露を伴わない CIP/CIM を経験したので報告する．
【症例 1】22 歳男性，ウイルス性脳炎によるけいれん重積に対し，プロポフォールによる鎮静，人工呼吸器管理の上，アシクロビル，
抗けいれん薬の投与を行った．意識状態，髄液所見は改善したが，四肢弛緩性麻痺，感覚障害と共に換気量低下も伴い，気管切開
を経て，人工呼吸器離脱まで 28 日を要した．神経伝導検査にて運動神経優位の軸索型 polyneuropathy の所見があり，CIP と診断
した．発症後 6ヶ月で，筋力は改善，下肢末梢の軽度の感覚低下を残すのみに改善した．
【症例 2】72 歳男性，WFNS grade1 のクモ膜下出血にて入院となった．出血源は特定できず，水頭症に対し脳室ドレナージを行い，
プロポフォール，デクスメデトミジンによる鎮静，人工呼吸管理下に血圧管理を行った．第 4 病日に鎮静を解除，人工呼吸器を離
脱したが，四肢弛緩性麻痺を認めた．神経伝導検査，針筋電図検査にて筋原性変化，伝導ブロック両者の所見があり，CIP/CIM
と診断した．発症後 3ヶ月で，MMT4/5 程度まで改善した．
【結語】中枢神経疾患の治療中に CIP/CIM を来たした症例を経験した．従来報告されている敗血症，多臓器不全，筋弛緩薬，ステ
ロイド，高血糖への暴露がない場合でも CIP/CIM を呈することがあり，注意が必要である．
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脳機能モニタ（NicoletOneTM）を用いて癌性髄膜炎による痙攣重積発作の痙攣コントロールを行った 1 例

東京医科歯科大学医学部附属病院

救命救急センター

落合 香苗、世良 俊樹、森下 幸治、大友 康裕
【目的】癌性髄膜炎のため痙攣が重積し、長期にわたるベンゾジアゼピンの持続静注を要した患者において、NicoletOneTM と
Bispectral index（BIS）を用いて痙攣コントロールを行った症例を報告するとともに、脳機能モニタの有用性につき検討する。
【症
例】50 歳女性。2 か月前より左目の視野障害があり精査中であった。10 日前に痙攣発作を生じ、当院救命センターに搬送、入院し、
既往である乳癌の脳転移、タモキシフェンの副作用などが疑われ、かかりつけ医にて精査行う方針で 2 日後に退院した。某月某日、
自宅で不穏状態となり、救急搬送中に痙攣発作を生じ、病着後にも重積した。入院精査され、癌性髄膜炎の診断に至った。痙攣コ
ントロールに難渋し、入院第 2 病日より左右前頭極のみにて NicoletOneTM による脳波記録を開始、入院第 3 病日より BIS によるモ
ニタリングを開始し、抗痙攣薬・鎮静薬の調整を行った。抗痙攣薬多剤と併せて、ベンゾジアゼピンの持続静注を行い、痙攣発作
のコントロールがついて漸減終了に至るまで 19 日間を要した。徐々に意識レベルの回復がみられたため第 17 病日より癌性髄膜炎
に対してメトトレキサートの髄注を開始。第 18 病日に気管切開施行し、第 29 病日にはスピーチカニューレにて簡単な会話ができ
るまで回復した。第 35 病日、専門的加療目的に当院神経内科に転科とした。
【考察】経過中持続的に痙攣波の出現の有無を確認し、
ベンゾジアゼピンの投与量調節や抗痙攣薬の追加投与などを行い、意識レベルの改善を認めた。本症例では BIS で評価される部位
と同じ前頭極のみで持続脳波を記録した。筋弛緩薬投与下や短時間の脳波検査と異なり、長期間にわたって多くの電極を貼付した
まま全身管理を行うことは困難である。少ないチャンネル数でも、痙攣重積のコントロールの指標になり得ると考える。【結語】
痙攣重積患者の痙攣コントロールにおける脳機能モニタは有用である。

FP-245

「診断がついている」患者が抱えるリスク・・・入院時検査で偶然発見された致死的疾患の合併症例

藤田保健衛生大学

医学部

救急総合内科

近藤 司、田口 瑞希、都築 誠一郎、多和田 哲郎、日比野 将也、神宮司 成広、植西 憲達
ICU に収容される患者は重大な疾患や重篤な病態を抱えている。他施設からの収容依頼も多いが、既に診断が付いているか問題点
が明確になっていることが多い。しかしそこに潜んでいるとも言うべき問題点があるという経験を得たので報告する。症例）38
歳男性。近隣の総合病院からくも膜下出血の手術目的で転院搬送されてきた。7 日前に頭痛で発症し、一週間経過しても頭痛が変
化しないため受診し、くも膜下出血を指摘された。既往に高血圧、高尿酸血症があり内服治療していた。頭部 CT は WFNS-III、
Hant&Kosnic III であった。来院時現症）意識 GCS E3V4M6 血圧右 164/60 左 138/70 脈拍 90 整 呼吸 20 整 体温 37.9 度 瞳孔
左右 2.5mm 四肢麻痺なし。くも膜下出血の状況確認のため頭部 CT を撮影してから入院することとし、血圧の左右差があったため
念のため胸部まで CT を撮影したところ、Stanford A 型の大動脈解離が見つかった。患者は胸痛や背部痛など一切訴えず、心電図
異常も見られなかった。どちらも緊急手術の適応疾患であったが、くも膜下出血の治療を優先するため ICU に収容された。考察）
A 型解離は時に椎骨脳底動脈解離の合併などによるくも膜下出血を合併することが報告されており、その場合は治療に困難が伴う
とされている。A 型解離の手術に際しては抗凝固処置が必要となり、くも膜下出血とは相容れない。両者の治療時期、順序につい
ての検討が必要である。ICU 収容症例の死後剖検結果、22% に診断されていなかった重篤な他疾患が見つかったという報告もあり、
収容時には気づかれていなかった重篤な疾患が隠れている可能性は少なくない。本症例では血圧の左右差が大動脈解離の存在に気
づくためのサインであったと思われる。ICU に収容される症例について、治療対象と成致死的疾患は 1 つだけと限らず、それは他
院で診断の付いた患者についても同様である事を念頭に置いて身体所見をしっかり取ることが大切であると考えられた。
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Regional Saturation of Oxygen（rSO2）が下降性縦隔炎を併発した頚部膿瘍の循環の評価の一助となった症例

自治医科大学

医学部

麻酔科学・集中治療医学講座

玉井 謙次、島 惇、竹内 護
はじめに
INVOS（COVIDIEN JAPAN, 東京）の rSO2（Regional Saturation of Oxygen）は、心臓手術などで用いられ、循環動態の把握に利用される。今回、我々
は縦隔炎の術中に使用し、病態理解の一助となったので報告する。
症例 74 歳 男性
現病歴
当院入院の 3 日前から咽頭痛、38.1℃の発熱があり、扁桃腺炎の診断で内服治療開始した。その 2 日後に近医に入院し抗菌薬治療を開始したが、頚部腫脹・
呼吸苦増悪したため当院に緊急搬送され、手術の方針となった。膿瘍は右披裂咽頭蓋ヒダ直下近傍から傍椎体間隙・傍咽頭間隙・深頚部・縦隔を経て右主
気管支に及ぶ領域に存在していた。集中治療室（ICU）に入室し、経口挿管を行った。昇圧剤（ドパミン 10 μ g/kg/ 分）投与下に収縮期血圧が 70mmHg に
低下し、気胸を疑うも所見はなく、頚部の切開排膿術を優先した。
ノルアドレナリンを 0.1 μ g/kg/ 分で開始後、左手・耳介の SpO2 が測定困難で、前額で rSO2 を測定した。装着時、rSO2=36、血液ガスは SaO2=98％、
PaO2=189 であった。
左頚部ドレナージ直後、血圧上昇とともに、rSO2 も 60 に上昇した。一方で左手・耳介の SpO2 は測定困難だが、下肢は測定可能だった。SpO2,rSO2 を指標
に分離肺換気を行い、縦隔ドレナージを行う事が出来た。
考察
rSO2 は低灌流時も測定可能で、PaO2、Hb と相関を示す報告があるが、絶対値がなく解釈に困る事がある。
ショックを伴う頚部膿瘍であるため、当初は、低灌流よる SpO2 の測定困難と考え、rSO2 を装着した。当初は血液ガスと解離があったが、頚部膿瘍による
圧迫が介助されると、rSO2 が 30 から 60 に上昇したため、膿瘍による頚部の圧迫が血流不全の原因と診断できた。
十分なドレナージが必要と考え、分離肺換気を用いたドレナージを行う方針とした。胸部については一期的に施行できた。
結語
頚部膿瘍による脳血流の低下を rSO2 で診断できた。rSO2 は血流の低下を反映し病態理解の一助となる。
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髄液検査では診断し得なかった，くも膜下膿瘍を伴う侵襲性肺炎球菌感染症の 1 例

山梨大学

医学部

救急集中治療医学講座

菅原 久徳、松田 兼一、森口 武史、針井 則一、後藤 順子、柳沢 政彦、原田 大希、高三野 淳一、吉野 匠、河野 洋介
57 歳女性，当院神経内科に白質脳症疑いでかかりつけであった． 自宅にて意識障害が認められた後痙攣が持続したため救急要請，
当院へ搬送となった．救急外来到着後，pulseless VT が出現，直ちに CPR を実施し自己心拍の再開を得，同日当院 ICU へ入院となっ
た．ICU 入室時，GCS 3 で呼吸，循環動態は安定していた．原因検索のため行った CT 検査では頭蓋内に占拠性病変や出血性病変
を認めず，胸腹部にも有意な所見は認めなかった．脳 MRI 画像では脳溝に沿って T2WI/FLAIR での高信号を認めた．細菌性髄膜
炎を疑い腰椎穿刺を行ったが髄液検査では髄膜炎を示唆する所見を認めなかった．血液検査でも炎症反応の上昇を認めず，本症例
は白質脳症の進行による痙攣からの心肺停止および低酸素脳症と判断し，低体温療法を開始した．しかし開始後すぐに昇圧剤不応
性の血圧低下を認めたため第 2ICU 病日から平温療法に切り替えた．同日行った血液検査では，白血球数の低下，肝逸脱酵素の上
昇，腎機能障害，DIC が認められ，敗血症性多臓器不全を疑い MEPM の投与を開始した．その後，プロカルシトニン，IL-6 の上昇，
また来院時の血液培養でグラム陽性球菌が検出され，検鏡にて Streptococcus pneumoniae の可能性が高いと考えられ，侵襲性肺
炎球菌感染症の診断となった．腎機能障害，高サイトカイン血症に対し PMMA-CHDF を開始，DIC に対しては各種血液製剤の投
与を行ったが，多臓器不全は進行し，第 3ICU 病日に VT が出現，その後血圧低下，pulseless VT へ移行し同日，死亡確認となった．
病理解剖にて，くも膜下腔に膿瘍が存在することが明らかとなり，同部位のグラム染色にて白血球の集簇と少数のグラム陽性双球
菌を認めた．この所見より，本症例はくも膜下膿瘍を伴う肺炎球菌性髄膜炎であったことが判明した．遷延する意識障害を呈する
感染症症例は髄液検査偽陰性でも細菌性髄膜炎の可能性を念頭に置いて治療すべきであると考えられる．

FP-248

星状神経節ブロックを用いた老人性認知症治療の途中経過

医療法人社団

1）

廣徳会

岡部病院、2）佐賀県医療センター好生館

岡部 廣直 1）、中嶋 保則 1）、兒玉 謙次 2）
＜はじめに＞社会問題化している老人性認知症患者（SD）は 2025 年には 700 万人に達すると予測されている。星状神経節ブロッ
ク（SGB）用いて治療した SD 症例の有用性を示す。＜方法＞ 1 症例左右 SGB を 5 回ずつ 1 クールとして 3 クール計 30 回、35 症例
に対して、改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）ならびに Mini-Mental State（MMS）で比較検討した。＜結果＞ HDS-R
ならびに MMS において有意差はなかった。しかし、痴呆性老人 ADL 自立度判定基準 3 以下において有用で、2a もしくは 2b へ軽
快した。＜考察＞ SGB の適応は疼痛管理のみならず若杉、影嶋らは難治性自律神経疾患において有用であると述べている。その
機序は、おそらく恒常性維持調節機構の中心的存在である視床下部の microcirculatoin の改善によると推定されている。これをヒ
ントに脳循環血液量増加による視床下部機能改善等から考察した。＜結語＞ SD の早期治療において SGB とリハビリテーションの
併用は有用といえる。

FP-249

100km ウォークを契機に発症した横紋筋融解症で急性腎機能障害を生じた 1 例

健和会大手町病院

1）

救急科、2）健和会大手町病院

麻酔科

三浦 正善 、三野 大地 、前田 穰 、吉村 真一郎 、竹内 広幸 2）、下里 アキヒカリ 2）、西中 徳治 1）
1）

1）

1）

2）

症例は 50 歳の男性，100km-walk のイベントに参加して 18 時間の歩行を行った。イベント終了の数時間後に水様性の下痢が出現し
さらに数回の嘔吐があった。その後，両下肢の痛みと全身の倦怠感が出現したため当院救急外来を受診した。受診時の血液検査に
て CK 201,200 IU/l，BUN 91 mg/dl，Cr 6.34 mg/dl と横紋筋融解症および急性腎機能障害を認めたため ICU に入院となった。急
性腎機能障害に対して急速大量輸液と利尿剤の投与を行ったが反応せずほぼ無尿の状態であったため，同日緊急血液透析を行っ
た。血液透析時に循環動態が不安定となったため，その後の 2 日間は持続的血液濾過透析を施行した。第 4 病日より HD に変更し，
その後 11 日間で計 6 回の血液透析を必要としたがその間に尿量の増加と腎機能の改善を認めたため，第 19 病日に独歩退院となっ
た。長時間のマラソンやウォーキングにより CK の上昇や血尿が出現することは知られているが，血液透析を必要とする急性腎機
能障害に至った症例は比較的まれである。今回ウォーキング後に下痢と嘔吐が出現しており，ウイルス性腸炎や食中毒などの消化
管疾患による脱水の合併が急性腎機能障害の増悪因子と考えられた。

－ 828 －
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バスキュラーアクセスカテーテルを左下大静脈へ挿入した一例

広島市立広島市民病院
青山 文、上野原 淳、田窪 一誠、松本 森作、寺田 統子、宮本 将、上原 健司、鷹取 誠
【緒言】左下大静脈の出現頻度は、肉眼解剖学的研究で 0.1-1.8%、CT に基づく画像診断で 0.04-1% と非常に稀な血管正常変異であり、
バスキュラーアクセスカテーテルを留置した報告はこれまでない。今回バスキュラーアクセスカテーテルを左下大静脈へ挿入し、
他血管への迷入が疑われた症例を経験したので報告する。
【症例】19 歳男性、NMDA 受容体脳炎疑いで意識障害のため入院した。
気管切開、γグロブリン投与、ステロイドパルス療法施行し、意識障害は改善したが、四肢麻痺残存するため、血漿交換目的に右
大腿静脈よりバスキュラーアクセスカテーテルを挿入した。挿入後、先端位置確認のため腹部単純 X 線写真を撮影したところ、先
端位置異常あり、他血管への迷入が疑われた。入院時に精査目的のため撮影した造影 CT を見直すと、左下大静脈が確認され、今
回の挿入は迷入ではないことが分かった。本症例では、右下大静脈は CT 上、下流は腸腰筋レベルで管腔構造は消失し、索状化し
ているものと考えられ、上流は左下大静脈が右下大静脈に合流後、右心房へ流入していた。造影 CT 確認後に、腹部超音波検査施
行し、左右下大静脈及び、カテーテル先端が左下大静脈内であることを確認した。血腫や、左下大静脈径の狭小化は認めなかった。
ガイドワイヤーやカテーテル挿入時の抵抗はなく、血液逆流、点滴滴下は問題なかった。予定通り血漿交換施行し、送脱血ともに
問題なく施行出来た。【結語】今回、右大腿静脈から左下大静脈へバスキュラーアクセスカテーテルを挿入し、安全に血漿交換を
施行できた一症例を経験した。血管正常変異の可能性を念頭におき事前の CT 及び腹部超音波での確認、及び留置カテーテル先端
位置異常の早期覚知することが重要である。

FP-251

意識障害の改善に High Performance HDF が有効であった劇症肝炎の 1 例

高知赤十字病院

1）

救命救急センター、2）高知赤十字病院消化器内科

藤本 枝里 1）、安岡 やよい 1）、村上 翼 1）、廣田 誠二 1）、原 真也 1）、島津 友一 1）、山崎 浩史 1）、西山 謹吾 1）、佐々木 紫織 2）、
岩村 伸一 2）
【背景】本邦では急性肝不全における意識障害に対して、High Performance HDF（以下 HP-HDF）の有用性が報告されてきた。
今回、肝性脳症 4 度の意識障害をきたした劇症肝炎急性型の症例に、2 回の HP-HDF を施行し意識状態の著明な改善を得られたの
で報告する。
【症例】63 歳の女性。特記既往はなし。数日前からの全身倦怠感と食欲不振を主訴に前医を受診し、黄疸を指摘された。
血液検査で GOT:1657、GPT:1212、T-Bil:9.6（D-Bil:5.6）
、％PT:23.2、HPT:13.0％と肝機能低下と凝固系異常を認め、急性肝炎の疑
いで当院に紹介された。腹部造影 CT 検査では肝全体にまだらな造影効果を認めたが、肝萎縮は認めなかった。入院後は血漿交換
とステロイド投与、グルカゴンインスリン療法を開始したが、入院 4 日目に見当識障害を認め、肝性脳症 2 度の意識障害が出現した。
6 日目に肝性脳症 4 度の昏睡状態に増悪したため、意識障害の改善目的に大面積 PMMA 膜である BG-2.1PQ を用いて HP-HDF（血
液流量 :150～180ml/min、透析液流量 :500ml/min、濾過流量 :2000ml/hr、置換液は重炭酸リンゲル液を使用）を 8 時間施行したと
ころ、徐々に発語が見られるようになった。8 日目に 2 回目の HP-HDF を施行すると、意識は清明にまで回復した。その後肝機能
は順調に回復し、入院 34 日目に軽快退院となった。【考察・結語】HP-HDF は、高流量下に拡散と濾過の原理を同時に用いること
により、肝性脳症の誘因となる低分子のサイトカインや中分子の NH3 などの有害物質を効率よく除去しうるとされている。血漿
交換では意識の改善が得られない重症の肝性脳症には、HP-HDF が有効と思われた。

FP-252

低腎機能を合併する冠動脈バイパス手術におけるクロール値の影響

聖路加国際病院

麻酔科

集中治療室

岡田 修、片山 正夫、宮坂 勝之、青木 和裕、橋本 学、藤田 信子、篠浦 央、岡部 宏文、篠田 麻衣子、秋山 類
【背景】近年、周術期における高クロール血症による腎機能への影響が報告されている。低腎機能に対する周術期の輸液は高カリ
ウム血症を回避するために、生理食塩水を基本とする輸液が行われる傾向があり、高クロール血症を来しやすい状況と思われる。
【目的】低腎機能を合併する冠動脈バイパス手術症例におけるクロール値の影響を検討する。【対象】2012 年 1 月から 2014 年 3 月ま
での当院で行われた冠動脈バイパス手術患者のうち、透析加療を受けていない腎機能低下（eGFR45ml/min/1.73m2 以下）を合併
した 23 例を検討した。
【方法】術前後のクロール値と術後の透析施行の有無、集中治療室滞在期間、入院期間を後ろ向きに検討した。
【結果】23 症例のうち、男性 18 例で平均年齢は 68.3 ± 10.8 歳であった。9 例が緊急手術であった。術前の eGFR は平均 34.0 ±
14.4ml/min/1.73m2 であった。術前のクロール値は 107.6 ± 3.2mEq/L で術直後は 110.1 ± 4.5mEq/L であったが、統計学的に有意差
のある上昇ではなかった。術後透析を行った症例は 7 症例であった。術後透析を要した 7 症例とクロール値（術前、術後、術中の
最高値、術前後の増加分、術中の最高値、110mEq/L た症例）と統計学的な相関関係は認められなかった。【結語】低腎機能を合
併する冠動脈バイパス手術に対し、高クロール血症の影響は認められなかった。
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敗血症性ショックに対する PMX-DHP の開始時期の検討

滋賀医科大学

1）

救急・集中治療部、2）滋賀医科大学

麻酔科、3）滋賀医科大学

救急・集中治療学講座

田中 智基 、宮武 秀光 、水野 隆芳 、今宿 康彦 、山根 哲信 、藤野 和典 、辻田 靖之 1）、田畑 貴久 3）、高橋 完 1）、江口 豊 3）
1）

1）

2）

2）

1）

3）

【背景】敗血症性ショックに対する PMX-DHP は国内外においてその有効性を示唆されているが、継続時間、開始時期等に関する
知見はまだ十分には得られていない。今回我々は PMX-DHP の開始時期に注目し、当院で経験した症例を元に、開始時期による死
亡率の違いがあるかどうかにつき検討を行った。【方法】2010 年 5 月から 2015 年 3 月までに滋賀医科大学附属病院集中治療室にお
いて、敗血症性ショックに対して PMX-DHP（継続時間 24 時間目標）を施行した 48 例を対象とし、心肺停止蘇生後症例を除外し
た 43 例を後ろ向きに調査した。集中治療室入室から PMX-DHP 開始までの時間において、中央値の 7 時間以内に開始した Early 群
（25 例）と、7 時間より後に開始した Late 群（18 例）に群わけし、両群の患者背景、入室時 APACHEIIscore、28 日死亡率につき
検討を行った。【結果】入室時の APACHEII スコアは Early 群においては 24.12 ± 9.46、Late 群においては 26.28 ± 9.21 であり、重
症度において 2 群間に統計学的有意差を認めなかった。また性別、体重においても同様に両群間に差を認めなかった。しかし、28
日死亡率においては、Early 群にて有意に低く（Early 群 20%、Late 群 61.1%; p=0.006）
、入室時 APACHEIIscore、年齢、性別、体
重にて調整したロジスティック回帰分析においても、28 日死亡率は Early 群にて有意に低下した（odds ratio: 0.170, 95%CI:0.0300.946,p=0.043）
。また、腹腔内疾患症例（27 例）においても同様の検討を行ったが、28 日死亡率は Early 群が有意に低いが（Early
群 6.2%:16 例、Late 群 45.4%:11 例 ; p=0.016）、同様のロジスティック回帰分析においては有意差は認めなかった（odds ratio:0.088,
95%CI:0.05-1.545, p=0.096）。【考察】本検討において早期 PMX-DHP は、敗血症ショック症例に対する 28 日死亡率を有意に低下さ
せた。後ろ向きの検討ではあるが、敗血症性ショック症例に対して、7 時間以内の可及的早期の PMX-DHP は有用である可能性が
示唆された。

FP-254

敗血症性急性腎障害患者における持続的血液濾過透析の血液浄化量と予後の検討

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科、2）東京大学医学部付属病院集中治療部、3）東京大学医学部附属病院血液浄化療法部

1）

眞弓 健吾 1）、土井 研人 2）、山下 徹志 1）、野入 英世 3）、南学 正臣 1）、矢作 直樹 2）
【目的】急性腎障害患者の持続的血液濾過透析の血液浄化量と予後の関係について検討する .【方法】当院集中治療部で 2011 年 6 月
～2014 年 4 月に急性腎障害に対して持続的血液濾過透析を施行した症例（維持透析 , 小児例を除く）125 例と , そのうち敗血症性急
性腎障害と考えられた 56 例について , それぞれ血液浄化量と 60 日死亡率の関連を検証した .【結果】急性腎障害患者 125 例に 60 日
死亡に対し Cox 単変量回帰分析を行ったところ血液浄化量は有意な予後予測因子とならなかった . 次に敗血症急性腎障害患者 56 例
に 60 日死亡に対し Cox 単・多変量回帰分析を施行したところ , SOFA スコア（ハザード比 : 1.270 , p=0.002）, 血液浄化量（ハザー
ド比 1.029 , p=0.009）が有意な予後予測因子となった .【結語・考察】敗血症性急性腎障害症例において高血液浄化量が予後悪化と
有意に関連する結果となった . 敗血症という病態に注目し , 文献的考察を加えて報告する .

FP-255

敗血症ショックに対して PMX-HP に直列回路で繋いだ CRRT 膜の検討（～AN69ST 膜と PMMA 膜～）

飯塚病院

集中治療部

安達 普至、鶴 昌太、生塩 典敬、太田黒 崇伸、竪 良太、臼元 典子、鮎川 勝彦
【背景】腹腔内感染症からの敗血症性ショックに対する PMX-HP（PMX）の有効性を否定した ABDOMIX 試験の結果が報告され
たが、本邦では敗血症性ショックに対して長時間 PMX や CRRT との併用など各施設で様々な工夫がなされ PMX の有効性が報告
されている。当 ICU でも重症の敗血症性ショックに対して、長時間 PMX と CRRT を直列回路で繋いだ血液浄化療法（PMX+CRRT）
を行っている。2014 年にサイトカイン吸着能を有する CRRT 膜である AN69ST 膜が発売されその効果が期待されているが、同様
にサイトカイン吸着除去能をもつ PMMA 膜と比較検討した報告はない。
【目的】重症の敗血症性ショックに対して PMX ＋ CRRT
を施行する際の CRRT 膜において、AN69ST 膜が PMMA 膜より有効であるか検討すること。【方法】対象は 2014 年 5 月から 2015
年 6 月に当 ICU に入室し、PMX ＋ CRRT を施行した重症の敗血症性ショック患者 24 名。CRRT を AN69ST 膜で施行した 12 名（A 群）
と PMMA 膜で施行した 12 名（P 群）の 2 群に分け、遡及的に比較検討した。主要評価項目は院内死亡率で、副次評価項目は ICU
内死亡率および ICU 在室日数とした。【結果】重症度は、APACHE 2（中央値）A 群 30.5：P 群 29.5、SAPS 2（中央値）A 群 79.5：
P 群 69 で 2 群とも非常に高く、2 群間に差はなかった。主要評価項目の院内死亡率は両群とも 50% で差はなかった（p = 1.000）。副
次評価項目の ICU 内死亡率は A 群 33.3%：P 群 41.7% と差はなく（p = 0.766）
、ICU 在室日数は A 群 11 日：P 群 10 日と差はなかっ
た（p = 0.844）。
【結論】重症度が非常に高い敗血症性ショックに対して PMX ＋ CRRT を施行する際の CRRT 膜は、AN69ST 膜と
PMMA 膜では予後に差がなかった。今後、症例数を増やしたさらなる研究が必要である。
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ICU における敗血症患者への血液浄化療法について

金沢大学病院

集中治療部

越田 嘉尚、岡島 正樹、野田 透、佐藤 康次、関 晃裕、相良 明宏、北野 鉄平、余川 順一郎、中村 美穂、谷口 巧
【背景】敗血症ガイドラインや最近の報告において、血液浄化療法が予後を改善するかどうかの結論はいまだ議論される。一方、
日常診療で血液浄化療法後に著明に状態改善をみる症例も存在する。【目的】当院 ICU における敗血症患者に対する血液浄化療法
の現状を報告する。【対象】2013 年 4 月から 2015 年 4 月までの直近 2 年間に、敗血症と診断され ICU 入室を必要とした患者。診療
録をもとに後ろ向き検討を行った。【結果】敗血症入室数 66 症例（男 38 女 28 平均 63 ± 15 歳）、ICU 入室時重症度スコアは
APACHE 19 ± 7、SOFA 7.8 ± 3.9. 感染原因は腹腔内、尿路が多くを占めた。血液浄化あり 50 例（76% PMX ＋ CHDF41 例、
CHDF 単独 9 例）、血液浄化未施行 16 例（24％）、血液浄化療法群が入室時重症度スコア（SOFA/APACHE）
、PCT 高値症例が多く。
カテコラミンの使用度が高い結果であった。カラムの選択において CHDF 単独施行症例は腎不全からの呼吸不全・体液量コント
ロール目的、また外科的感染除去不能例といった重症例が含まれていた。感染源が腹部やグラム陰性桿菌といった原因がはっきり
した症例において PMX による血液浄化後の重症度スコア改善を認めた。それぞれの各群の死亡率は 20/44/6％と血液浄化群で高
い値を示した。【考察】ICU 入室時にすでに重症度、臓器不全数が多い患者では血液浄化療法が不可避であり、予後が不良となる
結果となった。本邦において血液浄化施行・未施行の RCT は難しいが腹部・グラム陰性桿菌感染等に原因が判明している症例で
は PMX による血液浄化前後での重症度改善が期待できる。

FP-257

AN69ST 膜を用いた CHDF により救命しえた劇症型肺炎球菌感染症の一例

秋田大学医学部附属病院
中川 惟、奥山 学、五十嵐 季子、中永 士師明
【症例】65 歳女性。右耳痛が出現した翌日に発熱と倦怠感を主訴に救急搬送された。C 型肝炎と自己免疫肝炎の既往がありプレド
ニゾロンを内服していた。来院時血圧 91/54mmHg，脈拍 115/ 分整，体温 39.4℃，右耳より浸出液がみられた。血液検査上 WBC
19700，CRP 2.25，Lac 43，P-SEP 481 であった。CT を施行したが中耳炎以外に感染を疑う所見は認めなかった。CTRX 投与を開
始し全身管理のため ICU 入室となった。昇圧剤投与も開始したが，入室後さらに血圧低下がみられ，ノルアドレナリン 0.8µg/kg/
min とピトレッシン 4U/h 投与下でも収縮期血圧が 50mmHg 台，HR160 台の状態が続いた。また無尿であったため，入室 6 時間後
に人工呼吸管理とし，AN69ST 膜を用いた CHDF を開始した。開始後 6 時間ほどで血圧の上昇がみられた。入院時の血液培養から
莢膜型が 23A 型のペニシリン感受性肺炎球菌が検出され，臨床的に効果を認めていたため CTRX 投与を継続した。その後呼吸循
環動態が安定したため第 3 病日に抜管し，CHDF も終了した。なお患者は 2015 年に 23 価型の肺炎球菌ワクチンを接種していたが，
23A 型はこれに含まれていなかった。第 5 病日に状態が安定し ICU 退室，第 14 病日に退院となった。
【考察】本症例では以前より
プレドニゾロンを内服していたことが劇症化に関与した可能性がある。劇症型肺炎球菌感染症は高サイトカイン血症を特徴とする
死亡率の高い疾患であるが，本症例ではサイトカイン吸着性能をもつとされる AN69ST 膜を用いて CHDF を行ったことが救命に
つながったと考える。

FP-258

冠動脈バイパス術後 3 日目に発症した緑膿菌敗血症・ARDS に対して AN69ST 膜による血液浄化療法が奏功した一例

医療法人沖縄徳洲会

中部徳洲会病院

集中治療部

西島 功、宮城 翔太、古謝 竜太、渡慶次 賀博、永井 優子、翁長 朝浩、仲地 勝弘、森山 めぐみ、上 恵美子、伊波 潔
【はじめに】2014 年 7 月、AN69ST 膜（sepXiris）は Cytokine-absorbing hemofilter として、重症敗血症及び敗血症性ショックに対
して保険適応となった。今回我々は、心拍動下冠動脈バイパス術（OPCABG）後早期に生じた敗血症性ショックに使用し、良好
な経過となった症例を経験したので報告する。【症例】76 歳、男性。冠動脈 3 枝病変に対して、OPCABG を施行した。手術当日に
抜管、術後 1 日目には食事・歩行を開始した。術後 2 日目、中心静脈カテーテルを抜去し、術後経過は良好であった。術後 3 日目、
突然の悪寒戦慄が出現し、発熱。MEPM・VCM を投与するも病状は徐々に増悪した、6 時間後には Pulseless VT となった。除細
動にて心拍再開し、呼吸不全に対して BiPAP を開始した。敗血症性ショックと診断、AN69ST 膜を用いた血液浄化療法を開始した。
開始後 1 時間で血圧が上昇、意思疎通も可能となった。血液培養から緑膿菌が検出された。その後 ARDS・DIC を併発するも、術
後 10 日目に血液浄化療法より離脱した。緑膿菌の感染源は特定できず、腸管からの Bacterial Translocation が疑われた。術後 14
日目、一般病棟へ転床し、術後 28 日目、自宅へ独歩退院となった。
【考察】敗血症性ショックでは、サイトカインの吸着除去により、
組織酸素代謝障害を改善し生存率の向上に寄与すると期待されている。本邦では以前より、重症患者に対してサイトカインの除去
を企図した場合、吸着の原理が注目され、使用する膜の特性により転機に差が出るとの報告がされている。AN69ST 膜は強い陰性
荷電のハイドロゲルバルク層を有するため、サイトカインを吸着し、HMGB1 に対する血液クリアランスは 60ml/min と PMMA 膜
の 25ml/min より高値であることが示されている。文献的考察を踏まえ、報告する。
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重症敗血症患者における SepXiris（AN69ST）とヘモフィール CH1.8W（PMMA）の臨床使用経験とライフタイムの比較

藤田保健衛生大学

1）

医学部

麻酔・侵襲制御医学講座、2）公立西知多総合病院

集中治療部・麻酔科

原 嘉孝 、早川 聖子 、新美 太祐 、若子 尚子 、竹田 彩香 、川治 崇泰 、高木 沙央里 1）、柳 明男 1）、山下 千鶴 1）、西田 修 1）
1）

1）

2）

1）

1）

1）

我々は重症病態に対し PMMA 膜を用いた間欠的高効率血液浄化（SHEDD-fA）や CHF を積極的に行ってきた。我々は大膜面積
PMMA 膜である CH1.8W のライフタイムについて報告した。今回、メディエータ吸着能の高い新規ヘモフィルターである
AN69ST と CH1.8W のライフタイムについて比較検討したので報告する。
【方法】2013 年 7 月から 2015 年 5 月までの CH1.8W（C 群）と AN69ST（A 群）を用いた血液浄化療法を施行した重症敗血症・敗血
症性ショック症例を抽出し後ろ向き検討を行った。24 時間の施行を企図して行った施行を検討対象とした。1 本のフィルターで 22
時間以上 CHF を行えた場合を目標達成とした。検定は、Student t-test、カイ二乗検定で行った。
【結果】（mean で記載）
A 群 22 例、C 群 27 例、 の べ 施 行 本 数 は A 群 で 183 本、C 群 で 249 本 で あ っ た。 年 齢（ 歳 ）
（A 群：C 群、71.7：66.6、p=0.14）、
APACHEII ス コ ア（ 点 ）（A 群：C 群、27.5：24.7、p=0.23）
、Max SOFA ス コ ア（ 点 ）
（A 群：C 群、13.9：14.4、p=0.68）、Max
DIC スコア（点）
（A 群：C 群、5.7：6.3、p=0.26）、28 日生存率（%）
（A 群：C 群、95.4：74.1、p=0.04）であった。目標達成率（%）
は（A 群：C 群、90.4、90.0、p=0.84）であった。抗凝固療法については、両群ともメシル酸ナファモスタット（MN）を基本とし
ていた。A 群では、V-V ECMO 施行のためヘパリンのみの使用が 2 例、未分画ヘパリン（UH）併用が 2 例であった。一方 C 群では、
V-V ECMO 施行のためヘパリンのみの使用が 3 例、UH 併用が 8 例、ダナパロイドナトリウム併用が 1 例であった。
【まとめ】APACHEII スコアが A 群で高い傾向であったにも関わらず、28 日生存率は A 群で高かった。メディエータ吸着能につい
ての検討をしていないこと、膜素材が A 群と C 群で異なること、膜面積が A 群で 1.5m2、C 群で 1.8m2 であることから、単純な比
較はできない。しかしながら、ライフタイムの比較において、少なくとも AN69ST は CH1.8W と同等であると考えられる。

FP-260

AN69ST 膜使用により敗血症性ショックからの早期離脱に成功した症例

がん研有明病院
宮崎 恵美子、七松 恭子、山本 豊、横田 美幸
敗血症や敗血症性ショックに起因する多臓器不全は極めて予後不良であり、不幸な転機をたどることが多い。昨年 10 月に販売さ
れた AN69ST 膜（商品名；セプザイリス）を使用して、この病態から早期に離脱することができた症例を経験したので報告する。
症例；67 才 男性
体下部から前庭部小彎にかけての進行胃癌（T4N2M0 Stage3b）に対して幽門側胃切除術を施行。術後 11
日目に末梢血管閉塞に伴う腸管虚血から上行結腸壊死をきたし、結腸右半切除、回腸人工肛門・空腸瘻造設。その 9 日後に
Enterobactor aerugenes による敗血症性ショックとなり、ICU 入室。呼吸不全・腎不全の状態となり、一時気管内挿管による呼吸
管理、CHDF が必要となる。このときに抗生剤の投与、全身状態を維持するための治療に加え、サイトカイン吸着能を有する
AN69ST 膜を使用し、ICU 入室より 9 日後に一般病棟への転棟するまでに回復した。

FP-261

非カフ型バスキュラーアクセスカテーテルにおける脱血不良に関する検討

大阪警察病院

医療技術部

臨床工学科

椋本 匡俊、根岸 美和、橘 慎也、濱津 宏太、濱田 直弥、加藤 大三、大畑 雄咲、高橋 俊樹
【はじめに】急性血液浄化療法を行う上で非カフ型バスキュラーアクセスカテーテル（以下 NCVA）は不可欠であるが、脱血不良
によりカテーテル交換を要する事が少なくない . 今回、当院で汎用している 2 種類のカテーテルにおける脱血不良について検討し、
その原因や対策について考察した .【対象と方法】本年 7～8 月に挿入された NCVA23 本を対象とし、脱血不良の発生について後ろ
向きに診療情報より検討した . 内訳は「ブラッドアクセス UK カテーテルキット（NIPRO 社製）」（以下 UK）10 本と「Power
Trialysis（MEDICON 社製）」（以下 PT）13 本であった . 脱血不良とは治療継続が困難となり抜去に至った物と定義した . 年齢は
31-84 歳（平均 66 歳）、全例腎不全に陥り、主たる疾患は敗血症 11 例、心疾患 5 例、肺炎 2 例、慢性腎不全 2 例、熱中症 1 例、肝不
全 1 例、尿路閉塞 1 例であった . カテーテルの挿入血管は大腿静脈 17 本（UK8、PT9）、内頸静脈 6 本（UK2、PT4）で、挿入部位
や患者背景に差はなかった .【結果】脱血不良は 7 例（30.4%）で発生し、全て大腿静脈挿入症例で内頸静脈症例に閉塞例はなかっ
た（41% vs. 0%、p ＝ 0.169）. カテーテル別の脱血不良発生は UK で 6 例、PT で 1 例と有意に UK で発生率が高かった（60% vs. 7.7%、
p ＝ 0.019）.【考察】脱血不良の原因は、静脈壁のカテーテル脱血孔への吸着閉塞やカテーテルの屈曲、内腔の血栓閉塞等が考え
られる . 脱血不良がなかった内頸静脈は、全て右側挿入の為に脱血孔が大口径の上大静脈に留置される事となり血管壁への吸着が
少なかったと考えられる . 逆に大腿静脈では体位によってカテーテルの脱血孔吸着閉塞や屈曲が起こり易く脱血不良発生に繋がり
やすく又、PT は先端の形状や屈曲に対する強度から脱血不良を生じにくい物と考えられる .【まとめ】脱血不良を予防する為には
右内頸静脈からの NCVA 挿入が第一選択と考えられ又、大腿静脈からの挿入の場合、UK に比し PT でより脱血不良を回避できる
可能性があると考えられた .
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メシル酸ナファモスタットを使用した持続的腎代替療法における回路内活性化凝固時間と透析膜寿命との関連

神戸大学医学部附属病院 麻酔科、2）神戸大学医学部附属病院
神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 麻酔科学分野

1）
4）

臨床工学部門、3）神戸大学大学院

医学研究科

麻酔科学分野、

巻野 将平 1）、北 博志 2）、宮武 祐士 3）、久保田 健太 1）、江木 盛時 1）、溝渕 知司 4）
【背景】持続的腎代替療法（CRRT）においてメシル酸ナファモスタット（NM）は抗凝固薬の選択肢の一つである。CRRT 施行時
の NM 投与量の調整に回路内の活性化凝固時間（ACT）を使用する報告が散見されるが、NM を抗凝固薬として使用した CRRT
における回路内 ACT と透析膜寿命との関連についてはいまだよくわかっていない。【方法】2011 年 1 月から 2013 年 12 月において
当院 ICU で NM を抗凝固薬として使用した CRRT を施行した患者 76 人を対象とし、後ろ向き観察研究を行った。NM は透析膜前
か ら 20mg/h で 開 始 し、 透 析 膜 前 ACT が 150 秒 に な る よ う に 調 整 し た。CRRT 開 始 前 の 血 液 凝 固 検 査（ 血 小 板、PT-INR、
APTT）、CRRT 開始 1 時間後の透析膜前 ACT（pre-1stACT）および透析膜後 ACT（post-1stACT）を収集した。また CRRT 施行
中に測定された透析膜前 ACT の平均（pre-meanACT）
、透析膜後 ACT の平均（post-meanACT）を計算した。透析膜を各項目の
中央値によって低値群と高値群の 2 群に分けて透析膜寿命についてカプランマイヤー法で比較した。【結果】pre-1stACT では平均
ACT は低値群で 129 秒、高値群で 173 秒であった。透析膜寿命は両群間において有意差を認めなかった（26 時間 vs 22 時間 ,
p=0.73）。post-1stACT では平均 ACT は低値群で 192 秒、高値群で 297 秒であり、透析膜寿命は両群間において有意差を認めなかっ
た（26 時間 vs 22 時間 , p=0.56）。pre-meanACT（低値 vs 高値；130 vs 169 秒）および post-meanACT（低値 vs 高値；207 vs 286 秒）
においても、透析膜寿命は両群間において有意差を認めなかった（pre-meanACT ; 26 時間 vs 26 時間 , p=0.78, post-meanACT; 22
時間 vs 29 時間 , p=0.08）。CRRT 開始前の血小板、PT-INR、APTT においても透析膜寿命と有意に関連しなかった。【結語】NM
を抗凝固薬として使用した CRRT において透析膜寿命と回路内 ACT に有意な関連を認めなかった。
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上部消化管穿孔性腹膜炎手術後のエンドトキシン吸着療法で呼吸停止を来たした CKD 患者の 1 症例

一般財団法人
名取病院

1）
3）

甲南会

六甲アイランド甲南病院

臨床工学室、2）一般財団法人

甲南会

六甲アイランド甲南病院

麻酔科、

灰原 博子 1）、中田 充生 1）、中山 和也 1）、桐田 泰江 2）、青木 彰 3）、速水 弘 2）
完全静脈麻酔＋ロクロニウムブロマイド（以下 Rb）の全身麻酔で穿孔部修復および腹腔内ドレナージを行った症例で、術後 ICU にてトレミ
キシン（東レ：PMX-20R）によるエンドトキシン吸着療法を行った。吸着開始直後（手術終了後約 60 分）急速な筋力低下と、約 10 分後に呼
吸停止に陥った症例を経験したので報告する。
【症例】72 歳女性 十二指腸狭窄で胃空調吻合実施。5 日後穿孔性腹膜炎発症。
【検査値】BUN 92.9 CRN 5.05 Na 142 K 5.1 Cl 103 WBC 21130 HGB 10.7
【経過】2/20 十二指腸狭窄で胃空調吻合術施行、2/23 イレウスと急性腎不全を呈し、2/26 上部消化管穿孔部修復とドレナージ術を施行。麻酔
中 Rb 計 140mg 投与。Rb 最終投与後、血液培養採血。40 分後にスガマデックス 200mg 投与後全覚醒、筋力回復後、抜管し ICU へ移送。
【発症】ICU で PMX-20R による吸着開始後約 10 分で急速に筋力低下と呼吸停止に陥った。約 10 分後に再クラーレを疑いスガマデックス
200mg の追加投与を行い、速やかに意識並びに呼吸状態が改善した。
【Rb 血中濃度】未変化体濃度 4165.9ng/ml 代謝物濃度 27.08ng/ml 検体はスガマデックス 200mg 投与約 30 分前採取、リバース時にはさらに低
濃度になっていたと考えられるが、十分なスガマデックスの投与に至らなかったと思われる。
【まとめ】PMX カラムには、抗菌物質「ポリミキシン B」が固定化された繊維を充填している。相互作用として、麻酔剤、筋弛緩剤、アミノ
グリコシド系抗生物質と併用した場合、クラーレ様作用による呼吸抑制があらわれることが知られている。
今回の腎不全症例では、肝代謝が主である Rb に有利であったが、エンドトキシン吸着療法で血中内全ての薬剤吸着が速やかに行われた可能
性がある。その後、末梢組織に残存した Rb が血圧上昇、血液組織還流量増加、薬剤濃度勾配により血中に再分布し、急速に再クラーレ現象
を来たしたと考えられる。
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ACH- Σの改良版Σソフトによる洗浄方式の検討

藤田保健衛生大学病院

1）

ME 管理室、2）藤田保健衛生大学

清水 弘太 、石川 隆志 、西田 修
1）

1）

医学部

麻酔・侵襲制御麻酔医学講座

2）

【背景・目的】当院では血液浄化装置（ACH- Σ：旭化成メディカル社製）を使用して、持続緩徐式血液浄化療法（CRRT）を施行
している。従来の ACH- Σの洗浄方法（旧洗浄方式）は自動洗浄開始時に血液濾過器の UFR を測定し、洗浄速度を自動調整する。
そのため UFR の低い血液濾過器（低 UFR 膜）では洗浄速度が遅くなり、洗浄に要する時間が長くなる。洗浄時間短縮を目的に今回、
旭化成メディカル社より新たに低 UFR 膜向けの洗浄方法である改良版Σソフト（新洗浄方式）が発表された。そこで旧洗浄方式
と新洗浄方式で比較し、新洗浄方式は低 UFR 膜の洗浄に有効であるか検討した。
【方法】血液濾過器は当院が重症敗血症及び敗血症性ショックに対して CRRT 施行時に使用しているセプザイリス（Baxter 社製）
0.6m2、1.5m2、また UFR が低く膜面積が小さい HF ジュニア（メディカルタウン社製）0.09m2 を使用した。洗浄量は血液濾過器内側：
1200ml、外側：1200ml で行い、ACH- Σの自動洗浄時のログ解析による洗浄時間を評価した。
【結果】プライミング所要時間は、旧洗浄方式と新洗浄方式でそれぞれセプザイリス 0.6m2：43 分、17 分、セプザイリス 1.5m2：16 分、
15 分、HF ジュニア：86 分、15 分であった。また新洗浄方式ではセプザイリス 0.6m2、HF ジュニアの洗浄中に過度な TMP の上昇
や濾過圧の低下などによるアラームは発生しなかった。
【考察】旧洗浄方式は血液濾過器の種類ではなく、膜面積と血液濾過器の UFR によって洗浄時間が影響を受ける。新洗浄方式の場
合、洗浄方向を変更することにより、過度の TMP の上昇や濾過圧の低下が発生しなくなり、UFR の測定を必要とせず一定の洗浄
速度で行われるため、膜損傷を起こさず洗浄時間が短くなったと考えられる。
【結語】新洗浄方式は低 UFR 膜の洗浄が短時間で行え、また洗浄中のアラームの発生がないことから低 UFR 膜の洗浄方法に適し
ている。
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CRRT における抗凝固剤と治療時間の後方視的検討

八戸市立市民病院

臨床工学科

小橋 秀一、畑林 絵梨香
【はじめに】当院では、CRRT 全症例に対してサトカイン吸着膜（CAH）を使用している。近年発売された 2 種類の CAH の抗凝固
剤と治療時間を後方視的に検討したので報告する。【対象及び方法】CAH である CH-1.8W（以下 CH）と sepXiris100（以下 SE）
の 2 種類をそれぞれ半年間使用し、治療時間、抗凝固剤の種類、24 時間を目安とした凝固トラブル終了割合などを調査した。その
他に、2 種類の CAH 各 400 例のヘパリン（以下 hep.）とメシル酸ナファモスタット（以下 NM）の使用割合を調べた。【結果】平
均治療時間は、CH 群（n=395）34.4hr vs SE 群（n=279）35.8hr で差は見られなかった（P=0.37）
。hep. 使用時は、CH 群 38.2hr vs
SE 群 38.4hr で差が無く（P=0.91）、NM 使用時でも、CH 群 30.8hr vs SE 群 32.0hr と差が無かった（P=0.51）
。抗凝固剤別の全体
では hep. 38.3hr vs NM 31.3hr と差が見られ（P ＜ 0.001）
、膜別でも CH 群・SE 群ともに hep. は治療時間が長い傾向にあった（両
膜とも P ＜ 0.001）。24 時間を目安としたトラブル終了割合は両膜に差は見られなかったものの（P=0.92）
、CH 群の hep. 5 件 vs NM
42 件（P ＜ 0.01）、SE 群の hep. 3 件 vs NM 29 件（P ＜ 0.01）と NM が優位にトラブル終了の割合が高かった。CH と SE の各 400 例
を 100 例ごとに分けた抗凝固剤の使用割合は、CH では変化はないものの、SE の方では hep. が前半 44% から後半 71% と増加傾向に
あった。【考察】CAH である PMMA 膜と AN-69ST 膜はどちらも hep. の方が filter life time が長い傾向にあり、両膜共に hep. を使
用したほうがトラブルを最小限にできると思われた。SE の hep. 使用割合の増加は、NM を使用すると凝固しやすいとされる情報
と、SE を使用して確実に cytokine 除去を行いたいという意識から、医師の抗凝固剤の指示に変化が表れたものと考える。Hep. の
使用割合が変わっても特に大きな出血によるトラブルを経験していないことから、抗凝固剤の選択や切り換えの重要性を再認識さ
せられた。
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無抗凝固による腎代替療法の施行状況：単施設後方視記述的観察研究

亀田総合病院

1）

医療技術部

ME 室、2）亀田総合病院

集中治療科

関根 広介 、山本 良平 、野木 一孝 、南 三郎 、佐藤 明 2）、軽米 寿之 2）、笹野 幹雄 2）、林 淑朗 2）
1）

2）

2）

2）

【背景】ICU では出血の問題で抗凝固剤を使用せず RRT を施行する場合がある。
【目的】無抗凝固 RRT の施行状況の記述
【デザイン】単施設後方視記述的観察研究
【セッティング】3 次医療機関の混合 closed-ICU
【対象】2014 年 4 月から 2015 年 3 月に無抗凝固 RRT を受けた患者
【方法】ICU データベース、診療記録および RRT 記録からの情報収
集【主要評価項目】CRRT 施行時間、IRRT 完遂率
【結果】入室患者 680 人のうち 66 人に RRT を施行し、そのうち 19 人
に無抗凝固 RRT を計 37 回施行した。無抗凝固 RRT を受けた患者は
皆出血のリスクを有していた。CRRT 施行時間の中央値は 1332 分、
IRRT 完遂率は 91.2% であった。
【結論】出血のリスクのある ICU 患者に RRT が必要な場合、無抗凝
固 RRT は考慮に価する。
【 略 語 】RRT: renal replacement therapy, CRRT: continuous renal
replacement therapy, IRRT: intermittent renal replacement therapy
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AN69ST 膜による CHDF が有用であったと考えられる toxic shock syndrome の一例

兵庫県立淡路医療センター
兵庫県立淡路医療センター

1）
4）

ME センター、2）兵庫県立淡路医療センター 看護部 ICU、3）兵庫県立淡路医療センター
救命救急センター、5）兵庫県立淡路医療センター 麻酔科

外科、

橋本 圭司 1）、庄田 恵子 2）、坂平 英樹 3）、吉田 剛 4）、渡海 裕文 5）
【緒言】toxic shock syndrome（TSS）とはグラム陽性球菌の菌体外毒素に起因しスーパー抗原により全体の約 20％の T 細胞を活
性化、大量のサイトカインの分泌を生じて急激な経過でショック、多臓器障害をきたす症候群である。2014 年 7 月よりサイトカイ
ン吸着性能を有した AN69ST 膜（セプザイリス ®）が保険収載され使用可能となった。今回、AN69ST 膜を使用した CHDF が有
用であったと考えられる TSS 症例を経験したので報告する。
【症例】37 歳、男性。胆管癌に対する膵頭十二指腸切除術後 2 日目に
顔面から胸部にかけて紅斑を認め 40℃を超える発熱を伴う重症ショック症状を呈した。ICU にて人工呼吸管理下に積極的な輸液
負荷（1800mL/h）とドブタミン、ノルエピネフリン、エピネフリン、バソプレッシンを持続投与した。抗生剤（MEPM、LZD、
MCFG、MNZ、VCM）、免疫グロブリン投与に加え、CHDF 導入にはサイトカイン吸着性能に期待し AN69ST 膜を選択した。
CHDF 開始より循環動態の著明な改善と尿量増加が得られエピネフリンの減量が可能となった。術後 5 日目に CHDF から離脱し 11
日目に抜管、13 日目に ICU を退室した。後日落屑を認め、胆管チューブおよび便より検出された MRSA は TSST-1 およびエンテ
ロトキシン C 産生株であることが判明し TSS の診断に至った。【結論】TSS に対する一連の治療の中で CHDF にサイトカイン吸着
性能の優れる AN69ST 膜を選択したことはサイトカインストーム制御の一助となったと考える。
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当院における CBP 血液回路内凝固の検討

東京医科歯科大学医学部附属病院 ME センター
佐藤 由利、星野 春奈、野田 明里、倉島 直樹
持続的血液浄化療法（CBP）は、集中治療領域において、必要不可欠な治療となっている。当院では、CBP の治療開始、回路交換、
トラブル時は我々臨床工学技士（CE）が対応しているが、施行中におけるトラブルの中には、治療開始から短時間での CBP 回路
内凝固の発生があり、凝固線溶系に異常を来たす、播種性血管内凝固症候群（DIC）症例や重症敗血症症例、脱血異常、抗凝固剤
の使用や輸血など様々な原因が考えられる。さらに、予期せぬ回路内凝固により、down time や血液 Loss といった問題点が挙げ
られる。今回、当院にて 2010 年 4 月から 2015 年 8 月までに CBP を施行した症例のうち敗血症例における 24 時間以内の回路内凝固
を来たした症例について、回路内凝固の予測因子について血液データを用いて後ろ向きに検討した。以前当院の研究では、24 時
間以内の回路内凝固の予測因子として、Fbg、FDP、Hct が挙げられると報告した。Sepsis 症例では、DIC スコアは 4 点以上であ
ることが多く、線溶抑制型 DIC となった凝固症例であったことが示唆される。また、DIC による凝固障害では、凝固系の破綻によ
り、血栓症、出血性疾患を併発することがあるため、臓器障害、感染の増悪を招くリスクとなる。日本敗血症診療ガイドラインで
は、血栓が各臓器の血流を傷害し多臓器不全を招来すると記載されている。体内でこの様な状態になっているとヘモフィルター内
でも同様の状態が発生し、回路内凝固が発生する可能性がある。今後、血液データから予測因子に対する検討、また、早期の DIC
に対する治療の開始、ヘモフィルターの選択を考慮する必要があると考える。
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開胸術後に縦隔洞炎を発症した 1 症例へのリハビリテーションの有効性

独立行政法人地域医療機能推進機構
独立行政法人地域医療機能推進機構

1）
2）

中京病院
中京病院

リハビリセンター、
心臓血管外科

久保 貴嗣 1）、野中 利道 2）
【はじめに】心臓外科術後の縦隔洞炎発症率は約 1％で発症後死亡率は 10～40％と報告されているが，縦隔洞炎へのリハビリテー
ション（以下リハビリ）についての報告は少ない．そこで今回，不安定狭心症に対する CABG 術後に縦隔洞炎を発症した患者へ
早期からリハビリを行い良好な結果が得られたので報告する．なお，発表に際し患者に十分に発表の趣旨を説明し同意を得た．
【症
例】70 代男性．既往歴に労作性狭心症，糖尿病，高血圧，血液透析が認められた．自宅で胸部痛を自覚し当院救急外来を受診，
UAP が疑われ心臓カテーテル検査を施行後，CABG が施行された．翌日に抜管，リハビリ開始となったが，5 病日に薬剤抵抗性の
創痛に起因した呼吸困難で再挿管．7 病日に縦隔洞炎でデブリードメント手術が施行された．24 病日に骨髄炎併発したため胸骨切
除し , 大胸筋皮弁で閉創するも感染再燃．その 2 か月後に大網充填施行され縦隔洞炎は治癒した．呼吸管理では 4 回抜管を試みたが，
CO2 ナルコーシスにより再挿管を繰り返し，99 病日に気管切開，101 病日目に人工呼吸器ウィーニングとなった．リハビリは呼吸
状態改善，四肢筋力維持，早期離床を目的に行ったが胸骨欠損による胸郭の不安定性，週 3 回 6 時間の透析により頻度，時間が問
題となった．【考察】透析患者の緊急 CABG 術後の縦隔洞炎に対し , リハビリを積極的に行うことで換気能力，全身持久力，ADL
維持が出来た症例を経験したのでリハビリの取り組みと臨床経過について詳細を報告する．
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東海 CHDF 技術検討会が行っているアンケート調査から見えてくる各施設の CBP 施行条件や管理の方法

名古屋第一赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術課、2）豊田厚生病院 臨床工学技術科、
三重大学医学部附属病院 臨床工学部、4）聖隷浜松病院 臨床工学室、5）公立陶生病院 血液浄化療法部、
6）
松波総合病院 臨床工学科、7）岡崎市民病院 臨床工学室、8）小牧市民病院 臨床工学科
1）
3）

開 正宏 1）、中前 健二 2）、岩田 英城 3）、高岡 伸次 4）、加藤 博久 5）、足立 光生 6）、西分 和也 7）、神戸 幸司 8）
【はじめに】東海 CHDF 技術検討会は平成 19 年より東海地方の臨床工学技士が、持続血液浄化療法（CBP）の技術や知識の向上、
そして共有を計る目的に活動してきた。症例検討や教育講演を中心に現在まで 10 回の開催を行った。またあわせて毎開催ごとに
各施設へ事前アンケートをしている。今回はアンケートを通じて、各施設における CBP の施行条件や管理方法、そして変遷など
を若干の考察を加えて報告する。
【対象と方法】東海地方（愛知・三重・岐阜・静岡）と北陸地方（富山・石川・福井）で CBP を行っている施設を対象とした。施
行条件や管理方法、年間症例数など 26 項目を調査して集計した。
【アンケート結果】約 70 施設から回答を得られた。CBP の施行症例数は各施設により様々である。施行場所は集中治療室以外でも
行われており、管理に関しても臨床工学技士以外が回路充填やトラブル対応をしている施設もある。条件は膜の種類や抗凝固剤の
選択、モード（CHDF・CHF・CHD）の使い分けや濾過型人工腎臓用補液の使用量などの動向も得られた。
【考察とまとめ】アンケートは今回で 7 回目のとなり、設問内容も毎年改良を進めてきた。特に最近は炎症性メディエータの吸着
を目的とした大膜面積型 PMMA や AN69ST を用いた血液フィルターが上市され、採用施設も増加しているようである。また、回
路充填の自動化機能を有する CBP 装置も導入されており、準備手技は標準化が進んだ印象もある。近年は CBP に CHDF 以外の緩
徐型血漿交換（Slow PE）や長時間エンドトキシン吸着療法（Long-term PMX-DHP）も行われおり、それらが CHDF と併用して
いるのか等も調査できた。今後は CBP の標準化も視野に入れて、アンケート内容を積極的に活用していたきいと考えている。
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救急 ICU に入院した高齢患者の年代別リハビリテーションの進行状況

倉敷中央病院

1）

リハビリテーション部、2）倉敷中央病院

沖 圭祐 、川田 稔 、下雅意 崇亨 、福岡 敏雄
1）

1）

1）

総合診療科・救命救急センター

2）

【目的】EICU に入院し、リハを施行した高齢患者を前期高齢者（65-74 歳）
、後期高齢者（75-84 歳）
、超高齢者（85 歳以上）に分け、
年代別のリハ進行状況と退院時の ADL を明らかにすることを目的とした。
【対象】EICU に入院しリハを施行した 65 歳以上の患者 231 例を対象とした。前期高齢者 106 例、後期高齢者 81 例、超高齢者 44 例
である。
【方法】前期高齢者、後期高齢者、超高齢者の 3 群間に分けて検討した。背景因子は、入院前 ADL、BMI、APACHE2 score、強
心薬使用率、PT 開始時の MV 装着率、入院・退院時 Alb 値、maxCRP 値、maxWBC 値、リハ開始・退院時 MRCS、退院時膝伸展
最大筋力値を調査した。リハ進行状況は、入院から PT 開始日数、入院から端座位・立位・歩行までの開始日数と開始率、初回端
坐位保持率、入院から歩行自立までの日数と自立率、入院から EICU 退室日数、在院日数、開始・退院時 FIM（運動）、（認知）を
検討した。
【成績】退院時 Alb、退院時膝関節伸展最大筋力値、入院前 ADL、APACHE2 score、初回端座位保持率、開始時 FIM（運動）
、開
始時 FIM（認知）、終了時 FIM（運動）
、終了時 FIM（認知）に有意差を認めた。
年代に関わらず端座位開始から歩行開始までのリハ進行状況に有意差を認めなかったが、退院時の FIM に有意差を認めた。この
理由として、1. 加齢、2. 入院前 ADL、3. 疾患の重症度、が影響したと考えた。
【結論】年代別に関わらずリハ進行状況に影響はなかった。しかし、加齢に加え入院前 ADL 低下を認める患者では、退院時の
ADL の低下を認めた。今後は入院前 ADL の低下した患者に対しては早期離床だけでなく、EMS、ベッド上でのサイクルエルゴメー
ター等を使用した治療法の検討も必要である。
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重症破傷風に対して急性期理学療法を実施した 1 症例

高知赤十字病院

1）

リハビリテーション科、2）高知赤十字病院

糖尿病腎臓内科、3）高知赤十字病院

遠山 真吾 、武田 陽平 、戸梶 慎也 、山崎 優 、松村 雅史 、辻 和也 、西山 謹吾
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救命救急センター・救急部
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はじめに
破傷風は重篤な中毒性感染症で，主症状は全身横紋筋の持続緊張・強直性痙攣などである．理学療法の介入時期は第 3～4 期と報告により様々である．
今回重症破傷風に対して，多職種との情報交換の中で介入時期を検討し，第 3 期より理学療法を開始した症例を経験した．
症例提示
性別：男性 年齢：59 歳 疾患名：破傷風，糖尿病 BMI：33.2kg/m2
現病歴：右下腿部にボルトが刺さり，2 週間後に喉の痛み出現．翌日後弓反張出現し当院へ救急搬送．onset time は約 17 時間であった．
経過
3 病日喉頭痙攣を来たし緊急気管切開術施行，人工呼吸器管理となった．マグネゾール開始も吸引操作で筋緊張亢進を認めていた．7 病日無気肺発症．
13 病日理学療法開始，四肢の可動域制限，筋緊張亢進は認めず，可動域の維持と肺合併症悪化回避目的に受動座位，体位ドレナージを導入．17 病日
人工呼吸器関連肺炎発症．21 病日体位変換後に発汗，血圧上昇出現．37 病日第 4 期へ移行し，端座位開始．54 病日右大腿神経麻痺発症．68 病日人工
呼吸器離脱．86 病日両腓骨神経麻痺発症．98 病日筋力低下，可動域制限残存，Barthel Index30 点にてリハビリ目的に転院となった．
考察
破傷風第 3 期では，筋緊張亢進や自律神経障害により介入に難渋した報告が多い．本症例では ICU 専従理学療法士のメリットを生かし，毎日実施す
るカンファレンスで情報交換を行い筋緊張亢進の有無などを基準に介入時期を検討した．介入により後弓反張をはじめとした重篤な有害事象は認め
なかった．重症例では筋緊張コントロールを目的に筋弛緩薬を使用することが多く，筋力低下が問題となる．本症例においても筋弛緩薬の長期使用
による筋力低下が著明で人工呼吸器の離脱，筋力の改善には時間を要した．本症例より，第 3 期ではリスク管理下での肺合併症改善に対する呼吸理
学療法，拘縮予防が主軸であり，第 4 期では残存する機能障害に対する積極的な運動療法が重要であると考えられた．
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気管内挿管中に端坐位練習が可能であった 5 例からみた当院における早期リハビリテーション取組みへの課題

加古川東市民病院リハビリテーション室、2）加古川西市民病院救急科、3）加古川東市民病院看護部

1）

大西 伸悟 1）、切田 学 2）、木下 直彦 3）
【はじめに】近年、集中治療における早期リハビリテーションが重要とされる一方で、離床中止基準等の安全性に関する報告も散
見される。今回、当院での気管内挿管中の端坐位練習実施例におけるリハビリテーション施行状況、端坐位練習時状況から早期リ
ハビリテーション、早期離床における当院の課題を検証した。
【方法】2014 年 4 月から 2015 年 3 月の 1 年間に気管内挿管下人工呼吸管理中に端坐位練習が実施された 73 歳食道癌術後誤嚥性肺炎、
65 歳急性喉頭蓋炎と心房細動、73 歳慢性心不全急性増悪（CS1,BNP302pg/ml）
、83 歳術後胸部大動脈瘤、74 歳 CABG 術後不安定
狭心症の 5 例を対象とし、気管内挿管から理学療法開始までと端坐位開始までの日数、端坐位練習時のカテコラミン投与の有無と
RASS、人工呼吸器設定（換気モード、PEEP、FiO2）、P/F 比、FSS-ICU、端坐位練習による有害事象、ICU 滞在日数を検討した。
【結果】気管内挿管から理学療法開始までの日数は 5 ± 5 日（1 から 13 日）、気管内挿管から端坐位開始までの日数は 13.0 ± 17.0 日（1
から 42 日）であった。端坐位練習時のカテコラミン使用は術後胸部大動脈瘤例のみで、RASS は 0.8 ± 0.8、人工呼吸器の設定は
CPAP2 例、BIPAP2 例、SIMV1 例、PEEP6.4 ± 1.5cmH2O、FiO20.4 ± 0.1 であった。P/F 比 306 ± 82.6、FSS-ICU8.6 ± 3.9 点であっ
た。5 例全例とも端坐位練習による有害事象は認めなかった。
【考察】当院では、比較的安定した状態で端坐位練習が開始されていたため、端坐位練習による有害事象は認めなかった。しかし、
気管内挿管から理学療法開始や端坐位練習開始までに日数を要しており、早期リハビリテーションとは言えない状況で、ICU 滞在
日数も長かった。担当医師のリハビリテーションオーダーの発行の遅れが問題と思われた。今後、先行研究を参考とした勉強会を
とおして理学療法士、担当医師、看護師への早期リハビリテーション取組みへの意識改革が重要と思われた。
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早期離床における慣例の影響～理学療法士の早期離床について～

大阪労災病院

中央リハビリテーション部

岡本 健佑、西村 真人、根来 政徳
臨床現場において、循環や呼吸など全身状態の要因だけでなく、従来行われてきた慣例による問題で離床に遅れが生じることがあ
る。
当院では、2013 年 8 月から早期離床を目的とした心臓外科術後リハのクリニカルパスが導入され、多職種で共通した離床基準や中
止基準を定めた。現場で働く職種間やスタッフの経験や慣例による離床遅延があり、カンファレンスや病棟回診を毎週行い、離床
に関する勉強会を開催し、病棟専属の理学療法士を配属した。当院の心臓外科術後の歩行開始までの平均日数は、2013 年 8 月～12
月では 3.8 ± 1.4 日で、2015 年 4 月～8 月では 2.8 ± 0.8 日となり、パス導入直後よりも離床が早期化している傾向がみられ、慣例が
変化してきていることが窺える。
理学療法士の業務内容改善を目的に、当院の看護師に対して離床に関するアンケート調査を実施した。職種間のコミュニケーショ
ンが不足しており、離床に対する共通認識が不十分であるといった課題が浮き彫りとなった。これらの結果を踏まえ、理学療法士
の早期離床における現状の課題と今後の対応について述べる。
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補助人工心臓装着術後に重度の骨格筋萎縮を呈して理学療法に難渋した劇症型心筋炎の 1 例

長崎大学病院 リハビリテーション部、2）長崎大学病院
長崎大学大学院 内部障害リハビリテーション学分野
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集中治療部、

森本 陽介 1）、小柳 亮 2）、関野 元裕 3）、神津 玲 4）
症例は 39 歳の女性で劇症型心筋炎にて体外設置型 LVAD 装着術施行．術後は循環不全にて鎮静下に人工呼吸管理が長期化し，
術後 2ヶ月で ICU を退室された時点で重度の骨格筋萎縮と筋力低下をきたしていた．その後は精神的不安定のために離床困難とな
り，術後 4ヶ月で歩行練習開始，7ヶ月で最大歩行距離は歩行器にて 70m であった．その後，心臓カテーテル検査後に血腫による
右大腿神経麻痺を呈し離床が困難となり，重度の骨格筋萎縮状態ではあるが歩行器歩行が 10m 可能な身体機能まで回復した．術
後 9ヶ月に植込型 LVAD 装着術施行．右心系の補助も必要となり BiVAD 装着で ICU 入室．術前から術後理学療法の難渋が予想さ
れていたため，ベルト電極式骨格筋電気刺激法（Belt electrode Skeletal muscle Electrical Stimulation; B-SES）の適用を術前に決
定し，術後早期から多職種で安全性を確認しながら B-SES を実施した．しかしながら，浮腫などの影響でその効果は乏しく，筋エ
コー図所見による大腿直筋筋厚は術後 1ヶ月で術前値の約 60% の減少を認めた．最終的には腸管壊死を契機とした多臓器不全が原
因となり，術後 1ヶ月半で死亡退院となった． 本症例に対する理学療法の最終目標は，植込型 LVAD 装着後に母親として家庭復
帰可能な身体機能の獲得であり，骨格筋萎縮の改善は必須であった．しかし BiVAD 術前の身体機能向上に難渋し，術後理学療法
を施行するも，骨格筋への介入は困難であった．最近，ICU 在室中の重症例に対して早期理学療法を実施する機会が増加し，理学
療法技術の発展も求められている．特に，身体機能を向上させる上で重要となる骨格筋量や筋力の維持は，鎮静期間中に昨今の理
学療法手段を駆使しても困難な場合が多く，今回のような重症例にも効果が得られるような新たな理学療法手段の開発が望まれ
る．
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フォンタン型手術後患者における ICU-AW の発症状況とその特徴について

群馬県立小児医療センター
群馬県立小児医療センター
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リハビリテーション課、2）群馬県立小児医療センター
心臓血管外科

循環器科、

熊丸 めぐみ 1）、下山 伸哉 2）、宮本 隆司 3）、小林 富男 2）
【背景】筋力低下を主体とした機能障害である ICU-AW（Intensive Care Unit Acquired Weakness）は、先天性心疾患手術後にも
多くの患者で発症している可能性が高いことが指摘されているが詳細は不明である。
【目的】フォンタン型手術後患者の ICU-AW
の発症状況とその特徴について調査すること。
【対象と方法】2012 年 4 月から 2015 年 4 月までにフォンタン型手術を受けた 21 例（平
均年齢 2 歳 4ヵ月、男児 11 例、女児 10 例）。診療録より、患者基本情報、手術状況、手術後経過、リハ開始時 MRC スコア、リハ経
過、血液生化学検査値などを後方視的に調査し、診断基準に従って ICU-AW を判定するとともに、ICU-AW 群と非 ICU-AW 群の 2
群に分けて比較検討した。【結果】ICU-AW と判定できたのは 21 例のうち 10 例（47.6%）
、リハ開始時の平均 MRC スコアは、ICUAW 群 31.5 ± 11.0、非 ICU-AW 群 51.6 ± 2.7 であった。手術時間（447.8 ± 61.5 分 vs. 344.5 ± 46.5 分）
、体外循環時間（219.3 ± 61.0
分 vs. 161.8 ± 32.4 分）、挿管時間（11383.0 ± 7907.1 分 vs. 875.7 ± 900.9 分）
、PICU 滞在日数（14.1 ± 5.7 日 vs. 7.1 ± 3.7 日）
、リハ開
始までの日数（8.1 ± 4.7 日 vs. 1.8 ± 1.3 日）、座位再獲得までの日数（24.1 ± 18.3 日 vs. 5.0 ± 2.0 日）
、歩行再獲得までの日数（57.6
± 37.1 日 vs. 20.5 ± 7.9 日）は ICU-AW 群で有意に長かった（p ＜ 0.05）
。また、ICU-AW 群で手術後の肝機能障害、腎機能障害を
合併する割合が高く、CHDF を使用した症例（6 例 vs. 0 例）が有意に多かった（p ＜ 0.05）。【まとめ】フォンタン型手術後患者の
約半数に ICU-AW が認められた。リハ開始時に MRC スコアが低い症例に対しては、集約的なリハビリテーションが必要であると
考えられた。また、手術侵襲度が強く、手術後腎機能障害および肝機能障害を呈する症例に対しては、挿管中からの積極的なリハ
ビリテーション介入が必要となる可能性が示唆された。
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ICU における人工呼吸器患者に対し，離床段階に応じて病前の日課を取り入れた作業療法

新小文字病院
関西電力病院

1）
3）

リハビリテーション科、2）熊本保健科学大学 リハビリテーション学科、
リハビリテーション科、4）新小文字病院 外科、5）新小文字病院 看護部

河手 武 1）、益満 美寿 2）、児島 範明 3）、柴田 宗征 4）、新井 祐介 5）
【はじめに】J-PAD ガイドラインではせん妄予防に早期離床が推奨されている．外科術後人工呼吸器管理患者に，せん妄を回避で
きた作業療法（以下：OT）の実践例を報告する．
【症例】90 歳代男性，腸管癒着症手術目的で入院，手術 10 日前より OT を開始した．MMSE：30/30，下肢 MMT：5/5，FIM：
120/126，娘家族と 5 人暮らし．症例の日課は野球のテレビ鑑賞と新聞読みであった．手術後は人工呼吸器管理となり，術後 1 日目
から再開した．
【介入】術後 2 日目の OT ではヘッドアップ座位にて，見当識を維持させるために時計とカレンダーを用いて，筆談にて一緒に確認
し，セルフケアではタオルを持たせ自身での顔・手拭きを実施した．術後 5 日目以降は日課であった野球のテレビ鑑賞，新聞読み
の機会を端坐位や車椅子で実施し，テレビ鑑賞は OT 以外でもできるよう看護師と共有した．特に日課を実施中は情報を得ようと
する動作と感想の表出という能動的な反応が見られた．
【結果】ICU 在室 12 日間において人工呼吸器装着期間は 10 日間，ICDSC：0 点，RASS：-1～0 で推移し，FIM：27/126 から 41/126
と改善した．介入中の有害事象はなかった．術後 58 日目の回復期病院転院時は MMSE：30/30 点，下肢 MMT：5/5，FIM：
116/126，移動能力は杖歩行軽介助まで回復した．最終転帰は自宅退院となった．
【考察】術前介入したことで日課を評価でき，術後早期から離床段階に応じて取り入れることで，患者にとって能動的な OT を実
践できた．その結果，せん妄予防に貢献できたと考える．
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筋弛緩剤を使用し人工呼吸管理を行った術後敗血症性ショック・腹部コンパートメント症候群の一例

社会医療法人共愛会
社会医療法人共愛会

1）

3）

戸畑共立病院
戸畑共立病院

リハビリテーション科、2）社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 外科、
集中治療室 看護部、4）社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 麻酔科

高崎 裕介 1）、野中 沙恵 1）、仲本 昂平 1）、佐藤 英博 2）、平湯 恒久 2）、白土 奈央 3）、増田 直樹 4）
【はじめに】近年人工呼吸器関連の合併症予防の為に浅い鎮静で呼吸管理する事が推奨されている。今回、虫垂炎術後に敗血症性
ショック、腹部コンパートメント症候群（ACS）となった症例で筋弛緩剤併用し人工呼吸管理を行った。本症例で疼痛管理や理
学療法の重要性を再認識したので報告する。【症例】47 歳男性、172cm、77kg。腹痛で近医受診し腸炎として抗菌剤で経過観察中
であった。疼痛増強し急性虫垂炎と診断し当院へ入院となった。著明なイレウスに対しイレウス管を挿入したが、減圧できず開腹
虫垂切除術を施行した。腸管浮腫が強く閉腹時に減張縫合を行った。術後は ACS、敗血症性ショック、急性腎障害を認め筋弛緩
剤併用下の人工呼吸管理（プロポフォール・プレセデックス・ロクロニウム）
、ノルアドレナリン投与、CHDF 等を ICU で行った。
POD2 より理学療法を開始した。POD3 には左下葉無気肺を認め、理学療法施工後の CT では無気肺の改善を認めた。その後筋弛
緩は中止し RASS（-1～0）の浅鎮静で管理し自動運動が可能となった。POD5 には一時的に鎮静を中断し人工呼吸管理下で ICU 内
歩行訓練を開始した。POD6 尿量増加、血液ガス良好で抜管、CHDF を修了し、その後も理学療法を継続した。POD12 に一般病
棟へ転棟となるが、疼痛増強により離床が進まず POD13 日には両下側肺の無気肺を認め、NPPV を用いた呼吸訓練を開始した。
無気肺改善まで数日を要したが POD18 に ADL 全自立となり自宅退院となった。【まとめ】深鎮静下の人工呼吸管理でも術後早期
の理学療法開始は可能であった。理学療法により無気肺は改善した。ICU での全身管理と密な理学療法で状態は改善し一般病棟へ
転棟したが、再度無気肺を形成した。退院まで継続的な病態把握・疼痛対策・理学療法が必要と考えた。

FP-279

Total Lift Bed の安全性と効率化に関する 4 症例の使用経験

中頭病院

1）

リハビリテーション部

作業療法部門、2）まつだクリニック、3）中頭病院

喜納 俊介 、宮平 宗勝 、井村 久美子 、芹田 晃道
1）

2）

3）

看護部

3）

【はじめに】集中治療室では離床阻害因子による離床困難な症例に対して Tilt Table（以下 TT）をリハビリテーション（以下リハ）
ツールとして活用し良好な結果を得ている．しかし、ベッドから TT への移乗には安全性と効率化において課題を残していた．今
回、Tilt 機能を備えた VitalGo system Ltd 製の Total Lift Bed（以下 TLB）を使用する経験を得たので報告する．
【目的】TLB の Tilt 機能を使用する際の安全性と効率化に関して効果を検証すること．
【方法】対象：平成 26 年 12 月～平成 27 年 4 月に当院で TLB の Tilt 機能を使用した症例
使用方法：当院の TT プロトコルに準じて使用
主な評価項目：リハに要した時間、必要とした人員、新たな治療が追加されるような有害事象の件数
【結果】TLB の Tilt 機能は 4 症例に延べ 20 回実施した．使用用途は自動調節能の評価と訓練、せん妄と ICU-AW に対する立位訓練
と認知機能賦活、間質性肺炎の増悪による離床困難例に対する立位訓練と認知機能賦活であった．
1 回のリハに要した時間は 1 時間以内．必要とした人員は 1～2 人．症例への対応、ライン管理等を分担して実施した．Tilt 機能を
備えたベッドである為、移乗する作業は生じなかった．使用中にリハ中止基準を満たしたのは 4 件．SpO2 低下が 3 件、BP 低下が
1 件であり新たな治療を追加するような有害事象は認められなかった．
【考察】離床阻害因子のある症例に対して TLB は TT と同様の効果を得ることができ、移乗の必要性がないことから安全性と効率
化においては TT よりも有用だと考える．
【結語】TLB は離床阻害因子による離床困難な症例に対して有用なリハツールだと考える．今後は更なる検証を重ね、同時に安全
で効果的なプロトコルを確立していく必要がある．

－ 838 －
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持続血液透析濾過法（CHDF）管理中の早期離床が可能であった症例を経験して

社会医療法人共愛会
社会医療法人共愛会

戸畑共立病院
戸畑共立病院

1）

3）

リハビリテーション科、2）社会医療法人共愛会
集中治療室 看護部

戸畑共立病院

外科、

野中 沙恵 1）、佐藤 英博 2）、平湯 恒久 2）、仲本 昂平 1）、高崎 裕介 1）、白土 奈央 3）
【はじめに】ICU acquired weakness が注目される近年、ICU における早期離床の重要性が報告されている。ICU での早期リハビ
リテーション介入は、人工呼吸器管理期間の短縮、せん妄期間の短縮、退院時 ADL の向上が得られるとされている。今回鼠径ヘ
ルニア嵌頓から敗血症を来し、緊急手術を行った症例に対し、早期より多職種での関わりを行い ADL 低下することなく自宅退院
が可能となった症例を担当した。【症例】51 歳男性。1 週間程水分や食事の摂取ができていない状態であり、腹痛と嘔吐あり当院
紹介受診となる。鼠径ヘルニア嵌頓による閉塞性イレウスの状態であり、小腸壊死に対して緊急手術となる。
【経過】術中より呼
吸状態が悪く人工呼吸器管理のまま ICU 入室となる。術後に利尿が得られず、術日より右鼠径部よりブラッドアクセス留置し持
続血液透析濾過法管理となるが、脱血不良のため右内頸静脈にアプローチ変更。人工呼吸器管理下で術翌日には理学療法開始
（RASS:-2～-1）
。術後 2 日目の午前には端座位、起立訓練、午後には CHDF 回路交換中に歩行訓練開始となる。術後 4 日目に抜管、
術後 7 日目に CHDF 離脱。CHDF 管理中の離床、歩行訓練を継続して行う事ができ、ICU 退室時には歩行車歩行が監視下で行える
状況であった。せん妄症状もなく経過し、一般病棟へ転棟後もリハビリ継続し、術後 24 日目に ADL 全自立で自宅退院が可能となっ
た。
【考察】ブラッドアクセスを大腿静脈に留置すると、股関節屈曲時にカテーテルも屈曲し脱血不良を招く事があるため、スムー
ズな離床が行えない事がある。本症例はブラッドアクセスを内頸静脈から挿入していた事により、ルート管理しやすい状態で
CHDF 管理中の離床が可能であったため、呼吸器合併症を起こすことなく経過。また、多職種との協力により歩行訓練も術後 2 日
目より行う事ができている。様々なデバイスが装着された状態であっても、多職種が協力すれば安全に離床することも可能である。

FP-281

集中治療を要した消化管穿孔症例の検討－上部と下部で違いはあるのか－

神戸市立医療センター中央市民病院

1）

麻酔科、2）日本赤十字社和歌山医療センター

是永 章 、辻本 登志英 、小谷 祐樹 、亀井 純 、山田 裕樹 、千代 孝夫
1）

2）

2）

2）

2）

集中治療部

2）

【目的】集中治療を要した消化管穿孔症例で、穿孔部位（上部、下部）による差違を明らかにする。【方法】2012 年 4 月 1 日から
2015 年 3 月 31 日における消化管穿孔症例のうち、ICU に入室した症例を対象とした。
【結果】消化管穿孔症例は 419 例（上部 121 例、
下部 288 例、不明 10 例）で、ICU に入室した症例は 139 例（上部 29 例、下部 110 例）であった。以下上部／下部の順で、平均年齢
は 73.3／72.9 歳、APACHEII score は 19.1 ± 7.5 点／18.7 ± 7.9 点、SOFA score は 6.6 ± 2.8 点／6.1 ± 3.5 点、ICU 滞在日数は 6 日／6 日、
ICU 死亡率は 6.9%／3.6%、28 日死亡率は 10.3%／9.1% であった。血液培養陽性率は 13%／35% と下部で高く、腹水培養陽性率は
73.1%／81% であったが、そのうち真菌陽性率は 73%／13% と、上部で高かった。【考察及び結語】一般的に消化管穿孔は、上部よ
りも下部の方が重症化しやすいといわれている。また、消化管穿孔における抗真菌薬投与の是非は意見が分かれている。今回の検
討でも ICU 入室率は下部の方が高かった。しかし ICU 入室症例においては、上部・下部で重症度スコア、死亡率に有意差はなく、
ICU 入室症例では上部消化管穿孔症例でも下部消化管穿孔と同等の重症度であった。このため上部では、腹水培養における真菌陽
性率が高いことから、ICU 入室症例では当初から抗真菌薬投与を検討する余地があると考えられる。

FP-282

食道穿孔を含む消化管穿孔を短期間に 2 度発症したが、集学的治療が奏功した 1 例

済生会横浜市東部病院

1）

麻酔科、2）済生会横浜市東部病院

救急科、3）済生会横浜市東部病院

集中治療科

小松崎 崇 、冨田 真晴 、秋山 容平 、秋山 苑生 、明石 卓 、清水 正幸 、小林 陽介 、山崎 元靖 2）、高橋 宏行 3）、
佐藤 智行 1）
1）

1）

1）

1）

2）

2）

2）

【症例】69 歳男性。アルコール依存症の既往があり、声門癌に対し放射線治療を行っていた。抗酒薬内服後に飲酒し、激しい嘔吐
を繰り返した後に背部痛が出現した。CT 画像で縦隔内に空気を認め、食道穿孔（boerhaave 症候群）と診断を受けた。緊急手術
の適応と判断され、当日中に食道創閉鎖および胃瘻・空腸瘻の造設を行った。術後経過は概ね良好で、第 2 病日に空腸瘻からの経
管栄養投与を開始し、第 6 病日に嚥下造影を行い漏れがないことを確認して流動食を開始した。食上げも順調で、ややせん妄の傾
向を認めたものの第 14 病日の退院を予定していた。
しかし退院予定日の前夜より腹痛、炎症反応上昇等の所見を認め、CT 画像上で十二指腸憩室穿孔が疑われた。退院を延期し食止
めおよび抗菌薬による保存的治療を行ったが、画像所見は増悪傾向にあり翌日に意識レベルも低下したため緊急で十二指腸憩室切
除、十二指腸空腸吻合、胆のう摘出術等を行った。術中より昇圧剤としてノルアドレナリン 0.1-0.15 γ程度を要し、体液バランス
も大きく正に傾いていたため open abdominal management の方針で集中治療室に帰室した。同日中に PMX を開始し、抗菌薬、ス
テロイドに加えて AT3 製剤投与、免疫グロブリン静注を行った。治療は奏功し、翌々日には昇圧剤投与を終了した。第 19 病日に
閉腹し、第 20 病日には人工呼吸器を離脱した。第 22 病日に造影検査で漏れがないことを確認して経管栄養投与を再開した。経口
摂取開始後、胃内容物の排泄遅延が続き食上げに難渋したが、最終的に分割食からの食上げを行い第 47 病日に退院した。
【考察】食道穿孔の様な重症化しやすい消化管穿孔を短期間に繰り返し発症した場合でも、早期からの集学的治療により良好な転
帰を目指すことが可能である。

－ 839 －
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劇症肝炎が疑われた重症肺炎球菌性肺炎の 1 例

飯田市立病院

救急科

市川 通太郎、武井 隼人、神頭 定彦
【症例】77 歳女性。身長 137cm、体重 46.6kg。
【既往歴】うつ病【現病歴】近医で誤嚥性肺炎を入院治療中、某日深夜から酸素化不
良となった。翌日の血液検査で肝逸脱酵素の著明な上昇（AST 8920IU/L、ALT 3279IU/L、LDH 13570IU/L）あり劇症肝炎が疑
わ れ 精 査、 治 療 目 的 に 当 院 転 院 と な っ た。【 入 院 時 現 症 】SpO2 94%（O2 3L/min 投 与 下 ）、 呼 吸 回 数 39 回 / 分、 血 圧
132/78mmHg、脈拍 122 回 / 分 整、GCS E4V3M6、体温 39.1 度。両肺野で湿性ラ音聴取。四肢の浮腫あり。明らかな黄疸なし。
【経過】尿中肺炎球菌抗原陽性であることから、肺炎は肺炎球菌性肺炎と診断した。敗血症、AKI 、DIC を合併していた。肝臓超
音波検査所見、CT 所見からは劇症肝炎を積極的に示唆する所見は無かった。心臓超音波検査では、左室はたこつぼ様の壁運動所
見であった。ICU 入院で抗生剤、循環作動薬、利尿剤の使用開始。翌日より肝酵素はピークアウトした。経時的に全身状態、血液
検査データ異常は改善し第 5 病日に ICU を退室。第 9 病日の心エコーではたこつぼ様の壁運動障害は改善傾向にあった。第 18 病日
に虚血性心疾患の鑑別目的に冠動脈 CT を行ったが、優位狭窄無かった。第 25 病日、リハビリテーション転院となった。
【考察・
結語】劇症肝炎は集学的治療が可能な専門施設に至急転送が必要な疾患である。本例は著明な肝逸脱酵素の上昇を認め、PT40％
以下、昏睡度 2 度以上の意識障害があったため劇症肝炎の診断基準に合致していた。しかし今回は重症肺炎球菌肺炎に伴うたこつ
ぼ心筋症からの急性循環不全および DIC の合併により肝障害が生じたと考えられた。劇症肝炎に類似した検査所見、症状を呈し
た重症肺炎球菌性肺炎を経験したので報告する。

FP-284

施設間連携により救命した胃穿孔から敗血症性ショックに至った小児の一例

国立病院機構横浜医療センター 救急科、2）横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター、
横浜市立大学医学部 救急医学教室

1）
3）

余湖 直紀 1,3）、古谷 良輔 1,3）、六車 崇 2,3）、問田 千晶 2,3）、篠原 真史 2,3）、宮崎 弘志 1）、岩下 眞之 1,3）、望月 聡之 1）、大塚 剛 1,3）、
森村 尚登 1,3）
【緒言】胃穿孔から敗血症性ショックに至った小児例につき報告する．
【症例】4 歳女児．便秘傾向のほか特記すべき既往はなし．
［主
訴 ］ 腹 痛［ 現 病 歴 ］ 腹 痛 で 受 診， 浣 腸 施 行 後 に 帰 宅． 翌 日 に 腹 痛 が 増 強 し 再 受 診 し た．
［ 初 期 診 療 経 過 ］ 意 識 障 害（GCS
E4V1M1），呼吸不全（顔面蒼白，努力呼吸（36/min）
）
，ショック（末梢冷感，Capillary Refilling Time 延長，HR 201/min）を
認め，気管挿管と急速輸液を施行。PIM3 27.3% であった．腹部膨満が著明で，エコー上 多量の液体貯留を認め，茶褐色の腹水が
穿刺吸引されたため緊急開腹術を施行した．開腹すると多量の腹水と漏出した食物残渣があり，胃穹窿部に約 3 cm の穿孔が認め
られた．経過から敗血症性ショックと判断した．ショックの持続による大量輸液と，来院時から合併していた誤嚥性肺炎から，
CHDF，ECMO 導入の可能性が示唆されたため，域内の小児救命救急の拠点施設へ転院とした．
［転送後経過］初日は 6100 ml/ 日
の大量輸液に加え，ノルアドレナリン 0.12 μ g/kg/min・バソプレシン 0.15 mU/kg/min を要した．CHDF（4 日間）および PMX（2
日間）施行，循環安定と充分な利尿をもって離脱した．術後 6 日目に抜管し全身状態は安定したが，幽門部の狭窄が関連したイレ
ウスの遷延を認めた．【考察】新生児以降で既往のない小児の胃穿孔は稀であるが，その死亡率は高い．救命には限られた時間内
に緊急度を判断し適切な介入を施行する必要があった．介入は 穿孔部の閉鎖と洗浄・敗血症性ショックに対する集中治療 に大別
される．本症例は，初期診療・迅速な手術・拠点施設への転送・集中治療の継続 が円滑に繋がり救命に至ったものと考えられる．
重篤小児症例の診療における Hospital Network の重要性が示唆された本症例について，文献的考察を加え報告する．
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大量喀血により急速な経過で死に至った、市中発症劇症型 Bacillus cereus 肺炎の一症例

島根県立中央病院

1）

救命救急科、2）島根県立中央病院

集中治療科

上田 和典 、石田 亮介 、北野 忠志 、佐藤 弘樹 、石飛 奈津子 1）、川上 潮 1）、森 浩一 1）、新納 教男 1）、山森 祐治 1）、
松原 康博 1）
1）

1）

2）

1）

【症例】60 歳代男性。既往歴はなく、発症まで自覚症状も全くなかった。突然の右側腹部痛、右肩痛、右手のしびれを自覚し前医
へ救急搬送された。低酸素血症と喀血があり CT で右上葉を主として広範に肺胞出血を認めた。ドクターヘリを要請され、気管挿
管の後、当院救命救急センターに搬送した。肺胞出血の原因は不明であり、血液検査は凝固機能、生化学検査、炎症反応含め異常
は認められず、造影 CT でも責任血管は指摘できなかった。さらに来院時の心電図で II、III、aVf 誘導での ST 上昇、壁運動異常を
認め急性下壁梗塞を併発していた。肺胞出血に対する止血と、急性心筋梗塞に対する再灌流、抗凝固の相反する治療が必要な状態
であった。心筋梗塞の治療を優先し、右冠状動脈 #2-3 に 99％狭窄を認めたため冠動脈ステントを留置した。その後右上葉の気管
支動脈カテーテル閉塞術を施行した。ICU 入室後はステント閉塞よりも出血コントロールの方を重視し抗凝固は行わなかった。
APRV での人工呼吸を行ったが酸素化の維持は困難であった。気管チューブから噴出するほどの出血が持続しており循環が不安定
で、ECMO 導入は困難であると判断した。出血のコントロールがつかず来院後 12 時間で死亡された。病理解剖の結果 Bacillus
cereus 肺炎による出血性びまん性肺胞障害と診断された。【考察】Bacillus cereus は常在菌であり、健常者の肺炎の起炎菌となる
ことは極めて稀である。さらに、本症例では全身性炎症反応を引き起こす間もなく急激に局所の肺胞障害が進行し、突然の喀血で
症状が発現した。経過が極めて速かったため当初は感染症であることや、出血源が右上葉に限局していると認識することも困難で
あった。また急性心筋梗塞を合併したことが治療を困難にする 1 つの要因となった。
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FP-286

脾臓低形成に発症した劇症型肺炎球菌感染症による Waterhouse-Friderichsen 症候群の 1 例

神戸徳州会病院

心臓血管外科

江森 一雅、竹内 庸浩、曽根田 純一
【症例】50 歳男性【主訴】下痢・嘔吐、四肢のしびれ【既往歴】特記事項なし。2 か月前にう歯治療を受けた。【現病歴】前日より
下肢疼痛・発熱が出現し、引き続き下痢・嘔吐を認めた。手足のしびれ・両下肢の無感覚により 5 月初旬救急搬送となる。来院時、
意識清明、BP 85/64mmHg、HR 113/ 分、呼吸回数 30 回 / 分、SpO2 測定不能。搬送時には全身チアノーゼ著明で、頚部から上の
顔面全体がうっ血して紫色であった。【検査】血液ガスで代謝性アシドーシスの所見を認め、WBC 3300/ μ l と低下していた。
CRP 14.18mg/dl、PCT 100ng/ml 以上と高値。肝腎機能障害に Plt 4.3 万 /l、PT 26%、Fib 37mg/dl、FDP 86 μ g/ml と ATIII 57%
と DIC の診断基準を満たしていた。造影 CT で脾臓は低形成のほか感染のフォーカスは明らかではなかった。救急来院時にすでに
敗血症から DIC および多臓器不全へと進行していると考えられた。
【経過】集中治療室入室後に、直ちに気管内挿管、ブラッドア
クセスを留置し CHDF+PMX を開始した。抗菌剤は IPM/CS+CLDM+PIPC で開始し、輸血 RBC+FFP 同時に投与開始した。
Methylprednisolone 1000mg も投与した。しかし、体幹部・頚部顔面の網状紅斑は拡大し、血圧低下から心停止となった。一旦蘇
生するも、高カリウム血症とアシドーシスが進行し搬送より 6 時間の経過で死亡した。翌日の検査結果で、血液塗抹検鏡で莢膜が
確認され、尿中肺炎球菌莢膜抗原が陽性と判明した。剖検で、脾臓は 20g と低形成で、両側の副腎に広範囲な出血を認めた。血液
培養の結果と、解剖所見により、本症例は劇症型肺炎球菌感染症により急性副腎機能不全を生じた Waterhouse-Friderichsen 症候
群と考えられた。

FP-287

中毒性表皮壊死症の一例

中京病院

皮膚科

田中 義人、鶴見 由季、稲坂 優、伊藤 有美、小寺 雅也
77 歳男性。他院入院中に全身に皮疹が出現し、4 日後に重症薬疹が疑われて当院を紹介受診。来院時、粘膜疹は認めなかったが、
躯幹・四肢に水疱を伴う紅斑とびらん（約 6%）を認めた。中毒性表皮壊死症（TEN）への移行を懸念して被疑薬の中止とステロ
イドパルス療法を入院初日から実施したが，その後急激にびらんが全身に拡大した（最終的な表皮剥離面積は約 90%）
。第 4 病日
には口唇と陰部にも粘膜疹が出現し、皮疹の改善が認められなかったため血漿交換療法と免疫グロブリン大量静注療法を併用し
た。その後上皮化を得たが、第 21 病日に多臓器不全のため死亡した。
スティーブンスジョンソン症候群（SJS）/TEN の治療指針 2009（厚生労働科学研究斑）では、SJS/TEN に対して現時点では確立
された薬物療法はないとした上で、現時点ではステロイド治療を第一選択とし、ステロイド治療抵抗例に対して血漿交換療法や免
疫グロブリン大量静注療法を考慮するとされている。しかし血漿交換療法は発症早期（特に診断から 3 日以内）に実施した方が死
亡率がより低下したとの他の報告も存在する。SJS/TEN に対する治療方針について若干の文献的考察を交えて報告する。

FP-288

敗血症性ショックを伴った水疱性類天疱瘡の 3 例

順天堂大学医学部附属浦安病院

救急診療科

村田 健介、井上 貴昭、大野 孝則、末吉 孝一郎、角 由佳、松田 繁、岡本 健、田中 裕
【背景】水疱性類天疱瘡（Bullous pemphigoid：BP）は、元来予後良好の皮膚疾患であるが、時に悪性腫瘍を合併し、また特に高
齢者では、全身状態に影響を及ぼす致死的状態をきたすことがある。今回我々は BP を基礎疾患にもつ患者が敗血症を合併して致
死的経過をたどった症例 3 例を経験したため、報告する。
【症例 1】84 歳男性、市中病院皮膚科にて BP および院内肺炎のため入院
加療中であった。経過中に腎機能の悪化、凝固障害及び全身状態悪化をきたしたため、当院に転院となった。肺炎による敗血症性
ショック、DIC、急性腎障害を認め、人工呼吸管理及び血液浄化など各種集中治療を実施した。入院経過中に深在性真菌症を合併
し、転院後 23 日目に多臓器不全（MOF）にて死亡した。【症例 2】67 歳女性、当院皮膚科にて BP のために入院経過中、発熱、意
識障害及び下血きたし、院内肺炎・敗血症性ショック・DIC を認めたため、当科転科となった。人工呼吸管理・血液浄化など各種
集中治療を実施した。入院経過中にサイトメガロウイルス感染症を合併し、第 14 病日 MOF にて死亡した。【症例 3】76 歳女性、
当院にて 4 年前から BP および慢性腎不全のため外来 follow されていたが、食欲低下及びふらつきを主訴に救急搬送された。肺炎
による敗血症と診断し、即日緊急入院となった。人工呼吸管理・血液浄化など各種集中治療を実施したが、経過中にニューモシス
チス肺炎を合併した。各種治療に奏功せず、第 25 病日 MOF にて死亡した。【考察】BP の患者は、ステロイド治療を要することが
多く、易感染性宿主であることに加え、悪性疾患の合併で予備力に乏しいことがある。加えて活動性皮膚病変の存在は、混合感染
のリスクも高く、BP 患者の敗血症は、重症化して、本症 3 例のように致命的経過を辿る可能性があり、注意が必要である。
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FP-289

Viridans Streptococcus による電撃性紫斑病の 1 例

宝塚市立病院
中川 弘大、桑原 正篤、小林 敦子
【症例】特に基礎疾患や既往歴はない 77 歳男性。発熱・意識障害を主訴に当院へ救急搬送され、ICU で呼吸管理などの全身管理を
開始した。明らかな感染源は不明であったが、血液培養からグラム陽性球菌（のちに Viridans Streptococcus と判明）が検出された。
著明な肝機能障害・腎機能障害・DIC を認めた。スルバクタム / アンピシリンの経験的治療を開始した。第 2 病日に両下肢の紫斑
を呈し、皮膚科に電撃性紫斑と診断された。起炎菌の Viridans Streptococcus に対してアミノペニシリン（ABPC）とクリンダマ
イシン（CLDM）などの抗菌薬投与を実施し、腎不全に対して血液透析など実施していたが、壊死した下肢に二次感染を起こし感
染コントロールが困難となったため、下肢切断を施行し一命を取り留めた。
【考察】電撃性紫斑病は、四肢末端優位の虚血性壊死で、
二肢以上が同時に侵され、近位の動脈閉塞を伴わないものと定義される。原因菌として Streptococcus pneumoniae、Neisseria
meningitis、A 群溶連菌、Vibrio vulnificus などの報告は多いが、Viridans Streptococcus による電撃紫斑は極めてまれである。リ
スク因子としては脾摘患者や透析患者などが上げられるが、本症例は発症まで特に免疫系の異常はなく、感染の既往歴や免疫抑制
剤の投与も無かった。HIV 感染も否定された。明かな免疫不全のない健常者に弱毒の Viridans Streptococcus による電撃紫斑を発
症し、下肢切断によって救命しえたので、若干の考察を加え報告する。

FP-290

Toxic shock syndrome を合併した重症 A 群溶連菌肺炎に対し集学的治療を行い救命し得た一例

東京医科大学病院

感染症科

感染制御部

下稲葉 みどり、中村 造
【症例】61 歳 フランス人女性【既往歴】高血圧症【現病歴】受診 10 日前観光目的にフランスより来日した。渡航時より咽頭痛と
微熱を自覚し市販薬で対症しながら観光を続けたが高熱を認め息苦しさが出現したため当院救急外来を独歩受診した。胸部レント
ゲンで右大葉性肺炎の診断となり同日集中治療室へ入院となった。
【入院時現症・検査】意識清明だが衰弱強く , 体幹を中心にび
まん性紅斑性発疹を認めた。BT 40.0℃, SpO2 77%（室内気）, BP 82/50mmHg, PR 112/min, 急性期 DIC スコア 3 点 APACHE II
20 点 APACHE III 58 点 , WBC 14000/ μ（Neu.
l
84.5%）, Hb 12.1g/dl, Plt 13.6 万 / μ l, CRP 69.0mg/dl、BUN 76.4mg/dl, Cr 3.62mg/
dl, プロカルシトニン 80.58ng/ml, IgG/A/M 467/259/81mg/dl, 尿中レジオネラ , 尿中肺炎球菌抗原陰性 , 咽頭溶連菌迅速試験陽性
であった。【入院後経過】大量急速補液 , ノルアドレナリン 0.15 γ（day2 で shock 離脱 , day4 で終了）, 抗菌薬 MEPM（3g）+
LVFX（500mg）, Toxic shock syndrome 合併と考え免疫グロブリン製剤 5g × 3days の投与を開始した。血液培養 , 痰培養から A
群溶連菌（Group A streptococcus:GAS）が検出され抗菌薬を day3 に PCG（2400 万単位）+ CLDM（1800mg）へ狭域化した。
day1-3 に NPPV, day4-9 は気管挿管の上呼吸器管理を行った。day14 まで抗菌薬の静脈内投与を行いその後 14 日間は AMPC
（2000mg）の内服加療を行った。全身状態は改善し day 27 独歩退院し同日フランスへ帰国した。
【考察】GAS による重症肺炎に
Toxic shock syndrome を合併した一例である。GAS による菌血症、ならびに肺炎の発症は極めて珍しく死亡率も高いとされる。
また Toxic shock syndrome の合併は多く、本症例は全身性紅斑や IgG の著減から免疫グロブリン製剤と CLDM を併用するよい適
応であったと考える。大葉性肺炎を呈する起因菌としての GAS を鑑別に挙げ適切な抗菌薬選択と合併症の対処をすることで救命
し得た一例であり報告する。

FP-291

降下性壊死性縦隔炎により敗血症性ショックをきたした一例

横浜労災病院

集中治療部

小野 富士恵、柏 健一郎、木村 康宏、七尾 大観、赤川 玄樹、藤本 潤一、西澤 英雄
症例は 63 歳，男性。発熱，咽頭痛に対し近医で経口抗菌薬の処方を受けるも，症状の改善なく 3 日後当院を受診した。来院時は
ショックバイタルで，右頸部の著明な腫脹と発赤，熱感を認めた。CT 検査を施行したところ，頸部に膿瘍形成は認めなかったが，
頸部深部間隙の強い炎症と浮腫を認め，深頸部感染症と考えられた。気道閉塞をきたす可能性があるため同日 ICU 入室となった。
気管支鏡検査にて，喉頭蓋から声門にかけて周囲組織からの圧迫による著明な気道の狭小化を認めたため，気道確保目的に気管挿
管を施行した。画像検査上，喉頭から咽頭後間隙，さらに縦隔への炎症の波及を認めており，深頸部感染症から降下性壊死性縦隔
炎をきたしたと考えられた。抗菌薬治療（SBT/ABPC + CLDM）を開始したが，カテコラミンへの反応も乏しくショックが遷延，
AKI も併発したため第 3 病日より CRRT を開始した。第 5 病日より循環動態の改善がみられたが，発熱と炎症反応高値が持続し，
CT にて降下性縦隔炎の残存が疑われため，第 14 病日に胸腔鏡下縦隔ドレナージ，第 16 病日に頸部洗浄ドレナージを行った。し
かしその後も炎症反応と画像所見の改善が認められなかったため，第 39 病日に胸骨正中切開で縦隔ドレナージを行ったところ，
その後は良好な臨床経過を得ることができた。降下性壊死性縦隔炎の治療は，感染源のコントロールとして積極的な縦隔ドレナー
ジが必要となる事を想定した集学的管理が必要であると考えられた。
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FP-292

肺炎桿菌による急性感染性電撃性紫斑病の一例

日本大学

救急医学系

救急集中治療医学分野

賀川 哲夫、伊原 慎吾、堀 智志、桑名 司、小豆畑 丈夫、木下 浩作
症例）70 歳女性 現病歴）入院当日起床後に意識障害認め、救急要請し、当院に搬送。既往歴）間質性肺炎、多発性筋炎、高血圧、
甲状腺機能低下症臨床経過）来院時ショックを認め、気管挿管後、人工呼吸を開始した。入院当日の尿培養と血液培養から肺炎桿
菌が検出され、尿路感染症による敗血症性ショックと診断し、大量輸液、抗菌薬の投与、ノルアドレナリン、バソプレシン、ヒド
ロコルチゾン、γグロブリン製剤を点滴投与した。また、敗血症性ショックに対して PMX 施行し、その後 AKI に対して CHDF を
施行。第 2 病日に DIC が進行し、トロンボモジュリン製剤、アンチトロンビン製剤の投与を行った。循環は改善傾向だったが、右
上肢と右手、両下肢に紫斑出現し、肺炎桿菌性敗血症性ショックによる急性感染性電撃性紫斑病と診断した。第 3 病日には循環が
安定し昇圧剤を中止。第 7 病日にはヒドロコルチゾンの点滴を中止し、第 8 病日に抜管した。四肢の紫斑は次第に黒色へと変色し、
四肢末梢は壊死した。全身状態改善後のプロテイン S、プロテイン C の活性は正常範囲内であり、先天的な凝固制御因子の欠損は
否定された。その後形成外科にコンサルトし、プロスタグランジン E1 製剤の投与を継続した。第 84 病日に形成外科による四肢切
断術（右手は PIP 関節、左手は手関節、右足は中足骨、左足は MP 関節でそれぞれ切断）を施行した。考察）急性感染性電撃性紫
斑病は敗血症性ショックあるいは敗血症性 DIC を基礎とし、急速進行性に四肢末端優位に虚血性壊死を呈する疾患である。本症
例の原因菌は肺炎桿菌で、過去に 4 例のみが報告されている。今回、我々は本邦や世界的にも稀な肺炎桿菌による急性感染性電撃
性紫斑病を経験したため、若干の文献的考察を踏まえて報告する。

FP-293

敗血症管理の教訓：難治性神経疾患の感染症管理の一症例

名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

福田 幸寛、眞喜志 剛、海野 仁、日下 琢雅、東 倫子、田村 有人、江嶋 正志、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】難治性神経疾患である視神経脊髄炎スペクトラム疾患に合併した感染症管理と ICU 管理について紹介する。
【症例】66
歳男性，169 cm，87 kg。繰り返す意識消失で前医に救急搬送され，急性自律神経障害と診断された。進行する四肢麻痺と呼吸筋
麻痺に対して，ギラン・バレー症候群疑いで，当院に転院された。転院時には，強い換気機能低下と自律神経異常と敗血症性ショッ
クを認め，気管挿管，人工呼吸器管理として ICU 入室とした。第 7 病日に気管切開を行い，全身状態の安定をはかり，第 13 病日
に ICU を退出とした。しかし，その後，内科系病棟で誤嚥性肺炎を繰り返し，第 34 病日に緑膿菌による菌血症を発症し，第 45 病
日には病棟で敗血症性ショックとなり，ICU に再入室とした。再入室日の APACHE2 スコア 34，意識混濁，血圧 65/37 mmHg，
心拍数 82/ 分，呼吸数 35/ 分，体温（膀胱）37.6℃ ，乳酸値 1.0mM だった。再入室時の中心静脈カテーテルおよび血液より 3 時間
で Candida albicans が検出され，他の菌種を認めず，カンジダによる敗血症性ショックと診断した。MCFG で治療を開始し，血液
中のカンジダを消失させ，β D グルカン値の低下を確認できたが，第 48 病日眼内炎を併発したために静注用 VRCZ に変更し，第
55 病日には VRCZ を内服に変更した。この間，急性腎傷害を併発したために持続血液濾過（CHF）を併用したが，カンジダ血症
の消退とともに，CHF を離脱できた。本症例では，リンパ球数の減少，好中球のアポトーシスと細胞死を認め，自発的な交感神
経緊張持続に伴うと評価した。本症例は，敗血症性ショックとして，90 病日を超えて生存している。【結語】ギラン・バレー症候
群や視神経脊髄炎スペクトラム疾患などにおける自律神経障害では，免疫低下が生じることが知られている。免疫低下状態では，
一般診療科主治医や家族の判断により，繰り返させる敗血症性ショックより 90 日生存が達成できない可能性があると評価した。
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パーキンソン病を基盤とした敗血症性ショックの 1 症例

名古屋大学大学院

医学系研究科

救急・集中治療医学分野

中原 光三郎、塩屋 悠人、錦見 満暁、東 倫子、山本 尚範、田村 有人、江嶋 正志、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】パーキンソン病の治療過程で脳深部刺激装置の調節中に，腸閉塞を発症し，重症誤嚥性肺，敗血症性ショック，
ARDS，急性腎傷害により，集中治療管理を必要とした症例を報告する。
【症例】症例は，69 歳女性，153cm, 32kg，ICU 入室日の
APACHE2 スコアは 34 だった。パーキンソン病の治療目的で挿入された脳深部刺激装置と内服薬の調整過程で，麻痺性腸閉塞と
なり，さらに糞便性腸閉塞を合併した。その後，嘔吐と誤嚥の 3 日後から 38 度の発熱と呼吸不全を認め，救急・集中治療部への入
室とした。PaO2/FIO2113.1 mmHg レベルの ARDS に対して人工呼吸管理とし，平均血圧 60 mmHg 以下と乳酸アシドーシスを伴
う敗血症性ショックに対して noradrenaline を開始した。無尿の状態に対して，敗血症ショックに伴う急性腎傷害として持続濾過
（QF 130-150mL/ 時，QB1.2-1.8L/ 時，PMMA 膜 ） を 併 用 し た。 疑 わ れ る 肺 炎 に 対 し て は， 当 診 療 科 の ス ト ラ テ ジ ー と し て
Doripenem3g/ 日とトラフ濃度 20 μ g/dL の Teicoplanin を抗菌薬の初期治療とした。血液および喀痰の培養検査では，Klebsiella
pneumoniae が検出され，Ampicillin/Sulbactam に de-escalation した。初日には敗血症性ショックを離脱し，利尿も得られ，持続
血液濾過は 3 日目で終了できたが，ARDS は PaO2/FiO2 111mmHg レベルで推移し，ARDS からの離脱に難渋した。入室第 23 病
日に一般病床への転棟とした。【結語】本症例は，経腸栄養を施行しないで管理されていた症例であり，ARDS と経口栄養の回復
に 23 病日の時間を必要とした 1 症例である。
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激烈な播種性病変を来たした MSSA 菌血症の一例

麻生飯塚病院

集中治療部

竪 良太、鶴 昌太、安達 普至、臼元 典子、鮎川 勝彦
【背景】黄色ぶどう球菌菌血症は感染性心内膜炎や化膿性脊椎炎など播種性病変を生じる事が多く、合併症の鑑別が重要で、死亡
率が 20～50％と高く、MSSA 菌血症も死亡率が比較的高いため、播種性病変の検索と適切な抗菌薬治療が必要である。我々は
MSSA 菌血症に対して抗菌薬治療を行っていたにも関わらず、空間的・時間的に多発する播種性病変を来たした症例を経験したの
で報告する。
【症例】症例は 60 歳女性。既往歴は高血圧。腰痛のため近医入院中であったが、発熱・肝・腎・意識障害が出現し当
院に紹介搬送となった。近医での腰椎 MRI では、明らかな異常所見は認めなかった。来院時、意識 GCS12（E4V3M5）
、血圧
107/60mmHg、脈拍 134/ 分であった。敗血症性ショック・急性腎障害・DIC の診断で、ICU で集中治療を開始した。第 2 病日に
意識レベルは改善したが、第 3 病日に再度意識障害と四肢麻痺が出現した。頭部 CT/MRI・脊椎 MRI で、多発性脳梗塞、脊髄硬
膜外膿瘍、広範な脊髄炎を認めた。来院時の血液培養から MSSA が検出されたが、TEE で明らかな疣贅を認めなかった。脳梗塞
は延髄にまで及び、自発呼吸が微弱のため第 11 病日に気管切開を施行した。意識は改善し循環動態は安定したため、第 16 病日に
人工呼吸器を装着したままリハビリ目的に ICU を退室した。一般病棟でも抗菌薬を継続していたが、新たに腸腰筋膿瘍、脳室内
膿瘍を発症した。
【結語】創部、歯科治療歴、体内異物等の危険因子がなく、免疫抑制状態にないと考えられる成人女性に発症し
た MSSA 菌血症に対し、抗菌薬治療を行っていたが、激烈な播種性病変を来たし、人工呼吸離脱困難・完全四肢麻痺のため臥床
生活を余儀なくされた。
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広範囲熱傷に創感染を合併し敗血症性ショックとなった一例

成田赤十字病院

1）

救急・集中治療科、2）成田赤十字病院

形成外科

竹田 雅彦 、中西 加寿也 、奥 怜子 、栗田 健郎 、山地 芳弘 1）、上野 昌輝 1）、安達 直樹 2）、加地 竜士 2）
1）

1）

1）

1）

広範囲熱傷患者では感染リスクが高く , 敗血症は熱傷患者の主たる死亡原因となる . 広範囲熱傷に創感染を合併し敗血症性ショッ
クとなるも救命しえた一例を報告する .【症例】53 歳男性 . マグネット粉塵の廃棄作業中 , 粉塵爆発により顔面 , 四肢に熱傷を負い
搬送となった . 来院時循環 , 呼吸は保たれており , 両眼周囲 , 両前腕 , 両下肢に熱傷を認め , 熱傷面積は 30%（DDB）, Burn
Index=15 であった . 第 2 病日 SOFA score 0 点で形成外科に転科となった . しかし第 5 病日より 37 度台の発熱と炎症反応の上昇あり
LVFX を開始したが , 第 9 病日に体温 40 度に上昇した . 第 12 病日より浸出液や壊死組織が増加し , MRSA が検出され DAP を開始し
た . 血圧も低下し , さらに ARDS, DIC を合併 , SOFA score 18 点と重症化したため , 第 14 病日 ICU での集中治療を開始した . その時
点で 2 度熱傷の一部が 3 度熱傷へ移行し , 熱傷面積も 40% に拡大していた . 抗菌薬を VCM, PIPC/TAZ に変更し , DIC に対して AT,
rTM 製剤を投与 , AKI に対し CHDF を開始した . DIC による出血リスクは極めて高く , またショックであったため , high risk であ
ることは容易に予想できたが , 救命のためには感染源の制御が不可欠と判断し , 第 15 病日に壊死組織のデブリドマンを断行した .
以降すみやかに循環動態は安定し , 第 17 病日にカテコラミン投与を終了した . その後は体位ドレナージを行いつつ慎重な人工呼吸
管理を行い , 2 度の植皮術の後 , 第 39 病日に人工呼吸器離脱し第 40 病日に ICU 退室となった .【まとめ】広範囲熱傷患者ではほとん
どの症例で感染を合併するとされ , 受傷後 1 週間では緑膿菌や MRSA の感染が起こりやすい . また視診のみでは確実な創感染の診
断は困難とされる . 本症例では当初創感染の徴候がはっきりせず , MRSA への対応が遅れ敗血症性ショックに至ることとなった . 広
範囲熱傷患者の創感染では , 早期の診断と感染制御とともに厳重な全身管理が重要と考え , その治療戦略について考察を加える .
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開心術後の Stenotrophomonas maltophilia による敗血症

神戸市立医療センター中央市民病院
神戸市立医療センター中央市民病院

1）
3）

麻酔科、2）神戸市立医療センター中央市民病院
救急救命センター・救急部

心臓血管外科、

甲斐沼 篤 1）、植田 浩司 1）、小泉 滋樹 2）、是永 章 1）、川上 大裕 1）、瀬尾 龍太郎 3）、美馬 裕之 1）、山崎 和夫 1）
【はじめに】Stenotrophomonas maltophilia（SM）は偏性好気ブドウ糖非発酵性のグラム陰性桿菌で、カルバペネム系含む多くの
抗菌薬に耐性を示す。病原性は弱いとされ、日和見感染の原因菌の一つとして知られている。今回、開心術後早期に SM による敗
血症を経験した。
【症例】慢性腎不全で維持透析中の 86 歳男性。入院 3ヶ月前に上行結腸癌に対して右半結腸切除術、術後縫合不
全になりストマ増設された。今回、重症大動脈弁狭窄症・冠動脈狭窄症に対して、大動脈弁置換術・冠動脈バイパス術を施行した。
術中に気管内出血を伴う肺損傷を合併した。術後 3 日目（3POD）に全身性炎症反応症候群に対して MEPM、VCM を開始した。
その際の痰培養から肺炎桿菌、Citrobacter freudii が検出された。7POD に心嚢・縦隔ドレーンの排液混濁認め、胸部 CT で縦隔炎・
縦隔膿瘍疑われたため再開胸、洗浄ドレナージを施行した。縦隔内に肉眼所見で感染所見は認めず、閉胸した。術中に、肺瘻認め
たため修復術を行った。心嚢・縦隔ドレーン排液や術中採取した胸水・心嚢液から SM のみが検出されたため、SM による敗血症
と 診 断 し、MEPM、LVFX、MINO に 変 更 し た。 そ の 後、 全 身 状 態 安 定 し た た め 13POD に LVFX 単 剤 に 変 更 し た。 し か し、
27POD に敗血症の再燃認めた。痰培養から 28POD に LVFX 耐性 SM、56POD に ST 合剤耐性 SM が検出されたため MINO、コリス
チン使用したが、58POD に肺炎により死亡した。【考察】本症例では担癌患者、直近の手術歴・抗菌薬暴露歴という既知のリスク
に加え、さらに人工心肺使用による免疫能の変化が SM 感染症の原因となった可能性がある。気管もしくは縦隔原発の SM が肺瘻
形成により気管支・心嚢・縦隔に波及したため、今回の SM 敗血症へ至ったと考えた。SM に対する治療には早期の新規耐性獲得
を考える必要がある。本症例では、全身状態が安定しても、抗菌薬の多剤併用療法継続の必要があった可能性がある。
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無症候性に進行する臓器不全、短腸症候群に合併した真菌感染症による cryptic shock の一例

済生会熊本病院

集中治療室

中村 通孝、西上 和宏、柴田 啓智、永野 雅英、高志 賢太郎、上杉 英之、中尾 浩一
【背景】敗血症性ショックにおいて Cryptic shock（血圧は正常も乳酸値が 4mmol/L 以上の上昇を認める状態）は Overt shock（20ml/
kg 以上の細胞外液投与後も低血圧が持続する状態）と比較し死亡率に差はなく、早期の積極的介入が必要と報告されているが早
期発見は容易ではない。今回血圧の低下は認めず、無症候性に進行する臓器不全から、最終的に Overt shock と診断した真菌感染
症による cryptic shock と思われる一例を経験したため報告する。【症例】糖尿病、低左心機能、中等症の僧房弁逆流、慢性心房細
動からの上腸間膜動脈閉塞症による小腸壊死のため広範囲小腸切除後短腸症候群のため中心静脈ポートが留置されていた 72 歳男
性。ポート植え込み後 2 か月より、時に 40 度の発熱を認める間欠熱を主訴に当院を受診し精査のため入院となった。入院後も間欠
熱は持続し入院時血圧は 138/72mmHg、体温：37.5 度であり、自ら独歩で売店まで行動していた。以後も収縮期血圧は 100120mmHg、画像では明らかな発熱の focus は認めず、採血では原因不明も Cre：1.32mg/dL が 4.22mg/dL と進行する腎障害を認め
ていたが、vital は著変なく経過観察となっていた。最終的に中心静脈ポート感染の疑いでポートを抜去。その際β -D グルカンが
600pg/ml と高値であり、深在性真菌症の疑いでミカファンギンを開始した。同日夜より血圧と意識レベルが低下したことから
ICU に入室。敗血症性ショックからの多臓器不全と診断した。治療経過中 3 回心室細動を来し、腎不全からの持続的血液濾過の使
用や肺胞出血なども合併したが、会話可能な状態で ICU32 日目に退室となった。【結語】敗血症性ショックの 6.5% に真菌によると
の報告があるが、今回血圧は維持され無症候性に進行する臓器不全から、最終的に Overt shock へと至った真菌感染症の一例を経
験した。原因不明の臓器障害を認めた時点で乳酸値が測定出来ていれば cryptic shock として発見するのに有用だったかもしれな
い。

FP-299

重症敗血症患者へのプレセプシン継時的モニターは予後予測に有用である～プロカルシトニン，CRP との比較～

金沢大学附属病院

集中治療部

佐藤 康次、中村 美穂、余川 順一郎、相良 明宏、関 晃裕、北野 鉄平、越田 嘉尚、野田 透、岡島 正樹、谷口 巧
【目的】重症敗血症患者におけるプレセプシン値の継時的モニタリングがプロカルシトニン，CRP と比較し予後予測に有用かを検
討した。【方法】重症敗血症にて当院 ICU へ緊急入院し，継時的にプレセプシン，プロカルシトニン，CRP を測定し得た重症敗血
症症例を後ろ向きに調査した。患者カルテ，ICU チャートよりデータを抽出し，60 日死亡，ICU 再入室となった患者を予後不良と
定義した。
【結果】対象症例は 16 例で予後良好群が 10 例，予後不良群が 6 例，平均年齢 57 ± 17 歳，男性 11 例，女性 4 例であった。
感染源として，肺（7 例），尿（2 例），腹膜炎（3 例）
，その他（4 例）で，入室時の平均 SOFA スコア 7 点，APACHE2 スコア
18.3 点，うち菌血症を呈したものは 5 例（31.3%）であった。経過中のステロイド使用症例は 9 例（56.3%）であった。プレセプシン，
プロカルシトニン，CRP 値の day 0～3, day 5～7 の値をそれぞれ抽出し継時的変化につき検討した。予後良好群では 3 つのバイオ
マーカーともに有意な低下を示した。予後不良群においては症例数が少ないため有意な差は認められなかったが，プレセプシンに
のみ上昇傾向が認められた。3 つのバイオマーカーにつき予後不良を予測する ROC 解析を試みたところ，day5～7 のプレセプシン
値が ACU 0.88（0.55 - 0.98）とその他と比較し最も有用であった。
【結論】重症敗血症患者におけるバイオマーカーの中で，プレ
セプシンが予後不良を予測するにあたり，最も有用である可能性がある。
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細菌感染にも関わらずプレセプシンが高値を示さなかった敗血症性ショックの 1 例

山形大学 医学部附属病院 卒後臨床研修センター、2）山形大学医学部附属病院
山形大学医学部附属病院 麻酔科

1）

3）

高度集中治療センター、

早坂 達哉 1）、渡邉 具史 3）、宇賀神 のりえ 3）、大滝 恵 3）、飯澤 和恵 3）、小野寺 悠 2）、鈴木 博人 2）、中根 正樹 2）、川前 金幸 3）
プレセプシン（PSEP）は新しい細菌感染のマーカーであり , 最近その有用性に関して多くの報告がなされている。しかし臨床にお
いて , 腎不全における偽陽性についての報告はあるが偽陰性についての報告はほとんどない。今回 , 細菌感染による敗血症と診断さ
れたにも関わらず PSEP がカットオフ値以下であった敗血症性ショックの症例を経験したので報告する。【症例】85 歳の女性。午
前中に子宮体癌疑い・子宮留膿腫の診断で子宮内膜生検施行され帰宅。同日 16 時に高熱と意識障害が出現し家人が救急要請 , 当院
救急部に搬送された。受診時 ,HR 160bpm，sBP 66mmHg，SpO2 100%（10LRM）
，JCS 20，BT 40.1℃であった。採血では WBC
2200 と低下，Plat 13 万，CRP 0.33 であった。敗血症性ショックが疑われたが ,ICU 入室後 19 時の PSEP 値は 175pg/ml と正常範囲
内であった。ICU 入室後 , 大量輸液 , ノルアドレナリン , 抗菌薬の投与を開始。翌日の採血では WBC 18000，CRP 6.67 であった
が ,PSEP 値は 270pg/ml と基準値内であった。同日血液検体の培養にてグラム陰性桿菌（E.coli）が検出され , 細菌感染による敗血
症と判明した。【考察】本症例では細菌感染による敗血症にも関わらず ,WBC,PSEP 値の有意な上昇は認められなかった。非細菌性
もしくは混合感染の可能性も否定できないが , 生検によって細菌が血管内に直接流入し急激に進展したため PSEP の上昇が遅れた
可能性が考えられる。PSEP の応答時間は 2 時間といわれているが , 臨床においてはさらなる検討が必要かもしれない。【結語】臨
床においての PSEP の応答時間に関してはさらなる検討が必要と考えられる。
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FP-301

プロポリスが誘因と考えられたアナフィラキシーショックから劇症肝炎を併発し、不幸な転帰をたどった 1 例

済生会熊本病院

救急総合診療センター

関戸 祐子、尾崎 徹、川野 雄一朗、高木 誠、中山 雄二朗、福永 崇、菊池 忠、白井 純宏、具嶋 泰弘、前原 潤一
【症例】60 代男性【既往歴】蜂アナフィラキシー【現病歴】某日 , 就寝中に右第 2 指をムカデに刺された . 健康食品であるプロポリ
ス（蜂成分）を傷口に塗布 , その後呼吸困難と意識障害が出現し近医へ救急搬送 , アナフィラキシーショックの診断で初期治療が行
われ , ショックは速やかに離脱していた . しかし翌朝 , 肝機能障害と下血を認め , 当院へ紹介転院となった . 来院時 , 意識は清明で呼吸
循環動態は安定していたものの , 肝・腎障害 ,DIC と多臓器不全状態であり , 中でも AST 26608IU/l,ALT 2725IU/l,LDH 15371IU/l,PT
20.5% と著明な肝機能障害を呈していた . 腹部造影 CT では広範に肝梗塞を認めた . 下血の原因は虚血性腸炎と考えられた . 輸液 , 抗
菌薬 , トロンボモデュリン製剤の投与などを始めとした全身管理を開始した . 入院後腎機能が急激に悪化し , 第 3 病日には持続血液
濾過透析を導入した . 第 4 病日に意識障害が出現した . 第 7 病日には呼吸状態の悪化を認め , 気管挿管の上人工呼吸管理を開始した . 新
鮮凍結血漿（FFP）を投与をすることなく保たれていた PT が徐々に延長し , 第 9 病日に FFP 補充を開始した . 第 18 病日に急な発熱
を認め , カテーテル関連血流感染を疑い , 抗菌薬を変更した .FFP 補充にもかかわらず PT の維持が困難で , 意識障害も遷延していた
ため , 第 25 病日に亜急性型劇症肝炎と診断したが , 全身状態はきわめて不良で , 積極的治療は困難であった . 第 28 病日に敗血症性
ショックをきたし死亡に至った . 病態解明のために , ご家族の同意を得て病理解剖を行った . 病理所見では , 肝臓の高度萎縮 , 及び肝 ,
脾に多数の梗塞巣が散在している以外有意な所見はなかった . 劇症肝炎の原因としては , プロポリスを原因物質とするアレルギー的
な機序や DIC からの肝梗塞が考えられた【結語】
.
プロポリスが誘因と考えられたアナフィラキシーショックから多臓器不全となり ,
更には劇症肝炎を併発し , 急激な臨床経過をたどった 1 例を経験したので , 文献的考察を加えて報告する .

FP-302

著明な低血糖を来した重症敗血症の一例

東北大学病院

1）

集中治療部、2）東北大学病院手術部、3）東北大学医学部麻酔科学教室

宇井 あかね 1）、齋藤 浩二 1）、亀山 良亘 1）、吾妻 俊弘 3）、江島 豊 2）、星 邦彦 1）
敗血症に伴う症状として低血糖は一般的ではなく、本邦での報告例は少ない。今回我々は経過中著明な低血糖を呈した重症敗血症
の一例を経験したので報告する。症例は 35 歳男性。慢性リンパ管腫の診断で当院内科にて外来フォロー中であった。2015 年 6 月
に腹痛があり当院に救急搬送された。救急外来では酸素 10L/ 分投与で PaO2 56mmHg と著明な低酸素血症を呈した。胸部 X 線写
真上胸水、肺うっ血が強く認められ、肺炎の可能性も否定できず入院となった。ICU 入室後気管挿管施行し人工呼吸を開始した。
血圧低下に対し輸液、カテコラミン投与を行ったが反応は鈍かった。ピトレッシン投与で血圧を維持したが代謝性アシドーシスが
急速に進行し、ICU 入室 22 時間後に永眠された。本症例は慢性リンパ管腫による両下肢の肥大があったが、特に右下肢の腫脹、
浮腫が著しく来院時から経時的に色調不良、熱感の増悪を認め、ここが感染源と考えられた。来院時の血糖は 93mg/dl であったが、
1 時間後に 47mg/dl、約 5 時間後には 0 mg/dl となった。その後グルコース投与を行ったが改善を認めず、低血糖を脱したのは約 9
時間後であった。敗血症に伴う低血糖の原因として感染による糖消費の増大、糖新生の障害などが考えられるが本症例ではグル
コース投与への反応が鈍く、感染が極めて重篤であったことを反映している可能性も考えられた。

FP-303

腫瘍崩壊症候群により多臓器不全を来たしたが集学的治療により救命できた 1 例

埼玉医科大学総合医療センター

麻酔科

加藤 崇央、青柳 瑠美子、久保田 麻由、保科 真由、黒川 右基、肥塚 幸太郎、小山 薫
【はじめに】腫瘍崩壊症候群（TLS）は oncologic emergency の 1 つで、致死率は 40％とまで言われている。今回、TLS により急速
に多臓器不全を来した症例を経験した。【症例】67 歳男性。膵体部に 10cm 大の巨大腫瘍を認め紹介となった。入院 3 日目からステ
ロイドの先行投与を行ったが、入院 7 日目に呼吸不全を呈し人工呼吸管理となった。腎不全も急速に進行し、病理診断を待たず化
学療法（CHOP 療法）が開始された。B 細胞悪性リンパ腫が疑われ TLS の高リスク症例としてフォローしていたが、化学療法開始
後早期に急性腎不全、循環不全、高リン血症、高カリウム血症が進行し、TLS に伴う多臓器不全の診断で ICU 入室となった。ICU
入室時、FiO2 1.0 で PaO2 60 mmHg、収縮期血圧 60 mmHg であった。APRV（airway pressure release ventilation）モードによる
人工呼吸管理、ノルアドレナリン～1 μ g/kg/min 等による循環管理、持続血液濾過透析（CHDF）
、感染治療、血糖コントロール
などの集学的治療により全身状態は徐々に改善、入室 4 日目に CHDF から離脱、入室 5 日目に抜管、入室 7 日目に一般病棟に転床
した。病理診断は、びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫（GCB type）であった。
【考察と結論】本症例は TLS の高リスク症例であり、
急速に重篤な多臓器不全が進行した。重症 TLS 患者では致死率も高く ICU での早期からの全身管理が救命のために必要不可欠で
ある。
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FP-304

敗血症性ショック，DIC に対してリコンビナントトロンボモジュリン（rTM）と PMX-DHP を併用した 4 症例

兵庫医科大学

集中治療医学科

大橋 直紹、竹田 健太、井手 岳、堀 直人、小濱 華子、西 信一
【はじめに】敗血症性ショック・DIC は予後不良な疾患であり，抗凝固・抗炎症の両面から様々な治療法が報告されている。
【症例】
2010 年 8 月から 2013 年 3 月の間に当院 ICU 入室症例のうち，敗血症性ショック・DIC に対して rTM と PMX-DHP を併用した 4 例に
ついて報告する。症例は男性 3 例，女性 1 例，年齢 77～88 歳，原疾患は 4 例とも腹腔内感染症であり感染源コントロールとして外
科的治療介入されている。アンチトロンビンは 4 例中 3 例，メシル酸ナファモスタットは 4 例中 3 例に投与されていた。rTM の投
与開始日を day0、投与 6 日後を day6 とした。APACHE2 スコア、SOFA スコア、急性期 DIC スコアとその項目（SIRS スコア、血
小板数、PT 比、D-dimer）、AT 活性値、出血性合併症、28 日死亡率を検討した。day0 の APACHE2 スコア 18（10～23）
，SOFA
スコア 10.5（9～16）であった。day0 と比較して day6 において，4 例ともショック離脱，SOFA スコアは 4 例とも改善傾向 － 3.5（－
2～－ 7），SIRS スコアは 4 例とも改善傾向－ 1.5（－ 3～0）
，急性期 DIC スコアは 4 例中 3 例において改善傾向 － 3（－ 4～3）を認
めた。また血小板数 1.6（－ 2.6～7）× 104/ μ l，PT 比－ 0.49（－ 0.58～－ 0.36）
，D ダイマー－ 0.05（－ 13.5～8.2）μ g/ml，AT 活
性値 1（－ 62～24）% であった。中央値（範囲）。4 例とも明らかな出血性副作用は認めず，28 日後に生存であった。
【考察】rTM
と PMX-DHP の併用療法は腹腔内感染症による敗血症性ショック・DIC に対して安全に使用でき，有効である可能性が示唆された。

FP-305

自殺企図にて超速効型および持効溶解型インスリンアナログを大量皮下注射した 2 型糖尿病の一例

香川労災病院

麻酔科

坂本 里沙、岡部 大輔、林 久美子、住吉 公洋、友塚 直人、鈴木 勉、戸田 成志、小野 潤二、北浦 道夫
【症例】症例は 38 歳女性。既往歴に 2 型糖尿病、高脂血症、うつ病、肥満があり、インスリン強化療法（グルリジン＋グラルギン）
および血糖降下薬を内服中であった。自殺目的でグルリジン 1200 単位、グラルギン 1200 単位を皮下注射し、その 15 分後に近医を
自ら受診した。受診時の血糖値は 58mg/dL であり、ただちに 50% ブドウ糖液 40mL およびグルカゴン 1mg を静注し当院に救急搬
送された。
インスリン注射 1 時間後の、当院での血糖値は 204mg/dL まで上昇しており、意識障害や痙攣などの症状は認めなかった。ICU
入室後ただちに中心静脈路を確保し、高カロリー輸液（ブドウ糖換算で 11.2g/hr）を開始した。また 20 分毎に血糖値を測定し
150mg/dL 以上を保つよう管理した。血糖低下時は 50% ブドウ糖液 40mL を投与する方針とした。入室当初は血糖値の変動が激し
く、頻回に 50% ブドウ糖液を投与せざるを得ない状況であった。7 時間後から高カロリー輸液をブドウ糖換算で 18g/hr に増量し、
血糖低下時は 50% ブドウ糖液 20mL を投与し、かつグルカゴン 1mg を筋注して管理する方針に変更した。その後、血糖値は徐々に
安定し、50% ブドウ糖液の投与頻度も減少した。第 2 病日には血糖値の変動が緩やかとなり、経口摂取を再開し、50% ブドウ糖液
やグルカゴンの追加投与は不要になった。高カロリー輸液を徐々に減量し第 4 病日に中止、第 8 病日に後遺症なく ICU 退室となっ
た。
【考察】本症例で注射されたグルリジンは 3 時間、グラルギンは 24 時間ほど作用が持続するが、大量投与時は血糖降下作用が遷延
すると報告されている。その機序としてインスリン効果の蓄積、皮下から血管内へのインスリン移行の遷延、インスリン受容体の
占拠による半減期の延長があると言われている。本症例でも本来のインスリン作用時間以上に低血糖が遷延したが、頻回の血糖測
定にて血糖降下作用が減弱するまで糖負荷を行うことで重篤な低血糖を防ぐことができたと考えられる。

FP-306

多発性の虚血性病変を合併したアルコール性ケトアシドーシスの 1 例

福岡県済生会福岡総合病院

救命救急センター

救急科

中村 周道、前谷 和秀、金城 昌志、牧園 剛大、柚木 良介、柳瀬 豪、則尾 弘文
【はじめに】アルコール性ケトアシドーシス（AKA）はアルコール常用者で栄養不良から脱水を契機として発症し、基礎疾患の存
在や治療の遅れ等が原因で時に重症化する。今回 AKA に脊髄梗塞、脾梗塞、虚血性腸炎を合併し、治療に難渋した症例を経験し
たので報告する。
【症例】52 歳、女性。常習飲酒家（ワイン 1-2 本 / 日）。腹痛のために前医へ搬送となったが、ショックに陥り当院に転院となった。
救急外来で、気管挿管の上、人工呼吸器管理とした。血液ガス検査ではアニオンギャップ開大性の代謝性アシドーシスを認めた。
CT 検査では膵臓周囲の脂肪織混濁と、脾臓の造影欠損を認めた。AKA に急性膵炎と脾梗塞の合併と考え、ビタミン B1 投与、お
よび大量輸液による脱水の補正と昇圧剤の持続投与を開始した。第 2 病日に下血を認めたため、再度 CT 検査を施行したところ、
横行結腸を主体に腸管の浮腫性壁肥厚と造影不良を認め、虚血性腸炎と診断した。外科的処置も考慮したが、昇圧剤を使用してい
るもののショックから離脱しつつあったこと、代謝性アシドーシスも改善傾向であったことから、保存的治療を継続した。なお、
来院時の血液でβ－ヒドロキシ酪酸優位の高ケトン体血症を確認した。第 4 病日には昇圧剤の持続投与も不要となり、その後、呼
吸状態も徐々に改善した。第 20 病日、人工呼吸器から離脱のため覚醒させたところ、第 10 胸椎レベル以下の温痛覚の低下と弛緩
性麻痺が判明した。脊髄 MRI 検査で第 1-9 胸椎レベルの前脊髄動脈領域を中心に髄内 T2 高信号を認め、前脊髄動脈症候群の診断
に至った。消化管機能障害や腎機能障害等も合併したが、意識清明で、自力で食事摂取可能な状態まで改善し、入院 4ヶ月後に他
院へ転院となった。
【まとめ】重症化した AKA の報告は散見されるが、脊髄や脾臓の梗塞を合併した症例の本邦報告例はない。脱水によるショック
の遷延および凝固機能障害が虚血性障害に至った原因と考えられた。
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FP-307

意識障害で来院し、致死的心室性不整脈と痙攣を呈した三環系抗うつ薬過量服薬の一例

独立行政法人

国立病院機構

京都医療センター

岡田 信長、小田 裕太、藤野 光洋、狩野 謙一、大木 伸吾、藤井 雅士、田中 博之、竹下 淳、別府 賢、志馬 伸朗
【背景】薬物中毒の診療では，原因薬物の同定及び治療介入のために病歴聴取が重要であるが，確かな服薬情報を把握できないこ
とも多い。今回，意識障害で来院し，内服歴にない三環系抗うつ薬（TCA）過量服薬による致死的合併症を呈した一例を経験し
たので報告する。
【症例】双極性障害，てんかんで精神科通院中の 26 歳，女性。母親と口論の末にトイレで意識障害の状態で発見
され救急搬送された。来院時バイタルサインは GCS=3 点，呼吸数 17/ 分，心拍数 116/ 分，血圧 101/64mmHg，SpO2:96％（room
air）であり，12 誘導心電図にて QTc 延長（549sec），QRS 幅拡大（150ms）を認めた。尿薬物検出用キットにて TCA 反応陽性で
あり，TCA 中毒を疑い 8.4％炭酸水素 Na 点滴静注で治療開始したが，程なくして突然の心室細動 / 無脈性心室頻拍，痙攣重積を来
した。直ちに二次救命処置を開始するも心室細動は難治性であったため，体外式心肺補助装置を導入した。痙攣に対してフェニト
イン静注およびプロポフォール，ミダゾラム持続投与にて治療し，内服歴からはリチウム中毒の可能性も否定できず，血液透析も
施行した。36 時間後，心室性不整脈を認めず，循環動態も安定していたため体外式心肺補助装置より離脱し，106 時間後には人工
呼吸器離脱 / 抜管しえた（抜管後 GCS=11）。神経学的予後も脳機能カテゴリ－ =1 と良好であったため第 13 病日に独歩退院とした。
臨床経過に加え，第 1 病日に採取した血液検体で TCA の一種であるアミトリプチン，同代謝物のノルトリプチリンの合計血漿中
濃度は 1379ng/ml と高値で，病歴より国外市販のアミトリプチン製剤の空ボトルが見つかったことより，アミトリプチン中毒と診
断できた。【考察】薬物過量摂取に伴う意識障害患者では，内服薬剤の種類や量が不明確な場合も多い。TCA 中毒は，致死的な心
室性不整脈を来す可能性があり，心電図所見などでその可能性を評価すると共に，十分なモニタリング下に全身観察を行う必要が
ある。

FP-308

気胸術後にハロペリドールによると思われる悪性症候群を発症した 1 例

昭和大学

医学部

麻酔科学講座

丸井 輝美、上嶋 浩順、中川 元文、真一 弘士、大嶽 浩司
29 歳の男性。身長 174cm、体重 63.4kg。右自然気胸の再発に対して胸腔鏡下右肺部分切除術を施行した。気胸以外に既往歴・手術
歴はなく、アレルギー歴もなかった。麻酔は全身麻酔と区域麻酔で行った。麻酔経過、手術経過は順調であり、手術時間は 55 分、
麻酔時間は 105 分だった。手術室退室時、患者は意識清明であり、NIBP は 108/50mmHg、HR99bpm、SpO2100%（マスク 4l/
min）、直腸温は 36.8℃であった。帰室 7 時間後、患者が不眠を訴えたため、ハロペリドール 5mg を点滴静注された。ハロペリドー
ルの投与 6 時間後、痙攣・筋拘縮・意識障害を発症した。意識レベルは E4V1~2M5、体温 38.3℃、発汗著明であり、頭蓋内病変、
中枢神経の感染症、悪性高熱症、悪性症候群などを疑い、集中治療室に入室した。CT 所見では頭蓋内に脳出血などの器質的病変
はなく、ハロペリドール投与後であったことと、38.0℃以上の体温の上昇、筋強剛、局所的な痙攣、精神症状の変化、頻呼吸、発汗、
振戦、CK の上昇から、悪性症候群やセロトニン症候群を考えた。ハロペリドール使用後であることから悪性症候群が最も疑われ、
補液とクーリング、ダントロレンナトリウムの点滴静注を開始し経過観察を行った。ICU 入室から半日後、意識障害、局所的な痙
攣、筋拘縮などの症状は変化がなかったが、頻呼吸と大量の喀痰の分泌があり、マスク 6l/min で SpO2 が 70% 台まで低下した。悪
性症候群による呼吸状態の悪化と考え気管挿管し、人工呼吸管理とした。CK は 2114 まで上昇し、翌日には低下傾向となった。3
日後には意識も E4VTM6 と回復し、症状も軽快したため抜管した。抜管後の呼吸状態も落ち着いていたため、発症 6 日後、一般
病棟に転棟した。悪性症候群では、治療の遅れが重症化につながるため、発症早期の治療開始が重要である。今回は発症後の治療
開始と対症療法が迅速に行われたため、致命的な結果を防ぐことができたと考える。

FP-309

違法薬物吸入による心停止が疑われた 1 例

熊本市立熊本市民病院

1）

赤坂 威史 、城 嘉孝
1）

救急診療部、2）熊本市立熊本市民病院

集中治療部

2）

違法薬物吸入による心停止が疑われた症例を経験したので報告する．【症例】18 歳、男性【主訴】意識障害【現病歴】某日夜、友
人宅で飲酒していた。翌朝、意識障害・自発呼吸低下を来しているところを発見され救急搬送された。
「葉に火をつけて吸入した
後に、状態悪化を来した」との事後情報があった。
【来院時現症】意識レベル；JCS 3-200、BP 84/45、HR 120、SpO2 80％（R/M
15L）
。2 型呼吸不全の状態であったため気管挿管、人工呼吸を開始した。アドレナリン 1mg で心拍再開するものの短時間で心停止
となる状態を頻回に繰り返すため、PCPS および IABP を装着して ICU 入院とした。【入院経過】第 3 病日に PCPS、第 4 病日に
IABP を離脱した。鎮静薬中止後、意識レベルが清明となったため、第 5 病日に人工呼吸を離脱、抜管した。横紋筋融解症、PCPS
カテ抜去部の上皮化不良、微熱の持続などを併発したが、経口摂取良好となり自力歩行可能となったため、第 15 病日に自宅退院
とした。
【考察】発症状況から、心毒性の強い、いわゆる危険ドラッグが中毒原因物質であったと思われた。警察に薬物鑑定依頼
したが、同定できなかった。危険ドラッグ取り締まりは「イタチごっこ」となっているのが現状であり、社会への薬物の波及防止
が困難となっている。救急・集中治療領域において危険ドラッグ中毒に遭遇する機会が増加する可能性がある。

－ 848 －

FP-310

遅発性の意識消失を来したアモキサピン中毒の 1 例

兵庫県立尼崎総合医療センター

救急集中治療科

野田 健仁、恒光 健史、橋本 由貴、堀田 幸造、生田 武蔵、豊田 将平、四宮 真利子、松本 優、鈴木 崇生、佐藤 愼一
（症例）全般性不安障害で近医精神科通院中、過去に薬物大量内服で入院歴のある 19 歳女性。カミソリで手首を切りつけ、意識を
失って倒れているところを発見され救急要請。ゴミ箱から多量の内服薬が発見された。アモキサピン 44 錠（推定 490-1120mg）を
はじめ三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬、抗不安薬を認めた。来院時 JCS300、HR120/min BP100/58mmHg SpO2 99%（室内気）
BT36.4 度。右手首、頚部に切創を認めた。血液検査で明らかな異常なし。心電図で QT 延長（QTc0.465 秒）を認めた。胃管より
活性炭投与し、緊急入院となった。入院翌日より覚醒あり、精神科医師の診察で明確な希死念慮なく、歩行可能となれば、自宅退
院の予定となっていた。第 3 病日に突然の意識消失から呼吸状態の悪化あり、気管挿管し、人工呼吸器管理となった。神経学的診
察上では明らかな左右差なく、頭部単純 CT 検査で異常なし、心電図では心室期外収縮の散発を認め、QT 延長（QTc0.47 秒）あり、
血液検査では異常なし。第 5 病日までプロポフォール投与下で鎮静管理を行った。第 6 病日に抜管となった。脳波検査するもてん
かん波は認めなかった。第 7 病日に退院となった。（考察）本例のようにアモキサピンに代表される三環系抗うつ薬の大量服薬で
は致死的不整脈、痙攣や低血圧などで致死的になる可能性があり、内服から 5 日間はモニタリングが必要との報告もある。本症例
と関連する複数の文献を交えて報告する。

FP-311

除草剤服用による致死的高カリウム血症を救命できた一症例

公立丹南病院

1）

麻酔科、2）公立丹南病院

三田 建一郎 、岡田 亮太 、瀧波 慶和
1）

2）

救急総合診療科

1）

【症例】72 歳女性【既往歴】うつ病【現病歴】自殺企図で除草剤（ラウンドアップマックスロード R）をコップで約 20 mL 服用し、
その後気分不快を訴え当院救急室を徒歩で受診した。意識清明で指示に従えたがふらつきあり、脈拍 40 / 分、血圧 54/23 mmHg、
全身より著明な発汗があった。十二誘導心電図で P 波なく、テント状 T 波があり、採血では K ＞ 10 mEq/L と著明な高カリウム血
症を認めた。除草剤内服に伴う高カリウム血症と診断し、救急室にて各種薬物治療を開始し、集中治療室（ICU）入室後は持続血
液濾過透析療法（CHDF）を開始した。呼吸に関しては酸素マスクで対応できたが、不安定な循環動態に対してはドパミンの持続
投与と一時的な経皮的ペースメーカーが必要だった。CHDF は、開始後 4 時間ほどで閉塞してしまったが、利尿が得られていたこ
と、K 4.60 mEq/L と低下していたことから一時中断した。ICU 入室 2 日目、K 9.11 mEq/L と再上昇し乏尿～無尿となったため、
CHDF を再開した。3 日目はバイタルが安定していたため、血液透析（HD）に変更した。4 日目、自尿が出始め、朝と夕の採血で
K 値が 4 mEq/L 台であることを確認し、除草剤による高カリウム血症は改善したと判断し HD を中止した。その後、徐々に全身状
態は改善し、8 日目に ICU 退室した。【考察】ラウンドアップマックスロード R はグリコサートカリウム塩を有効成分とする除草剤
である。大量のカリウムを含んでいるため、服用した場合は腸管から吸収され高カリウム血症を生じる。本症例は、来院時 10
mEq/L 以上の致死的高カリウム血症だったが、救急室と集中治療室が緊密に連携し、迅速に治療を開始することができた。もと
もと腎機能障害があったこと、服用量が曖昧であったこと、腸管からのカリウムの吸収速度が不明であったため、CHDF の終了時
期を決定するのが困難だった。【結語】除草剤服用による致死的高カリウム血症を迅速で適切な治療により救命することができた。

FP-312

2014 年名古屋大学医学部附属病院救急・内科系集中治療室へ入室した急性薬物中毒症例に関する考察

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

吉田 拓也、塩屋 悠斗、海野 仁、山本 尚範、東 倫子、田村 有人、江嶋 正志、沼口 敦、角 三和子、松田 直之
【はじめに】2014 年当科が集中治療室で管理した急性薬物中毒患者は 39 例であった。これらの解析より，当院における急性薬物中
毒症例の管理を統合評価する。【方法と結果】2014 年 1 月から 12 月までの 1 年間で救急・集中治療部で管理した症例は，39 例であ
りは，男性 9 名，女性 30 名，男性の年齢は平均 45.3 歳（24～73 歳）であり，女性の年齢は平均 32.2 歳（17～54）だった。ICU 滞在
平均日数は 2.7 ± 0.3 日であり，呼吸管理と利尿管理が中心的な管理事項だった。服用薬物は，ベンゾジアゼピン系と向精神薬が最
多であり，その他として，リチウム，次亜塩素酸，トルエン，抗コリン薬，アセトアミノフェン，ロキソプロフェンナトリウム，
フロセミドなどの急性薬物中毒と急性一酸化炭素を認めた。背景疾患としては，精神疾患が多く，多量服薬した動機では自殺企図
や衝動性による場合が多かった。主症状は，JCS300 レベルの意識障害が最多だった。すべてが，院内死亡することなく，集中治
療管理できていた。
【結語】名古屋大学医学部附属病院は，救急科の設立により 2014 年より急性薬物中毒の初期診療を適正化でき
た。この診療過程において，消防などの病院前救護体制と搬送記録，さらに薬手帳管理などの適正化を含めて，院内薬剤師ととも
に連動を高めている。

－ 849 －

FP-313

血液透析（HD）がペントバルビタール中毒に奏功した 1 例

兵庫県立尼崎総合医療センター、2）兵庫県災害医療センター、3）防衛医科大学校病院

1）

中屋 雄一郎 1）、古賀 聡人 2）、菊田 正太 2）、井上 明彦 2）、三木 竜介 2）、石原 諭 2）、勝木 亮介 2）、松本 直人 3）
【症例】46 歳男性。10 年前より双極性障害のため通院加療を受けていた。来院 3 日前に抑うつ症状が悪化し、希死念慮を訴えていた。
来院当日、左側臥位で倒れている患者を妻が発見し、当院へ救急搬送された。状況から 24 時間以内にラボナ錠（ペントバルビター
ル）50mg を 56 錠内服したと推測された。来院時 GCS：3 点、BP: 81/54mmHg、HR:48bpm、SpO2:97%（室内気）で、舌根沈下の
ため下顎挙上を要した。気管挿管後、胃内容に遺残錠剤を確認したため、胃洗浄と活性炭投与を行った。意識障害遷延が予想され
輸液抵抗性の低血圧から血液浄化の適応と判断した。5 時間の HD を行ったが、意識状態が改善せず第 2 病日も同条件で施行した。
HD 終了直後に従命が確認出来たため、抜管に至った。第 3 病日、抜管時には見られなかった左下腿痛の訴えと同部位の腫脹を認め、
圧測定で前方区画 68mmHg、外側区画 59mmHg と上昇していたため、左下腿コンパートメント症候群の診断で筋膜切開術を行っ
た。以降、創傷処理と植皮術を行ったが、尖足に対して装具を要した。第 61 病日に精神科病院へ転院した。
後日、ペントバルビタールの血中濃度の測定結果が得られ、来院時 36.6µg/ml、第 2 病日 12.2µg/ml、第 3 病日 1.53µg/ml であっ
たと判明した。
【考察】ペントバルビタール中毒では分子量や蛋白結合率の観点から血液吸着法（DHP）がよいとされる。しかし、DHP の目詰ま
りの頻度、コスト、スタッフの経験、血小板減少や低カルシウム血症の合併症から HD の方が好ましいという報告もある。本症例
の血中濃度は DHP の治療報告例と同様の推移を示し、HD による除去効率が DHP と同等であった可能性がある。また、意識障害
の遷延を防ぐことでコンパートメント症候群の診断にも寄与したと考えられる。
【結論】ペントバルビタール中毒に対して血液透析（HD）が有効である可能性がある。

FP-314

緊急血液浄化療法が奏功した、不凍液誤飲患者の一例

国立病院機構

北海道医療センター

救急救命センター

富田 明子、塩谷 信喜、硲 光司、七戸 康夫
【緒言】自動車用品などに広く用いられている不凍液は、エチレングリコール、メタノールなどの毒性物質を多く含み、誤飲した
場合は時に致死的となる。今回我々は著明な乳酸アシドーシスを呈した不凍液の大量誤飲について報告する。【症例】73 歳女性。
既往歴に認知症。16：00 頃に自宅の納屋でピンク色の不凍液を詰め替えて保管していたウィスキーの瓶を持っていたところを家
人に発見された。服薬量を家人が確認したところ、内容の減少分より約 100ml を誤飲したものと考えられた。誤飲直後には症状が
なかった為に病院を受診しなかったが、19：00 頃より歩行がふらつくようになったため家人が救急要請し、当院救命救急センター
へ搬送された。来院時、頻呼吸以外にバイタルサインの異常は認めなかったが、血液ガス分析にて著明な乳酸アシドーシス、およ
び尿中にシュウ酸カルシウムを認めた。誤飲した物質は不凍液であることは明らかであったが、その成分が不明であったため、一
般的な不凍液の主成分であるエチレングリコールおよびメタノール中毒に準じて治療を開始した。当院では Fomepizole を採用し
ていなかったため、エタノールの投与、ビタミン B1・B6 の補充、血液浄化療法（HD および high flow CHF）を施行した。HD 後
には乳酸アシドーシスの改善を認め、第 2 病日には血液浄化療法を終了、第 3 病日に退院した。後遺症は認めなかった。
【結語】認
知症患者の不凍液誤飲による急性中毒を経験した。内容液は詰め替えられており、原因物質の同定ができないまま加療を開始した
が、血液浄化療法とエタノール投与により後遺症なく改善し、短期間に退院することができた。

FP-315

レミフェンタニルを長期使用した重症熱傷患者のオピオイド退薬症状緩和にトラマドールが有効であった一症例

浜松医科大学附属病院集中治療部、2）浜松医科大学

1）

麻酔・蘇生学講座

植田 広 、小林 賢輔 、加藤 弘美 、川島 信吾 、大杉 浩一 1）、八木原 正浩 1）、御室 総一郎 2）、小幡 由佳子 1）、土井 松幸 1）、
中島 芳樹 2）
1）

1）

1）

1）

36 歳男性。焼身自殺を図り 2 度熱傷 32％、3 度熱傷 54％を負い、救急搬送された。両下肢、右上肢に減張切開を施行し、以後、
全身管理を行いつつ、デブリドマンと皮膚移植を複数回に分けて行った。 熱傷による疼痛と気管挿管刺激除去および安静保持の
ために、レミフェンタニルを主体にフェンタニルを併用した鎮痛と、デクスメデトミジンとプロポフォールによる鎮静を行った。
レミフェンタニルは常用で最大 500 μ g/h、洗浄等の処置時は一時的に 1000 μ g/h 程度に増量した。広範囲熱傷のため、鎮痛・鎮
静薬の使用は長期間に及び、急性耐性により必要量が漸増したオピオイドの使用量を抑えるべく、ケタミンの持続静注を併用した。
頚部の植皮が定着したところで気管切開を行い、一般病棟への転棟を検討するに至った。 転棟へ向けて人工呼吸器の離脱を行う
にあたり、長期間にわたって使用したオピオイドの退薬症状が問題となった。37 日目、50 μ g/h まで投与量を減じてきたレミフェ
ンタニルを終了したが、38 日目の夕刻から多量の発汗を伴う不穏状態と胃液過多を認めた。レミフェンタニルの投与を再開した
ところ症状が落ち着いたため、オピオイド退薬症状を疑った。 退薬症状に対応するために、弱いμ作用を有するトラマドールへ
の置換を行った。血中濃度の安定までは静脈投与を用い、徐々に経口投与へ移行した。その結果、退薬症状を抑えつつ、オピオイ
ドを漸減、終了することができた。 レミフェンタニルは効果発現・消失が早く使い勝手の良い薬剤であるが、長期にわたって使
用した場合は退薬症状を念頭に置き、他の薬剤で置換するなどの対策が必要となる場合がある。本症例では、病棟転棟後も内服使
用できるトラマドールを選択し、退薬症状を緩和できた。
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FP-316

ABCDEFs バンドルの F の評価方法 - 食援助や口腔ケアによるケアリング効果の文献的考察 -

富山大学大学院

1）

医学薬学研究部

地域医療支援学講座、2）荒木脳神経外科病院

有嶋 拓郎 1）、佐藤 理恵 2）
【背景】集中治療患者の早期離床のために、多職種が連携して ABCDEs バンドルを実施する重要性が強調されている。最近では F
（Family involvement and encouragement）も加えられ、より広範な連携の上で展開される集中治療が世界の方針となりつつある。
しかし家族との連携についての標準化と評価項目は示されていない。口腔ケアや食援助は早期から家族との連携が図られてきた領
域であり、評価方法の一つとして相互信頼（involvement）と相互成長（encouragement）の意味を包含するケアリングの取り扱
いを調べてみることにした。【方法】Pub Med、Medline を使い 1980 年以降に発表された論文で caring、mouth care、Swallowing
difficulty、dysphasia などのキーワードで文献検索を実施し内容を分析した。
【結果】18 件の論文が検索された。ケアリングをアウ
トカムに含んだ研究論文は 4 件あり患者と介護者の関係性に言及したものが 3 件、介護者への教育効果を知識で評価したものが 1
件であった。家族を評価対象にした論文は 2 件あり、未熟児と母親、頭頚部がん患者と配偶者でケアリングを含む内容の調査が実
施されていた。Care-Q や CBA（Caring Behaviors Assessment）のような検証済みのキットでなく独自の質問票が使用されてい
る論文がほとんどであった。総じてケアリング形成に肯定的結果であった。
【考察】ケアリングはケアを受ける人、ケアに携わる
人が影響し成長しあう臨床現場のリアリティを表現している。しかし定義が複数あり、評価方法もいくつも存在していて概ね煩雑
である。集中治療患者の F の評価とするには克服すべき課題がある。【結語】ケアリングは ABCDEs バンドルの F の評価に応用出
来るかもしれないが容易でない。

FP-317

当院における早期リハビリテーションへの取り組み

東大阪市立総合病院

麻酔科

森下 淳、山木 良一、熊野 穂高、小松 久男
当院集中治療室（4 床）は、2014 年度に集中治療専門医が着任後、麻酔科医増員も追い風となり、open 型から semi-closed 型の運
用形式に変更された。現在では EBM や各種ガイドラインに則った医療提供を目指し、例えば早期リハビリテーションにも力を入
れている。これまでには、積極的なベッド上リハビリはもちろん、人工呼吸器離脱前の歩行訓練を行う症例も複数経験した。しか
し、以前の過鎮静や進まない呼吸器 weaning のレベルから、この段階に至るまでには（幸運もあったが）様々な苦労があった。今
回これまでの過程を振り返り、現在の問題点や今後の展望をまとめた。 早期リハビリ導入にあたり、最も重要なことは主治医や
看護師をはじめとする医療従事者の教育・意識改革であった。講義形式で「鎮痛鎮静」や「人工呼吸」などの項目をテーマにした
学習会をとっかかりとし、実例を通して経験を積み重ねた。症例を重ねていくうちに、ICU 患者でも「意思疎通が可能」
、「リハビ
リが可能」という意識が徐々に浸透した。また、臨床工学技士（CE）や理学療法士（PT）をまきこみ、目に見えて患者の状態が
改善していく感覚を皆で共有できたことは大きい。周辺環境としては自発呼吸の対応可能な携帯型人工呼吸器の導入により、離床
が容易となった。段階を踏んだあと歩行訓練を行うが、スペースは非常に限られており、ICU 内での訓練は事実上難しい。この点
については隣接する一般病棟に協力してもらっている。さらに院内の臨床工学技士が増員され日中の迅速対応が可能となったこと
も幸運であった。問題点は、未だ系統だったプロトコールが存在しない、ICU 専属の CE や PT がいない、人員不足から休日のリ
ハビリがすすまない、一般病棟へ転室後のリハビリ継続の問題などがあげられる。 当院の施設環境は必ずしも恵まれていないが、
良好なチーム医療の実践により、最終的には ICU 入室患者が「早いうちに歩いて退院」できることを目指したい。

FP-318

不活発型せん妄が原因で人工呼吸離脱に苦慮した 1 症例

愛知医科大学

医学部

麻酔科学講座

赤堀 貴彦、藤田 義人、木下 浩之、佐藤 祐子、下村 毅、橋本 篤、畠山 登、安田 吉孝、吉野 博子、藤原 祥裕
（はじめに）せん妄は ICU 患者の独立した予後不良因子であるが、診断で見落とされるケースも多い。診断ツールとしては CAMICU と ICDSC があり、当院では CAM-ICU を用いているがそれぞれ一長一短がある。今回不活化型せん妄が原因で喀痰排出困難と
なり 2 度の再挿管を要した症例を経験したので報告する。（症例）67 歳の男性。既往に、高血圧、狭心症、脳梗塞、アルコール性
肝障害。腹部大動脈瘤破裂に対し緊急で人工血管置換術が施行された。術後酸素化良好で抜管したが腹痛を訴え酸素化悪化し再挿
管された。創部痛のため深呼吸や喀痰の排出ができなかったことが原因と考えられ傍脊椎神経ブロック及びカテーテルの留置に、
フェンタニルも併用し疼痛コントロールしたうえで抜管した。抜管後適宜カテーテルから局所麻酔薬の投与を行い、疼痛のコント
ロールはできていたにもかかわらず再び喀痰の排出と深呼吸が困難、酸素化も悪化したため挿管した。2 度の喀痰排出困難により
再挿管を要したためミニトラックを留置し抜管した。その後は呼吸状態の悪化も見られず、ミニトラック抜去して ICU 退室となっ
た。後の問診で ICU での経過で受け答え等は十分であり、CAM-ICU ではせん妄なしと診断されたが、当時の受け答えの記憶が全
くなく、またミニトラック挿入後の精神活動性がその前に比べて明らかに活発であったことから不活発型せん妄による意欲の低下
が喀痰排出困難の原因と推察された。（考察）術後 ICU 患者は活発型、不活発型、混合型がそれぞれ 0.7%、88.6％、10.8％との報
告もあり、不活発型が多い。脳梗塞、アルコール性肝障害の既往と、受け答えに矛盾のないことにより CAM-ICU では「1. 急性発
症または変動性の経過」が確定しない時点でせん妄なしの評価になり、不活発型のせん妄の診断を見落とされたことが強く疑われ
た。慎重なせん妄の診断が重要である。
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FP-319

術後譫妄が弓部大動脈術後予後に与える影響

静岡市立静岡病院

心臓血管外科

中井 真尚
【背景】高齢者が多く、脳循環停止を伴う弓部大動脈手術は脳合併症が発生しやすい。恒久的脳障害が在院死亡の原因となり、ま
た生存しても術後 QOL を損ない、予後を悪化させることは明らかであるが、一過性脳障害、譫妄も同様に術後の予後悪化因子と
なる。その実際を検討する。【対象】2000 年から 2014 年までの弓部大動脈真性瘤待機弓部大動脈全置換手術 231 例。男性 191 例、
女性 40 例。平均年齢 72.7 歳（22-89）。手術は低体温循環停止（咽頭温 19 度以下）選択的脳潅流下に弓部全置換を行った。CABG
併施 47 例 20.4%。恒久的脳障害（PND）は画像上新規の脳病変を認めた症例と術後覚醒せずに死亡した症例とした。一過性脳障害
（TND）は覚醒遅延、一過性痙攣、譫妄等を生じたが画像上新規病変を認めず、退院時には症状の消失している症例とした。TND
の発生に年齢、脳分離体外循環時間、人工心肺時間、手術時間は有意差がなかった。TND の発生は年代ごとに減少してるがリド
カイン持続静注の減少、デクスメトミジンの使用が影響している。【近接期成績】全体の 30 日死亡 4 例 1.7%、在院死亡（30 日死亡
を含む）11 例 4.8%。PND17 例（7.4%）、TND54 例（23.8%）であった。在院死亡は PND 群 5 例 29.4%、TND 群 3 例 5.6%、正常群 3
例 1.9%、それぞれの群間に有意差を認めた。【遠隔期成績】遠隔期死亡は 66 例。全体では 5 年生存率 72%、10 年 52% であった。そ
れぞれの群での 5 年、10 年生存率は PND 群 40%、30%、TND 群 60%、40%、正常群 80%、59% と各群間に有意差を認めた。
【考察】
弓部大動脈手術の脳障害は重大な課題である。脳梗塞は塞栓子、低潅流が影響する。人工心肺技術、送血路の選択により減少可能
であるが譫妄などの TND は様々な因子がある。PND が予後、QOL に与える影響は強い。しかし TND であっても実際には予後に
強い影響を持っている。更なる周術期の対策により遠隔期予後の改善を図る必要がある。

FP-320

チームで挑む術後肺炎撲滅キャンペーン

済生会横浜市東部病院
済生会横浜市東部病院

1）
4）

集中治療科、2）済生会横浜市東部病院
栄養部

ICU、3）済生会横浜市東部病院

薬剤部、

大村 和也 1）、星野 哲也 1）、金尾 邦生 1）、木村 慎一 1）、大坪 慶子 2）、石川 江里 2）、下村 悠佳 3）、今浦 将治 3）、工藤 雄洋 4）、
高橋 宏行 1）
心臓血管外科手術症例における術後肺炎の発症率は 4％前後と報告されている。高齢化に伴い、嚥下障害・誤嚥性肺炎の頻度は増
加することが予想され、集中治療室においても介入すべき問題となっている。近年、口腔ケアや嚥下訓練を中心としたプロトコー
ルの導入により、術後肺炎の頻度を減らせる可能性が示されており、日本呼吸器学会の医療・介護関連肺炎診療ガイドラインでも、
その重要性が強調されている。術後肺炎に対する介入は、医師・看護師だけでなく、コメディカルスタッフを含めたチームでの介
入が必要になる。当院では、2015 年 4 月より『術後肺炎撲滅キャンペーン』として、心臓血管外科の術後症例に対して、医師・看
護師・管理栄養士・歯科衛生士・理学療法士・言語聴覚士で協力し、術後肺炎を減らすための取り組み始めた。挿管期間の短縮、
せん妄予防、早期離床、嚥下評価プロトコールの見直し、口腔ケア、薬物療法、栄養療法を含めた 7 つの目標を掲げている。48 時
間以上の気管挿管は有意に嚥下障害を引き起こすため、まず挿管期間の短縮を目指した。挿管期間は 16 時間から 12 時間（中央値）
まで短縮することができている。ICU における術後せん妄は、その多くは活動低下型せん妄であり、経口摂取への意欲や集中力の
低下から、術後肺炎のリスクとなる。CAM-ICU と ICDSC にてせん妄の早期発見を行うと同時に、環境整備や薬物療法を用いたせ
ん妄予防を積極的に行っている。これまでリハビリの介入は術翌日はベッド上 ROM 運動を中心としていたが、基本的に端座位ま
で行う方針に変更した。S-G カテーテル挿入下であっても、安全に離床を進められている。その他、当 ICU で行っている具体的な
取り組みについて報告する。

FP-321

当院での心大血管手術後、ICU での早期歩行に関する取組み

総合病院

1）

国保旭中央病院

心臓外科、2）総合病院

国保旭中央病院

伊達 数馬 、稲垣 京司 、菊池 聡 、梅木 昭秀 、山本 哲史
1）

2）

2）

1）

リハビリテーション科

1）

【背景】ICU での早期離床はせん妄の予防になるばかりでなく ICU の在室日数や入院期間の短縮につながるとされている。また、
心臓外科手術後は可及的早期に離床を進める必要があると報告されている。当院では ICU 専属の理学療法士を配置し術後積極的
な離床を試みている。2014 年 4 月からは理学療法士を増員し、可能であれば ICU 滞在中に歩行開始を目指している。
【方法】2014 年 4 月から 2015 年 6 月まで当院当科で実施した心臓大血管手術のうち、死亡退院例・歩行不可能例を除いた 101 例を
対象とし、ICU で歩行を開始した群（I 群：54 例）と ICU 退室後に歩行を開始した群（G 群：47 例）に分け患者因子や手術因子、
術後入院日数などを比較検討した。
【結果】患者背景としては両群で有意差を認めなった（年齢：I 群 68.2 ± 12.1 歳 G 群 67.0 ± 11.2 歳、BMI：I 群 23.5 ± 4.0 G 群 23.4
± 3.8、男女比：I 群 39/15（男性 72%） G 群 32/15（男性 68%）
）
。手術関連因子としては、手術時間（I 群 541.6 ± 137.0 分 G 群
585.8 ± 137.7 分）、麻酔時間（I 群 664.6 ± 149.6 分 /G 群 703.2 ± 141.5 分）と有意差なく、I 群で 13 例（24%）、G 群で 12 例（26%）で
人工心肺を非使用（全例冠動脈バイパス術）であり、両群で 2 例ずつ緊急手術症例を含んでいた。術後挿管日数は I 群 2.7 ± 4.9 日
G 群 2.7 ± 3.7 日、ICU 滞在日数は I 群 7.2 ± 7.3 日 G 群 7.0 ± 6.6 日と有意差は認めなかった。抜管から座位・立位・歩行開始までの
日数は I 群 0.3 ± 1.4/1.2 ± 1.6/3.1 ± 2.8 日、G 群 0.5 ± 2.4/0.7 ± 2.4/8.5 ± 12.4 日）と立位・座位までは 2 群間で差がないものの歩行開
始までの日数は G 群で有意に長く、術後入院期間に関しても I 群 30.4 ± 24.1 日、G 群 41.9 ± 43.2 日と G 群で有意に長い結果となった。
【結論】ICU 専属の理学療法士の増員により術後より積極的な早期離床が可能となってきた。抜管後早期に歩行を開始することで
入院期間が短縮することが示唆された。
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FP-322

ICU における早期離床の障害

一宮市立市民病院
杉浦 剛志、志水 清和、谷口 俊雄
近年、集中治療室での重症患者対する早期リハビリ介入にて早期離床を目指すことの重要性が明らかとなってきており、集中治療
室専属理学療法士の必要性も指摘されている。そうしたなかで集中治療室での心臓リハビリ介入を積極的におこない、鎮静下患者
においても他動運動刺激など可能な限りの介入をめざしているが、さまざまな障害があり、いまだ不十分な状況がつづいているの
が現状である。当院における集中治療室での早期運動療法の介入の障害について、心臓リハビリチームとして検討してみた。治療
に関わる各部署へのアンケート調査を実施し問題点の検証を行ったところ、問題点として各職種間のコミュニケーションの不足、
人的要因の不足などの他に保険的制限の問題などが具体的にあがってきており、病院内のみの問題だけではないことがわかった。

FP-323

緩和ケアチームの介入が必要とされた臓器移植後の 2 症例

東京大学

医学部附属病院

緩和ケア診療部

穂積 淳、金井 良晃、稲田 修士、海津 未希子、三浦 恵美子、城山 亮輔、坂田 尚子、住谷 昌彦
【はじめに】臓器移植症例は徐々に増えつつあり、移植後に出現する様々な症状の緩和が求められることがある。我々、緩和ケアチー
ムが臓器移植後の ICU 入室時に症状緩和を図った 2 症例を報告する。
【症例 1】45 才男性。8 年前に特発性拡張型心筋症と診断され、
5 年前に CRT-D 植込み術を施行されたが症状改善なく、心不全症状を繰り返していた。LVAD 装着され心臓移植待機となり、4 年
経過後に 心臓移植術、上行大動脈人工血管置換術が施行された。心臓移植後の ICU 入室中、左前腕尺側の疼痛・しびれ、軽度の
握力の低下に対して、緩和ケアチームに依頼された。左第 4,5 指を中心に前腕尺側に中等度の痛みとしびれ、知覚低下を認め、左
上肢の MMT は 4 であった。心機能に影響を与える薬剤の使用は懸念され、弱オピオイド製剤のトラマドールの使用を開始後
100mg まで漸増し、疼痛軽減を認めた。【症例 2】34 才女性。13 年前に先天性胆道閉鎖症術後肝不全に対して生体肝移植術を施行
され、定期フォローアップを受けていた 2 年前から肝性脳症のため入退院を繰り返していた。肝性脳症の治療を目的とした ICU 入
室中に夜間不穏となったため緩和ケアチームに依頼された。見当識障害は顕著でせん妄 も考えられたが日内変動が少ないため肝
性脳症による睡眠障害と判断しフルニトラゼパムを開始したが中途覚醒することが多く、夜間のプロポフォール持続投与により睡
眠とその維持ができ睡眠と覚醒を管理できるようになった。介入開始 7 日目以降は肝性脳症の改善とともにプロポフォールを使用
しなくても自然入眠出来るようになった。【考察】今回臓器移植患者で ICU 入室中に苦痛症状が出現し、緩和医療が必要とされた
症例を経験した。臓器移植患者は、重症度が高くしばしば ICU 管理が必要になり生命の危険性も高い。様々な症状緩和に緩和ケ
アチームが介入できる体制の整備が必要である。

FP-324

当院 ICU における早期リハビリテーションの実施状況と効果

名古屋市立大学病院

看護部

ICUPICUCCU

熊岡 琴音、岩田 麻衣子、丸谷 幸子、石井 房世、伊藤 加代子
【目的】昨年作成したリハビリテーションプログラム（以下リハビリプログラム）を用いて入室早期から段階的にリハビリを開始し、
その実施状況と効果を前向きに検討する。【方法】2014 年 8 月～11 月に ICU へ入室し気管内挿管・人工呼吸器装着後 24 時間以上経
過した 20 歳以上の患者を対象にリハビリプログラムを実施した。リハビリプログラム導入前後でのリハビリ実施状況と効果につ
いて記述的に分析する。【結果】対象者 24 名のうち、リハビリ実施群は 14 名、リハビリ未実施群は 10 名であった。今年度のリハ
ビリ実施群は、リハビリ開始までの日数が 2.6 日（P=0.005）、ICU 入室期間が 7.8 日（P=0.03）であり、昨年と比較して有意に短縮
した。平均年齢、性別、気管挿管日数、せん妄発生率は有意差が見られなかった。実施群のうち 5 名は、開始基準を満たさず、医
師や理学療法士と検討しリハビリが進められていた。すべての事例において介入が必要な有害事象はなかった。開始基準未達成項
目は、鎮静深度・FIO2、次いで PEEP・昇圧剤の増量が多かった。リハビリ中止理由は、血圧変動と、FIO2、PEEP の項目の開
始基準が達成されない患者での呼吸苦・倦怠感の自覚症状が多かった。
【考察】リハビリプログラムを用いた介入は、早期からの
リハビリ実施や継続的な介入が可能となり、効果的であったと考える。しかし、対象人数が少ないため、引き続き効果を検討して
いく必要がある。リハビリ中止理由は、未達成項目と関連するものが多かった。効果的なリハビリを実施していくためには、リス
ク評価によりリハビリ時におこりうる問題を考え、呼吸器の設定を変更する、処置の時間を調整するなどの準備を整える必要があ
る。今後は、患者個々の状態に合わせた介入を検討していく。
【結論】プログラムを用いたリハビリは、リハビリ開始までの日数
の短縮・継続的な介入につながり一定の効果があった。
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FP-325

A 病院 ICU における離床の影響因子

砂川市立病院

看護部

ICU

森山 祐輔、千田 頼成、伊波 久美子
【目的】近年、重症患者に対する早期離床の重要性が認識され、ICU 入室中から段階的に離床を図ることが推奨されている。 A 病
院 ICU では、2013 年より早期離床を目的にチームを作り活動を行ってきた結果、翌年には ICU 在室中に端坐位となり、車いすで
退室する患者がみられるようになった。しかし、離床が進まず臥床状態のまま退室となる患者もいる。そこで、A 病院 ICU におけ
る離床を妨げる要因を調査したので報告する。
【方法】
対象患者：平成 26 年 1 月から平成 27 年 6 月までの期間にて A 病院 ICU に入室された 48 時間以上人工呼吸器を装着した患者 47 名。
データ収集方法：診療録から以下の患者情報を収集する。「病名」「年齢」「性別」「入室形態」「ICU 滞在日数」「APACHE2」
「入
院時予測死亡率」［SOFA］「人工呼吸器装着時間」「鎮痛薬の使用日数」「鎮静薬の使用日数」「補助循環装置の有無」「血液浄化の
有無」「昇圧剤使用の有無」「昇圧剤の最大投与量」「リハビリテーション（以下リハビリとする）介入の有無」
「リハビリ介入まで
の日数」「せん妄の有無」「マンパワー」など。
分析方法：対象患者を ICU 在室中に端坐位になった患者を離床群。端坐位になれなかった患者を非離床群とし、χ二乗検定、t 検
定を行った。分析には JMP11.1 を用い、p ＜ 0.05 を有意差ありとした。
【結果】対象者は離床群 23 名、非離床群 24 名。平均年齢は 69.2 才（離床群 69.8 才、非離床群 68.6 才）男 / 女比 28 対 /19（座位群比
17/6、非座位群比 11/13）入院時重症度、入院時予測死亡率、ICU 在室日数、人工呼吸器装着時間、補助循環装置の有無、血液浄
化の有無、昇圧剤使用の有無では、有意差がなかった 。性別（p0.049）
、せん妄の有無（p0.0184）
、リハビリ介入の有無（p ＜ 0.0001）、
で有意差が見られた。

FP-326

離床フローチャート導入前後における看護師の離床に対する意識変化

群馬大学

医学部

附属病院

集中治療部

小暮 圭佑、鈴木 智恵、宮原 悦子、倉田 麻美、松井 実咲、佐藤 綾子
【はじめに】A 病院集中治療室（以下 ICU）では、術後入室患者に対しては ICU で作成したリハビリテーション表（以下リハ表）
を使用し、それ以外の患者には患者毎の安静指示の範囲で離床をしている。しかし、安静指示の変更忘れにより、離床が開始され
ない・進まないといった問題点や、リハ表対象外の患者に対して統一した開始・中止基準が明記されておらず、離床を進めにくい
という現状があった。そこで、離床の援助方法・対応方法を可視化し、経験年数に関係なく安全に離床が行えるよう、医師、理学
療法士と共に離床フローチャートを作成し導入した。離床フローチャートでは、術後入室だけでなく、できる限り多くの患者を対
象とすることで、看護師が早期離床の必要性を意識できるのではないかと考えた。
【目的】離床フローチャートの導入前後で看護
師の離床に対する意識変化がみられるか明らかにし、安全で質の高い離床援助の推進に貢献する。
【対象】A 病院 ICU に勤務する
看護師 51 人を対象とする。
【方法】離床に対する質問項目について選択式、自由記載式で回答する独自のアンケート用紙を作成し、
フローチャート導入前後で ICU 看護師へ配布した。そのアンケートを回収・単純集計し、前後での比較検討を行った。倫理的配
慮については当該施設疫学研究に関する倫理審査委員会の承認を得た。この研究の利害関係については、群馬大学利益相反マネジ
メント委員会の承認を得た。
【結果・考察】フローチャート導入前のアンケートでは、全看護師が早期離床の必要性を感じているが、
約 4 割の看護師があまり積極的に離床を行えていないと感じていた。その理由としては、
「忙しく時間がない」
「人手が足りない」
「ど
の程度離床を進めていいか分からない」という答えが多かった。また、開始・中止基準の認知度は ICU 経験年数が浅い看護師で
低く、開始・中止基準の周知が必要であると考えられた。

FP-327

集中治療室における離床マニュアルの作成―離床の安全性と効果からの検討―

福山市民病院

1）

集中治療室、2）福山市民病院

麻酔科・がんペインクリニック、3）福山市民病院

リハビリテーション科

池口 修平 、大元 未知子 、木村 由佳 、石井 賢造 、日高 秀邦 、小野 和身 、三島 明 、内田 綾 3）
1）

1）

1）

2）

2）

2）

3）

【目的】離床マニュアルを作成、使用し安全に離床することができる【対象・期間】2014 年 4 月～7 月（離床マニュアル作成前）と
2015 年 4 月～7 月（離床マニュアル作成後）に全身麻酔手術後に 1 泊 2 日で入室した患者及び集中治療室勤務看護師【方法】本研究
前後での集中治療室勤務看護師の意識調査（アンケート調査）麻酔科医師、リハビリ科医師、理学療法士と協働して離床マニュア
ルを作成し勉強会を開催する。離床率、離床時の合併症発生率、離床効果をカルテよりデータ収集【倫理的配慮】当院倫理委員会
の承認を得て施行【結果・考察】離床マニュアル使用前は、離床方法や離床開始や中止の判断が看護師個々にまかされており、離
床時の合併症や離床できないなどの事例をほとんどの看護師が経験していた。研究前のアンケートでも看護師は離床に対する不安
や負担を抱えており、離床手順・離床開始基準・離床中止基準・離床再開基準を盛り込んだ離床マニュアルの作成を要望する声が
多かった。マニュアルの作成、使用後は「統一した離床方法や離床判断ができるようになり安全に離床することができるようになっ
た」
「勉強会を開催することで離床の必要性や合併症を再学習することができた」と答えた看護師が増加した。また、理学療法士
と協働して離床を行うことで、それぞれの視点でアセスメントができ更に安全に離床ができ早期離床にもつながった。
【結語】当
院集中治療室離床マニュアルを使用し離床することで安全に離床することができるようになった。
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FP-328

慢性呼吸不全憎悪と肺高血圧症を合併した患者への人工呼吸器離脱に向けた早期リハビリテーションと看護介入

大阪市立総合医療センター

救命救急センター

上山 千昭、行元 悦子、橋爪 裕子、重光 胤明、林下 浩士、川口 なぎさ
【目的】慢性呼吸不全の憎悪に加え肺高血圧症を合併し人工呼吸器で呼吸管理された患者に対し、早期から人工呼吸器離脱に向け
て行った看護介入を振り返り、リハビリテーション（以下リハビリとする）や看護介入の効果を明らかにする。
【方法】事例検討。
入院から転医までの 54 日間を振り返る。患者は 60 歳代女性。既往に陳旧性肺結核（右肺切除）
、気管支拡張症、慢性呼吸不全があっ
た。入院前はつたい歩きだが日常生活は自立していた。
【結果】入院翌日から床上リハビリ、前傾側臥位や腹臥位の体位ドレナー
ジを開始した。徐々に端座位などの離床を進め、12 日目に車椅子へ移乗できた。19 日目から移送用呼吸器を使用し歩行訓練を開
始した。25 日目から呼吸器 ON － OFF 法を開始、徐々に人工呼吸器の離脱時間を延長し、37 日目から酸素投与で歩行できた。入
院翌日から不眠や下痢、12 日目からは陰部のびらん、気管切開部の痛み、口内炎が出現し、リハビリを勧めると「リハビリは嫌」
「し
んどい」と頻繁に訴えた。各症状に対して医師、看護師、口腔ケアチーム、精神科リエゾンチーム、栄養サポートチームが介入、
19 日目頃から症状が軽減し始め、「あと 1 時間は車椅子に座ってる」などの言葉が聞かれた。その後、患者との会話から車椅子で
トイレに行くことを目標にし、始めは看護師主体で 1 日の計画を決めたが、次第に患者が主体的に計画を決めることができるよう
になった。【考察】人工呼吸器を装着した時点から早期離脱に向けて介入することが重要である。治療と並行し、早期からリハビ
リを開始したことで、患者の呼吸機能や日常生活動作は改善した。リハビリは患者の主体性や意欲が結果を大きく左右する。今回、
様々な身体症状が患者のリハビリへの主体性や意欲に影響したことから、身体症状への看護介入は重要であると言える。また、患
者と共に目標を決め、計画的にリハビリを継続する関わりが重要である。

FP-329

ICU におけるリハビリテーション拡充への取り組みと、ADL 拡大状況の変化

佐賀大学医学部附属病院
山口 紗和
当院では、2014 年の 4 月より ICU に専任の理学療法士が配置された。しかし、理学療法士が ADL 拡大を進める一方で、看護師に
よるケアは全介助であるなど、理学療法士と看護師の介入に乖離があった。そこで、患者の ADL 拡大を目指し多職種間の協働を
充実させるために、2014 年 10 月より理学療法士と看護師の情報共有を目的としたリハビリテーションカンファレンスと、始業前
の合同ミーティングを導入した。また、当院 ICU では、リハビリテーションを行う際の基準がなく、理学療法士不在時のリハビ
リテーション内容や、リハビリテーションが続行可能かという判断は看護師の経験による差が大きかった。そのため、看護師への
アプローチとして、2015 年 7 月より、理学療法士と共同で作成した離床基準を提示した。これらの取り組みの結果、ICU 退室時の
患者の ADL 拡大状況にどのような変化があったかを調査し報告する。対象および調査方法：2014/5/1～2014/9/30、2015/5/1～
2015/9/30 に ICU に入室した心臓血管外科の定期手術後の患者を対象に、診療記録から ICU 退室時の ADL 拡大状況を集計し比較
する。結果：2014 年度と比較して 2015 年度の患者の ADL は拡大した。考察：専任の理学療法士との合同カンファレンスを充実さ
せることで、看護師のリハビリに対する意識が向上したことが ADL 拡大の一因となったと考える。

FP-330

SBS（State Behavioral Scale）の信頼性の検討

北海道立子ども総合医療療育センター

看護部

PICU

田崎 信、田村 美幸
【目的】小児人工呼吸器管理患者の適切な鎮静状況評価を行うために、SBS（State Behavioral Scale）の信頼性を検討する。【研究
方法】対象は挿管・気管切開による人工呼吸器管理を受けており、鎮静薬を持続静脈投与されている患者であり、かつ脳幹の機能
が保たれている指標として睫毛反射が認められる PICU 在室患者とした。データ収集期間は 2014 年 10 月～2015 年 6 月。1 人の患者
の鎮静深度について SBS を用い 2 人のスタッフが同時に独立した評価を行った。得られたデータは kappa 係数を用いて分析し 0.61
＜κであれば一致すると判断した。なお統計処理には SPSS Statistics ver23.0 を用いた。【結果】18 名の患者に対しデータ数は 76
であった。対象の特性は胸部外科 11 名、消化器外科 2 名、脳外科 3 名、耳鼻科 2 名であった。対象の年齢は生後 4 日から 12 歳まで
分布し、その中央値は 240 日であった。対象の人工呼吸器管理時間は 13 時間から 576 時間まで分布し中央値は 111 時間であった。
集計された SBS スコアの最頻値は－ 2（侵襲刺激に反応）であり、次いで－ 3（反応なし）が多かった。鎮静に使用した薬剤はフェ
ンタネスト、ミダゾラム、イソゾール、エスラックスであった。κ＝ .822 であり評価者間信頼性はほぼ完全に一致しているという
結果になった。【考察】当院での SBS による鎮静状況評価では、評価者によって評価が変わることなく高い信頼性があることが明
らかになった。対象とした患者は睫毛反射が保たれている患者であり、術後管理のために PICU に入室した脳性麻痺などの神経疾
患患者も含まれている。そのため患者の神経学的な基礎疾患に関わらず使用できることが示唆されるが、本研究では患者特性ごと
の分析は行っていない。より精度の高い信頼性の検討には患者特性ごとの研究が必要である。鎮静深度は深い傾向にあり、今後は
SBS を使用した評価と適切な鎮静深度の検討が必要である。
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FP-331

A 病院集中治療室の痛み・不穏・せん妄管理の現状

杏林大学医学部付属病院

集中治療室

松田 勇輔、今中 良太
【背景】A 病院集中治療室ではせん妄スクリーニングの開始、積極的な鎮痛管理と浅い鎮静管理に取り組んだ。取り組み後の実践の振り返りを行い、集中治
療を受ける患者の安全と安楽の両立に繋げたいと考えた。
【研究目的】人工呼吸器管理中患者の、痛み・不穏・せん妄管理における取り組み後の現状、副次的効果、有害事象を明らかにすること。
【研究方法】
対象
2013 年 3 月から 2015 年 3 月までに A 病院集中治療室で 96 時間以上気管挿管された成人患者。
調査方法
気管挿管後 48 時間・72 時間・96 時間の時点での鎮痛剤・鎮静剤使用の有無、鎮静深度（RASS）、せん妄スクリーニング（CAM-ICU）の結果、対象者の身
体抑制の有無、気管チューブの計画外抜去の発生件数を遡及的に調査。単純集計を行った。2013 年 3 月から 2014 年 3 月までを取り組み前、2014 年 3 月から
2015 年 3 月までを取り組み後とし、成果の指標とした。
【結果】取り組み前の挿管後 48 時間～96 時間の RASS 中央値は -2～-3。鎮痛剤使用率は 28.8%～32.6% であった。気管挿管中の抑制実施率は 65.3%～69.2% で、
気管チューブ計画外抜去は 4 件。
取り組み後の挿管後 48 時間～96 時間の RASS 中央値は -1～-2。CAM-ICU 陽性患者は 15.3%～18.6％。鎮痛剤使用率は 76%～80% であった。身体抑制実施率
は 32.3%～37.3% で、気管チューブ計画外抜去は 6 件。
【考察】痛み・不穏・せん妄管理への取り組みにより、気管挿管患者は鎮静よりも鎮痛を優先させた管理に変化をしたと考える。鎮痛・鎮静管理とせん妄ス
クリーニングによる患者の査定を行ったことで、身体抑制実施率が低下したと考えられる。しかし、身体の自由が計画外抜去の増加につながった可能性が
ある。
【結語】痛み・不穏・せん妄管理への取り組みにより気管挿管患者の鎮静深度は浅くなり、鎮痛剤の使用率が上昇した。副次的効果として身体抑制を減らす
ことができる可能性がある。併せて、医療デバイスの計画外抜去予防など安全対策も必要である。
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食道癌術後患者への鎮痛プロトコルの導入

大崎市民病院

1）

救急病棟、2）大崎市民病院麻酔科

齋藤 美希 1）、早坂 佳晃 1）、鈴木 昭子 1）、末永 慶子 1）、小林 孝史 2）
＜はじめに＞食道癌手術の侵襲は大きく術後合併症が起こりやすいため、早期離床が推奨される。当院では、年間約 15 例が食道癌手術
後に ICU へ入室する。術後の鎮痛管理は患者自身の訴えに依存していたため、離床の段階で疼痛の不安を訴えることが多く、早期離床
には至らなかった。そのため CPOT を使用したプロトコルを作成し、疼痛への不安を抱かないように鎮痛管理を試みた。その結果、今
後の離床につながる鎮痛管理が示唆された。
＜目的＞鎮痛管理を見直し、統一した鎮痛の方法を探る。
＜期間＞平成 26 年 9 月～平成 27 年 7 月
＜対象＞ ICU 入室の食道癌胸腔鏡下手術後患者 11 名
＜方法＞ J-PAD で推奨されている CPOT を用いたプロトコルを作成し実施した。プロトコル未介入群（平成 26 年 9 月～平成 27 年 1 月の
6 名）とプロトコル介入群（平成 27 年 4 月～7 月の 5 名）で、ICU 在室時間、在室中の持続鎮痛方法、創痛の有無、持続鎮痛以外の鎮痛
薬の使用回数、介入後の CPOT を診療録から収集し単純集計後、プロトコル介入前後を比較した。
＜倫理的配慮＞対象者が特定されないよう数値化した。
＜結果＞ ICU 平均在室時間は未介入群で 76.02 時間、介入群では 55.6 時間。持続鎮痛方法は未介入群 1 例のみフェンタニルの持続静注の
ほかは、硬膜外麻酔であった。持続鎮痛以外の鎮痛薬の使用回数は、未介入群では平均 3.5 回に対し、介入群では 5.8 回であった。創痛
が「あり」と観察されたものは未介入群で平均 5 回に対し介入群では 3 回。介入群の患者一人あたり平均の CPOT は 1.3 点であった。
＜考察＞介入群では術直後から積極的な鎮痛を行ったため、鎮痛薬の使用は増加したが、疼痛は軽減した。介入前は主観的な鎮痛評価
であったが、介入後では客観的な数値による評価で、鎮痛薬を使用するタイミングを明確にし、統一した疼痛管理を行うことができた。

FP-333

消化器外科術後患者における Acute Pain Service 導入の実態

東北薬科大学病院

1）

集中治療室、2）東北薬科大学病院麻酔科

加川 景子 1）、鈴木 雅司 1）、長屋 慶 2）
【目的】Acute Pain Service（APS）が消化器外科患者の術後に与える影響の実態を明らかにする。
【方法】平成 24 年 5 月～平成 26
年 4 月までに胃切除術、結腸切除術、S 状結腸切除術、直腸切除術の予定手術を受けた患者 112 名を対象とし、APS 導入前 73 名を
導入前群、導入後 39 名を導入後群とした。年齢・性別・術式・身長・体重・BMI・米国麻酔科学会の全身状態（ASA-PS）
、術後
在院日数、持続硬膜外麻酔の期間、硬膜外麻酔の Patient Controlled Analgesia（PCA）装置使用回数、嘔気の有無、制吐剤使用回
数、循環作動薬使用の有無、食事開始日、歩行開始日について両群を比較検討した。統計学的方法として、マンホイットニーの U
検定を用い、Ρ＜ 0.05 を有意差ありとした。倫理的配慮はデータを記号で示し、患者が特定されないようにした。A 病院倫理委員
会の了承を得た。【結果】性別・術式・身長・体重・BMI について差はなかった。年齢（Ρ＝ 0.02）
、ASA-PS（Ρ =0.02）で有意
差があり、導入後群の方が高かった。持続硬膜外麻酔投与期間（Ρ＝ 0.00）は、導入後群で長かったが、PCA 装置使用回数、嘔気、
制吐剤使用回数、循環作動薬使用の有無で差はなかった。術後在院日数に差はなかったが、食事開始日（Ρ＝ 0.00）
、歩行開始日（Ρ
＝ 0.00）が導入後群で遅かった。【考察・結語】APS 導入後群の方が持続硬膜外投与期間が長かったが、PCA 装置使用回数に差は
なく、より良好な鎮痛が図られた可能性がある。また、嘔気の有無、制吐剤使用回数、循環作動薬使用の有無に差がなかったこと
から、APS 導入前後で副作用の発生頻度は変わらないといえる。術後在院日数に差がなかったが、食事・歩行開始日が導入前よ
り遅延した理由としては、導入後群の方が年齢・ASA-PS ともに高かったことが影響している可能性が考えられる。APS 導入が、
術後早期回復に繋がるかどうかは今後さらなる研究が必要である。
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外科術後患者の睡眠管理におけるデクスメデトミジン（DEX）の有用性の検討

潤和会記念病院

看護部

池田 めぐみ、川野 マキ
先行研究でで，外科腹部手術後患者の睡眠管理は，Richmond Agitation-Sedation Scale（RASS）:-2～-3 で管理すると主観的に良
好な睡眠が得られることを報告した．本研究では睡眠管理におけるデクスメデトミジン（DEX）の使用の有用性を調べた．
【対象】
外科腹部手術後患者 62 人．【方法】不眠を訴え DEX を投与した DEX 群と，不眠は訴えたが DEX を投与しなかった non-DEX 群に
分けた．両群で RASS を用い，DEX 群は投与開始 2 時間後，non-DEX 群は午前 2 時で評価した．両群の RASS:-2 に到達した群，し
なかった群の全体比，男女比，年齢，手術時間，手術部位，睡眠導入剤の内服で t 検定を用い統計学的処理を行った．
【結果】全
例に術後鎮痛で持続硬膜外麻酔（2% ロピバカイン :90ml ＋フェンタニル :10ml，2～5ml/hr）を用いた．術式は DEX 群で腹腔鏡下
手 術 は 29 人 で，non-DEX 群 は 28 人 だ っ た． DEX 群（ 男：15 人， 女：15 人 ） と non-DEX 群（ 男：18 人， 女：14 人 ） だ っ た．
DEX 群 の 中 で，14 人 は RASS:-2 に 到 達 し，16 人 は RASS:-1 で あ っ た．non-DEX 群 の 中 で，8 人 は RASS:-2 に 到 達 し，24 人 は
RASS:0～-1 であった．DEX 群の投与量は，70％が 0.4 μ g/kg/hr で投与開始していた． DEX 群の中では全ての項目で有意差は認
めなかった．non-DEX 群では，性別と年齢別，手術部位別で有意差を認めた．【考察】外科腹部手術後患者で RASS:-2 となった症
例数は，DEX 群と non-DEX 群で有意差は認められなかった．しかし，DEX 群で RASS-2 に到達している症例は 30 人中 14 人で半
数を超えている．一方，non-DEX 群は 32 人中 8 人だった．また non-DEX 群では，性別，年齢，部位別で有意差を認めた．DEX 群
は投与開始 2 時間後のみで RASS を計測しており不十分な場合が多かったと考えた．DEX を投与量を調整する事で，RASS:-2 に到
達していく症例は増加すると考える．【結果】持続硬膜外麻酔で鎮痛中の外科腹部手術後患者の睡眠管理は，DEX で RASS:-2 を目
標とした鎮静管理するのが好ましいと考える．

FP-335

せん妄対応アルゴリズム作成・導入による ICU でのせん妄予防、早期発見、早期対応の標準化に向けた取り組み

慶應義塾大学病院
高橋 知彦、田山 聡子、岡本 陽子
近年、集中治療領域でのせん妄発症が予後悪化や認知機能低下に関連していることが示唆され、早期にせん妄対策を開始する重要
性が認知された。当院集中治療室（以下 GICU）では、高齢患者や認知症、脳梗塞の既往、アルコール多飲歴の患者など、せん妄
を起こしやすい素因を多く抱えた患者の緊急・予定入室が増加傾向で、入室 24 時間以内にせん妄を発症するか、入室時から既に
せん妄状態の患者も多い。これまでの GICU におけるせん妄ケアの現状として、せん妄の基礎知識、発症予測に必要な危険因子の
アセスメントや具体的ケア内容に関しては看護師個々の経験や判断に委ねられており、看護師もケアに難渋していた。そこで今回
は、全ての看護師がせん妄ケアを系統立てて患者に提供できるよう、せん妄の危険因子を早期にスクリーニングし、ハイリスク患
者に対して予防的介入に迅速に繋げること、また発症を早期発見すること、発症した場合には原因の同定と除去・緩和を適切に行っ
て早期離脱に向けた対策を講じるまでの一連のプロセスにおいて、J-PAD ガイドラインや DELTA プログラム、NICE ガイドライ
ンの内容を盛り込んだ「せん妄対応アルゴリズム」を作成し、日常の看護業務に組み込むことで体系的な仕組みを構築した。その
結果、入室時から素因に関する情報をキャッチできるようになり、せん妄に対する患者の脆弱性を早期にアセスメント可能となっ
た。それにより個別性のある予防的介入の計画立案、実践の充実や、発症予防とせん妄持続期間の短縮を意図して早期リハビリテー
ションが開始されるなど、具体的な対策へと素早く繋げられるようになった。また発症が疑わしい場合には精神科へ早期にコンサ
ルテーションする件数も増加した。発症予防に重点を置く看護師の意識の向上と知識も補充されたことで、せん妄のリスクアセス
メントから具体的ケアに至るプロセスにおいて、看護師が自信と根拠を持って系統的に提供できるようになった。
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A 病院特定集中治療室看護師に対する PAD ガイドラインにおけるリフレクション

石川県立中央病院

1）

看護部

特定集中治療室、2）石川県立中央病院

沖野 優子 、高橋 麗子 、太田 淳子
1）

2）

麻酔科

1）

【目的】A 病院特定集中治療室（以下、ICU とする）では、2014 年から PAD ガイドライン（以下、PAD とする）ワーキンググルー
プを結成した。今回、PAD におけるリフレクションを行い、看護師が PAD の事例からの気づきや意味づけが明らかとなったので
報告する。
【研究方法】1．質的記述的デザイン、2．研究協力者：A 病院 ICU の教育担当看護師 6 名、3．データ収集期間：2015 年 6～8 月、4．
研究方法：PAD における事例検討を実施後、看護師に半構成的インタビューを行った、5．倫理的配慮：A 病院看護研究倫理委員
会の承認を得た後、本研究の目的、データの取り扱い、匿名性などを研究協力者に説明後、本研究を開始した。
【結果】事例検討を実施し、看護師は 3 症例を振り返った。その結果、事例を基に検討することで、看護師は PAD の知識向上や次
の実践に活かせると述べていた。また。事例検討には多職種の参加もあり、看護師は【多職種カンファレンスの開催の必要性】を
感じていた。以上を行うことで【質の高い看護実践の構築】につながると考えていた。特に看護師はせん妄患者の発症因子を学習
することで【せん妄患者に関する根拠ある介入・評価】
【せん妄スクリーニングの必要性】を再認識していた。また効果的な薬剤
の選択に困難を感じることがあり、今回のリフレクションは【多職種で疼痛とその薬剤の共通理解】
【適切な薬剤の使用方法の習得】
【せん妄患者の多職種との協働】の必要性を見出していた。
【考察】PAD に関する事例検討を行いリフレクションすることで、看護師はこれまでの看護実践の意味づけを行っていた。そこか
ら看護師はこれまでの思考や行為の修正を考えられることが可能となった。しかし 3 症例のリフレクションのみ行っており、今後
もこのようなリフレクションを継続することで質の高い看護実践、さらには患者の安楽につながると考えられる。
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演題取り下げ

FP-338

多面的アプローチにより過活動型せん妄が改善した重症心不全患者の 1 例 ~ 患者の気掛かりに着目した介入 ~

自警会

東京警察病院

狩野 純子、金井 尚之、中岡 香織
【諸言】過活動型せん妄に対して早期離床に向けた援助を試みたが、せん妄コントロールに難渋し、家族関係の調整を実施したこ
とでせん妄は次第に改善したので報告する。
【症例】60 歳代、男性、心筋梗塞により重症心不全となり、人工呼吸器・大動脈バルー
ンパンピング・補助人工心肺装置管理となった。【経過】ICU 入室 6 日目、補助人工心肺装置離脱後よりせん妄症状を呈した。そ
のため、多職種で協議した上で低心機能患者の個別のリハビリテーションプログラムを構築し離床を目指した。併せて環境調整な
ど多面的アプローチによりせん妄コントロールに努めた。しかし、せん妄スコアは悪化し、患者は看護師を長女と誤認して不穏に
なるなどの兆候が見られた。そこで、せん妄の原因について従事者間で話し合いを重ね、入院前の生活に於ける家族関係の縺れが
影響していると考えられため家族間の調整を実施したところ、せん妄は次第に改善した。
【考察】せん妄の原因は多因性であり断
定はできないとされるが、今回、主に患者の「気掛かり」に着目した。せん妄管理において、山内 1）は「患者の体験を想像し過
去を含めた気掛かりを知って満たす」などの支持的介入が重要であると述べている。すべてのスタッフ記録から支持的介入に関連
した内容を抽出したところ、せん妄症状を呈していても常に患者が納得するまで傾聴する姿勢が多くみられた。そこで得られた情
報から患者の根底にある「気掛かり」を想像することに繋がった。せん妄管理に難渋しながらも、患者理解を深めようとした支持
的介入が、患者の気掛かりを満たすことと家族関係の再構築に繋がり、せん妄改善に大きく寄与したものと考えられる。
【倫理的
配慮】本研究は当院倫理委員会の承認を得ており、また患者のプライバシーを保護するとともに、患者の安全確認を優先し患者に
とって不利益が生じないよう最大限に配慮することを御本人と家族に説明し同意を得ている。
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ICU でのせん妄の実態～CAM － ICU を用いて～

公益財団法人

長野市保健医療公社

長野市民病院

ICU

山崎 さゆり、清水 祐
【目的】せん妄評価ツール CAM-ICU を用いて、当院 ICU におけるせん妄の発症率や分類の比率、せん妄患者にみられる特徴を明
らかにし、評価方法の統一を図り、早期からのせん妄の看護介入を援助する。
【方法】1、期間は 2014 年 11 月 7 日～12 月 19 日、対
象は ICU 入室全患者で、小児や意思疎通が図れない患者は除外とした。2、データの収集方法 1）CAM-ICU とせん妄について ICU
全看護師に勉強会を開催した。2）勉強会開催後、対象患者に CAM-ICU を 8 時間毎に評価し、RASS に変化があった場合に追加評
価を行った。3）せん妄の発症に関連があると考えられる 3 因子に分類した調査用紙を作成した。3、データ分析方法 1）CAM-ICU
評価結果をもとにせん妄陽性患者を選別し、せん妄の分類を行った。2）CAM-ICU 評価対象となった患者の入室中の状態をせん
妄発症因子ごとに分析を行った。【結果】入室患者は 63 名中、CAM-ICU 評価対象者は 47 名で男性 35 名、女性 12 名であった。循
環器内科、神経内科などの内科系疾患患者は 9 名、消化器外科、脳神経外科、口腔外科などの外科系疾患患者は 33 名、救急科 5 名
であった。せん妄の発症状況は、陽性患者 4 名の内、低活動型せん妄 3 名、過活動型せん妄 0 名、混合型せん妄 1 名であった。 4
名中 3 名が入室 2 日目からせん妄を発症していた。【結論】1、CAM-ICU 評価で陽性と判断されたせん妄のうち低活動型せん妄が
多かった。2、せん妄陽性患者はチューブ類または点滴カテーテル類が長期間留置されていた。3、人工呼吸器装着中であっても昼
間に鎮静剤の減量、中断を検討し、概日リズムを整える必要がある。
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FP-340

A 病院救命救急センターにおけるせん妄評価不能要因の検討

杏林大学医学部付属病院

高度救命救急センター

上條 裕子、佐藤 亜紀、高橋 聡子、柳 努
【背景・目的】米国および本邦の PAD guidelines では、CAM-ICU/ICDSC が ICU 患者に最も妥当性と信頼性のあるせん妄モニタ
リングツールであるとされている。CAM-ICU では RASS が -3 点（以降 RASS-3）以上を評価対象としているが、RASS-3 の患者で
は評価が困難であるといった報告もあり、RASS-2 であったとしても指示動作が困難、評価中に入眠するなど、せん妄評価不能と
なるケースにしばしば遭遇する。そのようなケースではせん妄を発症していたとしても早期発見ができず、せん妄が遷延化する危
険性がある。そこで、評価不能の要因を調査することで、せん妄スクリーニング困難が予想される患者の選別や、適切な鎮静コン
トロール法の選択など看護上の改善につなげられると考え、せん妄評価不能患者の要因を検討することとした。【方法】平成 26 年
12 月から 6 か月間、A 病院救命救急センターICU に入室した 18 歳以上の鎮静剤投与患者 62 例を対象に診療録より後方視的調査を
実施した。年齢、性別、精神疾患既往の有無、搬送時 GCS、重症度（APACHE2）
、疾患領域、麻薬使用の有無、鎮静薬の種類、
鎮静深度（RASS）の各因子と CAM-ICU 評価可能・不可能を検討した。
【結果】CAM-ICU 評価不能例では搬送時 GCS スコアが有
意に低く、APACHE2 スコアは有意に高かった。また RASS において CAM-ICU 評価不能例は RASS-1～0 で 9％、RASS-2 では
45％、RASS-3 では 75％であった。多変量解析で関連が示唆されたのは RASS のみであった。鎮静剤の種類では、デクスメデトミ
ジンを使用した症例では使用しなかった例と比較して評価不能の割合が低かった。
【考察】せん妄評価不能の要因には患者の重症
度と鎮静深度が関係していると示唆された。CAM-ICU を評価するうえで適正な鎮静深度は RASS-1～0 と考えられる。医師と鎮静
薬の種類や鎮静深度について検討し、可能な範囲で RASS-1～0 で管理し、せん妄の評価や予防ケアが実施できるような看護を進
めていく必要がある。

FP-341

集中治療室における入室前訪問を導入してのせん妄予防の評価

沖縄赤十字病院

ICU

砂川 卓真
布宮氏は「ICU せん妄に関して、早期発見・早期治療の有効性を示すデータはない。また、治療に関しても高いエビデンスを持っ
た薬物療法はない」、「現在できる対策（せん妄の発見、非薬物療法的マネジメント、直接原因としての薬物の再評価など）を行う
ことが現段階では大切である。」と述べている。当院 ICU・HCU では前年度にせん妄評価のツールとして ICDSC を導入した。そ
れにより、せん妄の評価を統一でき、せん妄発見に繋げることができた。今回、非薬物療法的マネジメントとして入室前訪問を導
入した。入室前訪問することで術前の患者の性格や不安に感じていることを把握することができる。また、患者・家族も術後の状
態をイメージでき、不安軽減をはかることができる。結果、せん妄予防につなげることができるのではないかと考えた。入室前訪
問が非薬物療法的マネジメントとして効果的であったか、入室前訪問を導入する前後のせん妄発症率を比較・考察し、今後の課題
を検討した。

FP-342

せん妄発症要因の検討

広島市立病院機構

広島市立安佐市民病院

宗像 誠、鈴木 美香、越道 香織、秦 由美子
【目的】ICDSC を導入し、せん妄に関する要因を明らかにする。【対象】2014 年 4 月～2015 年 3 月までに A 病院 ICU に入室し、
ICDSC 評価が行われた患者（脳神経外科、脳神経内科、精神疾患患者、高度意識障害患者、15 歳以下の小児を除く）83 名。
【方法】
年齢・性別などの基本属性 4 項目、ICU 入室 24 時間以内の検査データ、APACHE2 スコアなど 21 項目を患者カルテより後ろ向き
に調査した。得られたデータをせん妄発症群と非せん妄発症群に分類し、マンホイットニー検定・クロス集計およびカイ二乗検定
で比較検討した。【倫理的配慮】当院の倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】対象患者 83 名（男 49 名、女 34 名 平均 76.01 歳）の
うち、せん妄発症群 22 名（男 14 名、女 8 名 平均 75.18 歳）
。緊急入院の有無、APACHE2 スコア、アルブミン値で有意差を認めた（p
＜ 0.05）。【考察】重症度が高いことは身体にかかる侵襲が高く、異化亢進による低アルブミンの可能性がある。入院時より早期に
栄養状態のアセスメントおよび介入が必要と考えられる。また、今回の研究では、せん妄発症患者に対する具体的な看護ケア内容
は不明であり、今後せん妄予防策の一つとして看護ケア内容を検討していく必要がある。
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FP-343

ICDSC を使用したことによるスタッフの意識変化について

社会医療法人共愛会

1）

戸畑共立病院

看護部、2）社会医療法人

岡村 慎太郎 、桂 麻理子 、白土 奈央 、増田 直樹
1）

1）

1）

共愛会

戸畑共立病院

麻酔科

2）

【はじめに】近年、せん妄評価ツールを活用しせん妄の予防や早期発見、早期回復への援助を行うことが重要といわれている。し
かし、当 ICU ではせん妄に対して有用性のある評価ツールを用いていない。看護師の経験に基づいたせん妄評価は見逃しが多い
と報告されているが、各スタッフの判断による対応が現状である。そこで今回、スタッフのせん妄に対する理解度の把握を行い
ICDSC 導入した。また、ICDSC 導入前後でのせん妄発生率の集計を行った。導入に伴いせん妄に対するスタッフの意識変化がみ
られたためここに報告する。【研究方法】1. 当 ICU スタッフ 26 名に対しせん妄についての理解度の調査を行った。2.ICDSC 使用前
後のせん妄評価を行った。3.ICDSC 使用後アンケート調査を行い評価スコアの改定とせん妄評価を行った。【結果】理解度調査の
結果、せん妄という言葉をスタッフ全員が理解していた。ICDSC 使用前ではせん妄が疑われる患者は 20％、使用後ではせん妄が
疑われる、今後せん妄を引き起こす危険がある患者は 32％と使用後の方が多い結果となった。ICDSC 使用後のアンケート結果か
ら 61％のスタッフにせん妄に対しての意識の変化がみられた。この結果と使用後のアンケート結果をもとに評価スコアの表記改
定、せん妄リスク対象患者の選定を加えた。改定後はリスクがある患者の明確化、表記変更により評価がより容易に出来るように
なったことが考えられるそれに伴いせん妄に対しての意識がより高まったのではないかと考える。
【結論】ICDSC 使用後のアンケー
ト結果、調査期間中はチューブ類の事故抜去といった医療事故の減少がみられたことから ICDSC の導入は意識の変化には有用で
あったと考える。今回は独自での評価ツールの改定を行ったばかりでありデータも少ないため、今後も定着をはかるためにも引き
続きせん妄評価をおこなっていく。

FP-344

糖尿病の酸素化への影響 ー分離肺換気における検討

兵庫県立尼崎総合医療センター
山中 秀則、山長 修、木山 亮介、前川 俊、進藤 一男
背景 : 糖尿病は、高血糖が持続することで様々な臓器障害をきたす疾患である。近年、肺機能への影響が指摘されているが、ガス
交換能への言及はない。一方、呼吸器外科手術における分離肺換気では、換気血流比不均等と低酸素性肺血管収縮により動脈血酸
素分圧は低下する。糖尿病の酸素化への影響は、低酸素血症を来しやすい状況でより明確になるのではと考えた。そこで、糖尿病
患者では酸素化能が低下すると仮定し、分離肺換気での吸入酸素濃度、動脈血酸素飽和度を後ろ向きに調査、検討した。方法 : 対
象は、2013 年 1 月から 2015 年 6 月の間に当院で施行された肺切除術（部分切除術、肺葉切除術、全摘出術）を受けた患者のうち喫
煙歴がない患者で、糖尿病群と非糖尿病群に分けた。HbA1c（NGSP）＞ 6.2% を糖尿病群とした。麻酔記録より年齢、身長、体重、
分離肺換気中の吸入酸素濃度、動脈血酸素飽和度、術前検査より HbA1c を後ろ向きに調査した。酸素化能は P/F 値で示した。分
離肺換気中、動脈血ガス分析がなされてない症例は除外した。結果 : 対象は 300 人、喫煙歴のない患者は 82 人であった。このうち、
糖尿病群は 12 人、非糖尿病群は 45 人であった。各群で動脈血ガス分析のない症例は除外した。年齢、Body Mass Index、HbA1c、
P/F 値は、糖尿病群では、70.4 歳、24.6 ± 4.7、7.0 ± 0.7%、186.2 ± 65.0、非糖尿病群では、66.9 歳、24.3 ± 6.2、5.6 ± 0.3%、211.8
± 107.7 であった。結語 : 糖尿病患者と非糖尿病患者の肺切除術において、分離肺換気中の動脈血酸素飽和度を後ろ向きに調査し
比較した。P/F 値で有意差はみられなかったが、糖尿病患者で低い傾向が示された。今回の調査について、文献的考察を加えて発
表する。

FP-345

失神で来院し診察中に心室細動となった甲状腺クリーゼの一例

聖路加国際病院

救急部

鈴木 皓佳、磯川 修太郎、遠矢 希、田中 裕之、三谷 英範、三上 哲、望月 俊明、大谷 典生、石松 伸一
【症例】53 歳男性。特記すべき既往なし。来院 1ヶ月前からの咽頭痛、筋肉痛と、進行する全身倦怠感と脱力を認めていた。来院
当日、意識消失発作主訴に救急搬送。来院時意識清明であり、血液検査、心電図含めて特記すべき所見を認めていなかったが、診
察中に特に誘因なく心室細動をきたした。直ちに心肺蘇生を開始し、2 度目の除細動で自己心拍再開。その後施行した冠動脈造影
では優位狭窄を認めなかったが、アセチルコリン負荷により冠動脈攣縮を認めた。入院後の血液検査でトリヨードサイロニン、サ
イロキシンの高値と甲状腺刺激ホルモンの低値を認め、甲状腺クリーゼと診断。さらに抗サイログロブリン抗体陽性からバセドウ
病と診断し、治療を開始した。集中治療室での脳低温療法施行後は意識清明に改善。神経学的後遺症は認めなかった。植え込み型
除細動器の植え込みを行い、第 21 病日に独歩退院となった。 【考察】甲状腺機能亢進症では心房細動の合併が有名であるが、心
室性不整脈の合併も報告されており、また冠動脈攣縮との関連の報告もある。本症例では甲状腺機能亢進症の直接的または間接的
に関与した可能性がある。原因不明の心室性不整脈に対しては甲状腺機能の確認が診断の一助になる可能性がある。また、甲状腺
機能亢進症患者に対してもクリーゼを呈した場合は心室性不整脈のリスクの説明が必要であると思われる。
（576 文字）
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FP-346

胸腺腫摘出術後に重症筋無力症クリーゼを発症した症例

熊本労災病院

麻酔科

橋本 正博、成松 紀子
【症例】63 歳女性。49 歳頃に健康診断で胸部異常陰影を指摘されていたがその後フォローなし。咳嗽を主訴に受診し、胸部 CT で
径 15cm の左胸腔内腫瘍を指摘された。画像上胸腺腫の可能性もあったものの、栄養血管が豊富なため経皮的組織診断は行わず、
胸腔鏡補助下腫瘍摘出術が予定された。呼吸機能検査で％VC が 65.6％と低下していたが、術前に重症筋無力症を疑わせる所見は
認めなかった。硬膜外麻酔併用全身麻酔で手術を施行した。術中経過は特に問題なかった。手術当日、抜管後に ICU 入室し、特
に著変なく翌日に退室、その後も特に問題なく経過していた。摘出した腫瘍は異所性胸腺腫と診断された。POD12 より夜間の呼
吸困難感を自覚し始め、POD14 に突然意識消失し、呼吸状態が悪化したため気管挿管を施行、人工呼吸管理を開始し、ICU へ再
入室となった。症状は呼吸筋麻痺に限局しており、四肢麻痺や眼瞼下垂などは認めなかった。再入室後の採血で抗アセチルコリン
受容体抗体が陽性であったことより、再入室後 8 日目に重症筋無力症クリーゼの診断に至った。診断確定までの間に肺炎を合併し
たため、免疫グロブリン静注とステロイドパルス療法により治療を行った。呼吸機能の改善は乏しく、再入室後 21 日目に気管切
開施行、25 日目に退室した。再入室後 75 日目に人工呼吸器から完全に離脱し、82 日目に気管切開カニューレを抜去した。残存す
る胸腺の摘出の検討のためセカンドオピニオンも依頼したが、胸腺腫摘除後なので非胸腺腫例として扱うのが妥当と判断され、腫
瘍摘出後 1 年経過時点ではステロイド内服での治療が継続されている。【まとめ】胸腺腫摘出術後に重症筋無力症クリーゼを発症
した症例を経験した。診断に時間を要し、その間に肺炎を合併するなど治療方針の決定に苦慮した。また、最新の重症筋無力症診
療ガイドラインでは非胸腺腫例での胸腺摘出術の根拠は弱いとされ、治療方針決定にはより慎重な判断が求められている。

FP-347

粘液水腫性昏睡における副腎皮質ステロイド投与の効果

岡山大学病院

1）

高度救命救急センター、2）製鉄記念八幡病院

松尾 瑞恵 、海塚 安郎
1）

救急・集中治療部

2）

粘液水腫性昏睡は重度で長期の甲状腺ホルモン欠乏に何らかの誘因が加わって発症し , ホルモン補充療法に加え補助療法（呼吸・
循環管理 ,corticosteroids 投与 , 誘因除去）を要する . 腸管蠕動・吸収が障害され経腸投与困難である一方 , 国内の甲状腺ホルモンは
経口剤のみに限られ迅速な補充は容易ではない . 今回 , 子宮留膿症破裂 , 敗血症性ショックを契機に粘液水腫性昏睡を発症し , 極度の
生体反応抑制により侵襲に対応不能であったが ,corticosteroids 投与が奏効し救命し得た症例を経験した .
76 歳女性 .10 年前に白斑症 , うつ症状 ,1 年前から性格変化 , 活動性低下 ,2 か月前から腹痛があり , 意識障害を主訴に搬送された . 大量
心嚢液貯留から原発性甲状腺機能低下症の診断に至り ,T4 製剤 12.5µg/ 日を開始 .Day3,WBC・CRP 高値 , 肝腎障害 , 凝固障害 , 低換気 ,
低体温を認め ,Day4, 子宮留膿症破裂が判明 . 呼吸不全・ショックに陥り緊急手術を行った . 術後覚醒遅延 , 自発呼吸なく低血圧が持
続 し , 粘 液 水 腫 性 昏 睡 を 疑 っ た . 遊 離 T4 は 検 出 限 界 以 下 で 迅 速 な 改 善 は 期 待 で き ず , 代 替 え 抗 ス ト レ ス ホ ル モ ン と し て
hydrocortisone 100mg × 3/ 日を開始 . 約 12 時間後 , 意識レベルが改善し自発呼吸も出現 . 依然として遊離 T4 は検出されず , 症状改善
は corticosteroids により代謝機能が補完された効果であると考えられた . 当初血中 cortisol 高値（随時測定値 53.0µg/ml）であったが ,
これが甲状腺機能を代償していることの表れだとすれば , 副腎予備能も低下していたことも考えられる .
教科書的には甲状腺機能低下症における corticosteroids は副腎不全が否定されるまでの投与だが , 今回は遊離 T4・TSH が正常化し
甲状腺による代謝機能が十分であると判断できるまで継続した . その後 , 腹腔内膿瘍を形成したものの , 会話・経口摂取可能なまで
に回復し ,Day58 に療養型病院へ転院した .
粘液水腫性昏睡において ,T4 の経腸補充は可能であった . また , 代謝改善目的の corticosteroids 投与は臨床症状改善に有効であった .
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レボチロキシン坐剤が有効であった、粘液水腫性昏睡の一例

北海道勤医協中央病院

麻酔科

大方 直樹、高桑 良平、田中 進一郎、五十嵐 謙人
【はじめに】粘液水腫性昏睡は稀な病態であるが死亡率が 25~60% と高く、甲状腺ホルモンを早急に開始しつつ、集中治療管理を
おこなうべき、内分泌救急疾患の一つである。今回、坐剤でレボチロキシンを投与し、有効であった症例を経験したので報告する。
【症例】53 歳男性。主訴：歩行困難、全身倦怠感。既往歴： 冠動脈硬化症。現病歴：4ヶ月前、胸水と心嚢水を指摘され橋本病の
診断で他院に入院、胸水ドレナージと甲状腺ホルモン剤投与をおこない、1ヶ月で退院。その後通院を中断していた。当院入院当
日の朝、シャワー中に立てなくなり、夜に家族が帰宅するまでその場に座っていた。その後当院に救急搬送された。来院時現症：
意識レベル JCS3、無気力、全身浮腫著明、血圧 138/76 mmHg、脈拍 77 /min、呼吸数 20 /min、SpO2:80％台（リザーバーマスク
10L/min）、体温 34.7℃。顔面、四肢、体幹に浮腫を認めた。検査所見：胸部写真で右胸水著明、UCG で心嚢水あり。血液検査では、
甲状腺刺激ホルモン（TSH）288.8 μ IU/mL、遊離サイロキシン（FT4）0.16 ng/dL で、著明な甲状腺機能低下を認めた。臨床経過：
右胸水ドレナージ後、ICU 入室し NPPV を開始、呼吸状態は一時改善した。経鼻胃管からレボチロキシン 50 μ g 投与したが、胃管
のクランプ解除後、胃液の排液が 500mL あり。レボチロキシンの吸収が十分であったか不明であった。ICU2 日目に CO2 ナルコー
シスとなり、気管挿管をおこなった。レボチロキシン坐剤 50 μ g/ 日の投与を開始し、その後レボチロキシン坐剤 150 μ g ＋チラー
ヂン末坐剤 40mg に増量した。遊離トリヨードサイロニン（FT3）、FT4 は改善し、ICU10 日目に人工呼吸器を離脱した。現在も
入院治療を継続中である。

－ 861 －
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呼吸筋麻痺を呈し、挿管管理を要した重度低カリウム血症の 1 例

公立陶生病院
小野寺 良太、横山 俊樹、早川 浩史、稲葉 慎一郎、倉田 圭、中島 義仁、市原 利彦、川瀬 正樹
呼吸筋麻痺を呈し、挿管管理を要した重度低カリウム血症の 1 例公立陶生病院 救急部集中治療室小野寺良太、横山俊樹、早川浩
史、稲葉慎一郎、倉田圭、中島義仁 市原利彦 川瀬正樹【症例】50 歳 . 男性【主訴】脱力【現病歴】インスタント食品を中心と
する食事を続けていた。20XX 年 5 月 27 日より上肢の脱力を認め、6 月 1 日には下肢の脱力を認めた。症状改善することなく 6 月 3
日には全身の脱力を主訴に当院救急外来に搬送された。来院時、経鼻酸素 2L 投与下で SpO2 が 90%、血液検査にて K 1.8mEq/L を
認め、低カリウムによる全身脱力と呼吸筋麻痺の診断で入院となった。動脈血ガス分析にて pH 7.595、PaCO2 50.7Torr、PaO2
53.1Torr、HCO3- 49.5mmol/L（酸素カヌラ 2L 投与下）と代謝性アルカローシスおよび 2 型呼吸不全を認めた。呼吸筋麻痺による
急性呼吸不全に考え、集中治療室入室のうえ、NPPV を導入したが、6 月 4 日には酸素化悪化し、pH 7.520、PaCO2 56.6Torr、
PaO2 67.2Torr（NPPV、ST モード 12/4、FIO2 70%）と呼吸不全の悪化をきたし、挿管管理となった。また肺炎も合併し、敗血
症性ショックを呈し、血圧低下が認められたため、ABPC/SBT を投与、大量補液のうえでカテコラミンを開始した。その後補正
による各電解質の改善を認め、6 月 6 日には K 3.3mEq/L と改善が得られ、酸素化改善も認めたため抜管となった 6 月 14 日に集中治
療室を退室となり経過良好にて 6 月 26 日に独歩退院となった。
【考察】本症例では K の摂取不足にともなう重度の低 K 血症を認め、
呼吸筋麻痺により挿管管理となった症例である．大量のカリウム投与を行い、補正をした結果、K 値の安定が得られ、救命に至っ
た。考察を交えて報告する．
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鑑別に苦慮した鉱質コルチコイド反応性低ナトリウム血症の 1 症例

国立病院機構災害医療センタ－救命救急センタ－
金村 剛宗、加藤 宏、小原 佐依子、湯川 友貴、金子 真由子、井上 和茂、岡田 一郎、霧生 信明、長谷川 栄寿、小井土 雄一
【はじめに】低ナトリウム血症はよく遭遇する電解質異常であるが、適切な診断・治療がなされないと病態を悪化させる危険性も
ある．今回、低ナトリウム血症の鑑別に苦慮した鉱質コルチコイド反応性低ナトリウム血症（以下 MRHE）の 1 症例を経験したの
で報告する．【症例】72 歳男性．1 か月前より徐々に歩行困難と、認知機能低下が見られ、悪心・嘔吐も認めるようになり当院救
急搬送となった．受診時、呼吸・循環動態は安定していたが、意識障害（E3V4M5）を呈していた．血液検査にて Na107mEq/L、
血漿浸透圧 235mOsm/l、尿中 Na73mEq/L と低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム高値を認めた．脱水所見はなく、
SIADH と診断し、水制限を行うも低ナトリウム血症は遷延した．頭部 MRI では下垂体病変は認めなかった．CT では左副腎腺腫
を認めるも、各種ホルモン値は正常であった．MRHE を疑い、塩分補充、鉱質コルチコイド補充を行ったところ、低ナトリウム
血症は改善し、症状の改善も認めた．【考察】MRHE は SIADH と区別すべき病態の一つとして提唱されている疾患概念であり、
高齢者に多く、軽度の脱水を伴うとされる．MRHE は SIADH の診断基準と合致するため、脱水所見を見逃すと SIADH と診断し、
水制限により悪化する危険性がある．一方、MRHE では数 % の循環血漿量の減少にとどまるとされ、脱水所見が分かりにくい高
齢者では、その診断には苦慮する．本症例でも脱水所見がはっきりせず、水制限にても反応に乏しかったため本疾患を疑った．
SIADH の診断基準を満たしながらも水制限で改善されない場合は本症の存在を念頭に置く必要がある．
【結語】今後、高齢化が進
む中、MRHE が増加することも予想され、低ナトリウム血症の鑑別に常に念頭に置く必要がある．
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開心術後終末期医療に苦慮した一例

久留米大学病院

1）

集中治療部、2）久留米大学病院

外科

有永 康一 、高木 数実 、新山 修平 、佐藤 晃 、坂本 照夫 1）、田中 啓之 2）
1）

2）

1）

1）

【はじめに】終末期医療の方針は様々な難しさを抱えている。今回の症例は ACS による心肺停止後心肺蘇生を行い PCPS 及び
IABP サポート下で緊急冠動脈バイパス術を施行した。術後心機能の改善はなく術後 10 日目に意識清明となったが、PCPS および
IABP の離脱は困難で、植え込み型及び体外式人工心臓の適応なく家族に説明し緩和チーム介入の上終末期医療を行う方針とし、
術後 33 日目に他界された。今回終末期医療を行うに至った経過などを考察した。【症例】63 才男性。合併疾患で未治療の DM
（HbA1c11.9%）を有する。【現病歴】今年 7 月胸痛認め意識消失し救急搬送された。搬入時 PEA の状態で心肺蘇生し PCPS 及び
IABP サポート行い冠動脈造影を行った。冠動脈造影上 LMT ＋ 3 枝病変を認めた。LVEF10% で術前の maxCK/MB は 12992/1121
であった。GSC が 3 から 5T に改善したため緊急手術の適応と判断し同日緊急手術（CABG3 枝）施行した。術後は PCPS サポート
と大量のカテコラミンを使用し、AKI に対して CHDF を施行した。術後心機能の改善を期待して、術後 7 日目に PCPS の回路交換
を施行した。心機能の改善無いものの意識は清明となり腎機能も改善した。ハートチームで経過中に複数回、心臓移植・補助人工
心臓の適応を検討したが Type1 DM, 低右心機能でありその適応はないものと判断し、緩和チーム介入の上終末期医療を行う方針
とした。PCPS は回路交換後 3 週間維持できたが徐々に貧血が進行して術後 33 日目に他界された。【考察】今回意識のある
AMI,CABG 後 PCPS 離脱不能症例を経験した。ハートチームで人工心臓の適応を検討した結果家族の同意を得てモルヒネ使用下
に終末期医療（カテコラミン、PCPS、高カロリー輸液は現状維持）に治療方針を変更した。終末期は家族が付き添い感謝された
が終末期医療の難しさを実感した一例であった。
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ICU 看護師のリフレクションによる倫理的感受性の変化とその過程

徳島赤十字病院
井内 真奈美、蕨野 有希、萬徳 香織、平岡 智美、藤田 昌子
【はじめに】患者の立場に立った看護を提供するために、何が倫理問題なのかに気付く能力（以下、倫理的感受性）が看護ケアに
与える影響は大きいが、A 病院 ICU ではそれを高めるための機会は少ない。先行研究では事例検討会等により倫理的感受性が高ま
ると報告されているが、リフレクションを重ねることによる変化については明らかにされていない。
【目的】人工呼吸器装着患者
の看護についてリフレクションを重ね、ICU 看護師の倫理的感受性の変化とその過程を明らかにしたいと考えた。
【方法】平成 26
年 10～12 月に A 病院 ICU 看護師 14 名を対象とし、リフレクションの会を 6 回開催した。逐語録を作成し、日本看護協会の「看護
者の倫理綱領」（以下、倫理綱領）に基づき質的記述的に分析した。【結果・考察】第 1～3 回は、倫理綱領の患者の人権に関する
内容についての発言が多く聞かれた。自分の判断に自信が持てない事例もあったが、語り合う中で、患者の安全を確保し、生命・
人権を尊重し、看護ケアをしていたことを自覚できるようになった。第 4～5 回は、専門職としての規範に関することが多く語られ、
看護観や死生観を表現する場となった。第 6 回は、チーム医療の重要性について語られた。より質の高い看護および医療を提供し
たいとの思いから、自己研鑽、さらに他職種との協働の必要性について認識できたのではないかと考える。自らの体験を振り返り、
考えや思いを共有することで、倫理について意識するようになり、話し合いの内容が発展したと言える。
【まとめ】リフレクショ
ンを重ねることにより、倫理的視点が患者・家族に関することから、自己研鑽、さらに協働の必要性へと変化し、倫理的感受性が
高まった。
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A 病院 ICU・CCU における家族参加型看護計画導入後の評価

旭川赤十字病院
高橋 真理、宮島 須美江、岡 みゆれ、大川 つづみ、陶山 恵、鈴木 智子
【はじめに】A 病院 ICU・CCU では、持続鎮静・意識障害などの理由で患者から情報や要望を得る事が難しい。そのため、家族か
ら情報や要望を得て看護に活かす必要がある。そこで、平成 26 年 4 月から個別性ある看護の提供と質の向上を目的に家族参加型看
護計画を導入し、評価と今後の課題を検討した。
【研究方法】期間 平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月 対象 1.ICU・CCU で家族参加型看護計画の対象となる 44 症例 2. 師長を除く ICU・
CCU 看護師 26 名 方法 1. 家族参加型看護計画の実施率、家族参加型看護計画を実施した 26 症例の記録記載率・家族の要望につい
て看護記録から調査した。 2. 独自に作成したアンケートを用いて家族参加型看護計画に関する看護師の意識調査を行った。
【結果】1. 家族参加型看護計画の実施率 :59.1％ 2. 家族参加型看護計画の記録記載率 : 日勤 100％ 準夜 77.0％ 深夜 63.9％ 3. 家族の
要望についての記録記載率 : 日勤 59.7％ 準夜 66.7％ 深夜 57.5％ 4. 家族の要望 :CD・TV・ラジオ等の視聴 33.9％ IC・面会に関する
事 17.8％ 写真・お守り等 14.3％ 患者ケアに関する事 14.3％ 家族のケア参加希望 12.5％ 嗜好に関する事 3.6％ その他 3.6％ 5. 看護
師の意識調査 1）個別性のある看護に役立つか : 役立つ 76.9％ どちらでもない 19.2％ 役立たない 3.9％ 2）対象であることを意識し
ているか : 意識している 73.1％ どちらでもない 15.4％ 意識していない 11.5％ 3）家族の要望を意識しているか : 意識している 92.3％
どちらでもない 7.7％ 意識していない 0％
【考察】家族の要望や看護師の意識調査から、家族参加型看護計画は個別性のある看護に重要であると考える。しかし、家族参加
型看護計画の実施率は 6 割と低く定着を図る必要がある。また、家族の要望についての看護記録の記載率は低く、家族看護や家族
の反応について詳細が書かれていない事が多かった。今後は行った看護が見える記録の充実と家族から評価を得る必要がある。

FP-354

ICU の面会時間における統一した家族対応への取り組み

株式会社

日立製作所

日立総合病院

猪又 里奈、寺田 直子、村田 瞳
集中治療室（以下 ICU とする）では患者の在室日数が短く、交替勤務をする看護師が患者を継続的に受け持つことは難しい。2013
年から家族の情報を共有するため家族ケア用紙を導入したが使用方法が統一されておらず、有効に活用されていない状況にあっ
た。そこで、家族ケア用紙を改善し、家族の情報を把握、共有しやすくし、家族に統一した関わりを持つことができることが大切
だと考えた。また面会時間を変更して看護師が家族と関わりやすくなることや勉強会を実施し、不安を軽減することでより充実し
た面会時間の提供をめざしたいと考えこの研究に取り組んだ。結果、看護師へのアンケートで、面会時間と看護師が少ない時間が
重なっていることなどから看護師が家族に十分に関われていないと感じている声や家族ケア用紙の記載方法が明確でないため十分
な情報が得られず、家族対応時に不安を感じているとの声が聞かれた。また重症患者の家族対応に不安を感じているとの声も聞か
れた。そこで、家族ケア用紙に記載項目を設け、記載内容を明確にし、統一したこと、一覧表にして毎日記載したことが情報共有
につながり、「情報を把握できている」と答えた看護師が増加する結果が得られた。家族ケア用紙の改善が情報共有の改善と家族
への統一した看護に繋がったと考える。また、家族のニードに応えるとともに担当看護師が面会対応できるように面会時間を変更
した。それにより担当看護師が家族に接する機会が増え、正確な情報やケアを提供でき、多数の看護師が「家族対応しやすくなっ
た」と回答した。家族からは看護師の関わりや説明について「充実している」との声が聞かれた。重症患者の家族対応についての
勉強会後は、
「ICU での家族ケアの重要性を理解できた」
「不安を軽減できた」と答える看護師が多く、知識の向上、不安の軽減に
繋がった。今回の取り組みにより家族対応への意識向上、統一した看護の一助になった。

－ 863 －

FP-355

面会制限廃止への挑戦―新たなシステム導入への抵抗を原動力に変えて―

社会医療法人

同仁会

耳原総合病院

ICU HCU

平井 美香
【はじめに】先行研究や実態調査において、ICU では面会制限が設けられている事が多い。しかし面会制限を設けていない施設も
少数ではあるが存在する。重症患者を支援する上では、家族の存在は大きく、面会の機会は重要でありその拡大が望ましいとされ
ている。当院でも面会制限が設けられていたが、2015 年 4 月より面会制限は廃止となった。
【目的】新たなシステムの導入時に生じる不安や抵抗を乗り越え、ICU における面会制限廃止に至った組織改革の成功の鍵を明ら
かにする。
【取り組み内容】2009 年に ICU の終末期患者の面会制限緩和を導入した。看護師の配置転換・専従医の変更により運用が曖昧になり、
面会制限緩和を廃止したいという意見が一部から出るようになった。一方では、家族ケアを深めたいという意見もあった。そこで、
看護師間での討議を実施し、医師との話し合い、病院長と看護部長との連携、アンケート調査を実施した。アンケート結果と参考
文献を活用し、看護師間で再度討議を実施した。
【結果】1 回目の討議では、個々の看護師・医師の対応の違いによるジレンマや判断を求められることのプレッシャーを抱いてい
る事と、感染防止や医療ケアの効率が弊害になり面会制限を設けざるを得ない状況に至っている事の現状の背景を共有することが
出来た。アンケートでは、76％が面会制限は必要であるが内容としては 65％で見直しが必要、個別の面会対応は 87％で必要であ
ると回答していた。2 回目の討議までに、医師の意向を確認し、感染防止の視点は先行研究や感染管理認定看護師の助言を受けた。
また、症例検討等からの家族の意向の抽出や現状の課題を数人の看護師で共有をした。それらを踏まえて 2 回目の討議では、看護
としての面会について考えることが出来た。面会制限廃止によるメリット・デメリットを出し合い、デメリットを補うシステムも
提案し、面会制限の廃止に至った。

FP-356

ICU における患者家族のニーズに合った面会体制を目指して

王子総合病院
三上 洋史、藤澤 憂子
【目的】近年、集中治療室（Intensive Care Unit 以下 ICU とする）では、面会にきた家族が患者にとって最大の心理的支持者であ
ることが理解され、面会の制限は緩和傾向にある。当院 ICU では、そういった面会の重要性を考慮し、面会時間や回数、人数に
制限はしておらず、病態や家族背景、ライフスタイルに合わせた自由度の高い面会体制としている。しかしながら、こうした体制
が患者家族のニーズに沿っているかは定かでない。これまで面会制限に関する実態調査やスタッフの意識調査についての研究は数
多く報告されているが、当院のような自由度の高い面会体制に対する患者家族の思いを示した文献は少ない。そこで今回、当院
ICU の面会体制について患者家族の思いを明らかにし、スタッフの意識調査も含め今後の方向性や課題について検討したので報告
する。
【対象・方法】ICU に入室となった患者 37 名、面会にきた家族 97 名へ、独自に作成した調査票を手渡しで配布し直接回収、
または家族控え室に回収箱を設置し自由投稿で回収した。看護師 24 名に対しても、独自に作成した調査表を直接配布し、回収箱
を設置し回収した。各調査項目は単純集計し、それぞれ百分率で算出し比較した。
【倫理的配慮】当院の倫理委員会で承諾を得た。
【結果・考察】現在の自由度の高い面会体制により、患者家族の満足度は高いという結果が得られた。一方で面会の自由度が高く
なるにつれて患者の安全確保や観察、管理が行き届かなくなる可能性も明らかとなった。今後は ICU という特殊な環境を患者家
族にも十分理解してもらい、患者のプライバシー保護のみならず、安全に対する配慮の工夫も検討していく必要がある。また家族
が一回に必要とする面会時間に比べ、実際の面会時間は短い傾向にあった。家族自らが面会時間を制限している可能性も考えられ
るため、家族の心理状況を把握しながら、今後も面会しやすい環境を提供していくことが重要である。

FP-357

ICU の終末期ケアにおける看護師の関わり～DNAR の意思表示のある患者・家族のケアを経験して～

水戸協同病院

1）

集中治療室、2）筑波大学水戸地域医療教育センター水戸共同病院

鈴木 真里 、長津 貴子 、長谷川 隆一
1）

1）

救急集中治療科

2）

【背景】昨年「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン」が発表され、終末期患者・家族の『こころのケア』に
おける看護援助の重要性が示されている。今回心肺蘇生処置を行わない（DNAR）という家族の意思表示があったものの、その後
救命希望に変わり ICU で治療を継続したが死亡に至った症例を経験し、終末期の看護師の関わりについて検討したので報告する。
なお本研究は当院倫理委員会の承認を得た。
【症例】A 病院 ICU の 60 代男性。既往に糖尿病。入院 1ヶ月前より背部痛、2 週間前か
ら激しい右季肋部痛があり、2015 年 2 月某日 A 病院へ入院した。右横隔膜下膿瘍、骨盤内腫瘍と診断されたが、この時家族の希望
は急変時 DNAR であった。しかしその後呼吸不全を来した際に家族から救命希望があり、ICU 入室し気管挿管・人工呼吸管理と
なった。また膿瘍に対するドレナージ術も施行された。家族からは面会時に患者の苦痛を懸念する、あるいは顔貌の変化に同情を
示すなどの発言があり、治療方針に対する不安や迷いが示唆された。その後も ICU において治療を継続したが、感染管理不良で 3
月某日永眠された。
【考察】初め DNAR であったが、その後救命治療を行う方針に変更となった際に医師・看護師・家族が十分に
話し合う時間が取れず、各々の認識にズレが生じた。急な状態変化時に話し合いを持つことは難しいが、看護師が媒となり医師と
家族の考えをすり合わせる必要があった。また ICU で徐々に終末期となった際にも、医師の考える緩和医療と看護師の考える緩
和ケアに認識のズレがあって別々に関わることが多く、それが家族の不安につながった可能性がある。職種を越えて終末期の認識
とケアの方針を確認する機会（カンファレンスなど）を積極的に持つべきと思われた。
【結語】ICU の終末期では、看護師の関わ
りが十分でないと患者・家族と医療者で意志を共有することが困難となり、家族の不安が増強しやすい。
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FP-358

脳死状態から臓器移植に至った患者の家族看護の 1 事例

愛知医科大学病院

EICU

佐野 美智子、阿保 勝枝、水谷 卓史、柳瀬 圭司
【はじめに】脳死状態となり臓器移植に至った家族への看護介入は、家族が脳死を受容し移植をするまでの家族の精神的プロセス
として重要である。しかし、救急・集中治療領域において、短期間での事実の受け入れは、非常に困難で移植患者家族への看護介
入の難しさを感じる。今回の事例を振り返り、経験年数が少ないスタッフが関わることが多かったこと、短い面会時間で積極的な
関わりをもつスタッフが少ないという問題点が上がった。今回、それらの解決策と今後の展望を文献的な考察を加え報告する。
【症
例紹介】くも膜下出血の患者。当院到着時、JCS300、自発呼吸なし、脳幹反射消失し、事実上脳死に近い状態であった。臓器移
植を希望するドナーカードあり。第 1 病日より脳死に近い状態であることのインフォームドコンセントを行った。第 2 病日、家族
から臓器移植を希望すると返答があり、移植への準備が開始された。第 6 病日、移植が行われた。その間の受け持ち看護師の経験
年数は 3~8 年目以下がほとんどであった。家族にいつでも脳死や移植の話が聞けることを伝え、面会時間の制限を解除し、患者の
そばにいれるよう配慮した。【倫理的配慮】収集した情報は患者及び入院病棟、スタッフが特定されないように配慮した。【考察】
新田（2007）は、
「家族対応に関する自信」「臓器提供のケア経験」は年齢が高いほど、また臨床経験年数 11 年目以上が 10 年以下
の看護師より家族対応ができるといっている。しかし、11 年目以上のスタッフが少ない現状がある。まずは、移植をする患者家
族の看護を理解し、移植を受け入れる家族との信頼関係を築いていけるスタッフの育成が急務と考えられたため、移植患者家族の
ニーズに関する勉強会を実施した。今後も、移植家族看護介入に関する勉強会を行いスタッフの育成を行っていく予定である。

FP-359

HCU における家族の代理意志決定プロセスの一例

筑波大学附属病院

HCU

高坂 拓也、糸永 亜紀、中澤 陽子、小口 奈穂子、根本 享子、廣田 綾子、卯野木 健
HCU における家族の代理意思決定プロセスの一例筑波大学附属病院看護部
高坂拓也、糸永亜紀、中澤陽子、小口奈穂子、根
本享子、廣田綾子、卯野木健【はじめに】意思表示困難となった急性期患者の家族による治療方法の代理意志決定に至るプロセス
を検討することを目的とした。【症例】60 代男性。甲状腺癌の気管傍リンパ節転移、浸潤性胸腺腫左胸腔内播種の既往があり今回
S 状結腸穿孔で入院。術後全身状態回復遅延、人工呼吸器離脱困難、難治性胸水、肺炎で呼吸状態悪化を認めた。呼吸器離脱含め
積極的治療方針であったが、状態悪化に伴い患者の意思疎通が困難となる中、家族の表情が硬くなっていった。患者・家族とも病
状回復のための治療を望んでいたが全身状態悪化や苦痛増強により患者の意思決定が困難となる中、家族内で本人の苦痛緩和を望
むよう変化した。看護師は家族へ寄り添い、情緒支援を強化した。家族より緩和ケアを望む意向があり、看護師は治療の情報提供
を行い、家族の意向を踏まえチーム医療間の調整を図った。インフォームドコンセント（以下 IC とする）への看護師の積極的参
加や家族の思いに寄り添いながら家族の意思決定を後押しした。結果、家族・医療チームで方針を見直し、積極的治療は期限を決
め、改善がなければ緩和ケアを中心とした治療導入という代理意志決定に至った。
【結果】病状回復を目指す医師側の治療方針を
受け入れつつも、緩和ケアを模索する家族に対し、情緒支援、環境調整、情報提供、IC への同席や家族の心情変化の把握などを
行い家族の代理意志決定を支援し最終的に家族の望む治療を導くことができた。
【考察】吉田らは家族の代理意志決定を支える看
護実践の特徴を「意志決定に参加している人々の調和を図る役割」と「家族の傍らで伴走する役割」があると述べている。本症例
では、情緒支援や家族の心情把握、チーム医療内の調整役など総合実践し、家族の代理意志決定支援ができた。

FP-360

ドクターカーにて早期介入し独歩自宅退院した VF の 1 例

日本医科大学付属病院

高度救命救急センター

山名 英俊、吉野 雄大、萩原 純、石井 浩統、恩田 秀賢、横堀 將司、増野 智彦、宮内 雅人、布施 明、横田 裕行
【症例】68 歳男性【現病歴】妻の前で突然卒倒し、いびき様呼吸をしているという通報内容で、救急要請となった。
【経過】東京
消防庁より要請を受け、当院よりドクターカーが出動した（医師 3 名、運転手兼任の救命救急士 1 名）
。現場へは救急隊より先着し、
ポンプ隊とほぼ同着であった。接触時、CPA であり、ただちに胸骨圧迫を開始した。AED からはショックが必要とのアナウンス
があり、ショックを施行した（後日、AED の解析を行うと初期波形は VF であった）。現場でショック 2 回、静脈路確保ならびに
薬剤投与（アドレナリン投与 2 回）、気管挿管を施行し、接触より 11 分で心拍再開にいたった（消防覚知からは 22 分）
。その後、
当センターへ救急搬送した。第 8 病日まで脳低体温療法を施行し、第 12 病日に抜管した。第 20 病日に VF の精査目的で循環器内科
転科となり、第 37 病日に ICD 植込み術を施行した。第 43 病日に独歩にて自宅退院となった。【考察】ドクターカーの意義は、本
来は病院前から医療介入し患者の初期治療の開始を早めることにあるが、搬送時間の短い都内においてドクターカーの活躍の場
は、郊外に比べ多くはない。しかも今回、現場で施行した処置は全て、救命救急士の特定行為の範囲内の処置であった。しかし、
消防からの覚知段階でのドクターカーの要請により、救急隊よりもドクターカーが現場に先着することで、早期より初期治療が開
始できた。また、現場出場医師から病院へ直接情報共有することで、病着後の患者の処置の流れをスムーズにすることができ、予
後も改善できたと考えられる。ドクターカー事業は、搬送時間の短い都内においても、早期医療介入および医療機関への情報提供
による円滑な治療を可能とすることにより、患者の予後改善に寄与し、有効であると考えられる。
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FP-361

搬送途上の ECMO 導入に備えるため、航空機動衛生隊に搬送を依頼した重症呼吸不全患児の搬送経験

札幌医科大学
札幌医科大学

1）
4）

医学部
医学部

集中治療医学、2）札幌医科大学 医学部 小児科学講座、3）札幌医科大学附属病院
麻酔科学講座、5）防衛省航空自衛隊 航空医学実験隊

臨床工学部、

片山 洋一 1）、巽 博臣 1）、堀 司 2）、菅原 康介 3）、島田 朋和 3）、数馬 聡 1）、吉田 真一郎 1）、升田 好樹 1）、山蔭 道明 4）、山口 大介 5）
【症例】10 歳女児、幼児期に神経芽腫と診断されていた。5 歳時に姉から骨髄移植を受け、その 6ヶ月後に慢性 GVHD による閉塞
性細気管支炎を発症しステロイドと免疫抑制剤にてコントロールをしながら入退院を繰り返していた。在宅酸素療法を行い普段か
ら、動脈血液ガス分析で PaCO2 70-90 程度であった。呼吸と意識状態の悪化のため、当院小児科を受診し、ネーザルハイフロー施
行しても pH7.108、PaCO2 188、PaO2 105 であり、同日に ICU 入室となる。当初、NPPV 施行したが、呼吸状態の改善なく PaCO2
は 208 となり、気管挿管施行し人工呼吸管理した。肺移植の適応と判断し京都への搬送を行うこととした。搬送途上の呼吸状態増
悪に備えて、搬送中に ECMO を実施できる環境が必要であったため、航空自衛隊に災害派遣要請し、C-130H 輸送機内で医療を実
施できる機動衛生ユニットを有する航空機動衛生隊による搬送を依頼した。搬送当日、当院ヘリポートより防災ヘリで患者を航空
自衛隊千歳基地へ搬送し、患者を C-130H 輸送機に載せ替えて大阪伊丹空港へ搬送した後、患者を地元消防機関の救急車に載せ替
えて京都まで搬送した。搬送途上に患者の状態が悪化することなく経過し、当院を出発し約 5 時間後に到着した。【考察】医療環
境が整っていない固定翼機で搬送した場合、侵襲的な医療処置の実施は困難であり、ECMO の導入の実現可能性は極めて低いと
考えられる。機動衛生ユニット内であれば、航空搬送特有の医療機器による電磁干渉、騒音や処置スペースの問題がある程度解決
され、医療者と医療資機材の確保もでき、より安全な患者搬送が可能と考えられた。
【結論】搬送途上にも継続的な高度医療監視
と応急処置などの機上医療を実施する必要がある重症患者を長距離搬送する際に災害派遣要請に基づく航空機動衛生隊への搬送依
頼は考慮すべき選択肢の一つである。

FP-362

帝王切開術後に肺動脈塞栓症により心肺停止となるも救命しえた症例

大垣市民病院

1）

麻酔科、2）名古屋大学医学部附属病院

麻酔科

加藤 規子 、横山 達郎 、伊東 遼平 、菅原 昭憲 、高須 昭彦 1）
1）

1）

1）

2）

妊娠中は深部静脈血栓症を発症しやすく、肺血栓塞栓症の発症率も非妊婦と比べて高率である。今回我々は妊娠後期に深部静脈血
栓症を発症し、帝王切開術後に肺血栓塞栓症で心肺停止となるも救命しえた症例を経験した。症例は 38 歳女性、身長 160cm、体
重 65kg。既往帝切後妊娠のためかかりつけの産婦人科で帝王切開が予定されていた。妊娠 37 週 1 日に呼吸苦出現し症状の続くた
め、37 週 3 日に緊急帝王切開となった。術後も頻脈や血圧低下が続き、呼吸困難訴えていた。翌日循環動態悪化し当院へ搬送となっ
た。救急外来で心肺停止となり蘇生開始。経皮的心肺補助装置導入された。造影 CT で両側肺門部に血栓像認めこれによる循環動
態破端と考えられた。ICU へ入室し血栓溶解療法施行したが改善なく、肺動脈血栓像不変のため肺動脈血栓除去手術を施行した。
手術時、血栓除去後ニトログリセリン、ミルリノン、ドブタミンで人工心肺を離脱することが出来た。術後も肺動脈高血圧症のた
め深鎮静で管理、また無尿より持続的血液濾過装置導入された。6POD に鎮静中止後も意識状態改善せず脳波からも低酸素脳症指
摘されたが、11POD より反応出現しゆっくりと回復していった。64POD に ICU 退室。79POD に呼吸器離脱。90POD 透析離脱。
113POD に杖歩行で退院となった。現在発症より 1 年 2ヶ月経過したが慢性腎臓病（G4A3）を認めるが、下腿のしびれを認める以
外神経学的異常無く回復している。

FP-363

双胎妊娠に対する帝王切開術後大量出血、あるいは羊水塞栓による DIC が疑われた 1 例

滋賀医科大学
滋賀医科大学

1）
4）

医師臨床教育センター、2）滋賀医科大学 産科学婦人科学講座、3）滋賀医科大学附属病院
麻酔科学講座、5）滋賀医科大学 救急・集中治療医学講座

救急・集中治療部、

池川 貴子 1）、中川 哲也 2）、清水 淳次 3）、今宿 康彦 4）、山根 哲信 3）、辻田 靖之 3）、高橋 完 3）、喜多 伸幸 2）、村上 節 2）、江口 豊 5）
【はじめに】昨年、日本血栓止血学会から新しい DIC 診断基準が報告された。しかしながら、産科 DIC はこの診断基準ではなく従
来の臨床所見を重視した産科 DIC スコアを用いることとされている。今回、DIC の原因が大量出血によるものかあるいは羊水塞栓
による産科 DIC かの判断に苦慮した症例を経験したので報告する。
【症例・現病歴】症例は 36 歳 2 経妊 0 経産の女性。2015 年 3 月
○日に 2 絨毛膜 2 羊膜双胎に対する予定帝王切開術を施行された。術直後、腟からの大量出血を認め、止血困難のため子宮全摘術
を施行された。術中羊水込みで約 11497ml 出血し、赤血球濃厚液 16 単位、新鮮凍結血漿 16 単位、濃厚血小板 10 単位輸血を行い、
術後集中治療室に入室となった。【臨床経過】人工呼吸管理の上、抗生剤開始した。ICU 入室時 Hb 7.6g/dl、plts 62000/ μ l、FDP
6.3 μ g/ml、PT-INR 1.17 であり産科 DIC スコア 17 点（検査項目 2 点）
、日本血栓止血学会 DIC スコア 3 点であった。凝固薬として
ナファモスタット 0.1mg/min/kg 投与を開始し、入室後、さらに赤血球濃厚液 20 単位、新鮮凍結血漿 16 単位、濃厚血小板 10 単位
輸血を行った。ドレーンからの出血は減少していき、同日 21:00 の血液検査では plts 35000/ μ l、PT-INR 1.15 であり、産科 DIC ス
コア 16 点（検査項目 2 点）、日本血栓止血学会 DIC スコア 5 点であった。翌日の血液検査では、plts 72000/ μ l、FDP 3.8 μ g/ml、
PT-INR 1.04 であり、産科 DIC スコア 14 点（検査項目 1 点）、日本血栓止血学会 DIC スコア 4 点であった。いずれも産科的 DIC の
み基準を満たしていた。初期には FDP の上昇は認められなかった。入室 3 日目、血小板は増加し、呼吸循環動態も安定したため、
抜管し、ICU を退室、一般病棟管理となった。【まとめ】大量出血は羊水塞栓による DIC と考えられる。しかしながら、FDP が上
昇していないことから、大量出血の消費性による凝固異常もおきていたと推定される。
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内視鏡下腰椎前方椎体間固定術後に、下行結腸穿孔、後腹膜膿瘍をきたした一例

東京大学医学部附属病院救命救急センター
松原 全宏、前田 明倫、園生 智弘、山本 幸、上田 吉宏、石井 健、中島 勧、矢作 直樹
内視鏡下腰椎前方椎体固定術（XLIF: extreme lateral interbody fusion）は低侵襲な脊椎変形矯正手術として約 10 年前にアメリカ
で開発され、2013 年より日本でも実施可能となった手術である。XLIF の合併症として、腸管損傷は理論的にはおこりうる合併症
ではあるが、報告は少なく、本邦での報告は我々の渉猟しえた範囲では無い。他院整形外科での術後 7 日目に当院紹介となり、救
命センター、外科、整形外科、腎臓内科、リハビリテーション科など集学的治療を要したため、ここに報告する。患者は 66 歳女性、
生来健康であったが腰椎すべり症による間欠性跛行にたいして、他院にて XLIF を施行された。患者は術直後から左大腿の発赤・
腫脹・疼痛を自覚していた。予定通り術翌日より食事が開始された。術後 3 日目発熱、血液培養提出後、抗菌薬投与が開始された。
術後 7 日目、左大腿部に強い発赤・圧痛・握雪感をみとめガス壊疽の疑いで当院救命センターに救急搬送された。当院搬送後、注
腸造影が行われ、留置金属のレベルにあたる脾彎曲部の下行結腸から造影剤が漏出し、腸腰筋に沿って尾側へと流れる所見が確認
された。外科による開腹洗浄ドレナージ・人工肛門増設術、整形外科による後腹膜および左下肢の洗浄ドレナージの後、ICU にて
PMX によるエンドトキシン吸着療法をふくむ全身管理が行われた。8 日間の ICU 滞在の後、一般床にて大腿の開放創に対する洗
浄を継続的に行いつつ、起立・歩行訓練を行った。

FP-365

末梢挿入型中心静脈カテーテルが自己抜去された際に切断され、体内に迷入した 1 症例

兵庫県立尼崎総合医療センター

麻酔科

前川 俊、木山 亮介、黒田 光朗、山長 修、山中 秀則、若松 拓彦、進藤 一男
末梢挿入型中心静脈カテーテル（以下 PICC）は、穿刺時に伴う致命的合併症が少ない、カテーテル感染が少ないなどの利点があ
るが、静脈炎の発生頻度が高い、カテーテルの断裂・破損の報告が比較的多いなどの欠点がある。今回肘窩より挿入した PICC が、
患者の自己抜去により離断、体内に迷入し、外科的に摘出した 1 症例を経験したので報告する。
【症例】64 歳男性。既往歴に肝硬変、高血圧あり。肺胞出血に対する人工呼吸管理目的にて ICU 入室となった。入室後 ANCA 関連
血管炎による肺胞出血と診断され、計 3 回の血漿交換を行った。血漿交換後透析用カテーテル抜去し、左肘窩より PICC（グローショ
ンカテーテル NXT（MST タイプ）
［バード社製］）挿入した。挿入 12 日後、せん妄状態であった患者がカテーテルを自己抜去した
状態を看護師が発見。カテーテルはテープ固定されていた近位部のみ発見でき、絹糸にて固定されていた部位より先端は発見でき
なかった。胸部単純 X 線写真撮像したところ、切断されたカテーテルの残りが体内に残存していることが確認された。当院心臓血
管外科に連絡し、同日緊急摘出術が施行された。
【考察】PICC は、致命的合併症やカテーテル感染が少ないなどの利点がある一方で、カテーテル断裂および破損の報告も多い。破
損の原因としては、手技そのものによる他、患者の腕の曲げ伸ばしによる物理的負荷が要因と考えられている。今回用いた PICC
はシリコン製であり、劣化を起こしにくいという利点がある一方で、機械的強度が弱いという欠点がある。固定には専用の無縫合
固定器具（スタットロック）を使用することが推奨されている。今回我々は、カテーテルを直接絹糸で皮膚に固定してしまったた
めに、患者が自己抜去した際に、縫合部位に物理的外力が集中し、切断が起こったと考えられる。今後は固定の際にも細心の注意
を払って診療に当たっていきたい。

FP-366

患者と意志疎通ができず、「内縁の夫」と「実の息子」の対立により、家族対応に非常に苦慮した事例

社会医療法人財団大樹会

1）

総合病院回生病院

麻酔科、2）社会医療法人財団大樹会

木村 廷和 、藤本 正司 、穴吹 大介 、音成 芳正 、乙宗 佳奈子 、関 啓輔
1）

1）

1）

2）

2）

総合病院回生病院

救急センター

2）

【緒言】ICU・HCU では患者と意思疎通が図れない状況で家族に対応することも多い。今回、
「内縁の夫」と「実の息子」の対立
により、家族対応で現場が非常に苦慮した事例を経験した。
【症例・経過】79 歳、女性。黒色便、貧血（Hb 6.4g/dl、Ht 20.7%）、血小板減少（1.5 万 / μ l）のため近医より紹介、入院となった。
赤血球輸血を行ったところ、呼吸困難・喘鳴出現、呼吸状態が悪化し、気管挿管・人工呼吸管理目的で HCU に入室した。ステロ
イドパルス療法等により呼吸状態は改善した。患者は他院で骨髄異形性症候群と診断されていたことが判明、貧血・血小板減少の
原因と考えられた。呼吸不全の原因は NT-pro-BNP の上昇等から輸血関連循環過負荷（TACO）と推測された。
当初「実の息子」は遠方で連絡が取れず、経過説明等を付き添っていた「内縁の夫」に行っていた。後日「実の息子」が来院した
が、今後の方針等について「内縁の夫」と対立、又「内縁の夫」が実は内縁関係でないこと等が判明した。
【考察】ICU・HCU において、緊急時や重症患者では、病状説明や処置の許諾、治療方針の決定等を家族に対して行うことが多く、
面会者も家族に制限していることが多い。現場では関係者の申告を信じて対応するしかなく、真偽の確認はしていない。今回は突
然の状態悪化で患者と意思疎通ができなかったこと、「内縁の夫」が自称であり（内縁関係ではなかった）
、
「実の息子」は連絡が
取れないうえ、「内縁の夫」と対立しているという特殊な状況で、対応に非常に苦慮することとなった。患者と意志疎通ができな
い場合、関係者への対応は個別の状況に応じて慎重に行うしかないと思われた。
【結語】家族対応に現場が非常に苦慮した事例を経験した。患者と意思疎通ができないような場合、様々な状況に対して有効な方
法はなく、関係者への対応は個別に慎重にするしかない。
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FP-367

集中治療室運用に関する一考察

岐阜大学附属病院
湘南鎌倉総合病院

1）
4）

特定集中治療室管理料 1 算定前後の検討から

医療安全管理室、 岐阜大学附属病院
2）

集中治療部門、3）岐阜大学附属病院

高度救命救急センター、

熊田 恵介 1）、吉田 省造 2）、中野 通代 2）、鈴木 浩大 2）、名知 祥 2）、中野 恭子 2）、村上 啓雄 2）、豊田 泉 3）、小倉 真治 3）、福田 充宏 4）
【目的 方法】G 大学附属病院（614 床）集中治療部門（6 床：高度救命救急センター含まず）は主として周術期管理ならびに院内急
変患者に対応している。同部門では平成 27 年度から特定集中治療室管理料 1 算定を開始した。算定前後における集中治療室入室患
者に関わる諸状況から、より効率的 効果的かつ安全な集中治療室運用について考察する。【結果】平成 26 年度（算定前）ならび
に平成 27 年度（算定後）の集中治療室入室患者を対象とし比較検討した。入室患者数は算定前 62.8 件 / 月、算定後 70.3 件 / 月であ
り（以降、算定前 : 算定後で記載）、在室日数は 3.05 日、2.74 日、APACHEII スコアは 13.7 ± 6.1、13.3 ± 5.6、病床稼働率は 69.0%、
69.6% であった。インシデント件数は 4.8 件 / 月、4.3 件 / 月で報告内容はドレーン チューブ関連が多くレベル等には違いを認めな
かった。なお、集中治療室加算算定率は 61.0%、69.8% であった。
【考察】入室患者数は増加傾向であるもインシデント件数 内容
には変化は認めていない。効率的 効果的かつ安全な集中治療室の運用には集中治療専門医による患者管理のみならず重症度に応
じた柔軟な看護配置ならびに臨床工学技師の役割は重要である。また円滑なベットコントロールには入退出基準の徹底、手術室な
らびに救命救急センター集中治療室との連携、急変対応に備えた院内システムの構築も必要となる。特定集中治療室管理料 1 加算
により、さらに質の高い医療の提供と医療安全の視点からの検討が求められる。
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索引
索引凡例
PL：会長講演，ML：記念講演，KL：基調講演，IL：招聘講演，SL：特別講演，EL：教育講演，EDS：教育セミナー，SY：シンポジウ
ム，JS：シンポジウム（合同企画），PD：パネルディスカッション，WS：ワークショップ，PC：Pro-Con，CC：ケースカンファレンス，
CR：委員会報告，GD：ガイドライン，MS：モーニングセミナー，LS：ランチョンセミナー，ES：イブニングセミナー，AW：一般演題
（優秀演題），O：一般演題（口演），DP：一般演題（デジタルポスター），CP：一般演題（ポスター CP），FP：一般演題（ポスター FP）
* は筆頭演者を表す．

A～Z

Shigemitsu H
Stahl G
Suh GY
Suyama J
Takala J
Teboul J
Teos K
Van H
Voscopoulos C
Wax R
Weinstein G
Williams G

O29-4
SY14-3
JS1-1*
EL14*，WS3-2*，
PC11-1*，CR3-2*
IL14*，WS4-3*
AW2-2
SL5*
IL3*，IL15*
SL4*，LS19*
LS13-2*
O1-2
DP38-5*
O1-1，O1-2，CP5-5
SL7*
IL10*，SL14-1*
CP5-6

あ
相賀 美佳
相嶋 一登
相園 晴子
相庭 克行
相原 啓二
相引 眞幸
相星 淳一
青木 彰
青木 一憲
青木 和裕
青木 智史
青木 信将

青柳 健一
青柳 瑠美子
青山 和由
青山 武司
青山 正
青山 徹
青山 文
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赤木 健太郎
赤坂 威史
赤澤 里美
明石 暁子

明石 卓

明石 拓
明石 英俊
赤須 晃治
赤塚 正幸
赤羽 理也
赤星 博和
赤堀 貴彦
赤松 伸朗
赤松 繁
赤松 貴彬
赤松 直子
赤峰 薫
秋泉 春樹
秋田 真代
秋月 登
秋冨 慎司
秋丸 理世
秋元 健太郎
秋本 貴子
秋本 剛秀
秋元 亮
秋山 恵美
秋山 浩一
秋山 苑生
秋山 大樹
秋山 正慶
秋山 泰利
秋山 有史
秋山 由佳
秋山 容平
秋山 類
日外 知行
圷 宏一

DP28-2
FP-154*
SY13-3
DP14-6
O13-3
CP19-1*，CP24-2，
FP-291，CP8-6
O32-1*
FP-309*
O55-6*
SY23-4，O30-3，
DP25-5，CP12-5，
FP-240
O51-1，O51-3，
DP45-4*，CP39-3，
FP-282
FP-083
DP25-4
DP25-4
CP68-4
FP-203*
DP35-1
GD2-2，DP30-6，
FP-079，FP-318*
EL35 座長
CP62 座長
SY25-2*，CP50-4
DP22-5
CP63-2
CP3-5
CP23-3
CP52-2
DP48-3
O34-1
DP28-2
O11-4，CP26-6，
CP53-2*
FP-150*
DP39-2，FP-140
O35-2
O34-2，CP65-3*
FP-066，FP-282
CP51-3，CP52-6*
DP1-2
O53-4
O55-6
CP40-1
DP44-4，FP-066，
FP-282
O9-5*，FP-252
CP53-4，FP-093，
FP-178
O28-3，DP25-1，
DP36-1，CP38-5

引

青木 誠
青木 正哉
青木 優祐
青木 悠太
青木 瑠里
青墳 信之
青野 宏美
青松 昭徳

DP19-2*
EDS6*，CR2 座長，
DP40-1
CP31-6*
DP42-2，CP2-1
CP5-3，CP34-2，
FP-086，FP-185
EL14 座長，JS2-4*，
O7 座長，O17-1
DP18-5
FP-263
DP43-6
DP7-6，DP36-6，
FP-205，FP-252
SY23-2
O2-2，DP31-5，
DP32-5
CP26-1
DP5-3
DP6-2
O10-6
FP-188
CP20-2
FP-097
O43-3，O56-6，
DP6-6
DP15-6，FP-100
FP-303
PD1-1*
FP-110
FP-041，FP-201
O13-4
O4-3，O47-3，
FP-191，FP-250*

青山 誠
青山 康
赤池 真奈美
赤石 真啓
赤牛 留美子
赤川 玄樹

索

ABOVE study investigators
CR8-4*
Amato M
LS1*
Arabi Y
IL12*，SL6*
Berg B
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井上 和茂

O17-2，DP36-4，
CP60-1
FP-020，FP-105
O13-4
DP17-3
DP42-3*
DP29-5
O18-6
O54-5*，DP19-3
CP58-6
O31-5
SY18-4*，PD1-5，
AW5-3，O9-4，
FP-159
PC5-1*，FP-159*
CP70-3
FP-287
DP4-1
O16-5
CP29-3
FP-362
CP37-3
O12-1
DP46-5，FP-184*
FP-359
FP-049
DP43-2，CP24-5
O54-2，FP-004
CP58-2
DP42-5
O5-1*，FP-321
CP20-2
FP-076，FP-214
CR12，O55-3
O29-6
FP-074，FP-163
AW5-3
O33-6，CP23-2，
CP49-5
FP-287
O2-3
CP33-6*
FP-189
O34-1
FP-323
DP4-5
CP33-6
FP-349
AW5-2*，DP4-2*
O34-3*，DP5-5，
DP21-3，CP17-1，
CP17-5*
CP8-4*
FP-325
CP46-4
CP33-3，CP55-1
SY20-5*，CP56-6
CP48-2
CP48-5
DP11-6，DP16-3，
DP41-2，CP31-2，
CP31-4，FP-313
CP38-4
CP29-1
DP38-3
O4-5*，CP22-3，
CP68-1，FP-350
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井上 一由
井上 敬太
井上 聡己
井上 聡
井上 茂亮

井上 潤
井上 潤一
井上 貴博
井上 健
井上 哲也
井上 照大
井上 堂司
井上 智顕
井上 信明
井上 弘行
井上 正隆
井上 美帆
井上 保介
井ノ上 幸典
井上 貴昭
井上 芳門
井上 義博
井上 善文
井上 賀元
猪口 貞樹
井口 竜太
猪熊 孝実
猪又 里奈
伊波 潔
伊波 寛
射場 敏明

伊庭 裕
井畑 勝也
井原 祥一
伊原 慎吾

今井 一徳
今井 澄子
今井 寛
今泉 均

O29-2，DP29-1，
CP7-2
O30-5*，CP21-5
O8-5，DP31 座長，
CP10 座長
SY15-4，FP-141
PD2-2*，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
CR16-2*，GD3-1，
GD3-2*，GD3-3，
GD3-4，GD3-5，
GD3-6，O18-4
CP42-4
CP39-4
CP11-1
CP32-4
SY15-2，SY15-6，
CP3-4
FP-227，FP-002
DP48-3*
SY13-1
CP20-6
CP21-4
SY21-2*，O21-4
O9-2，CP37-5，
CP37-6*，FP-207
FP-188
DP15-1，CP61-5
ES4-3*，FP-288
DP29-5，CP3-5
O34-1，DP7 座長，
DP45 座長，CP70-4*
EL33*，PC12-1*
O50-3，CP8-1
PD2-2
O7-1
DP1-5，CP59-3*
FP-354*
SY7-5，FP-219，
FP-258
O26-5，CP66-2，
FP-007
SY6-4*，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3，GD3-4*，
GD3-5，GD3-6，
MS1*，LS12*
O11-3
FP-117
DP12-1
EDS7-5，EDS7-6，
SY5-2，SY18-2，
PD2-4*，AW4-3，
DP48-5，FP-155，
FP-292
DP4-1，CP64-6
CP16-1
CR6*，DP42-3，
CP17-4
CR4-1，CR4-2，
CR4-3，GD3-1，
GD3-2，GD3-3，
GD3-4，GD3-5*，
GD3-6，O36-6，
O43-1，DP16-6，
CP47-3，FP-069*，

今泉 力也
今浦 将治
今枝 太郎
今川 憲太郎
今川 真理子
今宿 康彦

今高 城治
今中 翔一
今中 秀光

今中 良太
今野 裕嗣
今長谷 尚史
今村 和広
今村 純子
今村 南海子
今村 浩

今本 尚之
井村 久美子
井村 友美
井山 慶大
井好 昭博
伊良波 禎
苛原 隆之
伊良部 真一郎
入井 美保
入江 絢香
入江 駿
入江 洋正
入江 博之
入野田 崇
入福浜 由奈
岩朝 光利
岩井 健一
岩井 健司
盤井 多美子
岩井 英隆

岩田 浩一
岩田 英城
岩田 博文

岩田 麻衣子
岩谷 博次
岩津 弘太郎
岩渕 雅洋
岩間 徹
岩間 眞
石見 拓
岩村 伸一
岩村 高志
岩村 拡
岩本 敏志
岩元 祐太
岩本 好加
岩谷 理恵子
印南 靖志

FP-193*
CP36-4
DP46-2*，FP-111
CP45-1，FP-284
FP-075*
CP39-4
FP-241*
PC2-2*，DP37-3，
CP25-4，CP40-5
CP47-1
CP10-1，CP17-4，
CP48-1，FP-270
SY12-3，O48-4*，
DP24-2，DP39-4，
CP19-5，CP34-5
FP-324
O44-6
PC3-1*，DP28-4*
FP-140
FP-197
O6-1
JS2-5
FP-251
SY15-4，FP-141
FP-241
DP19-5*
CP39-5
FP-117
CP48-5
DP18-4

う
宇井 あかね
上木 智博
植木 正明
植木 穣
上木原 健太
上嶋 浩順
植嶋 利文
上杉 英之

植田 育也

植田 浩司
上田 優樹
上田 篤史
上田 敦久
上田 和典
上田 欽造
上田 晃志郎
上田 小百合
上田 千晶
上田 朝美

上田 宣夫
植田 秀樹
植田 広
植田 浩司
植田 美幸
上田 泰弘
上田 吉宏

O16-5，FP-302*
DP1-5，CP59-3
O29-1
SY13-3，CP11-5
O51-2
FP-308
AW2-1，O31-4
DP15-4，DP40-5，
CP25-6，CP58-5，
FP-298
KL2 座長，PD1 座
長，CR3-5*，CR5-1，
CR5-2，CP50 座長
O43-2，CP25-4，
CP57-4
CP53-3
CP16-3
FP-039
FP-285*
CP52-5
DP33-5
O54-1，CP15-3
CP35-5
DP14-2，DP18-4，
CP4-6，CP30-1，
CP68-3*
CP18-6，CP23-1*
CP62-6，FP-237
FP-315*
FP-297
FP-120
CP32-2
O19-2*，O48-2，
DP29-2，CP28-6，
CP47-5，FP-364
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上谷 良行
植西 憲達
植野 彰規
上野 亜沙美
上野 喬平
上野 恵子
上野 高義
上野 琢哉
上野 剛
上野 弘恵
上野 正克
上野 昌輝
上野山 充
上原 佳代
上原 健司
上原 幸
植松 明美
上松 敬吾
上松 右二
植村 桜
上村 修二
植村 樹
植村 直哉
上本 伸二
上山 千昭
植山 徹
魚住 翠子
宇賀神 のりえ
鵜川 豊世武
浮森 佐知子
宇佐美 眞
鵜澤 吉宏
生塩 典敬
氏家 良人

牛越 博昭
牛澤 洋人
氏平 功祐
牛山 聡子
宇城 敦司

碓氷 章彦
臼井 雄一
磨田 裕

臼元 典子
宇多川 文子
宇田川 郁夫
内倉 淑男
内田 綾
内田 健一郎
内田 康太郎
内田 宗一郎
内田 そのえ
内田 貴之

CP37-4
O34-6，CP53-6，
FP-245
O18-6
CP35-2
DP12-4
FP-028
O50-5
DP18-1，DP18-2
DP39-1
CP32-4
CP34-3
CP20-2*，FP-296
CP70-3*，FP-221
FP-049
FP-250
FP-032
FP-199
DP33-2*
CP42-1
PD3-1*，GD2-1*，
O55-1，DP49-1
CP21-4
FP-088
CP17-2
FP-170
FP-328*
CP67-3
CP55-2
FP-300
O46-1，DP21-6，
DP31-1，CP51-6
FP-223
O3-5
SY4-2*，FP-129
O33-5*，DP32-2，
FP-255
CR13-5，SL3 座長，
SL8 座長，PD1-3，
CR13 座長，
CR13-2，
GD1-1 前担当理事，
DP21-6，CP51-6，
FP-153
DP38-6，CP1-2
DP18-5
O11-3
CP13-1
SY12-3，O48-4，
DP24-2，DP39-4，
CP19-5，CP34-5*
PC3-1，FP-139
O25-2，FP-021
O3 座長，O46-3，
DP42-2，CP2-1，
CP19-2
O33-5，FP-255，
FP-295
O40-1
FP-024
O24-1
FP-327
O10-4，CP18-3
AW1-3
FP-023*
FP-172
CP5-3

引

岩崎 泰昌
岩崎 夢大
岩崎 陽一

岩澤 優子
岩下 耕平
岩下 眞之
岩瀬 信哉
岩瀬 史明
岩瀬 正顕
岩田 健太郎

索

磐井 佑輔
岩内 大佑
岩上 将夫
岩川 昌平
岩佐 信孝
岩崎 栄典
岩崎 衣津
岩崎 達雄
岩崎 まみ
岩崎 光生
岩崎 安博

FP-228
DP27-2*，FP-222
CP6-6，FP-320
CP8-2
CP53-4，FP-178
CP46-1
O1-6，O37-3，
DP7-5，DP24-3，
DP35-2，FP-085，
FP-253，FP-363
DP24-5
PC4 座長
EL8*，SY3-3*，
PC1-2*，LS6 座長，
O24-2，O24-3，
O41-1，DP12-4，
DP30-2，CP10-4，
CP10-5，CP21-2，
CP41-1，CP45-5
FP-331
DP27-5
SY15-4，FP-141
FP-169
DP28-5
FP-024
O20-2，O50-2，
DP13-1，DP18-3，
CP23-3，FP-023，
FP-183，FP-190，
FP-195
O38-5
CP40-6，FP-279
DP50-4
DP1-5，CP59-3
O54-5，DP19-3*
FP-236
DP38-3*
CP30-2，FP-217，
FP-224
CP36-5
FP-022*
CP62-4
O19-1*，DP16-4
SY21-2，O21-4
O10-5
FP-185
O12-6
SY6-1*，CP58-3
FP-114
CP4-2
CP50-5，FP-161*，
FP-162，FP-165
EDS1-1，O30-2
CP58-1*
SY10-2
DP15-2
FP-094
CR8-1
O1-3，O15-6
EL9 座長，SY25-4
FP-121*
CP19-4
SY13-2，DP31-3，
CP1-3，FP-101
O3-3，O3-6
O17-2*，DP36-4
DP36-2，CP14-2，

内田 徹郎
内田 真樹
内田 政行
内野 えりか
内野 慈彦

内野 滋彦
内野 博之

内山 昭則

内山 泉
内山 壮太
内山 貴史
内山 哲平
内山 史子
内山 宗人
宇津 秀晃
宇都宮 明美
宇仁田 亮
畝本 恭子
宇野 恵里華
宇野 幸彦
卯野木 健

右馬 猛生
馬越 紀行
馬屋原 涼子
海野 知洋
海野 仁

梅井 菜央

梅香 満
梅垣 修

索
引

梅垣 岳志
梅木 昭秀
梅木 道
梅崎 望
梅田 奈歩
梅田 みゆき
梅宮 槙樹
梅村 武寛
浦上 恵里
浦里 恵司
浦野 哲哉
占部 泰寛

SY20-2
CP25-2
CP54-6
DP39-1
SY6-2，O37-2，
O37-4，O37-6，
CP6-4
WS1-3*，CR1*，
DP17 座長，DP34-3
PD2 座長，
PD2-1*，O17-1，
O36-6，DP16-6，
CP47-3，FP-069，
FP-228
EL25*，SY3-2*，
SY16 座長，O8-2，
O16-3，O44-6，
O50-5，DP7-4，
CP19-4，FP-099
CP36-2
PC13-1，DP1-2，
CP4-5，CP28-5
O29-6
FP-061*
FP-105*
DP4-3，CP55-4
DP15-5，FP-196
EL7 座長，EL11*，
LS25 座長
DP43-1*
EDS1-1*，EDS7-2，
O30-2
CP13-5
DP48-6，CP24-1
SY21-4，WS2-3*，
O8-1，O26-2，
FP-359
O36-4
SY22-1
CP29-4
DP26-1
O11-6，O19-5，
O33-2*，O33-3，
DP1-6，DP12-6，
CP4-3，FP-070，
FP-096，FP-154，
FP-293，FP-312
SY1-4，SY8-1*，
CR8-5*，O4-2，
DP20-6
SY15-4
O4 座長，CP5 座長，
CP14-4，CP53-4，
FP-093，FP-145，
FP-178
O36-4
FP-321
CP27-3
CP35-2
DP22-6
FP-004
DP30-1*
CP12-2*
DP41-1，CP46-4
CP46-1
CP70-2，CP70-6
CP30-5*

瓜園 泰之
漆畑 直
漆原 直人
運天 匠

CP67-3
O48-1*，CP14-6，
FP-025
O9-4
DP49-3

え
江井 佐知恵
江川 幸二
江川 悟史
江木 盛時

江口 晋
江口 友英
江口 英人
江口 豊

江嶋 正志

江島 豊
江尻 晴美
枝窪 俊輔
枝長 充隆
江連 雅彦
江藤 敏
江藤 孝史
江藤 瑞貴
衛藤 由佳
榎谷 祐亮
榎本 栄
榎本 純也
榎本 真也
榎本 有希
江畑 典子
江波戸 孝輔
江花 英朗
江原 淳
江尾 正道
海老島 宏典
蛯名 正智
海老原 貴之
江間 信吾

DP28-5
KL3*
O17-4*
IL13 座長，EL19
座長，SY22 座長，
SY22-2，WS3-1*，
PC11-2*，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
CR8-6，CR8-7*，
GD3-1，
GD1-1～7，
GD1-5*，GD3-2，
GD3-3，GD3-4，
GD3-5，GD3-6，
GD4，O38-4，
DP13-3，FP-262
O39-3
FP-218
CP67-4
O1-6，O16-1，O29
座長，O37-3，
DP7-5，DP24-3，
DP35-2，CP6-2，
CP6-5*，CP11-4，
FP-085，FP-177，
FP-203，FP-225，
FP-253，FP-363
SY15-3，O11-6，
O19-5，O33-2，
O33-3，DP1-6，
DP12-6，DP16-5，
CP4-3，CP7-3，
FP-070，FP-096，
FP-154，FP-293，
FP-294，FP-312
DP47-2，FP-213，
FP-302
DP22-6
O36-1
AW2-4
AW3-2
CP33-6
FP-035*
SY20-5，CP56-6
DP23-2*
CP19-4
FP-220
CP66-4*
O12-2
CP32-2，CP51-3，
CP52-6，O26-2
DP22-3
FP-168
FP-215*
O33-4
CP42-4
O32-5*，O32-6
DP6-5，DP39-5
CP7-5*
O49-6
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江森 一雅
江良 正
江里口 杏平
遠藤 晃生
遠藤 彰
遠藤 新大
遠藤 清
遠藤 重厚
遠藤 智之
遠藤 英樹
遠藤 広史
遠藤 裕

遠藤 広史
遠藤 南子
遠藤 康弘
遠藤 涼

FP-286*
CP28-3，CP52-3，
CP55-3*
DP37-2
CP53-1
O51-4*，DP18-5
DP34-3
O7-1
CR9-1，ES4 座長
SY15-5，O10-5
O48-1，CP14-6，
FP-025*
CP20-3
O2-2，DP12 座長，
DP31-5，DP32-5，
CP21-1*
CP12-3*
CP42-6
DP47-2
FP-163

お
及川 真人
種田 靖久
大網 毅彦
大井 智香子
大井 秀則
大池 杏実
大石 英治
大石 展子
大石 将文
大石 理江子
大泉 昌也
大岩 雅彦
大内 玲
大浦 啓輔
大江 理英
大岡 智学
大方 直樹
大上 真理子
大川 惇平
大川 つづみ
大川 浩文
大川 晶未
大川 恵
大河原 晋
大木 伸吾

大城 国男
大城 国夫
大城 國夫
大窪 敬久
大熊 隆明
大蔵 裕子
大藏 裕子
大坂 裕通
大崎 仁
大崎 真樹

SY4-4，PC3-2，
O39-3
DP17-3*
CP8-3，CP15-4
CP4-2
DP32-3*，CP32-6，
CP56-1
FP-008
CP10-3
CP46-3*
CP28-4
FP-215
O14-1*
O1-3*，O15-6
SY21-4，O8-1，
O26-2*
O39-6*
WS5
DP5-1
FP-348*
DP28-4
O15-4，DP20-1，
DP29-4
FP-353
CP26-5，CP47-2
O5-3*
FP-144
O56-6
O38-1，O46-2，
CP55-6，CP59-6，
FP-307
FP-061
O43-3*，DP6-6，
DP9-3
O56-6
CP43-3*
DP8-5，FP-109，
FP-235
O12-6，FP-065
DP27-3
SY23-7
O5-4*
SY25-3*，O9-3，
O27-5，O32-1，
O32-4，FP-164

大下 智也
大島 哲
大島 和馬
大嶋 清宏
大島 茂
大島 貴彦
大島 拓
大島 哲
大島 英揮
大嶋 義博
大下 慎一郎
大城 あき子
大城 和也
大城 幸作
大須賀 章倫
大菅 健嗣
大杉 浩一
太田 慧
太田 圭亮

大地 嘉史
大津 義徳
大塚 剛
大塚 智久
大塚 尚実
大塚 将秀

大塚 洋司
大槻 藍
大槻 郁人
大槻 穣治
大坪 慶子
大坪 里織
大坪 広樹
大坪 麗
大鶴 繁
大出 幸子
大出 靖将
大戸 智江
大藤 純

大友 康裕

大西 和彦
大西 沙紀
大西 聡
大西 純子
大西 淳司
大西 伸悟
大西 毅
大西 龍貴
大西 俊彦
大西 広一
大西 将史
大西 佳彦
大西 克実
大野 綾子
大野 孝則
大野 博司
大野 美香
大野 実
大野 美幸
大野 睦記
大野 雄康
大場 一英
大場 次郎
大橋 奈尾子
大橋 直紹
大橋 雅彦
大橋 祥文
大畠 博人
大畑 雄咲
大濱 忍
大林 正和
大林 由貴
大平 智子

大邊 寛幸
大邉 寛幸
大曲 貴夫
大村 和也

SY12-3，O48-4，
DP24-2，DP39-4，
CP19-5，CP34-5
CP50-5，FP-161，
FP-162，FP-165
DP1-2，DP17-2
FP-048*，FP-081*
CP59 座長
CP44-3*，FP-320
O29-1
O10-3*，O31-6
CP16-3
DP6-3，DP38-3，
FP-170，FP-171
O6-5
SY23-7
CP15-4
IL4 座長，O24-3，
O41-1，DP3-5，
DP12-3，DP30-2，
DP30-5，CP21-2，
CP45-5*
SL7 座長，O18-6，
O51-4，DP18-5，
CP59-1，FP-244
FP-056
O24-3，DP3-5，
DP12-3*
FP-151，FP-160
O26-6
DP29-1*
FP-273*
CP31-2，CP31-4
O19-4*，FP-197
DP24-5*
O34-5，CP6-3，
FP-045
FP-180*
CP60-4
CP6-1，CP65-6
FP-054
FP-288
CP58-1
WS4-4，O39-2
DP25-3
FP-005
DP15-3
CP60-1
CP5-4
O31-5，CP64-2
AW5-1
FP-304*
DP39-3，CP12-1
FP-144
CP18-6*，CP23-1
FP-261
O21-1
CP57-5
CP15-6
SY23-1*，PD1-4，
DP24-1，CP37-2，
FP-156
CP66-4
CP68-5*
LS14*
SY14-1*，O30-4，
O42-4，DP44-4，
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大村 泰史
大村 拓
大村 健史
大村 守弘
大元 未知子
大森 貴夫
大森 敬文
大森 知恵
太安 孝允
大山 慶介
大山 隼人
岡 和幸
岡 みゆれ
岡 義人
岡井 康葉
岡崎 徹
岡崎 智哉
岡崎 信樹
岡崎 大武
岡崎 善則
岡崎 理絵
岡澤 佑樹
小笠原 治
小笠原 徳有
小笠原 紀信
岡島 英明
岡島 正樹

岡田 麻美
岡田 一郎
岡田 修
岡田 一宏
岡田 和之
岡田 恭子
岡田 邦彦
岡田 健次
岡田 大輔
岡田 隆
岡田 直己
岡田 奈美
岡田 信長

岡田 英志
岡田 広
岡田 真行
岡田 基
岡田 祥明
岡田 保誠
岡田 遥平
岡田 亮太
緒方 昌平
尾形 高士

CP6-6，CP44-3，
FP-066，FP-320*
DP11-4
FP-042
O30-6
O49-6
CP69-5，FP-327
CP6-3，FP-045
DP5-6，FP-130，
FP-204
FP-211*
DP5-1*
CP64-2*
DP22-1*，CP25-5
SY9-4，CP32-1*，
FP-210
FP-353
CP8-3，FP-042
CP8-1
CP30-2，FP-224
O17-4
CP56-5
O6-6，O11-5
DP28-4
SY18-10
CP57-4*
DP45-6*
CP48-4*
CP33-1*
FP-170
LS20*，O4-4，
O15-5，O20-1，
O28-1，O44-3，
DP20-4*，CP41-4，
FP-194，FP-234，
FP-256，FP-299
CP62-1*
O4-5，CP22-3，
CP68-1，FP-350
DP7-6*，DP36-6，
FP-205，FP-252*
O12-4*，DP33-6，
CP1-5，CP19-6
CP42-5
O50-1，CP3-6*
DP21-5
O50-2
SY26-3*，CP25-6*
CP25-2
O29-1
FP-024
SY17-2，O38-1，
O46-2，O47-6，
CP55-6，CP59-6，
FP-307*
DP38-6
PC6-1*，O27-1，
CP22-2*，CP40-4
O3-2
O15-3*，O36-5
O10-3
O33-6，DP6 座長，
CP23-2，CP49-5*
O20-6*
FP-311
FP-168
SY20-1

引

大谷 裕美
大段 秀樹
大地 史広

大塚 康義

索

太田 浩平
太田 成男
太田 宗一郎
太田 淳子
太田 祥一
大田 典之
太田 晴子
太田 浩世
太田 稔
太田 康子
大滝 恵
大瀧 聡
大瀧 聡史
大滝 博和
大滝 裕香
太田黒 崇伸
大竹 一信
大嶽 康介
大竹 孝尚
大竹 弘哲
大嶽 浩司
大谷 喜美子
大谷 俊介
大谷 尚之
大谷 朋仁
大谷 尚也
太谷 典生
大谷 典生

O49-5，DP26-6
FP-090
DP34-5，CP51-2
GD3-1，DP21 座長，
CP26-1
AW3-2
O5-2
CP44-6
FP-200
FP-139
AW2-3
GD4，O3-3*，O3-6，
O33-1
CP39-2
O25-2，FP-021*，
FP-058*
O49-2*
CP59-5*，FP-030
FP-038
DP39-3，CP12-1，
FP-315
O5-2，O14-1，
CP15-6，FP-047
AW5-2，DP4-2，
CP52-1，FP-077
DP38-5
SY23-6
CP18-6，CP23-1
DP39-6，FP-336
AW1-3，DP11-4
O8-2*
O27-3，CP1-4
CP44-2*
O56-5*
O13-4*
FP-300
CP32-6，CP56-1
DP32-3
O20-4
FP-104，FP-180
DP32-2*，FP-255
FP-220
DP38-3
O19-1，DP16-4
O5-4
FP-308
CP13-3
FP-042
O31-5
SY11-2*
O22-2，FP-010
CP64-5
O54 座長，FP-146，
FP-345
CP42-3*
LS27 座長
CP53-4，FP-093*，
FP-145，FP-178
O37-5，O47-2*，
CP10-6，CP11-6
O50-2*，DP13-1
O24-1，CP45-1，
FP-284
O22-6
DP11-5
EL1*，EL3 座長，
O28-4，DP25 座長

緒方 嘉隆
岡野 弘
岡野 将典
岡野 雄一
岡林 慎二
岡原 修司
岡部 大輔
岡部 廣直
岡部 宏文
岡部 康之
岡部 悠吾
岡村 慎太郎
岡村 正嗣
岡本 明久
岡本 彬美
岡本 彩那
岡本 育枝
岡本 花織
岡本 一彦
岡元 和文
岡本 健
岡本 健佑
岡本 賢太郎
岡本 慎司
岡本 竜哉
岡本 直也
岡本 ひとみ
岡本 洋史
岡本 浩嗣
岡本 博之
岡本 充好
岡本 泰明
岡本 陽子
岡本 遼
小川 慧
小川 理
小川 勝利
小川 浩司
尾川 祥子
小川 竜徳
小川 哲也
小川 輝之

索
引

小川 智也
小川 将
小川 新史
沖 圭祐
沖 将行
沖島 正幸
小木曽 正隆
沖田 綾乃
尾北 賢治
沖田 寿一
起塚 庸
翁 佳輝
沖野 晋一
沖野 優子
荻野 英治
荻野 隆史
荻原 幸彦
荻原 洋二郎
沖山 光則
荻原 重俊

DP12-1
SY13-5*
O7-3，DP45-6
DP11-5*
CP22-4
PC9-1*，DP23-5
DP45-3，FP-305
FP-248*
DP7-6，DP36-6，
FP-205，FP-252
DP32-5，CP21-1
DP23-4*，DP27-1，
CP17-2
FP-343*
CP25-2*
O36-4
DP25-1
O43-5，CP47-4
CP13-5
O56-5
PC7 座長，FP-218
EL5 座長
FP-288
FP-274*
O1-5，O22-3，
DP21-5，CP56-4*
FP-202
CP31-3*，FP-088*
FP-118*
CP16-2
DP13-6
O24-4
CP25-5
CP63-2
CP12-6
FP-335
FP-222
DP17-2*
FP-174
CP36-2
O49-1
CP44-4
CP31-3，FP-088
O56-1，DP27-2
O56-4*，CP30-6，
FP-143
CP40-3
DP34-6
O20-5
O5-5，O5-6，FP-271*
DP34-4
CP23-5
DP15-3*
O36-6，DP16-6
CP64-2
CP57-3
FP-151，FP-160
O20-2*
O29-6
DP39-6，FP-336*
FP-243
CP7-4
FP-228
O19-3，O37-5*，
O47-2
FP-236
CP50-2*

荻原 洋二郎
奥 和典
奥格
奥悟
奥 怜子
奥田 晃久
奥田 淳
奥田 純
奥田 隆彦
奥田 菜緒
奥田 裕美
奥田 裕子
奥田 有紀
奥地 一夫
奥寺 敬
奥村 澄枝
奥村 徹
奥村 将年

奥村 美樹
奥村 佳史
奥本 克己
奥山 英策
奥山 稔朗
奥山 学
小倉 皓一郎
小倉 晧一郎
小倉 真治

小倉 崇以

小倉 健
小倉 裕司

小倉 玲美
小黒 洋子
尾崎 由佳
尾崎 孝平
尾崎 徹
尾崎 将之
尾崎 稔
尾迫 貴章
長田 貴洋
小山内 大地
長村 生野
小澤 あかね
小澤 昌子
小澤 拓郎
小澤 秀樹

小沢 由佳
押川 大輔

CP11-6
CP57-6*，FP-071
O1-3，FP-027
CP32-4
CP20-2，FP-296
CP48-5
DP14-2，DP18-4*，
CP4-6，CP68-3
FP-226
FP-202
SY16-2，CP10-4，
CP10-5
CP29-3
O30-5，CP8-5，
CP21-5*
O54-2，FP-004*
DP2-4，CP67-3，
FP-115
EDS7 座長，LS9 座長，
AW1-1，DP5-3
O30-6
DP4-6*
SY12-3，O48-4，
O54-1，DP24-2，
DP39-4*，CP19-5，
CP34-5
FP-122
FP-223
DP11-5
CP47-1*
DP32-2
DP42-5，FP-257
CP8-3
O20-3，DP38-4*
DP21-1，DP38-6，
CP1-2，FP-014，
FP-112，FP-367
FP-138，GD2-3，
O23-2，CP45-3，
CP64-3
CP30-2，FP-217*，
FP-224
IL1 座長，GD3 座長，
GD3-6*，DP38-2，
CR4-1，CR4-2，
CR4-3，GD3-1，
GD3-2，GD3-3，
GD3-4，GD3-5
O28-4*
CP15-5
CP62-4，CP62-5*
CR7-1，CR7-3
FP-089，FP-301
AW2-2*
DP3-4
O3-5*
O38-6*，DP44-1
DP28-2*
CP14-2
CP35-4
CP68-2*，FP-158
CP24-6*
O38-2，DP34-4，
FP-113，FP-046，
FP-142
O55-6
DP42-4*
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忍田 純哉
鴛渕 るみ
尾関 奏子
小田 新
小田 和正
小田 和也
織田 成人

小田 真理
尾田 琢也
小田 泰崇

小田 裕太

小田桐 有沙
小田切 圭一
小田原 真佐代
越智 明子
越智 美緒
越智 裕介
落合 香苗
落合 健太郎
落合 直子
落合 陽子
落合 亮一

落葉 佑昌
尾辻 健
尾辻 瑞人
小渡 貴司
乙宗 佳奈子
尾中 敦彦
翁長 朝浩
小貫 龍也
小沼 華子
小野 和身
小野 一之
小野 浩司
小野 聡
小野 潤二
小野 将平

小野 高
小野 富士恵

FP-199
DP7-2
FP-041*
O2-5*，O32-2*
DP38-6
O52-2
EL16 座長，EL22 座
長，SY5-3，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，CR15
座長，CR15-1，
CR15-2，CR15-3，
CR15-4，CR15-5，
CR16 座長，GD3-1，
GD3-2，GD3-3，
GD3-4，GD3-5，
GD3-6，LS2 座長，
LS19 座長，ES1 総
合座長，AW5 座長，
O10-2，
O22-1，O47-5，
CP8-2，CP8-3，
CP15-4，CP44-6
DP44-1
O44-2
EL16，SY13-1，
PD2-5，AW1-1，
DP6-4
SY17-2，O38-1，
CP55-6，CP59-6，
FP-307
CP12-4
DP31-4
FP-123
O54-4
DP45-5
O39-6
DP18-5，FP-244*
FP-169
CP70-3
EL22，FP-033
EL15 座長，CR11
座長，DP23 座長，
CP5-2
DP23-5
CP5-3，CP34-2，
FP-185
FP-090
CP68-4
DP30-3，FP-366
CP17-6
SY7-5，FP-219，
FP-258
CP6-1
FP-018
CP56-5，CP69-5，
FP-327
DP24-5，CP3-2，
CP55-2
O6-1
DP18-1，DP18-2*
DP45-3，FP-305
O31-2*，DP2-6，
CP69-3，FP-091，
FP-133
DP22-5
CP8-6，CP19-1，
CP24-2，FP-291*

小野 安生
小野 雄一
小野田 昌弘
小野寺 淳
小野寺 睦雄

小野寺 悠
小野寺 良太
小幡 悦子
小幡 賢吾
小幡 輝之
小幡 敏枝
小幡 典彦
小畑 宏介
小幡 由佳子

小畑 友里江
小幡 佳輝
小原 章敏
小原 伸樹
小原 隆史
小日向 麻里子
小美濃 明子
尾本 健一郎
小柳津 智子
小柳 圭一
小柳 覚
小山 友菜
小山 淑正
小山田 尚史
折井 亮
折坂 明里
折田 環
折田 智彦

織田 美紀
恩賀 陽平
恩田 秀賢

O32-1
O29-5，O51-6，
CP18-5
CP66-5
O54-6
O41-1，DP3-5，
DP12-3，DP26-5，
DP30-2，DP30-5，
CP10-4，CP10-5，
CP21-2，CP45-5
O3-2*，DP39-2，
FP-140，FP-300
FP-349*
CP13-4
CR7-1*，CR7-3
FP-071
O14-5
O38-4
SY23-7
DP31-4*，DP39-3，
CP12-1，FP-230，
FP-315
CP62-2
AW3-4
O41-4，DP15-6，
FP-100，FP-206*
CP14-1
SY23-1，PD1-4，
CP37-2*，FP-156
SY23-7
CP31-3
FP-047
O18-1
DP37-3
CP7-6
FP-067*
O19-3*，CP11-6
CP52-5
CP21-6
DP19-4*
SY18-3
SY15-5，O51-1*，
O51-3，DP45-4，
CP39-3，FP-083
FP-013*
CP9-4*，CP9-5
EDS7-2，SY23-3，
FP-360

か

甲斐沼 篤
貝沼 関志

加来 秀隆
角田 尚紀
角田 洋平
嶽間澤 昌泰
角本 眞一
覚本 雅也
筧 慎吾
加古 訓之
笠井 あすか
葛西 隆敏
葛西 俊範
笠井 正志
葛西 陽子
笠岡 俊志
笠原 正貴
笠原 道
風間 慶介
嘉澤 脩一郎
鍜冶 有登
加地 正人
鍛 良之
加地 竜士
柏浦 正広

梶田 裕加
柏谷 信博
梶谷 耕二
梶原 伸介
鹿島 秀明
嘉嶋 勇一郎
鹿志村 剛
梶本 克也

－ 877 －

樫山 節子
柏 健一郎
柏 俊一
柏 庸三
柏木 友太
柏崎 アン
梶原 周二
梶原 吉春
数馬 聡

粕谷 和彦
糟谷 周吾
糟谷 美有紀
片岡 健介
片岡 惇
片岡 ともみ
片岡 優
片岡 祐一
片岡 優子
片瀬 葉月
堅田 紘頌
方波見 謙一
片原 美香
片山 明
片山 勝之
片山 皓太
片山 大輔
片山 俊子
片山 延哉
片山 浩
片山 正夫
片山 康
片山 洋一

勝 博史
勝木 亮介
勝田 賢
勝田 哲史
勝俣 一晃
勝又 健次
勝見 敦

勝見 紀文
桂 麻理子
勝連 しのぶ
嘉手苅 美和子
嘉手苅 由梨
角 三和子

CP42-4
CP8-6，CP19-1，
CP24-2*，FP-291
DP37-5
CP19-4
O15-3，O36-5
FP-016
DP10-6
DP3-1，DP3-2*
O43-1，O47-1，
CP30-6，FP-143，
FP-361
FP-198
O9-5
FP-038
O4-6，DP43-3，
FP-092
O1-5*，O22-3，
DP21-5，CP56-4
FP-118
CP58-4*
O45-3，DP37-4，
CP20-5，FP-037
CP42-3
DP3-2
DP37-1，CP54-3*
O29-5，O51-6，
CP18-5
O13-2
CP69-5
O11-4，CP26-6，
CP53-2
CP49-2
FP-033
DP2-2，CP65-1
FP-023
EL22*，O56 座長，
FP-033
DP7-6，DP36-6，
FP-205，FP-252
O19-4，FP-090，
FP-200
O43-1，O47-1，
DP26-4，FP-143，
FP-361*
AW1-2
CP31-2，CP31-4，
FP-126*，FP-313
DP1-2，CP4-5，
CP66-6*
DP33-5*
CP53-2
FP-198
SY15-7，O44-4，
CP26-3，CP61-1，
FP-029
CP53-1*
FP-343
DP19-1
FP-062
CP49-4
O11-6，O19-5，
O33-2，O33-3，
DP1-6，DP12-6，
CP4-3，CP7-3，
CP17-5，FP-070，
FP-096，FP-154，

引

甲斐 夏江
海田 賢彦
海津 未希子
海塚 安郎

O36-4
O19-3，CP11-6
DP11-6
O31-5，O44-1，
CP64-2
FP-053
SY20-3*
FP-323
GD1-1～7，
GD1-4*，O41-3*，
FP-347
FP-297*
PC3-1，CR3-6*，
CR13-5*，ES3 座長，
DP44 座長，
CP28 座長，FP-041，
FP-201

柿原 由佳
柿本 大輔
鍵本 聖一
鍵山 暢之
賀来 典之

CP51-1
O50-6
O10-4，CP18-3
DP36-3
CP4-2*
FP-333*
FP-292*
O32-5
O32-6，CP35-4
O36-6*
DP27-6，FP-049
EDS1 座長，EDS4*，
SY9 座長，SY9-1*，
SY14 座長，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3*，GD3-4，
GD3-5，GD3-6，
LS24 座長，O18-2，
DP5-4，DP15-2，
DP36 座長，CP23-6，
FP-089
CP56-5
DP2-1
FP-107
O49-5
O19-6，DP31-1，
FP-053，FP-108
O28-2*
DP32-1*
DP6-3，DP38-3
CP39-5*
DP7-2，CP24-4
CP19-3*
CP54-6
FP-042
DP4-4*
DP5-2
DP14-6
PD1-2，PC6-2*，
DP33-4，DP35-4
DP9-4，CP39-2
JS2 座長，CR8 座長，
DP13-4
O18-1
DP7-3，DP21-2，
CP69-3*
O13-4
FP-198*
CP5-1，CP67-2*，
FP-087
DP18-5
DP24-5，CP55-2
FP-296
SY23-4，O30-3*，
DP25-5，CP12-5，
FP-240
FP-188
DP8-5*，FP-109，
FP-235
CP62-1
CP37-4
FP-017*
O20-2，CP23-3，
FP-183*，FP-190
O31-3*
JS1-4*

索

甲斐 慎一
甲斐 真也
甲斐 聡一郎
甲斐 達朗

貝原 敏江
加賀 重亜喜
加賀 慎一郎
加賀谷 慎
香河 清和
加川 景子
賀川 哲夫
鍵崎 康司
鍵崎 康治
柿沼 孝泰
垣花 学
垣花 泰之

門井 謙典
加藤 啓一
加藤 賢
加藤 湖月
加藤 潤一郎
加藤 正哉

加藤 聡一郎
加藤 大三
加藤 崇央
加藤 隆生
加藤 崇
加藤 貴大
加藤 隆史
加藤 隆之
加藤 翼沙
加藤 大貴
加藤 直輝
加藤 伸彦
加藤 規子
加藤 久晶
加藤 秀哉
加藤 裕貴
加藤 寛
加藤 宏

加藤 博久
加藤 弘美

加藤 真
加藤 政雄
加藤 雅史
加藤 真奈美
加藤 真優
加藤 道久
加藤 佑衣
加藤 由
加藤 由布
加藤 祐子
加藤 之紀

索

加藤 陽一
加藤 頼子
加藤 利奈
加藤 隆太郎
門川 桂子
門倉 彩奈
門田 啓
門野 紀子

引

角谷 隆史
香取 信之
門脇 正子
金井 隆典
金井 尚之
金井 雅代
金井 良晃
金井 理一郎
金内 直樹

FP-293，FP-294，
FP-312
SY18-10*
JS2-5*，O36-1，CP58
座長
DP15-3
DP19-2
CP58-3
EDS1 座長，SY13-2，
PC4-2*，DP31-3，
CP1-3，FP-101
SY20-3
FP-261
FP-303*
DP5-2
O6-1
O26-4，CP60-5*
CP10-1，CP17-4，
CP48-1*
CP6-2，CP11-4*
O45-2
O18-3
O25-1*
O56-5
FP-362*
DP21-1，FP-112
O34-2，CP65-3
DP5-1
DP11-6
O4-5，CP22-3，
CP49-3，CP68-1，
FP-350
FP-270
O12-5，DP39-3，
CP12-1，FP-230*，
FP-315，
CP67-4
CP30-4
CP38-2*
DP33-3
CP66-5
FP-036
CP35-4
SY21-1
O18-3*，DP46-4
CP37-6，FP-207
CP67-5，FP-059，
FP-135
DP11-5
CP39-4
CP1-4，FP-149
O53-3*
DP50-3
O38-2，FP-046*
FP-223
CP53-4，FP-093，
FP-145，FP-178
O1-3，FP-027*
LS28*，CP4-6
DP49-6
CR8-1
FP-338，DP43 座長，
CP45-2
O9-1
FP-323
SY13-5
O51-5，CP60-2，

金尾 邦生
金尾 邦夫
金澤 綾子
金澤 悦子
金沢 貴保
金澤 伴幸
金澤 将史
金浜 英介
金本 匡史
金谷 明浩
金谷 貴大
金谷 貴洋
金山 博成
兼久 絵里
金子 一郎
金子 香代
金子 恒樹
金子 純也
金子 仁
金子 節志
金子 唯
金子 忠弘
金子 達夫
金子 千佳子
金子 教宏
金子 仁

金子 昌行
金子 真由子

金子 稔
金子 勇輝
金城 和美
金多 由季子
金田 和久
金田 浩太郎
兼松 友香理
金丸 栄樹
金村 剛宗

金森 徹三
金山 博成
金行 梨江
狩野 謙一

狩野 峻子
鹿野 恒
鹿野 理恵子
狩野 純子
加納 誠也
加納 隆
株丹 浩二
株本 杏奈
蕪木 友則

FP-034
SY14-1，O30-4，
DP44-4，FP-320
FP-066
CP5-3，CP34-2，
FP-086，FP-185
FP-018
PD1-5*，AW5-3，
O9-4，FP-159
SY25-4
CP55-1*
DP9-4*
CP47-6，CP28-2，
FP-134，FP-136
FP-072
EDS7-2
WS4-4
FP-148
O25-2，FP-021
CP39-5
O50-2
O36-6，FP-228
EDS1-1，EDS7-2，
O30-2
DP21-2，FP-091
SY20-5，CP56-6
SY23 座長，DP6-4，
DP13-4*
CP37-1
AW3-2
DP49-4
FP-129
O31-2，DP2-6，
DP7-3*，DP45-2，
CP69-3，FP-133
FP-034
O4-5，CP22-3*，
CP49-3，CP68-1，
FP-350
CP26-1
O40-4
CP58-2
CP44-4
CP38-2
SY13-1
FP-011
CP60-4
O4-5，CP22-3，
CP68-1，FP-350*，
CP49-3
CP52-5
CP64-4，FP-065
CP35-4*
SY17-2*，O46-2，
O47-6*，CP55-6，
CP59-6，FP-307
FP-140
CP53-1
CP62-1
FP-338*
CP39-5
CR2-1，CR17*，
DP30 座長
CP1 座長
O14-5
CP32-1，SY9-4，
FP-210
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鎌田 隆行
鎌田 あゆみ
蒲池 正顕
釜野 武志
上 恵美子
上 恵理子
神尾 直

上岡 将之
上久保 毅
神里 興太
上條 裕子
神園 武
上高 円佳
神谷 典男
上野原 淳
上野原 惇
上村 夏生
上村 弘行
上村 友二
上村 吉生
上村 亮介
神谷 健太郎
上山 淳史
神山 彩
神山 治郎
神山 具也
神山 洋一郎
神山 玲光
上吉原 光宏
亀井 純
亀井 博紀
亀井 政孝
亀井 靖子
亀井 有子
亀井 祐介
亀ケ谷 泰匡
亀崎 智都江
亀谷 善太
亀山 実希
亀山 実季
亀山 良亘

加茂 嗣典
蒲地 正幸

蒲原 英伸
華山 悟
栢森 健介
唐木 克二
苅込 隆弘
刈田 瑛子
狩野 亘平
刈谷 隆之
仮屋 千穂
軽米 寿之

DP3-3*
WS4-1*
CP67-5*，FP-059，
FP-135
CP49-4
FP-258
SY7-5，FP-219
O8-3，O42-5，
O43-3，O56-6，
DP2-1，DP6-6，
DP9-3
CP48-2*
SY20-5，CP56-6
DP27-6，FP-049
FP-340*
CP30-5
O45-3*
SY3-4
FP-250
DP43-1
O2-2，DP31-5，
DP32-5*，CP21-1
O33-5
O27-3*，DP45-6
FP-047*
O11-4*，CP26-6，
CP53-2
PC2-1*
CP31-2*，CP31-4
CP28-2，FP-136*
CP28-2，CP47-6*，
FP-136
O53-4
O53-4
FP-039
DP2-3
O3-1，CP26-2*，
FP-281
O54-2，FP-004
CP60-4
O25-5，O55-1，
FP-117
GD1-1～7
CP64-6
FP-051*，FP-054
DP41-3
FP-058
FP-191
O47-3
SY13-4，O35-2，
CP5-4，FP-213，
FP-302
O49-6*
O10 座長，O31-6，
CP5-3，CP34-2，
FP-086，FP-185
CP36-1，FP-068
DP36-3
CP66-5
AW5-3
CP44-6
DP40-6
CP28-3，CP52-3，
CP55-3
O28-4
O40-5
O16-2*，DP17-6，

河合 恵子
河井 健太郎
河井 知子
河合 真由美
川井 廉之
河合 佑亮
川上 潮
川上 大裕
川上 友里絵
河北 賢哉
川口 敦
川口 剛史

川口 なぎさ

川口 昌彦
川口 未次
川口 洋佑
川口 亮一
川口 竜助
川崎 孝一
川崎 達也

川崎 秀徳
川治 崇泰
川下 陽一郎
川島 市郎
川島 信吾
川島 千佳
川瀬 太助
川瀬 鉄典
川瀬 宏和
川瀬 正樹

河手 武
川出 健嗣
川名 政実
川名 由浩
川浪 淳一
川西 裕之
川西 友香

河野 真二
河野 大輔
河野 知美
川野 マキ
河野 真人
川野 恭雅
川野 雄一朗
河野 洋介
川上 直哉
川野邉 麻美
川畑 さとみ
川原 千香子

川人 伸次
川前 金幸

川真田 樹人
川松 直人
川向 洋介
川村 華奈子
川村 茂之
河村 隆登
河村 夏生
川村 典生
川村 祐介
河村 宜克
河本 晃宏
河本 昌志
河原崎 宏雄
菅 重典
管 敏晃
菅 敏晃

神應 知道
神應 智道
神崎 浩孝
神田 潤
神田 奈麿
神田 倫秀
神田 結季
神立 延久
丸藤 哲

漢那 朝雄
金苗 幹典
菅野 寛子
菅野 浩
菅野 雅元
神戸 幸司
神戸 賢利
神戸 智子
上村 裕一

O8-1，CP32-2，
CP51-3*，CP52-6
SY18-6，WS3-5
SY5-2，O23-6
CP27-4
DP9-1，DP42-1，
FP-005，FP-334
O7-3，DP17-1
O23-3，DP21-4*，
CP64-4，FP-148
FP-089，FP-301
CP39-4
O15-6
DP22-2
DP50-2
CR15-1，CR15-2，
CR15-3，CR15-4，
CR15-5
DP2-2，CP65-1
SL5 座長，SL6 座長，
PC1 座長，O3-2，
DP39-2，DP49-4，
FP-140，FP-300
FP-195
FP-181
DP48-2
FP-127
O49-6
CP58-6*
CP41-3，CP41-5
O56-5
O24-1，CP55-4
SY13-1
O50-3，CP8-1*
O26-4，CP60-5
SY10-3*
O34-1*
O48-4
SY12-3，DP24-2*，
DP39-4，CP19-5，
CP34-5
GD1-1～7，GD3-3，
FP-037
DP37-4
O3-4
AW1-4*，FP-012
FP-021
DP21-1
CP46-2
GD2-2
CR13 座長，CR13-2，
CR13-3，CR13-5，
CR14 座長，
CR14-2*，MS1 座長，
LS7 座長，AW3 座長，
O29-5，O51-6，
DP5-1，CP18-5
JS2-5
FP-196
O5-2*
CP6-6
DP38-5
PC7-2*，FP-270
O48-3
FP-016
O48-6，DP15-2
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き
木井 菜摘
木内 耕己
儀賀 普嗣
黄川田 幸子
菊田 浩一
菊田 正太

菊池 有史
菊池 幸太郎
菊地 聡
菊地 智
菊池 聡
菊地 俊介
菊池 仁
菊地 寿美枝
菊池 忠
菊地 剛
菊地 斉
菊池 広子
菊地 浩之
菊池 美穂
菊池 佳峰
木口 隆
木口 雄之
菊野 隆明
菊谷 祥博
喜久山 和貴
木倉 睦人
木崎 久美子
岸 拓弥
岸 ひろみ
岸 正司
岸川 源直
岸田 敬子
岸田 浩一
岸原 悠貴
木島 一美
岸本 卓磨
岸本 朋宗
岸本 裕充
岸良 達也
来生 恵
喜瀬 広亮
北 貴志
喜多 伸幸
木多 秀彰
北 博志

喜多 理香
木田 菊恵
木田 博太
木田 真紀
木田 佳子
北井 豪

O15-2*，O47-1
DP40-1
O3-6
O54-6*
CP47-1
DP10-2，DP11-6*，
DP16-3，CP31-2，
CP31-4，FP-313
O6-2，CP38-6，
FP-186
O46-6，DP14-1，
CP60-6
O5-1
DP41-4
FP-321
CP18-6，CP23-1
DP24-5
O13-5*
FP-089*，FP-301
CP54-6
PD1-5，AW5-3，
O9-4，FP-159
CP12-3，CP20-3
DP40-3*
SY21-1
CP70-3，FP-221
DP19-2，DP21-6
SY17-3，O44-5*，
DP1-1，FP-221
O5-2，CP15-6，
CP39-6，FP-047
FP-138
O34-4*
O7-4
SY18-10
SY11-1*
O13-4
O20-5
FP-123*
CP43-1，CP58-1
CP28-2*，FP-001
SY15-7，AW4-1*，
O44-4，CP61-1
CP42-6
DP24-3*，DP35-2，
CP11-4
DP31-2
SY18-10，LS25*，
ES1-3*
DP42-4
CP25-5
O50-6
FP-106
FP-363
CP22-1*
O24-2，O53-1，
O53-2*，DP12-4，
CP48-3，FP-262
FP-085*
KL3 座長
CP70-3，FP-221
SY13-2*，DP31-3，
CP1-3，FP-101
O3-3，O33-1
PC2-2

引

川田 大輔
川田 将弘
川田 稔

河野 了

索

川副 友
川田 篤志
河田 耕太郎

CP11-2，CP33-4，
FP-266
O19-1，DP16-4
AW1-3
AW1-3
DP41-6*
DP2-4，CP67-3，
FP-115
CP36-6，FP-063*
FP-285
O43-2*，CP57-4，
FP-297
O55-1*
O17-4，DP27-1
SY12-1*
SY15-2，SY15-6*，
O1-5，DP21-5，
CP3-4，CP56-4
PD3-1，O54-1，
CP15-3*，FP-008，
FP-328
O8-5，DP16 座長
CP31-2，CP31-4*
O22-4
AW2-4，O18-4*
CP57-3
DP39-1
SY12 座長，SY13 座
長，SY18-4，PD1-5，
PC5-1，CR15-1，
CR15-2*，CR15-3，
CR15-4，CR15-5，
AW5-3*，O9-4，
O27-5，FP-159
O9-1
DP1-2*，CP66-6，
FP-259
O30-6
CP8-1
O7-4，O12-5*，
FP-230，FP-315
CP67-4
CP4-2
DP10-2
SY25-4
DP13-5，DP41-5，
CP14-3，CP40-3，
CP45-4，CP54-4，
CP58-6，FP-125，
FP-232，FP-349
DP31-3
O30-6
PC13-1，DP17-2，
CP28-5，CP66-6
O36-5，CP4-4
DP19-2
O5-5*，O5-6，
FP-271
FP-277*
SY8-3，FP-060，
FP-173
FP-016
DP27-2，SY13-3，
FP-222
CP12-2
CP7-2
CP29-1

北浦 道夫

北川 雄一郎
北川 良憲
北田 真己
北野 敬明

北野 忠志
北野 鉄平

北野 正尚
北野 光秀

北畑 洋
北原 孝雄
北原 佑介
北村 晶
北村 俊治
喜多村 泰輔
北村 直美
北村 伸哉
北村 真友
北村 里絵
北元 健
北本 憲永
橘田 要一
城戸 貴志
城戸 拓海
木戸 博
喜納 俊介
杵塚 美知
木下 浩作

索

木下 公司
木下 大輔
木下 喬弘
木下 直彦
木下 春奈
木下 浩之

引
木下 真央
木下 葉介
木下 淑恵
木下 順弘

黄瀬 ひろみ

O2 座長，O43 座長，
O52 座長，DP26-1，
DP45-3，FP-305
DP21-1
FP-074，FP-163
CP28-3，CP52-3，
CP55-3
O19-3，O37-5，
O47-2，CP10-6，
CP11-6，FP-124
FP-285
O20-1，O28-1，
DP20-4，FP-194*，
FP-256，FP-299
O32-5，O32-6
O51-1，O51-3，
DP45-4，CP39-3，
FP-083
DP2-2，CP65-1
AW1-1
CP3-1
O41 座長，O46-3，
CP19-2
FP-226
O34-5*，CP6-3，
FP-045
CP6-2，FP-225
O10-2，FP-042
PD1-2，DP33-4
DP41-4
FP-241
SY3-4
AW5-1，O10-6，
CP47-5
O31-6
CP49-6*
SL11*
CP40-6*，FP-279*
CP63-4*，CP63-5*
EDS7-5，EDS7-6，
SY5-2，SY15-1，
SY18-2，PD2 座長，
PD2-4，CR13-2，
CR13-3，CR13-5，
GD1-1～7，AW4-3，
O10-1，O17-1，
O23-6，DP38-1，
DP48-5，FP-013，
FP-155，
FP-292
CP8-1
CP39-4
SY17-3*
FP-273
EL35，CP30-3
GD2-2，DP30-6，
CP56-2，FP-079，
FP-318
O34-2*，CP37-5，
CP65-3
O13-2
CP15-4*
EL20 座長，CR13-2，
CR13-3，CR13-5，
CP36-1，FP-068
O9-2，CP37-5，
FP-207

君島 愛里
金 成浩
木村 彰夫
木村 昭夫
木村 慎一

木村 相樹
木村 隆治
木村 千穂
木村 智樹
木村 太
木村 文彦
木村 廷和
木村 雅代
木村 政義
木村 美沙
木村 康宏
木村 由佳
木村 良平
木山 亮介
喜屋武 玲子
久野 美咲
久間 朝子
京 道人
京極 都
清川 聖代
清田 和也
清田 希世
清原 由希
清見 文明
桐井 靖
霧生 信明
切田 学
桐田 泰江
桐野 洋平
桐野 若葉
木脇 恵子
金 史英
金 正和
金 日成
金城 梢
金城 昌志

O35-1
DP12-1
O9-2，CP37-5，
FP-207
FP-088
SY14-1，O30-4，
DP44-4*，FP-066，
FP-320
CP24-6
FP-047
PD3-1，O54-1，
CP15-3，FP-008*
O4-6，DP43-3，
FP-092
CP9-6*
CP52-3
DP30-3，FP-366*
FP-053
CR2-1，CR17 座長，
DP40 座長
CP46-3
CP8-6*，CP19-1，
CP24-2，FP-291
CP56-5，CP69-5，
FP-327
CP65-2*
FP-080，FP-344，
FP-365
CP21-4
FP-017
O45-5
O3-3，O33-1*
SY2-3，CP50-3*，
CP50-4，CP50-6
O36-6
O23-1，DP11 座長
FP-056
CP2-5*
O23-3
DP8-3
O4-5，CP22-3，
CP68-1，FP-350
CP36 座長，CP49-6，
FP-078*，FP-273
FP-263
FP-039
O19-4
CP2-5
O43-4
FP-117
DP33-3
DP17-4
CP55-5，FP-306

く
久我 洋志
久木田 一朗
日下 博文
日下 裕介
久坂部 羊
草塩 公彦
草間 宣好
草本 朱里
櫛方 哲也
串崎 浩行

CP30-2，FP-224
DP4 座長
FP-179
CP14-4，FP-145，
FP-178
SL9*
FP-024
DP45-6，CP1-4
CP45-2*
DP14-6，DP20-5*，
CP9-6，CP28-4
DP32-1，CP70-5
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具嶋 泰弘

CP58-5，FP-089，
FP-301
久志本 成樹
SY9 座長，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3，GD3-4，
GD3-5，GD3-6，
LS12 座長，AW4-2，
O7-6，O10-5，
O51 座長
櫛山 晃央
CP38-2
久城 正紀
O12-4，DP33-6*
楠 さくら
O40-2，DP22-4
楠 真二
FP-031
楠 宗矩
O19-1，DP16-4*
楠本 耕平
DP47-4，FP-067
楠元 真由美
CP37-4
沓澤 智子
O55-4，DP19-5
工藤 弦
CP54-6*
工藤 淳
O35-2，CP5-4*
工藤 大介
SY6-2，AW4-2，
O10-5，O37-2，
O37-4，O37-6*，
DP47-2，CP6-4
工藤 雄洋
O42-4，FP-320，
CP44-3
工藤 とし子
DP49-4
工藤 倫之
DP20-5，CP28-4*
工藤 由子
O22-3
工藤 裕子
CP14-5
クナウプ 絵美里 PD1-3，FP-153
國重 千佳
CP18-4
國原 宏文
FP-003*
國本 貴子
CP13-2
国元 文生
O42 座長，DP37-6，
CP47-6，FP-001，
FP-134，FP-136
國元 文生
DP34-6，CP28-2
久野 将宗
EDS1-1，O30-2*，
DP46 座長
久場 良也
DP19-1，CP49-4*
久保 亜紀子
O18-1
久保 諭
DP27-1*
久保 貴嗣
FP-269*
久保 拓也
CP23-6*
久保 達彦
O10-3
久保 達哉
O20-1*
久保 徹
DP18-2
久保 智紀
DP46-5
久保 智美
CP54-2
久保 範明
SY17-3
久保田 恵理
CP23-4*
窪田 健児
CP61-5
久保田 健介
O28-2
久保田 健太
FP-262
窪田 雅之
CP51-2*
久保田 麻由
FP-303
久保田 好光
CP70-4
久保寺 敏
DP5-5*，CP17-5
久保山 一敏
SY23 座長
熊岡 琴音
FP-324*
熊谷 謙
DP15-1，CP61-5*
熊谷 基
CP41-6
熊谷 謙一
DP28-1
熊澤 淳史
DP15-6，FP-100*，
FP-206
熊田 恵介
CP1-2，FP-367*

熊野 穂高
熊丸 めぐみ
熊本 新一
隈元 泰輔
汲田 翔
久米 克佳
公文 啓二
倉 愛香
倉迫 敏明
倉敷 達之
倉島 直樹
倉田 麻美
倉田 圭
倉田 沙織
倉田 早織
倉田 二郎
倉田 秀明
倉橋 清泰
倉本 紀
栗田 昭英
栗田 聡
栗田 太作
栗田 健朗
栗田 健郎
栗並 美保
栗林 淳也
栗原 理
栗原 加代
栗原 早苗
栗本 義彦
栗山 明
栗山 桂一
栗山 直英
栗山 陽子
暮石 陽介
呉原 弘吉
黒岩 信行
黒岩 政之

黒田 幸恵
黒田 浩光
黒田 美聡
黒田 光朗
黒田 泰弘

桑野 公輔

桑原 謙
桑原 周吾
桑原 正篤
桑原 佑典
桑原 政成
桑本 健太郎

FP-006
FP-241
CP57-6，FP-071
EDS7-5，SY5-2*，
SY18-2*，O23-6，
DP48-5，FP-013，
FP-155，FP-292
O38-2，DP34-4*，
FP-046，FP-113，
FP-142
DP11-5
CP27-4
FP-289
DP11-1*
DP25-3*
EDS7-2，SY23-3

け
毛原 啓
玄 運官

DP48-1
CP1-1

こ
小網 博之
小池 薫
小池 朋孝
小池 雅人
小池 康志
小泉 敬一
小泉 滋樹
小泉 沢
小泉 雅子
小泉 雅之
小磯 昭一
小板橋 敦
小出 明里
古出 萌
小井土 雄一

鯉沼 俊貴
黄 俊憲
纐纈 健太
郷古 親夫
香西 慰枝
高坂 拓也
神頭 定彦
光銭 大裕

江田 陽一

郷田 佐代子
上瀧 善邦
神津 成紀
神津 玲

高沼 亜貴

SY15-4*，FP-141
DP6-3，DP38-3，
FP-170，FP-171
O22-2*，O22-6，
CP57-2，FP-010
CP2-5
O4-4*，O15-5
O50-6
FP-297
CR5-1*，CR5-2，
DP47-4*
DP22-3，CP31-6
DP8-1，CP38-3*，
CP59-2，FP-212
CP2-4
DP34-6*
O7-3，O27-3
FP-099*
O4-5，CP22-3，
CP49-3，CP68-1，
FP-350
FP-231
O28-3，DP25-1*，
CP38-5
EDS7-2
CP2-2
CP36-5
FP-359*
FP-283
O31-2，DP2-6，
DP7-3，DP21-2，
DP45-2，CP69-3，
FP-091，FP-133
O21-5，CP22-4，
CP32-3，CP61-6*，
FP-123
CP46-3
CP34-3*
DP24-5，CP3-2，
CP55-2
SY4-4*，PC3-2，
CR7-1，CR7-2，
CR7-3，O39-3，
FP-275
DP3-4
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高沼 和幸
河野 哲也
河野 裕治
河野 洋介
鴻池 善彦
幸部 吉郎
郷間 厳
高村 卓志
幸村 英文
香村 安健
神山 智幾
小尾口 邦彦
古賀 明洋
古賀 聡人
古賀 寛教
古賀 麻位子
古賀 美佳
古賀 靖卓
古賀 雄二

小垣 滋豊
小北 直宏
五木田 昌士
小口 奈穂子
國分 二三男
國分 宙
小暮 圭佑
小坂 奈穂
小坂 真子
小坂 誠
小坂 康晴
小坂 隆司
越路 暢生
越田 嘉尚
越田 貴美子
越田 智広
越田 智弘
越田 嘉尚

腰塚 靖之
越野 みつ子
小島 明子
小島 華林
小島 帯
小島 直樹
児島 範明
小島 広宣
越水 久美
越道 香織
古謝 安子
古謝 竜太
小関 恵子
五関 善成
小竹 良文
小竹 亮輔

DP3-4
DP40-6
PC3-1
O50-6*，FP-247
DP35-3*
FP-075
O41-4*
CP30-2，FP-024*，
FP-217，FP-224
PC13-1
O30-5，CP8-5，
CP21-5
CP34-1*
CP67-5，FP-059，
FP-135
CP35-2*
DP11-6，DP16-3*，
FP-313
O19-3，O47-2，
CP11-6*
O55-2
CP49-1*，CP61-2
SY13-1*
SY4-3*，GD2-1，
AW3-1*，O40-1，
DP9-5
O50-5
O15-3，O36-5，DP38
座長，CP4-4
O23-1
FP-359
CP11-3
CP33-6
FP-326*
O35-4
CP69-5
DP15 座長，FP-071
O22-6，O24-4
DP25-2
CP55-2
FP-194
CP29-2
FP-167
FP-095
O4-4，O15-5，
O20-1，O28-1，
O44-3，DP20-4，
CP41-4，FP-256*，
FP-299
O56-5
CP29-2，CP29-5
FP-175
FP-162
O6-1
O33-6，CP23-2，
CP49-5
FP-277
CP16-5
DP19-6*
FP-342
FP-049
SY7-5，FP-219，
FP-258
CP46-2
FP-180，FP-182
CR14-1*，DP34 座長
CP30-5

引

黒澤 伸
黒澤 昌洋

黒部 美香
鍬方 安行
桑迫 勇登
桑名 司

索

黒江 泰利
黒川 顕
黒川 顯
黒川 英輝
黒川 右基
黒木 識敬
黒河内 顕
黒坂 了正
黒嵜 健一
黒澤 慶子

FP-317
FP-276*
O7-1
DP7-2
AW2-4*
DP2-2，CP65-1
DP5 座長
CP43-1
DP43-2，CP24-5
FP-163*
EL12 座長，O49-3*，
FP-268
FP-326
FP-349
FP-083
O51-1，O51-3，
DP45-4，CP39-3
O24 座長，O30 座長
O7-1*
SY1-1*，O28-4
DP22-5
O29-3
O38-3
O55-4，DP19-5
O22-1
CP20-2，FP-296
CP32-3*
DP7-2
O11-5
O35-3
SY7 座長，O13 座長，
CP29-5
O11-3*
SY22-1*，O12-3，
CP51-1*
SY13-3，CP11-5
PC13-1
O5-2
CP10-1，CP17-4，
CP48-1
CP57-3
O29-6
O22-2，O22-6，
O24-4，CP25-3，
CP57-2，FP-010
SY25-4
CP12-3
CP20-3
DP13-5*
FP-303
FP-197
DP8-3
PD1-2，LS8-2*
O32-5，O32-6*
CP26-4*，FP-032，
FP-172
FP-215
O40-3，CP46-6*，
FP-119
CP12-6
CP68-4*
DP39-2
FP-080，FP-365
JS2 座長，PC11 座長，
AW2 座長，
O17-1*，O17-4，
DP6-4，DP27-1

古田島 太
小舘 旭
小谷 穣治

小谷 透
小谷 真依
小谷 真理子
小谷 祐樹
小谷 匡史
児玉 英一
兒玉 謙次
児玉 聡
児玉 隆秀
児玉 貴光

児玉 典彦
児玉 善之
小寺 厚志
小寺 雅也
後藤 明子
後藤 京子
後藤 清華
後藤 圭介
後藤 孝治

後藤 順子
後藤 祥平
後藤 真也
後藤 崇夫
後藤 隆司
後藤 隆久

索
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後藤 武
後藤 正美
後藤 安宣
後藤 祐也
後藤 由和
後藤 了一
小西 章敦
小西 周
小橋 和彦
小橋 秀一
小橋 大輔
小畠 久和
木幡 雄至

O46-3，DP42-2，
CP2-1，CP19-2*
CP18-5*
SY18-10，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
GD1 座長，
GD1-1～7*，GD3-1，
GD3-2，GD3-3，
GD3-4，GD3-5，
GD3-6，LS21 座長，
LS27*，ES1 座長，
ES4-2*，O3-5，
O10-2，O17-5，
O43-5，DP47 座長，
CP47-4
CC1 座長，ES3*，
O47-4，CP54-6
O26-6
SY13-5，CP34-1
O3-1*，CP26-2，
FP-281
O50-4*
FP-176*
FP-248
CR13-1*
DP25-3
IL10 座長，SL14 座長，
CR15-1，CR15-2，
CR15-3，CR15-4，
CR15-5*
DP28-3，DP28-6
O20-3*，DP38-4，
CP8-3
DP32-4*，FP-229*
FP-287
FP-141
FP-143
FP-122
CP54-6
GD3-1，GD3-5，
O19-3，
O26 座長，O37-5，
O47-2，CP10-6，
CP11-6
CP22-6，FP-247
CP27-3
CP12-6*
CP3-1*
CR8-1，O44-2，
DP43-1，FP-191
O36-3，DP17-4，
DP23-1，DP25-2
O27-2，O53-3
O28-4
CP57-3*
DP43-6
AW5-2，DP4-2
O56-5
DP47-4
DP14-1，CP60-6，
O46-6
CP48-2
PC7-1*，FP-265*
O23-2
PC12 座長，DP15-6，
FP-100，FP-206
CP6-6

小畑 仁司
小濱 圭佑
小濱 圭祐
小濱 華子
小林 亜紀
小林 敦子
小林 厚志
小林 彩
小林 絵梨
小林 可奈子
小林 聖典
小林 邦子
小林 圭子
小林 賢輔
小林 修一
小林 順二郎
小林 大悟
小林 孝臣
小林 尊志
小林 孝史
小林 忠宏
小林 辰輔
小林 徹
小林 利通
小林 利道
小林 富男
小林 直也
小林 宣明
小林 秀嗣
小林 紘生
小林 寛基
小林 宏維
小林 浩之
小林 裕幸
小林 誠人

小林 正和
小林 匡
小林 正武
小林 雅矢
小林 道生
小林 祐治
小林 由美
小林 洋一
小林 洋二
小林 陽介

小林 佳郎
小林 涼
小林 玲子
小原 佐依子
小張 祐介
小針 里江子
駒澤 伸泰
小松 一貴
小松 聖史

EDS1-2*，O17-1，
DP6-4*
O31-5
O43-5
DP17-5*，FP-304
FP-090
SY18-3*，CP3 座長，
FP-289
O15-3，O36-5
DP40-6
DP21-5*
FP-052
PC3-1
CP31-6
O40-2，DP22-4
DP39-3，CP12-1*，
FP-315
CP23-5
O55-2
CP67-4
CP57-5
O20-2，CP23-3，
FP-023
O17 座長，DP50 座
長，FP-332
DP39-2，FP-140
CP39-4
SY12-2，SY23-2，
O34-4
SY13-3
DP27-2，FP-222
FP-276
DP47-2*
O6-6，O11-5
DP34-3
FP-180，FP-182*
O4-3
O16-2，DP44-5，
CP33-4*
O15-6，FP-027
CP49-2
SY9-4*，DP27 座長，
CP32-1，FP-210，
LS24*
CP66-4，CP68-5
O27-5*，FP-159
DP36-2*，CP14-2，
FP-193
O8-3，DP9-3
CP66-4，CP68-5
DP3-4*
CP15-1*
CP6-1
CP8-4
SY23-6，O51-1，
O51-3，DP45-4，
FP-083，FP-282
DP44-6，CP62-5
FP-220
CP42-6
FP-350
CP66-4，CP68-5
CP63-3*
CP14-4
FP-181
DP1-2，DP17-2，
CP4-5
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小松 孝美
小松 孝行
小松 達彦
小松 徹
小松 智英

小松 久男
小松 文成
小松 麻衣
小松 昌道

小松 由佳
小松 義輝
小松 良平
小松崎 崇
小丸 陽平
古味 秀美
五味 聖吾
小宮 美香
小牟田 清
小室 哲哉
小室 哲也
小茂池 潤太
小森 恵子
小柳 靖裕
小柳 亮
小山 杏奈
小山 薫
小山 寛介
小山 淳
小山 卓也
小山 千桜里
小山 英彦
小山 洋史
小山 昌利
小山 泰明
小山 祐介
小山 有紀子
是永 章
小渡 亮介
今 明秀
昆 祐理
紺田 眞規子
近藤 彰彦
近藤 敦子
近藤 淳
近藤 英史
近藤 香
近藤 和治
近藤 貴士郎
近藤 司
近藤 丈博
近藤 文麿
近藤 康博
近藤 豊

CP21-6*
DP11-3，FP-002，
FP-227
CP69-2
CP46-6，CP56-2
EDS7-5，EDS7-6，
PD2-4，O23-6，
FP-013
FP-317
DP44-1
O54-4*
O38-2，DP34-4，
FP-046，FP-113，
FP-142
SL15 座長，CR7-1，
CR7-3，ES5*
O52-4*，CP58-2
CP27-1，FP-003
FP-282*
DP7-1，CP28-6*，
CP47-5
O14-2*，DP26-1
SY20-2
CP36-4
DP12-1
SY18-6，WS3-5
O8-3，O43-3，
DP6-6，DP9-3
CP58-2*
CP70-2，CP70-6
DP28-1
FP-275
FP-228
DP18 座長，FP-303
FP-231
CP53-5
DP46-6*
FP-050*
PC5-2*，CP41-2*，
CP50-3，CP50-4
O42-5*
CP40-3，CP54-4，
FP-125*
O26-2，CP32-2，
CP51-3，CP52-6
CP56-5，CP69-5
FP-099
CP57-4，FP-281*，
FP-297
O27-2*
CP26-5，CP47-2
CP26-5，CP47-2
DP16-2*
FP-002，FP-227
O56-1
FP-151*，FP-160
CP47-2
DP7-2*，CP24-4
CP46-5*
CP52-4，FP-040
O34-6，CP53-6，
FP-245*
DP2-5*
DP3-4
O4-6，DP43-3，
FP-092
CR4-3，GD3-2

紺野 大輔
近野 祐介
紺野 幸哉
紺家 千津子

SY13-4*
DP29-6
O53-3
FP-006

さ
崔 英姫
斎木 巌
佐伯 辰彦
七種 伸行
西周 祐美
齋田 昌史
財津 昭憲
財津 雅昭
齊藤 修

斎藤 和也
齋藤 敬太
齋藤 浩二

齋藤 繁

斎藤 淳一
齋藤 慎二郎

齋藤 千徳
斎藤 大樹
齋藤 大輝
斉藤 岳史
齋藤 岳志
齋藤 豪
斎藤 哲史
斉藤 智誉
斎藤 憲輝
齋藤 伸行

坂井 慶子
酒井 拓磨
酒井 俊和
酒井 宏明
阪井 茉有子
酒井 基広
酒井 康行
堺 結有
酒井 龍一
坂上 浩一
阪上 浩
榊原 学
榊原 謙
坂口 栞
坂口 太一

坂口 平馬
阪口 雅洋
坂口 昌幸
坂口 祥章
坂口 嘉郎
阪越 信雄
坂下 真依
坂田 薫
坂田 尚子
坂田 寛之
坂田 泰史
相方 由香理
坂平 英樹
佐上 佑介
坂本 愛
坂本 篤裕

坂本 加代子
坂本 喜三郎
坂本 将悟
坂本 壮
阪本 太吾
阪本 大吾
坂本 千尋
坂本 千代織
坂本 哲也

坂本 照夫
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坂本 知浩
坂本 智代
坂本 元
坂本 裕規
坂本 広登
坂本 美賀子
阪本 雄一郎
坂本 裕美
坂本 里沙
相楽 章江
相良 明宏

鷺島 克之
崎本 聖美
崎山 貴也
佐久川 慶
佐久田 豊
佐口 徹
佐久間 貴裕
櫻井 淳
櫻井 文乃
櫻井 悦男
櫻井 絵里
櫻井 圭祐
櫻井 聖大
櫻井 将継
櫻井 淑男
櫻木 聡
桜澤 忍
桜沢 貴俊
櫻田 春水
櫻谷 正明
櫻本 秀明
櫻谷 初奈
櫻谷 正明
提嶋 久子
佐光 英人
迫田 頼武
笹井 香織
笹井 正宏
佐々木 亜理沙
佐々木 勝教
佐々木 美圭
佐々木 謙一
佐々木 紫織
佐々木 純
佐々木 隆徳
佐々木 徹
佐々木 庸郎
佐々木 寿
佐々木 博一
佐々木 美圭
佐々木 満仁

DP30-4，CP18-2，
CP27-3，FP-351，
FP-196
O6-4
DP37-2
DP23-6*
PC2-2，CP25-4*，
CP40-5
DP8-3*
GD2-4，DP15-4，
DP49-5，CP58-5
SY15-4，LS16*，ES4
座長，FP-141
DP3-6*
DP45-3，FP-305*
O40-1
O4-4，O15-5，
O20-1，O28-1，
DP20-4，FP-194，
FP-256，FP-299
CP36-1，FP-068*
CP58-3
CP70-5
FP-236
FP-236*
FP-104
FP-199
EDS7-5，EDS7-6*，
PD2-4，O10-1
WS5
DP20-3
DP43-5
CP53-1
CP28-3，CP52-3，
CP55-3
DP20-3*
O9-1*
WS4-4
DP2-3
DP3-4
O28 座長，CP39 座
長
CR4-3
SY21-4，O8-1，
O26-2
FP-189*
GD3-3，DP2-5，
CP41-3，CP41-5*
CP53-1
O11-1*
CP34-3
CP42-5*
DP46-1
O40-6
CP39-5，FP-098
CP11-6
FP-055*
FP-251
O20-4，CP11-3
CP2-2
CP60-1
O33-6，CP23-2*，
CP49-5
DP4-5
AW1-3
O37-5，O47-2
SY22-2，CR8-1，

引

斉藤 意子
斉藤 律子
齋藤 龍史
斉藤 航

佐尾山 裕生
酒井 彩夏
酒井 香
酒井 一匡
酒井 佳奈紀

DP50-6
O14-3，O54-3
CP32-4
O46-3*，DP42-2，
CP2-1，CP19-2
FP-073，FP-094
CP27-4
DP41-4，CP25-5
DP9-2
O16-3，O44-6*，
DP7-4
FP-056
DP14-3*
O18-3，DP46-4*
DP32-6
O24-4
EDS4 座長，EDS5
座長，EDS6 座長
O23-6，DP48-5*
O36-3，DP17-4*，
DP23-1，DP25-2
DP40-6
FP-136，CP47-6，
FP-001，FP-134
CP21-2
DP32-1
O20-6
CP36-2
O49-5，DP26-6，
DP46-6，FP-019，
FP-223
O32-5，O32-6
O30-5
DP48-1*
FP-222*
O7-2，DP10-3，CP20
座長
CP9-1*
CP15-1
DP37-5
FP-323
SY18-10，O3-5，
O17-5*
SY11-2
O39-6
FP-267
CP62-2
DP49-6
SY8-1，CR8-5，O4-2，
DP20-6，DP47-5，
FP-211
DP42-1
O32-1
CP40-1
CR4-3，GD3-4，
DP11-3
O12-4，DP33-6，
CP1-5*
CP19-6
O35-2，CP5-4
CP3-2
JS2-3*，PC8-2*，
CR9-1，O17-1，DP48
座長，CP39-5，
FP-098
CR3-6，O10-2，
O48-3，DP15-5，

索

齋藤 憲輝
齋藤 倫子
斉藤 均
斉藤 仁志
齋藤 大貴
齋藤 福樹
齊藤 眞樹子
齋藤 真実子
齋藤 美希
齋藤 友紀雄
齋藤 豊
齊藤 洋司

FP-069，FP-228
FP-228
FP-031*
DP30-4*
O36-3*，DP17-4，
DP23-1
DP23-4
O13-2，FP-084，
FP-097
O56-5
SY16-3*，O4-1，
O16-6，O32-3，
O50-4，DP10-5，
DP35-3，DP35-6，
CP20-6，CP45-6，
CP50-1，CP50-2，
CP57-1，FP-209
FP-223
DP34-3
SY13-4，O35-2，
DP47-2，CP5-4，
FP-213，FP-302
DP34-6，DP36-3，
CP28-2，CP47-6，
FP-001，FP-134，
FP-136
DP14-6，DP20-5，
CP9-6，CP12-4
SY6-2，O37-2，
O37-4，O37-6，
DP34-3，CP6-4
O9-3，SY25-3
CR2-3
CP66-5*
DP35-1*
CP54-6
O10-1
CP14-2
CP53-1
CR3-6
DP33-6，GD3-2，
PC3 座長，CR8-3*，
O2-1*，O12-4，
CP1-5，CP19-6*
CP57 座長
CP52-2*
DP28-5
O27-4，CP33-2*
DP27-5
FP-241
CP52-2
O45-6
FP-332*
FP-180，FP-182
O36-1
O53 座長，DP32-1，
CP56 座長
O14-1，CP15-6
CP62-2
DP38-3，FP-171
O53-4

佐伯 京子
佐伯 公亮
佐伯 紘子
佐伯 有香

佐々木 美子
佐々木 亮
左嵜 壮一郎
笹沼 直樹
笹野 寛
笹野 幹雄

笹原 聡豊
佐々原 友子
笹渕 裕介
佐治 龍
佐生 喬
佐多 竹良
貞広 智仁

貞弘 光章
定光 大海
定本 圭弘
貞森 拓磨
里井 陽介
佐藤 茜
佐藤 亜紀
佐藤 聡子
佐藤 晃
佐藤 明
佐藤 亜耶
佐藤 綾子
佐藤 薫
佐藤 和美
佐藤 公則
佐藤 圭路
佐藤 啓太
佐藤 公治
佐藤 康次

索

佐藤 幸子
佐藤 慧
佐藤 さやか
佐藤 秀峰
佐藤 順一
佐藤 昌太

引

佐藤 慎
佐藤 愼一
佐藤 慎也
佐藤 精司
佐藤 摂
佐藤 太亮
佐藤 大輔
佐藤 大三
佐藤 隆美
佐藤 武揚

O44-2
DP49-2
FP-088
CP54-5*
DP28-3*，CP25 座長
DP17-1
O16-2，DP17-6，
DP44-5*，CP11-2，
CP33-4，FP-266
DP46-3
CP4-2
WS6-4，AW4-4*，
O8-3，O46-5*
CP45-1
CP17-4
CP4 座長
SY10-1，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3，GD3-4，
GD3-5，GD3-6，
CP52 座長
SY20-2
CP24 座長，FP-073，
FP-094
CP18-5
O3-6
O26-5，FP-007
CP2-4*
FP-340
FP-228*
DP25-4*，DP30-4，
CP18-2，FP-351
CP11-2，FP-266
CP10-3
FP-326
O14-1
FP-122
PD1-2
O46-1*，DP19-2，
DP21-6，CP51-6
O23-1
DP5-1
O4-4，O15-5，
O20-1，O28-1，
O44-3，DP20-4，
CP41-4，FP-194，
FP-256，FP-299*
O1-3
CP62-4*
CP30-3
O31-5
CP68-4
O15-2，O47-1，
CP68-1
O12-2
CP68-6，FP-310
CP42-6
FP-131
CP29-3
DP36-5
DP8-1，CP59-2，
FP-212
FP-189
O8-6*
O7-6*，O10-5，
O42-2

佐藤 多実子
佐藤 千聡
佐藤 千穂子
佐藤 恒久
佐藤 哲文
佐藤 哲哉
佐藤 督忠
佐藤 智子
佐藤 友子
佐藤 智洋

佐藤 智行

佐藤 直樹

佐藤 奈々子
佐藤 信枝
佐藤 暢一
佐藤 伸宏
佐藤 信宏
佐藤 澄
佐藤 格夫

佐藤 仁信
佐藤 寿穂
佐藤 英樹
佐藤 英博
佐藤 仁信
佐藤 裕一
佐藤 宏樹
佐藤 弘樹
佐藤 博文
佐藤 公則
佐藤 正幸
佐藤 真由美
佐藤 みえ
佐藤 美樹
佐藤 瑞樹
佐藤 光則
佐藤 支保
佐藤 萌
佐藤 祐子
佐藤 由紀
佐藤 有美
佐藤 由美
佐藤 由利
佐藤 庸子
佐藤 善一
佐藤 理恵
佐藤 諒
佐藤 良太
佐藤 ルブナ
佐藤 玲子
里路 光太郎
里見 和浩
里見 志帆
眞田 千穂

DP42-5
DP46-1
O19-4
O7-4
O22-4
O10-5
DP46-1*
DP42-5
CP49-1
O51-1，O51-3*，
DP45-4，CP39-3，
FP-083
SY14-1，DP44-4，
CP18 座長，FP-066，
FP-282
SY11-4*，JS1 座長，
JS1-1*，CC1 座長，
CR3-6，LS11 座長，
O6-2，CP38-6，
FP-186
DP44-6
CP36-2
CP5-2
CP70-3，FP-221
DP15-1
CP14-4
GD1-1～7，DP6-3，
DP38-3，FP-170，
FP-171，LS21*
O16-2
O34-1
AW1-2
CP54-1，FP-278，
FP-280
DP17-6，DP44-5，
CP33-4
DP33-2
O39-4*
FP-285
O54-6
DP33-4
O34-1
CP16-5
SY7-4*
O55-6
O43-3，DP13-6*
SY18-4，FP-159
O40-5*
DP49-4
GD2-2，DP30-6，
FP-318
CP61-5
AW2-3
CP8-2，CP44-6
O49-3，FP-268*
O47-4
DP1 座長，CP31 座
長
FP-316
O34-1，O44-1
CP3-1
CP68-2，FP-158
FP-175
CP35-1*
FP-180
CP65-1*
FP-067
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真田 弘美
讃井 將満

讃岐 美智義
佐野 香織
佐野 秀史
佐野 博昭
佐野 博美
佐野 文昭
佐野 正弥
佐野 美智子
佐野 元昭
佐野 由花
佐野 梨佐
佐野 梨沙
鮫島 麻子
佐和 貞治

澤 芳樹
澤井 啓介
澤井 淳
澤田 大輔
澤田 奈実

澤田 奈美
澤田 真男
澤野 宏隆

澤登 慶治
澤村 淳

澤村 成史
澤村 匡史
椹木 愛美
寒川 睦子
三喜 和明
三軒 豪仁

CP44-5
IL6 座長，SY6-2，
SY18-6，SY22-2，
WS3 座長，WS3-5，
WS6 座長，PC2 座長，
PC10-2*，CR8-1，
CR8-3，GD4 座長，
GD4，LS29*，
AW4-1，O2-1，O8-3，
O28-5，O37-2，
O37-4，O37-6，
O42-2，O42-5，
O43-3，O44-2，
O46-5，O56-6，
DP2-1，DP6-6，
DP9-3，CP6-4，
CP34 座長，FP-061
O26-4，CP60-5
O13-2*
DP11-4*
O38-3
CP1-1
O7-3*，O27-3，
CP1-4
FP-046
FP-358*
SY23-6
O25-5
CP18-4
CP20-4
DP27-2，FP-222
O34-2，CP37-5，
CP37-6，CP65-3，
FP-207
O50-5，CP19-4
CP20-1*
CP24-1
O40-6
EDS7-5*，SY18-2，
DP48-5，FP-013，
FP-155*
EDS7-6，AW4-3
CP40-1
CR8-1，O31-5，
O44-1，O44-2*，
CP47 座長，CP64-2
CP17-2*
EDS7-4*，GD3-4，
O17-1，O29-5，
O51-6*
DP48-6，CP24-1
CR13-3*，CR13-5
FP-009
CP51-6*
CP24-6
O28-3，DP36-1*，
CP38-5

し
椎貝 勝
椎野 泰和
椎間 優子
塩川 泰啓
塩崎 麻那子
塩沢 功
塩路 直弘
塩島 裕樹

CP6-1，CP65-6
CP11-1
PD1-1
O27 座長
AW5-3
DP8-3
SY25-4
DP29-6

塩田 修玄
塩塚 潤二
塩月 一平
塩野入 規
塩原 まゆみ
塩村 玲子
塩谷 信喜
塩屋 悠人
塩屋 悠斗
志賀 剛
志賀 英敏
四方 公亮
四方 典裕
重田 恵吾
重田 哲哉
繁田 麻里
重政 兼悟
重松 研二
重松 秀明
重見 研司
重光 修
重光 胤明

重村 奈央
重森 裕
宍戸 肇
七戸 保奈美
七戸 康夫
日域 佳
品田 卓郎
篠浦 央
篠崎 正博
篠田 威人
篠田 麻衣子

柴田 尚明
芝田 紀子
芝田 正道
柴田 麻理
柴田 美由紀

島惇
嶋 太郎
島望
島 弘志
嶋 雅範
島 正巳
島 幸宏
嶋岡 英輝

嶋岡 征宏
島垣 まどか
嶋崎 健介
嶋崎 公司
島崎 淳也
嶋津 岳士
島居 傑
島田 佐苗
島田 二郎
島田 忠長
島田 朋和

島田 典明
嶋田 正子
島谷 竜俊
島谷 洋志
島津 友一

島原 由美子
島袋 裕太
嶋村 剛
清水 一好
清水 克彦
志水 清和
清水 邦彦
清水 敬樹

清水 健太郎
清水 弘太
清水 智子
清水 彩里
清水 重光
清水 淳次

清水 孝宏

清水 毅洋
清水 太郎
清水 朋
清水 智明
清水 直樹

FP-277
SY23-6
O6-6
O31-1，DP5-3*，
DP20-2
FP-231，FP-246
DP4-4
FP-101*
FP-084
O25-3*
CP25-2
SY13-2，CP1-3，
FP-101
SY12-3，O9 座長，
O48-4，DP24-2，
DP39-4，CP19-5，
CP34-5
O40-1*
FP-117
CP21-3
DP3-6
O20-5*
DP38-2
O22-1，CP8-2
O14-2
DP31-6*
O20-3，DP38-4
O56-4，DP26-4，
CP30-6，FP-143，
FP-361
O12-3
CP31-6
O3-3
FP-127
DP8-2，CP18-1，
CP51-5，CP60-3，
FP-251
FP-073，FP-094
CP2-1
O56-5
SY25-4，DP23-5
LS2-2*
DP44-2，FP-322
CP23-3，FP-190
AW1-1，O31-2，
DP2-6，DP7-3，
DP21-2，DP45-2，
CP69-3，FP-091，
FP-133，FP-169
DP1-1，DP38-2
FP-264*
CP5-3，CP34-2，
FP-086，FP-185*
O50-2，DP13-1，
FP-195
O52-2*
O1-6，O37-3，
DP24-3，DP35-2*，
FP-177，FP-363
SY4 座長，GD1-1～7，
GD1-6*，O26-5，
FP-007
FP-086*
CP51-4
DP49-1
FP-106*
SY16-3，CR5-1，
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CR5-2，O4-1，
O16-6，O32-3，
O50-4，DP10-5，
DP35-3，DP35-6，
CP20-6，CP45-6，
CP50-1，CP50-2，
CP57-1，FP-209
清水 信之
DP40-2*
清水 裕子
O29-2
清水 正幸
FP-282
清水 優
O34-2，CP65-3
清水 導臣
DP11-2，FP-179
志水 泰夫
CP25-2
清水 祐
FP-339
清水 義之
GD1-1～7，GD1-7*，
CP50-3，CP50-4，
CP50-6
清水 るみ子
DP49-6
清水 渉
O6-2，O6-6，O11-5，
O28-3，DP25-1，
DP36-1，DP36-5，
CP38-6，FP-186
志村 ともみ
O55-2*，CP35-4
志馬 伸朗
IL9 座長，SY17-2，
SY18 座長，SY18-6，
WS3-5，PC5 座長，
PC6 座長，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
CR5-1，CR5-2，
CR9-1*，GD1-1～7，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3，GD3-4，
GD3-5，GD3-6，
LS2-1*，LS18*，
LS31*，ES1-2*，
ES4-1*，AW5-4，
O3-3，O3-6，O33-1，
O38-1，O46-2，
O47-6，DP35-4，
DP38-5，CP19 座長，
CP55-6，CP59-6，
FP-307
下稲葉 みどり FP-290*
下雅意 崇亨
O5-5，O5-6*，
FP-271
下河邉 久陽
FP-196
下里 アキヒカリ FP-249
下澤 信彦
SY15-2，SY15-6，
AW2-2，CP3-4
下條 伸威
CP32-2
下條 信威
O8-1，O26-2，
CP51-3，CP52-6
下条 芳秀
O48-3，DP15-5
下園 佳代美
CP44-5
下薗 崇宏
O43-2，CP25-4，
CP44-4，CP57-4
下田 俊文
CP70-3
下田 雅美
O38-6，DP44-1
下田 優作
O53-1*，O53-2
下戸 学
DP6-3*，FP-170
下村 毅
DP30-6，FP-318
下村 剛
FP-172
下村 泰代
O18-3，DP46-4，
CP36-6
下村 悠佳
CP6-6*，FP-320
下村 陽子
CR9-1，CR12 座長，
CR12

引

柴田 あみ
柴田 純平

柴田 宗征
渋沢 崇行
澁谷 淳介
澁谷 伸子

索

篠原 文
篠原 幸恵
篠原 智誉
篠原 奈都代
篠原 真史
四宮 真利子
芝 直基
芝 陽介
柴尾 嘉洋
柴崎 誠一
柴崎 有美
柴田 愛歩
柴田 啓智

DP5-6*，FP-130，
FP-204
GD4
FP-172
DP8-3
O50-2
O6-6
FP-314
CP7-3，FP-294
O11-6*，O19-5，
O33-3*
CP21-3，FP-192
DP28 座長
CP58-3
CP8-1
O12-2
CP7-4*
CP23-4
CP29-4
DP46-2，FP-111
O38-6
CP62-2
CP26-4，FP-032*，
FP-172
SY9-2，O15-4*，
O25-5，O54-1，
DP20-1，DP29-4，
CP9-3，FP-328
CP44-4
O12-6*
O17-4
FP-118
CR3-6，O34 座長，
FP-314
SY23-7
O6-6，O11-5
DP7-6，FP-252
SY20-4，CP5-1，
CP67-2，FP-087
CP57-6，FP-071*
DP7-6，DP36-6，
FP-252
CP44-1
CP14-2
O25-3，O25-4
O17-4，DP27-1
FP-284
CP68-6，FP-310
O46-1
DP33-2
DP50-4
CP14-5
O14-5*
CP44-4
DP15-4，CP58-5*，
FP-298
O12-4，CP1-5
PC13-1，O18-3，
DP1-2，CP4-5，CP60
座長
SY13-2，CP1-3*，
FP-101
FP-056*
O56-1*，DP27-2，
FP-222
O22-4
CP16-3

下山 哲
下山 伸哉
霜山 真
下山 雄一郎

索
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O28-5*
FP-276
O13-5
CP53-4*，FP-093，
FP-145，FP-178
釋尾 知春
FP-071
朱 祐珍
PC2-2，DP6-5，
DP11-1，DP37-3，
DP39-5，CP40-5，
CP59-4*，FP-147
重城 健太郎
CP21-3
重城 美央子
CP12-5
重城 未央子
SY23-4，DP25-5，
FP-240*
重症患者の栄養管理ガイドライン
作成委員会
GD1-1，GD1-2，
GD1-3，GD1-4，
GD1-5，GD1-6，
GD1-7
十文字 英雄
DP22-1，DP41-4*，
CP25-5
春藤 和代
SY18-3
城 嘉孝
FP-309
庄古 知久
O48-1，CP14-6*，
FP-025
庄司 葵
CP16-5*
庄司 高裕
SY20-3
正司 智洋
O36-4*
庄司 康寛
FP-157
城下 聡子
DP18-3
庄田 恵子
FP-267
鐘野 勝洋
CP66-5
生野 雄二
O28-2
庄谷 和真
DP9-2*
塩屋 悠斗
FP-312
白井 邦博
GD1-1～7，GD1-2*，
DP21-1，CP47-4，
FP-014
白井 純宏
FP-089，FP-301
白石 淳
O16-2，O51-4，
DP17-6，DP44-5，
CP59-1*
白石 公
O32-5，O32-6
白石 建輔
CP69-2
白石 振一郎
AW1-1
白石 知之
O40-1
白石 義人
O22 座長，DP32-6，
CP35 座長
白神 豪太郎
DP23-4，DP27-1，
CP17-2
白神 真乃
DP30-3
白川 和宏
DP29-6
白河 千加子
CP56-5
白川 尚隆
O38-4*
白阪 哲朗
FP-167
白坂 渉
CP5-1，CP67-2，
FP-087
白澤 彩
CP55-4*
白塚 秀之
CP7-6
白土 奈央
CP54-1，FP-278，
FP-280，FP-343
白水 和宏
O17-6*，DP45-1*
白水 春香
DP12-5
白戸 康介
FP-138*
城間 政尚
FP-236
城山 亮輔
FP-323
進 吉彰
O15-6，FP-027

神 久美子
新宮 興
新宮 康栄
神宮司 成広
神宮司 成弘
新里 盛朗
新庄 泰孝
新谷 歩
進藤 一男
進藤 尚樹
神野 敬祐
新福 玄二
神保 一平
新見 佐知
新見 拓也
新屋 真弓
晋山 直樹

O35-2，CP16-5
O36-4
DP5-1
FP-245
O34-6，CP53-6
CP12-2
O19-1
EL17*，WS3-3*，
CR8 コメンテーター *
FP-080，FP-344，
FP-365
O49-4
DP30-3
FP-167
O4-5，CP22-3
O18-5
DP9-1
O26-5*，FP-007
O10-4，CP18-3，
CP22-5

す
吹田 奈津子
居石 崇志

末永 慶子
末廣 栄一
末廣 浩一
末松 宏美
末松 誠
末盛 智彦
末吉 孝一郎
須賀 恭子
菅 智行
菅 広信
須賀 将文
須賀 美華
菅 侑也
菅井 恵
菅尾 知世
菅島 裕美
洲鎌 正子
菅谷 知明
菅原 昭憲
菅原 彩子
菅原 一樹
菅原 康介
菅原 誠一
菅原 友道
菅原 希
菅原 久徳
菅原 久純
菅原 美樹
菅原 恵
菅原 梨香
杉浦 潤
杉浦 順子
杉浦 孝広
杉浦 健之
杉浦 剛志
杉江 亮

GD2-1
SY16-3，DP10-5，
O4-1，O16-6，
O32-3，O50-4，
DP35-3，DP35-6，
CP20-6*，CP45-6，
CP50-1，CP50-2，
CP57-1，FP-209
FP-332
EDS1-4*，DP6-4
CP9-2
FP-051
O18-1
SY25-4
FP-288
DP49-4
DP1-4*
O21-3*
CP38-4*
O18-3
O40-6*
O45-6
CP29-1*
FP-144
DP19-1
DP37-6
FP-362
CP34-6，CP46-2
CP59-2*
DP26-4*，FP-361
DP27-5
DP23-4
O35-2*
CP22-6，FP-247*
CP44-6*
O14-4
CP13-3*
O36-5*
DP32-3，CP32-6，
CP56-1
FP-202*
DP44-6
DP17-1，FP-149
FP-322*
DP6-4
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杉生 雅和
杉木 馨
杉澤 栄
杉島 寛
杉田 篤紀
杉田 完爾
杉田 慎二

杉田 学
杉田 真理子
杉野 繁一
杉野 貴彦
杉原 仁
杉原 博子
杉村 洋子
杉本 憲治
杉本 健太郎
杉本 俊太郎
杉本 直樹
杉本 亮
杉山 和宏

杉山 聡
杉山 しのぶ
杉山 大典
杉山 貴康
杉山 温人
杉山 由紀
杉山 裕美子
管田 塁
須崎 紳一郎

須崎 萌
都志 明日美
鈴川 正之

鈴木 順子
鈴木 昭子
鈴木 昭広
鈴木 皓佳
鈴木 あさ美
鈴木 亜耶香
鈴木 絵理奈
鈴木 一周
鈴木 佳奈
鈴木 香菜
鈴木 銀河
鈴木 久美子
鈴木 圭
鈴木 慶
鈴木 啓士
鈴木 慧太郎

SY18-3
DP48-6，CP24-1*
FP-052
CP27-3*
EDS7-5，EDS7-6，
SY5-2，PD2-4
O50-6
SY1-4，SY8-1，
CR8-5，O4-2，
DP20-6*，DP36-1，
DP47-5，FP-054，
FP-211
O48 座長，DP11-3，
FP-227，FP-002
PD2-2
FP-072*
SY9-4，CP32-1，
FP-210
DP25-1
CP1-2
DP35-5*
DP29-5
SY25-4*
DP28-5
DP42-2*，CP2-1
O18-2*
SY23-4*，O30-3，
DP25-5，CP12-5，
FP-240
CP32-6，DP32-3，
CP56-1
CP27-5
CR8-1
DP48-6
CP31-3
FP-195
FP-039
DP15-4，DP40-5*
SY15-7，O44-4，
CP26-3，CP61-1，
FP-029
CP45-2
FP-019*
SL12 座長，EL4 座長，
EL27 座長，CP48 座
長
CP15-2*
FP-332
EDS2*
CP64-5，FP-146，
FP-345*
DP6-2
O26-1
DP42-5
DP32-6*
FP-009
O51-5，CP60-2*，
FP-034
O44-1*
O14-5
DP42-3
O3-3，O33-1，
DP38-5
O28-3，DP36-1，
CP38-5*
CP5-1*，CP67-2，
FP-087

鈴木 健一
鈴木 健二
鈴木 康太
鈴木 浩大
鈴木 聡
鈴木 聡史
鈴木 秀一
鈴木 祥子
鈴木 章悟
鈴木 章司
鈴木 崇生
鈴木 健雄
鈴木 大
鈴木 武志

鈴木 健人
鈴木 知絵
鈴木 ちえ子
鈴木 智恵子
鈴木 勉
鈴木 剛
鈴木 智恵
鈴木 智子
鈴木 知秀
鈴木 智哉
鈴木 友康
鈴木 直樹
鈴木 誠也
鈴木 久人
鈴木 秀章
鈴木 秀明
鈴木 秀典
鈴木 洋
鈴木 博人
鈴木 宏康
鈴木 裕之

鈴木 悠太
鈴木 優太郎

住江 百合
角田 沙智
住田 臣造
住谷 昌彦
住友 正幸
住吉 公洋
住吉 京子
陶山 恵
諏訪 早苗
諏訪 潤子
諏訪 大八郎
諏訪 豊美
諏訪 まゆみ

CP70-1*
DP22-5*
O35-2
O40-4*
FP-047
CP68-6
DP5-2
DP18-1，DP18-2
O35-2，CP5-4
CP56-3*
DP40-1*
DP45-5*
CP53-3
FP-105
FP-341*
FP-221*
O18-1*
FP-105
CR4-3，GD3-5，
FP-288
CP56-2
CP27-4*
O15 座長，DP37 座
長
FP-323
O30-6
DP45-3，FP-305
O12-2
FP-353
FP-057*
O36-1
FP-237
DP22-2
AW5-3

せ
制野 勇介
清野 精彦
瀬尾 勝弘

瀬尾 伸夫
瀬尾 龍太郎

瀬川 貴嗣
瀬川 一
関 晃裕

関 啓輔
關 匡彦
関井 肇
関口 博史
関戸 祐子
関根 広介
関根 秀介

O9-6，O49-2，
DP43-4*
O11-5
O38 座長，DP7-2，
DP26-2，CP24-4，
FP-124
FP-131
SY1-3*，SY18-6，
WS3-5，PC1-1*，
PC2-2，GD4，
O54-2，DP6-5，
DP11-1，DP37-3，
DP39-5，CP40-5，
CP59-4，FP-004，
FP-147，FP-297
O6-3*
DP47-1，CP22 座長，
CP65-2
O4-4，O15-5，
O20-1，O28-1，
O44-3*，DP20-4，
FP-194，FP-256，
FP-299
DP30-3*，FP-366
CP17-6*
DP11-3，FP-002，
FP-227
DP15-1
FP-301*
FP-266*
DP16-6*，CP47-3，
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関根 裕司
関根 玲子
關野 長昭
関野 元裕

関原 宏幸
関本 崇
関谷 慶介
瀬戸 達一郎
背戸 陽子
瀬戸口 秀一
妹尾 聡美
瀬端 龍太郎
世良 俊樹
芹澤 良幹
芹田 晃道
芹田 良平
仙田 正博
千田 篤
千田 譲
千田 多絵子
仙頭 佳起

FP-069，FP-228
AW5-3
FP-218
FP-102*
SY4-4，PC3-2，
O39-3，O50-1，
CP3-6，FP-275
DP3-4
CP30-5
DP14-1
O50-2
FP-051，FP-054
O17-6，DP45-1
O5-2，FP-047
O8-4*
DP18-5*，FP-244
CP53-2
CP40-6，FP-279
DP3 座長，DP33 座
長
DP43-2，CP24-5*
O48-1，CP14-6，
FP-025
FP-238
DP49-1*，CP15-3
CR15-1，CR15-2，
CR15-3，CR15-4，
CR15-5，DP17-1，
CP1-4*，FP-011

そ
徐 民恵
相馬 良一
宗万 孝次
宗宮 伸弥
副島 崇旨
添田 徹
曽我 朋宏
曽我部 拓
曽根 教子
曽根田 純一
園生 智弘
其田 健司
園田 俊二
園田 寛道
園部 奨太
祖父江 俊樹
祖父江 和哉

染谷 一貴
染矢 富士子
染谷 真紀
曽山 明彦
反町 光太朗
孫 麗香

FP-149
O30-4，CP10-3
CR2-1*
CP59-6*
DP46-5*
CP47-1
DP2-2*，CP65-1
FP-073*，FP-094
O6-2*，CP38-6，
FP-186
FP-286
FP-364
SY23-2*
FP-144
FP-177
O8-5*
AW2-3，O27-6*
IL3 座長，EL33 座長，
LS18 座長，O7-3，
O27-3，O42-2，
DP9 座長，DP17-1，
DP45-6，CP1-4，
CP2-3，FP-011，
FP-149
O31-6
WS4-4，O39-2
PD1-2
O39-3
CP68-2，FP-158
SY9-2，DP20-1，
CP9-3*

た
田井 遥
代田 浩之
大道 和佳子

O21-4
DP5-2
CP3-3

引

鈴木 康之
鈴木 保之
鈴木 祐二

鈴木 雄也
鈴木 佑実
鈴木 友里恵
鈴木 利枝
鈴木 亮
鈴木 崇生
須田 翔子
須田 慎吾
須東 光江
首藤 聡子
須藤 弘樹
首藤 誠
須永 茂樹
砂川 将直
砂川 卓真
砂原 翔吾
壽原 朋宏
角 千恵子
角 由佳

索

鈴木 舞
鈴木 雅司
鈴木 昌
鈴木 学
鈴木 麻奈美
鈴木 真里
鈴木 麻里菜
鈴木 美香
鈴木 倫保
鈴木 美由紀
鈴木 茂利雄

FP-054
DP23-3，CP41-6
FP-019
DP38-6*，FP-014，
FP-112，FP-367
EL27*，WS3-4*，
LS22-1*，DP23-5
DP11-2*，FP-179
WS4-4，O39-2，
CP52-4，FP-040
O12-6，DP27-3，
CP64-4，FP-065*
FP-041，FP-201
O50-6
DP6-3，DP29-3，
FP-310
O19-4，FP-197
FP-024
O50 座長，DP14-2*，
DP18-4，CP4-6，
CP30-1，CP68-3
O22-5*，CP67-1
FP-018*
O28-4
SY19 座長，CR12 座
長，CR12
DP45-3，FP-305
CP68-2，FP-158
FP-326
FP-353
CP14-3*
AW1-3
O2-2，DP32-5
CP47-3
CP55-4
FP-035
CP52-2
AW4-2*
CP10-3*
DP46-1
O3-2，DP39-2*，
FP-140，FP-300
CP12-6
DP2-3*，CP45-3，
CP64-3，FP-138
CP31-3
FP-333
SY23-6
DP27-5，CP31-3
DP39-2
FP-357*
DP41-5
FP-342
EDS1-4
CP42-6
O31-2，DP2-6，
DP7-3，DP21-2，
DP45-2，CP69-3，
FP-091，FP-133*，
FP-169
O9-5，CP37 座長
O27-2
O7-4*，O12-5，
DP39-3，CP12-1
DP14-2，DP18-4，
CP68-3
O22-6，O24-4

大道寺 洋顕
平 幸輝
平 直記
平 将生
平 泰彦

高 なぎさ
多賀 直行

高磯 甫隆
高氏 修平
高江洲 怜
高尾 彰孝
高尾 佳美
高岡 宏一
高岡 伸次
高岡 諒
高岡 勇子
高岡 涼
高木 俊介
高木 誠
高木 敦司
高木 数実
高木 宏治
高木 沙央里
高木 洋行
高木 誠
高木 雅生
髙倉 俊二
高倉 健
高桑 一登
高桑 良平
高崎 智美
高崎 裕介
高砂 伊代
高澤 知規
高志 賢太郎
高志武 千賀子
高島 尚美
高須 昭彦
高須 修

索
引

高須 清
高須 宏江
高瀬 凡平
高瀬谷 徹
高田 創
高田 幸治
高田 清佳
髙田 順子
高田 真二
髙田 忠明
高田 智子
高田 朋彦
高田 望
高田 英俊

DP34-5，CP51-2
CP42-5
O12-2
O50-5
SY9-3，SY14-4，
SY15-2，SY15-6，
AW2-2，LS13 座長，
O22-3，O31-3，
O33-4，DP37-1，
CP3-4，CP54-3
CP46-2
CR5-1，CR5-2，
CP50-5，FP-161，
FP-165，FP-162*
O24-3*
O23-4*，O49-4，
CP53-1
CP12-2
DP40-6
O54-2，FP-004
O54-2*
FP-270
CP20-4*
EL10 座長，PD3-5*，
O40 座長
CP18-4
O36-3，DP17-4，
DP23-1，DP25-2
FP-089
DP34-4
FP-351
CC1*，O6-2，
CP38-6，FP-186*
CP4-5，FP-259
DP8-3
FP-301
DP13-2*，DP37-5
SY18-8*，ES1 座長
FP-076
FP-081
FP-348
FP-076*
CP54-1，FP-278*，
FP-280
DP41-2*
FP-134
DP15-4，CP58-5，
FP-298
FP-049*
WS5*
FP-362
O10-2，O48-3，
DP15-5，FP-196
DP5-2*
DP29-5，CP3-5
O28-6*，DP48-3
DP25-4
DP12-1
CP4-2
CP27-3
EL6*
DP48-6，CP24-1
SY22-1
CP32-4
O19-4
CP16-5
FP-108

高田 浩明
高田 裕
高田 昌紀
高田 美香
高田 弥寿子
多形 沙枝
高谷 悠大
鷹取 誠

高梨 潤一
高野 修身
高野 啓介
高野 啓佑
高野 耕志郎
高野 信二
高野 環
高野 洋
高野 雅嗣
高野 雅充
高場 章宏
高橋 亜由美
高橋 功
高橋 栄治
高橋 学
高橋 一臣
高橋 科那子

高橋 完

高端 恭輔
高橋 清英
高橋 邦彦
高橋 敬子
高橋 健二
高橋 耕平
高橋 幸子
高橋 聡子
高橋 悠
高橋 治郎
高橋 伸二
高橋 誠一郎
高橋 大二郎
高橋 大介
高橋 毅
高橋 千枝
高橋 哲也
高橋 徹
高橋 利和
高橋 俊樹
高橋 寿由樹
高橋 知彦
高橋 直樹
高橋 菜々子
高橋 希
高橋 延之

O4-5，CP22-3，
CP49-3*
LS33-2*
CP66-3，FP-137
CP36-5
EL30*
CP44-1
DP5-5，DP21-3*，
CP17-1*，CP17-5
O4-3，O47-3，O49
座長，DP43-1，
FP-191，FP-250
KL2*
SY20-1
CP67-3
FP-115*
O17-4
O30-1*
DP48-1
CP57-6
CP3-2
O11-5
DP39-5*，CP40-5
CP44-1
O5-1，FP-038
CP64-3，FP-138
O34-1
FP-123
O43-1，O47-1，
O56-4，CP21-4*，
FP-143
O1-6，O37-3，
DP7-5，CP6-2，
CP11-4，FP-085，
FP-177，FP-203，
FP-225，FP-253，
FP-363
FP-073，FP-094
DP8-2*
O50-5
DP28-3
FP-020
FP-102
CP35-3，CP43-4，
FP-128*
FP-340
CP42-1*
CP11-1*
SY8-3，FP-173，
FP-052
CP10-2
SY3-1*
DP11-5
DP10 座長，CP28-3，
CP52-3，CP55-3
CP2-2
CR7 座長，CR7-1，
CR7-3，O39-1*
SY21-3，O29-2
DP36-3
FP-261
O11-2*
FP-335*
O31-6
DP39-2
CP8-2*
DP3-4
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高橋 英夫
高橋 弘江
高橋 宏行

高橋 宏之
高橋 政照
高橋 真理
高端 真梨
高橋 瑞江
高橋 瑞枝
高橋 美帆
高橋 恵
高橋 素彦
高橋 保裕
高橋 裕三
高橋 優菜
高橋 麗子
高橋 和香

高林 祥子
鷹架 健一
高間 辰雄
高松 学文
高松 道生
高松 由佳

高見 彰淑
鷹見 繁宏
高見 浩樹
田上 隆

田上 瑠美
高三野 淳一
高村 真吾
高森 聡
高谷 信宏
高安 弘美
高柳 麻由美
高山 千尋
高山 隼人
高山 浩
高山 浩史
高山 優
高山 洋平
高良 祐葵
瀧 賢一郎
瀧 健治
滝 和郎
瀧口 侑
滝沢 英毅
瀧浪 將典
瀧波 慶和
滝本 浩平

DP5-5，FP-041，
FP-201
O55-6
SY14-1，O30-4，
O42-4，DP44-4，
CP6-6，CP44-3，
FP-066，FP-282，
FP-320
SY13-3*，DP18-5，
CP11-5*
SY13-3，CP11-5
FP-353*
CP29-4*
CP2-4
FP-005*
FP-220
O45-3
DP28-5
DP36-5
O49-1
CP34-6
DP39-6*，FP-336
SY5-3*，O22-1，
O47-5*，CP8-2，
CP44-6
CP35-1
O15-3
O10-3，O31-6
O48-3
O35 座長，DP14 座長
SY15-2，SY15-6，
O33-4，DP37-1，
CP3-4，CP54-3
CP25-5
CP58-6
DP11-3，FP-227*，
FP-002
EL13*，EDS1-1，
SY6-3*，LS13-1*，
O30-2
EDS7-6
CP22-6，FP-247
CP66-5
O51-5*，CP60-2，
FP-034
DP10-4*，DP34-5，
CP51-2
CP11-3*，FP-071
AW3-2
CP33-4
DP12-5，FP-026
CP23-3
O20-2，FP-023
DP34-6
GD2-4，DP15-4，
DP49-5
FP-104*
CP28-3，CP55-3
FP-084
FP-243
CP3-3
CP53-2
DP34-3，CP48-5
FP-311
SY6-2，O37-2，
O37-4，O37-6，
DP8-6*，CP6-4

田口 敦子
田口 茂正
田口 真也
田口 学
田口 瑞希
田口 瑞季
田窪 一誠
田熊 清継
武居 哲洋

武井 隼人
武市 梨絵
竹内 愛美
竹内 一郎
竹内 純子
竹内 庸浩
竹内 均
竹内 広幸
竹内 護

竹内 美穂
竹内 宗之

竹上 徹朗
竹上 徹郎
竹川 良介
竹崎 亨
武貞 博治
武士 昌裕
竹重 加奈子
竹下 淳

竹下 裕二

武信 洋平
竹原 延治
武部 佐和子
嶽道 愛
竹村 春起
竹本 正明
竹本 由紀
武山 直志
武山 佳洋
田崎 哲
田崎 修
田崎 信
田崎 洋太郎
田澤 昌之
田地 勝利
田島 吾郎
田嶋 淳哉
田嶋 実
多治見 公高

田代 恵太
田代 忠
田勢 長一郎
多田 文彦
多田 佑一
多田 祐介
多田 昌弘
多田 亮祐
多田羅 康章
立川 敬子
立川 義倫
立木 規与秀
立花 奈緒美
橘 一也

橘 健太郎
橘 慎也
橘剛
橘 直人
立川 弘孝
立野 里織
立野 淳子

巽 博臣

竪 良太
伊達 数馬
立石 格
立石 浩二
立石 知也
立石 奈己

DP29-1，CP7-2
CP60-6*
CP1-1
CP26-4，FP-032，
FP-172*
FP-243*
CP11-1
CP7-2*
CP29-1
DP44-2
CP33-3，CP55-1
CP46-3
CP67 座長
CP25-5
FP-103*
DP1-5，CP59-3
FP-330*
CP22-1
DP37-6
O13-1*
DP1-5，CP59-3
DP15-1
DP31-2*
SL10 座長，
EL17 座長，CR6 座長，
DP42-5
O48-3
O11-1
O31 座長，DP31-6，
CP68-2，FP-158
O30-1
FP-115
DP2-4，CP67-3
DP31-1，FP-031
DP27-5
DP23-6
CP35-1
DP34-2
DP20-1
O26-3
SY2-3，SY16-2，
SY25 座長，SY25-2，
PC5-2，PC9 座長，
CP41-2，CP50-3，
CP50-4，CP50-6
CP70-3
FP-261
DP5-1
DP33-2
CP70-1，FP-110*
CP57-3
WS2-4*，CR13-4*，
O45-1，O45-5*，
DP50-6，CP35-5
EL12，GD1-1～7，
GD3-5，ES2-3*，
O15-2，O43-1，
O47-1，
O56-4，DP26-4，
CP30-6，FP-069，
FP-143*，FP-361
FP-255，FP-295*
FP-321*
DP24-6
CP26-6
O2-3
O39-5
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立石 順久
立岩 浩規
舘岡 一芳
舘田 武志
立松 美和
立山 真吾
田戸 朝美
田中 愛子
田中 亜季
田中 いづみ
田中 一生
田中 和東
田中 克哉
田中 清高
田中 清美
田中 光一
田中 厚司
田中 茂
田中 進一郎
田中 誠子
田中 大
田中 妙子
田中 隆史
田中 卓
田中 拓
田中 知恵
田中 暢
田中 俊生
田中 敏克
田中 敏春
田中 智基
田中 具治
田中 友康
田中 裕
田中 裕美
田中 啓之
田中 博之

田中 裕之
田中 真生
田中 雅也
田中 真理子
田中 美知代
田中 行夫
田中 由基子
田中 裕

田中 弓子
田中 由見子
田中 由梨亜
田中 陽子
田中 洋輔
田中 義人
田中 良弘
田中 理奈
田中 良子
田中 竜馬

O22-1
DP1-3，DP14-4
DP23-2
O18-5
DP49-3*
DP6-1，FP-239
O45-1，O45-5，
DP50-6
SY14-3*，SY23-5*，
O29-4*
FP-175*
DP50-2*
O24-4
CP62-1
DP2-2，CP65-1
DP48-2*
CP25-5
DP33-2
DP33-3
CP62-6，FP-237
FP-348
CP35-3，CP43-4
CP2-4
DP42-4
DP28-3
DP21-1，DP38-6，
FP-014
O31-3
EDS1-1
FP-035
FP-012*
AW2-3，O27-6
DP15-1
DP24-3，FP-253*
DP47-1，CP65-2
DP9-1*，DP42-1
FP-288
DP42-4
DP25-4，FP-351
SY17-2，O38-1，
O46-2，DP15-3，
CP17 座長，CP55-6，
FP-307
CP64-5，FP-146，
FP-345，
SY13-2，CP1-3，
FP-101
DP37-2*
O5-4
O40-1
CP15 座長
FP-138
CR4-1，CR4-2，
CR4-3，GD3-1，
GD3-2，GD3-3，
GD3-4，GD3-5，
GD3-6
CP7-6
DP41-3
O14-6
O13-2
CP53-3*
FP-287*
O28-6，DP48-3
DP22-2
CP44-1
SL15*，EL7*，GD4，

引

竹田 洋樹
竹田 誠
竹田 雅彦
竹田 みちる
武田 宗和
武田 陽平
武田 義隆
武田 吉正

武知 かおる
武智 健一
竹中 誠
竹中 隆一

索

竹田 明希子
竹田 彩香
武田 健一郎
竹田 健太
竹田 朱花
竹田 晋浩

SY13-5
O23-1
CP56-5
CP4-1
CP53-6，FP-245
O34-6
O47-3*，FP-250
DP29-6
IL11 座長，
WS6 座長，CR8-2*，
CR9-1，GD3-2，
O22-5，O46-3，DP29
座長，CP67-1
FP-283
O41-2
DP42-4
CP20-5，FP-037
CP15-4，CP44-6
CP66-3*，FP-137，
FP-286
FP-220
FP-249
DP24 座長，CP50-5，
FP-161，FP-165，
FP-231，FP-162，
FP-246
FP-052*
EL4*，SY2 座長，
SY2-3*，SY16-2*，
SY25-2，PC5-2，
CR5 座長，CR5-1，
CR5-2*，CP41-2，
CP50-3，CP50-4，
CP50-6，CP63 座長，
LS23 座長
CP21-5
O30-5，CP8-5
DP38-2*
FP-031
O10-4，CP18-3
CP58-2
DP18-3
SY17-2，O38-1，
O46-2*，CP55-6，
CP59-6，FP-307
DP16-6，CP47-3*，
FP-069
CP35-6*
DP17-2，FP-259
FP-131
FP-304
CP42-4
IL7 座長，
SY1 座長，SY8-1，
PC9-2*，CR8-5，
CR11*，O4-2，
DP20-6，DP26 座長，
DP36-1，DP47-5，
FP-211，FP-054
CP37-4
CP10-2
CP20-2，FP-296*
FP-144*
CP52-2
FP-272
DP24-6
EDS7 座長

田邉 三思
田邉 孝大

田邉 毅
谷 将星
谷 眞至
谷岡 野人
谷上 博信
谷河 篤
谷川 攻一
谷川 祐二
谷川 義則
谷口 聡子
谷口 淳一郎
谷口 誠太
谷口 巧

谷口 俊雄
谷口 隼人
谷口 英喜
谷口 博之
谷口 昌志
谷口 正彦
谷畠 進太郎
谷本 圭司
谷本 周三
谷本 和香奈
谷山 吉美
谷脇 裕介
谷脇 和歌子
田根 なつ紀
種市 尋宙
種田 益造
田上 正
高橋 徹
田畑 貴久

田畑 雄一

索
引

高萩 基仁
田原 慎太郎
田原 良雄
田淵 正樹
玉井 謙次
玉井 小百合
玉木 綾乃
玉城 愛子
玉城 正弘
民井 亨
田村 綾子
田村 幸二
田村 高志

FP-129
CP26-4
SY23-4，O30-3，
DP25-5，CP12-5，
FP-197，FP-240
CP7-6
O30-2
FP-177
O29-2
FP-144
DP45-2*
IL15 座長
CP22-4*
O7-2*，DP10-3
CP27-5*
DP5-4，CP23-6
CP13-5*
SY11 座長，
LS4*O4-4，O15-5，
O20-1，O28-1，
O29-3，O44-3，
DP8 座長，DP20-4，
CP41-4*，FP-194，
FP-234，FP-256，
FP-299
FP-322
O14-5，DP47-3*
SY20-1*，FP-226
O4-6，DP43-3，
FP-092
DP10-5*
FP-095，FP-167
O6-1
DP47-1
CP44-1
CP69-5
O54-4
DP12-5
SY21-2，O21-4*
O30-6，CP41-1*，
CP45-5
O31-1*，DP20-2*
O36-1
CP47-3
CP7-1
O1-6，O37-3，
DP7-5，DP24-3，
DP35-2，CP6-2，
CP11-4，FP-085，
FP-225，FP-253
O9-2*，CP37-5，
CP37-6，FP-207
O44-1
DP23-6
JS2-6*
FP-058
FP-231*，FP-246*
CP1-2
FP-057
FP-062*
O25-2，FP-021，
FP-058
SY13-4
O55-5，DP19-4
FP-223
CR13-2，CR13-3，
CR13-5，CP14-5*

田村 貴彦
田村 哲也
多村 知剛
田村 暢一朗
田村 暢一郎
田村 尚
田村 富美子
田村 正徳
田村 美沙紀
田村 美幸
田村 有人

田村 竜
為近 舞子
爲廣 一仁
田山 聡子
多羅尾 健太郎
樽井 武彦
多和田 哲郎
俵 祐一
檀上 弘樹
丹保 亜希仁

EL32*，O41-5，
DP1-3*，DP14-4
O27-3，DP45-6，
CP1-4
SY23-6*
FP-116
O5-5
FP-105
SY7-1*
O9-1
EL35，CP30-3*
FP-330
O11-6，O19-5，
O33-2，O33-3，
DP1-6，DP12-6，
CP4-3，CP7-3，
FP-070，FP-096，
FP-154，FP-293，
FP-294，FP-312
O34-5，CP6-3，
FP-045
DP29-5*
O13-2，FP-084*
FP-335
CP51-4*
SY20-3
O34-6，CP53-6，
FP-245
SY4-4，PC3-2
FP-127
O36-5，DP23-2，
CP4-4*

ち
近田 優介

千々岩 みゆき
千代 孝夫
千田 頼成
千田 康之
父川 拓朗
千葉 詩乃
千葉 宣孝
千葉 二三夫
千原 伸也

茶木 友浩
中條 浩介
趙 晃済
趙 崇至

O24-3，DP3-5*，
DP12-3，DP26-5，
CP10-4，CP10-5
PD2-1
O3-1，CP26-2，
FP-281
FP-325
O17-2，CP60-1*
CP32-4*
CP15-6
O10-1*
DP27-5*
EL12，O56-4，
DP26-4，CP30-6*，
FP-143
O18-4
DP23-4
DP6-3，FP-170，
FP-171*
CP27-1，FP-003

つ
塚越 美喜子
塚田 恵
塚田 泰彦
塚原 郁夫
塚原 紘平

塚原 大輔
塚原 怜子
塚本 学
塚本 佐保

CP24-6
O20-2，FP-023
CP68-2，FP-158
FP-173
PD1-3，O46-1，
DP21-6，DP31-1，
CP51-6，FP-153
SY7-2*
O35-4*
CP70-1
DP28-5
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月岡 悦子
月永 晶人
佃 順子
津久田 純平

柘植 梨帆
辻 一宗
辻 和也
辻 達也
辻 菜々子
辻井 厚子
辻川 翔吾
辻口 直紀
辻田 裕昭
辻田 靖之

辻村 悠
辻村 有香
辻本 登志英
辻本 雄太
津田 恭子
津田 雅庸
津田 雅美
土子 紗也香
土田 奈緒美
土屋 滋雄
土屋 志保
土屋 洋之
土谷 真基
土屋 正彦
土屋 守克
土山 あすか
筒井 徹
都築 誠一郎
都築 典子
都築 通孝
堤 貴彦
堤 晴彦
堤 保夫
堤 理恵
綱野 祐美子
恒光 健史
恒吉 勇男
恒吉 さやこ
都能 克博
角田 恵理子
角田 美保子
椿 康輔
津端 徹
粒良 昌弘
壷井 伯彦

SY21-1，CP31-5*
O28-4
PD3-3*，O55-3
SY9-3，SY15-2*，
SY15-6，O33-4，
DP37-1，CP3-4，
CP54-3
CP43-2
FP-218
FP-272
CP12-6
CP12-6
O43-4
CP9-2
DP22-1，DP41-4，
DP48-2
CP6-1
O1-6，O37-3，
DP7-5，DP24-3，
DP35-2，CP6-2，
CP11-4，FP-085，
FP-177*，FP-203，
FP-225，FP-253，
FP-363
DP37-5
SY15-5
O3-1，CP26-2，
CP42-1，FP-281
FP-131*
CP29-2，CP29-5*
FP-188
DP41-2
DP37-5
FP-039
DP48-2
O45-3
CP12-2
FP-123
CP9-2
CP56-1
CP43-1
CP41-3，CP41-5
O34-6，CP53-6*，
FP-245
FP-056
CP23-5*
O47-6
DP32-3
O41-1，DP2-2，
CP65-1
PC13-2*，ES2-2*，
O41-1*，CP21-2
DP30-2*，DP30-5，
CP45-5
DP29-3，CP68-6*，
FP-310
FP-095，FP-167
DP50-1*
DP4-4
O21-2
CP52-2
CP57-3
DP10-6
SY25-3，O9-3，
O27-5，FP-164*
SY20-5，SY23-2，
DP43-6，CP56-6*

坪井 英之
坪内 宏樹
坪倉 正治
坪田 貴也
坪田 誠
露木 菜緒
鶴 昌太
鶴岡 歩
弦切 純也
鶴田 良介

鶴見 昌史
鶴見 由季

CP64 座長
SY8-3*，FP-173，
FP-060
AW1-1
CP38-3
CP65-5*
LS33-1*
O33-5，DP32-2，
FP-255，FP-295
O50-3*，CP8-1
DP11-4，DP20-3，
CP53-3，FP-028
EL16*，SY13-1，
PD2-5，GD2-1，
DP49 座長
O6-6，O11-5
FP-287

て
手賀 丈太
出口 志保
出口 美希
出口 善純
出崎 陽子
勅使河原 勝伸
手嶋 英樹
手島 保
手塚 正美
出見世 真人
寺井 彩
寺井 孝弘
寺尾 嘉彰
寺坂 美津子
寺崎 貴光
寺沢 幸洋
寺澤 篤
寺澤 幸枝
寺島 嗣明
寺島 良幸
寺田 えり子
寺田 晋作
寺田 真也
寺田 亨志
寺田 貴史

土井 賢治
土井 研人

土居 ゆみ
問田 千晶
戸井田 朋恵
藤 雅文
堂籠 博
東條 圭一
東田 かずえ
藤内 まゆ子
當麻 麻美
当麻 美樹
道免 和久
當山 護剛
遠矢 希
遠山 昌平
遠山 真吾
渡海 裕文
戸梶 慎也
土岐 圭伊子
土岐 美沙子
時岡 宏明

時田 祐吉
釋谷 和子
徳江 彩
徳田 賢太郎
徳田 隼人
徳永 蔵人
徳永 健太郎
徳平 夏子
徳毛 健太郎
徳山 榮男
徳山 秀樹
渡慶次 賀博
利川 亜弥
戸敷 咲
豊島 歩美
戸田 宏一
戸田 孝子
戸田 成志
戸田 雄一郎

DP29-6*
SY10-1*，
SY10-2*，AW5-1，
LS3*，LS26*，
O10-6，O16-4*，
O19-2，O48-2，
DP7-1，DP29-2，

栃倉 尚広
鳥取 洋昭
土手 健太郎

土手 尚
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冨石 香代子
富岡 秀行
富岡 靖友
富田 明子
冨田 栄一
富田 静香
富田 敏司
富田 仁美
冨田 麻衣子
冨田 真晴
富田 康弘
富田 守
冨永 浩史
富永 隆子
富永 直樹
富野 敦稔
富山 修志
富山 憲幸
富山 洋
豊見山 真智子
友塚 直人
朝野 和典
友原 千恵
外山 裕章
豊島 千絵
豊田 泉

豊田 将平
豊田 幸樹年
豊原 貴之
鳥居 隼
鳥井 直子
鳥越 綾美
鳥越 勇佑

DP46-2，FP-111*
FP-107*
DP6-4
DP25-4
DP37-6，CP28-2，
CP47-6，FP-001*，
FP-134，FP-136
DP41-6
FP-192
FP-051
FP-314*
O27-2
CP55-2
O53-6*
O42-3*
O27-3，DP45-6
FP-066，FP-282
DP25-3
O7-5*
CP30-1
DP4-6
O30-2
FP-188
CP12-2
EDS3*
CP66-2
O56-1
DP45-3*，FP-305
EL29*
CP36-2
DP47-2
FP-179*
DP21-1，DP38-6，
CP1-2，FP-367，
FP-014，FP-112
FP-310
DP8-1，CP38-3，
CP59-2，FP-212*
CP18-4*，CP20-4
SY8-3，FP-173
FP-144
CP42-3
O3-3

な
内藤 貴基
内藤 久貴
内藤 祐次
内藤 祐介
内藤 慶史
内藤 慶文
中 公三
中井 浩司
中井 信吾
中井 真尚
長井 昭宏
永井 佳生理
長井 孝二郎
長井 勇樹
永井 優子
永井 佑典
永井 友梨
永石 かずみ
長石 恭子
中永 士師明

O1-5，O22-3*，
DP21-5，CP56-4
CP36-1*
DP46-3
O8-5
O34-2
CP65-3
DP26-1*
FP-128
SY20-2
CP38-1*，FP-319*
CP7-2
CP44-4
O48-3
CP50-1*
SY7-5，FP-219，
FP-258
SY20-4*
FP-237*
CP35-1
CP44-2
DP42-5，FP-257

引

と

土井 松幸

十時 崇彰
利根澤 慧
土肥 謙二
飛永 覚
戸部 賢

索

寺田 直子
寺田 統子
寺田 雄紀
寺竹 洋一
寺戸 通久
寺西 広美
寺町 涼
寺山 毅郎
照屋 孝二
天願 俊穂

FP-097*
CP14-4*，FP-093，
FP-145*，FP-178
DP43-2，CP24-5
FP-075
WS1-2，O46-6，
DP14-1
O23-1
SY21-2，O21-4
DP15-3
CP36-4
O25-3，O25-4
DP41-1*，CP46-4
DP41-1
DP26-3
FP-019
DP48-1
FP-011*
DP29-5，CP3-5，
CP43-2
FP-139
FP-188
O7-3，DP17-1
FP-052
DP5-4，CP23-6
FP-058
CP5-2
O10-4，CP18-3*，
CP22-5
CP43-3，FP-354
O4-3，FP-250
O8-5
O10-2
O46-1，CP51-6
O14-5
O4-6*，FP-092
DP48-3
DP27-6，FP-049
CP64-1

土肥 千秋
土井 智章

CP28-6，CP47-5，
FP-254
CP16-5
SY14-2，DP14-3，
DP44-2*，DP47-3
EL8 座長，SY8-2，
CR9-1，O7-4，
O12-5，DP31-4，
DP39 座長，DP39-3，
CP12-1，FP-230，
FP-315
FP-151，FP-160
DP4-3*，CP67-4，
FP-284
FP-067
O22-5，CP67-1
CP26 座長
EL35*，CP30-3
CP15-4，CP44-6
O16-2，DP17-6，
DP44-5，CP33-4
PD3-2*
CP18-4，CP20-4
DP28-3，DP28-6
FP-062
CP64-5，FP-345
CP66-4，CP68-5
FP-272*
O11 座長，CP23-4，
FP-267
FP-272
CP67-4
DP46-6
PL1 座長，EL5*，
SY2 座長，O1-3，
O15-6，FP-027
O28-3，CP9 座長
O4-3
CP47-6，FP-001
O17-6，O28-2，
DP45-1，FP-108
FP-076，FP-214
DP34-5，CP51-2
CP36-1，FP-068
SY25-1*，O9-2，
CP37-5*，CP37-6
CP3-3*
O6-2，CP38-6，
FP-186
FP-238
SY7-5，FP-219
FP-258
O54-2，FP-004
DP50-4*
FP-140
CP19-4
O50-6
DP26-1，DP45-3，
FP-305
SY25 座長，SY25-4，
CR5-1，CR5-2
SY18-2
CP8-1
EL18 座長，WS1-2*，
O33 座長，O46-6*，
DP14-1
CP62-6*，FP-237

長江 正晴
長江 優介
中尾 篤典
中尾 謙太
中尾 浩一

中尾 彰太
中尾 博之
長尾 明紘
長尾 健
長尾 進一郎
中岡 香織
中岡 正昭
中岡 幹彦
仲上 豪二朗
中川 敦寛
中川 温美
中川 弘大
中川 さつき
中川 聡

中川 晋
中川 隆
中川 拓
中川 哲也
中川 元文
中川 惟
中川 裕一
中川 有記
中川 義嗣
中川 純泰
中川内 章
長坂 安子
永迫 望
中沢 弘一

索
引

中澤 速和
中澤 陽子
長澤 佐地子
長澤 康行
中嶋 いくえ
中島 邦喜
中島 久美子
中島 研
中嶋 浩二
中嶋 辰徳
中島 強
中島 仁美
中嶋 保則
中島 義仁

CR8-7，O38-4，
DP13-3*
CP40-3，CP54-4*
O3-5，O43-5*
O36-2，DP30-1，
FP-187*
SY24 座長，O6-4，
DP15-4，DP32 座長，
CP58-5，FP-298
DP48-4
O17-5，CP47-4
DP16-6，FP-069
SY15-5
O52-3
FP-338
O55-4*
FP-181
CP44-5
DP47-2
O42-5
FP-289*
DP50-3*
IL8 座長，SY12-2，
SY16 座長，
SY16-4*，SY23-2，
CR4-1，CR4-2，
CR4-3，CR5-1，
CR5-2，CR16-1*，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3，GD3-4，
GD3-5，GD3-6，
O1-4，O2-4，O9-5，
O34-4，DP20 座長，
DP43-6，CP56-6
EL28 座長，O11-2，
CP23 座長
O12 座長
O28-2
FP-363
FP-308
FP-257*
CP69-1
FP-122
DP37-5*
CP36-1
O7-2，DP10-3
FP-205
DP42-1*
SY8-2，O2-3，
DP5-6，FP-130，
FP-204
O56-1，DP27-2
FP-359
CP43-3
SY11-6*
O43-3，DP6-6
CP7-4
DP46-6
DP7-2
CP45-2
CP10-6
SY13-2，DP31-3*，
CP1-3
CP27-3
FP-248
DP13-5，CP14-3，
CP45-4，FP-232，

中島 竜太
中島 愛那
中嶋 いくえ
中嶋 いくえ
中島 康佑

中島 潤
中嶋 駿介
中島 勧

中島 貴志
中島 幹男
中島 靖浩
中島 芳樹

中島 義博
永嶋 太
長島 史明
長島 道生
長島 亮太郎
仲宗根 正人
中田 一弥
中田 一之
中田 諭
中田 秀一
中田 早人
中田 円仁
中田 充生
中田 孝明

永田 功
永田 一真
永田 和之
長田 圭司
永田 二郎
永田 剛大
長田 俊彦

永田 真理
中瀧 恵実子
中谷 桂治
中谷 武嗣
長谷 洋和
仲地 勝弘
長津 貴子

FP-349
FP-076，FP-214*
DP49-1
O56-6
DP9-3
O49-5*，DP26-6，
DP46-6，FP-019，
FP-223*
CP26-1*
O15-3，O36-5
AW5-1，O7-1，
O10-6，O19-2，
O48-2，DP29-2，
CP28-6，CP47-5，
FP-364
CP27-1*
WS6-3
FP-112
SY8-2，LS33 座長，
O7-4，O12-5，
DP39-3，CP12-1，
FP-230，FP-315
DP3-2
SY15-4，FP-141
DP16-6
O15-3
O12-6，DP27-3，
FP-065
FP-074
DP25-5
DP32-3，CP32-6，
CP56-1
SY19-4*
DP37-1
CP70-5
CP33-5*
FP-263
SY5-3，SY10-1，
SY17 座長，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
CR15-1*，CR15-2，
CR15-3，CR15-4，
CR15-5，GD3-1*，
GD3-2，GD3-3，
GD3-4，GD3-5，
GD3-6，O22-1，
O47-5，CP8-3，
CP11 座長
O22-5，CP67-1
CP16-3，FP-004
O49-5，DP26-6
CP5-3，CP34-2*，
FP-086，FP-185
DP44-2
CP2-3*
O23-5，CP17-3，
CP58-4，CP69-4，
FP-216
CP43-2
CR8-8*，DP30-2，
CP45-5
O38-3
O55-2
DP48-6*，CP24-1
FP-219*，FP-258
O35-3*，DP37-5，
FP-357
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中塚 峻
長門 優
永登 諒
中西 和雄
中西 加寿也
中西 克彦
中西 豪
中西 未来
中西 美鈴
中根 正樹

中野 顯
中野 恭子
中野 清治
中野 諭

中野 志保
中野 貴明
仲野 徹
中野 真結
仲野 実輝
中野 通代
中野 実
中野 裕子
中野 雄介
永野 何奈
永野 達也
永野 範子
永野 雅英
長野 真之
永野 雄大
長野 ゆり
中橋 健太
中橋 奨
長濱 真澄
中原 絵美子
中原 光三郎
中原 貴志
中原 毅
中原 真由美
中張 浩史
永渕 弘之

中堀 泰賢
仲間 敏春
仲間 康敏
長間 将樹
中前 健二
永松 将吾
中丸 真
長見 英治
中溝 玲
仲道 孝次
中道 親昭
中道 嘉

FP-131
O30-5
FP-058
O46-6，DP14-1
CP20-2，FP-296
O11-3
O18-1
O48-3*，DP15-5
CP51-1
EL25 座長，EL26*，
SY2-2*，O3-2，
DP39-2，DP49-4，
FP-140，FP-300
O14-3，O54-3，
FP-009
FP-367
O56-1，DP27-2
SY25-3，O9-3，
O27-5，O32-1，
O32-4*，FP-164
DP21-1*，DP38-6，
FP-112
CP33-3，CP55-1
SL8*
CP44-4
SY8-3，FP-173
DP21-1，FP-014，
FP-367
CP61 座長
FP-215
CP41-6
DP41-3*
CP50-5，FP-161，
FP-162，FP-165
FP-019
O6-4*，DP15-4，
CP58-5，FP-298
CP19-3
DP31-3
CP69-2
SY20-2
CR6
FP-095，FP-167
CP16-4
CP7-3*，FP-294*
SY13-1
CP48-2
O48-6，DP15-2
O56-6
SY12-4，O37-1，
DP12-2，CP6-5，
CP63-2，FP-166
SY17-3
O25-2*，FP-021，
FP-058
O25-2，FP-058
CP53-1
CP23-5，FP-270
FP-031
O14-1
CP30-2*，FP-217，
FP-224*
DP28-1
CP22-4
DP12-5，FP-026
O51-1，O51-3，
DP45-4，CP39-3*，

仲嶺 洋介
長嶺 嘉通
中村 藍子
中村 秋子
中村 篤雄
中村 敦子
中村 造
中村 絵美
中村 和裕
中村 一文
中村 可奈
中村 香代
中村 公秀
中村 恭子
中村 京太
中村 久美子
中村 久理子
中村 恵子
中村 景子
中村 惠子
中村 健
中村 謙介
中村 幸子
中村 覚粛
中村 周道
中村 順子
中村 俊介
中村 尚子
仲村 尚司
中村 卓郎
中村 禎志
中村 達也
中村 利秋
中村 年宏
中村 友彦
中村 智美
中村 智之

中村 夏樹
中村 紀子

中村 美津
中村 充輝
中村 光伸

中村 美穂

中村 芳美
中村 龍
中村 陵子
中本 收
仲本 昂平
中本 直樹
永本 盛嗣
中森 靖
中森 裕毅
永森 達也
中屋 雄一郎
長屋 佳奈子
長屋 慶
中山 章子
中山 泉
中山 和子
中山 和也
中山 敬太
中山 志津
中山 伸一
中山 誠一
中山 友子
中山 奈津紀
中山 文彦
中山 祐子

中山 雄司
中山 雄二朗
永山 正雄
南雲 貴美子
奈倉 武朗
奈倉 武郎
名倉 弘樹
梨木 洋
那須 愛美
那須 敬
那須 徹也
那須 敏裕
那須 道高
名知 祥
夏川 知輝
名取 良弘
七尾 大観
七松 恭子
鍋田 雅和
生須 義久
生津 綾乃
並木 みずほ
並木 亮

O56-4，CP30-6
DP49-3
CP46-2*
CP29-1
O11-1，O23-3*，
DP27-3，FP-148
DP43-2，CP24-5
O29-2*
CP25-2
CP62-1
CP54-1*，FP-278，
FP-280
SY17-3，O15-1，
O44-5，DP1-1*
O4-2*
FP-241
CP60-4*
DP6-2
FP-313*
CP36-2*
O16-5*，CP13-3，
FP-333
CP1-1
DP8-4*，CP53-5，
CP64-1，CP66-1*
FP-056
FP-263
O40-3
PD3-4*
DP11-6
FP-054*
O56-1
DP22-6
DP33-6
SY16-3，O4-1，
O16-6，O32-3，
O50-4，DP10-5，
DP35-3，DP35-6*，
CP20-6，CP45-6，
CP50-1，CP50-2，
CP57-1，FP-209
DP3-1，DP3-2
FP-089，FP-301
SL13 座長，EL20*，
EDS7-1*，O17-1
CP44-1
CP32-6，CP56-1
DP32-3
SY4-4，PC3-2，
O39-3
FP-044*
DP49-5*
EL22，FP-033
O50-3
O49-4
CP3-1
CP1-2*，FP-367
O31-5
O38-5
CP8-6，CP19-1，
CP24-2，FP-291
CP1-1，FP-260
FP-196
AW3-2
O19-1，DP16-4
CP52-2
SY20-5，CP56-6
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行貝 有希子
奈良 理
奈良 岳志
南良 義和
楢原 創
成田 和也
成田 知大
成田 英仁
成田 祐司
成松 英智
成松 紀子
成尾 浩明
成瀬 智
成宮 博理
南学 正臣
南郷 栄秀
南條 裕子
難波 志穂子
難波 由美子

CP63-2
DP9-4，CP39-2*
CP24-6
CP23-5
CP28-2，FP-001
O34-1
FP-043*
DP49-2*
FP-139
CP21-4
FP-346
DP6-1，DP10-1，
DP16-1，FP-239*
O12-5
O9-2，CP37-5，
FP-207
FP-254
WS6-1*，GD4
CP44-5*
DP19-2
DP19-2

に
新 典雄
新井 篤史
新津 健裕

新沼 廣幸
新納 教男
三原 亨
新原 寛之
新美 太祐
新山 和也
新山 修平
丹生 治司
二階 哲朗
西 憲一郎
西 信一

西 幸恵
西浦 猛
西江 和夫
西尾 健治
西尾 友子
西岡 成知
西岡 典宏
西海 創
西垣 孝行
西方 貴洋
西上 和宏

西川 精宣
西川 正美
西川 祐策

CP30-4
CP70-5*
SY16-3，O4-1，
O16-6，O32-3，
O35-4，O50-4，
DP10-5，DP35-3，
DP35-6，CP20-6，
CP45-6，CP50-1，
CP50-2，CP57-1，
FP-209
CP51 座長
FP-285
DP32-1
DP32-1
FP-259
DP42-2，CP2-1*
DP25-4，DP30-4，
CP18-2*，FP-351
DP26-2，FP-124
DP32-1，CP70-5
O36-4，CP69 座長
SY26 座長，
CR3 座長，GD2-1，
O46 座長，DP17-5，
DP28-3，FP-304
DP39-6
O15-3，O36-5，
CP4-4
FP-127
O23-5
O54-4
O11-3
CP66-1
FP-127
O49-1
DP40-1
SY26-3，GD2-4，
O6-4，DP15-4，
DP40-5，DP49-5，
CP25-6，CP58-5，
FP-298
CP9-2
CP43-2
CP10-1，CP17-4，

引

中村 真央
仲村 将高
中村 真巳
中村 道明
中村 通孝

中村 勇輝
中村 有作
中村 ゆかり
中村 由実子
仲村 佳彦

索

中村 教人
中村 仁
中村 博昭
中村 不二雄
中村 文人

FP-083
CP64-1
DP15-2*
CP4-1*
O55-3*
FP-196
CP36-5
FP-290
CP56-2
O23-6
CP51-6
CP15-2
FP-050
O7-2，DP10-3*
EL35，CP30-3
SY14-2，O14-5，
O48-5，DP47-3
FP-105
DP24-6
O56-2*
FP-090
O14-4
SY20-2*
DP34-5*，CP51-2
FP-051
CP49-1
CP55-5，FP-306*
DP10-2*
AW1-1，AW1-4，
FP-012
O37-5
DP25-6
CP26-1
DP6-1，DP10-1，
DP16-1，FP-239
CP67-3
EL2 座長，DP26-3，
CP54-2，CP61-4*
CP70-3
O2-5，O32-2
DP22-2
PC13-1*，O18-3，
DP46-4，CP4-5，
CP28-5，CP66-6
CP47-1
O14-3，O54-3*，
FP-009*
FP-199
CP7-2
CP62-1
DP6-2，CP12-6
CP50-5*，FP-161，
FP-162，FP-165*
FP-057
O20-3，DP38-4
DP42-2，CP2-1
CP29-4
SY26-3，DP15-4*，
CP25-6，CP58-5，
FP-298*
O25-1
CR2-1
GD2-3，O23-2，
DP2-3，CP45-3，
CP64-3，FP-138
O4-4，O15-5*，
FP-256，FP-299

錦織 大輔
錦見 満暁
西郡 卓
西嵜 政仁
西迫 良
西澤 英雄

西澤 義之
西島 功
西條 幸志
西田 晶子
西田 修

西田 幸司
西田 翔
西田 武司

仁科 健
仁科 典子
西中 徳治
西信 俊宏
西畑 庸介
西原 佑

索

西原 教晃
西原 英輝
西原 浩真
西平 崇人
西村 和典
西村 佳奈子
西村 祐枝
西村 信哉
西村 太一
西村 健
西村 哲郎

引

西村 奈緒
西村 奈穂

西村 真樹
西村 匡司

CP48-1
DP3-1*，DP3-2
SY15-3*，DP16-5*，
CP7-3，FP-294
O6-6*
FP-063
CP26-6
CP8-6，CP19-1，
CP24-2，CP32 座長，
FP-291
O22-6，O24-4
SY7-5，FP-219，
FP-258*
SY3-4*
CP60-2
PC13-1，CR4-1*，
CR4-2，CR4-3，CR7
座長，CR7-1，
CR7-3，CR10*，
GD1-1～7，
GD1-1 担当理事，
GD3 座長，GD3-1，
GD3-2，GD3-3，
GD3-4，GD3-5，
GD3-6，LS32 座長，
ES2 座長，AW1 座長，
O18-3，DP1-2，
DP17-2，DP46-4，
CP4-5，CP28-5，
CP30-4，CP36-6，
CP66-6，FP-259，
FP-264
O41-4
O51-2
O12-6，DP21-4，
DP27-3，CP64-4，
FP-065
CP9-4，CP9-5
SY7 座長，O14 座長
FP-249
DP30-3
FP-181*
O46-6，DP14-1，
CP60-6
AW2-4，DP48-2
CP70-2*，CP70-6
PC2-2，DP37-3*
CP3-2
DP48-1
CP15-5*
O45-5，CP29 座長
O53-6，DP16-2
O38-4
O43-5，CP47-4
O10-4，CP18-3，
CP22-5
O2-4
SY23-2，O1-4，
O9-5，O34-4，
DP43-6，CP29-3
FP-243
PL1*，ML1 座長，
SL9 座長，
EL34 座長，
CR8-6，CR8-8，
O24-3，O41-1，
DP3-5，DP12-3，
DP26-5，DP30-2，

西村 真人
西村 摩里子
西村 侑翼
西村 与志郎
西本 亜紀子
西本 直紀
西山 謹吾

西山 久美江
西山 慶
西山 隆
西山 隆久
西山 元啓
西山 遼太
西脇 公俊
西分 和也
西和田 史子
新田 憲一
新田 憲市
新田 俊一
新田 正和
二藤部 英治
二ノ坂 建史
二宮 万理恵
仁平 かおり
二瓶 俊一
仁平 知保
丹生谷 啓介
丹羽 公一郎
丹羽 雄大
丹羽 英智

DP30-5，CP10-4，
CP10-5，CP21-2，
CP45-5，FP-206
FP-274
DP50-4
O29-1
O29-1*
O26-4*
CP40-1
DP8-2，CP18-1，
CP31-1，CP51-5，
CP60-3，FP-251，
FP-272
O35-1*
SY15-5*，DP6-3，
FP-171
O29-1
O36-6
DP32-6
O36-6
SY8-2，AW3-3，
FP-041，FP-201
FP-270
CP57-3
O20-2
DP18-3，CP23-3，
FP-183，FP-190
DP39-6
O2-2，DP31-5*，
DP32-5，CP21-1
FP-218
CP22-4，CP32-3
CP4-2
FP-052
CP5-3，CP34-2，
FP-086，FP-185
CP31-3，FP-088
DP29-2*
FP-181
DP4-1，CP64-6
DP14-6，DP20-5，
CP9-6，CP28-4

ぬ
貫和 亮太
布宮 伸

沼尾 嘉美
沼口 淳
沼口 敦

沼田 ありさ
根岸 穂波
根岸 美和
猫宮 伸佳

CP26-5*
EL28*，WS2 座長，
CR4-1，CR4-2，
CR4-3，GD2-1，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3，GD3-4，
GD3-5，GD3-6，
LS5 座長，LS22 座長，
CP42-5，FP-231
FP-198
SY15-3，DP16-5
O11-6，O19-5，
O33-2，O33-3，
DP1-6，DP5-5，
DP12-6，CP4-3，
CP7-3，FP-070，
FP-096，FP-154，
FP-293，FP-294，
FP-312
CP44-6
CP33-3*
FP-261
O49-4
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根来 加奈子
根来 政徳
音成 芳正
根本 享子
根本 慎司
根本 千秋
根本 真人
根本 学
野入 英世
野木 一孝
䅏田 一旭
野口 啓
野口 智子
野口 裕幸
野坂 宜之
野崎 義宏
野島 剛
野瀬 浩文
野田 健仁
野田 明里
野田 慶太
野田 透

野田 俊之
野田頭 達也
野津 佳代子
野手 英明
野中 沙恵
野中 千春
野中 利道
野中 勇士
野々木 宏
野々村 智子
野原 剛
野原 隆司
野間 貴之
野村 岳志
野村 智子
野村 智久
野村 泰充
野村 祐子
野村 亮介
則尾 弘文
法雲 浄恵
則末 泰博

則本 和伸

DP5-2
FP-274
DP30-3，FP-366
FP-359
O41-2
CP68-2，FP-158
CP22-1
DP42-2，CP2-1
O16-4，DP7-1，
FP-254
DP17-6*，DP44-5，
FP-266
DP16-1*
DP29-6
DP20-5
EL13 座長
PD1-3*，FP-153
DP1-5，CP59-3
O34-5，CP6-3，
FP-045
FP-226*
DP29-3，CP68-6，
FP-310*
O49-3，FP-268
DP11-5
O4-4，O15-5，
O20-1，O28-1，
O44-3，DP20-4，
CP41-4，FP-194，
FP-256，FP-299
O6-1
CP26-5
CP44-1
SY8-3，FP-060
FP-173*
CP54-1，FP-278，
FP-280*
FP-088
FP-269
CP45-2
JS2-1*，JS2-2*
SY25-4
O52-5*
LS15 座長
DP34-1*
O6 座長，O36-3，
DP23-1
FP-116*
DP11-3，FP-002*，
FP-227
O8-5
DP6-2
O10-5
CP55-5，FP-306
O26-1
CR13-2，CR13-5，
GD4，O1-5，O22-3，
DP21-5，CP56-4
O23-5，CP17-3，
CP58-4，CP69-4，
FP-216

は
灰原 博子
橋本 学
芳賀 大樹
芳賀 拓

FP-263*
FP-252
O2-4*
FP-220

袴田 晃央
萩原 信太郎
萩谷 圭一
萩原 令彦
萩原 かな子
萩原 周一
萩原 純
萩原 誠久
萩原 祥弘

萩原 理紗
白前 達大
箱崎 貴大
硲 光司
橋田 知明
橋爪 裕子
橋場 英二

羽柴 克孝
波柴 尉充
橋本 篤
橋本 克彦
橋本 佳苗
橋本 圭司

橋本 賢一
橋本 賢吾
橋本 孝治
橋本 聡
橋本 悟

橋本 慎介
橋本 正博
橋本 学

長谷川 麻衣子
長谷川 信
長谷川 将嗣
長谷川 みどり
長谷川 豊
長谷川 ユリ
長谷川 隆一

長谷川 竜馬
櫨木 大祐
秦 浩一郎
畑 典武
秦 広樹
秦 由美子
羽田 佑
羽田 朋人
畠山 淳司

畠山 登

畠山 龍人
籏智 武志
幡野 雅彦
畑林 絵梨香
籏本 恵介
畑山 一貴
蜂谷 聡明
八田 英一郎
八反丸 善裕
服部 一生
服部 響子
服部 潤
服部 淳一
服部 友紀
服部 憲幸

塙 恵子
馬塲 雄造
馬場 義行
濱 厚志
浜 真麻
濱岡 早枝子
浜川 綾子
濱川 俊朗
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濱口 純

濱口 真実子
濱口 美咲
濱口 満英
浜崎 安純
濱崎 順一郎
濱崎 真帆
浜崎 幹久

濱田 孝光
濱田 毅
濱田 直弥
濱田 宏
浜田 隆太
濱津 宏太
浜中 一郎
濱邊 祐一

濱見 原
濱本 奈央

濱本 実也
濱谷 英幸
速井 俊策
早川 桂
早川 航一
早川 浩史
早川 翔
早川 聖子

早川 隆宣
早川 典代
早川 政史
早川 峰司

早坂 達哉
早坂 佳晃
林 逸江
林 栄里
林薫
林 久美子
林 健一郎
林 堅二
林 賢二
林 健太郎
林潤
林 大介
林 拓也
林 輝行
林 俊誠
林 智子
林 南穂子
林 秀晴

DP16-1，FP-239
O31-2，DP2-6，
DP7-3，DP21-2*，
DP45-2，CP69-3，
FP-091，FP-133，
FP-169
CP29-2*，CP44-2
DP42-3
AW2-1，O31-4*
SY20-2
DP39-1
FP-016*
SY17-2，O38-1，
O46-2，CP55-6，
CP59-6
CP15-1
O44-2
FP-261
CP60-5
O36-6
FP-261
CP52-5
DP25-5，SY23-4，
O30-3，CP12-5，
FP-240
DP33-2
SY25-3，O9-3，
O27-5，O32-1，
O32-4，FP-164
DP41-5*，CP58-6
DP27-1
DP43-3*
SY9-3，O23-1*
FP-241
FP-349
O28-4
PC13-1，CP4-5，
CP28-5，CP66-6，
FP-259
O12-2
O18-1
CP64-6
SY6-2*，GD3-5，
O23-1，O23-4，
O29-5，O37-2*，
O37-4*，O37-6，
O51-6，CP6-4*
FP-300*
FP-332
CP43-2
FP-038*
FP-009
EL31*，SY3 座長，
DP45-3，FP-305
SY20-5，CP56-6
CP22-1
CP1-2
O15-3
SY20-2
CP23-5
SY12-4*，O37-1*，
DP12-2*，FP-166
O49-1
CP45-3
FP-041
O36-1
O49-6

引

服部 希衣子
服部 祐子
服部 洋一郎
鳩本 広樹
花岡 和也
花岡 伸治
花岡 勅行
花岡 正志
花隈 淳
花崎 元彦
花田 匡利

DP15-2
DP37-6
CP47-2*
CP30-4
AW3-2
CP35-1
SY21 座長，
GD2-17，LS8-1*，
O35-3，DP13-2，
DP37-5，CP28-1，
CP40-3，CP48-6，
CP49-2，FP-35
CP70-5
O27-5
FP-170
O6-6，O11-5
O55-2
FP-342
O6-5*
DP36-5
SY18-6，WS3-5，
CR8-2，GD3-2，
O22-5，CP67-1*
GD2-2，O40-3，
DP30-6，CP56-2，
FP-079，FP-119，
FP-318
CP30-1*
CP50-3，CP50-4，
CP50-6
O10-2
FP-265
FP-015*
PD1-3，FP-153*
O4-4，O15-5，
O28-1，FP-194
O11-3
O52-1*
CP53-4，FP-178*
DP4-3
DP4-3，DP37-4，
CP57-2*，FP-037
DP43-5*
SY10 座長
O22-1，CP8-2，
CP8-3
O49-1
CP36-2
DP23-6
DP27-3*
DP40-6
CP14-4
CP33-6
CP16-3
FP-128
EL22，FP-033
SY4-4，PC3-2*，
CR7-2，O39-3*
CP63-3
O43-6*
CP25-1*
CP15-6*
FP-039
CP65-3，O34-2
O36-2*，DP30-1，
FP-187
DP6-1*，DP10-1，

索

橋本 めぐみ
橋本 由貴
橋本 佳浩
橋本 良子
橋本 篤
長谷 守
長谷川 栄寿
長谷川 和子
長谷川 景子
長谷川 潤
長谷川 祥子
長谷川 達也
長谷川 智宏
長谷川 智巳
長谷川 英雄

DP31-4
DP39-1*
CP32-2，CP51-3，
CP52-6
O43-4
DP25-1
CP26-1
O43-4，FP-360
CP21-3，FP-192
O31-2，DP2-6*，
DP7-3，DP21-2，
DP45-2，CP69-3，
FP-091*，FP-133，
FP-169
DP28-1
CP10-1*，CP17-4，
CP48-1
CP14-1*，FP-215
FP-314
O20-3，DP38-4，
CP8-3*
FP-328
O13-3，DP2 座長，
DP14-6*，DP20-5，
CP9-6，CP28-4
CP67-4
FP-188
GD2-2，FP-079*，
FP-318
DP36-4*
DP26-4
CR13-2，CR13-3，
CR13-5，O23 座長，
CP15-1，CP56-6，
FP-267*
O28-6，DP48-3
DP7-5*，DP24-3，
DP35-2，FP-203
FP-112
CP28-3，CP52-3，
CP55-3
IL5 座長，IL14 座長，
EL24 座長，
PC10 座長，CR1 座長，
CR1，CR3-6，
GD4*，LS8 座長，
AW5-4，O9-2，
CP37-5，CP37-6
SY8-3
FP-346*
DP7-6，DP36-6，
FP-205*
O25-3，O25-4
CP68-6，FP-310
CP41-3
PD3 座長，CP2 座長
DP30-6
CP21-4
CP22-3，FP-350
FP-201
FP-129*
O31-6
FP-173
O7-3，FP-149*
CP12-3，CP20-3*
AW2-3*，O27-6
CP58-3

林 弘樹
林 裕樹
林 洋史
林 裕之
林 昌晃
林 真雄
林 峰子
林 宗貴
林 靖之
林 裕子
林 悠介
林 ゆかり
林 淑朗

林田 晃寛

林田 和之
林田 敬
林田 賢史
早瀬 直樹
早田 学
速水 元
速水 弘
原 賢史
原 俊輔
原 真也

原 哲也
原 直美
原 麻衣子
原 雅俊
原 祐子
原 悠也

索

原 義昭
原 義明
原 嘉孝

引
原木 俊明
原口 剛
原口 さやか
原口 正大
原口 義座
原澤 朋史
原田 真希
原田 愛子

CP64-3
DP40-4*
O28-3*，DP25-1，
DP36-1，CP38-5
DP29-1
DP26-5，CP10-4*，
CP10-5
O3-4*，DP23-5
FP-106
O20-4，CP11-3
O31-5，O44-1，
CP64-2
O26-4，CP16-2
DP31-5，DP32-5，
CP21-1
CP46-3
SY17-1*，SY18-9*，
CR4-1，CR4-2，
CR4-3，GD3-1，
GD3-2，GD3-3，
GD3-4，GD3-5，
GD3-6，GD4，
O16-2，O47 座長，
DP17-6，DP44-5，
CP11-2，CP33-4，
FP-266
O49-5，DP26-6，
DP46-6，FP-019，
FP-223
O51-2
SY15-5，SY23-6，
CR4-3
WS1-1*
DP29-2
CP36-1，FP-068
O17-3
FP-263
CP48-6
SY15-7，O44-4，
CP26-3，FP-029
DP8-2，CP18-1，
CP51-5，CP60-3，
FP-251
O50-1，CP3-6
PD2-1
CP2-1
O28-2
CP69-1
O23-5，DP2-4*，
CP17-3，CP58-4，
CP69-4*，FP-216
CP19-6
O12-4，DP33-6，
CP1-5
PC13-1，CR4-3，
O18-3，DP1-2，
DP46-4，CP28-5，
CP36-6，CP66-6，
FP-259*
O26-4，CP60-5
O46-4*，CP65-4
O42-4*
O33-5
DP10-6
GD2-3，CP64-3
DP42-5*
O55-2

原田 志保
原田 潤平
原田 大希
原田 俊和
原田 尚重
原田 永勝
原田 浩輝
原田 正公
原田 美穂
原田 有未
原田 佳実
原田 路可
原富 由香
原茂 明弘
原山 信也
巴里 彰吾
針井 則一
播摩 裕
春木 伸太郎
春田 浩一
春田 良雄
春成 伸之
番匠谷 友紀
半田 厚子
半田 麻有佳
馬場 多恵

DP1-4
CP70-6*
CP22-6，FP-247
CR2 座長，CR2-1
O44-4，CP26-3，
CP61-1，FP-029
O41-1
O48-6，DP15-2
CP28-3，CP52-3，
CP55-3
CP40-1
CP34-6
CP56-3
O55-5，DP19-4
DP11-5
DP5-6，FP-130*，
FP-204
CP5-3*，CP34-2，
FP-185，FP-086
DP15-3
CP22-6，FP-247
DP6-3，FP-170*
CP21-3*，FP-192
FP-043
FP-125
DP14-3
SY9-4，CP32-1，
FP-210*
CP13-3
CP10-3
O14-3*，FP-009

ひ
日宇 宏之
日生下 由紀
日尾 早香
檜垣 聡
桧垣 洋平
日笠 友起子
東 倫子
東 秀律

東 倫子

東川 恵利子
東島 潮

東原 拓也
東別府 直紀

東村 悠子
日上 滋雄
比企 優
疋田 茂樹
樋口 和宏

DP12-5，FP-026
FP-144
FP-001，FP-134
O20-6
O56-1
DP23-5
O33-2，CP7-3，
CP34-4，FP-294
SY14-4，SY15-7，
AW4-1，O44-4*，
CP26-3，CP61-1，
FP-029
O11-6，O19-5，
O33-3，DP1-6*，
DP5-5，DP12-6*，
DP21-3，CP4-3*，
CP17-1，CP17-5，
FP-070*，FP-096，
FP-154，FP-293，
FP-312
AW1-2*
SY4-4，PC3-2，
O39-3，O50-1*，
CP3-6
DP4-5
IL12 座長，GD1-1～7，
GD1-3*，O42-2*，
O42-5，O42-6，
CP44-4
O28-6
PD2-2
DP5-2
DP15-5
DP10-1*，DP16-1
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樋口 慧
樋口 尚子
樋口 千恵子
樋口 裕介
日隈 玲
髭野 亮太
日坂 ゆかり
菱川 恭子
菱木 貴子
飛田 文
日高 康太郎
日高 祥子
日高 正剛
日高 秀邦
日高 匡章
日高 有司
肥塚 幸太郎
一杉 俊輔
日根野谷 一
日野 耕介
日野 博文
日野 真彰
日下 琢雅

日野原 宏
日尾野 誠
日比野 将也
一二三 亨
比森 千博
日諸 美帆
兵頭 昇
平井 克樹

平井 勝治
平井 昂宏
平井 美香
平尾 収
平尾 朋仁
平岡 有努
平岡 知浩
平岡 智美
平賀 千江美
開 正宏
平崎 盟人
平澤 幸太郎
平澤 純
平澤 博之

平澤 康孝
平田 旭
平田 伸介
平田 直己
平田 尚子

CP57-6，FP-071
FP-008
O56-1，DP27-2
CP22-4
O8-6
O50-5*
O55-5，DP19-4
DP48-4
O18-1
CP56-3
FP-095*，FP-167
DP42-4
CP10-6
CP56-5，CP69-5，
FP-327
O39-3
CP3-2*
FP-303
CP58-3*
EL22，FP-033*
O48-5
O18-5*
O19-1
O11-6，O19-5，
O33-2，O33-3，
DP1-6，DP12-6，
CP4-3，CP34-4*，
CP61-3*，FP-070，
FP-096，FP-238*，
FP-293
DP37-6，CP47-6，
FP-001，FP-136
FP-139*
O34-6*，CP53-6，
FP-245
SY9-3，GD3-2，
O17-4，CP49-3
O29-1
CP42-4
CP35-4
SY23-1，PD1 座長，
PD1-4，
PD1-6*，CR5-1，
CR5-2，DP24-1，
CP37-2，FP-156
CP13 座長
FP-041，FP-201
FP-355*
O53-6，DP16-2
DP1-5，CP59-3
O49-5，FP-019，
FP-223
DP21-6*
FP-352
O14-6*
FP-270*
DP29-1，CP7-2
CP30-5
CP40-3*，CP54-4
GD1-1 オブザーバー，
LS3 座長，O20-3，
DP38-4
CP3-4*
CP41-3，CP41-5
CP40-1
O11-2
O5-2

平田 直之
平田 学
平田 実菜
平田 悠一郎
平田 雄一郎
平田 渉
平塚 明倫
平手 博之
平手 裕市
平野 藍子
平野 大志
平野 友裕
平野 了子
平林 則行
平林 茉莉奈
平原 健司
平松 大典
平松 拓也
平松 義規
平本 有美
平本 龍吾
平山 一郎
平山 敬浩
平山 千佳
平山 奈保美
平山 優

平湯 恒久
比留間 孝広
廣井 一正
広木 公一
廣重 滋夫
廣島 勉
廣瀬 圭一
廣瀬 沙優里
廣瀬 武司
廣瀬 智也
廣瀬 将紀
広瀬 保夫
広瀬 由和
廣田 綾子
廣田 和美
廣田 喜一
廣田 誠二

ふ
深草 優子
深瀬 明日香
深田 祐作
深津 百合
深牧 静穂
深谷 隆史
深山 美紀

CP13-2*
DP49-4*
DP33-1
FP-056
CP27-4
CP31-3，FP-088
CP46-1*

福泉 偉
福岡 直
福岡 敏雄

福澤 茂
福澤 史香
福島 克也
福島 臣啓
福嶋 春奈
福島 英賢
福田 靖
福田 敦子
福田 充宏
福田 幾夫
福田 和彦
福田 恵一
福田 幸人
福田 正
福田 龍将
福田 直樹
福田 久子
福田 由紀
福田 幸寛
福田 容久
福田 令雄
福永 崇
福永 ヒトミ
福原 信一
福原 由香
福政 宏司
福本 弘二
福本 剛之
福山 哲広
袋地 好美
福家 顕宏

福家 愛
福家 良太
藤井 文
藤井 勇雄
藤井 恵美

藤井 園子
藤井 俊紀
藤井 智章
藤井 裕人
藤井 雅士

藤井 優尚
藤井 正実
藤井 靖子

FP-123
O25-5，FP-117
CP47-3
CP3-1
CP67-5，FP-059，
FP-135
DP36-5
CP7-6
EDS3 座長，
PC8 座長，O5-5，
O5-6，DP13-6，
CP51-1，FP-271
O29-6
CP35-1
CP10-2*
O1-3，FP-027
CP29-3*
DP2-4，CP67-3，
FP-115
FP-036
O14-1，CP15-6
FP-367
SY24-3*，O27-2
DP47-1，CP65-2
SY23-6
CP34-6，CP46-2，
FP-057，FP-016
CP39-6
WS6-2，CR4-3，
AW5-1*
EL22，FP-033
O40-4
CP15-1
FP-096*，FP-293*
CP22-4
EDS1-1，O30-2
FP-089，FP-301
SY21-1
CP37-4*
SY20-5，CP56-6
SY12-2*
O9-4
FP-105
PD1-2
O13-5
SY9-2，O15-4，
DP20-1，DP29-4，
CP9-3
DP48-1
WS2-2*，GD3-2
CP69-1
FP-163
O1-6*，O37-3，
DP7-5，CP6-2，
FP-085，FP-177
O46-6，DP14-1，
CP60-6
CP27-2*
DP29-5，CP3-5*，
CP4-1
DP14-3，CP55-4
SY17-2，O38-1*，
O46-2，CP59-6，
FP-307
CP28-1*
EL35，CP30-3
CP69-1*
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藤井 裕一郎
藤井 玲子
富士榮 博昭
藤掛 数馬
藤川 翼
藤川 優紀
藤川 義之
藤崎 修
藤崎 宣友
藤崎 浩行
藤澤 江里子
藤澤 真季
藤澤 美智子
藤澤 憂子
藤島 清太郎

藤田 敬生
藤田 耕平
藤田 智
藤田 尚
藤田 知幸
藤田 智一
藤田 知之
藤田 尚子
藤田 尚宏
藤田 信子
藤田 治人
藤田 昌子
藤田 麻未
藤田 基生
藤田 基
藤田 泰宣
藤田 康孝
冨士田 康宏
藤田 義人

藤田 亮
藤谷 朝美
藤谷 茂樹

藤谷 太郎
藤塚 健次
藤永 潤
藤野 和典
藤野 高久
藤野 光洋

O26-3*
WS5
CP52-5
DP45-6，FP-149
AW1-3*
CP46-1
O52-4
SY9-4，CP32-1，
FP-210
O43-5，CP47-4*
CP65-4
DP50-5*
CP44-1*
O22-5，CP67-1
FP-356
SY5 座長，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3，GD3-4，
GD3-5，GD3-6
O13-2
CP48-3
O15-3，O36-5，
CP4-4，CP65 座長
CP39-5，FP-098
SY21-3*
DP40-2
O55-2
CP46-3
CP61-2*
DP7-6，DP36-6*，
FP-205，FP-252
FP-066*
FP-352
CP29-1
O10-5
SY13-1，PD2-5*
FP-144
CP25-2
FP-198
GD2-2，O40-3，
DP30-6*，CP27 座長，
CP56-2，FP-079，
FP-318
FP-141*
O42-4
KL1 座長，SL11 座長，
SY9-3，SY14-4，
SY15-2，SY15-6，
SY18 座長，SY18-5，
WS1 座長，PC8-1*，
CR15-1，CR15-2，
CR15-3*，CR15-4，
CR15-5，AW2-2，
O1-5，O22-3，
O33-4，DP21-5，
CP14 座長，CP56-4
CP56-3
GD2-3，O23-2*，
CP64-3*，FP-138
SY22-1，O12-3*
O16-1，FP-225，
FP-253
O50-3
SY17-2，O38-1，
O46-2，CP55-6*，
CP59-6，FP-307

引

廣見 太郎

福井 啓介
福井 威夫
福井 秀公
福井 英人
福井 道彦

索

廣田 哲也
弘中 真紀
廣橋 伸之

O18-4
O30-5，CP21-5
CP46-4*
FP-108
DP25-4
FP-009
CP48-5
DP17-1，CP1-4，
FP-011，FP-149
DP49-3，FP-128
CP50-6*
CP37-3
CP27-3
CP2-4
CP30-1
PD2-4，AW4-3*，
FP-013
CP61-2
O50-5，CP19-4
FP-232*
CP23-5
FP-097
O27-1，CP22-2
O48-2*
O30-5，DP19-2，
CP21-5
DP27-6*
O54-6
SY14-4，SY15-7，
O44-4，CP26-3，
CP61-1，FP-029
CP54-1，FP-208，
FP-278，FP-280
O19-2，O48-2，
CP28-6
O22-4，DP23-5
O32 座長
CP47-1
O5-2
CP9-4，CP9-5
O56-1
O6-1
GD3-4
O50-5
DP15-1，CP61-5
FP-174*
FP-359
DP14-6，DP20-5，
CP9-6，CP28-4
O36-4
DP8-2，CP18-1，
CP31-1，CP51-5，
CP60-3，FP-251
O23-5
CP13-2
O3-3，O3-6，O33-1，
DP38-5
CP67-4*

藤野 裕士

藤林 哲男
藤原 辰也
藤巻 弘史
伏見 清秀
藤見 聡

藤峯 拓哉
藤村 直幸
藤本 枝里

藤本 和郎
藤本 晃治
藤本 潤一

藤本 正司
藤本 大地
藤本 智子
藤本 幹雄
藤本 由貴
藤本 陽
藤本 善大
藤本 佳久
藤本 善大
藤本 欣史
藤本 理恵
藤吉 哲宏
藤芳 直彦
藤原 紳佑

藤原 直樹
藤原 満里子
藤原 康弘
藤原 祥裕

布施 明

索
引

布施 健太
布施 淳
布施 貴司
二川 晃一
二木 貴弘
二山 未央
渕上 竜也
筆田 廣登
普天間 誠
舩木 一美
船木 孝則
舩越 拓
舩田 敏子
船田 晃
船曵 知弘

LS1 座長，LS29 座長，
O8-2，O16-3，
O44-6，O50-5，
DP7-4，DP14-5，
CP19-4，FP-099
CP62-2
DP32-1
O26-6*
AW4-4，O46-5
SY17-3，O15-1，
O44-5，DP1-1，
FP-221
FP-213*
GD3-5，FP-097
DP8-2，CP18-1，
CP31-1，CP51-5，
CP60-3，FP-251*
FP-139
FP-020*
SY4-1*，CP8-6，
CP19-1，CP24-2，
FP-291
DP30-3，FP-366
O24-2，O38-4，
DP12-4
FP-036*
O5-1
DP2-1
DP25-3
FP-216
O30-5，CP8-5*，
CP21-5
O23-5，CP17-3*，
CP58-4，CP69-4
CP70-5
O45-5
O17-6，DP45-1
CP33-6
CR15-1，CR15-2，
CR15-3，CR15-4，
CR15-5
O9-6*，O49-2，
DP43-4
CP15-4
DP33-5
GD2-2*，LS22-2*，
O40-3，DP30-6，
CP46-6，CP56-2*，
FP-079，FP-119，
FP-318
EDS7-2，SY23-3，
FP-360
O13-1
CP39-6
DP34-1
FP-202
DP5-4
FP-006*
DP27-6，FP-049
FP-067
O26-5，FP-007
FP-163
O34-4
SY18-5*
SY20-2
AW5-2，DP4-2
O51-1，O51-3

文野 佳恵
古市 則光
古川 彩香
古川 エミ
古川 泰三
古川 智美
古川 誠
古郡 慎太郎
古島 夏奈
古瀬 領人
古田 敬亮
古田 弘二
古田 裕子
古谷 明子
古谷 旭
古野 薫
古厩 智美
古見 健一
古屋 智規
古谷 良輔

CP16-4*
O14-6
CP32-2*
FP-218
CP37-6
CP31-6
O23-6，DP38-1*
O24-1，DP47-3
DP43-2*，CP24-5
O28-3，DP36-1，
CP38-5
CP3-5
O39-5*
CP3-5
O19-1，DP16-4
CP13-2
O5-2
CP13-1*
CP55-4
O10-3
CP45-1，CP49 座長，
FP-284

へ
米花 伸彦
平敷 好史
別宮 小由理
別府 賢

DP8-5，FP-109，
FP-235
O26-5，FP-007*
DP23-4，DP27-1，
CP17-2
SY15-5，SY17-2，
O38-1，O46-2，
CP55-6，FP-307

ほ
帆足 孝也
北條 瞬
寶住 肇
外 須美夫
星 邦彦

星 拓男
星 英輝
星 有己枝
星合 朗
星合 美奈子
保科 真由
星野 圭治
星野 健司
星野 耕大
星野 哲也

星野 春奈
星野 晴彦
星野 正己
星山 栄成
細萱 順一
細川 康二

O32-5，O32-6，
CP35-4
CP38-2
CP22-1，CP55-2*，
CP3-2
O17-6，DP45-1
EL26 座長，
SY3 座長，SY13-4，
O35-2，CP5-4，
CP42 座長，FP-213，
FP-302
DP13 座長，
CP44 座長，FP-018
AW1-2
CP41-6
DP11-4
O50-6
FP-303
DP2-3
FP-107
O23-3，DP21-4，
CP64-4*，FP-148
SY14-1，O30-4*，
DP44-4，CP6-6，
FP-066，FP-320
O49-3，FP-268
SY21-4，O8-1*，
O26-2
DP10-6*
DP24-5
FP-051，FP-054
SY22-4*，PD2-3*，
CR9-2*，AW5-4*
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細川 哲
細川 麻衣子
細川 雄亮
細谷 裕一
堀田 和子
堀田 幸造
堀田 敏弘
穂積 淳
堀 耕太
堀 智志
堀 進悟
堀司
堀 智音
堀 直人
堀 雅俊
堀 泰雄
堀 由紀子
堀内 あゆみ
堀内 一宏
堀江 沙矢香
堀江 信貴
堀尾 福雄
堀川 恭平
堀川 俊之介
堀川 卓志
堀木 香里奈
堀北 奨
堀口 裕正
堀口 真仁
堀口 祐
堀家 一哉
堀越 裕歩
堀部 達也
堀部 昌靖
堀谷 あゆみ
本江 純子
本澤 大志

本庄 郁子
本田 飛鳥
本田 周司
本多 忠幸
本田 奈々瀬
本多 英喜
本田 博之
本田 正典
本多 満

本田 美和子
本多 康人
本間 洋輔
本間 慶憲

CP6-1*，CP65-6*
O36-1
O28-3，DP36-1，
CP38-5
O53-4*
O38-6，DP44-1*
CP68-6，FP-310
CP11-1
FP-323*
O51-2
EDS7-6，AW4-3，
DP48-5，FP-292
SY23-6
FP-361
DP6-2
FP-304
O23-5，CP17-3，
CP69-4，FP-216
O38-3*
CP36-5
DP28-4
CP68-4
CP15-3，FP-008
AW3-4
O53-5
FP-243
CP30-2，FP-224
DP26-5*，CP10-4，
CP10-5
FP-021
DP2-1*
O46-5
CP45-3*
O8-2
O7-1
CP45-6
CP54-6
SY22-2*，CR8-1*，
AW4-1，O44-2
O13-3
CP6-1，CP65-6
SY14-4，SY15-7，
AW4-1，O44-4，
CP26-3，CP61-1，
FP-029*
CP19-4*
O40-5
DP41-4
O2-2，CP21-1，
DP31-5，DP32-5
CP53-2
DP4-3
O2-2*，DP31-5，
DP32-5，CP21-1
CP8-1
EDS1-3*，DP8-1，
CP38-3，CP40 座長，
CP59-2，FP-212
EL10*
CP18-1，CP31-1，
CP51-5，CP60-3
SY9-3，SY14-4，
O23-1
CP53-1

ま
前川 邦彦

O29-5，O51-6，

前川 俊
前川 潤平
前川 聡一
前川 剛志
前川 利雄
前川 文絵
前川 慶之
前島 英恵
前田 明倫

前田 亜沙子
前田 敦夫
前田 敦雄
前田 依久恵
前田 英里
前田 純一
前田 淳子
前田 隆求
前田 琢磨
前田 哲生
前田 裕和
前田 穰
前田 祐仁
前谷 和秀
前中 則武
前野 加代子
前野 里恵
前畠 慶人
前原 潤一
前原 喜彦
前山 博輝
前山 佳子
真一 弘士
牧盾
牧口 貴哉
眞喜志 剛

牧瀬 博
牧園 剛大
槇田 浩史
槇田 徹次

牧野 典子
牧野 友美
牧野 夏子
孫田 みゆき
正岡 光智子
正木 香苗
正和 泰斗
益子 一樹
増井 浩史

増田 太郎
増田 徹
増田 智之
増田 直樹
増田 博紀
増田 正和
枡田 ゆかり
増田 幸子
升田 好樹

増谷 勇太
増野 智彦

益弘 健太朗
増渕 高照
益満 美寿
増茂 功次
増山 智之
増山 素道
間瀬 教史
眞竹 史成
又吉 愛美
町田 紀昭
町田 浩志
松井 大作
松井 泰樹
松井 智文
松井 智美
松井 彦郎
松居 宏樹
松井 文昭
松井 実咲
松井 陽子
松居 喜郎
松居 亮平
松石 雄二朗
松石 雄二郎
松浦 優
松浦 亮
松尾 耕一
松尾 瑞恵
松岡 哲也
松岡 宏晃

O41-2
DP43-2，CP24-5
CP3-3
DP15-5*
CP20-2
DP5-6，FP-130，
FP-204
FP-026*
DP34-2
CP45-3
FP-343，FP-208*，
FP-278
CP36-3*
O14-6
FP-063
DP12-5，FP-026
EL12*，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3，GD3-4，
GD3-5，GD3-6，
O15-2，O43-1，
O44 座長，O47-1，
O56-4，DP26-4，
DP42 座長，
CP8 座長，CP30-6，
FP-069，FP-143，
FP-361
CP22-4
SY23-3，O43-4，
CP55 座長，FP-114，
FP-360
DP12-1*
FP-038
FP-277
DP11-2，FP-179
O8-3*，DP6-6，
DP9-3
CP54-6
SY20 座長
CP13-5
DP19-1*
CP66-2*
DP2-3，FP-138
SY9-4，CP32-1，
FP-210
CP6-1
CP57-5
O40-4
PD1-2，DP33-4
AW4-4，O46-5
CP40-1*
FP-326
DP50-3
DP5-1
O43-4*，FP-114
SY21-4
O8-1
O3-2
DP7-1
O46-4，CP65-4*
O46-1，DP21-6，
FP-347*
O12-1，DP31-1，
DP34-1，DP48-4
CP47-6，FP-001，
FP-134，FP-136
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松岡 博史
松岡 由子
松岡 義和
松岡 由典
松岡 若利
松川 綾乃
松川 志乃
松川 周
松木 厚
松木 健宏
松木 悠佳
松窪 将平
松倉 早知子
松崎 浩史
松下 千紘
松下 美季子
松下 幹晴
松嶋 麻子

松島 暁
松嶋 真哉
松島 知秀
松島 久雄
松田 明久
松田 潔
松田 兼一

松田 繁
松田 淳也
松田 真太郎
松田 晋哉
松田 俊明
松田 知之
松田 直之

松田 憲昌
松田 宏樹

FP-095，FP-167
FP-157
O3-4
CP38-4
FP-108
FP-049
DP47-1*
DP47-4
CP62-1
DP41-1
CP62-2*
SY18-6，WS3-5
CP2-6*
DP4-4
O25-5，O54-1*，
CP15-3
CP6-2
CP69-2*
SL1 座長，EL21 座長，
CR4 座長，
CR4-1，CR4-2*，
CR4-3，GD3-1，
GD3-2，GD3-3，
GD3-4，GD3-5，
GD3-6，O15-1*
CP57-5*
O41-2*，DP37-1
AW2-1，O31-4
DP24-5，CP3-2，
CP55-2
CR4-3，GD3-3
DP4-3，CP12-3，
CP20-3
SY8 座長，PC13 座長，
CR3 座長，CR3-4*，
CR3-6，GD1-1～7，
O50-6，CP22-6，
FP-247
FP-288
DP36-5*
CR2-1
SL10*，O10-3
O4-6，DP43-3，
FP-092
FP-233*
SY5-1*，SY8-2，
SY15-3，CR4-1，
CR4-2，CR4-3，
GD3-1，GD3-2，
GD3-3，GD3-4，
GD3-5，GD3-6，
LS17 座長，LS32*，
ES1-1*，O11-6，
O19-5，O33-2，
O33-3，O34-3，
DP1-6，DP5-5，
DP12-6，DP16-5，
DP21-3，CP4-3，
CP7-3，CP17-1，
CP17-5，CP34-4，
CP57-5，CP61-3，
FP-070，FP-096，
FP-293，FP-154，
FP-238，FP-294，
FP-312
DP33-5
SY17-3

引

牧野 高明
牧野 剛典

桝井 良裕
増田 恵里香
益田 健
増田 健
増田 真一
増田 孝広

索

牧野 沙織
巻野 将平

CP18-5
FP-365*，FP-080，
FP-344
O29-6
DP30-3
DP6-4
DP37-3
FP-117
CP50-5
O17-3*，FP-226
O19-2，DP29-2，
CP28-6，CP47-5*，
FP-364
CP15-5
DP46-1
CP11-3
CP44-1
CP4-2
FP-104
CP11-2，CP33-4
CP4-5，CP28-5，
CP66-6
O49-1，CP60-4
AW5-2，DP4-2
CP40-1
FP-249
O29-1
CP55-5，FP-306
O49-4
CP42-2*
DP28-5
DP14-5*
CP58-5，FP-089，
FP-301
O28-2，FP-108
SY9-4，CP32-1，
FP-210
CP44-4*
FP-308
FP-108
DP34-6
O19-5*，O33-2，
DP1-6，DP12-6，
CP4-3，FP-070，
FP-096，FP-154，
FP-293，
CP53-1
CP55-5，FP-306
SY8-2，DP5-6，
FP-130，FP-204
O39-5，CP66 座長，
FP-242
FP-053*
O38-4，DP13-3，
FP-262*
CP35-3*，CP43-4
O19-3，O47-2，
CP11-6
DP22-6
CP16-5
O35-5*，O35-6*
DP17-3
DP45-5
DP42-3
CP55-2
DP33-6，CP1-5
SY3-4

松田 勇輔
松田 力哉
松田 麗子
松田 航
松平 宗典
松月 みどり
松永 明
松永 綾子
松永 晋作
松永 英幸
松永 裕樹
松永 渉
松林 麻里
松原 隆夫
松原 全宏

松原 広己
松原 康博
松前 光紀
松三 絢弥
松村 一弘
松村 京子

松村 千秋
松村 光
松村 雅史
松村 由美
松本 梓
松本 充弘
松本 あゆみ
松本 学
松本 健一
松本 浩一
松本 聡
松本 重清
松本 周平
松本 正太朗

松本 晶平
松本 森作
松本 聡治朗
松本 敬
松元 崇史
松本 武志
松本 千香江

索

松本 直人
松本 尚

引

松本 泰幸
松本 正成
松本 優
松本 美志也
松本 泰文
松森 響子
松山 法道
松山 広樹
的井 愛紗

FP-331*
CP7-2
DP22-6*
FP-088
O39-5，FP-242
SY19-3*
O48-6
DP35-5
CP25-2
CP50-4
O19-4，FP-197，
FP-090*，FP-200
DP2-1
CP62-4
DP39-6
AW5-1，O16-4，
O19-2，O48-2，
CP28-6，FP-364*
SY24-2*，FP-198
FP-285
O38-6，DP44-1
O22-4*
CP6-2，FP-225
PD3-1，O25-5，
O54-1，CP15-3，
FP-117
FP-055
O17-4
FP-272
CP42-3
O7-3，DP17-1*
CP4-2
FP-121
CP39-4*
FP-222
O7-2，DP10-3
DP33-5
O19-3，FP-124
SY4-4，PC3-2，
O50-1，CP3-6
SY12-2，SY16-1*，
O1-4，O19-6*，
O34-4，DP43-6
CP24-6
O4-3*，FP-250
O50-1，CP3-6
O16-2，DP17-6，
DP44-5，CP33-4
CP34-3
CP54-5
CP34-6，CP46-2，
FP-016，FP-057
FP-313
O6-6，O12-4，
DP33-6，CP1-5，
CP19-6
DP34-2*
FP-024
DP29-3*，CP68-6，
FP-310
DP33-5
O49-1
O48-5*
CR2-1
O30-5，CP8-5，
CP21-5
O23-5，CP17-3，

間藤 卓
政所 祐太郎
間中 泰弘
真鍋 早季
眞渕 敏
眞弓 健吾
真弓 俊彦

丸井 輝美
圓尾 文子
丸岡 正則
丸島 愛樹
丸谷 幸子
丸橋 孝昭
丸山 征郎
丸山 純治
丸山 崇
丸山 朋康
丸山 紀史
丸山 史
丸山 隆史
萬代 良一
萬谷 和代
萬徳 香織

CP58-4，CP69-4，
FP-216
DP32-3，CP32-6*，
CP56-1*
DP5-4*，CP23-6
DP40-2
O38-2，FP-046，
FP-113*，FP-142
DP28-3，DP28-6，
EL6 座長
FP-254*
EL32 座長，SY6-2，
SY9-3，CR8-1，
GD1-1～7，O10-3，
O31-6，O37-2，
O37-4，O37-6，
O44-2，CP6-4，
LS16 座長
FP-308*
AW2-3，O27-6
DP37-5，CP48-6*
SY21-4
CR12*，CP2-3，
FP-011，FP-324
CP20-5*
O18-2，O20-5
O55-1
DP46-5，FP-184
DP40-6
SY11-5*
DP5-6，FP-130，
FP-204
O11-3
DP7-5，CP11-4，
FP-085，FP-177
DP41-6
FP-352

三木 豊和

O9-2，CP37-5，
FP-207*
SY15-4，FP-141
O14-6，DP37-4，
CP25-3*
O18-5
FP-323
CP39-6
SY25-3，O9-3*，
O27-5，O32-1，
O32-4，FP-164
DP10-3
CP8-1
O55-1
SY3-4
DP6-2，CP12-6
FP-249*
WS4-5*
SY23-1，PD1-4*，
CP37-2，FP-156*
O1-3，FP-027
O15-6，FP-027
FP-146，FP-345
O54-4，FP-122
FP-356*
CP25-5
CP38-2
FP-218

水野 慶子

み
三井 誠司
三池 徹
見井田 和正
三浦 亜里彩
三浦 恵美子
三浦 光太郎
三浦 慎也

三浦 大介
三浦 拓郎
三浦 智美
三浦 啓道
三浦 政直
三浦 正善
三浦 幹剛
三浦 義文
三枝 秀幸
實金 健
三上 哲
三上 淳子
三上 洋史
三上 祐樹
三木 真司
三木 隆弘
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三木 靖雄
三木 竜介
三砂 雅裕
三澤 俊一
三澤 友誉
三科 達三
三島 明
三島 健太郎
三島 史朗
三島 秀樹
水 大介
水落 雄一朗
水柿 明日美
水上 一也
水川 俊一
水口 市子
水口 壮一
水島 靖明
水谷 健司
水谷 卓史
水谷 太郎

水谷 典子
水谷 瞳
水谷 由香里
水沼 真理子
水野 明宏
水野 篤

水野 皓介
水野 樹
水野 祥子
水野 隆芳
水野 光規
水野 洋佑
水野 隆芳
三住 拓誉

溝口 貴之
溝口 哲
御園生 与志
溝端 康光
溝渕 知司

溝渕 有助
溝部 俊樹
三田 亜希子
三田 篤義
三田 育子

O23-5，CP17-3，
CP58-4，CP69-4，
FP-216*
FP-188*
DP10-2，DP11-6，
DP16-3，FP-313
FP-137*
DP8-3
FP-158*
CP66-5
FP-327
FP-227，FP-002
AW1-3
O19-4，FP-090，
FP-197，FP-200*
CP38-4，FP-147*
O5-3
O29-5，O51-6，
CP18-5
O53-2，CP48-3*
CP8-4
SY13-1
DP31-1，FP-108*
O12-1，DP34-1，
DP48-4
DP25-2
FP-358
SY21-4，CR3-6，
O8-1，O26-2，
O39 座長，CP32-2，
CP51-3，CP52-6
DP42-3
DP40-2
DP49-3
O23-3，DP21-4，
CP64-4
CP9-4，CP9-5
O42-2，O42-6*，
FP-181
DP11-3，FP-002，
FP-227
CP43-2*
CP7-1*
FP-201
CP11-4，FP-225
DP4-1*
DP21-1
FP-253
SY12 座長，
SY13 座長，
O24-2*，O38-4，
O53-2，DP12-4*，
CP30 座長，CP48-3
CP10-6*
CP38-2
DP14-2，DP18-4，
CP4-6
O10-4，CP18-3，
CP22-5
CR8-7，O24-2，
O38-4，DP12-4，
DP13-3，FP-262
O15-6*，FP-027
LS28 座長
CP2-4
O50-2，DP13-1*
CP62-1

三田 建一郎
箕田 直治
三田 範勝
三田 法子
三高 千恵子
三谷 治夫
三谷 英範
御手洗 武博
道越 淳一
道永 祐希
道又 元裕
光岡 理江
三橋 拓
三橋 弘嗣
三溝 慎次
満山 兼一郎
光山 裕美
三戸 正人
南川 貴子
水口 紀隆
湊 弘之
峰松 紀明
南 昭子
南 悦子
南 絵里子
南 啓介
南 三郎
南 誠剛
南 丈也
南 敏明
南 雄一郎
南 ゆかり
三浪 陽介

南嶋 洋司
峰尾 恵梨
峯川 奈緒美
峯岸 薫
峯岸 慎太郎
峯田 健司
峰松 佑輔
三野 大地
蓑輪 ハンナ
三原 亨
三原 良介
美馬 裕之

宮顕

宮入 烈
宮内 彰彦
宮内 克己
宮内 清司

宮内 崇

宮内 善豊
宮上 泰樹
宮川 幸子
宮川 宜之
宮川 研
宮川 乃理子
宮川 亮太
宮城 翔太
宮城 典子
宮城 泰雄
三宅 章公

三宅 啓
三宅 健太郎
三宅 孝子
三宅 望
三宅 康史

三宅 悠香
都 弓恵
宮越 千智
宮腰 由美子
宮坂 勝之
宮崎 恵美子
宮崎 紀樹
宮崎 俊一郎
宮崎 大

宮嵜 大介
宮崎 貴士
宮崎 健
宮崎 哲朗
宮崎 英隆
宮崎 弘志
宮崎 真奈美
宮崎 道輝
宮崎 勇輔
宮崎 裕也
宮崎 善史
宮崎 嘉也
宮澤 靖
宮地 隆
宮下 徳久
宮下 龍
宮島 功
宮島 須美江
宮島 衛
宮庄 浩司
宮津 光範
宮副 祥一
宮田 茂樹
宮田 裕史

SY20-3
O43-4，CP12 座長，
FP-114*，FP-360
CP33 座長
CP49-2
CP12-2
DP40-6
CP40-4*
O10-5
O26-1*
SY7-5*，FP-219，
FP-258
FP-021
CP38-5
CR15-1，CR15-2，
CR15-3，CR15-4*，
CR15-5，FP-043
O32-5，O32-6
O5-3
FP-223
CP61-5
AW1-1*，AW1-4，
O17-1，O20-4，
O31-2，DP2-6，
DP7-3，DP21-2，
DP45-2，CP69-3，
FP-012，FP-091，
FP-133，FP-169
DP33-2
CP58-2
O9-3
CP40-1
DP7-6，FP-252
CP1-1，FP-260*
CP12-5
AW3-1，DP9-5*
GD2-3，O23-2，
DP2-3，CP21 座長，
CP45-3，CP64-3，
CP68 座長，FP-138
DP3-4
CP47-1
DP26-3*
DP5-2
DP34-6
CP45-1，FP-284
CP33-3，CP55-1
DP37-4*，CP25-3
CP67-5，FP-059*，
FP-135
O47-4*
CP39-4
FP-082
O41-6
CP11-1
O32-3*
O18-4
O41-5*，O41-6*
FP-353
DP15-1
DP8-5，CP29-4，
FP-109*，FP-235
FP-149
FP-242*
O49-1
O26-5，CP66-2，
FP-007
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宮武 秀光

宮武 祐士
宮地 啓子
宮津 光範
宮手 美治
宮原 悦子
宮原 聡子

宮原 瑤子
宮平 宗勝
三山 浩
宮本 和
宮本 和幸
宮本 恭兵

宮本 将
宮本 昇太郎
宮本 翔平
宮本 享
宮本 大輔
宮本 隆司
宮本 智也
宮本 望
宮本 将
宮本 裕治
宮本 裕里
宮脇 淳志
宮脇 宏
明星 康裕
明神 哲也
三好 壮太郎
三好 奈央
三好 義隆
三輪 立夫

O1-6，O37-3，
DP7-5，FP-085，
FP-177，FP-225*，
FP-253
FP-262
CP11-1
O27-3，DP45-6，
CP2-3
FP-044
FP-326
PD3-1，O25-5*，
O54-1，DP49-1，
CP15-3，FP-117
O16-6*
CP40-6，FP-279
O20-2，CP23-3*，
FP-023，FP-190
PD1-2
O20-4*，CP11-3
SY13-2，PC4-2，
DP31-3，CP1-3，
FP-101
FP-250
DP5-4，CP23-6
CP53-2
FP-243
O51-6，CP18-5
DP46-3，FP-276
O51-2
CP42-3
FP-191*
DP28-3
O28-4
SY18-10
DP7-2，DP26-2，
CP24-4*，FP-124
AW5-2，DP4-2，
CP52-1*，FP-077*
EL11 座長，
O45 座長
DP36-3
O21-4
O27-1，CP22-2，
CP40-4
DP6-2

む
向井 和樹
椋本 匡俊
六車 崇

武藏 健裕
牟田 隆則
牟田 宏樹
六鹿 雅登
武藤 渚
武藤 光範
武藤 雄一郎

武東 義成
宗像 亮
宗岡 貴一
宗像 誠
宗次 美登理

FP-120*
FP-261*
SY14-2，CR3-6，
O19-6，DP14-3，
DP31-1*，CP67-4，
FP-284
O56-3*
CP49-1
CP67-6*
FP-139
O4-3，FP-191
CP6-1，CP65-6
SY23-1，PD1-4，
DP24-1*，CP37-2，
FP-156
CP69-4
O11-5*
FP-053
FP-342*
FP-019

引

宮市 功典

宮内 洋
宮内 雅人

索

三村 誠二
御室 総一郎

FP-311*
DP2-2，CP65-1
DP36-3*
FP-131
O46-4，CP65-4，
FP-189
DP25-3
CP64-5，FP-345，
FP-146*
O26-4
DP26-2，CP35-5，
FP-124*
O50-2
WS4 座長，ES5 座長
O21-1
DP28-5
FP-181
CP49-1，CP61-2
AW3-2
DP12-1
CP67-6
O55-5*，DP19-4
FP-220
FP-074*
O11-1
O56-5
FP-175
O15-6
CP52-1，FP-077
CP11-2，FP-266
DP12-1
CP52-5*，FP-171
CP14-4
CP21-3，FP-192
FP-163，FP-074
SY14-4，SY15-7，
AW4-1，CP26-3*，
CP61-1，FP-029
O18-1
CP37-1，FP-168*
DP24-6
FP-039
FP-039*
CP62-6，FP-237
DP27-4*
FP-249
CP15-6
CP70-5
CP53-4，FP-178
O43-2，CP25-4，
CP57-4，FP-297
O30-6*，CP41-1
SY8-2，O12-5，
DP39-3*，CP12-1，
FP-315，FP-230
O26-2，CP32-2，
CP51-3
SY9-2，O15-4，
DP20-1，DP29-4，
CP9-3
O34-4
FP-162
DP5-2
SY12-3，DP24-2，
DP39-4，CP19-5*，
CP34-5
SY13-1，PD2-5

村尾 淳司
村尾 佳則
村岡 祐介
村上 あきつ
村上 綾乃
村上 紗羅
村上 節
村上 隆啓
村上 翼

村上 菜穂子
村上 啓雄
村上 信哉
村上 典子
村上 博基
村上 礼子
村川 正明
村川 雅洋
村木 亮介
村崎 由起
村瀬 吉郎
村田 健介
村田 志乃
村田 哲哉
村田 瞳
村田 将人
村田 祐二
村西 謙太郎
村橋 一
村松 明子
村松 圭司
村松 恵多
村山 弘臣
室野井 智博
室橋 高男
文 一恵

O37-3*，CP11-4
AW2-1*，O31-4
O13-3*
DP23-4
GD2-4*
DP15-6*，FP-100，
FP-206
FP-363
CP53-5，CP64-1
DP8-2，CP31-1，
CP51-5*，CP60-3，
FP-251
CP63-2*
FP-367
O38-5
DP11-6
O51-6，CP18-5
SY19-2*
O13-4
DP19 座長，CP14-1，
FP-215
DP26-6
O52-2
SY8-2
FP-288*
O28-4
CP52-4，FP-040
FP-354
CP26-1
CP33-1
O34-5，CP6-3*，
FP-045
DP29-5，CP3-5
O8-6
O10-3
CP36-6*
CP64-6
FP-231
O56-4，DP26-4，
CP30-6
SY16-2，CP50-3，
CP50-4，CP50-6

め
目黒 香織
米良 好正

CP31-3
O10-3

も
毛利 英之

索
引

毛利 雅治
最上 翠
茂木 奈津
持田 智
持田 晋輔
望月 勝徳
望月 聡之
望月 大輔
望月 俊明
望月 宏樹
本 尚美
元石 徹也
本川 真美加
本里 健一郎

O43-3，DP2-1，
DP8-4，CP53-5*，
CP64-1，CP66-1
O51-2
CP14-1
DP22-3*
LS4 座長
FP-074
O20-2，DP18-3*，
CP23-3，FP-023
CP45-1，FP-284
O46-4，CP65-4
O6-5，CP64-5，
FP-146，FP-345
CP68-4
CP29-1
FP-127
DP46-3
CP22-4

本部 弘美
本村 友一
本村 誠

本保 晃
樅山 幸彦
桃木 律也
百瀬 俊也
百瀬 直樹
百瀬 望
森 絵里子
森 一直
森潔
森 浩一
森 浩介
森 幸太郎
森 智史
森 俊輔
森 隆比古
森 琢磨
森 敏洋
森 智治
森 典子
森 勇人
森 友紀子
森 幸野
森 臨太郎
森井 杏奈
森内 里枝
森岡 貴勢
森岡 佑太
森兼 啓太
森川 健太郎

森川 由季
森口 武史
森口 哲也
森口 裕美
森崎 浩

盛實 篤史
森實 雅司
森澤 健一郎

森沢 知之
森下 敦司

DP46-6
DP33-6，CP1-5，
CP19-6
SY16-3，O4-1，
O16-6，O32-3，
O50-4，DP10-5，
DP35-3，DP35-6，
CP20-6，CP45-6，
CP50-1，CP50-2，
CP57-1，FP-209*
CP34-1
CP39-6*
CP8-4
O12-2
O56-6
O3-2
CP44-4
O40-3*，CP46-6，
FP-119*
LS30*
FP-285
FP-102
DP18-3
CP63-1*
DP33-3
O53-6
CP37-3
O27-4
DP6-3，DP38-3，
FP-171
CP30-5
O30-6
CP7-6*
CP39-2
EL34*，
SY22 コメンテーター *
DP42-3
CP35-4
O10-4，CP18-3，
CP22-5*
CP21-3，FP-192*
SY18-7*
O31-2，DP2-6，
DP7-3，DP21-2，
DP45-2，FP-091，
FP-133，FP-169
DP28-5
O50-6，CP22-6，
FP-247
FP-035
DP41-3
SL4 座長，SY22 座長，
CR9 座長，
CR9-1，O18-1，
DP14-2，DP18-4，
CP4-6，CP30-1，
CP68-3
CP6-3，FP-045
EDS5*，CR2-2*，
O30-4，CP10-3
SY9-3*，SY14-4，
SY15-2，SY15-6，
AW2-2，O33-4，
DP37-1，CP3-4，
CP54-3
EL31 座長，O39-1
O30-6
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森下 幸治
森下 淳
森下 洋子
森下 義幸
森島 久仁子
森島 恒雄
森島 徹朗
森田 耕司
森田 幸子
森田 敏夫
森田 智教
森田 宏
森田 真
森田 恭成
森田 泰正
森永 総一郎
森西 啓介
森野 一真
森松 博史
森村 尚登

森本 恵理子
森本 健司
森元 彩華
森本 紳一
森本 健
森本 直樹
森本 学
森本 裕二
森本 陽介
森本 良平
守谷 俊
守谷 千明
守矢 知永
守屋 正道
森谷 真知佳
森谷 学
守屋 まり子
森安 恵実
森山 和広
森山 潔
森山 孝宏
森山 直樹
森山 めぐみ
森山 祐輔
森脇 龍太郎

茂呂 悦子

O18-6*，DP18-5，
FP-244
FP-317*
FP-233
O56-6
CP60-4
PD1-3，FP-153
O27-3，DP45-6
O49-6
O44-1，CP35-1，
CP36-3
FP-196
DP47-5*
CP51-6
DP26-2*，CP35-5
WS4-4，O39-2，
CP52-4，FP-040*
CP66-5
O13-4
DP26-5，CP10-4，
CP10-5*
FP-131
O3-4，O29-2，
DP23-5
SY14-2，O14-5，
O24-1，O48-5，
DP4-3，DP14-3，
DP31-1，DP47-3，
CP39-5，CP67-4，
FP-039，FP-284
FP-150
CP57-1*
CP43-6*
DP21-4，FP-065，
FP-148*
SY9-2，O15-4，
DP29-4，CP9-3
CP45 座長
DP40-6*
O27-4，CP33-2，
CP53 座長
SY4-4，PC3-2，
FP-275*
CP70-3，FP-221
SY15 座長，SY15-1*，
O28-5，CP7-5
CP31-6
FP-104
CP40-2*
O3-2
DP25-3
FP-028*
O22-2，O22-6，
CP57-2，FP-010*
O18-3，DP46-4
SY13-5，CP34-1，
CP54 座長
O48-6*
FP-074
SY7-5，FP-219，
FP-258
FP-325*
CP30-2，CP38 座長，
FP-024，FP-217，
FP-224
EL30 座長，GD2-1，
O55 座長，CP42-5，

諸江 雄太
師岡 誉也

萬木 真理子
諸星 優子
諸見里 勝
文字 香織
門馬 秀介

CP46 座長
EDS1-1，O30-2
SY9-2，O15-4，
O54-1，DP20-1*，
DP29-4，CP9-3
FP-196*
O13-1
O26-5，FP-007
O25-3，O25-4*
SY9-4，CP32-1，
FP-210

や
八井田 豊
矢賀 元
矢数 芳英
八木 恵子
八木 貴典
八木 哲也
八木 正晴
八木 雅幸
八木 泰憲
屋宜 亮兵
八木橋 智子
八木原 正浩
薬師寺 泰匡
矢口 有乃
矢口 慎也
八坂 有起
矢崎 めぐみ
矢崎 義直
矢澤 愛里沙
八塩 章弘
八代 三恵子
安岡 やよい

安田 考志
安田 智嗣
安田 則久

安田 英人

安村 公均

柳川 洋一
柳 明男
柳努
柳 秀高

柳澤 晃広
柳沢 政彦
柳田 国夫
柳谷 忠雄
柳元 孝介
柳瀬 圭司
柳瀬 豪
簗瀬 史貴
矢鳴 智明
矢野 喜一
矢野 武志
矢野 徹宏
矢野 晴美
矢埜 正実
矢野 雅起
矢野 雄大
矢野 倫太郎
矢作 直樹

矢萩 直樹
八幡 真由子
山内 昭彦
山内 康太
山内 昌喜
山内 真哉
山内 英雄
山内 浩揮
山内 正憲

山内 ゆり
山内 芳乃
山浦 健
山岡 綾子
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山岡 正和
山岡 正慶
山奥 公一郎
山賀 聡之
山家 純一
山家 貴仁
山蔭 道明

山形 淑
山形 崇倫
山縣 英尋
山川 一馬

山川 泰明
山木 良一
山岸 一也
山岸 利暢
山岸 正明
山口 充
山口 修
山口 和将
山口 敬史
山口 桂司
山口 紗和
山口 淳一
山口 俊一郎
山口 順子

山口 大介
山口 貴子
山口 友生
山口 智子
山口 智也
山口 直樹
山口 直城
山口 展弘
山口 典子
山口 春子
山口 均
山口 裕臣
山口 弘子
山口 真依
山口 昌紘
山口 道子
山口 充
山口 裕衣
山口 優
山口 由美
山口 嘉一
山口 芳裕
山口 善道
山崎 慎太郎
山崎 大輔

O29-2，DP43-2，
CP24-5
CP37-3*
O13-4
O3-3，O3-6*，
O33-1，DP38-5
DP11-5
O21-5*
AW2-4，O18-4，
O47-1，DP26-4，
O56-4，DP48-2，
CP30-6，FP-361
O19-1
FP-162
CP55-4
SY6 座長，SY6-2，
SY22-3*，CR4-3*，
GD3-4，O37-2，
O37-4，O37-6，
CP6-4
O46-1
FP-317
CP7-6
SY23-4，DP25-5*，
CP12-5
CP37-6
DP32-3
O36-3，DP17-4，
DP23-1，DP25-2
O33-6*，CP23-2，
CP49-5
SY14-2*
DP5-4，CP23-6
FP-329*
CP21-3，FP-192
DP39-1
EDS7-5，EDS7-6，
SY5-2，SY18-2，
PD2-4，AW4-3，
FP-013，FP-155
DP26-4，DP50-4，
FP-361
SY21-1*，CP31-5
CP30-2，FP-224
O13-3
FP-220
O55-1
DP43-1
FP-226
CP43 座長
O11-4，CP26-6
DP17-3，DP44-3*
DP37-6*
SY7-3*，O8 座長
O56-4，CP30-6
SY23-3
SY19-1*
CP32-6，CP56-1
DP50-1
O54-2，FP-004
O2-5
O36-3，DP17-4，
DP23-1，DP25-2
SY20-3
CP37-4
DP27-3
O26-4，CP16-2

引

安田 立
安富 淳
安富 き恵
康永 秀生

谷津 祐一
谷津 祐市
八ツ繁 寛
柳井 真知

DP44-6*
CP62-3*
CP25-2
CP64-1
O23-5*，CP69-4
CP9-4，CP9-5*
CP48-6
PC12-2*，CR4-3，
CR8-6*，O41-5，
DP1-3，DP14-4，
ES2-1*
DP29-1
CP7-2
O12-2*，FP-050
SY15-2，SY15-6，
SY18-1*，AW2-2，
O33-4*，DP37-1，
CP3-4，CP54-3
SY23-7*
DP17-2，CP28-5，
FP-259
FP-340
O38-2，DP34-4，
FP-046，FP-113，
FP-142*
CP28-2，CP47-6，
FP-134，FP-136
CP22-6*，FP-247
CP70 座長
DP31-2
DP5-4，CP23-6
FP-358
CP55-5，FP-306
O43-3，DP2-1，
DP6-6*
FP-111
O36-1
FP-095，FP-167*
CP68-2，FP-158
CP49-2
CP47-1
CP56-3
SY4-4，PC3-2
O50-1，CP3-6
SY10-2，AW5-1，
O7-1，O10-6，
O16-4，O19-2，
O48-2，DP7-1，
DP29-2，CP28-6，
CP44-5，CP47-5，
FP-254，FP-364
CP66-5
SY15-4，FP-141
FP-058
DP28-1*
FP-236
DP28-6*
CP51-6
DP6-2
SY13-4，DP47-2，
FP-067，FP-072，
FP-213
CP35-3，CP43-4*
O25-2，FP-021，
FP-058
DP46-2，FP-111
WS4-2*

索

安田 光宏
安田 裕一郎
安田 吉孝

DP43-2，CP24-5
DP12-1
DP16-6
O26-4，CP16-2*
O12-4，DP33-6，
CP1-5，CP19-6
DP21-3，CP17-1
CP3-1
O18-6
O27-4
CP3-1
CR12，O8-3，
DP9-3，FP-061
DP39-3，CP12-1，
FP-315
CP5-1，CP67-2，
FP-087*
O37 座長，CP52-2
CP12-4*
O9-6，O49-2，
DP43-4
SY5-3，O22-1*，
O47-5
FP-180，FP-182
CP2-4
DP18-3
DP40-3
DP8-2，CP18-1，
CP31-1*，CP51-5，
CP60-3，FP-251
CP27-1，FP-003
DP5-4，DP15-2，
CP23-6
O19-3，O37-5，
O47-2，CP10-6，
CP11-6
SY9-3，SY14-4*，
SY15-5，SY15-7*，
SY18-6*，WS3-5*，
CR4-3，GD3-3，
GD3-5，AW4-1，
O44-2，O44-4，
CP11-2，CP26-3，
CP61-1，FP-029
O28-2，FP-108
CP45-5
DP30-6，CP56-2，
FP-318
FP-014*
FP-024
DP25-6*
SY10-2，AW4-4，
O46-5
DP19-1

安村 里絵
安本 高規
安本 寛章
安元 浩
矢田 憲孝
矢田 匡
谷田部 哲夫
矢田部 智昭

山崎 浩史

山崎 倫子
山崎 優
山崎 裕一朗
山崎 裕一郎
山崎 玲子
山崎 和夫

山崎 さゆり
山崎 武則
山崎 治幸
山崎 舞子
山崎 光章
山崎 元靖

山路 文範
山地 芳弘
山下 淳
山下 幾太郎
山下 和人
山下 和範
山下 香奈恵
山下 健一郎
山下 健次
山下 幸一
山下 康次
山下 茂樹
山下 淳

山下 淳二
山下 真史
山下 進
山下 貴宏
山下 貴弘
山下 千明
山下 千鶴

山下 徹志
山下 智範
山下 智也

索

山下 智幸
山下 直己
山下 典雄

引

山下 勇人
山下 真史
山下 勇人
山下 遊平
山下 由理子
山科 章

DP8-2，CP18-1*，
CP51-5，CP60-3，
FP-251
FP-080
FP-272
CP51-3
CP32-2，CP52-6
DP21-4
O43-2，DP6-5，
CP16 座長，CP57-4，
FP-297
FP-339*
PC3-1
DP44-6，CP62-4
FP-098*
DP5-3
O51-1，O51-3，
DP45-4，CP39-3，
FP-083，FP-282
FP-014，FP-112*
CP20-2，FP-296
SY20-2
CP28-3，CP52-3*，
CP55-3
CR4-3
DP1-5，CP59-3
CP13-5
O56-5
O53-6
EL1 座長，WS2-1*，
DP1-3，DP14-4*
CR7-1，CR7-3*，
CP25-5*
O19-1，DP16-4
CP14-2，FP-104，
FP-180，FP-193，
FP-198
CP36-1，FP-068
SY13-2
EDS7 座長，DP6-4
FP-109
DP8-5，FP-235*
CP56-5
CP36-6，SY10-1，
PC13-1，DP17-2，
DP46-4，CP28-5，
FP-259
O16-4，FP-254
FP-099
SY9-2，O15-4，
DP20-1，DP29-4*，
CP9-3
FP-132*
O25-3，O25-4
O48-3，DP15-5，
FP-196
O3-5
CP1-3
O43-5
AW3-2*
O27-1*，CP22-2
IL2 座長，LS20 座長，
SY11 座長，
DP36-2，CP14-2，
FP-104，FP-180，
FP-182，FP-193，
FP-198

山勢 博彰

O45-1*，O45-5，
DP50-6
山勢 善江
O45-1
山添 大輝
DP6-2*
山添 泰佳
DP1-2，CP4-5*，
CP66-6
山田 陽
O11-3
山田 かおり
O21-1*
山田 香里
SY12-4，O37-1，
DP12-2，FP-166*
山田 克己
O29-1
山田 クリス孝介 SY15-4
山田 恵子
CP27-5
山田 賢治
SY20-3
山田 健太
CP30-5
山田 幸恵
CP30-4*
山田 祥子
CP11-1
山田 周
CP28-3*，CP52-3，
CP55-3
山田 祥子
DP23-4
山田 純生
PC3-1，DP28-4，
LS15*
山田 太平
O3-5
山田 高成
SY6 座長
山田 尚弘
O45-6，FP-131
山田 達也
SY13-5，CP34-1
山田 千翔
DP15-3
山田 親代
O8-6
山田 剛史
CP35-5*
山田 哲久
O38-5*，DP32-2
山田 哲也
CP58-6
山田 徳洪
CP9-2*
山田 知輝
O20-5
山田 友子
O7-2，DP10-3
山田 直人
DP23-3*，CP41-6*
山田 成美
DP12-5*，FP-026
山田 紀昭
FP-129
山田 広之
O22-5，CP67-1
山田 茉美
DP34-1
山田 真理
O50-2
山田 満
GD2-2
山田 元大
CP5-1，CP67-2，
FP-087
山田 裕樹
O3-1，CP26-2，
FP-281
山田 友紀
O34-1
山田 芳嗣
CP21-6
山田 梨香子
DP16-6
山田 竜太
FP-060
山田 留維
CP15-6
山田 亘
CP39-6
倭 成史
DP27-4
山戸 隆二
CP54-2
山鳥 佑輔
DP23-4
山名 英俊
FP-114，FP-360*
山中 恵美子
DP22-2*
山中 一朗
CP9-4，CP9-5
山中 希有子
O29-6
山中 智弘
O52-3*
山中 秀則
FP-080，FP-344*，
FP-365
山中 光昭
FP-218*
山中 裕太
DP32-6
山長 修
FP-080*，FP-344，
FP-365
山根 堂代
CP27-2，FP-064*
山根 毅郎
FP-233
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山根 哲信

山根 真央
山野 修平
山野上 敬夫
山内 英雄
山内 雅人
山野辺 みち子
山端 大樹
山辺 亮平
山村 英治
山村 仁
山本 亜矢
山本 和宏
山本 加奈子
山本 幸司
山本 幸治
山本 浩大郎
山本 小奈実
山本 小奈美
山本 修司
山本 俊介
山本 傑
山本 貴子
山本 剛史
山本 尚範

山本 拓巳
山本 剛

山本 司
山本 哲史
山本 朋納
山本 直美
山本 夏啓
山本 信章
山本 則子
山本 啓雅
山本 真崇
山本 幸
山本 泰史

山本 康裕
山本 勇輝
山本 裕子
山本 豊
山本 貴子
山本 良平

山森 祐治

O1-6，O16-1*，
O37-3，DP7-5，
DP24-3，DP35-2，
CP6-2*，CP11-4，
FP-085，FP-177，
FP-203，FP-225，
FP-253，FP-363
CP39-1
DP1-5*，CP59-3
DP31-1，FP-031
O46-1，DP21-6
FP-217
O45-3
CP58-2
O21-4
CP12-3，CP20-3
CP12-4
O36-6
FP-151，FP-160*
CP36-4*
FP-216
CP17-3，CP58-4
O34-5，CP6-3，
FP-045*
DP50-6*
O45-5
CP68-4
O8-2，O37-5
DP12-1
O25-5
O29-3*
O33-2，O33-3，
DP1-6，DP5-5，
DP12-6，CP4-3，
CP7-3，CP17-5，
FP-070，FP-154，
FP-294，FP-312
CP18-6，CP23-1
SY24-1*，CR9-1，
O28-3，DP25-1，
DP36-1，CP38-5
CP36-6
FP-321
O10-4*，CP18-3，
CP22-5
O54-5，DP19-3
O36-3，DP17-4，
DP23-1*，DP25-2
EL23 座長，O53-4
O45-2
CP18-3，CP22-5
O27-4*
O10-6，O48-2，
CP28-6，FP-364
SY12-3，DP24-2，
DP39-4，CP19-5，
CP34-5，SY18-6，
WS3-5，O48-4
O53-5
CP23-3，FP-190*
FP-199
CP1-1*，FP-260
PD3-3
O16-2，DP17-6，
DP44-5，CP11-2*，
FP-266
FP-285

山谷 立大
屋良 愛子
屋良 美紀

CP20-5，FP-037*
FP-049
FP-198

ゆ
由井 淳子
勇内山 大介
祐森 章幸
湯川 高寛
湯川 友貴
行岡 哲男
行岡 秀和
行光 昌宏
行元 悦子
湯澤 由紀夫
油田 まどか
柚木 良介
弓場 隆生
弓指 恵一
湯本 哲也

CP62-1
FP-104
CP45-1*
SY23-4，DP25-5，
CP12-5
CP68-1*，FP-350
AW1-3
SL2 座長，GD2 座長，
GD2-1
CP10-1，CP17-4*，
CP48-1
FP-117*，FP-328
CP30-4
CP42-4*
CP55-5*，FP-306
FP-197
O10-3
O46-1，DP19-2，
DP21-6

よ
余川 順一郎

余湖 直紀
横尾 あずさ
横尾 聡
横川 真理
横須賀 收
横田 朗
横田 泰佑
横田 大将
横田 裕行

横田 美幸
横手 翼
横野 良典
横堀 將司

横峯 辰生

横山 順一郎
横山 健

横山 俊樹

横山 朋大
横山 仁志

吉岡 早戸
吉岡 睦展
吉川 陽文
吉川 朱実
吉河 惇
吉川 和秀
吉河 久美子
吉川 大輔
吉川 秀和
吉川 真由
吉川 裕介
吉川 吉暁
吉川 吉曉
吉里 孝子
吉眞 孝
吉沢 和也
吉澤 佐也
吉澤 城
吉沢 崇
吉澤 俊彦
吉田 明子
吉田 章
吉田 彩乃
吉田 英里佳
吉田 和寛
吉田 研一
吉田 浩二
吉田 浩輔

吉田 幸太郎
吉田 暁
吉田 忍
吉田 順子
吉田 省造

吉田 真一郎

吉田 敬
吉田 隆浩
吉田 拓生
吉田 拓司

吉田 拓也
吉田 健史

吉田 輔
吉田 剛
吉田 哲也
吉田 輝彦
吉田 徹
吉田 知由
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吉田 有法
吉田 直人
吉田 英樹
吉田 真紀子
吉田 真寿美
吉田 光朗
吉田 光郎
吉田 美帆
吉田 悠紀子
吉田 幸代
吉田 良太朗
吉田 和歌子
吉鷹 志保
吉谷 健司
吉富 有哉
吉永 修平
吉永 孝之
吉永 雄一
吉野 和久
吉野 淳
吉野 匠
吉野 智哉
吉野 博子
吉野 靖代
吉野 雄大
吉野 由夏
吉原 克則
吉廣 尚大
吉見 竜介
吉村 旬平
吉村 真一郎
吉村 知哲
吉本 明弘
吉本 広平
吉山 直政
依田 智未
与田 真隆
四井田 英樹
與那覇 哲
米倉 なほ
米倉 寛
米澤 直樹
米田 和弘
米田 浩
米廣 由紀
米丸 裕樹
米満 尚史
寄高 麻奈実
依光 たみ枝
萬 知子
萬家 俊博

CP12-2
O8-3，DP9-3*
O41-2
CP42-2
FP-006
FP-172
FP-032
CP34-6*，CP46-2
EL22，FP-033
CP9-4，CP9-5
O10-5*
DP37-5
DP23-5*
CP60-4
CP49-1
DP40-5
CP68-6
O31-5*
O22-6
FP-097
CP22-6，FP-247
O53-5*
DP30-6，CP56-2，
FP-318
SY21-4*，WS2-3，
O8-1，O26-2
FP-114，FP-360
FP-122*
DP8-1，CP38-3，
CP59-2，FP-212
CP41-3*
FP-039
SY17-3
FP-249
DP17-3
LS30 座長
O48-2，DP7-1*
O48-3
CP44-6
CP7-4
O49-1
FP-095，FP-167
DP7-6
O7-3，CP1-4，CP2-3
O22-5
FP-030*
AW3-4
CP31-3，FP-088
DP25-6
SY13-2，CP1-3，
FP-101
DP19-2
CP64-1
SY13-5，CP34-1
O46-6，DP14-1，
CP60-6

ら
羅 秀玉
耒田 善彦

引

横山 達郎

吉岡 淳
吉岡 俊輔
吉岡 崇

CP54-3
O5 座長，O41-5，
DP1-3，DP14-4
CR2-1，CR2-3*
O24-4
SY9-4，CP32-1，
FP-210
O4-5，CP49-3，
CP68-1
SY18-3
DP20-4，FP-234*
CP46-3
CP60-4
SY13-3，CP11-5
CP4-2
CP28-2
DP1-4
CP34-6
O18-4
O15-1，DP1-1
SY17-3
CR13-3，CR13-4，
CP29-1
O6-1*
O41-2
DP17-1，CP1-4
SY23-6
FP-220*
SY23-7
O16-5
CP38-2
FP-192
DP24-6*
FP-203
DP2-5，CP41-3，
CP41-5
DP26-3
O51-1，O51-3，
DP45-4，CP39-3，
FP-083*
O49-1*
DP15-1
CP70-1
CP13-4*
DP38-6，CP1-2，
FP-014，FP-112，
FP-367
O43-1*，O47-1，
FP-069，FP-143，
FP-361
CP3-3
DP38-6，CP1-2
DP34-3
O16-6，O32-3，
O50-4，CP20-6，
CP50-2，FP-209
FP-312*
EL2*，SY1-2*，
SY2-4*，SY11-3*，
PC10-1*，FP-099
O36-3，DP17-4，
DP23-1，DP25-2
FP-267
CP16-3
DP7-1
O41-2
CP39-1

CP47-3
CP66-1

り
李 周浩
劉 啓文
林下 浩士

索

横室 浩樹

O20-1，O28-1*，
FP-194，FP-256，
FP-299
CP45-1，FP-284*
O37-5
DP34-6
DP35-4*
SY11-5
CP66-5
DP34-3
DP3-4
EDS7-2，SY23-3，
AW1-1，O12-4，
O30-2，O43-4，
DP38-3，CP1-5，
CP19-6，CP39-4，
FP-114，FP-360
CP1-1，FP-260
DP37-2
DP33-1*
AW3-4，EDS7-2*，
SY23-3*，FP-360，
LS9*，FP-114
CP67-5，FP-059，
FP-135
DP8-1，CP38-3，
CP59-2，FP-212
FP-150
O11-3，O11-4，
DP27-5，CP26-6*，
CP53-2
FP-362，SY23-4，
DP25-5，CP12-5*
SY4 座長，O4-6，
DP13-5，DP43-3，
CP40-3，CP54-4，
FP-092*，FP-125，
FP-349
O53-1，O53-2
SY4-5*，CR7-2，
O41-2，DP37-1*，

横山 正尚

DP31-3
GD2-3*，O5-4，
O23-2
O25-5，SY9-2*，
SY9-3，O15-4，

DP20-1，DP29-4，
DP35 座長，CP9-3，
FP-328

わ
若子 尚子
若狭 哲
若杉 雅浩
若田 竜一
吾妻 俊弘
若林 健二

若林 公平
若松 拓彦
若松 成知
若松 弘也
若松 雄太
若宮 里恵
和気 晃司
和田 麻美
和田 絵里香
和田 久美子
和田 浩輔
和田 沙矢香
和田 翔

和田 伸介

和田 宗一郎
和田 大樹
和田 崇文
和田 剛志

DP17-2，FP-259
DP5-1
AW1-1，DP5-3
FP-082*
PC4-1*，DP47-2，
FP-213，FP-302
SY8-2，O2-3*，
DP5-6，FP-130，
FP-204
DP46-1
FP-365，FP-080
DP2-2，CP65-1
DP33-5
SY18-3
CP4-6
DP24-5，CP3-2，
CP55-2
FP-097
CP58-6
DP25-4
DP44-6
CP36-5*
SY12-3*，O25-5，
DP24-2，DP39-4，
CP19-5，CP34-5
CP26-4，FP-032，
FP-172

和田 亨
和田 直樹
和田 望美
和田 秀一
和田 政範
和田 政彦
和田 陽子
渡邊 顕弘
渡部 篤史
渡邉 伊知朗

渡邉 栄三
渡邉 英美
渡辺 えり
渡邊 江莉
渡邊 和美
渡邊 一也
渡邊 圭祐
渡部 晃士
渡部 悟
渡辺 伸一

O9-4*
FP-241
SY15-2，SY15-6，
AW2-2，CP3-4
O29-5*，O51-6，
CP18-5
CP67-5，FP-059
DP37-6
DP41-4
O11-1
CP54-2*
FP-231
O14-5
CP12-3，CP20-3
FP-188
CP50-1，SY16-3，
O4-1*，O16-6，
O32-3，DP10-5，
DP35-3，DP35-6，
CP45-6，CP50-2，
CP57-1，FP-209
O10-2*，O22-1，
CP8-3
CP44-1
O36-1
CP14-2*
FP-121
CP2-2*
CP47-1
O53-4
DP27-5
WS4-4*，O39-2*

索
引
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渡辺 隆明
渡辺 太郎
渡辺 俊明
渡邊 朝子
渡邉 具史
渡邊 伸央
渡辺 光
渡部 広明
渡邉 宏樹
渡邉 裕司
渡辺 文雄
渡邉 慎
渡邉 雅貴
渡辺 雅之
渡邉 翠
渡邊 恭通
渡部 雄介
渡邉 裕美子
渡邊 要
渡邉 陽介
渡部 亮
渡部 修
渡部 浩明
亘 誠司
和智 万由子
藁谷 夏音
藁田 希世和
蕨野 有希
割田 俊一郎

O33-6，CP23-2，
CP49-5
O1-4*
O51-2*
CP36-3
FP-300
O18-4
O51-5，CP60-2，
FP-034*
O12-1
CP67-5，FP-059，
FP-135
DP31-4
CP12-6
FP-135*
DP36-2，CP14-2，
FP-193
CP5-2*
FP-140*
O52-1
O53-4，DP22-1
O55-2，CP35-4
CP21-1
O41-2，DP37-1
CP39-1*
CP54-5
CP51-3
CP10-2
O22-5
DP49-6*
SY18-10
FP-352
O6-1
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