
一
般
演
題

（
ポ
ス
タ
ー
）

【一般演題（優秀ポスター）】
2月 22日（木）　11：00～ 11：50　優秀ポスター会場　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 1（P1）　優秀ポスター１

座長：貝沼 関志（稲沢市民病院顧問（麻酔・救急・集中治療部門））
中田 孝明（千葉大学救急集中治療医学）　

P1-1 気管挿管における気管チューブの理想的なカフ圧 -時間曲線の検討
河野 太郎 1，指宿 昌一郎 1，丸田 豊明 1，矢野 武志 2，児玉 芳史 1，石山 健次郎 1，新福 玄二 1，森 信一郎 1，恒吉 勇男 1,2

（1.宮崎大学医学部附属病院麻酔科，2.宮崎大学医学部附属病院集中治療部） 
P1-2 間質性肺疾患患者の特徴と予後因子の検討 :後方視観察研究

池田 督司 1，梅井 菜央 1，市場 晋吾 1，竹内 純平 1，間瀬 大司 1，坂本 篤裕 2（1.日本医科大学付属病院外科系集中治療
科，2.日本医科大学麻酔科学講座） 

P1-3 eGFR値と 24時間畜尿によるCCr値の解離に影響を与える因子を多変量解析を用いて予測した研究
森 玲央那 1，貝沼 関志 2，平井 昴宏 3，鈴木 章悟 3，西脇 公俊 3（1.名古屋第一赤十字病院麻酔科，2.稲沢市民病院顧
問（麻酔･救急･集中治療部門統括），3.名古屋大学医学部附属病院麻酔科） 

P1-4 当院における中心静脈穿刺の取り組み：安全な中心静脈穿刺を目指して
飯塚 紗希 1，金本 匡史 1，田中 和美 2，永井 弥生 3，浅尾 高行 4，杉本 健輔 1，戸部 賢 1，高澤 知規 1，日野原 宏 1，齋藤 
繁 1（1.群馬大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部，2.群馬大学医学部附属病院医療人能力開発センター，3.群馬
大学医学部附属病院医療の質・安全管理部，4.群馬大学未来先端研究機構ビッグデータ統合解析センター） 

P1-5 肝移植術後のアルブミン値と臓器障害の関係性
廣井 一正，松崎 孝，Vika Lemoto，賀来 隆治，森松 博史（岡山大学病院麻酔科蘇生科） 

P1-6 喀痰のアデノシン三リン酸値とMiller＆ Jones分類およびグラム染色の関連性の検討
永迫 望 1，三輪 美保 2，川野 マキ 2（1.潤和会記念病院感染対策管理室，2.潤和会記念病院看護部） 

P1-7 クリティカル領域における看護師の口腔ケア標準化と口腔内細菌数との関連
森下 喬道 1，岡本 美穂 1，矢野 加奈子 2，皿田 和宏 3，桐島 愛 1，三浦 麻紗美 1，川堀 麻里 1，西 裕美 4，栗原 英見 5，飯
干 亮太 1（1.広島大学病院看護部，2.広島大学病院診療支援部歯科衛生部門，3.広島大学病院診療支援部リハビリ
テーション部門，4.広島大学病院口腔総合診療科，5.広島大学大学院医歯薬保健学研究院歯周病態学研究室） 

2月 22日（木）　13：40～ 14：40　優秀ポスター会場　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 2（P2）　優秀ポスター 2

座長：七戸 康夫（北海道医療センター救急科）　
松田 兼一（山梨大学救急集中治療医学講座）

P2-1 当院における急変前の迅速対応に繋げる取り組みと課題
小林 恭代 1，矢田 理絵 2，高野 洋 3，前田 敦雄 4，佐々木 純 5（1.昭和大学藤が丘病院救急医療センター，2.昭和大学
藤が丘病院集中治療センター，3.昭和大学藤が丘病院集中治療センター，4.昭和大学藤が丘病院救急医学科，5.昭
和大学藤が丘病院救急医学科） 

P2-2 全室個室GICUにおけるせん妄発症率について
山西 浩史，濱口 真名美，和田 美沙希，小出 愛子，山極 真希子（愛知医科大学病院看護部GICU） 

P2-3 膀胱留置カテーテルの早期抜去は早期離床につながるか？
前田 飛鳥，松本 隆（社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院 ICU） 

P2-4 ICU在室中リハビリ介入開始の有無における院内死亡率，ICU滞在日数，総在院日数などの比較検討
山口 裕臣 1，金本 匡史 2，戸部 賢 2，長谷川 信 1，田澤 昌之 1，日野原 宏 2，和田 直樹 1（1.群馬大学医学部附属病院リ
ハビリテーション部，2.群馬大学医学部附属病院集中治療部） 

P2-5 ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘出術が術後呼吸機能に与える影響
佐藤 慎也 1，石田 修平 1，原 祐樹 1，宇賀田 圭 2，片山 望 2，庄野 敦子 2，二階 哲朗 2，齊藤 洋司 2（1.島根大学医学部附
属病院リハビリテーション部，2.島根大学医学部麻酔科学） 

P2-6 ICU多職種チーム回診の回数増加がリハビリテーションに及ぼす効果
松尾 竜志 1，札本 篤 2，江田 陽一 3（1.医療法人徳洲会福岡徳洲会病院リハビリテーション科，2.医療法人徳洲会福
岡徳洲会病院リハビリテーション科，3.福岡徳洲会病院集中治療センター） 

P2-7 当院重症病棟における理学療法士専従配置の廃止が挿管人工呼吸器患者の離床に与える影響
鈴木 俊太郎 1，阿部 雄介 1，清野山 菜美 1，辻 和子 1，谷 崇史 1，小林 道生 2（1.石巻赤十字病院リハビリテーション課，
2.石巻赤十字病院救命救急センター） 

P2-8 急性期病棟におけるファスジルによる薬物性肝障害リスク因子の解析
長井 日生，雨宮 貴洋（東京大学医学部附属病院薬剤部） 
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【一般演題（ポスター）】
2月 21日（水）　11：00～ 12：00　ポスターブース 1　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 3（P3）　呼吸 1（急性呼吸不全）

座長：日野原 宏（群馬大学病院集中治療部）
P3-1 食道癌治療中に発症したニボルマブ（オプジーボ）による間質性肺炎が疑われた一例

康 美理，齋藤 眞樹子，角田 美保子，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学） 
P3-2 トラスツズマブ エムタンシンによる口腔内痛に対する半夏瀉心湯投与後に生じた薬剤性間質性肺炎の 1症例

杉山 由紀 1，市山 崇史 2，布施谷 仁志 1，坂本 明之 1，吉山 勇樹 1，浦澤 方聡 3，山本 克己 3，清水 彩里 3，今村 浩 4，川
真田 樹人 1（1.信州大学医学部麻酔蘇生学教室，2.信州大学医学部内科学第一教室，3.信州大学医学部附属病院集
中治療部，4.信州大学医学部救急集中治療医学教室） 

P3-3 非特異性間質性肺炎の急性増悪による低酸素血症に対してPMX-DHPが著効した一例
内藤 麻巳子，中川 丞子，長島 亮太郎，外間 亮，鯉江 めぐみ，星野 耕大，川野 恭雅，石倉 宏恭（福岡大学病院救命
救急センター） 

P3-4 イソフルラン吸入無効の気管支喘息重積発作に対してセボフルラン吸入が奏功した 1例
岩佐 武 1，星野 哲也 1，小山 泰明 1，榎本 有希 1，下條 信威 1，河野 了 1，井上 貴昭 1，高橋 伸二 2，田中 誠 2（1.筑波大
学附属病院救急集中治療科，2.筑波大学附属病院麻酔科） 

P3-5 人工呼吸器管理を要する気管支喘息重責発作患者に対するPEEPの必要性に関する検討
高田 哲男（市立伊丹病院呼吸器内科） 

P3-6 肝性胸水にて心肺停止蘇生後，循環不全を伴う両側性の再膨張性肺水腫を来たした 1例
中西 美鈴，福岡 敏雄（倉敷中央病院集中治療科） 

P3-7 特発性血気胸に対する外科的治療後に再膨張性肺水腫を来した 1例
竹川 大貴 1，佐々木 真緒 2，川口 純 1，橋場 英二 2，櫛方 哲也 3，廣田 和美 3（1.弘前大学医学部附属病院麻酔科，2.弘
前大学医学部付属病院集中治療部，3.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座） 

P3-8 胸水除去の胸腔ドレーン留置により緊張性気胸を生じた症例
椿 康輔 1，井上 聡己 2，西和田 忠 1，園部 奨太 1，惠川 淳二 2（1.奈良県立医科大学麻酔科，2.奈良県立医科大学集中
治療部） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：45　ポスターブース 2　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 4（P4）　補助循環 1

座長：槇田 徹次（佐世保市総合医療センター救急集中治療科）
P4-1 PCPSにて救命しえた肺動脈血栓塞栓症の一例

角田 美保子，康 美理，斎藤 眞樹子，芝原 司馬，齋藤 倫子，矢口 有乃（東京女子医科大学病院救急医学） 
P4-2 敗血症性心筋症に対し体外式膜型人工肺を導入し救命し得た一例

松永 渉 1，岩崎 夢大 1，青松 昭徳 1，簗瀬 史貴 1，関根 彰子 1，加藤 剛 1，川岸 利臣 1，牧野 淳 2，讃井 將満 1（1.自治医
科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部，2.横須賀市立うわまち病院心臓脳血管センター特定集中治
療室） 

P4-3 ECMOによって救命し得た心原性ショックを伴い大動脈弁狭窄症を合併した高齢者急性心筋梗塞の 1例
鈴木 恵，豊川 望，阪井 諭史，矢野 裕己，野木 一孝，岩間 一，中井 健仁，土肥 直文（奈良県西和医療センター循環
器内科） 

P4-4 心肺停止に至ったが体外式膜型人工肺（ECMO）によって救命し得た劇症型悪性高熱症の 5歳男児の一例
黒沢 大樹，林 拓也，新津 健裕，植田 育也（埼玉県立小児医療センター集中治療科） 

P4-5 拡張型心筋症小児例へのBerlin hear t ExCore装着後の高血圧と体血管抵抗
海老島 宏典，内山 昭則，田中 智彦，髭野 亮太，藤野 裕士（大阪大学医学部付属病院集中治療部） 

P4-6 小児ECMO症例における腎代替療法（RRT）施行の現況
赤松 貴彬（大阪母子医療センター） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：45　ポスターブース 3　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 5（P5）　栄養 1

座長：小井土 雄一（災害医療センター）
P5-1 栄養管理プロトコール導入による侵襲後の生体に及ぼす影響

藤本 晃治，佐藤 直子，林 美保，大石 竜也，高橋 健二（山口県立総合医療センター） 
P5-2 多職種協働型栄養プロトコール導入前後における調査

大石 竜也，林 美保，高橋 健二，佐藤 直子，藤本 晃治（地方独立行政法人山口県立総合医療センター） 
P5-3 管理栄養士を含めた多職種カンファレンスの取り組み～有用性の検討～

岩井 香緒里，中村 啓介，比屋根 寛，瀬名波 栄信，赤嶺 史郎，玻名城 尚，神谷 敏之，大城 梓（医療法人沖縄徳洲会
南部徳洲会病院） 
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P5-4 三次救命救急センターICUにおける早期経腸栄養（EN）プロトコール改定での有用性
藤田 智也，土原 留美，弥園 英治，宇野 妙子，前山 啓介，泉野 浩生（りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救
急センター） 

P5-5 ICUでの早期経腸栄養の効果について
滝内 麻未 1，池田 武史 2，大林 正和 2，浅田 馨 2，矢野目 英樹 1（1.社会医療法人財団慈泉会相澤病院栄養科，2.社会
医療法人財団慈泉会相澤病院救命救急センター集中治療科） 

P5-6 急性心筋梗塞患者における早期経腸栄養の導入の実態と予後についての検討
山方 俊弘，増永 直久，黄 俊憲，太良 修平，山本 剛（日本医科大学付属病院） 

2月 21日（水）　11：00～ 12：00　ポスターブース 4　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 6（P6）　患者管理・看護管理 1

座長：佐藤 圭路（脳神経センター大田記念病院麻酔科）
P6-1 ラインサービス提供者としての ICU～PICC挿入後フォローアップラウンドの取り組み

中森 裕毅，川上 大裕，植田 浩司，下薗 崇宏，美馬 裕之，須賀 将文，矢崎 知子，伊藤 次郎，田口 聡久，吉藤 正泰（神
戸市立医療センター中央市民病院麻酔科） 

P6-2 中心静脈カテーテルに対する安全管理　高度救命救急センター・集中治療室等の現状ならびに意識調査から
熊田 恵介 1，村上 啓雄 1，岡本 遥 2，鈴木 浩大 2，山田 法顕 2，土井 智章 2，吉田 省造 2，牛越 博昭 2，小倉 真治 2，山口 
忍 3（1.岐阜大学医学部附属病院医療安全管理室，2.岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター，3.岐阜大学医
学部附属病院麻酔・疼痛科） 

P6-3 当院におけるPICC（peripherally inser ted central venous catheter）センターの現状
竹野 典子 1，櫻谷 正明 2，高場 章宏 2，河村 夏生 2，筒井 徹 2，吉田 研一 2（1. JA広島総合病院研修医，2. JA広島総合
病院救急・集中治療科） 

P6-4 新設病院 ICUにおける重症度スコアリングの導入と課題
白岩 正広，村上 慧，小川 敦子，栃尾 麻衣，村川 美代，水上 由紀，嶋先 晃，公文 啓二（医療法人沖縄徳洲会吹田徳
洲会病院） 

P6-5 夫々の医療チームにおける調整の重要性 ─タイミングを見極めた 1例─
小島 朗 1，井馬 里海 2（1.大原綜合病院，2.名古屋大学医学部附属病院） 

P6-6 スタッフのストレス軽減を目指して ─WTC増加に向けた取り組み─
前原 友哉，吉本 和輝，松本 裕則（京都山城総合医療センター） 

P6-7 （演題取り下げ）

P6-8 救命救急センターに所属する医師の他部署連携による負担軽減について
林 靖之，五十嵐 佑子，尾北 賢治，佐藤 秀峰，夏川 知輝，伊藤 裕介，小濱 圭祐，大谷 尚之，大場 次郎，澤野 宏隆（大
阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 

2月 21日（水）　11:00～ 12:00　ポスターブース 5　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 7（P7）　感染症・敗血症 1（バイオマーカー，診断）

座長：南 ゆかり（鳥取大学病院高次集中治療部）
P7-1 血清プレセプシンが菌血症を伴う化膿性関節炎と偽痛風の鑑別に有用であった一例

足川 財啓，川崎 貞男，藤崎 一基，元林 寛文，長尾 知昭，益満 茜（独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター
救命救急科） 

P7-2 敗血症の再燃の予測にプレセプシンが有効であった 1例
田村 萌 1，安藤 幸吉 1，村田 祐二 1，櫻田 幽美子 2，東海林 秀幸 2，安達 厚子 2，庄子 賢 1，近田 祐介 1，堀之内 節 3 
（1.仙台市立病院救急科，2.仙台市立病院麻酔科，3.仙塩利府病院麻酔科） 

P7-3 腸腰筋膿瘍を疑われる患者に，超音波ガイド下に穿刺し，確定診断を得た症例
福井 公哉，清野 雄介，佐藤 暢夫，石川 淳哉，野村 岳志（東京女子医科大学集中治療科） 

P7-4 血液を遠心分離し得られる buf fy coatをグラム染色することで早期診断が出来た侵襲性肺炎球菌感染症の二例
新山 優 1，片岡 惇 1，三反田 拓志 1，鍋島 正慶 1，藤本 佳久 1，則末 泰博 1，藤谷 茂樹 2（1.東京ベイ・浦安市川医療セ
ンター救急集中治療科集中治療部門，2.聖マリアンナ医科大学救急医学） 

P7-5 プロカルシトニン値に影響を及ぼす周術期因子の検討
菅原 友道 1，浅賀 健彦 1，別宮 小由理 1，西部 伊千恵 1，京嶋 太一朗 1，山鳥 佑輔 1，齋田 昌史 1，岡部 悠吾 2，中條 浩介 1,2，
白神 豪太郎 1（1.香川大学医学部附属病院麻酔・ペインクリニック科，2.さぬき市民病院） 

P7-6 グラム陽性菌による敗血症性ショック患者におけるエンドトキシン血症と小腸粘膜細胞傷害の関連
関野 元裕，岡田 恭子，井上 陽香，江頭 崇，矢野 倫太郎，松本 聡治朗，一ノ宮 大雅，東島 潮，松本 周平，原 哲也（長
崎大学病院集中治療部/麻酔科） 

P7-7 ICU入室中の内科系疾患患者における体組成と臨床データとの関連性の調査
新見 昌央 1,2，桂田 功一 2，鹿瀬 陽一 3，長谷川 意純 4（1.東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座，2.東京
慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科，3.東京慈恵会医科大学附属柏病院麻酔科，4.東京慈恵会医科
大学附属柏病院救急科） 



（
ポ
ス
タ
ー
）

一
般
演
題

P7-8 敗血症症例の IgG値と臓器障害の関連についての検討
山木 壮 1，梅垣 岳志 2，西本 浩太 2，奥 佳菜子 2，穴田 夏樹 2，安藤 亜希子 2，右馬 猛生 2，楠 宗矩 2，正司 智洋 2，上林 
卓彦 2（1.関西医科大学外科学講座，2.関西医科大学麻酔科学講座） 

2月 21日（水）　11:00～ 12:00　ポスターブース 6　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 8（P8）　感染症・敗血症 2（基礎研究，薬剤副作用，抗菌薬選択・TDM）

座長：森山 潔（杏林大学麻酔科学教室）
P8-1 炎症性サイトカインTNF-αと IL-6のミトコンドリア機能に対する効果

清永 夏絵，森山 孝宏，上村 裕一（鹿児島大学病院麻酔科） 
P8-2 ミダゾラムはTSPOシグナルを介してマクロファージの免疫応答を抑制する

堀口 佑 1，大田 典之 1，古出 萌 1，山本 俊介 2，海老島 宏典 1，平松 大典 1，内山 昭則 1，藤野 裕士 1（1.大阪大学大学院
医学系研究科麻酔集中治療医学講座，2.大阪医療センター麻酔科） 

P8-3 持続バソプレシンにより低Na血症を呈した敗血症性ショックの 1症例
佐々木 真緒 1，橋場 英二 1，川口 純 1，松崎 敦子 2，斎藤 淳一 1，丹羽 英智 1，廣田 和美 2（1.弘前大学医学部付属病院
集中治療部，2.弘前大学医学部付属病院麻酔科） 

P8-4 抗生剤の治療戦略の見直しを必要としたAeromonas腸炎による敗血症性ショックの一例
宇賀田 圭 1，藤原 辰也 1，榊原 学 2，太田 淳一 2，三原 亨 2，串崎 浩行 2，二階 哲郎 2，齊藤 洋司 1（1.島根大学医学部付
属病院麻酔科，2.島根大学医学部付属病院集中治療部） 

P8-5 重症感染症に対してCHDF施行下で行ったVCM投与設計
山田 真人 1，酒井 美和 1，末森 千加子 1，塩田 恵 1，相生 勇作 1，吉田 直恵 1，鴻野 公伸 2（1.兵庫県立西宮病院薬剤部，
2.兵庫県立西宮病院救命救急センター） 

P8-6 小児における持続濾過透析中のダプトマイシンの投与設計を行った症例
津山 博匡 1，中川 潤一 1，上野 桂代 1，斎藤 淳一 3，丹羽 英智 2，橋場 英二 3，廣田 和美 2，下山 律子 1（1.弘前大学医学
部附属病院薬剤部，2.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座，3.弘前大学医学部附属病院集中治療部） 

P8-7 敗血症における抗MRSA薬の使用について
福原 彩 1，姜 晋求 2，高松 純平 2（1.関西労災病院重症治療部，2.関西労災病院救急部） 

P8-8 救急外来で敗血症と診断された患者の抗菌薬投与開始時期についての現況調査
牧野 佑斗，Yeap Uwen，櫻井 ともえ，鈴木 帆高，寺澤 篤（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 

2月 21日（水）　11:00～ 11:45　ポスターブース 7　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 9（P9）　腎

座長：山村 仁（弘前大学救急災害医学）
P9-1 Mg製剤及び牛乳大量摂取による著明な高Cl性代謝性アシドーシスの一例

長澤 恭平（藤田保健衛生大学病院救急総合内科） 
P9-2 ステントグラフト感染による敗血症を契機に診断したコレステロール塞栓症の 1例

小林 拓 1，小林 大祐 1，越田 嘉尚 1，小宮 良輔 2，上田 哲之 3，臼田 和生 1（1.富山県立中央病院集中治療科，2.富山県
立中央病院麻酔科，3.富山県立中央病院心臓血管外科） 

P9-3 （演題取り下げ）

P9-4 消化器腫瘍手術における水分バランス・輸液量と周術期急性腎傷害発症の関係
冨田 晶子，入江 洋正，大竹 孝尚，古曽部 和彦，皆川 陽子，山形 淑，山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科） 

P9-5 術前の腎機能と術中の尿量が術後の腎機能に与える影響
白源 清貴 1，若松 弘也 1，勝田 哲史 1，藤山 雄一 2，山本 常則 1，弘中 秀治 1，原田 郁 3，松本 聡 1，石田 和慶 3，松本 美
志也 1,3（1.山口大学医学部附属病院集中治療部，2.山口大学大学院医学系研究科脳神経外科学講座，3.山口大学大
学院医学系研究科麻酔・蘇生学講座） 

P9-6 集中治療におけるAKIの予防と治療に関するバンドル管理 2018
松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：45　ポスターブース 8　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 10（P10）　教育 1

座長：木村 友則（東京女子医科大学八千代医療センター救急科・集中治療部）
P10-1 集中治療室看護師の状況判断能力向上を目指した多重課題シミュレーションの活用

伊藤 明信（独立行政法人京都医療センター救命救急センター） 
P10-2 救命救急センターにおける新人看護師教育体制の再編 ─プリセプター制からサポートチーム体制へ─

鈴木 佑梨，福澤 仁美，生玉 織恵，大沢 君枝，山口 洋子，長田 ゆき江（長野赤十字病院救命救急センター） 
P10-3 SWOT分析を用いた教育方法の検討 クリティカル分野における多重課題に困難があった 1事例を検討して

佐野 友美 1，天野 裕香 2（1.一宮西病院集中治療部，2.千手堂病院） 
P10-4 ICUトリップ導入とその効果 ～研修後のレポート分析～

楢崎 優子 1，高橋 彩子 1，高平 香 1，伊藤 聖野 1，小林 綾乃 1，麻喜 幹博 2，三木 靖雄 2（1.藤枝市立総合病院救命救急
センター，2.藤枝市立総合病院救命救急センター救急科） 
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P10-5 救急病棟クリニカルラダー導入の現状と課題
丹野 正子，阿部 美奈子，齋藤 陽子，萩原 浩子（石巻赤十字病院） 

P10-6 小児病棟での急変時教育学習会の効果　
新井 朋子 1，三浦 英代 1，吉野 広美 1，萩原 佑亮 2，新津 健裕 2,4，吉田 拓司 3，中島 典子 1，清水 直樹 2（1.東京都立小
児総合医療センター看護部，2.東京都立小児総合医療センター救命・集中治療部集中治療科，3.東京都立小児総
合医療センター麻酔科臨床工学技師室，4.埼玉県立小児医療センター集中治療科） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：50　ポスターブース 9　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 11（P11）　血液・凝固 1

座長：新山 修平（久留米大学病院外科系集中治療部）
P11-1 外傷による下肢手術中に肺塞栓を発症したヘパリン起因性血小板減少症の一症例

新田 憲市，柴崎 美緒，塚田 恵，岡田 まゆみ，高山 浩史，嘉嶋 勇一郎，今村 浩（信州大学医学部附属病院高度救命
救急センター） 

P11-2 原発性抗リン脂質抗体症候群患者の肺塞栓治療中にHITと脳梗塞を発症した一例
原口 剛 1，真鍋 晋 2，三高 千恵子 3（1.土浦協同病院集中治療科，2.土浦協同病院心臓血管外科，3.順天堂大学医学部
大学院麻酔科学・ペインクリニック講座） 

P11-3 DICにTMA合併を疑い rhTMを投与した一例
加藤 隆之 1，橋本 賢吾 2，宮武 秀光 2，清水 淳次 2，山根 哲信 2，萬代 良一 2，辻田 靖之 2，松下 美季子 1，松村 一弘 1，
江口 豊 2（1.滋賀医科大学医学部附属病院総合診療部初期診療科，2.滋賀医科大学附属病院救急集中治療部） 

P11-4 敗血症性DICを伴う腹部緊急手術症例に対するAntithrombin γ （アコアラン®）の使用経験
松本 紘典，菊池 聡，中林 ゆき，森山 直紀，安念 優，馬越 健介，竹葉 淳，佐藤 格夫，相引 眞幸（愛媛大学医学部救急科） 

P11-5 PMX-DHPを施行した敗血症患者におけるDIC診断と粘弾性試験の結果
木下 純貴，坂本 安優，牧 裕一，豊田 大介，小竹 良文（東邦大学医療センター大橋病院） 

P11-6 敗血症性DICの転帰予測因子としてのアンチトロンビン活性（AT）の有用性の検討
金村 剛宗，井上 和茂，神保 一平，相坂 和貴子，吉岡 早戸，岡田 一郎，霧生 信明，長谷川 栄寿（国立病院機構災害
医療センタ－救命救急センタ－） 

P11-7 リコンビナント・アンチトロンビン製剤投与によるATIII値とDIC・SOFAスコアへの効果～血漿製剤との比較～
黒田 浩光，升田 好樹，大槻 郁人，赤塚 正幸，豊原 隆，巽 博臣（札幌医科大学医学部集中治療医学） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：45　ポスターブース 10　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 12（P12）　血液浄化 1

座長：赤松 繁（中濃厚生病院麻酔科集中治療部）
P12-1 CHFの希釈法による白血球・血小板機能におよぼす影響

千原 伸也 1，小川 輝之 1，島田 朋和 1，山口 真依 1，中村 勇輝 1，室橋 高男 1，黒田 浩光 2，巽 博臣 2，升田 好樹 2（1.札
幌医科大学附属病院臨床工学部，2.札幌医科大学医学部集中治療医学） 

P12-2 持続的血液浄化用ダイアライザー交換時期を早める因子の検討
藤林 哲男 1，佐藤 倫祥 2，佐上 祐介 2，松木 悠佳 1，北村 倫子 2，齋藤 律子 2，西尾 太郎 1，鈴木 裕紀子 1，奥野 絢子 1，
重見 研司 1（1.福井大学医学部器官制御医学講座，2.福井医科大学医学部附属病院集中治療部） 

P12-3 装置更新時に生じた不適切操作の後ろ向き検討
小松 義輝，藤川 義之，藤原 邦裕（北播磨総合医療センター診療支援部臨床工学室） 

P12-4 小児急性血液浄化療法の安全施行への工夫
相馬 泉 1，金子 岩和 1，峰島 三千男 2，服部 元史 3（1.東京女子医科大学臨床工学部，2.東京女子医科大学臨床工学科，
3.東京女子医科大学腎臓小児科） 

P12-5 ICU入室となった維持透析患者の疫学：単施設後方視記述研究
駒井 翔太，山本 良平，下稲葉 みどり，増渕 高照，松井 宏樹，軽米 寿之，滝本 浩平，林 淑朗（亀田総合病院集中治
療科） 

P12-6 on-lineCHDF施行 15年目の報告
島田 朋尚，伊藤 正憲，南 久美子，本田 義昌，廣田 幸次郎（市立砺波総合病院臨床工学科） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：45　ポスターブース 11　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 13（P13）　呼吸管理 1

座長：時岡 宏明（元岡山赤十字病院麻酔科）
P13-1 Nasal High Flow導入による侵襲的人工呼吸管理の回避可否についての検討

渋谷 綾子，金本 匡史，松井 祐介，坂本 晋也，竹前 彰人，松岡 宏晃，柳澤 晃広，中林 洋介，日野原 宏，齋藤 繁（群
馬大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部） 

P13-2 ネーザルハイフロ—療法の設定変更における回路内圧変化
斉藤 航 1，山本 信章 1，渡部 雄介 1，秋山 泰利 1，渡部 晃士 2，神山 具也 2，神山 洋一郎 2（1.順天堂大学医学部附属浦
安病院臨床工学室，2.順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科） 

P13-3 高流量鼻カニュラ使用が成功するのはどのような患者か
山形 淑，大竹 孝尚，入江 洋正，冨田 晶子，皆川 陽子，河合 恵子，山下 茂樹（公益財団法人大原記念倉敷中央医療
機構倉敷中央病院麻酔科） 
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P13-4 当院救命センターにおけるネーザルハイフロー療法施行例の検討
中村 龍太郎，上原 克樹，井上 裕道，佐伯 辰彦，上笹貫 俊郎，鈴木 光洋，杉木 大輔，松島 久雄（獨協医科大学越谷
病院救急医療科） 

P13-5 非侵襲的陽圧換気法におけるマスク皮膚接触圧の比較
深津 百合，林 由規彦（JCHO星ヶ丘医療センター） 

P13-6 フィッティング能力が高いリザーバー付マスクによる吸入酸素濃度と再呼吸リスクの検討
宮崎 勇輔，小尾口 邦彦，福井 道彦，横峯 辰生，小田 裕太，大手 裕之，牧門 哲哉（市立大津市民病院救急診療科・
集中治療部） 

2月 21日（水）　11：00～ 12：00　ポスターブース 12　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 14（P14）　終末期

座長：西村 祐枝（川崎医療福祉大学保健看護学科）
P14-1 頸髄損傷術後の呼吸不全の治療に関し，家族からの同意が得られず倫理委員会で治療方針を検討した一症例

高石 彩子，堀内 大志郎，出崎 陽子，西田 賀津子，仙波 和記（市立宇和島病院麻酔科） 
P14-2 透析患者の新規合併症発症時における透析中止に関する検討

小山 紗千，白井 精一郎，中川 統，新貝 早百合，守月 理，松隈 英樹（船橋二和病院内科） 
P14-3 高齢者医療における治療方針決定に関する問題点

田畑 輝海，松園 幸雅（荒尾市民病院救急科） 
P14-4 後見人に託したリビングウィル

小山 紗千，白井  精一郎，中川 統，新貝 早百合，守月 理，松隈 英樹（船橋二和病院内科） 
P14-5 急性リンパ性白血病患者の看取りの経験から臨床倫理における看護師の役割について考える

工藤 優子，須藤 朗子，佐藤 綾子（群馬大学医学部附属病院） 
P14-6 当院集中治療室におけるDNAR指示内容に関する現状

渡部 大地 1，佐々木 彩 1，飛岡 和樹 1，秋本 貴子 2，横山 健 2（1.医療法人手稲渓仁会病院集中治療室，2.麻酔科集中
治療部） 

P14-7 短期間で死亡に至った患児の両親への個別アプローチ
重政 兼悟，今川 由美子，三浦 睦恵，中村 道明，豊田 恭子，宮庄 浩司（福山市民病院） 

P14-8 ICUの終末期ケアにおける受け持ち看護師による継続した看護の有用性の検討
佐藤 奈津美，加藤 妃和，奈良 順子（弘前大学医学部附属病院看護部集中治療部） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：45　ポスターブース 13　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 15（P15）　循環 1（敗血症）

座長：西脇 公俊（名古屋大学麻酔・蘇生医学分野）
P15-1 劇症型A群連鎖球菌感染症による左上肢蜂窩織炎を契機に心原性ショックをきたした 1症例

坂東 美佳，中山 智子，中村 通孝，鵜木 崇，永野 雅秀，澤村 匡史（済生会熊本病院集中治療室） 
P15-2 ECMO管理により，救命しえた劇症型溶血性連鎖球菌，インフルエンザ合併肺炎の一例

伊藤 祐輔 1，清水 渉 2，佐藤 直樹 1，石川 昌弘 1，石原 嗣郎 1，菊池 有史 1，中摩 健二 1，高木 宏治 1，曽根 教子 1，伊波 
早乃 1（1.日本医科大学武蔵小杉病院，2.日本医科大学） 

P15-3 抗菌薬投与を契機に発症したKounis症候群の 1例
竹田 彩香，幸村 英文，永田 麻里子，鷲見 弘文，笠井 美奈，樋上 拓哉，小川 慧，山添 泰佳，栗山 直英，西田 修（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

P15-4 サイトメガロウイルス（CMV）肺炎治療中，腎移植後の抗体関連拒絶（AMR）が疑われた一例
奈倉 武郎 1，須田 慎吾 1，野口 将 2，小野 聡 1，木原 優 3，今野 理 3，岩本 整 3，池田 寿昭 1（1.東京医科大学八王子医療
センター特定集中治療部，2.島田台病院麻酔科，3.東京医科大学八王子医療センター腎センター腎臓外科） 

P15-5 重症患者の循環・輸液モニタリングに Starling ™ SVを用いた 2症例の検討
関根 秀介，今泉 均，齊木 巌，竹下 裕二，浜田 隆太，清川 聖代，安藤 千尋，魚島 直美，荻原 幸彦，内野 博之（東京
医科大学麻酔科学分野） 

P15-6 敗血症性心機能障害を発症した患者の経時的心機能評価
那須 道高，岩永 航，後藤 崇夫，高橋 公子，穂積 拓考，北原 佑介，福井 英人，米盛 輝武，八木 正晴（仁愛会浦添総
合病院） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：50　ポスターブース 14　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 16（P16）　循環 2（心不全）

座長：石井 圭亮（大分大学病院高度救命救急センター）
P16-1 肥大型心筋症を合併し周術期管理に難渋した生体腎移植の一例

松岡 基行，奥谷 龍，西田 朋代，中田 一夫，前畠 慶人，金沢 晋弥（大阪市立総合医療センター） 
P16-2 大動脈弁狭窄症の心原性ショックにPCPS導入後，緊急経カテーテル大動脈弁留置術により救命を得られた一例

中山 寛之，当麻 正直，蔵垣内 敬，小林 泰士，佐賀 俊介，黒住 祐磨，宮本 忠司，佐藤 幸人（兵庫県立尼崎総合医療
センター） 

P16-3 重度の大動脈弁狭窄に対して緊急で経カテーテル的大動脈弁留置術を施行した 2例
宮内 亮輔 1，小室 哲也 2，太田 隆嗣 2（1.湘南鎌倉総合病院救急診療科，2.湘南鎌倉総合病院麻酔科・集中治療部） 
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P16-4 急性心不全症候群における長期予後予測因子としての急性期利尿剤反応性の有用性
吉眞 孝，矢ヶ崎 裕人，高橋 靖明，原 慎一，菱田 好恵，熊崎 康将，桑原 秀次，山本 拓巳，野田 俊之，滝谷 博志（岐
阜県総合医療センター集中治療室） 

P16-5 急性心不全患者における入院時のProcalcitoninおよびC-Reactive Proteinと予後の関係
南 義成，南 雄一郎，春木 伸太郎，門脇 拓，明石 まどか，重城 健太郎，石田 一世，溝渕 景子，志賀 剛，萩原 誠久（東
京女子医科大学循環器内科） 

P16-6 急性心不全に対する輸血療法は ICU滞在日数を短縮するか？
金澤 綾子，二瓶 俊一，遠藤 武尊，内田 貴之，尾辻 健，荒井 秀明，原山 信也，相原 啓二，蒲地 正幸（産業医科大学
病院集中治療部） 

P16-7 急性心不全におけるキサンチンオキシドレダクターゼ（XOR）活性の推移
岡崎 大武 1，白壁 章宏 1，畑 典武 1，小林 宣明 1，松下 誠人 1，柴田 祐作 1，西郡 卓 1，木内 一貴 1，浅井 邦也 2，清水 渉 2 
（1.日本医科大学千葉北総病院集中治療室，2.日本医科大学付属病院循環器内科） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：50　ポスターブース 15　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 17（P17）　RRS1

座長：野々木 宏（静岡県立総合病院集中治療センター）
P17-1 院内急変例への“rapid-response ultrasonography”の役割：エコーによる心腔内バブル発見が診断につながった 2例

大田 一木（医療法人おもと会大浜第一病院心臓血管センター循環器内科） 
P17-2 早期異常発見システム運用の現状と問題点

比屋根 寛，中村 啓介，岩井 香緒里，瀬名波 栄信，赤嶺 史郎，玻名城 尚，神谷 敏之（医療法人沖縄徳洲会南部徳洲
会病院） 

P17-3 RRS導入に向けた ICU緊急入室患者および病棟急変患者の入室前・急変前状態の検討
大島 奈津子 1，山崎 正記 2，野口 綾子 2，橋本 悟 2（1.京都府立北部医療センター麻酔科，2.京都府立医科大学付属病
院集中治療部） 

P17-4 医師 1名でも可能なRRS活動
松本 泰幸 1，荒田 直樹 2，穴繁 英雄 2（1.労働者健康安全機構九州労災病院重症治療部，2.労働者健康安全機構九州
労災病院看護部） 

P17-5 当院における重症患者対応システムコードAの現状とRapid Response System導入へ向けての検討
後藤 正美，石渡 智子，豊田 洋，西濱 雅充（済生会横浜市南部病院麻酔科） 

P17-6 Code Blue症例のみの検討で予期せぬ院内死亡を抽出できるのか
服部 潤 1，小池 朋孝 2，森安 恵実 2，黒岩 政之 3，新井 正康 3,4，浅利 靖 1（1.北里大学医学部救命救急医学，2.北里大学
病院RST/RRT室，3.北里大学医学部麻酔科学，4.北里大学医学部付属新世紀医療開発センター） 

P17-7 Rapid Response Systemのシステム改善要素における医療安全部門の役割
奈良場 啓 1，園生 智弘 1，高橋 雄治 1，橋本 英樹 1，中村 謙介 1，森村 尚登 2（1.日立製作所日立総合病院救急集中治療
科，2.東京大学救急科学教室） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：50　ポスターブース 16　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 18（P18）　外傷 1（胸部）

座長：堂籠 博（米盛病院救急科）
P18-1 重症肺挫傷に伴った末梢肺動脈仮性動脈瘤破裂の大量気道出血に対し肺動脈TAEで止血した多発外傷の一救命例

小山 知秀，吉田 昌文，神田 潤，西 竜一，大貫 隆広，藤田 尚，三宅 康史，坂本 哲也（帝京大学医学部附属病院高度
救命救急センター） 

P18-2 多発肋骨骨折に対し保存的加療を施行した遅発性血胸の 1例
吉池 昭一，朝見 正宏，柴田 俊一，小山 徹（慈泉会相沢病院救命救急センター） 

P18-3 胸骨骨折をともなった胸壁動揺に対して肋骨胸骨固定術を行った一例
神野 敬祐 1，西信 俊宏 1，音成 芳正 1，乙宗 佳奈子 1，藤本 正司 2，木村 廷和 2，穴吹 大介 2，関 啓輔 1，中村 憲二 3 
（1.社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院救急科，2.社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院麻酔科，3.社
会医療法人財団大樹会総合病院回生病院呼吸器外科） 

P18-4 長時間大木による体幹圧迫によりフレイルチェスト，多発肋骨骨折，クラッシュ症候群を来した 1例
寺西 智史 1，久保谷 靖子 2，谷口 明子 2，久保 貞祐 1，森田 正人 2，藤永 一弥 3，庄村 遊 3，天白 宏典 3，田渕 昭彦 1，水
元 亨 3（1.愛知県厚生連安城更生病院救急科・救命救急センター，2.愛知県厚生連安城更生病院麻酔科，3.愛知県
厚生連安城更生病院心臓血管外科・呼吸器外科） 

P18-5 小葉中心性陰影を呈した肺挫傷の一例
工藤 俊介，鈴木 健人，田中 啓司，渡部 修，岡田 邦彦（佐久総合病院佐久医療センター救急科） 

P18-6 人工呼吸管理を要する多発肋骨骨折症例の検討
藤井 菜緒，八木 雄史，戸谷 昌樹，中原 貴志，藤田 基，金田 浩太郎，河村 宜克，小田 泰崇，鶴田 良介（山口大学医
学部附属病院先進救急医療センター） 

P18-7 多発肋骨骨折を伴う肺炎を契機として多臓器不全へ進展し，救命できなかった高齢者症例における問題点
籏本 恵介（深川市立病院救急部） 
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2月 21日（水）　11：00～ 12：00　ポスターブース 17　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 19（P19）　消化器 1

座長：福岡 敏雄（倉敷中央病院救命救急センター集中治療科）
P19-1 未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後にマロリー・ワイス症候群を発症した一症例

佐藤 雄生 1，菅 規久子 1，秋山 容平 1，宮城 夏子 1，十河 大悟 1，中込 尚子 2，大村 和也 2，金井 理一郎 2，高橋 宏行 2，
佐藤 智行 1（1.済生会横浜市東部病院麻酔科，2.済生会横浜市東部病院集中治療科） 

P19-2 巨大露出血管を伴う胃潰瘍に対する内視鏡的止血術で IABOを併用した一例
芹澤 響 1，一林 亮 1，天野 杏季 1，鈴木 銀河 1，渡辺 雅之 1，豊田 幸樹年 1，鳥羽 崇仁 2，横室 浩樹 1，本多 満 1（1.東邦
大学医療センター大森病院救命救急センター，2.東邦大学医療センター大森病院消化器内科） 

P19-3 胃全摘術後 10年以上を経て開心術後に発症したダンピング症候群の一例
三好 健太郎，植田 浩司，美馬 裕之，川上 大裕（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科・集中治療部） 

P19-4 腹部大動脈瘤破裂による十二指腸狭窄の 1例
森 幸太郎，嘉嶋 勇一郎，今村 浩（信州大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

P19-5 当院における特発性食道破裂 5例の臨床的検討
小野 亮平，小室 哲也（湘南鎌倉総合病院集中治療部） 

P19-6 当院で経験した特発性食道破裂 5例の報告
日野 東洋 1,2，新山 修平 1，有永 康一 1，佐藤 晃 1，赤木 由人 2（1.久留米大学病院集中治療部，2.久留米大学病院外科） 

P19-7 食道癌術後の吻合部縫合不全のリスク因子に関する後方視的検討
一ノ宮 大雅 1，岩崎 直也 3，東島 潮 2，井上 陽香 2，関野 元裕 2，吉富 修 1，原 哲也 1,2（1.長崎大学病院麻酔科，2.長崎
大学病院集中治療部，3.佐世保市総合医療センター麻酔科） 

P19-8 重症外傷後の無石胆嚢炎合併症例の検討
川島 佑太，岩瀬 史明，井上 潤一，小林 辰輔，宮崎 善史，松本 学，河野 陽介，柳沢 政彦，萩原 一樹，河西 浩人（山
梨県立中央病院救命救急センター） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：50　ポスターブース 18　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 20（P20）　小児 1（気道・呼吸）

座長：多賀 直行（自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児手術・集中治療部）
P20-1 ネーザルハイフロー療法と経鼻エアウェイの併用により危機的な腹部膨満を生じた小児症例

立入 由佳，井上 聡己，園部 奨太，恵川 淳二，川口 昌彦（奈良県医科大学麻酔科学教室集中治療部） 
P20-2 高流量経鼻カヌラ酸素投与により重度の呑気症をきたした乳児の 1例

里元 麻衣子，山田 章宏，前田 翔，柴田 紘葉，竹田 道宏，林 智子，長谷川 和子，鈴木 章悟，足立 裕史，西脇 公俊（名
古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部） 

P20-3 肺炎による呼吸不全に対して，Nasal High Flow Therapyにより気管挿管を回避できた脳性麻痺症例の検討
蒲原 英伸，中原 智史，徳永 健太郎，早田 学，江嶋 正志，成松 紀子，鷺島 克之，山本 達郎（熊本大学集中治療部） 

P20-4 小児用マイクロカフ気管チューブを用い，生体肝移植周術期にチューブ閉塞を生じた 2症例
髭野 亮太 1，内山 昭則 1，松本 充弘 1，平松 大典 1，上野 豪久 2，奥山 宏臣 2，藤野 裕士 1（1.大阪大学医学部附属病院
集中治療部，2.大阪大学医学部附属病院小児外科） 

P20-5 当院PICUで施行した喉頭気管形成術術後管理 5例の検討
李 崇至 1，起塚 庸 1,2，大西 聡 1,2，橋村 裕也 1，内山 敬達 1，津川 二郎 3，棚野 晃秀 3，渡部 彩 3，西島 栄治 3，南 宏尚 1 
（1.高槻病院小児科，2.高槻病院小児集中治療科，3.高槻病院小児外科） 

P20-6 カフが破れていないのに膨らまない！ ─ポリウレタン素材のカフは水滴により圧管理ができなくなる─
瀬尾 真理子 1，仁平 かおり 1，星野 晴彦 1，榎本 有希 2，増本 幸二 3，飯田 育子 1（1.筑波大学附属病院看護部，2.筑波
大学医学医療系救急・集中治療医学，3.筑波大学医学医療系小児外科学） 

P20-7 肋軟骨移植喉頭気管形成術後管理のマニュアル改訂～気管チューブ計画外抜管の事象から見えた課題～
渡辺 絵莉，柴山 ゆかり，山縣 和泉，須能 弘美（茨城県立こども病院看護局） 

2月 21日（水）　11：00～ 12：00　ポスターブース 19　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 21（P21）　ショック 1

座長：木下 順弘（大阪医療センター集中治療部）
P21-1 敗血症性ショックを合併した重症肺炎におけるECMOの経験について

西川 和希 1，横山 俊樹 1,2，近藤 康博 2，木村 智樹 2，片岡 健介 2，松田 俊明 2，山野 泰彦 2，川瀬 正樹 1，中島 義仁 1，市
原 利彦 1（1.公立陶生病院救急部，2.公立陶生病院呼吸器・アレルギー内科） 

P21-2 長期遷延する呼吸困難感を訴えて緊急入院直後に心肺停止を来たした慢性血栓閉塞性肺高血圧症の 1例
林 叔隆，鶴田 宏史（社会医療法人誠光会草津総合病院周術期総合管理センター） 

P21-3 出血性ショックで発見された重症意識障害患者における特発性後腹膜血腫の 1例
赤澤 杏奈，石井 瑞恵，和田 浩太郎，木田 好美，石川 友規，三枝 秀幸，岩崎 衣津，小林 浩之，福島 臣啓，奥 格（岡
山赤十字病院麻酔科） 

P21-4 重篤な出血性合併症を認めた膵頭十二指腸切除術（PD）術後の一症例
小畠 彩子，田嶋 実，永島 健太（市立三次中央病院） 
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P21-5 胸腹部大動脈瘤に合併した深大腿動脈瘤破裂の一例
朝見 正宏 1，吉池 昭一 1，松原 千登勢 1，川倉 健治 2，恒元 秀夫 3，小山 徹 1（1.相澤病院救命救急センター，2.相澤病
院放射線科，3.相澤病院心臓血管外科） 

P21-6 腹部大動脈破裂に対して IABO使用ハイブリット手術により良好な経過をたどった 1例
山内 佑允，鈴木 宏康，山田 貴大，野村 祐子，鈴木 優太郎，中井 俊宏，岡本 泰明，吉澤 佐也，山内 浩揮，三浦 政直
（刈谷豊田総合病院麻酔・救急集中治療部） 

P21-7 腹部大動脈瘤破裂 3例に対する周術期管理の検討
青山 典子 1，木下 真央 2，清水 優 2，徳平 夏子 1，平山 敬浩 1，松山 広樹 1，阪口 雅洋 1，黄瀬 ひろみ 1（1.京都第一赤十
字病院麻酔科，2.京都府立医科大学麻酔科学教室） 

P21-8 重症出血に対する比較的粗大なゼラチンスポンジ細片を用いた鋳型状TAEの成績
守永 広征，樽井 武彦，五十嵐 昴，持田 勇希，宮方 基行，庄司 高裕，松田 岳人，福島 秀起，宮内 洋，山口 芳裕（杏
林大学医学部救急医学） 

2月 21日（水）　11：00～ 11：45　ポスターブース 20　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 22（P22）　リハビリテーション 1

座長：古川 誠一郎（千葉大学病院リハビリテーション部）
P22-1 当院リハビリテーション科 ICUチームの取り組みと有効性についての検討

安田 雅美，坂本 一路，笹野 信子（名古屋市立西部医療センターリハビリテーション科） 
P22-2 AKIの重症度と ICUでの離床に関わる特徴

畠中 俊樹 1，一瀬 拓弥 1，木ノ下 哲嗣 1，小山内 大地 1，鈴木 貴広 1，横山 健 2（1.医療法人手稲渓仁会病院リハビリテー
ション部，2.医療法人手稲渓仁会病院麻酔科） 

P22-3 Open ICUにおける理学療法士半日専従化によるリハビリテーション実施状況の変化
西川 大樹（名古屋第一赤十字病院リハビリテーション科） 

P22-4 当院 ICUに専属理学療法士を配置して 10年を振り返って
戸部 一隆 1，片岡 竹弘 1，平山 晃介 1，坂 恵里奈 1，永田 明日翔 1，松岡 亜季 1，木村 拓哉 2，安藤 守秀 3（1.大垣市民病
院医療技術部リハビリテーションセンター，2.大垣市民病院救命救急センター，3.大垣市民病院呼吸器内科） 

P22-5 集中治療病棟に専属理学療法士を配置後の現状と課題について
前田 明人，夏井 一生（長崎みなとメディカルセンターリハビリテーション部） 

P22-6 ICUリハビリチームにおけるリハビリチャート導入に対する評価
後藤 佳央里 1，平間 陽子 1，宮地 なつめ 1，立石 順久 2，古川 誠一郎 3，苅込 隆弘 1，河内 由奈 1，今枝 太郎 3，本島 卓幸 3，
竹内 純子 1（1.千葉大学医学部附属病院 ICU/CCU，2.千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学，3.千葉大学医
学部附属病院リハビリテーション部） 

2月 21日（水）　11：00～ 12：00　ポスターブース 21　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 23（P23）　精神・心理

座長：田中 博之（帝京大学ちば総合医療センター救命救急センター）
P23-1 集中治療室で終末期を迎えた患者家族それぞれの思いを支えた一例

文字 香織（三菱京都病院看護部） 
P23-2 EICUダイアリーを使用した家族ケア

竹村 慶子（兵庫県立尼崎総合医療センター看護部） 
P23-3 （演題取り下げ）

P23-4 食道癌術後縫合不全患者に対する ICUダイアリー記入による看護師の行動変容
野中 麻沙美，山下 和美，重村 旬美，隈本 兼多，石田 美和（北九州市立医療センター看護部集中治療室） 

P23-5 A病院のHCU病棟におけるせん妄発症の予防～音楽療法の効果と効果に影響を与える要因の検討～
大屋 まり子 1，真鍋 智佳 2，古味 秀美 3（1.四国大学看護学部，2.香川労災病院HCU，救急病棟，3.香川労災病院
ICU） 

P23-6 デスカンファレンス定着前後の看護記録から読み取る終末期ケアの変化
脇島 しのぶ，大川 つづみ，谷尻 健，大橋 亜希子，林 美穂，鈴木 智子（旭川赤十字病院 ICU・CCU） 

P23-7 心不全患者のデスカンファレンスの取り組み
恩部 陽弥（鳥取大学医学部附属病院） 

P23-8 当院における精神科身体合併症病棟（MPU病棟）の使用について
矢崎 知子 1，須賀 将文 1，浅香 葉子 1，瀬尾 龍太郎 2，美馬 裕之 1（1.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科，2.神
戸市立医療センター中央市民病院救急科） 
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2月 21日（水）　13：40～ 14：40　ポスターブース 1　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 24（P24）　呼吸 2（ARDS）

座長：笹野 寛（名古屋市立大学病院救急科）
P24-1 急性呼吸窮迫症候群に対して褥瘡の発生なく腹臥位療法を実施した 1例 ～左右に傾斜した腹臥位の実施～

望月 佳人 1，谷口 由莉 1，山崎 榛香 1， 矢田 理絵 1，高野 洋 1，田代 尚範 2，水上 拓也 3，佐藤 督忠 3，鈴木 洋 3（1.昭和
大学藤が丘病院集中治療センター，2.昭和大学藤が丘病院リハビリテーション室，3.昭和大学藤が丘病院循環器
内科） 

P24-2 V-V ECMO離脱後の呼吸性アシドーシスに対して腹臥位療法を施行し改善した症例
森 麻衣子，宮下 亮一，長根 大樹，大嶽 浩司，小谷 透（昭和大学医学部麻酔学講座） 

P24-3 気管支攣縮による重篤な低酸素血症を繰り返した溺水後ARDSの 1症例
内村 修二 1，矢野 武志 1，溜渕 昌美 1，日高 康太郎 1，長浜 真澄 1，青山 剛士 2，與那覇 哲 1，谷口 正彦 1，恒吉 勇男 1 
（1.宮崎大学医学部附属病院集中治療部，2.県立宮崎病院） 

P24-4 発症早期よりステロイドと好中球エラスターゼ阻害薬を使用し，早期に改善し得た，敗血症性ARDSの一例
長間 将樹，佐久田 豊，山内 昌喜，伊良波 禎，城間 政尚，與那覇 孝幸，佐久川 慶（沖縄協同病院救急集中治療部） 

P24-5 糖尿病性ケトアシドーシスを契機に急性呼吸促迫症候群を発症した 1例
金尾 邦生，石田 径子，塩島 裕樹，齋藤 豊，田熊 清継（川崎市立川崎病院救命救急センター） 

P24-6 急性A型解離後，ARDS治療に難渋した中枢性尿崩症患者の一例
鎌田 創吉，舩津 俊宏，伊藤 仁人，岩本 匡史，八木原 俊克（りんくう総合医療センター心臓血管外科） 

P24-7 NO吸入療法が有効であったARDSの一例
大石 理江子，長谷川 真貴子，井石 雄三，今泉 剛，箱崎 貴大，小原 伸樹，五十洲 剛，黒澤 伸，村川 雅洋（福島県立
医科大学医学部麻酔科学講座） 

P24-8 敗血症性肺血管炎に対するアンチトロンビンガンマの効果の検討
在國寺 良厳 1,2，岡田 英志 1，鈴木 浩大 1，矢野 博久 1，村木 勇 1，土井 智章 1，熊田 恵介 1，吉田 省造 1，牛越 博昭 1，小
倉 真治 1（1.岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター，2.岐阜薬科大学生体機能解析学分子生物学研究室） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：25　ポスターブース 2　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 25（P25）　補助循環 2

座長：高木 俊介（横浜市立大学病院集中治療部）
P25-1 ヘパリンを使用せず 47日間VV-ECMO管理を行った重症呼吸不全患者の一救命例

神崎 俊治 1，高橋 牧子 1，森田 拓 1，武田 かおり 2，小谷 透 3，高垣 昌巳 4，山口 裕己 4（1.昭和大学江東豊洲病院臨床
工学室，2.昭和大学江東豊洲病院看護部，3.昭和大学医学部麻酔科学講座，4.昭和大学江東豊洲病院心臓血管外
科） 

P25-2 動脈血二酸化炭素分圧 337 mmHg の慢性閉塞性肺疾患重積発作患者にV-V ECMOを施行し救命した一例
花田 慶乃，霜野 朱里，紺野 幸哉，小笠原 順子，後藤 武（弘前大学医学部附属病院医療技術部臨床工学科） 

P25-3 重症ARDSに対してVA-ECMOおよびVV-ECMOを使用し救命しえた 1例
太田 卓尚，井上 洋，伊藤 淳，内田 寛昭（仙台厚生病院） 

P25-4 A型大動脈解離術後に呼吸不全を伴うNon-massive PEを発症し，V-V ECMOを用いて救命に成功した一例
田原 慎太郎 1，野住 雄策 1，服部 洋一郎 1，納庄 弘基 2，坂本 元 1，多田羅 康章 1（1.明石医療センター麻酔科，2.近森
病院麻酔科） 

P25-5 当院におけるVenovenous extracorporeal membrane oxygenation（VV-ECMO）の使用経験
小川 新史，指月 海地，戸上 由貴，廣瀬 智也，山田 知輝，中江 晴彦，水島 靖明（大阪警察病院ER・救命救急科） 

P25-6 気管ステント挿入時にV-V ECMO管理を行った 4症例の検討
河西 浩人，岩瀬 史明，井上 潤一，小林 辰輔，宮崎 善史，松本 学，河野 陽介，柳沢 政彦，萩原 一樹，川島 祐太（山
梨県立中央病院救命救急センター） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：15　ポスターブース 3　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 26（P26）　栄養 2

座長：後藤 安宣（市立奈良病院集中治療部）
P26-1 尼崎総合医療センター冠疾患集中治療室における経静脈栄養施行患者の患者背景ならびに処方内容の調査

梶田 祐三子，大原 沙織，大谷 美奈子（兵庫県立尼崎総合医療センター薬剤部） 
P26-2 重症患者における経腸栄養療法時に出現する下痢の実態調査

立松 美和，運天 匠，谷内 亜希子（名古屋掖済会病院） 
P26-3 ICUにおける排便管理のための便秘対応プロトコール導入の効果 ─有効な栄養管理のために─

浜口 千波，大西 千尋，安藤 美穂，長野 ゆり（三豊総合病院） 
P26-4 当院での経幽門後ルートを使用した栄養療法の現状

森 久剛，大石 大，三宅 央哲，加藤 祐将，富野 敦稔，津田 雅庸，武山 直志（愛知医科大学病院救命救急科） 
P26-5 当院重症系病棟における急性期栄養サポートチームの活動について

岡本 竜哉，大橋 恵里，原 英子，植村 樹，山田 和彦，橋本 政典，矢野 哲，木村 昭夫（国立国際医療研究センター栄
養サポートチーム） 
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2月 21日（水）　13：40～ 14：30　ポスターブース 4　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 27（P27）　患者管理・看護管理 2

座長：高橋 毅（熊本医療センター）
P27-1 成人においてハイフローネーザルカヌラ使用に伴い鼻孔潰瘍を形成した一例

藤井 遼 1，加茂 徹郎 2，阿野 正樹 3（1.栃木県済生会宇都宮病院救急科，2.栃木県済生会宇都宮病院呼吸器内科，3.栃
木県済生会宇都宮病院集中治療科） 

P27-2 当 ICUにおけるネーザルハイフローの使用経験と看護における気管挿管との違いの検討
田中 友康，山口 祐介，川野 マキ（潤和会記念病院看護部） 

P27-3 経口気管挿管チューブの安全な固定方法の検討～C型バイトブロック導入の効果～
平野 友裕，杉島 寛，石井 元基，久冨 耕太郎，寺崎 宏典，白子 知絵，吉川 朱実，高須 修（久留米大学病院） 

P27-4 ペアで患者を担当する看護体制を施行して
佐藤 綾子，小林 瑞枝（群馬大学医学部附属病院） 

P27-5 平成 28年度版特定集中治療室用重症度は重症循環器系患者の入室減少を招いた
秋本 剛秀，野々木 宏，森本 恵理子，青木 善孝，成田 知大（静岡県立総合病院集中治療科） 

P27-6 全例応需への道（第 2報） ─悪影響が懸念された救急外来受診後の転院，転送症例の分析的検討—
千代 孝夫，田 田（野崎徳洲会病院救急部） 

P27-7 ICUにおける災害発生時の避難体制の整備
渥美 真樹子（石巻赤十字病院） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：40　ポスターブース 5　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 28（P28）　感染症・敗血症 3（サーベイランス）

座長：土手 健太郎（愛媛大学病院集中治療部）
P28-1 PICUにおけるVAP・VAEサーベイランス結果と今後の課題

萩野 田鶴子 1，田中 麻理亜 1，荒木 富久美 1，市坂 有基 2，平井 克樹 2，武藤 雄一郎 2（1.熊本赤十字病院看護部，2.熊
本赤十字病院小児科） 

P28-2 当院集中治療室におけるVAEサーベイランス導入のための課題
京谷 緑 1，北山 未央 1，野田 洋子 2，西田 祥啓 3，遠島 美幸 1，上出 亜也加 1，安原 佑季 1，田口 利恵 1（1.金沢医科大学
病院ハートセンター，2.金沢医科大学病院感染制御室，3.金沢医科大学病院薬剤部） 

P28-3 自部署におけるVAEとVAPサーベイランスの現状と課題
鮫島 昴大 1，寺田 昌弘 1，堀江 利彰 2，白坂 雅子 1，井上 征洋 3（1.福岡赤十字病院 ICU/CCU，2.福岡赤十字病院麻酔
科，3.福岡赤十字病院臨床工学課） 

P28-4 2剤耐性株が耐性化・伝播したと考えられる多剤耐性Acinetobacter baumanniiの検出例
中村 隼人 1，川村 英樹 1，辻 鉱明 2，大隣 貴仁 2，白石 一光 2，中 弁護 2，久保 祐輝 2，馬場 敬太 2，安田 智嗣 2，垣花 泰
之 2（1.鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門，2.鹿児島大学病院集中治療部） 

P28-5 当院におけるClostridium dif ficile infectionの現状
鹿野 敏雄 1，山根 光知 2，青山 正 2，相見 有理 3（1.市立四日市病院外科，2.市立四日市病院麻酔，3.市立四日市病院，
脳神経外科） 

P28-6 救急外来における抗MRSA薬投与に関する単施設後向き観察研究
穂積 拓考，那須 道高，佐藤 良太，岩永 航，八木 正晴（浦添総合病院救急集中治療部） 

P28-7 当院救急集中治療室における培養検出細菌・真菌の推移
後長 孝佳，青山 康，丸地 佑樹，加藤 祐将，青木 瑠里，富野 敦稔，梶田 祐加，津田 雅庸，加納 秀記，武山 直志（愛
知医科大学病院救命救急科） 

P28-8 ICU入室時の敗血症および耐性菌スクリーニングによるDe-escalationを意識した感染対策
大野 博司（洛和会音羽病院 ICU/CCU） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：30　ポスターブース 6　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 29（P29）　感染症・敗血症 4（DIC，凝固）

座長：森本 直樹（津山中央病院救命救急センター）
P29-1 敗血症性DICに対するリコンビナントトロンボモジュリン単独投与とアンチトロンビン単独投与の治療効果

大橋 直紹，竹田 健太，井手 岳，堀 直人，小濱 華子，西 信一（兵庫医科大学集中治療医学科） 
P29-2 ARDSとDICを合併した敗血症症例におけるリコンビナントトロンボモジュリン投与の検討

安藤 亜希子 1，梅垣 岳志 1，西本 浩太 1，奥 佳菜子 1，穴田 夏樹 1，右馬 猛生 1，楠 宗矩 1，正司 智洋 1，山木 壮 2，上林 
卓彦 1（1.関西医科大学麻酔科学講座，2.関西医科大学外科学講座） 

P29-3 トロンボモデュリン アルファの臓器保護効果に関する検討
岡部 賢司 1，今浦 将治 1，永瀬 怜司 1，大村 和也 2，高橋 宏行 2，菅野 浩 1（1.済生会横浜市東部病院薬剤部，2.済生会
横浜市東部病院集中治療科） 

P29-4 術後電撃性紫斑病を呈した S状結腸穿孔の 1例
地主 継 1，廣田 和美 1，橋場 英二 2，丹羽 英智 2，斎藤 淳一 2（1.弘前大学医学部麻酔科学講座，2.弘前大学医学部集
中治療部） 
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P29-5 経皮的腎砕石術施行後，急速に敗血症性ショックとDICをきたした 1例
渡辺 裕介 1，辻 剛史 1，黒田 祐子 1，大木 健太郎 1，武田 明子 1，山本 亜矢 2，金子 恒樹 2，室園 美智博 2，柳田 国夫 1 
（1.東京医科大学茨城医療センター集中治療部，2.東京医科大学茨城医療センター麻酔科） 

P29-6 門脈血栓を合併した急性胆管炎の 1例
竹内 庸浩 1，高田 昌紀 2，中尾 篤典 3（1.神戸徳洲会病院消化器内科，2.川崎病院循環器科，3.岡山大学高度救命救急
センター） 

P29-7 急性冠症候群を合併した結石性腎盂腎炎による敗血症性ショックの 1例
中川 孝 1，安藤 幸吉 2（1.仙台市立病院循環器内科，2.仙台市立病院麻酔科） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：30　ポスターブース 7　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 30（P30）　血管内治療

座長：石川 康朗（おゆみの中央病院循環器内科）
P30-1 孤立性上腸間膜動脈解離を発症したEhlers-Danlos syndrome 患者の治療経験

中村 公秀 1，中川内 章 1，谷川 義則 1，山下 友子 1，坂口 嘉郎 2（1.佐賀大学医学部附属病院集中治療部，2.佐賀大学
医学部附属病院麻酔・蘇生学） 

P30-2 血胸に対する血管内治療後の大動脈解離を契機に血管型エーラスダンロス症候群と診断された 1例
坂井 浩佑 1，戸田 麻衣子 1，教山 紘之 1，圷 宏一 2，植松 和嗣 1（1.埼玉医科大学総合医療センター呼吸器内科，2.日
本医科大学付属病院循環器内科） 

P30-3 腹部臓器灌流不全を合併した Stanford B型急性大動脈解離に対し血管内治療で完全血行再建し得た一例
西本 裕二，中山 寛之，池田 真也，宮田 昭彦，柴 昌行，佐賀 俊介，黒住 祐磨，佐藤 幸人（兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター循環器内科） 

P30-4 急性高位腹部大動脈閉塞症に対する緊急手術後に非閉塞性腸管虚血症が疑われた 1例
岡田 修一，金子 達夫，江連 雅彦，長谷川 豊，山田 靖之，小此木 修一，森下 寛之，金澤 祐太（群馬県立心臓血管セ
ンター心臓血管外科） 

P30-5 Stanford A型急性大動脈解離による右冠動脈入口部圧排を光干渉断層装置 （OCT） で観察した 1症例
柴田 祐作 1，小林 宣明 1，内山 沙央里 1，西郡 卓 1，岡崎 大武 1，白壁 章宏 1，畑 典武 1，清水 渉 2（1.日本医科大学千葉
北総病院，2.日本医科大学付属病院） 

P30-6 ステントグラフト内挿術前患者に潜在した治療介入を必要とする冠動脈病変の有無を予測できるか
前田 隆求 1，三田 範勝 1，臼田 岩男 1，黒田 昌孝 2，加賀谷 慎 1，三好 壮太郎 1（1.埼玉県立循環器呼吸器病センター麻
酔科，2.群馬大学医学部附属病院麻酔科蘇生科） 

P30-7 当院におけるVTEに対する IVC filterの使用実績および抜去難渋症例の検討
加藤 雅史，北條 瞬，川治 徹真，櫛山 晃央，中妻 賢志，金田 和久，横松 孝史，三木 真司（三菱京都病院心臓内科） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：25　ポスターブース 8　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 31（P31）　教育 2

座長：齋藤 美和（さいたま赤十字病院）
P31-1 A病院の蘇生研修は院内の急変対応能力向上に適しているか

蔭山 紫都子 1，西田 正美 1，山田 親代 1，福井 道彦 2（1.地方独立行政法人市立大津市民病院看護局集中治療室，2.市
立大津市民病院救急集中治療部） 

P31-2 A病院 ICUでのリーダー看護師育成の取り組み
畑 貴美子，伊藤 清恵，高田 真紀（公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院） 

P31-3 臨床工学技士の ICU宿直体制 3年後の現状から見えた課題
玻名城 尚，赤嶺 史郎，神谷 敏之，中村 啓介，比屋根 寛，岩井 香緒里，瀬名波 栄信（南部徳洲会病院臨床工学部） 

P31-4 薬学生実務実習における ICU「代表的疾患」別薬剤確認テストの解析
赤羽 理也 1，下村 春奈 1，星野 伸夫 1，江口 豊 2，寺田 智祐 1（1.滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部，2.同 救急・集
中治療部） 

P31-5 SICU呼吸ケアチームの教育プログラムに対する取り組み ─呼吸介助習熟度評価表を用いた教育の効果─
筬島 孝樹，築地原 幸子，荒巻 友美，林 美紀，山川 悠季（久留米大学病院サージカル ICU） 

P31-6 院内看護師教育における集中ケア認定看護師の効果的な介入の検討 ～ARCSモデルを使用して～
竹田 智子，藤岡 智恵（飯塚病院集中治療室） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：40　ポスターブース 9　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 32（P32）　血液・凝固 2

座長：坂口 嘉郎（佐賀大学麻酔・蘇生学）
P32-1 重症頭部外傷の術中大量出血に対してフィブリノゲン製剤が有効であった一症例

荒井 香菜 1，鎌田 高彰 1，小松崎 崇 1，永渕 万理 1，佐々木 徹 2，折田 智彦 2，山崎 元靖 2，荒井 信彦 3，各務 宏 3，佐藤 
智行 1（1.済生会横浜市東部病院麻酔科，2.済生会横浜市東部病院救急科，3.済生会横浜市東部病院脳神経外科） 

P32-2 感染性心内膜炎に対する僧房弁置換術後再開胸止血術時のイダルシズマブの投与経験
三部 徳恵，吉田 圭佑，細野 敦之，箱崎 貴大，小原 伸樹，最上 翠，中野 裕子，五十洲 剛，黒澤 伸，村川 雅洋（福島
県立医科大学麻酔科学講座） 
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P32-3 アルガトロバンを用いた開心術中の止血困難に対し，ROTEMに基づくPCC療法が奏功した肺血栓塞栓症例
平崎 裕二 1，高山 千尋 2，山本 洋輔 3，角 康平 3，中村 智一 3（1.イムス東京葛飾総合病院麻酔科，2.イムス東京葛飾
総合病院集中治療科，3.イムス東京葛飾総合病院心臓血管外科） 

P32-4 血小板輸血不応患者の下血に対して高容量ガンマグロブリン製剤併用した血小板輸血を施行した 1例
伊達 数馬 1，木村 康宏 2，七尾 大観 2，藤本 潤一 2，安藤 敬 1，西澤 英雄 2，竹田 誠 1（1.横浜労災病院心臓血管外科，2.横
浜労災病院中央集中治療部） 

P32-5 重症患者における，不規則抗体の頻度と重要性に関する検討
福島 臣啓，渡邊 麻衣，赤澤 杏奈，溝渕 有助，角谷 隆史，河野 圭史，石川 友規，三枝 秀幸，石井 瑞恵，岩崎 衣津（岡
山赤十字病院麻酔科） 

P32-6 急性大動脈解離手術の，タイプ別輸血戦略
岡本 靖久（おおたかの森病院麻酔科） 

P32-7 急性大動脈解離症例における術前止血凝固機能についての検討
古市 結富子 1，佐藤 真美子 1，森田 智教 1，大槻 達郎 1，清水 淳 1，高梨 秀一郎 2，坂本 篤裕 3（1.榊原記念病院麻酔科，
2.榊原記念病院心臓血管外科，3.日本医科大学麻酔科学教室） 

P32-8 術中凝固障害の危険因子の検討 ～術中最低フィブリノーゲン値からの考察～
西 俊彦，秋田 利明，大島 英揮，成田 裕司，阿部 知伸，六鹿 雅登，藤本 和朗，徳田 順之，寺澤 幸枝，吉住 朋（名古
屋大学医学部付属病院） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：30　ポスターブース 10　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 33（P33）　血液浄化 2

座長：倉迫 敏明（姫路赤十字病院麻酔科）
P33-1 ICUにて様々な血液浄化療法を実施したTAFRO症候群の 1例

長見 英治，久我 洋史，小倉 健，堀川 俊之介，岡崎 徹，青野 賢大（千葉労災病院臨床工学部） 
P33-2 集学的治療を要したTAFRO症候群 2症例の経験

澤崎 史明 1，鷹橋 浩 1，河田 修一 1，窪田 將司 1，米坂 直子 1，堂野 隆史 1，山口 和也 1，田中 義範 1，佐藤 勇也 1，一宮 
尚裕 2（1.市立旭川病院臨床工学室，2.市立旭川病院麻酔科） 

P33-3 ARDS患者におけるPMX-DHPとRRTの併用による予後改善効果の検討
増野 智章 1，矢部 道俊 1，宮崎 周也 1，板井 真梨子 1，藤崎 秀明 1，重永 武彦 1，門田 淳一 2（1.大分赤十字病院呼吸器
内科，2.大分大学医学部呼吸器感染症内科学） 

P33-4 エンドトキシン吸着療法と持続的血液濾過透析の併用が有用であった重症急性胆管炎の一例
久場 良也，島袋 泰，釜野 武志，嘉手苅 由梨（社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院麻酔科） 

P33-5 エンドトキシン吸着を含む集学的治療により救命しえた新生児消化管穿孔の 1例
布村 仁亮（茨城県立こども病院臨床工学科） 

P33-6 抗NMDAR脳炎に対して選択的血漿交換を行った 1例
小橋 秀一 1，木村 健介 2（1.八戸市立市民病院臨床工学科，2.八戸市立市民病院神経内科） 

P33-7 術後急性大動脈解離により大動脈閉塞を生じ，救命出来なかった症例
松田 織音 1，北野 鉄平 2，谷口 巧 2（1.金沢大学附属病院卒後臨床研修センター，2.金沢大学附属病院集中治療部） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：25　ポスターブース 11　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 34（P34）　呼吸管理 2

座長：西 憲一郎（大阪赤十字病院麻酔科・集中治療部）
P34-1 NPPVとハイフローによる呼吸管理で気管挿管を回避し得た症例

中島 研（平成紫川会小倉記念病院救急部） 
P34-2 経鼻高流量酸素療法にて改善した 2型呼吸不全の 2症例

原口 剛 1，松尾 耕一 2，三高 千恵子 3（1.土浦協同病院集中治療科，2.新東京病院，3.順天堂大学医学部大学院麻酔科
学・ペインクリニック講座） 

P34-3 脳卒中患者における睡眠時呼吸障害に対するHigh Flow Nasal Cannulaの効果について
鈴木 康大，大藤 純，中西 信人，田根 なつ紀，奥田 菜緒，綱野 祐美子，中瀧 恵実子，板垣 大雅，小野寺 睦雄，西村 
匡司（徳島大学病院救急集中治療部） 

P34-4 食道悪性腫瘍手術後，経鼻高流量酸素療法が肺酸素化能に与える影響
尾堂 公彦，佐藤 大三，川越 いづみ，三高 千恵子（順天堂大学医学部附属順天堂医院） 

P34-5 NO投与装置離脱時のFiO2設定の比較
星 直樹，桑嶋 千夏，山本 裕太，渡邊 静，中畑 仁志，會田 広和，清水 裕也，佐々木 俊一，松浦 健，菊地 昭二（東北
大学病院） 

P34-6 一酸化窒素吸入療法の回路構成の検討
水上 一也，小高 勇士，三住 拓誉（神戸大学医学部附属病院） 



（
ポ
ス
タ
ー
）

一
般
演
題

2月 21日（水）　13：40～ 14：30　ポスターブース 12　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 35（P35）　呼吸管理 3

座長：西山 友貴（鎌倉病院）
P35-1 右肺出血による右主気管支閉塞に対してDif ferential Lung Ventilation（DLV）を施行した 1例

土岐 圭伊子，坪井 さやか，速水 元（横浜市立市民病院麻酔科） 
P35-2 片肺換気管理が有用であった Swyer-James症候群の 1症例

野住 雄策 1，納庄 弘基 2，上北 郁男 3，田原 慎太郎 1，服部 洋一郎 1，坂本 元 1，多田羅 康章 1（1.明石医療センター麻
酔科，2.近森病院麻酔科，3.千船病院麻酔科） 

P35-3 人工呼吸器離脱プロトコル導入により早期抜管に成功した 1症例
山田 剛史 1，立野 淳子 1，道越 淳一 2，森田 真 2（1.小倉記念病院看護部，2.小倉記念病院検査技師部工学課） 

P35-4 Trilogy AVAPS-AE modeとDirect View併用による人工呼吸器離脱困難症例へのアプローチ
山田 真史 1，桑原 史明 1，平手 裕市 1，高橋 幸子 2（1.名古屋掖済会病院心臓血管外科，2.名古屋掖済会病院臨床工学
部） 

P35-5 高濃度酸素吸入による肺胞の構造変化の超微形態学的考察
矢野 博久，岡田 英志，鈴木 浩大，在國寺 良厳，岡本 遥，土井 智章，熊田 恵介，牛越 博昭，吉田 省造，小倉 真治（岐
阜大学医学部附属病院高次救命治療センター） 

P35-6 開心術後に顕在化した気管軟化症の一例
中川内 章，中村 公秀，山下 友子，谷川 義則，坂口 嘉郎（佐賀大学医学部附属病院集中治療部） 

P35-7 Post-extubation respirator y failureの検討
新田 憲市，三島 隆寛，横澤 翔子，深澤 寛明，亀山 明子，高山 浩史，望月 勝徳，今村 浩（信州大学医学部附属病院
高度救命救急センター） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：30　ポスターブース 13　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 36（P36）　循環 3（ACS）

座長：渡邊 圭祐（大分循環器病院）
P36-1 高齢者の急性心筋梗塞後心破裂に対して保存的加療にて救命し得た一例

本戸 景子，嘉嶋 勇一郎，小山 由志，岡野 孝弘，横沢 翔子，森 幸太郎，竹重 加奈子，今村 浩（信州大学医学部救急
集中治療医学講座） 

P36-2 腹腔鏡下前立腺全摘術後に冠攣縮性狭心症を発症した 1例
片山 圭 1，高野 洋平 1，吹田 晃享 1，竹久 紫乃 1，坪井 一朗 2，友塚 直人 1（1.福山医療センター麻酔科，2.福山医療セ
ンター臨床研修部） 

P36-3 遅発性に左冠動脈主幹部閉塞を発症した経カテーテル的大動脈置換術の一例
村田 哲哉（豊橋ハートセンター麻酔科） 

P36-4 Pulmonar y tumor thrombotic microangiopathyにより院内心肺停止を来したと考えられる子宮体癌の 1 例
立石 和也 1，岩花 東吾 1，杉浦 淳史 1，島居 傑 2，立石 順久 2，中田 孝明 2，安部 隆三 2，織田 成人 2，小林 欣夫 1（1.千
葉大学医学部附属病院循環器内科，2.千葉大学医学部附属病院救急科・集中治療部） 

P36-5 心室頻拍による失神により外傷性の頭蓋内出血を合併したために治療に難渋した急性冠症候群の 1例
渡辺 律雄，渡辺 光洋，富川 千絵，西川 尚，小川 理（新潟県立中央病院） 

P36-6 当院におけるACS患者の ICU再入室に対する検討
金田 和久，北條 瞬，川治 徹真，櫛山 晃央，中妻 賢志，加藤 雅史，横松 孝史，三木 真司，吉田 章（三菱京都病院心
臓内科） 

P36-7 重症心筋梗塞患者の後期感染合併症についての検討
増永 直久，門岡 浩介，小野寺 健太，高橋 健太，黄 俊憲，三軒 豪仁，細川 雄亮，太良 修平，山本 剛，清水 渉（日本
医科大学付属病院心臓血管集中治療科） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：25　ポスターブース 14　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 37（P37）　重症度評価・予後予測

座長：住田 臣造（旭川赤十字病院救命救急センター）
P37-1 qSOFAの点数と疾患の重症度についての検討

岸野 孝昭 1,2，青山 康 1,2，大石 大 1，阿曽 広昂 1，三宅 央哲 1，冨野 敦稔 1，青木 瑠里 1,3，津田 雅庸 1，加納 秀記 1,2，武
山 直志 1（1.愛知医科大学病院救命救急科，2.愛知医科大学病院救急診療部，3.愛知医科大学医学教育センター） 

P37-2 救命救急センターにおける緊急開腹手術後の長期集中治療室滞在患者の検討
中澤 佳穂子，千葉 裕仁，神田 潤，伊藤 香，藤田 尚，三宅 康史，坂本 哲也（帝京大学医学部附属病院救命救急セン
ター） 

P37-3 僧帽弁閉鎖不全症に対する右小開胸MICSは，術後人工呼吸管理期間・ICU滞在期間を減らせるか
鴨下 方彦（愛知医科大学病院臨床工学部） 

P37-4 膵臓癌手術における Low BMIと退院時死亡率の関係について
山木 壮 1，梅垣 岳志 2，楠 宗矩 2，正司 智洋 2，右馬 猛生 2，穴田 夏樹 2，安藤 亜希子 2，奥 佳菜子 2，國澤 進 3，今中 雄
一 3（1.関西医科大学附属病院外科学講座，2.関西医科大学附属病院麻酔科学講座，3.京都大学大学院医学研究科医
療経済学分野） 
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P37-5 ICU入室後に生存退院した 80歳以上の超高齢者におけるADLと退院先評価：単施設後方視的記述研究
佐藤 明，滝本 浩平，山本 良平，桂井 理恵，小林 絵梨，小林 宏継，近藤 夏樹，安田 英人，軽米 寿之，林 淑朗（医療
法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科） 

P37-6 状態悪化により集中治療を受けた高齢固形がん症例の予後に関する検討
松三 絢弥，柴田 麻理，新井 美奈子，佐藤 哲文（国立がん研究センター中央病院麻酔・集中治療科） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：30　ポスターブース 15　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 38（P38）　RRS2

座長：祖父江 和哉（名古屋市立大学麻酔科学・集中治療医学分野）
P38-1 地方公立総合病院におけるRapid Response System導入・運用の工夫

青木 善孝 1，野々木 宏 1，森本 恵理子 1，成田 知大 2，三宅 章公 2，中村 祥英 3，小杉 一江 3，下山 佳奈子 3，石橋 幾久 3，
秋本 剛秀 3（1.静岡県立総合病院集中治療センター集中治療科，2.静岡県立総合病院高度救命救急センター救急科，
3.静岡県立総合病院看護部） 

P38-2 RRSの院内全体への導入を目指して
林 真也 1，國嶋 憲 1，下新原 直子 2，安本 寛章 2（1.京都市立病院救急科，2.京都市立病院集中治療科） 

P38-3 Rapid Response System導入後の経過と課題
小杉 一江，中村 祥英，石橋 幾久，後藤 貴樹，下山 佳奈子，青木 善孝，森本 恵理子，成田 知大，三宅 章公，野々木 
宏（地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院） 

P38-4 Rapid Response System起動件数増加と早期起動のための取り組みとその効果
丸谷 幸子 1，仙頭 佳起 2，岩田 麻衣子 1，大佐賀 智 3，鈴木 伴枝 1，祖父江 和哉 2（1.名古屋市立大学病院看護部 ICU 
PICU CCU，2.名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野，3.名古屋市立大学病院臨床研究開
発支援センター） 

P38-5 Rapid Response System導入後の院内急変コールの現状と課題
前田 章吾，上原 頌子，宇佐美 知里，佐藤 綾子，戸部 賢（群馬大学医学部附属病院集中治療部） 

P38-6 当院におけるRRS（Rapid response system）導入後 2年間の経過
野田 透，岡島 正樹，佐藤 康次，堀川 慎二郎，佐野 宏樹，中山 祐子，中村 美穂，谷口 巧（金沢大学附属病院集中治
療部） 

P38-7 Rapid Response System（RRS）導入 2年間の評価と問題点
山森 祐治 1，西尾 万紀 2，藤原 辰也 1，金井 克樹 1，佐藤 弘樹 1，田邉 翔太 1，石田 亮介 1，森 浩一 1，新納 教男 1，松原 
康博 1（1.島根県立中央病院救命救急科，2.島根県立中央病院看護局） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：40　ポスターブース 16　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 39（P39）　外傷 2（腹部，他）

座長：中野 実（前橋赤十字病院）
P39-1 症例報告：電撃傷と全身熱傷に対して早期に血液浄化を行い救命した一例

狩野 謙一，村崎 岬，渡邉 宏樹，東 裕之，林 実，永井 秀哉，瀬良 誠，谷崎 眞輔，石田 浩（福井県立病院救命救急セ
ンター） 

P39-2 高齢者熱傷の治療上のジレンマ ─最近経験した高齢者熱傷の 2例を中心に─
則尾 弘文，中村 周道，柚木 良介，柳瀬 豪，前谷 和秀（済生会福岡総合病院救命救急センター） 

P39-3 左腎動静脈損傷による大量後腹膜出血に対してREBOAを使用し救命した一例
杉山 拓也，平野 貴規，石田 時也，横山 秀之，熊田 芳文，篠原 一彰（太田西ノ内病院救命救急センター） 

P39-4 多発外傷後低血圧遷延の原因が両側副腎血腫と考えられた一例
藤井 健一郎 1，神宮司 成弘 1，長澤 恭平 1，瀬川 悠史 1，坂崎 多佳夫 1，新垣 大智 1，大竹 弘隆 1，笹木 晋 1，平川 昭彦 2，
植西 憲達 1（1.藤田保健衛生大学病院救急総合内科学，2.藤田保健衛生大学病院一般外科学） 

P39-5 腹部鈍的外傷による下腹壁動脈損傷を生じた一例
柏野 崇，栗山 明，池上 徹則，福岡 敏雄（倉敷中央病院救急科） 

P39-6 重傷型外傷性肝損傷に対し，肝動脈塞栓術による非手術的治療を行ったのち，胆汁漏を合併した 2症例
佐々木 庸郎，岡田 保誠，稲川 博司，小島 直樹，山口 和将，一瀬 麻紀，松吉 健夫，今村 剛朗，有野 聡，秋葉 春菜（公
立昭和病院救命救急センター） 

P39-7 Damage Control Surger y戦略における集中治療の効果の検討
蕪木 友則，須崎 紳一郎，勝見 敦，原田 尚重，原 俊輔，寺岡 麻梨，平山 優，山本 浩大郎，高橋 充，鈴木 秀鷹（武蔵
野赤十字病院救命救急科） 

P39-8 救命救急センター併設型PICUにおける小児重症外傷診療の現状
市坂 有基，山田 浩平，加納 恭子，武藤 雄一郎，平井 克樹（熊本赤十字病院小児科） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：40　ポスターブース 17　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 40（P40）　消化器 2

座長：星野 正己（東和病院外科）
P40-1 3回以上出血した大腸憩室出血症例の検討

井上 義博，小野寺 誠，藤野 靖久，菊池 哲，佐藤 正幸，佐藤 寿穂，小鹿 雅博（岩手医科大学医学部救急・災害・総
合医学講座救急医学分野） 
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P40-2 広範囲腸管虚血を呈した Segmental ar terial mediolysis（SAM）の一例
吉富 有哉 1，甘利 香織 1，佐藤 友子 1，古賀 美佳 2，三溝 慎次 2（1.佐賀県医療センター好生館救命救急センター，2.佐
賀県医療センター好生館集中治療部） 

P40-3 陳旧性胸椎圧迫骨折による進行性脊髄損傷から二次性巨大結腸症をきたしストマ増設を要した一例
内田 尚宏，水津 悠，上田 忠弘，濱中 訓生，田中 博之，別府 賢，笹橋 望，西山 慶（国立病院機構京都医療センター） 

P40-4 カルシウム拮抗薬が原因と考えられた腸管浮腫の一例
正田 光希，關 匡彦 ，野村 泰充（奈良県総合医療センター救命センター） 

P40-5 下部消化管穿孔における qSOFAの有効性の検討
高野 啓佑，永井 淳，多田 祐介，淺井 英樹，渡邉 知朗，川井 廉之，瓜園 泰之，福島 英賢，奥地 一夫（奈良県立医科
大学附属病院救急医学講座） 

P40-6 経皮経肝膿瘍ドレナージ後に肝出血から出血性ショックとなり外科的止血術を要した 1例
新美 太祐，村山 誠弥，服部 亜季子，秋山 正慶（公立西知多総合病院集中治療部・麻酔科） 

P40-7 膵切除後出血に対して総肝動脈塞栓後にEnterobacter aerogenesによる感染性肝壊死，空気塞栓を来した症例
西川 昌志，遠山 直志，中山 祐子，北野 鉄平，佐野 宏樹，堀川 慎二郎，佐藤 康次，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金
沢大学附属病院集中治療部） 

P40-8 肝切除術中の IVCクランプと術後腎機能障害の検討
四方田 了平，松岡 宏晃，高澤 知規，日野原 宏，齋藤 繁（群馬大学医学部附属病院集中治療部） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：30　ポスターブース 18　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 41（P41）　小児 2（患者管理）

座長：西村 奈穂（国立成育医療研究センター集中治療科）
P41-1 横隔膜交通症に伴う胸水貯留を来たしたVPシャント術後男児例

小村 はる香，岡田 広，平本 龍吾（松戸市立総合病院医療センター小児医療センター小児科） 
P41-2 腸管出血性大腸菌に感染した児を救命することが出来なかった 1例

三浦 邦久 1,2，関井 肇 2,3，浅子 英 2,3，山本 敬洋 2（1.社会医療法人社団順江会江東病院麻酔科，2.社会医療法人社団
順江会江東病院救急室，3.順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科） 

P41-3 間質性肺炎を合併した完全房室中隔欠損症の人工心肺手術後呼吸不全に対し血漿交換療法を施行した経験
下山 伸哉 1，新井 修平 1，浅見 雄司 1，石井 陽一郎 1，池田 健太郎 1，宮本 隆司 2，小林 富男 1（1.群馬県立小児医療セ
ンター循環器科，2.群馬県立小児医療センター心臓血管外科） 

P41-4 持続緩徐式血液濾過器UT-01Secoの臨床使用経験
上原 舞美 1，山香 修 1，長井 孝二郎 2，内村 鴻一 1，吉田 圭介 1，山下 典雄 1（1.久留米大学病院臨床工学センター，2.久
留米大学病院小児科） 

P41-5 HFOとNO吸入療法を施行しながら病院間搬送を行った新生児の 1例
吉田 圭介 1，山香 修 1，上原 舞美 1，内村 鴻一 1，山下 典雄 1,2（1.久留米大学病院臨床工学センタ̶，2.久留米大学病
院高度救命救急センター） 

P41-6 小児心臓手術後に長期人工呼吸を要した患者の調査
渋谷 伸子 1，青木 正哉 2，種市 尋宙 3，山崎 光章 4，奥寺 敬 1（1.富山大学附属病院集中治療部，2.富山大学附属病院
心臓血管外科，3.富山大学附属病院小児科，4.富山大学附属病院麻酔科） 

P41-7 先天性心疾患術後血糖値上昇と予後の関連性の検討
水山 有紀 1，水山 勇人 2（1.熊本市立熊本市民病院麻酔科，2.JCHO九州病院麻酔科） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：40　ポスターブース 19　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 42（P42）　ショック 2

座長：藤田 智（旭川医科大学救急医学講座）
P42-1 冠動脈バイパス術後の遷延性の血圧低下に対して，アナフィラキシーショックの合併が疑われた一例

石橋 卓行 1,2，中原 智史 2，徳永 健太郎 2，早田 学 2，江嶋 正志 2，成松 紀子 2，鷺島 克之 2，蒲原 英伸 2，山本 達郎 2 
（1.熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学分野，2.熊本大学大学院生命科学研究部侵襲制御額分野） 

P42-2 敗血症性ショックにアナフィラキシーショックを合併して生じた高度低血圧にアドレナリンが有効であった 1例
平野 芳枝，釜鳴 紗桐，松田 憲昌，宮脇 宏，瀬尾 勝弘（小倉記念病院） 

P42-3 クロルヘキシジンによるアナフィラキシーショックが原因で ICUに入室した症例
野本 功一（マウントサイナイ医科大学麻酔科集中治療部） 

P42-4 重度の低カルシウム血症，意識障害の原因のひとつが，ゾレドロン酸水和物注射液と考えられた一例
幸野 真樹，坪井 さやか，速水 元（横浜市立市民病院麻酔科） 

P42-5 四肢壊死を生じた寒冷凝集素症の 1例
大辻 真理，山本 隆裕，古賀 靖卓，八木 雄史，戸谷 昌樹，中原 貴志，藤田 基，金田 浩太郎，小田 泰崇，鶴田 良介（山
口大学医学部附属病院先進救急医療センター） 

P42-6 一過性の血液分布異常性ショックを呈した早期ダンピング症候群の 1例
竹下 淳 1，上田 忠弘 2，水津 悠 2，濱中 訓生 2，田中 博之 2，別府 賢 2，西山 慶 2，志馬 伸朗 3（1.大阪府立病院機構大阪
母子医療センター集中治療科，2.国立病院機構京都医療センター救命救急科，3.広島大学大学院救急集中治療医
学） 
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P42-7 Sapien XTにて術中に open stuckをきたした 1例
宗像 寿祥，秋田 利明，大島 英揮，成田 裕司，阿部 知伸，六鹿 雅登，藤本 和朗，徳田 順之，寺澤 幸枝，碓氷 章彦（名
古屋大学医学部附属病院心臓外科） 

P42-8 食道裂孔ヘルニアの左房圧迫によりショックに至った 1例
曽村 侑生 1，廣田 誠二 2，山本 祐太郎 2，原 真也 2，柴田 やよい 2，藤本 枝里 2，村上 翼 2，山崎 浩史 2，山下 幸一 3，西
山 謹吾 2（1.高知赤十字病院初期研修医，2.高知赤十字病院救命救急センター，3.高知赤十字病院麻酔科） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：25　ポスターブース 20　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 43（P43）　リハビリテーション 2

座長：尾﨑 孝平（神戸百年記念病院麻酔集中治療部・手術部／尾崎塾）
P43-1 神経筋電気刺激療法導入により筋力低下を回避できた心室中隔穿孔修復術後症例

松尾 知洋 1，齋籐 和也 1，石口 祥夫 1，井上 航一 2，平岡 有努 2，近沢 元太 2（1.心臓病センター榊原病院リハビリテー
ション室，2.心臓病センター榊原病院心臓血管外科） 

P43-2 ICU在室中に精神的不安が強く離床が難渋した若年多発外傷の一症例
大川 晶未 1，飯田 有輝 1，伊藤 武久 1，三宅 健太郎 2，水落 雄一朗 2，有馬 一 2（1.JA愛知厚生連海南病院リハビリテー
ション科，2.JA愛知厚生連海南病院集中治療部・麻酔科） 

P43-3 A大学病院集中治療部における人工呼吸器患者の離床に及ぼす影響要因についての実態調査
多間 嗣朗，大西 美千代，浦 麻衣子，近藤 詩朗，渡辺 郁美，中川 幸治，中西 智恵，乾 早苗，越野 みつ子（金沢大学
付属病院看護部） 

P43-4 人工呼吸器患者に対する離床プロトコルの有用性
長谷川 望，杉本 あゆみ，足立 晴香，山田 かの子（近江八幡市立総合医療センター看護部 ICU・CCU） 

P43-5 人工呼吸器装着患者のコミュニケーションに対する当院 ICUでの取り組み
金谷 貴洋 1，本荘 弥生 2，渡辺 伸一 1，鈴木 秀一 2，森田 恭成 2，関谷 由夏 2，大野 美香 2，枡田 ゆかり 2（1.国立病院機
構名古屋医療センターリハビリテーション科，2.国立病院機構名古屋医療センター集中治療科） 

P43-6 挿管人工呼吸管理患者の離床に及ぼす因子 ～救急科入院患者の早期リハビリテーションQIプロジェクトの検証～
山下 康次 1，大山 隼人 2，坂脇 英志 3，武山 佳洋 3（1.市立函館病リハビリ技術科，2.市立函館病院救命救急病棟，3.市
立函館病院救命センター） 

2月 21日（水）　13：40～ 14：30　ポスターブース 21　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 44（P44）　体温管理

座長：鍜冶 有登（岸和田徳洲会病院救命救急センター）
P44-1 熱中症と診断され過剰補液や水分摂取により心不全を惹起した 1症例

高瀬 凡平 1，橋本 賢一 1，真崎 暢之 1，知識 俊樹 2，矢田 浩崇 2，足立 健 2（1.防衛医科大学校集中治療，2.防衛医科大
学校循環器科） 

P44-2 熱中症を契機にたこつぼ心筋症を発症した一例
角谷 隆史，渡邉 麻衣，溝渕 有助，和田 浩太郎，河野 圭史，木田 好美，三枝 秀幸，石井 瑞恵，實金 健，奥 格（岡山
赤十字病院麻酔科） 

P44-3 集学的治療により救命し得た重症熱中症の 1例
新里 恵理香 1，松岡 宏晃 2，中林 洋介 2，戸部 賢 2，高澤 知規 2，日野原 宏 2，齋藤 繁 1（1.群馬大学医学部附属病院麻
酔神経科学，2.群馬大学医学部附属病院集中治療部） 

P44-4 偶発性低体温症を合併した発症時期不明の消化性潰瘍穿孔に対し，積極的な早期緊急手術により救命できた一例
早坂 達哉 1，中村 直久 2，吉岡 成知 3（1.日本海総合病院麻酔科，2.山形大学医学部附属病院，3.日本海総合病院救急
科） 

P44-5 偶発性低体温症の復温後に急性膵炎を生じた 1例
成田 知大 1,2，春田 浩一 1，青木 善孝 2，森本 恵理子 2，三宅 章公 1，秋本 剛秀 2，野々木 宏 2（1.静岡県立総合病院救命
救急科，2.静岡県立総合病院集中治療科） 

P44-6 先天性無痛無汗症を有する患者の周術期体温管理
中村 緑，石井 久成（天理よろづ相談所病院麻酔科） 

P44-7 人工呼吸器離脱困難例に対するHCUでの取り組み ～偶発性低体温症由来のARDSを経験して～
森川 和恵 1，阿部 恵利 1，奥平 さよ 1，三重野 明美 1，正垣 淳子 2，福原 彩 3，姜 晋求 3，高松 純平 3（1.関西労災病院
HCU，2.神戸大学生命医学系保健学域，3.関西労災病院救急科） 

2月 22日（木）　11：00～ 12：00　ポスターブース 1　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 45（P45）　呼吸 3（気道 1）

座長：三住 拓誉（神戸大学病院集中治療部）
P45-1 声門下狭窄・声帯麻痺の座位患者でエアウェイスコープを用いて気管挿管を行った一例

仲嶺 洋介 1，伊敷 聖子 1，中山 泉 2，村上 隆啓 3，安元 浩 4，天願 俊穂 4，依光 たみ枝 5（1.沖縄県立中部病院麻酔科，2.沖
縄県立中部病院集中治療科，3.沖縄県立中部病院外科，4.沖縄県立中部病院心臓血管外科，5.沖縄県立八重山病院
麻酔科） 
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P45-2 硬性気管支鏡下気管ステント留置術後のObstructive Fibrinous Tracheal Pseudomembraneの 1例
高橋 裕明，井上 一由，越智 香織，鈴木 雅美，大岩 雅彦，中村 仁，大西 淳司，谷津 祐市，平崎 盟人（香川県立中央
病院麻酔科） 

P45-3 頸部外傷から 10年後に急性上気道閉塞を来した 1例
山田 周，山下 幾太郎，江良 正，狩野 亘平，北田 真己，櫻井 聖大，原田 正公，瀧 賢一郎，高橋 毅（国立病院機構熊
本医療センター救命救急・集中治療部） 

P45-4 心臓手術後の成人気管軟化症に対しラセン入気管切開チューブが有用であった一例
服部 洋一郎 1，伊集院 真一 2，坂本 元 1，野住 雄策 1，田原 慎太郎 1，野口 恵未 3，多田羅 康章 1（1.社会医療法人愛仁
会明石医療センター麻酔科，2.兵庫県災害医療センター救急部，3.社会医療法人愛仁会明石医療センター外科） 

P45-5 血腫により気道狭窄を呈し，気管挿管を要した後天性血友病の一例
木田 達也，出井 真史，澄田 奏子，井上 玲美，内本 一宏，青木 真理子，刈谷 隆之，大塚 将秀（横浜市立大学附属市
民総合医療センター集中治療部） 

P45-6 2debranching TEVAR後に頸部リンパ浮腫による上気道閉塞を来した担癌患者の一例
重松 明香 1，宮田 和人 1，大竹 裕志 2（1.ニューハートワタナベ国際病院麻酔科，2.ニューハートワタナベ国際病院
血管外科） 

P45-7 腫瘍性気道狭窄患者に対し ICUで化学療法を施行した 2症例
福元 友梨，宮崎 嘉也，足立 健彦（田附興風会医学研究所北野病院麻酔科・集中治療部） 

P45-8 ミニトラック®II挿入後の喉頭ファイバーによる確認の重要性を再認識した 2症例
大畠 博人，上田 宣夫（岐阜市民病院集中治療部） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：50　ポスターブース 2　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 46（P46）　患者管理・看護管理 3

座長：山口 弘子（名古屋掖済会病院）
P46-1 人工膵臓にて血糖管理を行ったDKA発症 1型糖尿病の 1症例

深海 矢真斗，間中 泰弘，水谷 瞳（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院診療技術部臨床工学科） 
P46-2 細胞外液及びアミノ酸製剤の血管外漏出による急速な皮膚障害の 1例

水谷 優一 1，寺田 昌弘 1，白坂 雅子 1，堀江 利彰 2（1.福岡赤十字病院 ICU/CCU，2.福岡赤十字病院麻酔科） 
P46-3 当院HCUにおける透析患者の特徴および死亡関連因子に関する実態調査

堀田 宗一郎，福田 幸人，明石 かえで，張替 彩香（社会福祉法人三井記念病院） 
P46-4 集中治療を要した血液疾患者の検討

杉本 千紘，加藤 知佳，浜崎 真帆，及川 理子（社会福祉法人三井記念病院看護部HCU） 
P46-5 ICU入室中の脳卒中患者の唾液アミラーゼ測定によるストレス評価

勝目 涼，椎葉 望美，川野 マキ（潤和会記念病院看護部） 
P46-6 当院集中治療室における緊急入室患者の再入室のリスク因子 ─退室時のバイタルサインに着目した検討─

春名 純平 1，巽 博臣 2，黒田 浩光 2，大槻 郁人 2，赤塚 正幸 2，豊原 隆 2，升田 好樹 2（1.札幌医科大学附属病院集中治
療部看護室，2.札幌医科大学集中治療医学） 

P46-7 当 ICUにおける再入室患者の検討
木村 慎一，大村 和也，進藤 俊介，金井 理一郎，玉井 謙次，高橋 宏行（済生会横浜市東部病院集中治療科） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：50　ポスターブース 3　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 47（P47）　感染症・敗血症 5（心筋症・ECMO，心血管感染）

座長：野村 岳志（東京女子医科大学集中治療科）
P47-1 敗血症性ショックの経過中に一過性の ST上昇，心機能障害を呈した一例

久保 赳人 1，小林 拓 1，小林 大祐 1，越田 嘉尚 1，小宮 良輔 2，上田 哲之 3，臼田 和生 1（1.富山県立中央病院集中治療科，
2.富山県立中央病院麻酔科，3.富山県立中央病院心臓血管科） 

P47-2 敗血症性心筋症を呈した劇症型溶血性レンサ球菌感染症の一例
辻本 雄太 1，長谷川 佑介 2，田中 賢 3，阿部 修一 4，川瀬 隆一 1，鈴木 有大 1，石塚 后彦 5，笹生 亜紀子 5，瀬尾 伸夫 1，
森野 一真 1（1.山形県立救命救急センター救急科，2.山形県立中央病院麻酔科，3.山形県立中央病院整形外科，4.山
形県立中央病院感染症内科，5.山形県立中央病院臨床工学部） 

P47-3 悪性症候群の治療経過中に感染性心内膜炎と診断された 1症例
西村 健吾，山岡 正和，山下 千明，南 絵里子，小橋 真司，大川 雅廣，石川 慎一，八井田 豊，大森 睦子，倉迫 敏明（姫
路赤十字病院麻酔科） 

P47-4 アトピー性皮膚炎を契機に脳合併症を伴う感染性心内膜炎（IE）を発症し，手術時期の決定に苦慮した一例
皆川 結明，幸野 真樹，坪井 さやか，吉村 幸浩，速水 元（横浜市立市民病院） 

P47-5 TAVI後の感染性心内膜炎による敗血症性ショックで，急激な転帰を取り，病理解剖を行った一例
前田 敏樹 1，大谷 秀夫 2，福島 菜採 2，大越 忠和 3（1.杉田玄白記念公立小浜病院外科，2.杉田玄白記念公立小浜病院
循環器内科，3.杉田玄白記念公立小浜病院病理検査部） 

P47-6 初回検査時の髄液検査が正常であった， MSSAによる細菌性髄膜炎，感染性心内膜炎の一例
田上 俊輔 1，橋本 英樹 2，吉良 圭 1,2，奈良場 啓 1,2，小野寺 俊幸 2，高橋 雄治 2，園生 智弘 1,2，中村 謙介 1,2，森村 尚登 1 
（1.東京大学医学部附属病院，2.日立総合病院） 
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P47-7 咽後膿瘍から髄膜炎・菌血症を合併し複数の感染性動脈瘤を発症したが，保存的加療にて救命し得た一例
村田 真紀，古川 由人，杉本 龍，前田 大樹，高木 大輔，鈴木 博，具嶋 泰弘，前原 潤一（済生会熊本病院救急総合診
療センター総合診療科） 

2月 22日（木）　11：00～ 12：00　ポスターブース 4　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 48（P48）　呼吸管理 4

座長：古谷 良輔（横浜医療センター救命救急センター）
P48-1 敗血症性ショックによるCPAのROSC後に肺動静脈ろうの陽圧呼吸器管理に苦慮した 1例

横沢 翔子，亀山 明子，岡田 まゆみ（信州大学医学部附属病院救急集中治療医学教室） 
P48-2 Flail chestに対して胸腔内出血止血術後保存的治療を行った多発外傷の 1例

都築 通孝 1，沖島 正幸 2，戸田 州俊 3，太田 祐介 4，畑田 剛 1，中前 健二 2（1.豊田厚生病院救急科，2.豊田厚生病院臨
床工学技術科，3.豊田厚生病院薬剤部，4.豊田厚生病院麻酔科） 

P48-3 ECMO中の気道出血とNOMIによる呼吸不全に対して食道内圧と横隔膜筋電図を用いて呼吸機能評価を行った一例　
内藤 祐介 1，清水 義之 2，籏智 武志 2，稲田 雄 2，文 一恵 2，祖父江 俊樹 2，久呉 洋介 3，盤井 成光 3，竹内 宗之 3（1.大
阪母子医療センター麻酔科，2.大阪母子医療センター集中治療科，3.大阪母子医療センター心臓血管外科） 

P48-4 重度側弯症の術後に長期 ICU管理を要した症例
水野 隆芳 1，高橋 完 3，藤井 恵美 1，清水 淳次 1，田中 智基 1，山根 哲信 1，今宿 康彦 3，辻田 靖之 1，北川 裕利 3，江口 
豊 2（1.滋賀医科大学救急集中治療部，2.滋賀医科大学救急集中治療医学講座，3.滋賀医科大学麻酔学講座） 

P48-5 全身の著明な皮下気腫を伴う緊張性縦隔気腫に対する経皮的縦隔ドレナージが奏功した一例
石川 美香，方山 真朱，布宮 伸，小山 寛介，後藤 祐也，島 惇，藤内 研，鯉沼 俊貴（自治医科大学麻酔科学・集中治
療医学講座集中治療医学部門） 

P48-6 漢方治療（湯液・鍼灸）を併用した呼吸不全の 2症例
坪 敏仁（青森慈恵会病院漢方内科・麻酔科） 

P48-7 著明な肺高血圧症をきたした重症血管炎症候群の 1例
本木 麻衣子，園生 智弘，吉良 圭，福嶋 一剛，大道寺 洋顕，奈良場 啓，田上 俊輔，高橋 雄治，橋本 英樹，中村 謙介
（日立総合病院） 

P48-8 重症呼吸不全に対する治療戦略において地方病院が抱える悩み
堀北 奨 1，長谷川 隆一 2（1.水戸協同病院総合診療科，2.水戸協同病院救急・集中治療科） 

2月 22日（木）　11：00～ 12：00　ポスターブース 5　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 49（P49）　産科・婦人科

座長：佐藤 智行（済生会横浜市東部病院麻酔科）
P49-1 子宮摘出により速やかな感染制御と良好な母体転帰をとった劇症分娩型A群レンサ球菌感染症の 1例

小川原 葵，上條 泰，古川 詩乃，服部 理夫，秋田 真代，濱野 雄二朗，竹重 加奈子，三山 浩，望月 勝徳，今村 浩（信
州大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

P49-2 帝王切開中に意識消失・呼吸停止を生じた既往帝王切開妊婦の一症例
小田 裕（大阪市立十三市民病院麻酔科） 

P49-3 子癇発作により緊急帝王切開となった術後に周産期心筋症を発症した一例
吹田 晃享，友塚 直人，片山 圭，竹久 紫乃，高野 洋平，坪井 一朗（国立病院機構福山医療センター） 

P49-4 緊急帝王切開術直後に心不全を発症した周産期心筋症の一例
上北 郁男 1，岡本 健志 1，多田羅 康章 2，服部 洋一郎 2，野住 雄策 2，田原 慎太郎 2，坂本 元 2（1.千船病院麻酔科，2.明
石医療センター麻酔科） 

P49-5 分娩後大量出血のため ICU管理を行った 2 例
濱崎 真一 1，塩川 泰啓 2，岩元 辰篤 1，冬田 昌樹 1，北浦 淳寛 1，法里 慧 1，北山 智哉子 1，古藤 大和 1，中尾 慎一 1 
（1.近畿大学医学部附属病院麻酔科学講座，2.甲聖会紀念病院） 

P49-6 当院における産科危機的出血に関するアンケート調査
伊藤 伸大，小野 肇，渡部 亮，山根 真央（KKR札幌医療センター） 

P49-7 産科患者に対する ICUリスク死亡予測モデルの適応：システマティックレヴューとメタアナライシス
大島 正行 1，岩田 人美 1，福原 尚基 1，飯塚 弘隆 1，金井 優典 1，青山 和由 2（1.小張総合病院麻酔科，2.Hospital for 
Sick Children） 

P49-8 東京都母体救命搬送システムで当院へ搬送された症例の検討
田上 瑠美，倉元 悠里，中村 和裕，澤田 奈実，堀 智志，桑名 司，山口 順子，櫻井 淳，木下 浩作（日本大学医学部救
急医学系救急集中治療分野） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：50　ポスターブース 6　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 50（P50）　循環 4（不整脈）

座長：澤村 匡史（済生会熊本病院集中治療室）
P50-1 重症筋無力症合併胸腺腫摘出後に高度の房室ブロックを来した症例

酒井 健一郎，重松 研二，岩下 耕平，山浦 健（福岡大学病院麻酔科） 
P50-2 術後抜管を契機に発症した徐脈依存性QT延長症候群の一例

尾崎 由佳（国立病院機構東京医療センター麻酔科集中治療室） 
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P50-3 逆たこつぼ心筋症からの院内急変：QT延長症候群におけるTorsades de Pointesの発症原因に関する考察
槇野 崇史，前田 武俊，伊敷 哲也，岡田 祥一，瑞慶覧 貴子，木村 竜介，大城 康一（大浜第一病院循環器内科） 

P50-4 致死的不整脈を呈したピルシカイニド中毒の一症例
別宮 小由理 1，浅賀 健彦 1，山鳥 佑輔 2，京嶋 太一朗 2，石橋 直子 2，西部 伊千恵 1，齋田 昌史 2，菅原 友道 1，小川 純 2，
白神 豪太郎 2（1.香川大学医学部附属病院集中治療部，2.香川大学医学部麻酔学講座） 

P50-5 人工心肺離脱後にレボドパとドブタミンの併用が再発性心室細動を誘発した可能性のある一例
栗田 昭英，山本 剛史，小池 康志，谷口 巧（金沢大学附属病院麻酔科蘇生科） 

P50-6 高度の低カリウム血症に起因する心室性不整脈に対し一時ペーシングが奏功した 1例
岡 和幸，藏本 俊輔，室野井 智博，下条 芳秀，木谷 昭彦，比良 英司，渡部 広明（島根大学医学部附属病院高度外傷
センター） 

P50-7 高齢者における心臓手術後の心房細動の検討
菱沼 典正，小平 智文，若林 諒，大塚 仁美（北信総合病院麻酔科） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：50　ポスターブース 7　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 51（P51）　小児 3（CPA，外傷，他）

座長：黒澤 寛史（兵庫県立こども病院小児集中治療科）
P51-1 目標体温管理を行い良好な予後が得られた小児心原性心停止

藤原 岳 1，成宮 博理 1，飯塚 亮二 1，長村 敏生 2，岡田 遥平 1，小林 奈歩 2（1.京都第二赤十字病院救命救急センター救
急科，2.同 小児科） 

P51-2 2度のCPA蘇生後に対して体温管理療法を導入，完全回復を得た小児の一症例
小澤 拓郎 1，松本 晶平 1，大島 正行 2（1.SUBARU健康保険組合太田記念病院麻酔科，2.小張総合病院麻酔科） 

P51-3 脳死とされうる状態となったが，自宅退院を果たした小児重症頭部外傷の一例
竪 良太，鶴 昌太，平松 俊紀，安達 普至（飯塚病院集中治療部） 

P51-4 初期診断に難渋した小児の外傷性腎損傷 3例
鴻池 善彦 1，潮見 祐樹 1，山下 由理子 1，平田 旭 1，制野 勇介 1，青木 一憲 1，椎間 優子 1，長谷川 智巳 1，黒澤 寛史 1，
杉田 良文 2（1.兵庫県立こども病院集中治療科，2.兵庫県立こども病院泌尿器科） 

P51-5 集中治療室管理を要した小児頭蓋内出血症例の後方視的検討
安達 厚子 1，安藤 幸吉 1，櫻田 幽美子 1，佐藤 麻理子 1，仁田原 見知子 1，渡辺 千晶 1，菊池 由希子 1，筆田 廣登 1，齋
藤 浩二 2，山内 正憲 2（1.仙台市立病院麻酔科，2.東北大学病院麻酔科） 

P51-6 救命救急センターの集中治療室に入室した重症小児頭部外傷の検討
竹上 徹郎，安 炳文，香村 安健，堀口 真仁，的場 裕恵，榎原 巨樹，箕輪 啓太，荒井 美香，八幡 宥徳，松室 祐美（京
都第一赤十字病院救命救急センター救急科） 

P51-7 当院で経験した小児急性脳症に対する脳低温療法・脳平温療法の差による治療成績の検討
永井 貞之，河内 晋平，山上 雄司，加藤 隆宏，高原 賢守，菅 健敬（兵庫県立尼崎総合医療センター小児救急集中治
療科） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：50　ポスターブース 8　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 52（P52）　感染症・敗血症 6（縦隔炎，Lemierre，破傷風，軟部組織感染）

座長：宮崎 大（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科）
P52-1 縦隔炎が原因となった反回神経麻痺の一例

石堂 舜，栗田 大地，金井 尚之，藤本 竜平，須崎 萌，澤田 郁美，鳥山 亜紀（東京警察病院救急科） 
P52-2 歯周炎に起因した降下性壊死性縦隔炎による感染の制御のため，複数回のCTとドレナージ術を施行した 1例

安田 直純 1，山名  啓介 1，中原  智史 2，徳永 健太郎 2，早田 学 2，江嶋 正志 2，成松  紀子 2，鷺島 克之 2，中山 秀樹 2，
蒲原 英神 1（1.熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学分野，2.熊本大学大学院生命科学研究部侵襲制御学
分野） 

P52-3 ECMOを施行した Lemierre症候群の一例
中本 礼良，朝田 慎平，吉行 綾子，漆畑 直，村田 希吉（松戸市立病院救命救急センター） 

P52-4 Fusobacterium necrophorumによる多発感染巣を認め，Lemierre症候群を疑った 1例
塩崎 美波，櫻井 ともえ，為近 舞子，藤井 智章，寺澤 篤（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 

P52-5 横紋筋融解症によって急性腎障害をきたした重症破傷風の 1例
竹下 諒，本庄 俊介，大和田 玄，木村 康宏，七尾 大観，藤本 潤一，西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部） 

P52-6 自壊した乳がんを伴った重症破傷風の一例
濱谷 英幸，絹笠 紗耶香，眞鍋 亜里沙，岡崎 智哉，篠原 奈都代，宍戸 肇，高野 耕志郎，一二三 亨，河北 賢哉，黒田 
泰弘（香川大学医学部附属病院救命救急センター） 

P52-7 壊死性軟部組織感染症患者において周術期のカテコラミンインデックスは予後を予測するか？
秋泉 春樹，前川 俊，山長 修，木山 亮介，嶋岡 英輝，進藤 一男（兵庫県立尼崎総合医療センター麻酔科） 
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2月 22日（木）　11：00～ 11：45　ポスターブース 9　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 53（P53）　せん妄 1

座長：白石 義人（市立島田市民病院麻酔科）
P53-1 ICU入室患者の整容ケアによるせん妄ケアの効果の検証

白幡 美穂（独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院） 
P53-2 鏡でせん妄予防はできるのか

浅香 葉子 1，瀬尾 龍太郎 2，植田 浩司 1，美馬 裕之 1（1.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科，2.神戸市立医療
センター中央市民病院救急科） 

P53-3 心臓血管外科術後のせん妄：High-flow nasal cannulaを含むリスク因子の検討
伊藤 次郎 1，須賀 将文 1，中森 裕毅 1，川上 大裕 1，植田 浩司 1，下薗 崇宏 1，小山 忠明 2，美馬 裕之 1（1.神戸市立医療
センター中央市民病院麻酔科，2.神戸市立医療センター中央市民病院心臓血管外科） 

P53-4 挿管患者における夜間看護ケアとせん妄の関連性
大前 慎司（社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院） 

P53-5 術後せん妄の予測スコアリング
小野 理恵，西村 祐希（市立池田病院麻酔科） 

P53-6 せん妄フローチャートを使用し介入した術後せん妄患者の一例を通して得たせん妄対策の今後の課題
吉川 茜，文字 香織（三菱京都病院看護部） 

2月 22日（木）　11：00～ 12：00　ポスターブース 10　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 54（P54）　ME機器・その他

座長：蕪木 友則（武蔵野赤十字病院救命救急科）
P54-1 輸液ポンプの瞬時流量変動および設定流量に達する時間の検証

飯盛 大介，栗田 花絵，久冨 舞（産業医科大学病院集中治療室） 
P54-2 各社ディスポーザブルシリンジの摺動特性がシリンジポンプ注入精度へ及ぼす影響の検証

宮崎 健 1，寺尾 嘉彰 2（1.長崎労災病院臨床工学部，2.長崎労災病院麻酔科） 
P54-3 集中治療室に於ける突然の透析用水の給液圧低下

横山 祐太郎，竹市 広，柴田 紘葉，平井 昴宏，鈴木 章悟，足立 裕史，西脇 公俊（名古屋大学医学部附属病院外科系
集中治療部） 

P54-4 心臓内科集中治療室及び心臓ハイケアユニットにおける硝酸薬持続静注による耐性の実態調査
大原 沙織，梶田 祐三子，大谷 美奈子（兵庫県立尼崎総合医療センター薬剤部） 

P54-5 超音波ガイド下中心静脈穿刺（短軸交差法）における「三角関数法を併用した段階点滅法（SFT法）」の有用性
堀内 俊孝 1，謝 慶一 1，奥田 千愛 2，栗田 直子 2，山口 綾子 2，竹田 政史 2，長畑 敏弘 2（1.社会医療法人生長会ベルラ
ンド総合病院集中治療部，2.社会医療法人生長会ベルランド総合病院麻酔科） 

P54-6 集中治療室における，血液ガス分析データを対象とした血中二酸化炭素分圧と強イオンの関連性
礒山 智史，木村 聡，森松 博史（岡山大学病院麻酔科・蘇生科） 

P54-7 航空機を利用した重症患者搬送の経験
林 昌晃 1，近田 優介 1，森西 啓介 1，小野 朱美 3，小野寺 睦雄 2，早渕 康信 3，西村 匡司 2（1.徳島大学病院臨床工学技
術部門，2.徳島大学病院救急集中治療医学，3.徳島大学病院小児科） 

P54-8 航空機による小児重症患者の施設間搬送を考える ～あいち小児保健医療総合センターの実績（約 40ヶ月）をもとに
水野 光規 1，石川 祥一朗 1，伊藤 友理枝 1，池山 由紀 1，伊藤 友弥 1，和田 翔 2，今井 一徳 2，池山 貴也 2（1.あいち小児
保健医療総合センター総合診療科部救急科，2.あいち小児保健医療総合センター集中治療科） 

2月 22日（木）　11：00～ 12：00　ポスターブース 11　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 55（P55）　外傷 3（頭頚部）

座長：渥美 生弘（聖隷浜松病院救命救急センター）
P55-1 重症頭部外傷による外減圧後に水頭症を呈し治療に苦慮した 1例

堀田 和子，松前 光紀（東海大学医学部脳神経外科学） 
P55-2 ダビガトラン内服患者の外傷性脳出血に対して拮抗薬を投与した一例

山縣 英尋 1,2，古谷 良輔 1,2，宮崎 弘志 1，望月 聡之 1，藤井 裕人 1,2，鈴木 誠也 1,2，三澤 菜穂 1,2（1.国立病院機構横浜医
療センター救急科，2.横浜市立大学救急医学教室） 

P55-3 重症外傷患者における造影剤腎症発症と危険因子
水 大介，瀬尾 龍太郎，有吉 孝一（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター） 

P55-4 （演題取り下げ） 

P55-5 当院におけるハローベスト装着症例に対する気道確保法の比較検討
菊地 佳枝，松本 直久，岡崎 結里子，川口 勝久，塩崎 恭子，杉山 淳一，佐牟田 健（神戸赤十字病院麻酔科） 

P55-6 外傷性椎骨動脈損傷に対し，血管塞栓術にて救命し得た 2例
薬師寺 秀明 1，井上 稔也 1，山田 元彦 1，蛯原 健 2，天野 浩司 3，加藤 文崇 4，森田 正則 1，臼井 章浩 1，中田 康城 1，横
田 順一朗 1（1.堺市立総合医療センター救急外科，2.大阪大学大学院医学系研究科救急医学，3.富山大学大学院医
学薬学研究部，4.済生会滋賀県病院救急集中治療科） 
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P55-7 頚髄損傷に伴う両側椎骨動脈損傷による両側後方循環系脳梗塞の一例
井口 貴文 1，水津 悠 1，上田 忠弘 1，吉田 浩輔 2，濱中 訓生 1，田中 博之 1，別府 賢 1，笹橋 望 1，西山 慶 1（1.国立病院
機構京都医療センター，2.京都大学） 

P55-8 高位頚髄損傷による症候性徐脈に対しペースメーカー植え込み術を施行した一例
村西 謙太郎，長島 亮太郎，星野 耕大，鯉江 めぐみ，中川 丞子，入江 悠平，喜多村 泰輔，石倉 宏恭（福岡大学病院
救命救急センター） 

2月 22日（木）　11：00～ 12：00　ポスターブース 12　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 56（P56）　多臓器連関 1

座長：鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔・集中治療科）
P56-1 ペムブロリズマブ投与中に血球貪食症候群を来した肺癌患者の 1症例

波戸 章郎，渡海 裕文，繁田 麻里，金城 永明，久保田 恵理（兵庫県立淡路医療センター麻酔科） 
P56-2 敗血症の併発により症状の再燃を認めたTAFRO症候群の 1例

紺田 眞規子，井上 聡己，恵川 淳二，園部 奨太，川口 昌彦（奈良県立医科大学医学部付属病院麻酔・集中治療部） 
P56-3 全身浮腫の治療に難渋した多臓器不全を呈したTAFRO症候群の一例

武藤 瑛佑 1，関根 秀介 1，鎌田 早紀 1，斉木 巌 1，沖田 綾乃 1，柿沼 孝泰 1，福井 秀公 1，西山 隆久 2，今泉 均 1，内野 博
之 1（1.東京医科大学麻酔科学分野，2.東京医科大学八王子医療センター） 

P56-4 術後に広範囲肝梗塞を合併した 1例
山田 章宏，前田 翔，柴田 紘葉，竹田 道宏，平井 昴宏，林 智子，長谷川 和子，竹市 広，足立 裕史，西脇 公俊（名古
屋大学医学部附属病院外科系集中治療部） 

P56-5 術中に内腸骨動脈血栓症を発症し右下肢切断に至った後腹膜脂肪肉腫
首藤 誠，正岡 光智子，武智 晶子（独立行政法人国立病院機構四国がんセンター麻酔科） 

P56-6 ダプトマイシン使用後極めて早期から横紋筋融解をきたした一例
中田 行洋，武智 健一，彭 懌，清水 一郎（松山赤十字病院麻酔科） 

P56-7 横紋筋融解症，急性腎不全を来したインフルエンザA
中田 円仁，横田 尚子（那覇市立病院那覇市立病院） 

P56-8 脳梁膨大部病変が見られた構音障害を伴うレジオネラ肺炎の 2例
山田 秀治（金沢市立病院麻酔科・ペインクリニック科） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：45　ポスターブース 13　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 57（P57）　内分泌・代謝 1

座長：佐藤 善一（大阪回生病院）
P57-1 たこつぼ型心筋症を併発した甲状腺クリーゼの 1例

桐山 圭司，黒田 真理子，二宮 万理恵，香河 清和，高田 幸治（市立豊中病院麻酔科） 
P57-2 PCPSを導入することで救命し得た甲状腺クリーゼの 1例

正保 稔史，池上 良一，永島 健太，山下 貴弘，石橋 直樹，大熊 隆明，米花 伸彦，柏谷 信博，宮庄 浩司（福山市民病
院救命救急センター） 

P57-3 集中治療を行った甲状腺クリーゼ 4例の検討
河本 夕布子，戸田 雄一郎，前島 亨一郎，難波 力，谷野 雅昭，中塚 秀輝（川崎医科大学附属病院麻酔・集中治療科） 

P57-4 TSH 138 μg/dlの重症甲状腺機能低下症患者の緊急手術に対して集学的アプローチが奏功した 1症例
奥野 琢也，古賀 聡人，黒田 光朗（兵庫県立姫路循環器病センター麻酔科） 

P57-5 出産後に甲状腺クリーゼを発症し，RCVS（可逆性脳血管攣縮症候群）を呈した一例
新垣 大智，丹羽 俊輔，神宮司 成弘，植西 憲達（藤田保健衛生大学救急総合内科） 

P57-6 甲状腺クリーゼから心肺停止状態へと至り，蘇生後にショック肝を発症した症例に対する理学療法
石郷岡 彰，戸松 正樹，塙 健一，河崎 麻美，工藤 智子，板谷 広侑，山下 勇介（医療法人徳洲会札幌徳洲会病院） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：50　ポスターブース 14　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 58（P58）　モニタリング 1（循環・血液）

座長：小坂 誠（昭和大学横浜市北部病院麻酔科）
P58-1 大動脈弁狭窄症合併妊娠患者の帝王切開術においてクリアサイトシステム TMを用いて循環管理を行った 1症例

中村 教人 1，高橋 純子 2，坂本 美岬 2，植松 明美 1，佐久間 貴裕 1，忍田 純哉 2（1.さいたま市立病院集中治療科，2.さ
いたま市立病院麻酔科） 

P58-2 体位変換後に顕在化した，術後急性期の植込み型ペースメーカー不全の 1例
吉藤 正泰，植田 浩司，中森 裕毅，川上 大裕，下薗 崇宏，美馬 裕之（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科・
集中医療部） 

P58-3 術中経食道心エコー後に広範囲全周性の食道潰瘍を認め膠原病が疑れた症例
山崎 智己，中村 緑，石井 久成（天理よろづ相談所病院麻酔科） 

P58-4 汎用的な IABP装置の微小ガスリーク検出のためのアルゴリズムの検討
川邉 学 1，本塚 旭 1，加納 隆 1,2（1.埼玉医科大学保健医療学部医用生体工科，2.滋慶医療科学大学院大学医療管理学
研究科） 
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P58-5 PiCCO systemによる体液管理が奏功したMOF，ACSを合併した重症壊死性膵炎の一例
佐藤 伊佐雄 1，境 吉孝 1，近田 祐介 2，庄子 賢 2，堀之内 節 4，安藤 幸吉 3，村田 祐二 2（1.仙台市立病院消化器内科，2.仙
台市立病院救急科，3.仙台市立病院集中治療科，4.仙塩利府病院麻酔科） 

P58-6 ビタミンB1欠乏予測手段としての中心静脈酸素飽和度の有用性
沼田 玄理（東京大学医学部附属病院循環器内科） 

P58-7 手術中での SpHbと ctHbの相関に関する検討
道姓 拓也，小坂 誠，藤井 智子，坂本 篤紀，大江 克憲（昭和大学横浜市北部病院麻酔科） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：45　ポスターブース 15　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 59（P59）　チーム医療 1（早期回復）

座長：明神 哲也（東京医科大学病院）
P59-1 多職種による関わりで患肢を温存できた壊死性筋膜炎の一例

谷口 綾子 1，長津 貴子 2，長谷川 隆一 3（1.筑波大学水戸地域医療教育センター水戸協同病院看護部，2.筑波大学水
戸地域医療教育センター水戸協同病院集中治療部，3.筑波大学水戸地域医療教育センター水戸協同病院集中治療
科） 

P59-2 破傷風により深鎮静を余儀なくされた患者へのチーム医療の実践 ～拘縮予防に向けた取り組みの実際～
佐藤 英樹，下澤 洋平（東京都立多摩総合医療センター） 

P59-3 デュロキセチン服用中の外傷性くも膜下出血患者に低ナトリウム血症を発症し，薬剤師が介入した 1例
大森 俊和 1，小室 哲哉 2，藤村 一軌 1，太田 隆嗣 2，小出 康弘 2（1.湘南鎌倉総合病院薬剤部，2.湘南鎌倉総合病院麻
酔科・集中治療部） 

P59-4 多職種バンドルラウンド導入によるセミクローズド ICUにおける標準患者ケア実施状況の調査
中薗 健一 1，大澤 翔 2，松嶋 真哉 3，北野 夕佳 4，若竹 春明 4，桝井 良裕 4（1.聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
薬剤部，2.聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院看護部，3.聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院リハビリテー
ション部，4.聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命センター） 

P59-5 多職種協働による早期回復支援チームの活動と今後の課題
近藤 由季，進藤 幸之助，的場 なおみ，茂田 文菜，高尾 真未（九州大学病院救命救急センター救命 ICU） 

P59-6 カンファレンスの質の向上に向けた取り組み  カンファレンス記録のフォーマットを作成して
三輪 哲也，田畑 智子，松木 健宏，寺井 彩（厚生連高岡病院） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：50　ポスターブース 16　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 60（P60）　中枢神経 1

座長：澤村 淳（北海道大学病院先進急性期医療センター）
P60-1 ラット脳虚血におけるアミオダロンの影響

山中 浩太郎 1，井上 聡己 1，内藤 祐介 2，奥田 千愛 3，惠川 淳二 1，川口 昌彦 1（1.奈良県立医科大学麻酔科学教室集中
治療部，2.大阪母子医療センター麻酔科，3.ベルランド総合病院麻酔科） 

P60-2 脳血栓回収療法，当院の現状と時間短縮の取り組み
奥村 栄太郎 1，弦切 純也 1，神保 洋之 2，長田 雄大 1，佐野 秀史 1，前田 忠 3（1.東京医科大学八王子医療センター救命
救急科，2.東京医科大学八王子医療センター脳神経外科，3.東京医科大学八王子医療センター看護部 IVR認定） 

P60-3 中大脳動脈瘤クリッピング後に同側過灌流を来したくも膜下出血の一例
長島 秀明 1，三輪 点 1，堀口 崇 1，冨尾 亮介 2，中川 祐 3，吉田 一成 1（1.慶應義塾大学医学部脳神経外科，2.美原記念
病院脳神経外科，3.日野市立病院） 

P60-4 前─中大脳動脈領域梗塞に対し血管内冷却による体温管理を行い開頭減圧を回避した二例
武信 洋平，吉田 和道，高木 康志，宮本 享（京都大学大学院医学研究科脳神経外科学） 

P60-5 脳卒中患者の離床時に必要なアセスメント項目に関する調査
黒田 智也，飯田 祥，土屋 研人， 曷川 元（一般社団法人日本離床研究会学術研究部） 

P60-6 脳出血患者のModified Early Warning System（MEWS）を用いた急変予測と時期別の死亡要因の検討
高橋 里美，久保田 葵，鈴木 貴子（潤和会記念病院看護部） 

P60-7 てんかん発作で複数回以上救急搬送された 75歳以上の高齢者の背景
甲斐 友里恵，疋田 愛，西橋 富美江，山本 直美（潤和会記念病院看護部） 

2月 22日（木）　11：00～ 11：45　ポスターブース 17　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 61（P61）　中毒 1

座長：清田 和也（さいたま赤十字病院）
P61-1 高度肥満（BMI 47.8）のため呼吸管理に苦慮したベンゾジアゼピン系薬物大量服薬患者の一例

曽谷 育之，藤浪 好寿，切田 学（加古川中央市民病院） 
P61-2 ジスチグミン臭化物によりコリン作動性クリーゼを来たした 1例

赤荻 杏奈 1，林 真也 1，安本 寛章 2，下新原 直子 2，國嶋 憲 1（1.京都市立病院救急科，2.京都市立病院集中治療科） 
P61-3 心臓血管外科術後集中治療管理直後に発症した中毒性表皮壊死症の 1症例

木下 裕貴 1，橋場 英二 2，津山 博匡 3，川口 純 1，佐々木 真緒 2，豊岡 憲太郎 2，斎藤 淳一 2，丹羽 英智 4，廣田 和
美 4（1.弘前大学医学部附属病院麻酔科，2.弘前大学医学部附属病院集中治療部，3.弘前大学医学部附属病院薬剤
部，4.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座） 
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P61-4 救命し得なかったイミノクタジン中毒の 1例
市川 通太郎，山川 耕司，柳谷 信之，岩下 具美，岨手 善久（長野赤十字病院救命救急センター） 

P61-5 メトトレキサート中毒に対し各種血液浄化療法を施行した 1症例
豊岡 憲太郎 1，橋場 英二 2，木下 裕貴 1，川口 純 1，佐々木 真緒 1，斎藤 淳一 2，丹羽 英智 2（1.弘前大学大学院医学研
究科麻酔科学講座，2.弘前大学医学部附属病院集中治療部） 

P61-6 致死量以下にも関わらず，鉄中毒による急性肝不全で死亡した一例
塚田 恵 1，八塩 章弘 2，望月  勝徳 1，高山  浩史 1，三山  浩 1，新田 憲市 1，今村 浩 1（1.信州大学医学部附属病院高度
救命救急センター，2.安曇野赤十字病院救急科） 

2月 22日（木）　11:00～ 11:45　ポスターブース 18　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 62（P62）　鎮静・鎮痛 1

座長：齋藤 繁（群馬大学麻酔神経科学分野）
P62-1 ベンゾジアゼピン離脱症候群が疑われた高度肥満患者の一例

佐藤 暢夫 1,2，清野 雄介 1，福井 公哉 1，石川 淳哉 1，尾崎 眞 2，野村 岳志 1（1.東京女子医科大学集中治療科，2.東京女
子医科大学麻酔科） 

P62-2 痙攣重積を合併したアルコール離脱せん妄で ICU管理となった 2例
田中 雄大 1，小室 哲也 2，太田  隆嗣 2（1.医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院，2.医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総
合病院麻酔科・集中治療部） 

P62-3 脳神経外科術後におけるシバリング発生の危険因子同定の検討　単施設症例対照研究
濱田 貴子 1，高木 俊介 1，渡辺 由紀子 2，早川 翔 1，吉田 輔 1，横瀬 真志 1，山口 修 1，後藤 隆久 3（1.横浜市立大学附属
病院集中治療部，2.横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科，3.横浜市立大学医学部麻酔科学教室） 

P62-4 集中治療室で発症し診断が遅れた薬剤誘発性急性アカシジアの一例
藤井 由衣 1，南 ゆかり 2，山本 章裕 3，北川 良憲 4，森山 直樹 2，稲垣 喜三 5（1.鳥取大学医学部附属病院手術部，2.鳥
取大学医学部附属病院集中治療部，3.鳥取大学医学部附属病院呼吸器内科，4.鳥取大学医学部附属病院麻酔科，
5.鳥取大学医学部麻酔･集中治療医学講座） 

P62-5 重症膵炎に合併したARDSに対して鎮痛・鎮静プロトコールを用いた集学的治療により救命した 1 例
伊藤 豪規 1，高須 昭彦 1，伊東 遼平 1，横山 達郎 1，和田 玲太朗 1，横山 幸房 2，木村 拓哉 3（1.大垣市民病院麻酔科，2.大
垣市民病院心臓血管外科，3.大垣市民病院救急救命センター） 

P62-6  乳幼児心臓手術後急性期の鎮静を目的としての抑肝散の使用経験
柿本 静香 1，星野 晴彦 1，仁平 かおり 1，榎本 有希 2，増本 幸二 3，飯田 育子 1（1.筑波大学附属病院看護部，2.筑波大
学医学医療系救急・集中治療部，3.筑波大学医学医療系小児外科学） 

2月 22日（木）　11:00～ 11:50　ポスターブース 19　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 63（P63）　補助循環 3

座長：大村 拓（東北医科薬科大学病院救急科）
P63-1 ECMOを用いた集学的治療によって救命し得た急性間質性肺炎の一例

庄 聡史，大地 嘉史，橋口 裕次郎，栗林 由英，佐々木 美圭，西田 太一，安部 隆国，日高 正剛，後藤 孝治，北野 敬明
（大分大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部） 

P63-2 体外式膜型人工肺が奏功した気管支喘息重積発作による重症呼吸不全の 1例
矢口 慎也，伊藤 勝博，山村 仁（弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

P63-3 食道癌による左気管支閉塞にECMOを導入し，自己肺での酸素化改善後に気管ステント留置術を行った 1例
原田 浩輝 1，大江 将軍 1，町田 千尋 2，安田 智嗣 2，垣花 泰之 2，上村 裕一 1（1.鹿児島大学病院麻酔科，2.鹿児島大学
病院集中治療部） 

P63-4 難治性の高度肺胞出血の補助治療として肺血流制限を試みた救命例
糸洲 佑介，早坂 怜，斉藤 仁志，石川 岳彦，森本 裕二（北海道大学麻酔科） 

P63-5 VV-ECMOと腹臥位療法により救命し得た河川溺水による心肺停止蘇生後に生じた sever ARDSの一症例
吉田 省造，水谷 喜雄，柿野 圭紀，山路 文範，鈴木 浩大，岡本 遥，山田 法顕，土井 智章，熊田 恵介，小倉 真治（岐
阜大学医学部附属病院高次救命治療センター） 

P63-6 気管・気管支ステント留置術におけるECMO併用の予測可能性
小宮 良輔，小林 大祐，越田 嘉尚，小林 拓，上田 哲之（富山県立中央病院） 

P63-7 当院におけるECMOの現状と今後の課題 
木田 佳子，大下 慎一郎，京 道人，志馬 伸朗（広島大学大学院救急集中治療医学） 

2月 22日（木）　11:00～ 11:50　ポスターブース 20　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 64（P64）　リハビリテーション 3

座長：瀧浪 將典（東京慈恵会医科大学病院集中治療部）
P64-1 ICUから始める急性期リハビリテーションの有用性

鈴木 努，小山 智生（大森赤十字病院リハビリテーション課） 
P64-2 85歳以上の高齢患者に対する早期リハビリテーション介入が奏功した 1症例

森 啓太朗（国家公務員共済組合連合会浜の町病院リハビリテーション部） 
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P64-3 当院 ICUにおける早期リハビリテーションの現状把握
藤谷 智之，森 一直，安田 望実，高山 琴江，山崎 義隆，永田 千恵，山極 真希子（愛知医科大学病院看護部） 

P64-4 低侵襲心臓手術に対し手術 3時間よりリハビリテーションを開始した 1症例
中野 圭介 1，元春 洋輔 2（1.一般社団法人巨樹の会新久喜総合病院リハビリテーション科，2.一般社団法人巨樹の会
新久喜総合病院心臓血管外科） 

P64-5 早期リハビリテーションの介入により自宅へ退院が可能となった Severe ARDS の一症例
高橋 あゆみ 1，高山 千尋 2，吉田 成彦 3，松井 智美 4（1.イムスグループイムス東京葛飾総合病院リハビリテーショ
ン科，2.イムスグループイムス東京葛飾総合病院麻酔科，3.イムスグループイムス東京葛飾総合病院，4.イムスグ
ループイムス東京葛飾総合病院） 

P64-6 SICUでの早期離床における看護師の不安要因について
古賀 慶子 1，御手洗 武博 1，山根 千明 1，高田 紗希 1，山崎 大輔 1，林 裕子 1，皿田 和宏 2，讃岐 美智義 3（1.広島大学病
院看護部外科系集中治療室，2.広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門，3.広島大学病院麻酔科） 

P64-7 早期リハビリテーションプロトコルにおいて中止基準が遵守されない要因は何か
石田 智之，江崎 由衣，田中 景子，藤井 俊紀，山根 堂代（公立豊岡病院但馬救命救急センター） 

2月 22日（木）　11:00～ 11:45　ポスターブース 21　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 65（P65）　補助循環 4

座長：鈴木 武志（慶應義塾大学麻酔学教室）
P65-1 経皮的心肺補助法待機下での手術継続で，救命した術中再発致死的肺血栓塞栓症

池田 真也，中山 寛之，柴 昌行，西本 裕二，佐賀 俊介，佐藤 幸人（兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科） 
P65-2 産褥期に冠動脈解離を発症し重症心不全のためPCPS，IABPに加え，左室補助装置（LVAD）を使用した 1例

竹田 道宏，山田 章宏，竹市 広，長谷川 和子，平井 昂宏，鈴木 章悟，足立 裕史，西脇 公俊（名古屋大学医学部附属
病院麻酔科） 

P65-3 心房心室不一致かつ心室大血管不一致を有する症例への体心室補助人工心臓（VAD）導入術後の管理
相原 孝典 1，外山 裕章 1，志賀 卓弥 2，熊谷 道雄 1，武井 祐介 1，吾妻 俊弘 1，江島 豊 1，齋藤 浩二 2（1.東北大学病院麻
酔科，2.東北大学病院集中治療部） 

P65-4 外傷による急性A型大動脈解離術後に人工心肺離脱困難に陥り LVADを装着し救命した 1例
本田 潤，江花 英朗，大橋 智，箱崎 貴大，井石 雄三，三部 徳恵，五十洲 剛，黒澤 伸，村川 雅洋（福島県立医科大学
麻酔科） 

P65-5 劇症型心筋炎を発症し両心補助人工心臓を必要とした 1例
門岡 浩介 1，高橋 健太 1，増永 直久 1，黄 俊憲 1，三軒 豪仁 1，太良 修平 1，細川 雄亮 1，山本 剛 1，清水 渉 1，西
村 隆 2（1.日本医科大学付属病院，2.東京都健康長寿医療センター） 

P65-6 劇症型心筋炎における経皮的循環補助装置離脱基準の検証
浅海 泰栄，松本 学，中村 裕一，野口 暉夫，安田 聡（国立循環器病研究センター心臓血管内科） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:30　ポスターブース 1　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 66（P66）　呼吸 4（気道 2）

座長：大谷 典生（聖路加国際大学病院救急部・救命救急センター）
P66-1 気管内浸潤を伴った甲状腺腫瘍が緊急気道確保時に脱落し，その摘出が困難であった一例

高田 一哉 1，出井 真史 2，佐野 友里香 3，高橋 紗緒梨 1，大塚 将秀 2，後藤 隆久 2（1.国立病院機構横浜医療センター麻
酔科，2.横浜市立大学附属市民総合医療センター，3.横浜南共済病院） 

P66-2 抜管困難を契機に発見された大動脈走行異常に伴う気管支狭窄の 1例
矢本 英之 1，浅野 哲 2，齋藤 豊 2（1.日本赤十字社医療センター麻酔科，2.日本赤十字社医療センター集中治療科） 

P66-3 超音波ガイド下中心静脈穿刺時の甲状頚動脈損傷後に頚部血腫による気道狭窄と仮性動脈瘤を生じた一例
加藤 剛，松永 渉，岩崎 夢大，青松 昭徳，簗瀬 史貴，関根 彰子，神尾 直，川岸 利臣，長友 香苗，讃井 將満（自治医
科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部） 

P66-4 関節リウマチによる輪状披裂関節炎により緊急気管切開を行った一例
濱田 一央，吉澤 佐也，永森 達也，小出 明里，青木 優祐，岡本 泰明，三輪 立夫，黒田 幸恵，山内 浩揮，三浦 政直（刈
谷豊田総合病院麻酔科救急集中治療部） 

P66-5 換気・挿管不能に陥った若年性特発性関節炎患者の 1例
谷口 寛子 1,2，川崎 英里 1，大下 健輔 1，平木 照之 1，日野 東洋 2,3，有永 康一 2,3，佐藤 晃 3，新山 修平 1,3，牛島 
一男 1（1.久留米大学医学部麻酔学講座，2.久留米大学医学部外科学講座，3.久留米大学病院外科系集中治療部） 

P66-6 気道熱傷が疑われる患者を胸部CTで評価することで，人工呼吸管理の必要性を判断できるかどうかの検討
村上 博基，方波見 謙一，富田  明子，本間  慶憲，吉田  知由，提嶋  久子，前川  邦彦，早川   峰司，澤村  淳，丸藤 哲
（北海道大学病院先進急性期医療センター） 

P66-7 頚部膿瘍に対する周術期の気道管理の検討
首藤 聡子，矢野 雅起，原田 佳実，藤谷 太郎（愛媛県立中央病院麻酔科） 
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2月 22日（木）　13:40～ 14:40　ポスターブース 2　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 67（P67）　患者管理・看護管理 4

座長：井上 和代（高知赤十字病院）
P67-1 周術期における歯科衛生士の専門的口腔衛生指導は食道癌患者の術後肺炎予防に有効である

花岡 愛弓 1，山中 玲子 2，足羽 孝子 1，森松 博史 1（1.岡山大学病院周術期管理センター，2.岡山大学病院医療支援歯
科治療部） 

P67-2 口腔ケアプロトコルを活用した口腔内環境の変化
宮本 望，川口 遥，鳥越 綾美，増田 玲子（医療法人光晴会病院） 

P67-3 酸素デバイス別にみた口腔内環境の現状調査
鳥越 綾美，宮本 望，川口 遥，増田 玲子，江上 加奈子（医療法人光晴会病院高度治療室） 

P67-4 補助循環装置使用中の患者における踵部の褥瘡発生率について
中原 瑠理，藤井 優美，金子 景亮，小林 佳代子，大濱 忍（川崎医科大学附属病院6階 ICU/CCU） 

P67-5 ICU-AW患者に対する回復期リハ病棟の役割考察：症例経験に基づく
井上 健，西岡 心大，渡部 理子，栗原 正紀（長崎リハビリテーション病院） 

P67-6 集中治療患者のADL低下要因の検討
東若 孝祐，亀濱 梨亜，中村 隼人，仲座 智子，那須 道高，近石 ちはる（社会医療法人仁愛会浦添総合病院） 

P67-7 当院集中治療室における血液腫瘍患者の予後予測因子の検討 ─予後予測因子の検討から看護師にできること─
春名 純平 1，巽 博臣 2，黒田 浩光 2，大槻 郁人 2，赤塚 正幸 2，豊原 隆 2，升田 好樹 2（1.札幌医科大学附属病院集中治
療部看護室，2.札幌医科大学集中治療医学） 

P67-8 集中治療室に入室した 90歳以上の超高齢者のACPとDNARの現状
伊波 久美子（砂川市立病院救命救急センター） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:40　ポスターブース 3　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 68（P68）　感染症・敗血症 7（髄膜炎，肺炎，化膿性関節炎）

座長：中尾 慎一（近畿大学麻酔科学講座）
P68-1 多科連携により良好な臨床経過に至った細菌性髄膜炎の一例

仲宗根 正人 1，湊 弘之 1，倉敷 達之 2，舩木 一美 1，南 ゆかり 3，稲垣 喜三 4（1.鳥取大学医学部附属病院麻酔科，2.鳥
取大学医学部附属病院手術部，3.鳥取大学医学部附属病院集中治療部，4.鳥取大学医学部麻酔・集中治療医学講
座） 

P68-2 誤嚥性肺炎に敗血症性ショックを合併し，PMX-DHPを使用することで改善させることができた一例
角田 駿，小室 哲也（沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院集中治療部） 

P68-3 MSSA肺炎に肺膿瘍，両側気胸を合併し治療に難渋した一例
横峯 辰生，小尾口 邦彦，福井 道彦，宮崎 勇輔，藤野 光洋，小田 裕太，大手 裕之，牧門 哲哉，伊藤 渉（市立大津市
民病院救急診療科） 

P68-4 膿瘍形成のない対麻痺を呈した化膿性脊椎炎：症例報告
佐藤 貴久，坂口 治，片山 伸哉（長野市民病院救急科） 

P68-5 多発化膿性関節炎に対し集学的治療を行った 2例
齊藤 眞樹子，康 美理，角田 美保子，齋藤 倫子，大城 拓也，芝原 一馬，矢口 有乃（東京女子医科大学病院救急医学） 

P68-6 複数回のドレナージ術を要した化膿性多発関節炎による敗血症性ショックの一例
加藤 浩介，新美 太祐，村山 誠弥，服部 亜季子，秋山 正慶（公立西知多総合病院集中治療部・麻酔科） 

P68-7 菌血症後に，多椎間板及び多関節に同時に感染を認めた 2例の報告
日下部 賢治 1,2,3，大崎 友宏 2，垂石 智重子 2，酢谷 朋子 2，高田 基志 2，鈴木 照 2，安達 晋吾 1，切詰 和孝 1，宮部 浩
道 2（1.りんくう総合医療センター救命救急科，2.総合大雄会病院 ICU，3.総合大雄会病院整形外科） 

P68-8 黄色ブドウ球菌による全身多発膿瘍の 1例
中村 信太朗，柚木 知之，堤 貴彦，奥野 善教，邑田 悟，下戸 学，篠塚 健，趙 晃済，大鶴 繁，小池 薫（京都大学医学
部附属病院初期診療・救急科） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:40　ポスターブース 4　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 69（P69）　呼吸管理 5

座長：柴田 純平（藤田保健衛生大学麻酔・侵襲制御医学講座）
P69-1 気管支瘻を有する膿胸で呼吸管理に難渋した一例　

桐村 美穂，安本 寛章，下新原 直子，清水 文浩，平方 秀男，荒井 俊之（京都市立病院麻酔科集中治療科） 
P69-2 V-V ECMOを使用し気管切開を行った喉頭癌の 1例

小山 智士，中山 泉（沖縄県立中部病院集中治療科） 
P69-3 経皮的気管切開キットを用いた気管切開後にカフ損傷を繰り返した 1例

金井 信恭 1，古畑 謙 1，谷川 博人 1，吉田 拓生 2（1.河北総合病院救急部，2.東京慈恵会医科大学麻酔科学講座集中治
療部） 

P69-4 気管切開チューブの内筒破損による気管支異物の一例
鄭 芳毅 1，山田 大輔 1，松本 尚也 2,3（1.三豊総合病院卒後臨床研修センター，2.三豊総合病院外科，3.三豊総合病院
地域救命救急センター） 
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P69-5 外科的気管切開術中に右総頚動脈損傷を合併した一例 ─気管切開術における頸部血管走行異常例の検討─
平野 洋平，熊川 靖章，杉中 宏，阿部 智一，岡本 健，田中 裕（順天堂大学医学部付属浦安病院救急診療科） 

P69-6 経皮的気管切開術後に血餅による気道閉塞を起こした 2症例の検討
西 啓亨 1，神里 興太 2，照屋 孝二 2，渕上 竜也 2，垣花 学 1（1.琉球大学医学部附属病院麻酔科，2.琉球大学医学部附
属病院集中治療部） 

P69-7 人工呼吸開始時の動的肺コンプライアンスの有用性
本田 博之，上村 夏生，間 崇史，鈴木 友康，新田 正和，本多 忠幸，遠藤 裕（新潟大学医歯学総合病院高次救命災害
治療センター） 

P69-8 当院 ICUにおける気管挿管期間中の体重変化と抜管後の合併症の関係性についての検討
齊藤 律子 1，松木 悠佳 2，藤林 哲男 2，佐藤 倫祥 1，佐上 祐介 1，北村 倫子 1，神澤 聖一 2，西尾 太郎 2，鈴木 裕紀子 2，
重見 研司 2（1.福井大学医学部附属病院集中治療部，2.福井大学医学部器官制御医学講座麻酔･蘇生学分野） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:25　ポスターブース 5　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 70（P70）　患者支援

座長：吹田 奈津子（日赤和歌山医療センター集中治療室）
P70-1 急性期の危機的な状況にある成人患者一症例における親の思い

河邉 紅美，札場 純次（小牧市民病院集中治療センター） 
P70-2 ICUにおける Jonsenの 4分割法を用いた倫理カンファレンス ─VV-ECMO装着患者への病状告知についてのジレンマ─

築地 さなえ，松下 聖子，牛島 久美子，澤村 匡史（済生会熊本病院集中治療室） 
P70-3 臨床倫理検討シートを活用した患者家族の意思決定支援

児玉 恵理（独立行政法人国立病院機構京都医療センター救命救急センター） 
P70-4 救命センターICU入室患者・家族への倫理的視点を持ったEOL実践 ─臨床倫理検討シート活用の効果─

尾嵜 志穂（独立行政法人国立病院機構京都医療センター救命救急センター） 
P70-5 当院集中治療室での退院支援の取り組みの現状と今後の課題

伊藤 智美，三上 真希（福井県済生会病院集中治療室） 
P70-6 当院 ICUにおけるCNS-FACEを用いた家族看護の実態と課題

江戸 美恵子，石川 優子，大橋 美弥子（地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:30　ポスターブース 6　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 71（P71）　循環 5（心筋炎，他）

座長：藤田 義人（愛知医科大学麻酔科）
P71-1 薬剤抵抗性頻脈性心房細動を合併し心不全治療に難渋した敗血症の一例

鴫原 祥太 1，大熊 慧 1，曽根 教子 1，高木 宏冶 1，中摩 健二 1，菊池 有史 1，石原 嗣郎 1，石川 昌弘 1，佐藤 直樹 1，清水 
渉 2（1.日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科，2.日本医科大学附属病院循環器内科） 

P71-2 心タンポナーデの診断に苦慮した拡張型心筋症加療中に心嚢液貯留を合併した一例
野口 暉夫，細田 勇人，川上 将司，浅海 泰栄，田原 良雄，安田 聡（国立循環器病研究センター心臓血管内科） 

P71-3 塞栓性の急性心筋梗塞や心室中隔穿孔を併発した感染性心内膜炎に対して集学的治療を行った 1例
森永 弘章，片岡 翔平，田中 博之（都立多摩総合医療センター循環器内科） 

P71-4 劇症型心筋炎に高クレアチンキナーゼ血症を合併し特異な経過を辿ったが，集中治療により救命し得た一例
杉浦 由規，奥村 貴裕（名古屋大学医学部付属病院循環器内科） 

P71-5 重症不整脈により治療に難渋した劇症型心筋炎の 2例
渡辺 律雄，渡辺 光洋，富川 千絵，西川 尚，小川 理（新潟県立中央病院） 

P71-6 入院後急速な血行動態の悪化の経過を辿った右心系優位に障害された劇症型心筋炎の一例
渡邉 潤平 1，川上 将司 1，田原 良雄 1，藤田 知之 2，小林 順二郎 2，西川 諒 3，黒田 健輔 3，福嶌 教偉 3，野口 暉夫 1，安
田 聡 1（1.国立研究開発法人国立循環器病研究センター心臓血管内科部門，2.国立研究開発法人国立循環器病研究
センター心臓血管外科部門，3.国立研究開発法人国立循環器病研究センター移植部門） 

P71-7 肺動脈血栓内膜摘除後早期抜管の試み
宮部 浩道 1，高田 基志 2（1.総合大雄会病院集中治療科，2.総合大雄会病院麻酔科） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:25　ポスターブース 7　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 72（P72）　小児 4（PICU）

座長：新津 健裕（埼玉県立小児医療センター集中治療科）
P72-1 小児 ICUにおける疼痛スケール（FLACC）の評定者間信頼性の検証

北村 春華 1，和田 祐希 1，齋藤 綾佳 1，菖蒲 裕香 1，入江 千恵 1，佐藤 知子 1，小泉 沢 2（1.宮城県立こども病院集中治
療室，2.宮城県立こども病院集中治療科） 

P72-2 本語版Cornell Assessment of Pediatric Delirium妥当性と信頼性の検討
星野 晴彦 1,3，松石 雄二朗 1，下條 信威 2，榎本 有希 2，城戸 崇裕 3，松崎 朝樹 4，井上 貴昭 2（1.筑波大学人間総合科学
研究科疾患制御医学救急集中治療医学分野，2.筑波大学医学医療系救急・集中治療医学，3.筑波大学医学医療系
小児科学，4.筑波大学医学医療系精神医学分野） 
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P72-3 小児重症患者に対するRichmond Agitation-Sedation Scaleの妥当性及び信頼性の検討
星野 晴彦 1，松石 雄二朗 1，下條 信威 2，榎本 有希 2，城戸 崇裕 3，井上 貴昭 2,3（1.筑波大学人間総合科学研究科疾患
制御医学救急集中治療医学分野，2.筑波大学医学医療系救急・集中治療医学，3.筑波大学医学医療系小児科学） 

P72-4 The Withdrawal Assessment Tool-Version1 （WAT-1）の日本語版の作成および妥当性と信頼性の検討
星野 晴彦 1，松石 雄二朗 1，下條 信威 2，榎本 有希 2，城戸 崇裕 3，井上 貴昭 2（1.筑波大学人間総合科学研究科疾患制
御医学救急集中治療医学分野，2.筑波大学医学医療系救急・集中治療医学，3.筑波大学医学医療系小児科学） 

P72-5 開放型PICUにおける専従医数増加と退室時転帰改善に関する検討
杉村 洋子（千葉県こども病院集中治療科） 

P72-6 小児集中治療の品質評価の基盤整備 ─ JaRPAC と PIMj─
六車 崇 1,7,8，松本 正太朗 2,7,8，松井 彦郎 3,7,8，清水 直樹 4,5,7,8，志馬 伸朗 6,7,8（1.横浜市立大学附属市民総合医療センター
高度救命救急センター，2.国立成育医療研究センター集中治療科，3.長野県立こども病院小児集中治療科，4.都立
小児総合医療センター救命集中治療部，5.福島県立医科大学ふくしま子ども女性医療支援センターPICU，6.広島
大学病院高度救命救急センター，7.JaRPAC Study Group，8.日本臨床救急医学会小児救急委員会） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:30　ポスターブース 8　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 73（P73）　感染症・敗血症 8（劇症型感染，その他重症感染症）

座長：森脇 龍太郎（帝京大学ちば総合医療センター救命救急センター）
P73-1 A群溶血性連鎖球菌によるWaterhouse-Friderichsen症候群の 1例

高橋 梓 1，角地 祐幸 1，大野 真理子 1，鳥海 博司 1，蘇我 孟群 1，境田 康二 1，後藤 眞理亜 2，鈴木 裕子 2（1.船橋市立医
療センター救命救急センター，2.船橋市立医療センター麻酔科） 

P73-2 B群溶血性連鎖球菌による劇症型溶血性連鎖球菌感染症を来たし，救命し得た高齢男性の 1例
野木 一孝，鈴木 恵，岩間 一，中井 健仁，土肥 直文（奈良県西和医療センター循環器内科） 

P73-3 劇症化したサルモネラ仙腸関節炎の一例
松本 泰幸 1，平塚 徳彦 2（1.労働者健康安全機構九州労災病院重症治療部，2.労働者健康安全機構九州労災病院整形
外科） 

P73-4 二次感染の管理に苦慮したVibrio vulnificus感染症の 1例
鈴木 利直，北村 伸哉，加古 訓之，砂原 聡，岩瀬 信哉，本庄 裕二郎，下河邉 久陽（君津中央病院救急集中治療科） 

P73-5 コレラ症状を伴い，集中治療管理が必要となった重症Vibrio cholerae non-O1腸炎の一例
林 栄里，糟谷 美有紀，伊藤 史生，高橋 功（国保旭中央病院救急救命科） 

P73-6 病理解剖を行なった脾臓低形成を伴う劇症型肺炎球菌感染の一例
松窪 将平，山中 陽光，伊福 達成，稲田 敏，梅田 幸希，下野 謙慎，高間 辰雄，大西 広一，吉原 秀明（鹿児島市立病
院救急科） 

P73-7 パルス量のステロイドを継続投与したマクロファージ活性化症候群の 1例
熊谷 謙，窪田 健児，池上 かおり，井ノ上 幸典，廣瀬 保夫（新潟市民病院救命救急･循環器病･脳卒中センター） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:15　ポスターブース 9　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 74（P74）　せん妄 2

座長：平間 陽子（千葉大学病院）
P74-1 当院におけるせん妄患者への看護の問題点

引地 育子 1，青山 朝美 1，藤田 伴恵 1，西川 幸喜 2（1.市立室蘭総合病院集中治療室，2.市立室蘭総合病院集中治療室
麻酔科） 

P74-2 せん妄予防にむけた取り組み ～HCU看護師のせん妄に対する認識向上をふまえて～
森 ひとみ，高良 優太，本永 隆，立津 由美子（社会医療法人友愛会豊見城中央病院看護局HCU） 

P74-3 ICUにおけるせん妄患者の早期発見に向けた ICDSCとCAM-ICUの併用の試み
嶋田 美知江 1，中山 あゆみ 1，大久保 雅美 1，黒田 梨絵 2（1.筑波メディカルセンター病院看護部 ICU，2.健康科学大
学看護学部） 

P74-4 ICDSC導入～せん妄によるインシデント件数減少を目指して～
冨里 康太，石戸谷 也寸志，アーノルド 寿々奈，久場 良也，菅野 善一郎，洲鎌 正子，勝連 しのぶ（社会医療法人か
りゆし会ハートライフ病院） 

P74-5 J-PADガイドライン導入による，痛み・不穏・せん妄管理に対する看護師の意識変化
近江 沙織，酒井 薫，佐藤 友美，佐々木 つぐみ，木村 直紀，長谷川 崇之，檜室 麻衣子，齊藤 伊都子（順天堂大学医
学部附属浦安病院看護部） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:40　ポスターブース 10　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 75（P75）　血液・凝固 3

座長：江口 豊（滋賀医科大学救急集中治療医学講座）
P75-1 第 13因子欠乏症により腰椎硬膜外血腫を繰り返した 1例

平泉 志保，川合 喬之，福田 将啓，松浦 潤，加藤 文崇，野澤 正寛，越後 整，塩見 直人（済生会滋賀県病院救急集中
治療科） 
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P75-2 急性骨髄性白血病に対する化学療法中に合併した敗血症性ARDSに対して，集学的治療にて救命し得た一例
山口 貴則 1，鈴木 圭 2，中村 彰秀 1，岩下 義明 2，今井 寛 2（1.鈴鹿中央総合病院血液・腫瘍内科，2.三重大学医学部
附属病院救命救急・総合集中治療センター） 

P75-3 後天性血友病Aの患者に rFVIIaを投与しながら開腹手術の周術期管理を行った 1例
出口 亮，長谷 洋和，仲本 博史，高田 真二，澤村 成史（帝京大学医学部附属病院） 

P75-4 遷延する乳酸アシドーシスをきたした悪性リンパ腫の一例
中山 祐子，余川 順一郎，西川 昌志，遠山 直志，北野 鉄平，堀川 慎二郎，佐藤 康次，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金
沢大学附属病院集中治療部） 

P75-5 腫瘍細胞による著明な乳酸アシドーシスと低血糖を呈した悪性リンパ腫の一例
遠藤 武尊 1,2，大竹 晶子 1，山下 美沙子 1，金澤 綾子 1，尾辻 健 1，内田 貴之 1，原山 信也 1，二瓶 俊一 1，相原 啓二 1，蒲
地 正幸 1（1.産業医科大学病院集中治療部，2.産業医科大学病院麻酔科） 

P75-6 婦人科手術後，持続する出血により後天性血友病と診断された症例
五十嵐 友美 1，小林 巌 1，児玉 萌 2，棚橋 振一郎 2，大友 元 2，宮下 龍 2，飛世 史則 2，四十物 摩呼 1，住田 臣造 2，山蔭 
道明 3（1.旭川赤十字病院麻酔科，2.旭川赤十字病院救急科，3.札幌医科大学麻酔科学講座） 

P75-7 薬剤性臓器障害・血小板減少症と抗HLA抗体出現により血小板減少が遷延した一例
天日 聖，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大学附属病院集中治療部） 

P75-8 術後の肺血栓塞栓症にヘパリン静脈内投与後にリバーロキサバンを経口投与し有効であった 2症例
濱川 俊朗 1，成尾 浩明 1，辛島 謙 2，中村 禎志 2（1.潤和会記念病院集中治療部，2.潤和会記念病院麻酔科） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:40　ポスターブース 11　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 76（P76）　感染症・敗血症 9（UTI・腹腔内感染）

座長：守谷 俊（自治医科大学さいたま医療センター救急科）
P76-1 尿路感染症に対するPMX症例のまとめ

高松 純平，福原 彩，姜 晋求（関西労災病院救急科） 
P76-2 地方公的病院での尿路感染に起因する敗血症患者の集中治療の検討

田嶋 実，柳谷 忠雄，永島 健太，小畠 彩子（市立三次中央病院麻酔科・集中治療室） 
P76-3 二峰性の経過を示した複雑性尿路感染症の 1例

鷲見 仁志，徳永 健太郎，中原 智史，早田 学，江嶋 正志，成松 紀子，鷺島 克之，蒲原 英伸，山本 達郎（熊本大学医
学部附属病院集中治療部） 

P76-4 閉塞性尿路感染症から重症敗血症性ショックをきたした 1症例
小島 啓，中野 由惟，黒木 将貴，田澤 和雅，加藤 崇央，小山 薫（埼玉医科大学総合医療センター麻酔科） 

P76-5 Granulicatella adiacensを起因菌とした尿路感染症による敗血症性ショックの一例
上村 磨矢，上野原 淳，鷹取 誠（広島市立広島市民病院） 

P76-6 当救命救急センターを受診した大腸穿孔性腹膜炎症例の臨床的検討
皆川 幸洋，遠野 千尋，高橋 正統，八重樫 瑞典，石岡 秀基，吉田 徹（岩手県立久慈病院救命救急センター） 

P76-7 イレウスによる上部消化管穿孔から敗血症性ショックに至った症例
岩崎 直也，槇田 徹次（佐世保市総合医療センター麻酔科） 

P76-8 ERCP 後も高ビリルビン血症を呈した胆管炎敗血症性ショックの 1 例
後藤 崇夫，那須 道高，穂積 拓考，高橋 公子，岩永 航，北原 佑介，福井 英人，米盛 輝武，八木 正晴（社会医療法人
仁愛会浦添総合病院） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:30　ポスターブース 12　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 77（P77）　多臓器連関 2

座長：伊藤 辰哉（高松赤十字病院救急科）
P77-1 消化管術後に発症したARDSの原因として，発見の遅れた吻合部穿孔の関与が疑われた一例

前田 翔，竹田 道宏，竹市 広，長谷川 和子，林 智子，平井 昂宏，鈴木 章悟，足立 裕史，西脇 公俊（名古屋大学医学
部附属病院外科系集中治療部） 

P77-2 正中弓状靭帯症候群に結節性多発動脈炎を合併し発生した膵十二指腸動脈瘤の 1例
寺山 毅郎，吉村 有矢，秋冨 慎司（防衛医科大学校病院救急部） 

P77-3 重症急性膵炎に腹部コンパートメント症候群を合併した一例
朴 啓俊，星野 哲也，古川 彩香，鈴木 貴明，小山 泰明，榎本 有希，下條 信威，河野 了，井上 貴昭（筑波大学附属病
院救急・集中治療科） 

P77-4 高齢者の重症急性膵炎に合併した広範囲脳梗塞のため集中治療の継続が困難となった一例
中原 智史，徳永 健太郎，早田 学，江嶋 正志，鷺島 克之，蒲原 英伸，山本 達郎（熊本大学医学部附属病院集中治療部） 

P77-5 救命困難と思われた重症急性膵炎患者の集学的治療の経験
竹下 樹 1，稲垣 雅昭 1，小野 由季加 1，田村 美穂子 1，山村 薫平 1，工藤 妙 1，安藤 雅樹 2，森島 徹朗 2，伊藤 彰師 1 
（1.名古屋市立東部医療センター麻酔・集中治療科，2.名古屋市立東部医療センター救急科） 

P77-6 ヘパリン・インスリン投与を行った高トリグリセライド血症による重症急性膵炎の 1例
安藤 諭，自見 孝一朗，森田 恭成，近藤 貴士郎，村田 哲哉，鈴木 秀一（名古屋医療センター救命救急センター） 
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P77-7 重症急性膵炎においてDIC合併が臓器障害に及ぼす影響
山添 大輝，三浦 政直，堀 智音，鈴木 あさ美，中井 俊宏，青木 優祐，鈴木 宏康，三輪 立夫，黒田 幸恵，山内 浩揮（刈
谷豊田総合病院麻酔科・救急集中治療部） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:25　ポスターブース 13　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 78（P78）　内分泌・代謝 2

座長：北浦 道夫（香川労災病院）
P78-1 インフルエンザ A を契機に発症した副腎クリーゼの 1 症例

門野 紀子，日外 知行，下山 雄一郎，日下 裕介，服部 一生，尾野 直美，松波 小百合，大地 史広，梅垣 修（大阪医科
大学集中治療部） 

P78-2 敗血症性ショックに続発した副腎原発悪性リンパ腫による副腎不全の一例
皆川 陽子，入江 洋正，山形 淑，大竹 孝尚，山下 茂樹（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院麻酔科） 

P78-3 PiCCO2を用いて術前の循環動態を管理した褐色細胞腫クリーゼの一例
長谷川 佑介 1，須田 拓郎 1，中塚 峻 2，辻本 雄太 2（1.山形県立中央病院麻酔科，2.山形県立救命救急センター救急科） 

P78-4 急性肺水腫で発症しメトクロプラミド投与で増悪した褐色細胞腫クリーゼの 1例
井ノ上 幸典，池上 かおり，熊谷 謙，廣瀬 保夫（新潟市民病院救命救急センター） 

P78-5 内科的治療を優先し待機的に手術を施行できたPheochromocytoma Multisystem Crisis （PMC）の 1例
木村 友則 1，湯澤 紘子 1，小口 萌 1，森戸 知宏 1，水嶋 翔平 1，淺木 弓英 1，須田 博之 2，橋本 尚武 2，乾 政志 3，貞広 智
仁 1（1.東京女子医科大学八千代医療センター救急科・集中治療部，2.東京女子医科大学八千代医療センター糖尿
病・内分泌代謝内科，3.東京女子医科大学八千代医療センター泌尿器科） 

P78-6 胃カルチノイド腫瘍切除後にカルチノイドクリーゼを来した 1 例
繁田 麻里，渡海 裕文，久保田 恵理，金城 永明，波戸 章郎（兵庫県立淡路医療センター） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:30　ポスターブース 14　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 79（P79）　モニタリング 2（呼吸・中枢神経）

座長：中根 正樹（山形大学病院高度集中治療センター）
P79-1 集中治療室にて人工呼吸器使用中，吸気波形，呼気波形が逆転した事例の検討

玉城 智，長山 雅貴（沖縄県立中部病院臨床工学科） 
P79-2 人工呼吸中及び離脱時の換気評価にElectrical Impedance Tomography（EIT）が有効であった外傷性肺損傷の一例

塩 久 1，庄野  敦子 1，松本  慶太 1，宇賀田  圭 1，片山  望 1，二階  哲朗 2，齊藤  洋司 2（1.島根大学医学部麻酔科学教室，
2.島根大学医学部附属病院集中治療部） 

P79-3 痙攣重積発作管理に SedLine®を用いた持続脳波モニタリングが有効であった 1症例
大手 裕之，小尾口 邦彦，福井 道彦，宮崎 勇輔，藤野 光洋，横峯 辰生，小田 裕太（市立大津市民病院救急診療科・
集中治療部） 

P79-4 経眼窩エコー視神経鞘径（ONSD）測定による非侵襲的頭蓋内圧モニタリングの意義
梁 成勲 1，星山 栄成 2，永山 富子 1，永山 正雄 1,3（1.国際医療福祉大学熱海病院神経内科/脳卒中・神経センター，
2.独協大学神経内科/高度救命センター，3.国際医療福祉大学医学部神経内科） 

P79-5 上大静脈右上葉合併切除術において両側内頸静脈圧・脳局所酸素飽和度（rSO2）をモニターした一例
楠本 将人，山下 和人，石井 久成（天理よろづ相談所病院麻酔科） 

P79-6 V-A ECMO施行中に脳出血を来した患者に対する近赤外線非侵襲脳酸素モニタ（tNIRS-1）の使用経験
高村 真吾 1，森田 泰正 2，竹田 雅彦 2，齋籐 大輝 2,3（1.千葉市立青葉病院臨床工学科，2.千葉市立青葉病院救急集中
治療科，3.千葉大学医学部付属病院） 

P79-7 救急外来における脳局所酸素飽和度（rSO2）値と生命予後との関連性の検討
畠中 公作，伊藤 隆史，上國料 千夏，横山 弥生，古別府 裕明，安田 智嗣，垣花 泰之（鹿児島大学医歯学総合研究科
救急集中治療医学） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:25　ポスターブース 15　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 80（P80）　チーム医療 2（循環・呼吸管理）

座長：斉藤 洋司（島根大学麻酔科学）
P80-1 当院における搬入から緊急輸血開始までの時間の検討

光銭 大裕，清水 敬樹（多摩総合医療センター救命センター） 
P80-2 重症心不全診療におけるソノグラファーの役割

土岐 美沙子 1，林田 晃寛 2，中島 康佑 3，小山 卓也 1，奥井 里果 1，都志 明日美 4，齋藤 和也 5，奥村 佳史 6，有高 進悟 1,6，
坂口 太一 7（1.心臓病センター榊原病院，2.心臓病センター榊原病院循環器内科，3.心臓病センター榊原病院臨床
工学科，4.心臓病センター榊原病院看護部，5.心臓病センター榊原病院リハビリテーション科，6.心臓病センター
榊原病院薬剤部，7.心臓病センター榊原病院心臓血管外科） 

P80-3 ネーザルハイフロー使用患者のRSTラウンドに希望する介入内容の調査と取り組み
難波 さおり，橋本 重樹（市立池田病院） 

P80-4 湘南鎌倉総合病院集中治療部における SBTプロトコール導入への取り組み
朝倉 良太，伊藤 綾乃，川崎 由香，小室 哲也（湘南鎌倉総合病院） 
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P80-5 当院における呼吸ケアサポートチーム（RST）の活動について
岡本 竜哉，鈴木 学，植村 樹，米廣 由紀，小美濃 明子，磯田 英里，小川 竜徳，深谷 隆史，杉山 温人，矢野 哲（国立
国際医療研究センター呼吸ケアサポートチーム） 

P80-6 当院臨床工学技士と手術室看護師間での麻酔器始業点検及び集中治療業務への関心・意欲の比較
佐藤 創（McSYL巽病院） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:40　ポスターブース 16　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 81（P81）　中枢神経 2

座長：定光 大海（大阪医療センター）
P81-1 メトホルミンによる乳酸アシドーシスに続発した浸透圧性脱髄症候群の 1例

吉村 晴香 1，櫻谷 正明 2，河村 夏生 2，高場 章宏 2，筒井 徹 2，吉田 研一 2（1.JA広島総合病院臨床研修医，2.JA広島総
合病院救急・集中治療科） 

P81-2 熱中症として入院したが，精査にて橋本脳症が強く疑われた一例
川津 佑太，藤井 智章，井上 芳門，古田 敬亮，寺島 弘康，棚橋 順治（名古屋第二赤十字病院） 

P81-3 意識消失を繰り返したアルコール性心筋症の症例
大澤 さやか，鈴木 俊介，片岡 由紀子，橘 壽人（高知県立幡多けんみん病院） 

P81-4 ハロペリドールによる錐体外路症状が疑われた幼児の 1例
上村 友二，平手 博之，関谷 憲晃，小笠原 治，仙頭 佳起，佐野 文昭，伊藤 秀和，徐 民恵，田村 哲也，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野） 

P81-5 非腫瘍合併抗NMDA受容体脳炎の 3症例
野口 智子 1，橋場 英二 2，斎藤 淳一 2，廣田 和美 3（1.弘前大学医学部付属病院麻酔科，2.弘前大学附属病院集中治療
部，3.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座） 

P81-6 Guillain-Barré症候群における人工呼吸管理予測因子として抗GD1b/GT1b複合体抗体の妥当性
竹本 聖 1，後藤 安宣 1，瓦口 至孝 2，川口 竜助 3，安宅 一晃 4，呉原 弘吉 2（1.市立奈良病院集中治療科，2.市立奈良病
院麻酔科，3.市立奈良病院総合診療科，4.奈良県総合医療センター集中治療部） 

P81-7 インフルエンザ桿菌による肺炎に対する入院加療中にギランバレー症候群を発症した 1例
加藤 祐将，青山 康，丸地 佑樹，後長 孝佳，寺島 嗣明，森 久剛，富野 敦稔，梶田 裕加，津田 雅庸，武山 直志（愛知
医科大学病院救命救急科） 

P81-8 分娩後に急速進行性のギラン・バレー症候群を呈した 1例
星山 栄成 1,2，国分 則人 1，齊木 美佳 1，飯田 茉莉 2，内田 雅俊 2，高野 正嗣 1,2，鈴木 圭輔 1，根本 真人 2，小野 一之 2，
平田 幸一 1（1.獨協医科大学神経内科，2.獨協医科大学救命救急センター） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:25　ポスターブース 17　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 82（P82）　中毒 2

座長：小北 直宏（旭川医科大学病院集中治療部）
P82-1 カルバマゼピン中毒に対し血液灌流療法後に血液透析を施行して改善を得た 1例

高江洲 怜，梅村 武寛，大田 大樹，富山 修志，土屋 洋之，宮川 幸子，高山 和之，森本 紳一，立花 早人，桜井 博志（沖
縄県立南部医療センターこども医療センター） 

P82-2 急性テオフィリン中毒に対して血液透析が奏功した小児の一例
武藤 智和 1，澤田 奈実 1，桑名 司 1，山口 順子 1，木下 浩作 1，高橋 昌里 2（1.日本大学医学部救急医学系救急集中治療
医学分野，2.日本大学医学部小児科学系小児科学分野） 

P82-3 対症療法中にカフェイン中毒と判明した 1例
木村 幸平，山岸 一也，藤岡 沙織，森 友紀子，田中 弓子，小柳 覚，白塚 秀之，福岡 直，田邊 毅（福井赤十字病院麻酔科） 

P82-4 心室頻拍をきたしたカフェイン中毒に血液濾過透析を施行し救命できた 1例
水谷 喜雄，柿野 圭紀，山路 文範，鈴木 浩大，岡本 遥，山田 法顕，土井 智章，吉田 省造，熊田 恵介，小倉 真治（岐
阜大学医学部附属病院） 

P82-5 致死量のカフェイン内服患者に早期血液浄化を行い救命し得た 1例
一瀬 麻紀，岡田 保誠，秋葉 春奈，有野 聡，松吉 健夫，佐々木 庸郎，山口 和将，小島 直樹，稲川 博司（公立昭和病
院救命救急センター） 

P82-6 カフェイン多量服薬により難治性心室細動をきたし，迅速なVA-ECMO確立により救命しえた一例
鳥海 博司，角地 祐幸，大野 真理子，高橋 梓，蘇我 孟群，埜口 千里，五十嶺 伸二，境田 康二（船橋市立医療センター
救急科） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:25　ポスターブース 18　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 83（P83）　鎮静・鎮痛 2

座長：瀬尾 勝弘（小倉記念病院麻酔科・集中治療部）
P83-1 末梢神経ブロックがリハビリテーションの進捗に寄与した 1例

大塲 瑠璃 1，亀山 良亘 1，志賀 卓弥 1，金谷 明浩 2，武井 祐介 2，齊藤 和智 2，山内 正憲 2（1.東北大学病院集中治療部，
2.東北大学医学部麻酔科学・周術期医学分野） 

P83-2 超音波ガイド下 retrolaminar blockとNAVAにて人工呼吸管理を行った 1症例
江藤 彩，藤村 直幸，中垣 俊明，吉野 淳，漢那 朝雄，財津 昭憲（聖マリア病院） 
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P83-3 腹部大動脈瘤人工血管置換術後の鎮痛方法腹直筋鞘ブロックの持続投与と単回投与の比較検討
山根 光知，青山 正，竹中 阿結，野々垣 幹雄（市立四日市病院） 

P83-4 NPPV治療を行った急性心不全患者における鎮静薬投与の有無による予後の比較
鈴木 啓介，春木 伸太郎，南 雄一郎，門脇 拓，明石 まどか，石田 一世，溝渕 景子，重城 健太郎，嵐 弘之，萩原 誠久
（東京女子医科大学病院循環器内科） 

P83-5 開心術後における鎮痛法として IV-PCAは適切か？
寶泉 春夫 1，大工廻 賢太朗 2，原田 真二 2，桑原 大輔 3，松尾 史郎 1，武井 寛英 1，池崎 弘之 1,4，関 宏 5，山形 顕子 5， 
米谷 聡 1（1.医療社団法人公仁会大和成和病院麻酔科，2.医療社団法人公仁会大和成和病院リハビリテーション科，
3.横浜市立大学附属市民総合医療センター，4.かわぐち心臓呼吸器病院集中治療部，5.医療社団法人公仁会大和成
和病院心臓血管外科） 

P83-6 A病院におけるCPOTの有効性についての検証
町田 維明，横澤 彩（独立行政法人長野市民病院） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:30　ポスターブース 19　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 84（P84）　補助循環 5

座長：古川 豊（千葉大学病院臨床工学センター）
P84-1 当施設におけるV-V ECMO管理の現状と課題について

青木 文明，田川 雅久，松本 裕孝，高橋 満，古賀 史郎，清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター麻酔科臨床工学室） 
P84-2 当院のおけるRespirator y ECMO（VV-ECMO）現状

鈴木 完 1，小谷 透 2，神崎 俊治 3（1.昭和大学病院臨床工学室，2.昭和大学病院麻酔科集中治療室，3.昭和大学江東豊
洲病院臨床工学室） 

P84-3 重症ARDSにおける理想的なECMO管理を目指して
元春 洋輔，藤井 菜緒，大川 浩文，浦田 雅弘（新久喜総合病院救急科心臓血管外科） 

P84-4 当院におけるV-V ECMO症例の検討
馬瀬 泰美，中村 文，井上 良哉，稲垣 順大，平野 弘嗣，徳井 俊也（伊勢赤十字病院胸部外科） 

P84-5 IoTを用いたPCPS遠隔監視システムの構築
本塚 旭 1，吉野 亘 1，川邉 学 1，加納 隆 1,2（1.埼玉医科大学保険医療学部医用生体工学科，2.滋慶医療科学大学院大
学医療管理学研究科） 

P84-6 当院でのCDI500を用いたECMO管理
水野 わこ 1，勝木 亮介 2（1.神戸赤十字病院医療技術部，2.兵庫県災害医療センター） 

P84-7 既製ECMO回路の限界点と可能性
西村 まどか 1，堂口 琢磨 1，高 寛 1，宮本 綾子 1，高浪 大地 1，伊藤 英史 2（1.岡山大学病院医療技術部臨床工学部門，
2.純真学園大学教授保健医療学部医療工学科） 

2月 22日（木）　13:40～ 14:40　ポスターブース 20　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 85（P85）　リハビリテーション 4

座長：渡海 裕文（兵庫県立淡路医療センター）
P85-1 心臓血管外科術後に人工呼吸器管理が長期化した患者の自立歩行獲得には何が影響するか

安部 諒 1，門手 和義 1，永井 勝信 1，讃井 將満 2（1.自治医科大学附属さいたま医療センターリハビリテーション部，
2.自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部） 

P85-2 開心術後人工呼吸器離脱困難を呈した漏斗胸患者へのリハビリテーション
恒川 裕気 1，山田 真史 2，肥後 真介 1（1.名古屋掖済会病院リハビリテーション部，2.名古屋掖済会病院心臓血管外
科） 

P85-3 緊急開腹術後患者の歩行獲得に影響する要因の検討
三浦 早織 1，高山 絵里 1，名嘉 寛之 1，備 康平 1，篠塚 望 2，倉林 均 1，間嶋 満 1（1.埼玉医科大学病院リハビリテーショ
ン科，2.埼玉医科大学病院消化器一般外科） 

P85-4 CABG症例において術前から施行する電気刺激療法の効果
川本 いつき 1，久村 美代子 1，阪越 信雄 2（1.紀南病院看護部，2.紀南病院心臓血管外科） 

P85-5 術後縫合不全により長期間の絶対安静を強いられた一症例
坂本 佳奈美 1，垣添 慎二 1，渡部 雅人 2（1.北九州市立医療センター診療支援部リハビリテーション技術課，2.北九
州市立医療センター外科） 

P85-6 当院における食道癌術後の離床制限の特徴
木ノ下 哲嗣 1，畠中 俊樹 1，一瀬 拓弥 1，鈴木 貴広 1，横山 健 2（1.医療法人渓仁会手稲渓仁会病院リハビリテーショ
ン部，2.医療法人渓仁会手稲渓仁会病院麻酔科） 

P85-7 高位脊髄損傷患者に対するチルトテーブル使用時の自律神経機能評価の試み
宮田 俊一 1，土屋 守克 2，間藤 卓 3（1.埼玉医科大学総合医療センター看護部，2.日本医療科学大学保健医療学部看
護学科，3.自治医科大学医学部救急医学講座） 

P85-8 ICUにおける脳神経外科患者のせん妄発症とリハビリテーションの関係性
小黒 修平，小野田 翔太，神尾 遥風，木村 雅巳，加賀 あき乃，松元 亜澄，内田 明子，成田 寛治，神部 芙美子（上尾
中央総合病院リハビリテーション技術科） 
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2月 22日（木）　13：40～ 14：40　ポスターブース 21　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 86（P86）　蘇生

座長：島居 傑（千葉大学救急集中治療医学）
P86-1 胸骨圧迫で解除された外傷性緊張性気胸による心停止の一例

八塩 章弘，志村 福子，亀田 徹，藤田 正人（安曇野赤十字病院救急科） 
P86-2 ダビガトラン内服中に生じた心肺蘇生の合併症に対しイダルシズマブを投与した一例

加藤 晶人（川崎市立多摩病院救急災害医療センター） 
P86-3 局所麻酔下腎瘻増設術中の心肺停止に対して腹臥位心臓マッサージを行い蘇生した一例

木山 亮介，平家 史博，秋泉 春樹，山長 修，前川 俊，嶋岡 英輝，進藤 一男（兵庫県立尼崎総合医療センター麻酔科） 
P86-4 医療チーム先着のドクターカー症例における難治性心室細動の 1例 ─その管理と反省点─

平松 昌太郎，市原 利彦，中島 義仁，川瀬 正樹，横山 俊樹（公立陶生病院救命救急センター） 
P86-5 当院におけるECPRの現状（病院前救護からの連携）

菊地 斉，楢橋 和真，稲葉 健介，玉造 吉樹，福井 大治郎，遠藤 浩志，須田 高之，村岡 麻樹（水戸済生会総合病院救
命救急センター救急科） 

P86-6 運動中の心原性院外心停止の原因と予後
黒木 識敬 1，安倍 大輔 1，鈴木 紅 1，濱邉 祐一 2（1.東京都立墨東病院循環器科，2.東京都立墨東病院救命救急セン
ター） 

P86-7 Open ICUにおけるTargeted Temperature Managementの現状
小澤 拓郎 1，松本 晶平 1，秋枝 一基 2（1.SUBARU健康保険組合太田記念病院麻酔科，2.SUBARU健康保険組合太田
記念病院救急科） 

P86-8 当院における自己心拍再開後体温管理療法への取り組みと現状
森下 淳，山木 良一，熊野 穂高（市立東大阪医療センター麻酔科・集中治療部） 

2月 23日（金）　11:00～ 11:50　ポスターブース 1　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 87（P87）　感染症・敗血症 10（がん・免疫抑制患者，高齢化・脆弱性）

座長：平井 勝治（平成記念病院手術・周術期管理センター）
P87-1 ニボルマブ投与中に重篤な敗血症性ショックをきたした肺癌患者の一例

白木 敦子，瀬川 一，谷本 圭司，瀬尾 英哉，甲斐 慎一，田中 具治，福田 和彦（京都大学医学部麻酔科） 
P87-2 頸部ガス壊疽と縦隔膿瘍により直腸腫瘍を診断し得た一例

三澤 友誉，鈴木 剛，佐藤 ルブナ，反町 光太朗，大久保 怜子，塚田 泰彦，島田 二郎，伊関 憲（福島県立医科大学附
属病院高度救命救急センター） 

P87-3 腎移植後で免疫抑制剤内服中に発症した壊死性筋膜炎の 2症例
芝原 司馬，大城 拓也，角田 美保子，齊藤 眞樹子，康 美理，斉藤 倫子，武田 宗和，矢口 有乃（東京女子医科大学救
急医学） 

P87-4 大腸穿孔性腹膜炎術後に発症した critical illness polyneuropathyの 1例
皆川 幸洋，遠野 千尋，高橋 正統，八重樫 瑞典，石岡 秀基，吉田 徹（岩手県立久慈病院救命救急センター） 

P87-5 発熱性好中球減少症（Febrile neutropenia: FN）における敗血症性ショック患者の特徴
望月 俊明 1，山本 豊 1，粕谷 美絵 2，高瀬 鮎美 2，横田 美幸 3（1.がん研究会有明病院，2.がん研究会有明病院看護部，
3.がん研究会有明病院麻酔科） 

P87-6 当院における敗血症患者の転帰についての検討
佐々木 亜美，古川 宗，川上 一岳，三瓶 想（みやぎ県南中核病院救急科） 

P87-7 高齢者敗血症患者に対する ICU管理のあり方とは？
越田 嘉尚 1，小林 大祐 1，小林 拓 1，臼田 和生 2，小宮 良輔 3（1.富山県立中央病院集中治療科，2.富山県立中央病院
循環器内科，3.富山県立中央病院麻酔科） 

2月 23日（金）　11:00～ 11:45　ポスターブース 2　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 88（P88）　鎮静・鎮痛 3

座長：八木橋 智子（自治医科大学さいたま医療センター）
P88-1 集中治療室に入室した患者の鎮痛・鎮静評価：マット型睡眠計を用いて

有田 広美 1，高山 裕喜枝 2，多田 真由美 2，大杉 拓矢 2，羽根田 慎吾 2，竹野 ゆかり 3，藤本 悦子 3（1.福井県立大学看
護福祉学部看護学科，2.福井大学医学部付属病院，3.名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻） 

P88-2 ICU患者に対する看護師による睡眠評価の妥当性の検討
吉田 直人 1，長友 香苗 2，増山 智之 3，牧野 淳 4，八木橋 智子 1，讃井 將満 2（1.自治医科大学附属さいたま医療センター
集中治療部，2.自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部，3.自治医科大学附属さいたま医療セ
ンター救急科集中治療部，4.横須賀市立うわまち病院心臓脳血管センター特定集中治療室） 

P88-3 ICUにおける気管内挿管チューブ自己抜管症例の検討
井上 富由美，是松 愛実，浦 大策，飯野 祥之（福岡記念病院看護部 ICU） 

P88-4 CCUにおける SAT（spontaneous awakening trial）導入前後の身体的抑制実施について
渡邉 龍司（三井記念病院看護部CCU） 

P88-5 行動制限（抑制）フローチャートの改訂と導入による効果
吉野 悦子（兵庫県立尼崎総合医療センター） 
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P88-6 デクスメデトミジン投与指針の運用開始前後における使用状況調査
小茂池 潤太 1，都 弓恵 2，小松 義輝 3，藤原 邦裕 3，山端 大樹 4，金城 和美 5，武士 昌裕 6（1.北播磨総合医療センター
薬剤室，2.北播磨総合医療センター看護部，3.北播磨総合医療センター臨床工学室，4.北播磨総合医療センターリ
ハビリテーション室，5.北播磨総合医療センター呼吸器内科，6.北播磨総合医療センター麻酔科） 

2月 23日（金）　11:00～ 12:00　ポスターブース 3　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 89（P89）　管理

座長：仁科 典子（大阪警察病院）
P89-1 当院における気管挿管時記録の記載率改善の試み

大竹 孝尚 1，入江 洋正 1，冨田 晶子 1，古曽部 和彦 1，皆川 陽子 1，山形 淑 1，山下 茂樹 1，岡本 洋史 2（1.倉敷中央病院
麻酔科，2.学校法人聖路加国際大学公衆衛生大学院） 

P89-2 バイタルサイン・外部機器データ自動取り込みシステム導入による看護記録業務への効果と課題
佐久間 祐樹（川崎市立川崎病院） 

P89-3 ICUにおけるアクションカード使用時の地震災害対応について
北島 誠（社会福祉法人函館厚生院函館中央病院 ICUセンター） 

P89-4 A病院における急性・重症患者看護専門看護師に対する看護師のニーズ
村中 沙織 1，春名 純平 1，牧野 夏子 2（1.札幌医科大学附属病院，2.札幌医科大学保健医療学部） 

P89-5 湘南鎌倉総合病院の外科における診療看護師（NP：Nurse Practitioner）に求められる役割
戸田 泉，小室 哲也（医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院） 

P89-6 ICU看護師が重要としている看護の視点
西 千陽，塩浦 祐里，渡部 晶，明石 祐佳里，藤田 昌子（徳島赤十字病院 ICU） 

P89-7 愛知県集中ケア認定看護師会の活動報告　第 8報
石井 房世 1，山口 真由美 2，枡田 ゆかり 3，池松 裕子 4（1.名古屋市立大学病院NICU・GCU，2.愛知県がんセンター
中央病院，3.名古屋医療センター，4.名古屋大学大学院医学系研究科） 

P89-8 Surgical ICU増設の当院における医療経済効果 ～第 2報 特定集中治療管理料 1を取得して～
橋場 英二 1，廣田 和美 2，丹羽 英智 2，斎藤 淳一 1，工藤 倫之 1（1.弘前大学医学部附属病院集中治療部，2.弘前大学
大学院医学研究科麻酔科学講座） 

2月 23日（金）　11:00～ 11:45　ポスターブース 4　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 90（P90）　チーム医療 3（各職種の試み）

座長：三宅 康史（帝京大学救急医学講座/帝京大学病院高度救命救急センター）
P90-1 ICUにおける多職種回診を通じた antimicrobial stewardshipが抗菌薬処方動向に及ぼす効果の検討

朝田 瑞穂 1，増田 孝広 2，大沼 優 1，塩田 修玄 2，三島 有華 2，片平 舞 2，貫井 陽子 3，高橋 英夫 2，重光  秀信 2（1.東京
医科歯科大学医学部附属病院薬剤部，2.東京医科歯科大学医学部附属病院集中治療部，3.東京医科歯科大学医学
部附属病院感染制御部） 

P90-2 高度急性期病棟における薬剤師の関わり～少数専任制からチーム制配置への変更～
大谷 拓也，高垣 志保，戸田 純司，室岡 邦彦，中里 祐二（順天堂大学医学部附属浦安病院） 

P90-3 ER-ICUにおけるPICCの適応と安全性の検討
酒井 博崇 1，神宮司 成弘 2，植西 憲逹 2，岩田 充永 2（1.藤田保健衛生大学病院中央診療部FNP室，2.藤田保健衛生大
学医学部救急総合内科） 

P90-4 熱傷患者管理における診療看護師の役割
竹田 明希子，岩崎 泰昌，村尾 正樹（独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター） 

P90-5 診療看護師による重症患者受け入れ病棟の看護師に対する支援
森 一直 1，黒澤 昌洋 2（1.愛知医科大学病院看護部，2.愛知医科大学看護学研究科クリティカルケア看護学領域） 

P90-6 Closed ICUにおける診療看護師の役割と存在意義
塩沢 剣，栗山 直英，川治 崇泰，磯部 恵里，竹田 彩香，山添 泰佳，原 嘉孝，山下 千鶴，柴田 純平，西田 修（藤田保
健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

2月 23日（金）　11:00～ 12:00　ポスターブース 5　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 91（P91）　中枢神経 3

座長：本多 満（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）
P91-1 両側円蓋部の頭蓋内出血より上矢状静脈洞血栓症を想起し遺伝性 hypodysfibrinogenemiaの診断に至った稀な 1例

大仲 玄明 1，山川 皓 2，菊田 正太 1，井上 明彦 1，松本 麻里花 1，松山 重成 1，石原 諭 1，中山 伸一 1，原 淑恵 2，山下 晴
央 2（1.兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院救急部，2.兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院脳神経外
科） 

P91-2 腹部外傷での入院を契機にドパミン過剰状態となったパーキンソン病患者の一例
井上 彰，瀬尾 龍太郎，有吉 孝一（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター） 

P91-3 Intracranial ar terial dolichoectasia（IADE）を伴う橋梗塞発症後，クモ膜下出血を 3回繰り返した症例
浅野 健吾，吉田 拓生，中西 智博，平崎 貴則，亀田 慎也，金子 貴久，遠藤 新大，齋藤 敬太，内野 滋彦，瀧浪 將典（東
京慈恵会医科大学麻酔科学講座集中治療部） 
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P91-4 Bacteroides属による腸腰筋膿瘍から脳室炎・硬膜内膿瘍をきたした一例
井上 真梨子，横堀 将司，富永 直樹，大元 文香，金谷 貴大，瀧口 徹，秋山 真之，萩原 純，金 史英，横田 裕行（日本
医科大学附属病院） 

P91-5 外傷性心停止から完全回復し得たびまん性脳損傷の一例
阿部 舞香，横堀 將司，長嶺 嘉通，佐々木 和馬，重田 健太，五十嵐 豊，増野 智彦，宮内 雅人，辻井 厚子，横田 裕行
（日本医科大学付属病院） 

P91-6 重症くも膜下出血に蘇生後脳症の合併が疑われた distal PICA破裂脳動脈瘤の 1例
下野 謙慎，大西 広一，高間 辰雄，松窪 将平，稲田 敏，梅田 幸希，伊福 達成，山中 陽光，杉本 龍史，吉原 秀明（鹿
児島市立病院救急科） 

P91-7 ICU管理中に cardiac arrest in epilepsyを発症した一例について
宮本 将太，堤 貴彦，角田 洋平，播摩 裕，奥野 善教，邑田 悟，篠塚 健，陣上 直人，柚木 知之，小池 薫（京都大学医
学部附属病院初期診療・救急科） 

P91-8 てんかん重責状態に対してチオペンタール持続静注を施行した一例
黒木 将貴，小島 啓，坂本 尚子，加藤 崇央，小山 薫（埼玉医科大学総合医療センター麻酔科） 

2月 23日（金）　11:00～ 11:45　ポスターブース 6　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 92（P92）　中毒 3

座長：速水 元（横浜市立市民病院麻酔科）
P92-1 動脈血の血液ガス分析にて pO2と sO2の解離からメトヘモグロビン血症を疑った 1症例についての考察

三浪 陽介，三島 史朗，織田 順，上田 康弘，下山 京一郎，内堀 健一郎（東京医科大学病院災害・救急医学分野） 
P92-2 グリホサート含有除草剤中毒による重篤な高カリウム血症，循環血液量減少性ショックから救命し得た 1例

前川 慶之（岩手県立大船渡病院） 
P92-3 ECMO補助下に血漿交換を行い救命し得た濃縮洗剤誤飲による中毒の一例

梅田 幸希 1，高間 辰雄 1，杉本 龍史 1，下野 謙慎 1，松窪 将平 1，奥田 龍一郎 1，濱崎 順一郎 2，吉原 秀明 1（1.鹿児島市
立病院救命救急センター救急科，2.鹿児島市立病院救命救急センター麻酔科集中治療部） 

P92-4 腫脹が軽度であったが，急激な血小板低下を来したマムシ咬傷の一例
反町 光太朗 1，三澤 友誉 2，佐藤 ルブナ 2，大久保 怜子 1，鈴木 剛 1，大野 雄康 1，塚田 泰彦 1，長谷川 有史 3，島田 二郎 1，
伊関 憲 1（1.福島県立医科大学救急医療学講座，2.福島県立医科大学地域救急医療支援講座，3.福島県立医科大学
放射線災害医療学講座） 

P92-5 灯油に起因した化学性肺炎による重症呼吸不全に肺嚢胞，気胸，肺膿瘍を続発するも保存的治療で救命しえた 1例
児玉 善之，中西 加寿也，奥 怜子，大網 毅彦， 富田 啓介（成田赤十字病院救急・集中治療科） 

P92-6 当院で経験した一酸化炭素中毒の後方視的観察研究
高橋 香好 1，則尾 弘文 2，柳瀬 豪 2，前谷 和秀 2，中村 周道 2，柚木 良介 2（1.済生会福岡総合病院救命救急センター救
急科研修医，2.済生会福岡総合病院救命救急センター救急科） 

2月 23日（金）　11:00～ 11:45　ポスターブース 7　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 93（P93）　内分泌・代謝 3

座長：西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部）
P93-1 ミオクローヌス重積発作で集中治療を必要としたGacher病の一例

西本 久子 1，今井 亮 1，鈴木 祐二 1，佐藤 恒久 1，小林 賢輔 1，御室 総一郎 1，小幡 由佳子 1，土井 松幸 1，中島 芳樹 2 
（1.浜松医科大学医学部附属病院集中治療部，2.浜松医科大学医学部麻酔・蘇生学講座） 

P93-2 意識障害を主訴に来院した成人発症 2型シトルリン血症の 1例
秋葉 力，神山 治郎，人見 秀，山本 大輔，小崎 教史，早川 桂，勅使河原 勝伸，五木田 昌士，田口 茂正，清田 和也（さ
いたま赤十字病院高度救命救急センター） 

P93-3 非小細胞性肺癌に対し抗PD-1抗体薬使用患者が劇症 1型糖尿病発症で ICU入室に至った 1例
田中 彰子，小林 拓，小林 大祐，越田 嘉尚，小宮 良輔，上田 哲之，臼田 和生（富山県立中央病院集中治療科） 

P93-4 横紋筋融解症，急性心不全，急性膵炎と多彩な病状を併発した劇症 1型糖尿病の一例
松田 知之，山根 毅郎，橋本 壮志，松田 愛，原 美紗子，田中 義文（京都岡本記念病院集中治療部・麻酔科） 

P93-5 人工膵臓を用いた血糖管理の活用について
板井 規夫，田原 里美，伊藤 大真，岩坂 日出男，森 聡司，高畑 智浩（大分市医師会立アルメイダ病院臨床工学室） 

P93-6 周術期血糖管理における人工膵臓使用の有用性の検討
雨宮 秀幸 1，中田 早人 1，梅田 宏幸 1，二階 哲郎 2，三原 亨 2，串崎 浩行 2，糸賀 修也 1，太田 淳一 2，藤本 欣史 3，大澤 
弘孝 1（1.国立大学法人島根大学医学部付属病院MEセンター，2.島根大学医学部附属病院集中治療部，3.島根大学
医学部附属病院心臓血管外科） 

2月 23日（金）　11:00～ 12:00　ポスターブース 8　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 94（P94）　内分泌・代謝 4

座長：橋本 圭司（出雲徳洲会病院）
P94-1 クロルプロマジン，フルボキサミン及びミルタザピン投与中に高血糖高浸透圧症候群を呈した 1例

竹田 道宏，山田 章宏，前田 翔，柴田 紘葉，竹市 広，平井 昴宏，長谷川 和子，鈴木 章悟，足立 裕史，西脇 公俊（名
古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部） 



（
ポ
ス
タ
ー
）

一
般
演
題

P94-2 大腸穿孔を契機に発見されたACTH産生肺小細胞癌の管理の一例
津久井 良昌，相澤 茉莉子，上村 亮介，石原 聡，西迫 良，立石 浩二，横山 健，栗本 義彦（手稲渓仁会病院麻酔科集
中治療室） 

P94-3 5 -FU持続投与中に高アンモニア血症による意識障害で救急搬送された 1例
濱中 訓生 1，小泉 三輝 2，田中 博之 1，別府 賢 1，笹橋 望 1，西山 慶 1（1.京都医療センター救命救急センター，2.京都
医療センター腎臓内科） 

P94-4 シスプラチン腹腔内投与後に意識障害をともなう著しい低ナトリウム血症を呈した 1例
川瀬 太助，伊地智 和子，濱場 千夏，伊藤 綾子，樋口 恭子，飯島 克博，堀川 由夫，田中 修（神戸市立西神戸医療セ
ンター） 

P94-5 低Na血症を繰り返した鉱質コルチコイド反応性低Na血症の 1例
曽我部 拓，島原 由美子，石田 健一郎，家城 洋平，田中 太助，田尻 昌士，中倉 晴香，小島 将裕，山下 幾太郎，定光 
大海（国立病院機構大阪医療センター救命救急センター） 

P94-6 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群と塩類喪失性腎症とが併存したシスプラチンによる低ナトリウム血症の一例
下村 毅，磯部 英男，奥村 将年，榊原 健介，橋本 篤，藤田 義人，畠山 登，藤原 祥裕（愛知医科大学医学部麻酔科） 

P94-7 急速な血漿浸透圧の変化によって横紋筋融解症をきたしたと考えられた 2症例
本庄 俊介，竹下 諒，大和田 玄，木村 康宏，七尾 大観，藤本 潤一，西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部） 

P94-8 当院 ICUにおける重症低ナトリウム（Na）血症を呈する高齢者の現況調査
村田 綾菜，Yeap Uwen，塩崎 美波，伊藤 優，田口 学，杉本 憲治（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 

2月 23日（金）　11:00～ 11:50　ポスターブース 9　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 95（P95）　リハビリテーション 5

座長：宮内 善豊（徳山中央病院集中治療科）
P95-1 人工呼吸器管理早期からの歩行練習とセルフケア獲得により日常生活動作が改善した重症肺炎症例

吉永 龍史 1，高野 雅弘 1，前川 友成 2，石井 香織 2，西辻 美佳子 2，山下 幾太郎 3，原田 正公 3，高橋 毅 3（1.国立病院機
構熊本医療センターリハビリテーション科，2.国立病院機構熊本医療センター看護部 ICU，3.国立病院機構熊本医
療センター救命救急・集中治療部） 

P95-2 鼻出血からARDSを呈し ICU-AWを疑われた症例 ─早期から一日複数回リハビリ介入した一症例─
野崎 惇貴 1，池田 武史 2（1.相澤病院救急リハセンター，2.相澤病院救命救急センター集中治療科） 

P95-3 リハビリテーション介入に難渋したV-V ECMO装着患者の一症例
田中 雅也 1，江里口 杏平 1，大坪 翔 1，陣内 卓郎 1，柳 颯 1，安達 普至 2，平松 俊紀 2，鶴 昌太 2，竪 良太 2（1.（株）麻生飯
塚病院リハビリテーション部，2.（株）麻生飯塚病院集中治療部） 

P95-4 血行動態モニタリング下の腹臥位で酸素化改善が得られた急性呼吸促迫症候群を合併した急性大動脈解離の 1例
田代 尚範 1，矢田 理絵 2，高野 洋 2，水上 拓也 3，南雲 さくら 3，佐藤 督忠 3，鈴木 洋 3（1.昭和大学藤が丘病院リハビ
リテーション室，2.昭和大学藤が丘病院集中治療センター，3.昭和大学藤が丘病院循環器内科） 

P95-5 ICU獲得性筋力低下に伴う骨格筋萎縮を呈するも運動療法にて良好な骨格筋肥大が得られた末期心不全の 1例
森本 陽介 1，花田 匡利 1，及川 真人 1,2，名倉 弘樹 1，小柳 亮 3，東島 潮 4，松本 周平 4，関野 元裕 4，原 哲也 4，神津 玲 1,2 
（1.長崎大学病院リハビリテーション部，2.長崎大学大学院内部障害リハビリテーション学分野，3.長崎大学病院
ME機器センター，4.長崎大学病院集中治療部） 

P95-6 多臓器機能不全症候群合併の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に対し ICUより理学療法を介入した一症例
伊左治 良太 1，山口 剛史 2，大野 博司 3（1.洛和会音羽病院リハビリテーション部，2.洛和会音羽病院看護部，3.洛和
会音羽病院 ICU/CCU） 

P95-7 VA-ECMO管理後の段階的な離床が独歩の再獲得に有用であった一症例
高良 優希 1，崎山 宗俊 1，山口 恭人 1，吉田 希望 1，野口 直生 1，松永 彩 1，水野谷 高志 2，石井 大遥 2，大岐 恵莉 2 
（1.医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院理学療法科，2.医療法人社団栄悠会あやせ循環器リハビリ病院理学療法
科） 

2月 23日（金）　11:00～ 11:45　ポスターブース 10　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 96（P96）　中枢神経 4

座長：村川 雅洋（福島県立医科大学麻酔科学講座）
P96-1 悪性症候群に伴う高プロカルシトニン血症の一例

宮崎 弘志，古谷 良輔，望月 聡之，藤井 裕人，鈴木 誠也，山縣 英尋，武田 知晃（国立病院機構横浜医療センター救
急科） 

P96-2 クリティカル領域の看護師による，尿量減少の原因検索を目的とした超音波検査の導入に向けての意識調査
寺井 彩 1，三輪 哲也 1，松木 健宏 1，田畑 智子 1，寺井 孝弘 2（1.富山県厚生連高岡病院看護部集中治療病棟，2.金沢
医科大学看護学部） 

P96-3 下肢静脈超音波検査により，周術期に増大した血栓症を診断し，下大静脈フィルターの留置を行った一例
中越 菜月，青山 文，勝又 祥文，矢田部 智昭，横山 正尚（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座） 

P96-4 当院で ICU-AWと診断した 3症例の検討
竹中 信義，青山 康，丸地 佑樹，加藤 祐将，寺島 嗣明，青木 瑠里，富野 敦稔，梶田 裕加，津田 雅庸，武山 直志（愛
知医科大学病院救命救急科） 
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P96-5 脳出血患者の神経内視鏡下血腫除去術と開頭血腫除去術の違いが機能予後に及ぼす影響
菊谷 文子，伊東 一章（秋田赤十字病院リハビリテーション科） 

P96-6 悪性症候群との鑑別に難渋したカタトニアの 1症例
有野 聡，秋葉 春菜，松吉 健夫，佐々木 庸郎，一瀬 麻紀，山口 和将，小島 直樹，稲川 博司，岡田 保誠（公立昭和病
院救命救急センター） 

2月 23日（金）　11:00～ 12:00　ポスターブース 11　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 97（P97）　感染症・敗血症 11（ウイルス，特殊感染症）

座長：山口 修（横浜市立大学病院集中治療部）
P97-1 補助循環を要する劇症型心筋炎にサイトメガロウイルス腸炎を合併した 2例

貫和 亮太，松本 充弘，妙中 浩紀，田中 智彦，髭野 亮太，海老島 宏典，酒井 佳奈紀，平松 大典，内山 昭則，藤野 裕
士（大阪大学大学院医学系研究科麻酔集中治療医学教室） 

P97-2 異なる経過を辿ったVaricella Zoster Virus全身播種による多臓器不全を発症した 2例
田中 智彦 1，松本 充弘 1,2，竹田 みちる 3，妙中 浩紀 1，貫和 亮太 1，田中 愛子 1，坂口 了太 1，平松 大典 1，内山 昭則 1，藤
野 裕士 1（1.大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学講座，2.大阪大学医学部附属病院感染制御部，3.大
阪母子医療センター麻酔科） 

P97-3 二度目のサイトメガロウイルス抗原血症検査で診断を得た全身性サイトメガロウイルス感染症の一剖検例
伊瀬 洋史，松田 兼一，森口 武史，針井 則一，後藤 順子，原田 大希，菅原 久徳，高三野 淳一，上野 昌輝，渡邉 愛乃
（山梨大学医学部附属病院救急科・集中治療部） 

P97-4 急性呼吸促迫症候群を呈した気道粘膜病変を伴う原発性水痘肺炎の 1例
佃屋 剛 1，川村 英樹 2，十時 崇彰 3，中村 隼人 3，谷口 淳一郎 3，柳元 孝介 3，二木 貴弘 3，安田 智嗣 3，有嶋 拓郎 3，垣
花 泰之 3（1.鹿児島大学病院呼吸器内科，2.鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門，3.鹿児島大学病院救急
集中治療科） 

P97-5 ショック，急性腎障害を呈した重症ツツガムシ病の 1症例
井上 悠希，吉田 翼，清水 貴志，樋口 智康，浅雄 保宏（鳥取市立病院麻酔科） 

P97-6 急激な経過をたどった重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の一例
北田 真己 1，山下 幾太郎 1，江良 正 1，狩野 亘平 1，山田 周 1，櫻井 聖大 1，原田 正公 1，木村 文彦 1，小野 宏 2，高橋 毅 1 
（1.国立病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部，2.国立病院機構熊本医療センター呼吸器内科・感染症
科） 

P97-7 水頭症を契機に診断したトキソプラズマ脳症で緊急帝王切開を行ったHIV/AIDSの 1例
小森 大輝，須賀 将文，浅香 葉子，瀬尾 龍太郎，有吉 孝一（神戸市立医療センター中央市民病院救急部） 

P97-8 敗血症性ショックおよび重症呼吸不全を来した肺結核の一救命例
立川 弘孝，九住 龍介，木村 正夢嶺，梅原 皆斗（近江八幡市立総合医療センター） 

2月 23日（金）　11:00～ 11:45　ポスターブース 12　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 98（P98）　補助循環 6（合併症対策）

座長：西田 博（ねりま健育会病院循環器科）
P98-1 心臓血管外科術後急性呼吸不全におけるヘパリンを用いないECMO管理の安全性，有用性の検討

高垣 昌巳 1，山口 裕己 1，笠井 史人 2，田中 佑果 2，武田 かおり 3，光山 晋一 1，門脇 輔 1，神崎 俊治 4，小谷 透 5，大嶽 
浩司 5（1.昭和大学江東豊洲病院心臓血管外科，2.昭和大学江東豊洲病院リハビリテーション科，3.昭和大学江東豊
洲病院看護部，4.昭和大学江東豊洲病院臨床工学室，5.昭和大学病院麻酔科） 

P98-2 V-A＋V ECMOのConfiguration変更時に仮性動脈瘤を形成した 2例
小野 将平 1，清水 敬樹 1，笠原 道 1，鈴木 茂利雄 1，荒川 裕貴 1，濱口 純 1，金子 仁 1，光銭 大裕 1，森川 健太郎 1，三宅 
康史 2（1.東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2.帝京大学医学部救急医学講座） 

P98-3 VV-ECMO管理中に特発性腸腰筋出血の合併症を起こしたが，適切に対処し救命し得た間質性肺炎急性増悪の 1例
鈴木 源，早川 桂，神山 治郎，川浦 洋征，江川 裕子，八坂 剛一，五木田 昌士，勅使河原 勝伸，田口 茂正，清田 和也（さ
いたま赤十字病院救急科） 

P98-4 VV-ECMO管理中に穿刺，手技とは関連ない後腹膜血腫が発生した 1例
平崎 貴則，浅野 健吾，中西 智博，金子 貴久，亀田 慎也，吉田 拓生，遠藤 新大，齋藤 敬太，内野 滋彦，瀧浪 將典（東
京慈恵会医科大学麻酔科学講座集中治療部） 

P98-5 巨大血栓を生じたECMO回路における回路改善
三浦 瞳，高橋 満，田川 雅久，青木 文明，松本 裕孝，木村 公威，曽根 玲司那，本田 大輔，福與 俊介，古賀 史郎（東
京都立多摩総合医療センター麻酔科臨床工学室） 

P98-6 ECMO管理中に人工肺より血液リークを経験した 1例
加藤 隆史 1，行光 昌宏 1，池澤 優貴 1，白前 達大 1，岩下 義明 2，岩田 英城 1，今井 寛 2（1.三重大学医学部附属病院臨
床臨床工学部，2.三重大学医学部附属病院救命救急・総合集中治療部） 
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2月 23日（金）　11:00～ 12:00　ポスターブース 13　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 99（P99）　リハビリテーション 6

座長：小林 孝史（大崎市民病院麻酔科）
P99-1 呼吸器管理を要する左室駆出率低下急性心不全患者におけるリハビリテーションの経験

曽根 教子 1，大熊 慧 1，鴫原 祥太 1，高木 宏治 1，中摩 健二 1，菊池 有史 1，石原 嗣郎 1，石川 昌弘 1，佐藤 直樹 1，清水 
渉 2（1.日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科，2.日本医科大学付属病院） 

P99-2 強度調節床上リハビリテーション装置の自作
福井 道彦，小尾口 邦彦，大手 裕之，藤野 光洋，宮崎 勇輔，横峯 辰生，小田 裕太（大津市民病院集中治療部） 

P99-3 PaO2/FIO 2比が 200未満の人工呼吸器装着患者に対する離床時の呼吸循環応答と安全性の予備的研究
小澤 哲也 1，澤本 徹 2（1.小田原市立病院リハビリテーション室，2.小田原市立病院救急科） 

P99-4 急性期病院におけるARDS症例の自宅退院群の特徴
一瀬 拓弥，畠中 俊樹，木ノ下 哲嗣，鈴木 貴広（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院リハビリテーション部） 

P99-5 肋間小切開胸による低侵襲手術と胸骨正中切開による開心術における術後看護ケアに着目した比較検討
金田 翔平，嶋田 一平，大西 恒毅，多田羅 康章（愛人会明石医療センター看護部 ICU看護科） 

P99-6 出血性脳梗塞を併発した劇症型心筋症に早期リハビリテーション介入した一症例
岡本 健佑，根来 政徳，西村 真人（大阪労災病院中央リハビリテーション部） 

P99-7 高齢・下肢筋力低下例における開心術の術前・術後に施行する電気刺激療法の効果
阪越 信雄（紀南病院心臓血管外科） 

P99-8 内科系疾患患者の ICU入室中の活動・体組成・血液生化学データと退院時転帰の関連
桂田 功一 1，新見 昌央 1,2，鹿瀬 陽一 3，長谷川 意純 4，奥野 憲司 4（1.東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーショ
ン科，2.東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座，3.東京慈恵会医科大学附属柏病院麻酔科，4.東京慈恵
会医科大学附属柏病院救急科） 

2月 23日（金）　11：00～ 12：00　ポスターブース 14　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 100（P100）　循環 6（術後合併症）

座長：星 拓男（筑波大学病院茨城県地域臨床教育センター／茨城県立中央病院）
P100-1 原発性肺動脈内膜肉腫 （pulmonar y intimal sarcoma） の 1例

佐藤 晃，有永 康一，新山 修平，日野 東洋，谷口 寛子，田中 啓之（久留米大学病院集中治療部） 
P100-2 右房粘液腫摘出術後の心房間シャントにより術後管理に難渋した一例

衣笠 梨絵，佐野 文昭，野木村 茜，松山 周平，太田 一志，長沼 愛友，仙頭 佳起，加古 英介，草間 宣好，祖父江 和哉
（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野） 

P100-3 大動脈弁置換術後に発生した左室流出路狭窄による溶血
田口 亮，小渡 亮介，佐々木 花恵，青木 哉志，福田 幾夫（弘前大学医学部胸部心臓血管外科学） 

P100-4 僧帽弁形成術後に接合部調律によって僧帽弁収縮期前方運動と左室流出路狭窄が悪化した一例
清野 雄介，佐藤 暢夫，福井 公哉，石川 淳哉，野村 岳志（東京女子医科大学集中治療科） 

P100-5 CABG術後の緊張性血胸及び心肺停止後，左内頚動脈血栓症及び脳梗塞を生じた一例
内本 一宏，安西 晃子，安田 さおり，横山 暢幸，小倉 玲美，出井 真史，青木 真理子，刈谷 隆之，大塚 将秀（横浜市
立大学附属市民総合医療センター集中治療部） 

P100-6 左開胸による胸腹部大動脈置換術後に対側血胸による出血性ショックを来した一例
鎌田 渉 1，太田 隆嗣 2，小室 哲也 2（1.湘南鎌倉総合病院総合内科，2.湘南鎌倉総合病院麻酔科・集中治療部） 

P100-7 開心術後心破裂の 2例 ─その救命例と死亡例─
鷺島 克之，蒲原 英伸，成松 紀子，江嶋 正志，徳永 健太郎，山本 達郎（熊本大学医学部集中治療部） 

P100-8 心臓血管外科術後の血清乳酸値に影響を及ぼす因子の検討
大和田 玄，竹下 諒，木村 康宏，七尾 大観，藤本 潤一，西澤 英雄（独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院） 

2月 23日（金）　11：00～ 11：45　ポスターブース 15　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 101（P101）　循環 7（周術期）

座長：天谷 文昌（京都府立医科大学麻酔科学教室）
P101-1 麻酔導入前に神経調節性失神症候群（NMS）が原因と思われる洞停止をきたした 1例

大塚 直樹，佐野 仁美，鈴木 尚志（昭和大学江東豊洲病院麻酔科） 
P101-2 超高齢者の危機的大量出血におけるボルベン TM急速多量投与の経験

山口 聡，北村 治郎（東葛病院麻酔科） 
P101-3 全身麻酔中に重篤な血圧低下をきたし循環管理に難渋したGuillain-Barre症候群の 1症例

濱場 千夏，堀川 由夫，田中 修，伊地智 和子，飯島 克博，樋口 恭子，川瀬 太助（神戸市立西神戸医療センター） 
P101-4 ファロー四徴症手術中に重篤な肺水腫をきたしTRALIを疑った 1症例

山口 由紀子 1，櫻井 ともえ 2，宮津 光範 1，渡邉 文雄 1（1.あいち小児保健医療総合センター，2.名古屋第二赤十字病
院） 

P101-5 EF30％の虚血性心疾患合併に対し予防的に IABPを使用した下大静脈腫瘍塞栓合併腎腫瘍根治術の一症例
森 哲，小高 光晴，二瓶 春菜，丸渕 貴仁，岡村 圭子，鮫島 由梨子，西山 圭子，小森 万希子（東京女子医科大学東医
療センター麻酔科） 
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P101-6 胸腔鏡下食道亜全摘術における術中心房細動に対する洞調律化と術後予後との関連性について
山田 徳洪，森 隆，西川 精宣（大阪市立大学大学院医学研究科麻酔科学講座） 

2月 23日（金）　11：00～ 12：00　ポスターブース 16　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 102（P102）　呼吸管理 6

座長：竹内 昭憲（江南厚生病院救命救急センター）
P102-1 非侵襲的陽圧呼吸管理中に後腹膜気腫，腸管気腫を生じた一例

山本 真也 1，宮部 浩道 2，高田 基志 3（1.総合大雄会病院，2.総合大雄会病院集中治療科，3.総合大雄会病院麻酔科） 
P102-2 非侵襲的陽圧換気時のマスクの種類がトリガー遅れとトリガー時の吸気努力に及ぼす影響

坂下 真依 1，平尾 収 1，富田 敏司 2，八木 拓也 1，石山 諭 1，福並 靖崇 1，秋山 太助 1，田中 成和 1，山下 健次 1，西村 信
哉 1（1.大阪急性期・総合医療センター，2.医療法人山紀会山本第三病院） 

P102-3 非侵襲的陽圧換気を使用する際の呼吸回路の違いが及ぼす換気量およびマスク内圧への影響
八木 拓也 1，坂下 真依 1，富田 敏司 2，平尾 収 1，石山 諭 1，福並 靖崇 1，秋山 太助 1，田中 成和 1，山下 健次 1，西村 信
哉 1（1.大阪急性期・総合医療センター，2.山本第三病院） 

P102-4 当院 ICUにおけるNPPVの使用状況とマスクにおける皮膚トラブルの現状
越智 優希 1，海塚 安郎 2，渡 遥花 1，神原 初奈 1，伊崎 美智子 1（1.社会医療法人製鉄記念八幡病院救急・集中治療部
看護部，2.社会医療法人製鉄記念八幡病院救急・集中治療部） 

P102-5 当院 ICUにおける高流量経鼻酸素療法（HFT）の使用状況について
岡本 竜哉，植村 樹，米廣 由紀，小美濃 明子，小川 竜徳，深谷 隆史，松田 航，佐々木 亮，吉田 メイ子，木村 昭夫（国
立国際医療研究センター救命救急センター集中治療科） 

P102-6 ネーザルハイフローの適応疾患と課題
中 公三 1，北浦 道夫 2，戸田 成志 2，海野 知洋 3，下田 豊 4（1.独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院MEセ
ンター，2.独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院麻酔科，3.独立行政法人労働者健康安全機構香川労災
病院集中治療室，4.独立行政法人労働者健康安全機構岡山ろうさい病院麻酔科） 

P102-7 当院呼吸器内科において INTELLiVENT-ASVを使用してWeaningを行った 5症例の臨床的検討
鈴木 学，飯倉 元保，泉 信有，杉山 温人（国立国際医療研究センター病院呼吸器内科） 

P102-8 HCUで一元的に長期人工呼吸からの離脱を試みた 16症例の検討
遠藤 康弘 1，小林 孝史 1，相原 孝典 2，早坂 知子 1，海法 悠 1（1.大崎市民病院麻酔科，2.東北大学病院麻酔科） 

2月 23日（金）　11：00～ 11：45　ポスターブース 17　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 103（P103）　呼吸管理 7

座長：東田 かずえ（千葉大学病院）
P103-1 人工呼吸管理におけるPEEP値の違いによる閉鎖式吸引時の吸引痰量の比較

西 裕子 1，高橋 奈奈 1，木本 衣美 1，佐々木 亜希 1，伊藤 えり子 1，升田 好樹 2（1.札幌医科大学付属病院集中治療部看
護室，2.札幌医科大学医学部集中治療医学） 

P103-2 人工呼吸器離脱過程における ICU看護師による看護実践の実態調査
村田 愛美，大越 美咲（順天堂大学医学部附属浦安病院集中治療室） 

P103-3 吸引カテーテル挿入時の陰圧の有無による模擬喀痰押し込みの相違について
佐藤 英樹（東京都立多摩総合医療センター） 

P103-4 看護師が使用するチューブカフインフレーターの手動式と自動式の操作性に関する比較検討
瀧澤 紘輝，藤岡 明子（神戸市立西神戸医療センター） 

P103-5 重症ARDS患者に対し，浅い鎮静で呼吸訓練に取り組み気管切開を回避できた一症例
小菅 道代，矢澤 彩，越山 令子，佐藤 奈緒子，本間 隆子（日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院） 

P103-6 人工呼吸器ディスポーザブル回路導入への取り組み
西山 晴奈（成田赤十字病院 ICU） 

2月 23日（金）　11：00～ 11：50　ポスターブース 18　幕張メッセ国際展示場　1F　8ホール
ポスター 104（P104）　呼吸管理 8（周術期）

座長：芹田 良平（国立がん研究センター東病院集中治療科）
P104-1 腹部大動脈瘤破裂に対する鎮静下でのステントグラフト内挿術中に誤嚥性肺炎を生じた 1症例

若林 諒 1，杉山 由紀 1，清水 彩里 2，今村 浩 2，川真田 樹人 1（1.信州大学医学部麻酔蘇生学教室，2.信州大学医学部
救急集中治療医学教室） 

P104-2 喉頭痙攣後に遷延性低酸素血症を来した一例
竹中 阿結，青山 正，高倉 将司，桃原 寛典，山根 光知，中村 匡男，野々垣 幹雄（市立四日市病院麻酔科） 

P104-3 ラリンジアルマスクでの麻酔管理後に生じた陰圧性肺水腫の一例
與那覇 哲 1，谷口 正彦 1，溜渕 昌美 1，内村 修二 1，日高 康太郎 1，青山 剛士 1,2，長浜 真澄 1，矢野 武志 1，恒吉 勇男 1 
（1.宮崎大学医学部附属病院集中治療部，2.宮崎県立宮崎病院救命救急科） 

P104-4 （演題取り下げ）



（
ポ
ス
タ
ー
）

一
般
演
題

P104-5 肺切除術後の無気肺の管理に難渋した炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の一例
野木村 茜，井口 広靖，長沼 愛友，衣笠 梨絵，加藤 利奈，太田 晴子，加古 英介，徐 民恵，田村 哲也，祖父江 和哉 
（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野） 

P104-6 食道手術後の呼吸不全に気胸を合併した 2症例
江嶋 正志，中原 智史，早田 学，徳永 健太郎，成松 紀子，鷺島 克之，蒲原 英伸，山本 達郎（熊本大学医学部附属病
院集中治療部） 

P104-7 呼吸不全発症をきたす胸骨切除範囲の検討
園部 奨太 1，井上 聡己 1，立入 由佳 2，紺田 眞規子 2，位田 みつる 2，寺田 雄紀 2，惠川 淳二 1，川口 昌彦 2（1.奈良県立
医科大学附属病院集中治療部，2.奈良県立医科大学麻酔科） 
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