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【一般演題（ポスター発表）】
優秀演題（ポスター発表）

P5-6 安達 健 北里大学医学部麻酔科学 好中球リンパ球数比による敗血症予後予測の検討
P24-3 山岡 正慶 東京慈恵会医科大学小児科学講座 視床下部障害による高体温から多臓器不全を発症した小児視

神経膠腫2例
P51-5 松下 裕貴 広島市立広島市民病院麻酔科 人工心肺離脱時の重症右心不全に対して右心補助人工心臓

（RVAD）の導入が有効であった一例
P63-4 津山 博匡 弘前大学医学部附属病院薬剤部 集中治療室常駐薬剤師の薬物治療レビューが入室患者の基礎

疾患に対する薬物治療継続に及ぼす影響
P79-7 椎葉 望美 潤和会記念病院看護部 脳出血患者のFOURスコアおよびNPiと予後の関連性の検討
P87-6 新里 恵美菜 茨城県立中央病院麻酔科 ミニトラックⅡ®を介して Intrapulmonary Percussive Ventilation

（IPV）を実施した1例
P101-2 吉田 徹 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救

急センター
救急隊接触後発症non-shockable OHCAでのE-CPRの背景と
アウトカム（SOS-KANTO2012解析報告）第2報

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 1　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 1（P1）　ショック 01

座長：後藤 安宣（市立奈良病院集中治療部）
P1-1 腹腔鏡下胆嚢摘出術患者の麻酔導入時にKounis症候群が疑われた 1症例

中村 教人 1，石川 紗希 2，坂本 美岬 2，生駒 祐介 2，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） 

P1-2 膵十二指腸動脈瘤破裂により 2度の心肺停止に至るも，集学的治療にて救命しえた一例
嶋田 博樹，多田 周平，恒光 健史，平家 史博，高田 哲男，松本 優，鈴木 崇生（兵庫県立尼崎総合医療センター救急
集中治療科） 

P1-3 アナフィラキシーショックによる心停止に対して経皮的心肺補助装置を用いて管理した一例
國武 歩，興梠 聡志，大久保 重明（宮崎市郡医師会病院麻酔科） 

P1-4 バンコマイシン急速投与によるレッドマン症候群とアナフィラキシーショックは鑑別可能か：症例報告
竹川 大貴 1，斎藤 淳一 2，野口 智子 1，木下 裕貴 1，川口 純 1，紺野 真緒 1，菅沼 拓也 1，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） 

P1-5 当院における 5年間の周術期薬剤性アナフィラキシーの発生状況と治療の検討
清川 聖代，中澤 弘一，今泉 均，沖田 綾乃，齊木 巌，長倉 知輝，関根 秀介，内野 博之（東京医科大学麻酔科学分野） 

P1-6 敗血症性ショックに対する持続的血液濾過透析早期導入が循環動態に与える影響
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） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：40　ポスター会場 2　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 2（P2）　中枢神経 01

座長：松岡 宏晃（群馬大学医学部附属病院集中治療部）
P2-1 集中治療領域における，脳深部刺激術施行後のパーキンソン病患者管理に関する考察 ─敗血症性ショックの 1例─

上野 俊太郎 1，三高 千惠子 2，佐藤 大三 2，川越 いづみ 2，宗像 慎也 3，下 泰史 4，宮元 伸和 4，稲田 英一 2（1.順天堂大
学臨床研修センター，2.順天堂大学麻酔科・ペインクリニック，3.順天堂大学大腸肛門外科，4.順天堂大学脳神経
内科） 

P2-2 卵巣腫瘍切除と免疫療法により早期に回復した抗NMDA受容体脳炎の 1症例
濱田 暁，濱田 奈保，前迫 大樹，合田 慶介，清水 達彦，小川 達彦，鬼頭 英介，難波 健利（高知医療センター） 

P2-3 Guillain-Barre 症候群の治療経験
門野 紀子，日外 知行，下山 雄一郎，日下 裕介，梅垣 修（大阪医科大学集中治療部） 

P2-4 逆たこつぼ型心筋症を合併したギラン・バレー症候群の 1症例
井口 広靖，平手 博之，長沼 愛友，関谷 憲晃，小笠原 治，上村 友二，星加 麻衣子，藤掛 数馬，太田 晴子，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） 

P2-5 自律神経障害のため心停止するも，救命し得た重症Guillain-Barre症候群（GBS）の一例
山岸 惇史，水野 哲志，蜂谷 聡明，南 啓介，田中 良男，太田 圭亮，村上 健一，明星 康裕（石川県立中央病院救急科）
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3月 1日（金）　11：00～ 11：40　ポスター会場 3　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 3（P3）　中枢神経 02

座長：守谷 俊（自治医科大学附属さいたま医療センター救急科）
P3-1 多発脳梗塞を合併した Staphylococcus aureusによる敗血症性ショックの一例

奥野 善教，趙 晃済，堤 貴彦，安尾 俊祐，角田 洋平，篠塚 健，下戸 学，柚木 知之，大鶴 繁，小池 薫（京都大学医学
部附属病院初期診療・救急科） 

P3-2 心原性脳梗塞による術後覚醒遅延を起こし救命しえた 1例
和田 玲太朗 1，伊東 遼平 1，柴田 紘葉 1，横山 達郎 1，高須 昭彦 1，横山 幸房 2（1.大垣市民病院麻酔科，2.大垣市民病
院集中治療部） 

P3-3 めまいが主訴で救急搬送された解離性胸部大動脈による脳梗塞の一症例
濱川 俊朗 1，成尾 浩明 1，小川 宗一郎 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） 

P3-4 術後に脳梗塞を発症したが早期発見･治療介入により良好な神経学的転帰をたどった一例
井戸 允清 1，清水 智明 2，北 貴志 2（1.大阪警察病院臨床研修医指導センター，2.大阪警察病院麻酔科） 

P3-5 被殻出血に類似したCT所見を認めた中大脳動脈瘤破裂の一例
山本 高嗣 1，筒井 徹 2，吉田 研一 2，加藤 之紀 2，櫻谷 正明 2，河村 夏生 2，高場 章宏 2，西山 千尋 2，松本 丈雄 2（1.JA
広島総合病院臨床研修科，2.JA広島総合病院救急集中治療科） 

3月 1日（金）　11：00～ 12：00　ポスター会場 4　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 4（P4）　新生児・小児 01

座長：林 拓也（埼玉県立小児医療センター）
P4-1 Becker型筋ジストロフィー小児患者の右室二腔症患者に対し，完全静脈麻酔を施行した一例

湯浅 健人，清水 優，山下 理比路，井上 敬太，木下 真央，佐和 貞治（京都府立医科大学麻酔科学教室） 
P4-2 Vascular slingに先天性気管狭窄症を合併し呼吸管理に難渋した一例

濱田 貴子 1，菅原 陽 1，桑原 香折 1，安西 晃子 1，横山 暢幸 1，辻 匠子 1，柏木 静 1，横瀬 真志 1，高木 俊介 1，後藤 隆久 2 
（1.横浜市立大学附属病院麻酔科集中治療部，2.横浜市立大学医学部麻酔科学教室） 

P4-3 RSV細気管支炎に続発した重症ARDSに対し，長時間の腹臥位療法と経肺圧測定を行い救命できた一例
橋本 明佳 1，奥村 純平 2，青木 義紘 2，祖父江 俊樹 2，稲田 雄 2，籏智 武志 2，清水 義之 2，竹内 宗之 2（1.大阪急性期総
合医療センター麻酔科，2.大阪母子医療センター） 

P4-4 心雑音の有無が，呼吸窮迫・不全を主訴に当院PICUへ入室した心疾患症例の予後を左右するか
杉村 洋子（千葉県こども病院集中治療科） 

P4-5 当院での critical PS 3例の additional PTPVに関する検討
桜井 研三，中野 茉莉里，升森 智香子，水野 将徳，麻生 健太郎（聖マリアンナ医科大学小児科） 

P4-6 Ebstein奇形患児の両方向性Glenn手術後に左肺動脈血栓塞栓症をきたした 1症例
幸野 真樹 1，津内 由紀子 1，朝垣 萌 1，森永 將裕 1，内田 要 2，何 廣頤 1（1.神奈川県立こども医療センター麻酔科，2.神
奈川県立こども医療センター集中治療科） 

P4-7 術前の肺炎に対してVA ECMOを導入し，感染制御後に両方向性グレン手術を遂行し得た 1症例
森永 將裕 1，津内 由紀子 1，朝垣 萌 1，内田 要 2，幸野 真樹 1，何 廣頤 1（1.神奈川県立こども医療センター麻酔科，2.神
奈川県立こども医療センター集中治療科） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 5　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 5（P5）　感染・敗血症　研究 01

座長：山下 千鶴（藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
P5-1 敗血症症例の初期 IgG値と退院時転帰の関連についての検討

角 千里，梅垣 岳志，中島 友理奈，添田 岳宏，西本 浩太，博多 紗綾，右馬 猛生，中嶋 康文，萩平 哲，上林 卓彦（関
西医科大学麻酔科学講座） 

P5-2 院内MRSA感染 113症例の予後因子に関する後ろ向き検討
江藤 孝史（京都民医連中央病院麻酔科・集中治療科） 

P5-3 多施設DPCデータによる敗血症性DICにおける rhTMとAT製剤の退院時転帰に関する検討
梅垣 岳志 1，國澤 進 2，穴田 夏樹 1，安藤 亜希子 1，奥 佳菜子 1，楠 宗矩 1，正司 智洋 1，角 千里 1，上林 卓彦 1，今中 雄
一 2（1.関西医科大学麻酔科学講座，2.京都大学大学院医学研究科医療経済学分野） 

P5-4 劇症型溶血性レンサ球菌感染症モデルマウスにおける突然変異の解析
尾辻 健（産業医科大学病院集中治療部） 

P5-5 当施設 ICUにおける緑膿菌のアンチバイオグラムとローカルファクター
中島 優志 1，大地 嘉史 1，小坂 麻里子 1，三浦 慎和 2，上野 民生 2，古賀 寛教 1,2，安田 則久 1，後藤 孝治 1，北野 敬明 1 
（1.大分大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部，2.大分大学医学部附属病院感染制御部） 

P5-6 〔優秀演題（ポスター発表）〕好中球リンパ球数比による敗血症予後予測の検討
安達 健 1，新井 正康 2，鈴木 優太郎 1，阪井 茉有子 1，西澤 義之 1，大塚 智久 1，杉村 憲亮 1，黒岩 政之 1（1.北里大学医
学部麻酔科学，2.北里大学医学部附属新世紀医療開発センター集中治療医学） 



－ 153 －

一
般
演
題

（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）

（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）

一
般
演
題

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 6　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 6（P6）　感染・敗血症　研究 02

座長：高須 修（久留米大学医学部救急医学）
P6-1 コントロール不良の糖尿病患者における冠状動脈バイパス術術後の手術部位感染（SSI）の検討

籠谷 亜弥，安村 里絵，吉武 美緒，荒井 香菜，櫻井 裕教，柏木 政憲，中塚 逸央（東京都済生会中央病院） 
P6-2 術前の心理的ストレスによって術後 SIRSが惹起される

田中 具治，廣津 聡子，岩田 良佳（京都大学医学部附属病院集中治療部） 
P6-3 敗血症性ショックとテトラヒドロビオプテリンの関連 

江口 智洋，上國料 千夏，政所 祐太郎，宮本 昇太郎，寺田 晋作，古別府 裕明，二木 貴弘，安田 智嗣，垣花 泰之（鹿
児島大学大学院医歯学総合研究科救急・集中治療医学講座） 

P6-4 敗血症 /重症血流感染患者を対象とした迅速多項目PCR検査の臨床的有用性に関する非介入研究
板井 純治 1，京 道人 1，大下 慎一郎 1，大毛 宏喜 2，梶原 俊毅 2，樫山 誠也 3，田寺 加代子 3，志馬 伸朗 1（1.広島大学大
学院救急集中治療医学，2.広島大学病院感染症科，3.広島大学病院診療支援部感染症検査部門） 

P6-5 プロプラノロールは LPSで誘導されるTNF-α mRNA発現量に及ぼすエピネフリンの効果に拮抗する
杉浦 春香，藤原 祥裕，馮 国剛，藤田 義人，橋本 篤，榊原 健介，田中 久美子，奥村 将年，磯部 英男，石原 亮太（愛
知医科大学医学部麻酔科学講座） 

P6-6 当院 ICUにおける血流感染症症例の検討
亀谷 悠介 1，松本 聡 1，兼定 航 1，白源 清貴 1，弘中 秀治 1，原田 郁 2，若松 弘也 1，松本 美志也 1,2（1.山口大学医学部
附属病院集中治療部，2.山口大学医学部附属病院麻酔科・蘇生科） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 7　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 7（P7）　感染・敗血症　症例 01

座長：曽我部 拓（大阪医療センター）
P7-1 重症熱性血小板減少症候群の生存例と非生存例におけるウイルス量と抗体価の経時的変化と臨床経過

大辻 真理，藤田 基，藤井 菜緒，山本 隆裕，八木 雄史，中原 貴志，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） 

P7-2 重篤な敗血症性ショックをきたしたが早期に手術を施行できた感染性心内膜炎の一症例
井上 陽香，関野 元裕，江頭 崇，矢野 倫太郎，松本 聡治朗，東島 潮，松本 周平，原 哲也（長崎大学病院集中治療部/
麻酔科） 

P7-3 壊死性筋膜炎の加療中にダプトマイシンが原因と考えられる薬剤性肺炎を来した一例
奥 比呂志，森山 太揮，澤野 宏隆，林 靖之（大阪府済生会千里病院千里救命センター） 

P7-4 異なる基礎疾患を背景に発症した小児ニューモシスチス肺炎 2症例の検討
中山 祐子，久保 達哉，中村 美穂，余川 順一郎，山本 剛史，北野 鉄平，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） 

P7-5 穿孔性腹膜炎からの敗血症ショックに対しPMX-DHP，PDFにより適切に管理し得た症例
水野 隆芳 1，田中 智基 1，清水 淳次 1，今宿 康彦 3，藤野 和典 2，高橋 完 3，辻田 靖之 2，田畑 貴久 2，北川 裕利 3，江口 
豊 2（1.滋賀医科大学附属病院救急集中治療部，2.滋賀医科大学医学部救急集中治療学講座，3.滋賀医科大学医学部
麻酔学講座） 

P7-6 エンドトキシン値の再上昇を認めたが 2回のエンドトキシン吸着療法が有用であった敗血症性ショックの 2例
久場 良也 1，島袋 泰 1，釜野 武志 1，嘉手苅 由梨 1，高橋 有里恵 1，太田 沙也加 1，菅谷 明子 2（1.社会医療法人かりゆ
し会ハートライフ病院麻酔科，2.社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院血液浄化部） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 8　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 8（P8）　感染・敗血症　症例 02

座長：安宅 一晃（奈良県総合医療センター集中治療部）
P8-1 若年成人の敗血症性ショックの原因としてマダニ媒介感染が疑われた 1症例

中峯 奈央子 1，干野 晃嗣 1，安藤 貴士 1，雨森 英彦 2，森本 裕二 1（1.北海道大学病院麻酔科，2.砂川市立病院麻酔科） 
P8-2 TAZ/PIPCによる急性腎障害の改善指標として尿中NGALを用いることで腎代替療法を回避し得た 1例

川合 喬之，小尾口 邦彦，福井 道彦，千葉 玲哉，藤野 光洋，大手 裕之，福田 将哲，松本 悠吾（市立大津市民病院救
急診療科集中治療部） 

P8-3 溶血連鎖球菌性毒素原性症候群に敗血症性心筋症を合併し機械的循環補助を用いて救命した一例
定本 圭弘 1，岩永 航 2，那須 道高 3（1.北海道大学病院先進急性期医療センター救急科，2.奈良県総合医療センター
救命救急センター，3.浦添総合病院救急集中治療部） 

P8-4 黄色ブドウ球菌性髄膜炎により電撃性紫斑を伴い急激な経過で死亡した 1例
渡辺 隆明 1，加藤 奨一 1，椿 昌裕 1，兼信 正明 1，神代 祐至 1，中村 浩志 1，池田 直哉 1，岩崎 健一 1，近藤 司 2（1.友愛
記念病院外科，2.友愛記念病院救急科） 

P8-5 多臓器障害，横紋筋融解症の原因として toxic shock syndrome（TSS）と診断した一例
安藤 諭，自見 孝一朗，荒川 立郎，森田 恭成，村田 哲哉，近藤 貴士郎，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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P8-6 外傷後脳出血による入院中に破傷風を発症した一症例
赤木 洋介 1，稲井 舞夕子 1，岡 聖子 1，本橋 靖子 1，本郷 貴識 2，桃木 律也 3，小林 洋二 1，水川 俊一 1（1.岡山済生会総
合病院麻酔科，2.岡山済生会総合病院救急科，3.岡山済生会総合病院内科） 

3月 1日（金）　11：00～ 12：00　ポスター会場 9　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 9（P9）　感染・敗血症　症例 03

座長：遠藤 裕（新潟大学医歯学総合病院高度救命救急センター・集中治療部）
P9-1 バンコマイシンのトラフ値において極端な低値を示した一例

室岡 由紀恵 1，長谷川 義治 2，渋谷 綾子 1，竹前 彰人 1，杉峰 里美 1，松岡 宏晃 1，金本 匡史 1，戸部 賢 1，日野原 宏 1，
齋藤 繁 1（1.群馬大学医学部付属病院集中治療部，2.済生会宇都宮病院） 

P9-2 敗血症性ショックにより低血圧と急激な低酸素血症を来した肝移植後患者の一例
池垣 緑，瀬尾 英哉，瀬川 一（京都大学医学部附属病院麻酔科） 

P9-3 初期治療は奏功したが救命し得なかった Septic Pulmonar y Embolismの 1例
上野 智史 1，全田 吏栄 1，三澤 友誉 1，佐藤 ルブナ 2，反町 光太朗 2，鈴木 剛 2，大野 雄康 2，塚田 泰彦 2，小野寺 誠 1，
伊関 憲 2（1.福島県立医科大学地域救急医療支援講座，2.福島県立医科大学救急医療学講座） 

P9-4 ショック，多臓器不全を呈し，救命し得たC. per fringensによる感染性腸炎の 1症例
板橋 美貴子 1，山下 由紀 2，吉田 一成 2，太田 祥一 3（1.至誠会第二病院総合診療部，2.至誠会第二病院消化器外科，
3.親樹会恵泉クリニック） 

P9-5 重症水痘･帯状疱疹ウイルス血管症の一例
山本 晃之，太田黒 崇伸，久城 正紀，岡田 一宏，齋藤 伸行 ，八木 貴典，松本 尚（日本医科大学千葉北総病院救命救
急センター） 

P9-6 硫酸マグネシウムとミダゾラムの併用により早期離床を達成できた破傷風の一例
佐藤 裕一，竹内 龍之介，中城 晴城，三宅 悠香，塩岡 天平，芝 陽介，田中 光一，橘 直人，馬越 健介，濱見 原（愛媛
県立中央病院救急科） 

P9-7 劇症型G群溶血性連鎖球菌感染症に対して広範囲のデブリードマンを含めた集学的治療を行い救命し得た一例
田所 司，立岩 浩規，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） 

3月1日（金）　11：00～11：40　ポスター会場10　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 10（P10）　血液・凝固　症例 01

座長：巽 博臣（札幌医科大学医学部集中治療医学）
P10-1 APTT延長を見落としてはいけない ─後天性血友病の 2症例─

山嶋 誠一，谷本 圭司（市立岸和田市民病院麻酔科） 
P10-2 急性肺血栓塞栓症の発症を機に先天性プロテイン S欠損症と診断された 1症例

大高 麻衣子 1，金本 匡史 1，竹前 彰人 1，杉峰 里美 1，松岡 宏晃 1，戸部 賢 1，麻生 知寿 2，高澤 知規 2，日野原 宏 2，齋
藤 繁 2（1.群馬大学医学部附属病院集中治療部，2.群馬大学大学院医学系研究科麻酔神経学） 

P10-3 後天性血栓性血小板減少性紫斑病に対し血漿交換を行うも治療に難渋した一例
菊地 まゆ，小松 塁，山田 万里子，大城 拓也，康 美理，齋藤 倫子，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学） 

P10-4 急速に進行する四肢紫斑を契機に診断された二次性血栓性微小血管症の一例
峯岸 聖月，松田 律史，丸藤 哲，瀧 健治（札幌東徳洲会病院救急センター） 

P10-5 当院 ICUで経験したTAFRO症候群の 2症例
岩坂 翔，賣豆紀 智美，市村 研三，西原 正章，長尾 吉泰，生野 雄二，賀来 典之，牧 盾，徳田 賢太郎，赤星 朋比古（九
州大学病院救命救急センター） 

3月 1日（金）　11：00～ 12：00　ポスター会場 11　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 11（P11）　患者管理 01

座長：西 憲一郎（大阪赤十字病院麻酔科・集中治療部）
P11-1 当院 ICU の病床利用状況 ─予定手術後入室が夜勤帯の満床稼働に与える影響─

安氏 正和，田原 直樹，世良 昭彦（広島市立安佐市民病院麻酔集中治療科） 
P11-2 平成 28年度版特定集中治療室用重症度改訂による循環器系患者の入室減少は虚血性心疾患に多かった

秋本 剛秀，森本 恵理子，青木 善孝，成田 知大，野々木 宏（静岡県立総合病院） 
P11-3 外科系集中治療室退室後に再び集中治療を要した患者の検討

礒見 彩花，加藤 貴大，讃岐 美智義，濱田 宏，河本 昌志（広島大学病院麻酔科） 
P11-4 ICU患者の再入室に関する危険因子の検討

三木 健生 1，青山 文 2，矢田部 智昭 2，畠山 豊 3，奥原 義保 3，横山 正尚 2（1.高知大学医学部附属病院医療人育成支援
センター，2.高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座，3.高知大学医学部附属医学情報センター） 

P11-5 抜管の判断に関する，SAT・SBTプロトコルの個別項目についての検討
安本 寛章，下新原 直子，荒井 俊之（京都市立病院麻酔科・集中治療科） 

P11-6 ICU退室後 3日以内の再入室症例の検討
沖田 綾乃，今泉 均，齊木 巌，清川 聖代，福井 秀公，荻原 幸彦，長倉 知輝，関根 秀介，内野 博之（東京医科大学麻
酔科学分野） 
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P11-7 当院における ICUの利用状況
武藤 昌幸 1，小松 孝美 2，鈴木 聡 2（1.NTT東日本関東病院，2.NTT東日本関東病院集中治療部） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：40　ポスター会場 12　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 12（P12）　外傷・熱傷 01

座長：梶田 裕加（愛知医科大学病院救命救急科）
P12-1 上腕骨頚部骨折を契機に出血性ショックから心停止に至った多発外傷の一例

小野 貴広，関谷 芳明，山田 均，荒木 祐一，松宮 直樹（総合病院土浦協同病院救急集中治療科） 
P12-2 外傷性脾損傷の血管内治療後に再出血を起こし，外科的治療を要した一例

飯尾 純一郎，中山 雄二郎，杉山 眞一，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） 
P12-3 同一姿勢による冷水被曝が原因と考えられた横紋筋融解症の 1症例

田嶋 実，笹田 将吾，永島 健太，彌久末 智子（市立三次中央病院麻酔科・集中治療室） 
P12-4 外傷による気管支損傷後の肉芽腫性狭窄にて遅発的に無気肺をきたした 1例

野村 泰充 1，正田 光希 1，井上 剛 1，山仲 貴之 2，坂本 悠巨 2，吉田 真教 1，岡本 倫明 1，植田 史朗 1，關 匡彦 1，松山 武 1 
（1.奈良県総合医療センター救命救急センター，2.奈良県総合医療センター麻酔科） 

P12-5 交通外傷による骨盤骨折手術に際し転院後 25kgの減量を行った一例
井関 将彦，三住 拓誉，巻野 将平，長江 正晴，江木 盛時，溝渕 知司（神戸大学医学附属病院麻酔科/集中治療部） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 13　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 13（P13）　呼吸　症例 01

座長：柴田 純平（藤田医科大学麻酔・侵襲制御医学講座）
P13-1 気管チューブからパイロットバルーンが脱落したが，カフ漏れが無く，抜管の判断に苦慮した 1症例

渕辺 誠 1，新城 治 2，小渡 有一郎 1，差波 ゆい子 1，小池 奈央 1，新里 譲 2（1.沖縄赤十字病院麻酔科，2.沖縄赤十字病
院循環器内科） 

P13-2 扁桃周囲膿瘍で窒息した患者に気管への緊急外科的気道確保を実施した 1例
上松 敬吾，藤谷 太郎，矢野 雅起，首藤 聡子，高石 和，入澤 友美，原田 佳実，越智 貴紀，寺尾 欣也，高柳 友貴（愛
媛県立中央病院麻酔科） 

P13-3 術中の気管切開術と複数回の気道異物摘出術を必要とした小児の 1症例
井上 雅史，平手 博之，大矢 真，藤掛 数馬，仙頭 佳起，太田 晴子，加古 英介，徐 民恵，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） 

P13-4 （取り下げ）

P13-5 ICUでの気管挿管における有害事象の検討
林 文昭，山岡 正和，南 絵里子，中村 仁，西村 健吾，小橋 真司，倉迫 敏明（姫路赤十字病院麻酔科） 

P13-6 縦隔腫瘍による気管分岐部の気道狭窄に対しDouble Lumen Endotracheal Tubeで人工呼吸管理を行った 1症例
久保田 諒，藤村 直幸，吉野 淳，漢那 朝雄，財津 昭憲（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：40　ポスター会場 14　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 14（P14）　呼吸　症例 02

座長：藤村 直幸（聖マリア病院麻酔科）
P14-1 成人における Larr y孔ヘルニアが 2型呼吸不全を呈した一症例

多田 周平，平家 史博，嶋田 博樹，甲田 一馬，恒光 健史，高田 哲男，松本 優，鈴木 崇生（兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター救急集中治療科） 

P14-2 肺切除術後の後天性気管支食道瘻に重症呼吸促迫症候群を合併した 1症例
寺田 晋作 1，岩永 千尋 1，山下 翔太 1，白石 一光 1，中 弁護 1，宮本 昇太郎 1，安田 智嗣 1，垣花 泰之 1，徳永 拓也 2，佐
藤 雅美 2（1.鹿児島大学病院救急集中治療部，2.鹿児島大学病院呼吸器外科） 

P14-3 肺尖部肺癌術後に横隔神経麻痺，反回神経麻痺を起こした 1症例
南立 秀幸 1，濱田 泰輔 2，河本 夕布子 2，山本 和一 2，中田 行洋 2，西原 佑 2，藤井 園子 2，池宗 啓蔵 1，土手 健太郎 1，
萬家 俊博 2（1.愛媛大学医学部附属病院集中治療部，2.愛媛大学医学系研究科麻酔・周術期学教室） 

P14-4 閉塞性肺炎をきたし摘出に難渋した気管支内義歯異物の一例
増田 祐 1，中田 一弥 2，切田 学 2（1.加古川中央市民病院初期研修医，2.加古川中央市民病院救急科） 

P14-5 胸水ドレナージ後，再膨脹性肺水腫，ショックを来たした一例
佐藤 晃，有永 康一，日野 東洋，金本 亮，田中 啓之（久留米大学病院外科系集中治療部） 

3月 1日（金）　11：00～ 12：00　ポスター会場 15　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 15（P15）　呼吸　症例 03

座長：菅原 陽（横浜市立大学附属病院集中治療部）
P15-1 重症筋無力症による嚥下困難が人工呼吸器離脱困難の要因と考えられた一例

鑓水 健也 1，吉岡 成知 2（1.日本海総合病院麻酔科，2.日本海総合病院救急科） 
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P15-2 胸腺腫摘出術後に急性劇症型重症筋無力症となり集中治療を要した症例
中村 緑，石井 久成（天理よろづ相談所病院麻酔科） 

P15-3 インフルエンザ罹患を契機に突然の呼吸不全で発症した重症筋無力症の一症例
角 千恵子，油利 俊輔，呉 裕樹，福本 剛之，藤重 有紀，中村 真之，中村 久美子，岡 英男，田村 尚（山口県立総合医
療センター麻酔科） 

P15-4 詳細な気道評価が気管挿管に有用であったKlippel-Feil症候群の 1例
谷口 寛子，津田 勝哉，西尾 由美子，大下 健輔，平木 照之（久留米大学医学部麻酔学講座） 

P15-5 肺がん術後に気管支断端瘻から急性膿胸となり気道管理に難渋した一例
大橋 祥文，本田 絢子，桐山 圭司，佐藤 正典，甲原 志緒里，松永 寛紀，二宮 万理恵，香河 清和，高田 幸治（市立豊
中病院麻酔科） 

P15-6 βラクタム系抗菌薬による交差反応が原因と考えられた薬剤性肺障害の一例
長谷川 佑介 1，山田 尚弘 2，辻本 雄太 2（1.山形県立中央病院麻酔科，2.山形県立中央病院救急科） 

P15-7 血液ガス測定時に偽性低酸素血症を認めた慢性骨髄性白血病の 1例
中村 直久 1，小野寺 悠 2，秋元 亮 1，中根 正樹 2，川前 金幸 1（1.山形大学医学部附属病院麻酔科，2.山形大学医学部
附属病院高度集中治療センター） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 16　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 16（P16）　循環　症例 01

座長：清水 一好（岡山大学病院麻酔科蘇生科）
P16-1 肺保護戦略による重傷ARDS治療中，合併した急性肺性心に対して迅速な右室保護戦略が奏功した 1例

朝蔭 あゆ，米澤 直樹，甲斐 貴之，藤 雅文，永田 功，山田 広之，高橋 哲也，武居 哲洋（横浜市立みなと赤十字病院
救命救急センター） 

P16-2 弁周囲逆流の診断に集中治療室入室後の経食道心エコーが有用であった 1症例
緑川 陽子 1，橋場 英二 2，天内 絵里香 2，高橋 枝み 1，丹羽 英智 2，廣田 和美 3（1.弘前大学医学部附属病院麻酔科，2.弘
前大学医学部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） 

P16-3 心不全加療に難渋した誘発型閉塞性肥大型心筋症の 1症例
江藤 和子，佐々木 基起，久貝 忠大，伊東 壮平，本間 丈博，野原 正一郎，大塚 麻樹，堀 賢介，福本 義弘（久留米大
学医学部心臓・血管内科） 

P16-4 重度肺高血圧に伴う肺出血において肺血管拡張薬が肺出血を助長し治療に難渋した一症例
倉敷 達之 1，舩木 一美 2，北川 良憲 2，藤井 由衣 1，門永 萌 1，南 ゆかり 3，稲垣 喜三 4（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麻酔科，3.鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部，4.鳥取大学医学部器官制御
外科学講座麻酔・集中治療医学分野） 

P16-5 急性心筋梗塞による難治性心室性不整脈に対し心房ペーシングが有効であった一例
山元 美季，本間 丈博，佐々木 基起，野原 正一郎，西田 憲史，大塚 麻樹，西原 通秀，福本 義弘（久留米大学病院心臓・
血管内科） 

P16-6 難治性心室細動で救急搬送され死亡したWPW症候群の一例
西山 千尋，松本 丈雄，筒井 徹，高場 章宏，河村 夏生，櫻谷 正明，加藤 之紀，吉田 研一（JA廣島総合病院救急集中
治療科） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 17　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 17（P17）　循環　症例 02

座長：原口 剛（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院集中治療部）
P17-1 アミオダロンとデクスメデトミジンの併用で心停止を生じたと推測した 1症例：第 2報

天野 靖大 1，井上 茂 1，阿部 寛和 1，平井 昴宏 1，足立 裕史 1，佐藤 會士 2，林 智子 1，前田 翔 1，竹市 広 1，西脇 公俊 1 
（1.名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部，2.愛知学院大学歯学部麻酔科） 

P17-2 経カテーテル的大動脈弁置換術施行中，弁輪損傷による ST変化がみられた一例
吉武 美緒，安村 里絵，籠谷 亜弥，岡本 泰治，川副 明生，櫻井 裕教，柏木 政憲，中塚 逸央（東京都済生会中央病院） 

P17-3 心不全患者におけるトルバプタンと SGLT2阻害剤の併用の有効性と安全性についての検討
高木 篤俊（越谷市立病院循環器科） 

P17-4 CRT-D装着患者に対する胃全摘術の周術期管理に難渋した 1例
小澤 菜月，安田 篤史，柿沼 玲史，華山 悟，張 京浩，澤村 成史（帝京大学医学部附属病院麻酔科） 

P17-5 心原性ショックを伴う心筋梗塞症例に対して体外式膜型人工肺管理中に右房圧上昇を認め治療に難渋した一例
北原 慧，片岡 有，真玉 英生，浅海 泰栄，田原 良雄，野口 輝夫，安田 聡（国立循環器病研究センター心臓血管内科） 

P17-6 生体弁を用いた弁置換術後に弁及び心内に多量の血栓を生じた一例
金澤 祐太，江連 雅彦，長谷川 豊，山田 靖之，星野 丈二，岡田 修一，森下 寛之，加我 徹（群馬県立心臓血管センター
心臓血管外科） 
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3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 18　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 18（P18）　循環　症例 03

座長：中川 晋（東京都済生会中央病院循環器内科）
P18-1 交感神経の関与が疑われる心疾患に対して星状神経節ブロックを施行した 2症例

秋山 絢子，長島 佳代，米川 裕子，羽深 鎌一郎（東京都立広尾病院） 
P18-2 全身麻酔導入後にアナフィラキシーショックを呈した肺動脈性肺高血圧症の一例

佐々木 友美 1，尾頭 希代子 1，正司 真 2，古泉 友丈 3，青木 武士 3，村上 雅彦 3，宮下 亮一 1，森 麻衣子 1，小谷 透 1，大
嶽 浩司 1（1.昭和大学医学部麻酔科学講座，2.昭和大学医学部循環器内科，3.昭和大学医学部消化器一般外科） 

P18-3 一時的下大静脈フィルターを抜去した当日に肺血栓塞栓症を起こした一例
中島 淳太郎，榊原 健介，奥村 将年，橋本 篤，下村 毅，藤田 義人，藤原 祥裕（愛知医科大学病院麻酔科） 

P18-4 下行大動脈瘤切迫破裂を契機に発見された未分化多形肉腫の 1例
平田 陽祐 1，藤村 高史 1，有馬 一 1，末永 啓人 1,2，山崎 武則 2（1.愛知県厚生農業共同組合連合会海南病院麻酔科集中
治療センター，2.愛知県厚生農業共同組合連合会海南病院心臓血管外科） 

P18-5 胸痛後の心室細動に下行大動脈解離を合併していた 1例
福壽 亮仁，二瓶 俊一，樋渡 智香子，清水 智子，遠藤 武尊，内田 貴之，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） 

P18-6 当院における心損傷修復術の周術期管理の検討
小宮 良輔，小林 大祐，越田 嘉尚，玉井 亨，名倉 真紀子，上田 哲之，臼田 和生（富山県立中央病院） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 19　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 19（P19）　消化管・肝・腎 01

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）
P19-1 ナルデメジン投与により良好な排便コントロールが得られた術後オピオイド誘発性便秘症の 1例

越智 香織，井上 一由，熊代 美香，鈴木 雅美，高橋 裕明，大岩 雅彦，大西 淳司，谷津 祐市，平崎 盟人（香川県立中
央病院麻酔科） 

P19-2 重症膵炎急性期治療中，早期に仮性動脈瘤破裂をきたした 1例
高橋 嶺央，園生 智弘，島田 敦，本木 麻衣子，中村 仁美，奈良場 啓，神田 直樹，高橋 雄治，橋本 英樹，中村 謙介（日
立総合病院救命救急センター救急集中治療科） 

P19-3 血管塞栓術が奏功した下腸間膜動静脈瘻・静脈瘤破裂による下部消化管出血の一例
彦根 麻由，宮崎 紀樹，桑原 佑典，田邉 真樹，清水 洋，中村 一葉，小林 未央子，石田 琢人，濱邉 祐一（東京都立墨
東病院高度救命救急センター） 

P19-4 肝臓区域切除術後に多臓器不全をきたし死亡した術前に診断されていなかった鎌状赤血球症の一例
井上 哲，川口 洋佑，税田 紘輔，劉 丹，塩路 直弘，松三 絢弥，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） 

P19-5 エクリズマブに治療抵抗性を示した，痙攣重積が初発症状であった非典型溶血性尿毒症症候群の 1症例
磯部 英男，奥村 将年，榊原 健介，橋本 篤，下村 毅，藤田 義人，畠山 登，藤原 祥裕（愛知医科大学麻酔科学講座） 

P19-6 腹膜透析への移行と呼吸管理に難渋し，長期間の持続血液濾過透析を要した常染色体劣性多発性嚢胞腎の一例
東 加奈子 1，李 守永 1，武市 実奈 2，野口 雄史 3，鯉川 弥須宏 4，郭 義胤 2，水野 圭一郎 5（1.福岡市立こども病院集中
治療科，2.福岡市立こども病院腎疾患科，3.福岡市立こども病院新生児科，4.福岡市立こども病院泌尿器科，5.福
岡市立こども病院手術・集中治療センター） 

3月 1日（金）　11：00～ 11：50　ポスター会場 20　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 20（P20）　消化管・肝・腎 02

座長：柏浦 正広（自治医科大学附属さいたま医療センター救急科）
P20-1 生体腎移植術直後に急性冠症候群を合併した 1例

宗像 寿祥，林 智子，井上 茂，天野 靖大，前田 翔，竹田 道宏，横山 祐太郎，竹市 広，田村 高廣，足立 裕史（名古屋
大学医学部附属病院外科系集中治療部） 

P20-2 水中毒 4症例の検討
田畑 輝海，松園 幸雅（荒尾市民病院救急科） 

P20-3 ヒドロキシエチルデンプン製剤が術後の腎機能に与える影響は，術中の出血量によって異なる。
豊永 庸佑，平森 朋子，齊川 仁子，久米 克介（北九州市立医療センター麻酔科） 

P20-4 急性腎傷害に対するトルバプタンの腎機能および電解質に対する影響の検討 ～ Japan AKI Databaseより～
工藤 倫之 1，橋場 英二 2，藤井 智子 3，丹羽 英智 1，廣田 和美 1（1.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座，2.弘前
大学医学部附属病院集中治療部，3.京都大学大学院医学研究科疫学予防医療学分野） 

P20-5 持続的腎代替療法を要した小児横紋筋融解症の 3例
和田 宗一郎，田村 卓也，及川 純子，大谷 杏奈，齋 秀二，小杉山 清隆，長谷山 圭司，岩田 正道，南雲 淳（手稲渓仁
会病院小児科） 

P20-6 敗血症性急性腎傷害に対する急性血液浄化療法後の透析離脱困難を予測する因子の解析
島 惇 1，方山 真朱 1，藤内 研 1，後藤 祐也 2，鯉沼 俊貴 1，小山 寛介 1，布宮 伸 1（1.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，2.札幌医科大学集中治療医学） 
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3月 1日（金）　14：00～ 14：40　ポスター会場 1　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 21（P21）　ショック 02

座長：中川 隆（常滑市民病院救急医療センター）
P21-1 心肺停止に至った非閉塞性腸間膜虚血に対して ICU ベッドサイドで壊死腸管切除術を施行し救命し得た一例

勝又 祥文，立岩 浩規，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） 
P21-2 重症熱中症にストレス誘発性心筋症を合併した一例

岡田 まゆみ，稲村 憲一，濱野 雄一朗，竹重 加奈子，嘉嶋 勇一郎，望月 勝徳，新田 憲市，今村 浩（信州大学医学部
附属病院高度救命救急センター） 

P21-3 帝王切開術後の肺血栓塞栓症に対し経皮的心肺補助導入と血栓溶解療法により救命し得た 1例
大和田 玄，岡野 弘，木村 康宏，吉田 輔，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） 

P21-4 SDA向精神薬の影響によるドパミン抵抗性ショックの一例
南 啓介，明星 康裕，村上 健一，太田 圭亮，田中 良男，蜂谷 聡明，水野 哲志，山岸 惇史（石川県立中央病院救命救
急センター） 

P21-5 高山病が疑われたが褐色細胞腫クリーゼと診断した 1例
波多野 智哉，若杉 雅浩，奥寺 敬（富山大学附属病院災害・救命センター） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 2　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 22（P22）　中枢神経 03

座長：山村 仁（大阪府立中河内救命救急センター）
P22-1 脳外科手術後患者における血清ナトリウム値と予後の検討

池田 佳恵，戸田 雄一郎，羽間 恵太，中塚 秀輝（川崎医科大学附属病院麻酔・集中治療科） 
P22-2 開頭術後患者の ICUにおける高乳酸血症に影響する因子の検討

齋田 昌史，岡部 悠吾，浅賀 健彦，菅原 友道，別宮 小由理，末澤 志乃，中野 安耶子，山鳥 佑輔，納田 早規子，白神 
豪太郎（香川大学医学部附属病院麻酔・ペインクリニック科） 

P22-3 特徴的な神経学的所見からWernicke-Korsakof f症候群と診断した 1例
武藤 憲哉 1，佐藤 ルブナ 2，全田 吏栄 2，三澤 友誉 2，反町 光太朗 2，小野寺 誠 2，伊関 憲 2（1.福島県立医科大学附属
病院医療人育成・支援センター，2.福島県立医科大学附属病院高度救命救急センター） 

P22-4 Marchiafava-Bignami diseaseにリフィーディング症候群を合併した 1例
多田 周平，荒木 武弥，佐藤 武揚，久志本 成樹（東北大学病院高度救命救急センター） 

P22-5 頚髄損傷後延髄レベルまで麻痺が上行し，体温調節機能の破綻を呈した一例
稲田 梓 1，江藤 敏 2，稲田 大悟 3，花岡 勅行 2，藤芳 直彦 2，宮原 将也 2，稲葉 晋 1（1.千葉県救急医療センター麻酔科，
2.千葉県救急医療センター集中治療科，3.千葉県救急医療センター整形外科） 

P22-6 僧帽弁置換術後に脳波が徐波化し，その後脳出血を認めた 1症例
三原 慶介，岩下 耕平，重松 研二，山浦 健（福岡大学病院麻酔科） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 3　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 23（P23）　中枢神経 04

座長：中尾 慎一（近畿大学医学部麻酔科学教室）
P23-1 僧房弁形成術後に脳脂肪塞栓をきたした 1例

岡野 弘 1,2，大和田 玄 1，木村 康宏 1，吉田 輔 1，七尾 大観 1，藤本 潤一 1，西澤 英雄 1（1.横浜労災病院中央集中治療部，
2.杏林大学医学部麻酔科学教室） 

P23-2 重度の意識障害を呈し，集中治療管理を要したRCVSの 1例
池田 貴夫，大漉 祐己，新垣 大智，藤井 健一郎，篠原 潤，神宮司 成弘，植西 憲達，岩田 充永（藤田医科大学病院救
急総合内科） 

P23-3 呼吸停止で来院した，出血発症頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の 1症例
梁井 香那子 1，石丸 直樹 1，松田 潔 1，菊池 広子 1，大嶽 康介 1，渡邊 顕弘 1，城戸 教裕 1，鈴木 雅規 2（1.日本医科大学
武蔵小杉病院救命救急科，2.日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科） 

P23-4 頭部MRI画像が経時的に変化した熱中症に伴う遷延性意識障害の 1症例
戸上 由貴 1，廣瀬 智也 1，大井 和哉 1，横野 良典 1，野間 貴之 1，小川 新史 1，山田 知輝 1，中江 晴彦 1，島崎 淳也 2，水
島 靖明 1（1.大阪警察病院ER・救命救急科，2.大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

P23-5 胸腹部大動脈術中に脳局所血酸素飽和度（rSO2）の変化を認め，術後脳梗塞を発症した 2症例
田口 真奈，桑田 繁宗，小濱 華子，井手 岳，大橋 直紹，堀 直人，竹田 健太，西 信一（兵庫医科大学病院集中治療医
学科） 

P23-6 先天性の髄液漏に対し閉鎖術施行後に急性水頭症を来した一例
長島 秀明（慶應義塾大学病院脳神経外科） 
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3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 4　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 24（P24）　新生児・小児 02

座長：谷 昌憲（埼玉県立小児医療センター集中治療科）
P24-1 乳児劇症肝炎に対する脳死肝移植の 1自験例

柳沼 和史 1，渡部 真裕 1，齋藤 康 1，後藤 悠大 2，清水 裕史 2，陶山 和秀 1，田中 秀明 2，細矢 光亮 1（1.福島県立医科大
学小児科学講座，2.福島県立医科大学附属病院小児外科） 

P24-2 小児生体肝移植術直後に気管支攣縮をきたし，大量ステロイドが著効した一症例
深川 博志，白木 敦子，溝田 敏幸，瀬川 一（京都大学医学部附属病院麻酔科） 

P24-3 〔優秀演題（ポスター発表）〕視床下部障害による高体温から多臓器不全を発症した小児視神経膠腫 2例
山岡 正慶 1，村木 國夫 1，本多 隆也 1，花田 琴絵 1，横井 健太郎 1，秋山 政晴 1，野中 雄一郎 2，柳澤 隆昭 2，井田 博幸 1 
（1.東京慈恵会医科大学小児科学講座，2.東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座） 

P24-4 幼児の神経芽腫に合併した可逆性脳血管攣縮症候群の 1症例
土岐 崇幸，干野 晃嗣，武田 圭史，西川 直樹，斉藤 仁志，森本 裕二（北海道大学病院麻酔科） 

P24-5 急性リンパ性白血病の寛解導入療法中にBacillus Cereusによる敗血症で喉頭狭窄を呈した女児例
村木 國夫，山岡 正慶，花田 琴絵，本多 隆也，秋山 政晴，井田 博幸（東京慈恵会医科大学小児科学講座） 

P24-6 高血圧を合併した腹部腫瘍の血圧管理にα 2受容体作動薬が有用であった乳児の一例
菊地 千歌 1，小泉 沢 2，川名 信 1,2（1.宮城県立子ども病院麻酔科，2.宮城県立子ども病院集中治療科） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 5　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 25（P25）　感染・敗血症　症例 04

座長：小松 孝行（順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科）
P25-1 中心静脈カテーテル抜去がためらわれ感染が遷延したカンジダ血症の 1症例

足立 雄基 1，梅田 康太郎 1，矢部 成基 2，仲宗根 正人 1，森山 直樹 3，南 ゆかり 3，稲垣 善三 4（1.鳥取大学医学部附属
病院麻酔科，2.鳥取県立中央病院麻酔科，3.鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部，4.鳥取大学医学部麻酔・集
中治療医学分野） 

P25-2 ステロイドパルス療法が有効であったA （H1N1）pdm09による重症インフルエンザ肺炎の一救命例
山田 尚弘 1，辻本 雄太 1，長谷川 佑介 2，瀬尾 伸夫 1，森野 一真 1（1.山形県立中央病院救急科，2.山形県立中央病院
麻酔科） 

P25-3 E.coliによる感染性心内膜炎に脳幹，両側視床梗塞を合併した僧帽弁形成術後の 1例
清水 洋 1，本郷 貴識 2，田邉 真樹 1，中村 一葉 1，宮崎 紀樹 1，小林 未央子 1，石田 琢人 1，田邉 孝大 1，杉山 和宏 1，濱
邊 祐一 1（1.東京都立墨東病院救命救急センター，2.岡山済生会総合病院救急科） 

P25-4 Aerococcus viridansを起因菌とする urosepsisの一例
河野 圭史，福島 臣啓，余頃 瑞希，赤澤 杏奈，角谷 隆史，石川 友規，三枝 秀幸，石井 瑞恵，實金 健，奥 格（岡山赤
十字病院麻酔科） 

P25-5 腹膜炎由来の敗血症性ショックに対するエンドトキシン吸着療法の効果：過去 8症例の検討
森下 淳，山木 良一，山本 由美子，田山 準子，熊野 穂高（市立東大阪医療センター麻酔科・集中治療部） 

P25-6 PICCによる合併症として広範囲の化膿性血栓性静脈炎をきたした一例
冨澤 聡史 1，鈴木 崇之 1，前田 慎太郎 1，新井 周華 1，新村 兼康 1，鈴木 利直 2（1.さいたま赤十字病院外科，2.君津中
央病院救急・集中治療科） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 6　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 26（P26）　感染・敗血症　症例 05

座長：桑名 司（日本大学医学部救急医学）
P26-1 アゾール系抗真菌薬に治療抵抗性を示したCandida albicans感染症の一例

鴻池 利枝，吉田 輔，岡野 弘，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） 
P26-2 治療に難渋した侵襲性クレブシエラ感染症の 1例

矢口 慎也，伊藤 勝博（弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター） 
P26-3 健常人に発症した電撃性紫斑病を伴うBrevundimonas diminuta感染症の一例

内藤 惠介 1，杉田 篤紀 1,2，野村 悠里 1,2，馬渡 貴之 1,2，水落 美紀 1,2，千葉 宣孝 1,2，斎藤 豪 1,2，櫻井 淳 1,2，木下 浩作 2 
（1.日本大学病院救急科，2.日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野） 

P26-4 カルシトニン産生腫瘍に発症した敗血症に対してプロカルシトニン測定が有用と考えられた 1例
北野 鉄平，余川 順一郎，西川 昌志，中山 祐子，佐野 宏樹，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） 

P26-5 血液培養，気管支肺胞洗浄液培養検査でEnteroccocus faeciumを検出した肺炎の 1例
村井 優之，谷川 広紀，徳永 健太郎，江嶋 正志，菊池 忠，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） 

P26-6 Septic pulmonar y embolismの 1例
堺 正仁（巨樹の会新武雄病院総合救急科） 
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3月 1日（金）　14：00～ 15：00　ポスター会場 7　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 27（P27）　感染・敗血症　症例 06

座長：小谷 祐樹（医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科）
P27-1 劇症型溶連菌感染症 5例の検討

箕輪 啓太，八幡 宥徳，松室 祐実，榎原 巨樹，藤本 善大，香村 安健，堀口 真仁，安 炳文，竹上 徹郎，的場 裕恵（京
都第一赤十字病院救急部） 

P27-2 誤嚥後抗生剤を投与しなかったが，肺炎を発症せずに経過した一例
米花 伸彦，宮庄 浩司，桑原 正樹，正保 稔史，池上 良一，石橋 直樹，大熊 隆明，柏谷 信博（福山市民病院救急科） 

P27-3 劇症分娩型溶連菌感染症の 1症例
関井 肇，加藤 理紗，浅子 英，三島 健太郎，水野 慶子，小松 孝行，坂本 壮，高見 浩樹，野村 智久，杉田 学（順天堂
大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科） 

P27-4 成人インフルエンザ脳症の一剖検例
平泉 志保 1,2，越後 整 1，塩見 直人 1，牧門 哲哉 1，日野 篤信 1，九住 龍介 1，一杉 正仁 2（1.済生会滋賀県病院救命救急
センター救急集中治療科，2.滋賀医科大学社会医学講座法医学教室） 

P27-5 フルニエ壊疽に対して広範なデブリドマンと集学的治療により救命し得た高度肥満の 1症例
芝原 司馬，小坂 眞司，菊地 まゆ，大城 拓也，齊藤 眞樹子，角田 美保子，康 美理，齋藤 倫子，矢口 有乃（東京女子
医科大学救急医学） 

P27-6 Capnocytophaga canimorsus感染症により四肢コンパートメント症候群を発症し急速な転帰を辿った 1症例
尾上 梨郁，井桁 龍平，福田 俊輔，遠藤 拓郎，岡本 賢太郎，藤井 修一，森澤 健一郎，下澤 信彦，藤谷 茂樹，平 泰彦
（聖マリアンナ医科大学救急医学） 

P27-7 心臓血管外科周術期の Serratia marcescens菌血症に対してメロペネム持続投与が有効であった 1症例
神納 幸治，藤原 直樹，加藤 匡人，差波 新，渕上 泰，赤繁 徹，西岡 雅彦，成田 雅（沖縄県立南部医療センター・こ
ども医療センター） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：35　ポスター会場 8　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 28（P28）　蘇生 01

座長：趙 晃済（京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学分野）
P28-1 大量輸血に伴い高K血症及びTRALI，後天性血友病が併発した多発外傷の一救命例

内田 麻矢子 1，垣内 大樹 1，中間 楽平 1，鯨井 大 1，加茂 徹朗 2,3，阿野 正樹 2，伊澤 祥光 1，加瀬 建一 1（1.済生会宇都
宮病院救急科，2.済生会宇都宮病院集中治療科，3.済生会宇都宮病院呼吸器内科） 

P28-2 体外循環式心肺蘇生中の下大静脈損傷による大量出血を保存的に止血し得た 1症例
平本 芳行 1,2，関谷 芳明 2，山田 均 2，荒木 祐一 2，真鍋 晋 3，松宮 直樹 2（1.水戸医療センター麻酔科，2.土浦協同病院
救急科，3.土浦協同病院心臓血管外科） 

P28-3 手術待機中VfとなりPCPS下の緊急冠動脈大動脈バイパス手術で救命できたACSの 1例
平野 智也，市原 利彦，中島 義仁，横山 俊樹，川瀬 正樹（公立陶生病院救命救急センター） 

P28-4 心肺蘇生術で生じた臓器損傷により緊急血管造影検査を行った高齢女性の 2症例
眞崎 暢之 1，難波 貴之 2，樽岡 輝 2，松尾 勇気 2，雪野 碧 2，橋本 賢一 1，高瀬 凡平 1，足立 健 2（1.防衛医大病院集中治
療部，2.防衛医大病院循環器内科） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：40　ポスター会場 9　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 29（P29）　血液・凝固　症例 02

座長：加藤 崇央（埼玉医科大学総合医療センター麻酔科）
P29-1 発症早期に出血性脳梗塞と横行結腸梗塞を呈した結節性多発動脈炎の一例

溝田 敏幸，甲斐 慎一，瀬川 一（京都大学医学部附属病院麻酔科） 
P29-2 頭部外傷児の集中治療管理中に血小板減少の原因検索に苦慮した 1例

木下 裕貴 1，丹羽 英智 1，工藤 倫之 1，橋場 英二 2，廣田 和美 1（1.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座，2.弘前
大学医学部附属病院集中治療部） 

P29-3 異なる臨床経過を呈した上腸間膜静脈血栓症の 2例
西濱 雅充（済生会横浜市南部病院麻酔科） 

P29-4 ニボルマブ使用後にウイルス感染による内因系凝固の異常な活性の経過をたどったと考えられる 1症例
水野 隆芳 1，橋本 賢吾 2，加藤 文崇 2，宮武 秀光 1，寺村 和也 4，田畑 貴久 2，高橋 完 3，辻田 靖之 1，北川 裕利 3，江口 
豊 2（1.滋賀医科大学附属病院救急集中治療部，2.滋賀医科大学医学部救急集中治療学講座，3.滋賀医科大学医学部
麻酔学講座，4.滋賀医科大学医学部皮膚科学講座） 

P29-5 後天性血友病A寛解後の冠動脈バイパス術に対しトロンボエラストメトリーを用いて周術期管理を行った 1症例
佐藤 正顕 1，遠藤 暢人 1，幡生 洋介 1，徳永 元秀 1，配島 功成 2，工藤 樹彦 2（1.国立病院機構埼玉病院麻酔科，2.国立
病院機構埼玉病院心臓血管外科） 



－ 161 －

一
般
演
題

（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）

（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）

一
般
演
題

3月 1日（金）　14：00～ 14：40　ポスター会場 10　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 30（P30）　血液・凝固　症例 03

座長：佐々木 庸郎（公立昭和病院救命救急センター）
P30-1 劇症型A群レンサ球菌感染症「分娩型」に血栓性微小血管症を合併した一例

山根 光知，青山 正，竹中 阿結，桃原 寛典，野々垣 幹雄（市立四日市病院麻酔科） 
P30-2 IgA欠損症患者の胸部大動脈手術時における周術期輸血経験

五十嵐 友美 1，小林 巌 2，橋詰 勇祐 2，児玉 萌 2，棚橋 振一郎 3，大友 元 4，飛世 史則 2，四十物 摩呼 1，住田 臣造 2，山
蔭 道明 5（1.旭川赤十字病院麻酔科，2.旭川赤十字病院救急科，3.北見赤十字病院麻酔科，4.広域紋別病院総合診療
科，5.札幌医科大学麻酔科学講座） 

P30-3 ニコランジル内服によるメトヘモグロビン血症を呈したと考えられる一症例
友成 毅 1，中井 俊宏 1，鈴木 あさ美 2，吉澤 佐也 2，三浦 政直 1（1.医療法人豊田会刈谷豊田総合病院救急集中治療部，
2.医療法人豊田会刈谷豊田総合病院麻酔科） 

P30-4 重症肺炎を契機に発症した寒冷凝集素症に持続血漿濾過透析が奏功した 1症例
森田 まゆみ 1，栗田 康寿 1，古賀 貴博 1，東 慶之介 1，油尾 亨 1，井上 勝 1，三輪 健二 1，杉盛 千春 2，安田 敏彦 1，松原 
隆夫 1（1.石川県立中央病院循環器内科，2.石川県立中央病院血液内科） 

P30-5 臍帯血移植後の特発性肺炎症候群に対しECMOが有効であった一例
古賀 美佳 1，村山 美和子 2，藤田 尚宏 2，三溝 慎次 1（1.佐賀県医療センター好生館集中治療部，2.佐賀県医療センター
好生館総合教育研修センター） 

3月1日（金）　14：00～14：50　ポスター会場11　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 31（P31）　血液・凝固　症例 04

座長：川本 修司（京都大学医学部附属病院麻酔科（集中治療部））
P31-1 肺癌化学療法中に発症した急性心筋梗塞の一例

本間 多恵子 1，上村 亮介 1，西迫 良 1，横山 健 1，奈良 理 2（1.手稲渓仁会病院麻酔科，2.手稲渓仁会病院救命救急セ
ンター） 

P31-2 著明な血小板減少を来したマムシ咬傷の一例
仲原 隆弘 1，内藤 宏道 2，妹尾 悠祐 1，溝上 良一 1，川西 進 1，萩岡 信吾 1，森本 直樹 1（1.津山中央病院救命救急セン
ター，2.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座） 

P31-3 敗血症に合併した心房細動に対してエドキサバンを導入し，腸腰筋血腫を生じた一例
関谷 芳明，山田 均，小野 貴広，荒木 祐一，松宮 直樹（総合病院土浦協同病院） 

P31-4 自己抗体によるAPTT延長を認めた大動脈弁置換術の症例報告
泰地 沙季 1，杉浦 孝広 2，齋藤 明子 1（1.君津中央病院麻酔科，2.独立行政法人国立病院機構東京医療センター麻酔
科） 

P31-5 外傷を契機に劇症型リン脂質症候群を発症し集学的治療を要した一例
薄 竜太郎，佐々木 徹，石田 時也，千田 康之，菊地 紘彰（太田西ノ内病院麻酔科） 

P31-6 全身性血栓疾患を背景に，IVCフィルター閉塞によるショックを呈し，カテーテル的血栓摘出術で救命した 1例
税田 紘輔，佐藤 哲文，松三 絢弥，赤刎 真一，劉 丹，井上 哲，塩路 直弘（国立がん研究センター中央病院） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 12　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 32（P32）　産科・婦人科 01

座長：中村 教人（さいたま市立病院集中治療科）
P32-1 急性妊娠脂肪肝のため緊急帝王切開にて分娩後，尿崩症をきたした 1症例

伊野田 絢子，大久保 訓秀，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） 
P32-2 卵巣奇形腫を合併した抗NMDA（N-methyl-D-aspar tate）受容体脳炎の 2例

林 尚徳，難波 研二，久保 飛鳥（岩国医療センター） 
P32-3 HELLP症候群に伴う肝被膜下出血を発症した 1例

坂本 尚子 1，加藤 崇央 1，伊野田 絢子 1，大久保 訓秀 1，小島 啓 1，黒木 将貴 1， 野口 翔平 2，照井 克生 2，小山 薫 1 
（1.埼玉医科大学総合医療センター麻酔科，2.埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科） 

P32-4 高年齢妊婦の帝王切開では昇圧剤とオキシトシンの使用量が増加する
大角 香穂 1，細川 麻衣子 2（1.日本赤十字社医療センター麻酔科，2.昭和大学病院麻酔科） 

P32-5 術後悪心嘔吐に対するデキサメタゾン予防投与は有効か？
不破 礼美 1，鈴木 広隆 1，渡辺 洋子 1，遠藤 百恵 1，金田 考 2，川村 隆枝 1（1.国立病院機構仙台医療センター麻酔科，
2.八戸赤十字病院麻酔科） 

P32-6 母体急変時における当院麻酔科医と ICUの役割
伊藤 伸大，三上 仁衣奈，小野 肇，安藤 義崇，渡部 亮，山根 真央（KKR札幌医療センター麻酔集中治療科） 
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3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 13　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 33（P33）　産科・婦人科 02

座長：北浦 道夫（香川労災病院）
P33-1 集学的治療により救命し得た劇症分娩型A群溶連菌感染症の一例

伊東 遼平 1，岡本 文乃 1，和田 玲太朗 1，吉川 晃士朗 1，柴田 紘葉 1，高須 昭彦 1，横山 幸房 2（1.大垣市民病院麻酔科，
2.大垣市民病院胸部外科） 

P33-2 妊娠による循環血漿量増加で顕在化した肺水腫に対し，多職種による集学的治療が功を奏した左房腫瘍の一例
桑原 香折 1，菅原 陽 1，安西 晃子 1，辻 匠子 1，横山 暢幸 1，濱田 貴子 1，柏木 静 1，横瀬 真志 1，高木 俊介 1，後藤 隆久 2 
（1.横浜市立大学附属病院集中治療部，2.横浜市立大学医学部麻酔科学教室） 

P33-3 産科的DICにより 20000 mL以上の大量出血をきたした 1例から当院における大量出血時の対応を見直した経験
吉田 圭佑 1，佐藤 優紀 1，住吉 美穂 1，金子 敏和 1，武市 和之 2，渡部 和弘 1（1.会津中央病院麻酔科，2.会津中央病院
産婦人科） 

P33-4 適正な輸血量と循環作動薬使用により救命しえた子宮肉腫による高度貧血（Hb 1.9g/dl）
鎌田 創吉（なにわ生野病院心臓血管外科） 

P33-5 巨大卵巣腫瘍の周術期管理に難渋した一例
白 健人，足立 健彦，宮崎 嘉也（田附興風会医学研究所北野病院麻酔科・集中治療部） 

P33-6 帝王切開術後に子宮仮性動脈瘤破裂をきたし，3度にわたる動脈塞栓術により救命しえた 1例
日向 俊輔 1，篠原 慶子 1，中村 絵美 1,4，細川 幸希 1，ウッドハムス 玲子 3，新井 正康 2，奥富 俊之 1（1.北里大学医学部
麻酔科学，2.北里大学医学部附属新世紀医療開発センター・集中治療医学，3.北里大学医学部放射線画像診断学，
4.愛知医科大学病院麻酔科学） 

3月1日（金）　14：00～15：00　ポスター会場14　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 34（P34）　鎮痛・鎮静・せん妄　症例 01

座長：山﨑 正記（京都府立医科大学附属病院集中治療部）
P34-1 術中大量出血からの回復期に，ハロペリドールによるカタトニアを発症した 1例

中田 行洋 1，武智 健一 2，彭 懌 2，三喜 和明 2，清水 一郎 2（1.愛媛大学医学部麻酔科蘇生科，2.松山赤十字病院麻酔科） 
P34-2 オキシコドン投与が頻呼吸の改善に有効であったARDSの 2症例

星野 哲也，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） 
P34-3 膵頭十二指腸切除術後の疼痛管理に両側持続傍脊椎ブロックが奏功した一例

和田 涼子，高田 朋彦，河村 尚人，高橋 英督，鈴木 健雄（東京都立墨東病院麻酔科） 
P34-4 極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症患者における全身麻酔の一例

谷中 亜由美 1，植田 裕史 1，高橋 伸二 2（1.筑波大学附属病院麻酔科，2.筑波大学医学医療系麻酔・蘇生学） 
P34-5 デクスメデトミジンが気管支喘息発作の軽減に有用であった気管支熱形成術の一例

長沼 愛友，佐野 文昭，松山 周平，太田 一志，辻 達也，森 友紀子，加古 英介，平手 博之，草間 宣好，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野） 

P34-6 小児の胸壁腫瘍手術に対し，肋間神経ブロックが有用であった 1例
亀山 良亘 1，齋藤 浩二 1，志賀 卓弥 1，井汲 沙織 1，佐藤 友菜 1，齋藤 悠 2，山内 正憲 2（1.東北大学病院集中治療部，2.東
北大学病院麻酔科） 

P34-7 ナルデメジントシル酸塩による中枢性μオピオイド受容体拮抗作用が疑われた，術後多発脳梗塞患者の一例
斉藤 仁志，西川 直樹，土岐 崇幸，八木 泰憲，森本 裕二（北海道大学病院麻酔科） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：40　ポスター会場 15　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 35（P35）　循環　研究

座長：澤村 匡史（済生会熊本病院集中治療室）
P35-1 静脈血－動脈血二酸化炭素分圧較差は慢性維持透析の心臓血管外科術後患者の予後予測に有用であるか

寺島 弘康，Yeap Uwen，田口 学，寺澤 篤，棚橋 順治，杉本 憲治，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療
部） 

P35-2 急性大動脈解離患者の，術前後血中ビタミンC濃度の推移
岡本 靖久，岩井 健一（おおたかの森病院麻酔科） 

P35-3 心筋梗塞後左室自由壁破裂患者の集中治療管理：9症例の後方視的検討
相澤 茉莉子，石原 聡，秋本 貴子，本間 多恵子，横山 健（手稲渓仁会病院麻酔科・集中治療室） 

P35-4 急性大動脈解離（Stanford A）患者における術前好中球 /リンパ球比と周術期合併症の関連の検討
杉村 憲亮 1，新井 正康 2，黒岩 政之 1，大塚 智久 1，安達 健 1，西澤 義之 1，阪井 茉有子 1，鈴木 優太郎 1，吉野 和久 1，
岡本 浩嗣 1（1.北里大学医学部麻酔科学，2.北里大学医学部付属新世紀医療開発センター） 

P35-5 敗血症患者の心房細動治療におけるβ遮断薬不応性予測因子の解析
松本 周平，江頭 崇，矢野 倫太郎，井上 陽香，松本 聡治朗，東島 潮，関野 元裕，原 哲也（長崎大学病院集中治療部/
麻酔科） 
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3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 16　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 36（P36）　循環　症例 04

座長：橋場 英二（弘前大学医学部附属病院集中治療部）
P36-1 急性下肢動脈閉塞に対する血行再建術中に持続血液透析を並列使用した一症例

光明寺 雄大，神移 佳，鶴野 広大，和田 努，小林 俊司（りんくう総合医療センター麻酔科） 
P36-2 大動脈弁置換後，再発性頭蓋内髄膜腫よりの出血の一例

月岡 勝晶，高橋 耕平（飯田市立病院） 
P36-3 ニフェカラントが著効したアミオダロン抵抗性Electrical storm: 血液透析中のCABG術後症例

伊藤 博隆 1，秋田 雅史 2，稲村 順二 2，勝部 年雄 2，高橋 昌吾 2，三原 由裕 3，小川 佳昭 3，西岡 晃平 3（1.新松戸中央総
合病院麻酔科，2.新松戸中央総合病院心臓血管外科，3.新松戸中央総合病院臨床工学科） 

P36-4 胸部ステントグラフト留置後の対麻痺に対して，右腋窩－左腋窩動脈バイパスを施行した 1例
伊達 数馬，安藤 敬，竹田 誠（横浜労災病院心臓血管外科） 

P36-5 突然の胸痛で発症した大動脈弁位生体弁不全の一例
横手 淳，横山 幸房，山田 真生，黒田 太陽，柚原 悟史，長谷川 広樹（大垣市民病院心臓血管外科） 

P36-6 治療抵抗性のTAFRO症候群にリツキシマブが著効した一例
臼井 彩 1，川向 洋介 1，千田 雄太郎 1，田中 清高 1，佐藤 智洋 1，山本 修司 1，山蔭 道明 2（1.帯広厚生病院麻酔科，2.札
幌医科大学医学部麻酔科学講座） 

3月1日（金）　14：00～14：40　ポスター会場17　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 37（P37）　循環　症例 05

座長：中里 桂子（かわぐち心臓呼吸器病院麻酔科）
P37-1 急性大動脈解離に合併した下肢虚血の再灌流により重篤なmyonephropatic metabolic syndromeを発症した 1症例

高橋 枝み 1，橋場 英二 2，丹羽 英智 1，工藤 倫之 2，天内 絵理香 2，廣田 和美 3（1.弘前大学医学部附属病院麻酔科，2.弘
前大学医学部附属病院集中治療部，3.弘前大学医学研究科麻酔科学講座） 

P37-2 経皮的腎動脈ステント留置術によって腎機能が改善し急性期の手術を回避できた急性大動脈解離の 1例
岡部 はるか，森永 弘章，片岡 翔平，伊東 勘介，大塚 佳満，三ツ橋 佑哉，加藤 賢，田中 博之，手島 保（東京都立多
摩総合医療センター循環器内科） 

P37-3 外科的大動脈弁置換術後に右冠動脈閉塞に伴う循環虚脱を呈し，救命に再開胸手術を要した 1症例
桑原 大輔 1，篠崎 奈可 2，森村 太一 1，寶泉 春夫 1，池崎 弘之 3，米谷 聡 1（1.大和成和病院麻酔科，2.横浜市立大学附
属市民総合医療センター麻酔科，3.かわぐち心臓呼吸器病院麻酔科） 

P37-4 収縮性心外膜炎を疑われていた左総腸骨動脈瘤静脈穿破の一例
野地 善恵 1，眞鍋 奈緒美 2，本田 潤 1，井石 雄三 1，大石 理江子 1，箱崎 貴大 1，小原 伸樹 1，五十洲 剛 1，村川 雅洋 1 
（1.福島県立医科大学医学部麻酔科学講座，2.福島県立医科大学ふたば救急総合医療支援センター） 

P37-5 臓器虚血が示唆され管理と治療方針に難渋したB型大動脈解離の 1例
田中 雄己，市原 利彦，中島 義仁，横山 俊樹，川瀬 正樹（公立陶生病院救命救急センター） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 18　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 38（P38）　循環　症例 06

座長：山口 和将（公立昭和病院救急科）
P38-1 経心尖アプローチTAVR後心尖部仮性瘤を来した一例

加我 徹，江連 雅彦，長谷川 豊，山田 靖之，星野 丈二，岡田 修一，森下 寛之，金澤 祐太（群馬県立心臓血管センター） 
P38-2 当院で経験した気管支鏡検査中に心電図モニター上 ST上昇を認めた症例の検討

鈴木 学，橋本 理生，石井 聡，仲 剛，飯倉 元保，泉 信有，竹田 雄一郎，杉山 温人（国立国際医療研究センター） 
P38-3 低心機能患者に対する巨大肺嚢胞切除術の周術期管理

松本 友里，長江 正晴，古島 夏奈，三住 拓誉，巻野 将平，江木 盛時，溝渕 知司（神戸大学医学部附属病院麻酔科） 
P38-4 術中に見つからなかった左心耳血栓症

小高 光晴 1，岡村 圭子 1，森 哲 1，安藤 一義 1，西山 圭子 1，小森 万希子 1，竹内 嘉浩 2（1.東京女子医科大学東医療セ
ンター麻酔科，2.三郷中央病院麻酔科） 

P38-5 （取り下げ）

P38-6 当院におけるDoor to Balloon Timeの検討
吉池 昭一，山口 勝一郎，白戸 康介，飛世 知宏（相澤病院救命救急センター） 

3月 1日（金）　14：00～ 14：50　ポスター会場 19　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 39（P39）　循環　症例 07

座長：石原 嗣郎（日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科）
P39-1 ECMO患者のCT検査搬送の安全性の検討

香月 レイナ 1，有田 大祐 1，村崎 由起 1，清水 重光 1，小峠 博揮 1，安達 普至 2（1.飯塚病院臨床工学部，2.飯塚病院集
中治療部） 



－ 164 －

一
般
演
題

（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）

（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）

一
般
演
題

P39-2 重症大動脈弁狭窄症に対する外科的大動脈弁置換術と経カテーテル大動脈弁留置術の術後急性腎障害の検討
鴨下 方彦，泉 雄介，内田 吉将，茶谷 高太朗，勝 啓佑，大橋 浩三（愛知医科大学病院臨床工学部） 

P39-3 経カテーテル大動脈弁移植術における術中 open stuck valveをきたした 2例の検討
宗像 寿祥，西 俊彦，徳田 順之，碓氷 章彦（名古屋大学心臓外科） 

P39-4 姑息術後の房室中隔欠損症患児に対し二心室修復を行ったが，術後の循環管理に難渋した一例
朝垣 萌 1，津内 由紀子 1，森永 將裕 1，内田 要 2，幸野 真樹 1，何 廣頤 1（1.神奈川県立こども医療センター麻酔科，2.神
奈川県立こども医療センター集中治療部） 

P39-5 虚血性心筋症を伴う重症大動脈弁狭窄症の心原性ショックに Impellaによる循環補助が有効であった一例
木村 徳宏 1，三軒 豪仁 1，堤 正将 1，浅野 和宏 1，中田 淳 1，細川 雄亮 1，太良 修平 1，山本 剛 1，高野 仁司 2，清水 渉 1,2 
（1.日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科，2.日本医科大学付属病院循環器内科） 

P39-6 術中経食道心エコーで食道穿孔をおこした 3症例への治療介入と予後
宮本 美希，太田 隆嗣，高木 芳人，小出 康弘（湘南鎌倉総合病院麻酔科） 

3月1日（金）　14：00～15：00　ポスター会場20　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 40（P40）　消化管・肝・腎 03

座長：金本 匡史（群馬大学医学部附属病院集中治療部）
P40-1 多発性骨髄腫に合併し，治療に難渋した胃腸炎による大量水様便の一症例

佐上 祐介 1，藤林 哲男 2，宗石 啓和 3，片岡 澪 3，松田 修子 1，坂口 友里江 1，佐藤 倫祥 1，北村 倫子 1，齊藤 律子 1，重
見 研司 2（1.福井大学医学部附属病院部集中治療部，2.福井大学医学部器官制御医学講座麻酔・蘇生学，3.福井大
学医学部附属病院部麻酔科蘇生科） 

P40-2 右肺部分切除術後に喘鳴を伴う特発性食道破裂を発症した 1例
松岡 勇斗，中村 龍，高野 洋平，友塚 直人（福山医療センター麻酔科） 

P40-3 脊柱後弯症術後イレウスに起因する胸郭コンプライアンス低下により呼吸器管理を要した一例
進藤 俊介，玉井 謙次，金井 理一郎，木村 慎一，高橋 宏行（済生会横浜市東部病院集中治療科） 

P40-4 腎移植後に Stanford A型大動脈解離を発症し，術後感染コントロールに難渋した症例
名倉 真紀子 1，玉井 亨 1，小林 大祐 1，越田 嘉尚 1，臼田 和生 1，上田 哲之 2，小宮 良輔 3（1.富山県立中央病院集中治
療科，2.富山県立中央病院心臓血管外科，3.富山県立中央病院麻酔科） 

P40-5 バラシクロビル内服後に急性腎障害およびアシクロビル脳症を発症し血液透析を要した一症例
盛 直博 1,3，和田 幸寛 2，森 麻衣子 3，宮下 亮一 3，大嶽 浩司 3，小谷 透 3（1.昭和大学江東豊洲病院麻酔科，2.昭和大学
医学部内科学講座腎臓内科学部門，3.昭和大学医学部麻酔科学講座） 

P40-6 アンモニア測定が診断の一助となった非肝硬変性の門脈大循環短絡性脳症
小林 駿介，明神 寛暢，土手 尚，渥美 生弘，田中 茂（聖隷浜松病院救急科） 

P40-7 アナフィラキシーに伴う薬物性急性肝不全，AKIに対して，PEとHF-CHDF，FFP補充が奏効した 1例
長倉 知輝，今泉 均，関根 秀介，齊木 巌，沖田 綾乃，内野 博之（東京医科大学病院麻酔科学分野） 

3月 1日（金）　14：00～ 15：00　ポスター会場 21　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 41（P41）　多臓器関連

座長：松本 美志也（山口大学医学部附属病院集中治療部）
P41-1 熱中症治療中に心室細動をきたし，DICが遷延したが集学的治療により救命し得た高齢者の 1例

山田 貴大 1，吉澤 佐也 2，西田 圭佑 2，春田 祐子 2，黒田 幸恵 2，三輪 立夫 1，三浦 政直 1（1.刈谷豊田総合病院救急集
中治療部，2.刈谷豊田総合病院麻酔科） 

P41-2 腹部コンパートメント症候群を合併した熱中症の 1症例
吉丸 崚 1，濱 義明 1，堀 耕太 2，大高 俊一 1，林田 和之 2，岡野 雄一 1，奥本 克己 1（1.熊本赤十字病院救急科，2.熊本赤
十字病院外傷外科） 

P41-3 腹壁瘢痕ヘルニア術後に腹部コンパートメント症候群を発症した高度肥満・ファロー四徴症術後患者の治療経験
渡辺 楓，平尾 収，坂下 真依，福並 靖崇，橋本 明佳，田中 成和，東名 里恵，松本 充弘，山下 健次，西村 信哉（大阪
急性期・総合医療センター麻酔科） 

P41-4 門脈体循環シャントに Streptococcus bovis菌血症を合併し高度の意識障害をきたした一例
花澤 碧，園生 智弘，島田 敦，本木 麻衣子，中村 仁美，奈良場 啓，神田 直樹，高橋 雄治，橋本 英樹，中村 謙介（日
立総合病院救命救急センター救急集中治療科） 

P41-5 TAFRO症候群が疑われた 1症例
黒田 祐子 1，柳田 国夫 1，武田 明子 1，大木 健太郎 1，室園 美智博 2（1.東京医科大学茨城医療センター，2.東京医科
大学茨城医療センター麻酔科） 

P41-6 消化管穿孔を契機に受診に至った甲状腺クリーゼの 1例
全田 吏栄，上野 智史，三澤 友誉，佐藤 ルブナ，反町 光太朗，鈴木 剛，大野 雄康，塚田 泰彦，小野寺 誠，伊関 憲（福
島県立医科大学付属病院高度救急救命センター） 

P41-7 DKAおよび敗血症性ショック後に ICUAWを発症した多腺性自己免疫症候群 2型患者の 1症例
波戸 章郎，渡海 裕文，奥野 琢也，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） 
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3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 1　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 42（P42）　チーム医療 01

座長：坂本 美賀子（済生会熊本病院）
P42-1 当院 ICUにおける早期離床・リハビリテーションの実施状況と問題点について

岡本 竜哉，松田 航，谷川 本明，村松 倫，米廣 由紀，磯田 英里，笹井 恵美子，須貝 和則，藤谷 順子，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） 

P42-2 当院における早期離床リハビリテーション加算の運用と課題
長谷川 信 1，金本 匡史 2，山口 裕臣 1，高橋 和宏 1，菅谷 知明 1，宇佐美 知里 2，小林 瑞枝 2，田澤 昌之 1，日野原 宏 2，
和田 直樹 2（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） 

P42-3 当院における早期離床・リハビリテーションの課題
原田 幸枝（福井赤十字病院集中治療室） 

P42-4 当センターICUでの早期離床の取り組みについて　アンケート調査の結果から
森 万希子，中野 善之，西村 佳子，則本 和伸，嶋岡 英輝，山田 典夫（兵庫県立尼崎総合医療センター） 

P42-5 ARDSに対して人工呼吸器を装着している高度肥満患者の早期離床の 1症例
渡邉 朋徳 1，森島 克明 1，渡邊 大輔 2，阿妻 伸幸 2，上田 脩平 3，山本 陸 3（1.順天堂大学医学部附属静岡病院看護部，
2.順天堂大学医学部附属静岡病院リハビリテーション科，3.順天堂大学医学部附属静岡病院一般外科） 

P42-6 ICUに長期滞在となった大動脈炎症候群の一例
長尾 工 1，中村 寛美 1，大川 美沙 2，成井 花奈恵 2（1.榊原記念病院 ICU，2.榊原記念病院看護部） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：40　ポスター会場 2　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 43（P43）　チーム医療 02

座長：神谷 健司（近畿大学医学部附属病院集中治療部）
P43-1 クリティカルケア領域で働く診療看護師（NP）の看護師特定行為の実施状況

小波本 直也 1，藤谷 茂樹 2（1.聖マリアンナ医科大学病院看護部，2.聖マリアンナ医科大学救急医学集中治療部） 
P43-2 診療看護師（NP）による胸腔ドレーン留置，中心静脈カテーテル留置に関する医療貢献度

小波本 直也 1，藤谷 茂樹 2（1.聖マリアンナ医科大学病院看護部，2.聖マリアンナ医科大学救急医学集中治療部） 
P43-3 当院で開始した特定行為業務の 3ヶ月間評価

佐藤 大樹（社会医療法人北海道循環器病院看護部） 
P43-4 集中ケア認定看護師による ICU退出後患者のラウンド実施の現状と課題

照沼 祥子 1，鈴木 真理 1，長谷川 隆一 2，長津 貴子 3（1.筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸
協同病院，2.獨協医科大学埼玉医療センター，3.茨城キリスト教大学） 

P43-5 集中ケア認定看護師としての院内横断的活動の報告 ─ 2ヶ月間のCall内容について─
仲間 敏春，大城 和也，古謝 裕子，玉城 正弘（社会医療法人友愛会豊見城中央病院） 

3月 2日（土）　11：00～ 12：00　ポスター会場 3　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 44（P44）　RRS

座長：須賀 将文（神戸市立医療センター中央市民病院）
P44-1 当院におけるRRS（Rapid response system）導入後 3年間の経過

野田 透，岡島 正樹，佐藤 康次，佐野 宏樹，中山 祐子，余川 順一郎，中村 美穂，谷口 巧（金沢大学附属病院集中治
療部） 

P44-2 当院におけるRapid Response System導入後の取り組みと効果
宇野 翔吾，國井 五月，奈良場 啓，富岡 真紀子（（株）日立製作所日立総合病院MET分科会） 

P44-3 RRS構築に向けて　看護師主導のRRSの取り組み
稲波 享子，山中 真知子，杉原 純子，五十嵐 佳奈，糀谷 枝美（京都第一赤十字病院） 

P44-4 当院におけるMedical Emergency Team導入 1年間の活動
岸川 洋昭 1，新井 正徳 2，山本 剛 3，吉井 久美 4，清水 渉 3，横田 裕行 2，坂本 篤裕 1（1.日本医科大学麻酔科学教室，2.日
本医科大学付属病院高度救急救命センター，3.日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科，4.日本医科大学付属
病院臨床研究総合センター） 

P44-5 当院におけるCARTスコアを用いた院内心停止症例の評価
数馬 聡，巽 博臣，黒田 浩光，後藤 祐也，片山 洋一，赤塚 正幸，升田 好樹（札幌医科大学医学部集中治療医学） 

P44-6 院内心肺停止症例からRRS起動を見直す
大内 謙二郎 1，伊藤 次郎 1，川上 大裕 1，永田 一真 2，植田 浩司 1，下薗 崇宏 1，富井 啓介 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呼吸器内科） 

P44-7 内科によるRRS構築の試み
柳 秀高，小松 昌道，石原 徹，真鍋 早季，桑野 公輔，佐藤 翔太，小澤 秀樹（東海大学医学部付属病院） 
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3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 4　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 45（P45）　臨床薬理

座長：前田 幹広（聖マリアンナ医科大学病院薬剤部）
P45-1 アンギオテンシン変換酵素阻害薬内服歴のある，喉頭血管性浮腫の 2例

辺 奈理，有馬 一，稲垣 麻優，永井 梓，藤村 高史，平田 陽祐，三宅 健太郎，竹内 直子，水落 雄一朗（愛知県厚生農
業協同組合海南病院） 

P45-2 当院HCUにおけるポリファーマシーの現状
相川 千晴，福田 幸人（社会福祉法人三井記念病院） 

P45-3 ICUにおけるオピオイド持続点滴投与患者へのナルデメジン使用状況調査
伊藤 香織 1，森山 潔 2，小谷 真理子 2，萬 知子 2（1.杏林大学医学部付属病院薬剤部，2.杏林大学医学部麻酔科学教室） 

P45-4 ICU退出後の一般病棟での薬剤師介入について
門野 めぐみ，瓦 比呂子（京都岡本記念病院薬剤部） 

P45-5 群馬大学医学部附属病院集中治療室における注射薬配合変化回避に向けた取り組み
竹中 美貴 1，八島 秀明 1，三田 鈴音 1，中山 典幸 1，金本 匡史 2，阿部 正樹 1，日野原 宏 2，荒木 拓也 1，齋藤 繁 2，山本 
康次郎 1（1.群馬大学医学部附属病院薬剤部，2.群馬大学医学部附属病院集中治療部） 

P45-6 多職種が連携して治療を継続することが良好な予後に繋がったと考えられる圧挫症候群の一例
竹田 明希子 1，国島 正義 1，新田 詩織 2，小林 靖孟 2，植村 享裕 3，蜂須賀 裕己 4，岩崎 泰昌 2（1.国立病院機構呉医療
センター中国がんセンター看護部，2.国立病院機構呉医療センター中国がんセンター救急科，3.国立病院機構呉
医療センター中国がんセンター形成外科，4.国立病院機構呉医療センター中国がんセンター整形外科） 

3月 2日（土）　11：00～ 12：00　ポスター会場 5　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 46（P46）　終末期

座長：永野 由紀（高知大学医学部附属病院 ICU）
P46-1 ICUにおけるEnd of Life Careの診療録による実態調査

高島 尚美 1，坂木 孝輔 2，大友 千夏子 2，蘆田 薫 3，吉野 靖代 1，木下 里実 1，瀧浪 將典 2（1.関東学院大学看護学部，2.東
京慈恵会医科大学附属病院，3.東京医科歯科大学大学院） 

P46-2 集中治療室の看護師が抱える終末期看護に対する意識調査
由井 菜津美 1，山崎 敦子 1，田部井 映子 1，佐藤 綾子 2，小林 瑞枝 1（1.群馬大学医学部附属病院集中治療部，2.群馬
大学医学部附属病院患者支援センター） 

P46-3 ICUでの終末期ケアにおける看護師の認識の実態 ─デスカンファレンスを用いて─
山崎 裕美（池上総合病院） 

P46-4 ICUにおける急性型終末期患者の家族に対する声掛けの意図
土井 香，赤名 祐貴（島根県立中央病院） 

P46-5 Best suppor tive care患者の非がん疾患に対する緊急手術ならびに集中治療への意思決定と治療
長尾 知哉 1，室田 千晶 2，城田 誠 2，斉藤 琢巳 2，紀野 泰久 2（1.札幌徳洲会病院外科・乳腺外科，2.札幌徳洲会病院
外科） 

P46-6 当院高度救命救急センターにおける終末期患者への小児面会時の看護実践の現状
村井 彩乃 1，加藤 湖月 1，宮岡 里衣 1，中尾 篤典 2（1.岡山大学病院高度救命救急センターEICU，2.岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科生体制御科学専攻生体機能） 

P46-7 集中治療から終末期へ移行した子供の死を家族が受容出来た一事例
佐野 麻衣，藤木 弥生，横山 直人，清水 由美子（旭川医科大学病院） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 6　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 47（P47）　安全・安楽

座長：宮原 聡子（大阪市立総合医療センターICU1）
P47-1 気管切開関連インシデントの要因検証と患者ラウンドにおける現状と課題

鈴木 美香，金子 恵（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） 
P47-2 冠動脈インターベンション治療後の患者に対する電気毛布による下肢温罨法の入眠促進効果の検証

花田 玲奈，篠原 麻記，今川 真理子，井口 雅徳，梶浦 優（姫路赤十字病院） 
P47-3 非侵襲的陽圧換気療法における圧迫創傷の予防に向けた研修会の有用性

小林 弘尚（公益財団法人東京都保健医療公社東部地域病院） 
P47-4 人工呼吸中の身体拘束に関する実態と影響因子に関する検討 ─Webアンケートによる全国調査結果

卯野木 健 1，櫻本 秀明 2，大内 玲 3，中川 遥 4，佐土根 岳 5，清水 孝宏 6，小松 由佳 7，宮本 毅治 8，藤谷 茂樹 9（1.札幌
市立大学看護学部看護学科，2.茨城キリスト教大学看護学部看護学科，3.筑波大学附属病院集中治療室，4.東邦大
学医療センター大森病院集中治療室，5.北海道医療大学看護福祉学部看護学科，6.那覇市立病院看護部，7.杏林大
学医学部付属病院SCU，8.東邦大学医療センター大森病院救命救急センター，9.聖マリアンナ医科大学医学部救
急医学集中治療部） 

P47-5 ICUにおける振り返り事例で行う多職種倫理カンファレンスの意味 ─チームで患者の意思決定を支えた 1症例─
鈴木 壯，内藤 亜樹（北里大学病院集中治療センター） 

P47-6 患者が当事者となるインシデント発生状況
徳永 美和子（公立学校共済組合九州中央病院HCU） 
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3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 7　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 48（P48）　呼吸　研究 01

座長：下山 哲（自治医科大学附属さいたま医療センター救命救急センター）
P48-1 マウス経口気管挿管に際する至適チューブ外径

野坂 宜之，Timothy R Crother，Shuang Chen，Moshe Arditi，島田 賢一（シダース・サイナイメディカルセンター
小児科） 

P48-2 当院 ICUにおける人工呼吸器関連事象（VAE）サーベイランスの現状と課題
橋本 優，鈴木 理絵，柿田 沙也加，廣富 一真（湘南藤沢徳洲会病院看護部） 

P48-3 腹臥位療法による有害事象の発生要因と対策の検討
仁科 由利恵，北別府 孝輔，中野 智子，藤田 淳，岡崎 葵（倉敷中央病院集中医療センター） 

P48-4 ARDSにおける予後および患者背景因子の検討：単施設後方的観察研究
清水 優 1，木下 真央 2，三原 聡仁 2，橋本 悟 2，佐和 貞治 1（1.京都府立医科大学麻酔科学教室，2.京都府立医科大学
附属病院集中治療部） 

P48-5 小児心臓手術後の横隔神経麻痺に対し横隔膜縫縮術を施行した症例の予後調査
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） 

P48-6 開心術後の人工呼吸器患者における自動調節機能PS-Proモードの利便性に関する検討
山田 和典，松本 浩伸，光家 努（高松赤十字病院医療技術部臨床工学課） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 8　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 49（P49）　家族支援

座長：川上 悦子（長崎大学病院看護部）
P49-1 心臓血管外科患者の状態変化による家族の心理的変化

山下 浩美，屋久 晨代，崎原 美礼，前原 江甫子，窪田 美穂子，川畑 美賀（鹿児島大学病院集中治療部） 
P49-2 集中治療室でのタブレット端末を用いた面会者への情報提供方法の検討

加藤 建吾 1，畑 貴美子 1，藤本 佳久 2，牧野 淳 1（1.横須賀市立うわまち病院特定集中治療室，2.東京ベイ・浦安市川
医療センター集中治療科） 

P49-3 終末期を迎える子どもにとって最善の利益となる意志決定にむけた支援
立石 愛，川西 貴志，梶西 由美，高橋 千鶴（兵庫県立尼崎総合医療センター） 

P49-4 誤嚥性肺炎を繰り返す症例に対する治療方針についての検討
中島 研 1，瀬尾 勝弘 2（1.平成紫川会小倉記念病院救急部，2.平成紫川会小倉記念病院麻酔科・集中治療部） 

P49-5 残された時間を自宅で過ごしたいと希望された患者家族へ退院支援を行った症例
田中 厚士，今川 真理子，井口 雅徳，篠原 麻記（姫路赤十字病院 ICU） 

P49-6 院外 ICUへの転院　症例報告
矢田 愛果（信州大学医学部附属病院） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：40　ポスター会場 9　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 50（P50）　感染・敗血症　研究 03

座長：松井 憲子（東北大学病院看護部総合外科病棟）
P50-1 肺炎患者の喀痰アデノシン三リン酸値とMiller＆ Jones分類および喀痰培養の関連性の検討

永迫 望，伊東 裕貴（潤和会記念病院看護部） 
P50-2 救命救急病棟看護師の手指衛生順守率に影響を与える要因分析

高良 優（浦添総合病院看護部救急救命センター） 
P50-3 プレセプシンを指標にした敗血症治療の可能性の検討

田村 萌 1，安藤 幸吉 1，櫻田 幽美子 1，安達 厚子 1，東海林 秀幸 1，村田 裕二 2，庄子 賢 2，近田 祐介 2，堀之内 節 3 
（1.仙台市立病院麻酔科，2.仙台市立病院救急科，3.仙塩利府病院麻酔科） 

P50-4 人工呼吸器関連肺炎に対するグラム染色を用いた抗生剤選択に関するランダム化比較試験 ─進行状況の報告─
吉村 旬平 1,2，山川 一馬 1,2，太田 好紀 2，森本 剛 2（1.大阪急性期・総合医療センター救急診療科，2.GRACE-VAP trial 
Investigators） 

P50-5 循環器専門病院における緊急大血管手術の手術部位感染対策
早川 英臣，山形 泰士，松嶋 淳，小池 洋子（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院） 

3月 2日（土）　11：00～ 12：00　ポスター会場 10　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 51（P51）　補助循環 01

座長：小倉 崇以（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科）
P51-1 劇症型心筋炎に対する IMPELLATM 5.0を用いた非薬物的治療の後方視的検討

矢作 武蔵，堀田 直志，佐藤 仁信，久保 直子，下川 亮，月永 晶人，前川 真基，南 公人，吉谷 健司，大西 佳彦（国立
循環器病研究センター病院麻酔科） 

P51-2 IMPELLA5.0の限定的な補助流量が新規大動脈弁逆流により顕在化し循環管理が困難になった症例
月永 晶人，堀田 直志，矢作 武蔵，大西 佳彦（国立循環器病研究センター麻酔科） 
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P51-3 補助循環ポンプカテーテル IMPELLA®のテープ固定方法の検討 ─アトピー性皮膚炎を有する患者の 1事例から─
波多江 遵，山形 泰士，三浦 真由子（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院） 

P51-4 ICU入室後，不穏状態に至ったVAD植込み術後患者　症例報告
田村 一樹，舩田 沙織，後藤 美香，高尾 ゆきえ（信州大学医学部付属病院集中治療部） 

P51-5 〔優秀演題（ポスター発表）〕人工心肺離脱時の重症右心不全に対して右心補助人工心臓（RVAD）の導入が有効であった一例
松下 裕貴，大宮 浩揮，上原 健司，藤中 和三，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔科） 

P51-6 補助循環用ポンプカテーテル装着中の患者の看護 ～ 2症例からみえた課題～
原田 愛子，今中 陽子（国立循環器病研究センターCCU病棟） 

P51-7 Impella5.0抜去後に挿入部からの大量出血をきたした 2症例
佐藤 仁信，南 公人，伊藤 慎也，加澤 昌広，月永 晶人，前川 真基，矢作 武蔵，大西 佳彦（国立循環器病研究センター
病院麻酔科） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 11　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 52（P52）　補助循環 02

座長：中嶋 辰徳（大分大学医学部附属病院ME機器センター）
P52-1 ECMO回路における安全対策の検討

櫻井 修（金沢大学附属病院ME機器管理センター） 
P52-2 メラ遠心血液ポンプシステムUNIMOの使用経験

船田 寿成（木沢記念病院臨床工学課） 
P52-3 PCPSの遠隔監視システムおよび酸素ガス流量モニタの開発

本塚 旭 1，武田 敏樹 1，川邉 学 1，加納 隆 1,2（1.埼玉医科大学保健医療学部臨床工学科，2.滋慶医療科学大学院大学
医療管理学研究科） 

P52-4 PCPS管理中の心室中隔穿孔の合併を経験して
濱田 悠佑 1，五十嵐 義浩 1，清水 徹 1，井上 莊一郎 2，足利 光平 3，石橋 祐記 3，明石 嘉浩 3，内藤 貴基 4，藤谷 茂樹 4，
平 泰彦 4（1.聖マリアンナ医科大学病院クリニカルエンジニア部，2.聖マリアンナ医科大学病院麻酔学，3.聖マリ
アンナ医科大学病院循環器内科，4.聖マリアンナ医科大学病院救急医学） 

P52-5 ECMOにおける回路交換の目安
西山 礼花 1，関本 貴紀 1，柏原 裕章 1，四宮 亮一 1，天雲 史浩 1，吉田 千尋 2，三崎 伯幸 2，塚崎 佑貴 3，河野 洋二 3，岸
本 伸人 3（1.高松市立みんなの病院臨床工学科，2.高松市立みんなの病院呼吸器外科，3.高松市立みんなの病院呼
吸器内科） 

P52-6 補助循環に起因した下肢血流障害を生じ下肢切断を要した一例
柴田 康成 1，加納 寛也 1,2，大塚 健太 1，石井 彩織 1，近藤 慶 1，守田 佳保里 1，横田 真理子 1，森島 毅 1，納庄 弘基 3，
多田羅 康章 3（1.社会医療法人愛仁会明石医療センター臨床工学科，2.森ノ宮医療大学保健医療学部臨床工学科，
3.社会医療法人愛仁会明石医療センター麻酔科） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 12　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 53（P53）　鎮痛・鎮静・せん妄　研究 01

座長：神山 治郎（さいたま赤十字病院）
P53-1 ハロペリドール注射液投与による重症心不全患者の循環動態への影響

伊藤 雄紀 1，横山 俊樹 2,3，河村 隆登 1，大口 裕美 1，中村 直人 1，市原 利彦 3，中島 義仁 3，川瀬 正樹 3，鷹見 繁宏 1 
（1.公立陶生病院薬剤部，2.公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科，3.公立陶生病院救急部集中治療室） 

P53-2 本邦の鎮静・鎮痛・せん妄管理とPICS予防に関する実態調査
白坂 雅子 1，卯野木 健 2，櫻本 秀明 3，大内 玲 4，佐土根 岳 5，藤谷 茂樹 6（1.福岡赤十字病院 ICU/CCU，2.札幌市立
大学看護学部成人看護学領域急性期看護学，3.茨城キリスト教大学看護学部看護学科成人看護学，4.筑波大学附
属病院集中治療室，5.北海道医療大学看護福祉学部看護学科成人看護学講座，6.聖マリアンナ医科大学医学部救
急医学集中治療部） 

P53-3 当院 ICUでのせん妄発生患者の疾患背景
佐藤 暢夫，清野 雄介，福井 公哉，石川 淳哉，中川 雅史，出井 真史，西周 祐美，吉田 拓也，太田 圭，野村 岳志（東
京女子医科大学集中治療科） 

P53-4 小児人工呼吸患者の鎮痛・鎮静レベルの評価：COMFORT-Bスケールの使用経験
田根 なつ紀，高島 拓也，鈴木 康大，上野 義豊，中西 信人，西川 真理恵，奥田 菜緒，中瀧 恵実子，板垣 大雅，大藤 
純（徳島大学病院救急集中治療部） 

P53-5 心臓手術における術後長期 ICU滞在とFrailty（脆弱性）の関連性についての検討
吹田 真一，吉谷 健司，大西 佳彦，久保 直子，矢作 武蔵，下川 亮，月永 晶人（国立循環器病研究センター麻酔科） 

P53-6 ICUにおいてAnaConDaシステムを使用した Sevoflurane投与による術後人工呼吸患者の鎮静
水野 隆芳 1，高橋 完 2，今宿 康彦 2，佐田 蓉子 2，山下 祐貴 2，藤井 恵美 1，山根 哲信 1，辻田 靖之 3，江口 豊 3，北川 裕
利 2（1.滋賀医科大学附属病院救急集中治療部，2.滋賀医科大学麻酔学講座，3.滋賀医科大学救急集中治療医学講
座） 
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3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 13　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 54（P54）　鎮痛・鎮静・せん妄　研究 02

座長：山田 親代（京都府立医科大学）
P54-1 人工呼吸器管理症例に対するBPS導入の取り組み ～BPS導入前後の痛みの管理・鎮静管理の比較～ 

福田 裕子，荒井 隆史，山田 堅一，加藤 久賀，福西 由貴子（那須赤十字病院 ICU） 
P54-2 消化器外科手術後の意識障害におよぼす ICU短期入室の影響

田邊 朋美，佐藤 信孝，伊東 裕貴，山本 直美（潤和会記念病院看護部） 
P54-3 CCU/SCUにおける“PADケアバンドル”カンファレンス導入後のCAM-ICU陰性日割合の変遷

神吉 葵，門馬 康介，村山 進，伊藤 奈美，長谷川 文子，鈴木 都起子，荒井 まり，岡村 愛莉，高橋 瀬津（山形県立中
央病院） 

P54-4 くも膜下出血術後患者の時期別の疼痛管理の検討
久保田 葵，福田 雅子，川野 マキ，鈴木 貴子（潤和会記念病院看護部） 

P54-5 ICUにおける慢性疾患を合併した消化器外科術後患者の鎮痛と鎮静
山口 祐介，山田 綾子，鈴木 貴子（潤和会記念病院看護部） 

P54-6 せん妄とA病院のせん妄要因チェックリストの関連性の報告 ─せん妄要因の早期発見・適切な介入への取り組み─
竹内 藍，石田 恵充佳（武蔵野赤十字病院） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 14　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 55（P55）　鎮痛・鎮静・せん妄　研究 03

座長：竹中 千恵（京都府立医科大学附属病院集中治療部）
P55-1 集中治療部で鎮痛・鎮静管理を受けせん妄を発症した頭頸部癌再建術患者の睡眠の特徴

高山 裕喜枝 1，有田 広美 2，岩崎 光恵 1，桑原 勇治 1（1.福井大学医学部附属病院看護部，2.福井県立大学看護福祉学
部） 

P55-2 当院 ICUでの J-PADガイドラインに沿ったプロトコルの実用化に向けた痛み・不隠・せん妄スケールの現状調査
山本 徹，浅見 秀治，八田 頼卓，奥出 隆太（市立長浜病院看護局） 

P55-3 iv-NCAを使用した術後疼痛管理についての検討・第 3報 ～疼痛管理における看護師の認識の変化～
山口 智子，花田 みずほ，成田 美佳，片山 美樹，赤牛 留美子（弘前大学医学部附属病院） 

P55-4 集中治療室入室患者の妄想的記憶や記憶の喪失の関連因子についての検討
山口 貴子，月岡 悦子，菊池 美穂，加藤 由，岸 泰宏（日本医科大学武蔵小杉病院） 

P55-5 せん妄予防対策としての ICU面会時間延長の有効性について
石戸谷 也寸志 1，正野 貴則 1，冨里 康太 1，勝連 しのぶ 1，洲鎌 正子 1，久場 良也 2（1.ハートライフ病院看護部 ICU，
2.ハートライフ病院麻酔科） 

P55-6 ICUせん妄に対するユマニチュード技術の有効性の検証
寺山 響子，吉野 明子，薄井 沙耶香，加藤 由美子，小林 久美，半貫 悦子（済生会宇都宮病院看護部 ICU） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：40　ポスター会場 15　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 56（P56）　鎮痛・鎮静・せん妄　症例 02

座長：中村 祥英（地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 ICU/CCU）
P56-1 せん妄患者における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，3.自治医科大学
医学部救急医学講座救命救急センター） 

P56-2 NPPVケアの標準化を目的としたアセスメントチャートの作成 ─鎮静鎮痛せん妄のアセスメントツールを活用して─
前田 美香子，小口 賢仁，坂井 孝行，伊藤 新司，下平 啓太，北林 宏（伊那中央病院看護部） 

P56-3 ICU退室後の患者の ICUでの記憶の有無
野口 綾子 1，細川 康二 2，天谷 文昌 3，山崎 正記 1，橋本 悟 1（1.京都府立医科大学附属病院集中治療部，2.広島大学
大学院救急集中治療医学，3.京都府立医科大学大学院医学研究科疼痛緩和医療学教室） 

P56-4 プロトコール作成によるせん妄に対する看護介入の変化 ～せん妄評価ツールを使用して～
岩澤 恵美，井原 昌利，瀬谷 好美，根岸 香緒里，村田 絹代（桐生地域医療組合桐生厚生総合病院） 

P56-5 A病院集中治療室看護師の疼痛管理に関する認識と課題
中田 桃子，多田 真太郎，杉山 妙子，芹沢 まどか，鳥越 涼介（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター） 

3月 2日（土）　11：00～ 12：00　ポスター会場 16　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 57（P57）　栄養

座長：東別府 直紀（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科・NST）
P57-1 間接熱量計を用いた経腸栄養持続投与プロトコールの有用性に関する検討

藤本 晃治，高橋 健二，佐藤 直子，大石 竜也，山角 洋子（山口県立総合医療センターICU） 
P57-2 重症患者の経腸栄養管理における腸管機能維持プロトコール導入の有効性の検討

上原 頌子，小林 瑞枝，山崎 敦子，小暮 圭佑，木村 彩乃，金本 匡史（群馬大学医学部附属病院集中治療部） 
P57-3 入院時のmNUTRICスコアは急性心不全患者の入院予後を予測する

春木 伸太郎，沼田 まどか，南 雄一郎，石田 一世，溝渕 景子，重城 健太郎，萩原 誠久（東京女子医科大学循環器内科） 
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P57-4 オピオイド持続静脈注射使用中の排便コントロールにおけるナルデメジンの検討
山内 佑允，青木 優佑，濱田 一央，山添 大輝，小出 明里，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） 

P57-5 ICUにおける栄養療法の実態
関戸 沙予 1，江口 秀子 2，内藤 綾 1（1.済生会千里病院看護部 ICU，2.大阪青山大学健康科学部看護学科） 

P57-6 ICU入室患者における低リン血症の実態
本村 絵里 1，玉城 正弘 2，照屋 剛 3（1.社会医療法人友愛会豊見城中央病院栄養科，2.社会医療法人友愛会豊見城中
央病院集中治療室，3.社会医療法人友愛会豊見城中央病院外科） 

P57-7 高タンパク質投与が早期の改善につながった重症多発褥瘡の 1例
宇治野 智代 1，山本 あゆみ 1，鶴田 容子 1，松永 貴子 1，山形 朝子 2，古川 由人 3，飯尾 純一郎 3，中嶋 いくえ 3，前原 
潤一 3，今村 治男 1（1.済生会熊本病院栄養部，2.済生会熊本病院看護部，3.済生会熊本病院救急総合診療センター） 

3月 2日（土）　11：00～ 12：00　ポスター会場 17　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 58（P58）　患者管理 02

座長：齋藤 美和（さいたま赤十字病院看護部 ICU・HCU・救命センター外来）
P58-1 腹臥位時の体位別における体圧集中部位の検証

伊藤 佳奈 1，土屋 淳子 2，伊藤 由香 2，辻本 雄太 2，長谷川 佑介 2（1.山形県立中央病院救急室，2.山形県立中央病院
ICU） 

P58-2 医療関連機器圧迫創傷の予防対策の標準化による取り組み
長谷川 励子，近藤 晃代，木下 佳子，白浜 伴子，善村 夏代，小賀坂 祥子，山田 佳寿美（NTT東日本関東病院 ICU） 

P58-3 診療看護師によるPOCUS（FOCUS）の有用性について　ICU/ERでの特定医行為以外の可能性
斉藤 岳史，藤谷 茂樹，本館 教子，和田 由紀（聖マリアンナ医科大学病院） 

P58-4 看護師が測定する瞳孔径と瞳孔記録計（NPi-200）で測定する瞳孔径に差はあるのか
露木 菜緒（杏林大学医学部付属病院） 

P58-5 当院集中治療部における原価計算の労務費算出の試み
志賀 卓弥 1，井汲 沙織 1，小林 直也 2，佐藤 友菜 1，亀山 良亘 1，齋藤 浩二 1，山内 正憲 2（1.東北大学病院集中治療部，
2.東北大学病院麻酔科） 

P58-6 北海道胆振東部地震に伴う大規模停電による地域医療機関への影響と当院集中治療室での経験
伊藤 真由美 1，西迫 良 1，上村 亮介 1，横山 健 1，奈良 理 2（1.手稲渓仁会病院麻酔科集中治療室，2.手稲渓仁会病院
救急救命センター集中治療室） 

P58-7 ICUに隣接した脳卒中ケアユニットの設置と運用に関する報告
花吉 志朗，亀田 真澄美（潤和会記念病院脳卒中ケアユニット看護部） 

3月 2日（土）　11：00～ 12：00　ポスター会場 18　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 59（P59）　患者管理 03

座長：大石 佐奈美（社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院看護部 ICU）
P59-1 A病院における卒後 3年目未満の ICU新任看護師におけるストレスの特徴

谷地 悟，片田 望，石神 泉（函館中央病院看護部 ICUセンター） 
P59-2 生命危機場面における病棟看護師の躊躇の実態調査

大野 直子，横野 知江，内山 美枝子，小山 諭（新潟大学大学院保健学研究科） 
P59-3 生命危機場面における病棟看護師の看護行為への満足度の実態調査

大野 直子，横野 知江，内山 美枝子，小山 諭（新潟大学大学院保健学研究科） 
P59-4 ICUから転棟後のバックコール調査

金城 千春，羽地 ななせ，仲間 敏春，大城 和也，古謝 裕子，玉城 正弘（社会医療法人友愛会豊見城中央病院） 
P59-5 高度急性期医療から移行する患者へのTransition of careの現状とシームレスケアへの課題

豊田 舞（社会福祉法人三井記念病院HCU病棟） 
P59-6 POT法を用いた ICUにおけるMRSA交差伝播の解析

板津 良 1，矢野 久子 2，安岡 砂織 3，田村 哲也 4，平手 博之 4，祖父江 和哉 4（1.愛知医科大学看護学部，2.名古屋市立
大学看護学部，3.東邦大学看護学部，4.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） 

P59-7 救急搬送されたてんかん重積患者の背景と発症要因の調査
日高 あゆみ，甲斐 友里恵，福岡 綾，西橋 富美江（潤和会記念病院看護部） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：50　ポスター会場 19　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 60（P60）　検査法・モニタリング 01

座長：渡海 裕文（兵庫県立淡路医療センター麻酔科）
P60-1 食道手術における反回神経刺激電極付き気管チューブの使用経験

楠戸 絵梨子，西 憲一郎，岡本 明久，森 菜都美，内海 潤（大阪赤十字病院麻酔科・集中治療部） 
P60-2 糖尿病性ケトアシドーシスにおける間質糖モニタリング装置FreeStyleリブレ™の使用経験

和久田 千晴 1，加藤 弘美 1，鈴木 祐二 1，御室 総一郎 1，小幡 由佳子 1,2，土井 松幸 1，中島 芳樹 2（1.浜松医科大学医学
部付属病院集中治療部，2.浜松医科大学医学部付属病院麻酔科蘇生科） 
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P60-3 ICU患者における下肢静脈エコー実施症例の検討
蕪木 友則，須崎 紳一郎，原田 尚重，原 俊輔，寺岡 麻梨，平山 優，山本 浩大郎，鈴木 秀鷹，岸原 悠貴，河口 拓哉（武
蔵野赤十字病院救命救急科） 

P60-4 脳卒中初期診療における携帯型クレアチニン分析装置の有用性
守屋 まりこ 1，弦切 純也 1，大岩 彬人 1，小林 雄大 1，奥村 滋邦 1，田中 洋輔 2，山中 浩史 2，大村 泰史 2，長田 雄大 1 
（1.東京医科大学八王子医療センター救命救急センター，2.日野市立病院救急科） 

P60-5 当院での輸液ポンプチェッカーの有用性
古庄 宏嵩，三島 博之，平井 雅博，利田 晋治，花田 龍馬，高橋 幸子，渡邉 直貴，日名子 康助，松嶋 冴佳（九州大学
病院医療技術部臨床工学部門） 

P60-6 自動カフ圧コントローラ Smart Cuf fの性能評価
中本 皓太 1，岸本 和昌 1，藤井 清孝 1，桜井 稔泰 2（1.神戸市立西神戸医療センター臨床工学室，2.神戸市立西神戸医
療センター呼吸器内科） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：40　ポスター会場 20　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 61（P61）　中毒 01

座長：小畑 仁司（公益財団法人大阪府三島救急医療センター）
P61-1 アセタミプリドによる急性中毒の一例

小川原 葵，市川 通太郎，山川 耕司，柳谷 信之，岩下 具美（長野赤十字病院） 
P61-2 心筋梗塞の治療中に合併したが救命しえたアセリオによる中毒性表皮壊死症

玉井 謙次 1，進藤 俊介 1，木村 慎一 1，金井 理一郎 1，佐久間 絢 1,2，高橋 宏行 1（1.社会福祉法人恩賜財団済生会横浜
市東部病院，2.東邦大学医療センター大森病院麻酔科） 

P61-3 酸化マグネシウムの長期投与により意識障害を発症した高マグネシウム血症の 1症例
一瀬 麻紀，長谷川 綾香，秋葉 春菜，有野 聡，佐々木 庸郎，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） 

P61-4 ニセクロハツ中毒の治療に難渋した 1例
上田 錠，永井 梓，稲垣 麻優，藤村 高史，平田 陽祐，辺 奈理，三宅 健太郎，竹内 直子，水落 雄一朗，有馬 一（愛知
県厚生連海南病院麻酔科・集中治療センター） 

P61-5 メトホルミン中毒に対して prolonged intermittent renal replacement therapy （PIRRT）が奏功した一例
藤井 元輝，大野 博司，植木 あゆみ（洛和会音羽病院 ICU/CCU） 

3月 2日（土）　11：00～ 11：40　ポスター会場 21　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 62（P62）　中毒 02

座長：藤塚 健次（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）
P62-1 一酸化炭素中毒にメトヘモグロビン血症を合併した一例

高橋 裕明，井上 一由，越智 香織，熊代 美香，大岩 雅彦，大西 淳司，谷津 祐市，平崎 盟人（香川県立中央病院麻酔科） 
P62-2 診断に難渋しADH阻害療法のみを施行し救命しえた致死的メタノール中毒の 1症例

田中 清高 1，川向 洋介 1，佐藤 智洋 1，山本 修司 1，山蔭 道明 2（1.JA北海道厚生連帯広厚生病院麻酔科，2.札幌医科
大学麻酔科学講座） 

P62-3 救急外来で経過観察中に呼吸抑制と心停止を認めたエペリゾン大量内服の 1例
的場 友望，山本 剛史，佐藤 康次，野田 透，岡島 正樹（金沢大学附属病院麻酔科蘇生科） 

P62-4 致死量を内服したカフェイン中毒に対して血液浄化が有効であった 1例
小田 裕太 1，小尾口 邦彦 2，福井 道彦 2，藤野 光洋 2，大手 裕之 2（1.倉敷中央病院救急科，2.市立大津市民病院） 

P62-5 心肺停止となった急性カフェイン中毒に対してECPR，High flow CHDを導入し救命し得た 1症例の経験
水盛 邦彦 1，中川 富美子 1，安藤 勝悟 1，清水 彰子 1，土井 麻友子 1，松井 孝拓 1，堀 智志 2，山口 順子 2，木下 浩作 2 
（1.日本大学医学部附属板橋病院臨床工学技士室，2.日本大学医学救急医学系救急集中治療医学分野） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：50　ポスター会場 1　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 63（P63）　チーム医療 03

座長：瀬尾 勝弘（小倉記念病院麻酔科・集中治療部（救急部））
P63-1 Daily Goals Worksheet運用の効率化への取り組み

鈴木 祐二 1，板垣 大雅 2，植田 広 3，和久田 千晴 1，小林 賢輔 1，加藤 弘美 1，御室 総一郎 1，小幡 由佳子 1，土井 松幸 1，
中島 芳樹 4（1.浜松医科大学医学部附属病院集中治療部，2.徳島大学医歯薬学研究部救急集中治療医学，3.浜松医
科大学医学部附属病院手術部，4.浜松医科大学医学部麻酔蘇生学講座） 

P63-2 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，丸山 紗季，原 英子，小谷 文乃，大胡 麻里子，月坂 裕里加，岡本 真由美，田中 志穂，笹井 恵美子，山田 
和彦（国立国際医療研究センター栄養サポートチーム） 

P63-3 管理栄養士を含めた多職種カンファレンスの試み
高良 綾 1，中村 啓介 1，比屋根 寛 1，赤嶺 史郎 2，玻名城 尚 2，瀬名波 栄信 3，新垣 慶朋 1（1.医療法人沖縄徳洲会南部
徳洲会病院看護部，2.医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院臨床工学部，3.医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院） 
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P63-4 〔優秀演題（ポスター発表）〕集中治療室常駐薬剤師の薬物治療レビューが入室患者の基礎疾患に対する薬物治療継続に及
ぼす影響

津山 博匡 1，橋場 英二 3，天内 絵理香 3，工藤 倫之 2，丹羽 英智 2，廣田 和美 2，新岡 丈典 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） 

P63-5 当院のMTP作成で緊急輸血投与までの時間は短縮されたか？
光銭 大裕，清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター） 

P63-6 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，脇本 優司，松田 航，小美濃 明子，米廣 由紀，磯田 英里，小川 竜徳，深谷 隆史，玉木 毅（国立
国際医療研究センター呼吸ケアサポートチーム） 

3月2日（土）　14：00～14：40　ポスター会場2　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 64（P64）　チーム医療 04

座長：山田 知輝 （大阪警察病院ER・救命救急科）
P64-1 救命救急科における当院のチームアプローチが病院収益に与える影響

小澤 哲也 1，守田 誠司 2，澤本 徹 2，梅鉢 梨真子 2，稲垣 小百合 2，小俣 麻美 2，石塚 久美子 3，鈴木 好 3，佐藤 隆一 1，
霜田 直史 1（1.小田原市立病院リハビリテーション科，2.小田原市立病院救命救急科，3.小田原市立病院看護部） 

P64-2 多職種回診及びEarly Mobilizationプロトコル導入効果の検証
高田 将規 1，岡安 健 1，村井 純 1，池松 幸二 1，酒井 朋子 2（1.東京医科歯科大学医学部附属病院リハビリテーション部，
2.東京医科歯科大学医学部附属病院リハビリテーション科） 

P64-3 京都市立病院 ICUにおける人工呼吸器離脱プロトコルの現状と課題
下新原 直子，安本 寛章，荒井 俊之（京都市立病院集中治療科） 

P64-4 RCT（Respirator y care team）主導により腹臥位管理が奏効したレジオネラ肺炎の 1例
桑原 成郎，荒川 優也，佐藤 めぐみ，杉原 智子，番匠 亮平，平岡 万季，平澤 孝幸，長柄 敦子，水谷 健吾，小牧 千人
（社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院RCT） 

P64-5 多職種連携により救命できた高度肥満を伴う重症急性膵炎の 1例
今村 友典 1，須崎 萌 1，小松 祐美 1，藤本 竜平 1，南島 大輔 2，瀬谷 陽子 3，町田 純子 3，南島 大輔 4，松原 啓祐 1，金井 
尚之 1（1.東京警察病院救急科，2.東京警察病院リハビリテーション科，3.東京警察病院看護部，4.東京警察病院薬
剤部） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：50　ポスター会場 3　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 65（P65）　リハビリテーション　研究 01

座長：濱口 純（東京都立多摩総合医療センター救命救急センター）
P65-1 当院 ICUにおける脳出血患者の初回リハビリテーション介入時所見とFIM効率を利用した効果予測因子の検討

宮永 陽亮 1，高橋 章大 1，有田 美菜実 1，濱川 俊朗 2，成尾 浩明 3（1.潤和会記念病院リハビリテーション療法部，2.潤
和会記念病院集中治療部，3.潤和会記念病院救急部） 

P65-2 外傷患者における早期リハビリテーションの徹底は離床までの日数を短縮させる
渡邊 大輔 1，阿妻 伸幸 1，鳥屋 優太 1，河原 一剛 1，宮下 春紀 1，森島 克明 2，渡邉 朋徳 2，長澤 宏樹 3，大森 一彦 3 
（1.順天堂大学医学部附属静岡病院リハビリテーション科，2.順天堂大学医学部附属静岡病院看護部，3.順天堂大
学医学部附属静岡病院救急診療科） 

P65-3 当院 ICUにおける早期気管切開術施行患者に対する早期リハビリテーションの効果
阿妻 伸幸 1，渡邊 大輔 1，鳥屋 優太 1，河原 一剛 1，宮下 春紀 1，森島 克明 2，渡邉 朋徳 2，長澤 宏樹 3，大森 一彦 3 
（1.順天堂大学医学部附属静岡病院リハビリテーション科，2.順天堂大学医学部附属静岡病院看護部，3.順天堂大
学医学部附属静岡病院救急診療科） 

P65-4 心臓血管外科手術前後の咳嗽力の変化について
中野 晴恵 1，生須 義久 1，猪熊 正美 1，風間 寛子 1，設楽 達則 1，桑原 拓哉 1，山下 遊平 1，江連 雅彦 2，安達 仁 3，内藤 
滋人 3（1.群馬県立心臓血管センターリハビリテーション課，2.群馬県立心臓血管センター心臓血管外科，3.群馬県
立心臓血管センター循環器内科） 

P65-5 有機リン中毒患者に対する理学療法経過
萩原 郁美 1，武井 圭一 1，高野 敬士 1，藤本 幹雄 2，山本 満 1,2（1.埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション
部，2.埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション科） 

P65-6 当院における ICU早期離床への取り組み。作業療法士の役割を考えて。
源古 賢一郎，上地 利明，比屋根 寛，赤嶺 涼佳，神谷 敏之（南部徳洲会病院） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：50　ポスター会場 4　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 66（P66）　リハビリテーション　研究 02

座長：對東 俊介（広島大学病院）
P66-1 当院における理学療法士の ICU専任配置の取り組みと影響についての検討

伊左治 良太 1，大野 博司 2（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 ICU/CCU） 
P66-2 当院救命 ICUにおけるせん妄・肺炎の発症状況とその特徴

大久保 裕也 1，武井 圭一 1，高野 敬士 1，藤本 幹雄 2，山本 満 2（1.埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーショ
ン部，2.埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション科） 
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P66-3 救急 ICUに入院しリハビリテーションを実施した敗血症患者の入院時GNRIからみた退院時ADLの検討
沖 圭祐，川田 稔（大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院リハビリテーション部） 

P66-4 Early Mobilization時の人工呼吸器との同調性について
長谷川 哲也 1，牧野 淳 2，杉 輝夫 3，Lonny Ashworth4（1.地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院リハビリテー
ション科，2.地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院集中治療部，3.社会福祉法人社会福祉協会湘南病院リハ
ビリテーション室，4.Boise State University Department of Respiratory Care） 

P66-5 胸骨正中切開による心拍動下冠状動脈バイパス術と低侵襲冠状動脈バイパス術におけるリハビリ進行状況の比較
高橋 あゆみ 1，梅田 和也 1，吉田 成彦 2，松井 智美 3，黄 由麻 3，榊 聡子 4，森 千恵子 3（1.IMS（イムス）グループ東京葛
飾総合病院リハビリテーション科，2.イムスグループ東京葛飾総合病院心臓血管外科，3.イムスグループ東京葛
飾総合病院看護部，4.イムスグループ春日部中央総合病院リハビリテーション科） 

P66-6 当院における ICU専任理学療法士配置による効果の検証
福澤 賢，片 茉記子，西山 未南，井上 雄太，永田 功，松本 卓，武居 哲洋（横浜市立みなと赤十字病院リハビリテーショ
ンセンター） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：50　ポスター会場 5　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 67（P67）　リハビリテーション　症例 01

座長：児島 範明（関西電力病院リハビリテーション部）
P67-1 体外式膜型人工肺管理下に体位療法を施行した症例

大垣 貴史 1，古川 誠一郎 1，立石 順久 2，大島 拓 2，今井 正太郎 1，稲垣 武 1，天田 裕子 1，村田 淳 1，織田 成人 1（1.千
葉大学医学部附属病院リハビリテーション部，2.千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学） 

P67-2 長期人工呼吸器管理中に持続的な受動立位訓練により筋力低下を予防できた腎移植後PCP肺炎の一症例
内尾 優 1，堀部 達也 1，二見 健太 1，圖師 将也 1，加島 広太 1，猪飼 哲夫 2，野村 岳志 3，蜂須賀 健 4，渕之上 昌平 4 
（1.東京女子医科大学リハビリテーション部，2.東京女子医科大学リハビリテーション科，3.東京女子医科大学集
中治療科，4.東京女子医科大学腎臓外科） 

P67-3 緊急開腹術後患者の離床後に歩行練習開始が遅延する要因の検討
三浦 早織，高山 絵里（埼玉医科大学病院リハビリテーション科） 

P67-4 集中治療室退室時に精神障害を呈し理学療法に難渋した一症例
仲本 昂平 1，野中 沙恵 1，高崎 裕介 1，佐藤 英博 2，増田 直樹 3，大西 翠 4（1.社会医療法人共愛会戸畑共立病院リハビ
リテーション科，2.社会医療法人共愛会戸畑共立病院外科，3.社会医療法人共愛会戸畑共立病院麻酔科，4.社会医
療法人共愛会戸畑共立病院集中治療室看護部） 

P67-5 （取り下げ）

P67-6 抑うつの改善により人工呼吸器から離脱可能となった重度低肺機能患者の一例
佐川 礼子 1，中川 義嗣 1，丸岡 正則 2，照沼 祥子 3，長谷川 隆一 4（1.総合病院水戸協同病院リハビリテーション部，
2.総合病院水戸協同病院臨床工学部，3.総合病院水戸協同病院看護部，4.獨協医科大学埼玉医療センター集中治療
科） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：40　ポスター会場 6　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 68（P68）　リハビリテーション　症例 02

座長：松木 良介（関西電力病院リハビリテーション部）
P68-1 重度の ICU-AWを発症した患者の歩行訓練に使用したサドル付き歩行器についての報告

安田 雅美 1，稲葉 守彦 1，市橋 理恵子 1，鈴木 辰幸 1，坂本 一路 1，加藤 裕子 2，田中 明美 2，笹野 信子 3（1.名古屋市
立西部医療センターリハビリテーション科，2.名古屋市立西部医療センター麻酔科，3.名古屋市立西部医療セン
ター麻酔科集中治療部） 

P68-2 可逆性弛緩性四肢麻痺を合併した甲状腺クリーゼの 1例
井藤 公紀，小林 隆行，横谷 浩士，内村 信一郎（総合病院国保旭中央病院リハビリテーション科） 

P68-3 劇症型心筋炎発症後の重度 ICU-AWに対して継続した外来リハビリにより運動耐容能の改善が得られた一例
北條 悠 1，松尾 知洋 1，齋藤 和也 1，内藤 喜隆 1，井上 航一 2，平岡 有努 2，林田 晃寛 3，近沢 元太 2，吉鷹 秀範 2，坂口 
太一 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，3.心臓病セン
ター榊原病院循環器内科） 

P68-4 超高齢患者に対し人工呼吸器管理中より早期リハビリテーション介入をした 1症例
佐野 晋作 1，北野 尚巳 2，奥谷 珠美 3（1.岡山済生会総合病院リハビリテーションセンター，2.岡山済生会総合病院
看護部，3.岡山済生会総合病院リハビリテーション科） 

P68-5 精神遅滞患者の開心術周術期理学療法経験 ～ J-PADガイドラインに準じた介入が有効だった一症例～
高橋 正浩 1，中村 雅則 2，松井 俊尚 2,3，佐藤 朝之 3，味藤 静 4（1.市立札幌病院リハビリテーション科，2.市立札幌病
院心臓血管外科，3.市立札幌病院救命救急センター，4.市立札幌病院精神科） 
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3月 2日（土）　14：00～ 15：00　ポスター会場 7　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 69（P69）　呼吸　症例 04

座長：横瀬 真志（横浜市立大学附属病院集中治療部）
P69-1 Mendelson症候群により急性呼吸促迫症候群を呈し，VV-ECMOの導入により救命し得た 1例

中村 龍太郎，加藤 万由子，畠山 稔弘，上原 克樹，鈴木 達彦，五明 佐也香，上笹貫 俊郎，鈴木 光洋，杉木 大輔，松
島 久雄（獨協医科大学埼玉医療センター救急医療科） 

P69-2 VV-ECMOにより救命し得た気管支喘息重積発作の 1例
山城 麻奈，北村 伸哉，加古 訓之，砂原 聡，岩瀬 信哉，鈴木 利直，下河邉 久陽，星野 翔太，山根 綾夏（国保直営総
合病院君津中央病院） 

P69-3 血球貪食症候群および真菌感染による低酸素血症に対しECMOを用いた集学的治療により救命しえた小児の一例　
辻 匠子，菅原 陽，高木 俊介，桑原 香折，安西 晃子，濱田 貴子，横山 暢幸，柏木 静，横瀬 真志，後藤 隆久（横浜市
立大学附属病院） 

P69-4 肺全摘後に発生した肺炎に伴うARDSに対し筋弛緩薬を用いた呼吸･循環管理を行った 1例
高岡 敦，大田 典之，冬田 昌樹，中尾 慎一（近畿大学医学部麻酔科学講座） 

P69-5 気道管理に難渋した再発性多発軟骨炎による気管気管支軟化症の 1例
三部 徳恵，江花 英朗，箱崎 貴大，五十洲 剛，黒澤 伸，村川 雅洋，小原 伸樹，井石 雄三，本田 潤，細野 敦之（福島
県立医科大学麻酔科学講座） 

P69-6 5 -fluorouracilによる化学療法中，高アンモニア血症，意識障害を来した一例
望月 俊明 1，山本 豊 1，横田 美幸 2（1.がん研究会有明病院，2.がん研究会有明病院麻酔科） 

P69-7 周術期に危機的な低酸素に陥ったが社会復帰を果たした筋強直性筋ジストロフィー患者の 1症例
後藤 真也 1，渡部 修 2，宮村 保吉 2，鈴木 健人 2，清水 賢一 1，田中 啓司 2，岡田 邦彦 2（1.佐久総合病院佐久医療センター
麻酔科，2.佐久総合病院佐久医療センター救急科） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：50　ポスター会場 8　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 70（P70）　呼吸　症例 05

座長：松田 憲昌（小倉記念病院麻酔科・集中治療部）
P70-1 巨大な咽頭部腫瘤の影響により誤嚥性肺炎を併発し挿管管理を要するも ,気管挿管に難渋した一症例

中山 博介，金井 理一郎，小松崎 崇，十河 大悟，池田 敏明，竹田 渓輔，高岡 早紀，木村 慎一，高橋 宏行，佐藤 智行
（済生会横浜市東部病院麻酔科） 

P70-2 気管チューブによる刺激が呼吸器離脱を困難にし，縦郭気腫を生じた症例
立入 由佳，井上 聡己，園部 奨太，西和田 忠，恵川 淳二，川口 昌彦（奈良県立医科大学附属病院麻酔科学教室） 

P70-3 前傾側臥位が酸素化改善に有用だった高度肥満患者の一症例
長谷川 和子，井上 茂，天野 靖大，三木 雄輔，前田 翔，横山 祐太郎，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） 

P70-4 気管ステントと気管切開術を要した神経線維腫症 1型
荒川 立郎，自見 孝一朗，森田 恭成，近藤 貴士郎，安藤 諭，鈴木 秀一，関 幸雄（名古屋医療センター救命救急セン
ター） 

P70-5 イレウス管留置中に両側声帯麻痺をきたし，経鼻胃管症候群を考えた 1例
武智 健一，彭 懌，三喜 和明，清水 一郎（松山赤十字病院麻酔科） 

P70-6 当院で経験した腫瘍による気道緊急症例
千田 康之，菊地 紘彰，佐々木 徹，石田 時也（太田西ノ内病院救命救急センター・麻酔科） 

3月 2日（土）　14：00～ 15：00　ポスター会場 9　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 71（P71）　呼吸　症例 06

座長：京極 都（大阪母子医療センター集中治療科）
P71-1 EWSによる気管支充填とAPRVの併用で救命しえたANCA関連血管炎によるびまん性肺胞出血の一例

桃木 律也 1，渡辺 一彦 1，廣瀬 啓 1，本郷 貴識 3，岡 聖子 2，赤木 洋介 2，水川 俊一 2，小林 洋二 2（1.岡山済生会総合病
院内科，2.岡山済生会総合病院麻酔科，3.岡山済生会総合病院救急科） 

P71-2 気管切開後の瘢痕が原因と考えられたAPRV中の皮下気腫・縦隔気腫の一例
氏野 直美，梅垣 修（大阪医科大学集中治療部） 

P71-3 重症呼吸不全に INTELLiVENT®-ASVを用いて人工呼吸器のウィーニングを行った 2症例の検討
中村 公秀 1，中川内 章 1，山下 友子 1，谷川 義則 1，坂口 嘉郎 2（1.佐賀大学医学部附属病院集中治療部，2.佐賀大学
医学部麻酔・蘇生学） 

P71-4 体外式膜型人工肺や分離肺換気による呼吸管理を要した気管腫瘍の 1例
永森 達也，鈴木 宏康，三浦 政直，西田 圭佑，春田 祐子，岡本 泰明，三輪 立夫（刈谷豊田総合病院麻酔科救急集中
治療部） 

P71-5 経口内視鏡的筋層切除術後に気胸を発症し ICU管理を要した一例
地主 継 1，竹川 大貴 1，斎藤 淳一 1，橋場 英二 3，廣田 和美 2（1.弘前大学医学部附属病院，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） 
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P71-6 医原性気胸と自然気胸の鑑別に苦慮した 1症例
井上 茂，竹市 広，高野 悠子，横山 祐太郎，竹田 道宏，天野 靖大，田村 高廣，足立 裕史，鈴木 章悟，西脇 公俊（名
古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部） 

P71-7 開心術後，気管チューブからの持続出血で抜管に難渋した 1 症例
中尾 麻琴 1，笠羽 一敏 2，大沼 淳 2，南波 仁 2，一宮 尚裕 2（1.札幌医科大学医学部麻酔科学講座，2.市立旭川病院） 

3月 2日（土）　14：00～ 15：00　ポスター会場 10　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 72（P72）　補助循環 03

座長：小林 誠人（公立豊岡病院但馬救命救急センター）
P72-1 PCPS導入時に 2本の送血管使用により救命し得た急性心筋梗塞 3枝病変の一例

坂本 元 1，河合 建 1，上北 郁男 2，三宅 隆一郎 3，繁田 麻里 4，小野 嘉史 3，奥 幸樹 1，星野 和夫 2，金岡 由起 2，服部 洋
一郎 1（1.愛仁会明石医療センター麻酔科，2.愛仁会千船病院麻酔科，3.愛仁会高槻病院麻酔科，4.兵庫県立淡路医
療センター麻酔科） 

P72-2 PCPS管理中にできた心臓内血栓に対する局所的血栓溶解療法の新しいアプローチ方法
渡辺 雅之，一林 亮，鈴木 銀河，野口 晃司，本多 満（東邦大学医療センター大森病院救命センター） 

P72-3 総腸骨動脈瘤破裂に伴う心肺停止に対して，VA-ECMOを導入し，救命し得た一例
松田 知也，高松 純平（関西労災病院救急部） 

P72-4 ECMOおよびCRRT導入により救命し得た侵襲性肺炎球菌感染症の 1例
小坂 眞司，芝原 司馬，康 美理，齋藤 倫子，並木 みずほ，武田 宗和，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学講座） 

P72-5 気道狭窄に併発したたこつぼ心筋症による心原性ショックに対してHybrid ERでVA-ECMOを導入し救命し得た一例
小林 未央子 1，江花 弘基 2，輿石 晴也 3，田邉 真樹 1，中村 一葉 1，清水 洋 1，宮崎 紀樹 1，田邉 孝大 1，杉山 和宏 1，濱
邊 祐一 1（1.東京都立墨東病院救命救急センター，2.東京都立墨東病院呼吸器外科，3.東京都立大塚病院内分泌外
科） 

P72-6 VA-ECMO管理中に再発性，多発性の動脈性出血を発症した混合性結合組織病の一例
斉藤 仁志，西川 直樹，土岐 崇幸，八木 泰憲，森本 裕二（北海道大学病院麻酔科） 

P72-7 V-A ECMO管理中に大腿深動脈へのカニューレ迷入により下肢コンパートメント症候群が惹起された一例
栗原 健，那須 道高（浦添総合病院救急集中治療部） 

3月 2日（土）　14：00～ 15：00　ポスター会場 11　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 73（P73）　補助循環 04

座長：萩原 祥弘（東京都立多摩総合医療センター救命救急センター）
P73-1 Veno-venous extracorporeal membrane oxygenation（V-V ECMO）の導入に逡巡した急性呼吸不全の一例

森 麻衣子 1，宮下 亮一 1，玉崎 庸介 1，盛 直博 2，猪口 孝一郎 3，大嶽 浩司 1，小谷 透 1（1.昭和大学病院麻酔学講座集
中治療科，2.昭和大学江東豊洲病院麻酔科，3.昭和大学循環器内科） 

P73-2 注腸造影を契機に発症した septic ARDSに対し，VV-ECMOが奏功した 1例
水山 勇人，古賀 寛教，小坂 麻里子，甲斐 真也，大地 嘉史，山本 俊介，安田 則久，日高 正剛，後藤 孝治，北野 敬明
（大分大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部） 

P73-3 循環動態が破綻した重症レジオネラ肺炎に対してVV-ECMOを導入して救命した 1例
遠藤 啓孝 1，平田 旭 1，村上 大道 1，池田 武史 1，伊波 寛 1，知念 巧 2，小山 淳 2，友利 隆一郎 2，比嘉 信喜 2（1.中部徳
洲会病院集中治療科，2.中部徳洲会病院救急総合診療科） 

P73-4 呼吸不全に対するVV-ECMO管理中に右心不全を合併しVAV-ECMOへ変更し救命し得た 1例
鈴木 剛 1，三澤 友誉 2，佐藤 ルブナ 2，反町 光太朗 1，塚田 泰彦 1，小野寺 誠 2，伊関 憲 1（1.福島県立医科大学医学部
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） 

P73-5 集学的治療によって救命しえた劇症型A群レンサ球菌感染症（TSLS）の一例
角田 美保子，小坂 眞司，齊藤 眞樹子，鈴木 秀章，康 美理，齋藤 倫子，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学） 

P73-6 内頸静脈を貫通し，血管修復術を要したVAV ECMOの 1例
栗原 祐太朗 1，丸橋 孝昭 1，大井 真里奈 1，長田 真由子 1，山谷 立大 1，藤岡 俊一郎 2，片岡 祐一 1，浅利 靖 1（1.北里大
学医学部救命救急医学，2.北里大学医学部心臓血管外科学） 

P73-7 重症呼吸循環不全に対し veno-ar terial-venous （vav） ECMOを導入し救命し得た 1症例
金澤 綾子 1，原山 信也 1，山下 美沙子 1,2，大竹 晶子 1，遠藤 武尊 1,2，尾辻 健 1，内田 貴之 1，二瓶 俊一 1，相原 啓二 1，
蒲地 正幸 1（1.産業医科大学病院集中治療部，2.産業医科大学麻酔科） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：50　ポスター会場 12　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 74（P74）　教育 01

座長：横山 正尚（高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座）
P74-1 小児集中治療研修の研修到達度評価とその問題点

井手 健太郎 1，赤嶺 陽子 2，儀間 政文 1，宮原 瑤子 1，西村 奈穂 1，中川 聡 1（1.国立成育医療研究センター集中治療科，
2.大阪市立総合医療センター小児集中治療部） 
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P74-2 Webベースの多施設遠隔勉強会立ち上げの試み
喜久山 和貴 1，増山 智之 1，安田 英人 2，櫻谷 正明 3，中山 泉 4，塩塚 潤二 1，讃井 將満 1，徳永 英彦 5，江角 亮 6，
MERIT Collaborators7（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.亀田総合病院集中治療
科，3.JA広島総合病院救急・集中治療科，4.沖縄県立中部病院集中治療部，5.地域医療振興協会練馬光が丘病院救
急集中治療科，6.三重大学医学部附属病院救命救急センター，7.MERIT Group） 

P74-3 PICUにおける開心術後入室シャドーイングの取り組み
小正 江里奈，伊藤 孝子，穂積 菜穂，白井 千春（北里大学病院周産母子成育医療センターPICU） 

P74-4 集中治療室における新人看護師の振り返り内容のカテゴリー化の有用性
都志 明日美 1，飯尾 泰子 1，門田 啓 1，岩地道 慶子 1，平岡 有努 2，近沢 元太 2，河田 美由紀 1（1.心臓病センター榊原
病院看護部，2.心臓病センター榊原病院心臓血管外科集中治療部） 

P74-5 ICUにおける経験学習を促す取り組みの現状と課題
辻本 雄大，松谷 悠里，阪本 芙美，岡本 菜子，北乾 徳子，石西 央樹，松葉 晃平，小川 哲平，山内 美智子，稲田 充代
（奈良県立医科大学附属病院集中治療部） 

P74-6 質問紙調査，ARCSモデルを使用したシミュレーション研修の検証
髙根澤 真希，畑 貴美子，加藤 建吾，伊藤 清恵（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） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：40　ポスター会場 13　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 75（P75）　教育 02

座長：白坂 雅子（日本赤十字社福岡赤十字病院 ICU/CCU）
P75-1 口腔ケアプロトコルスコア改訂後の口腔内環境の変化

増田 玲子，竹下 玲子，鳥越 綾美，江上 加奈子，山下 志保（医療法人光晴会病院） 
P75-2 救命救急センターでの気管挿管患者に対する口腔ケアの標準化による効果

保坂 熙，小林 由佳，山添 智予，中丸 真，尾石 早織，齋藤 意子（独立行政法人国立病院機構東京医療センター） 
P75-3 RST活動における病棟看護師の呼吸に関する意識の変化

小松 克弘，水谷 卓史，久具 純子（愛知医科大学病院看護部GICU） 
P75-4 クリティカルケア領域の看護師による肺音聴診記録の実態調査と記録された用語に影響する要因の分析

平田 祐太郎 1，石井 美恵子 2（1.独立行政法人国立病院機構岩国医療センター，2.元東京医療保健大学大学院） 
P75-5 酸素療法デバイスの適正使用を目指す取り組みとコスト削減

前田 智美，村中 晋也（国民健康保険小松市民病院臨床工学科） 

3月 2日（土）　14：00～ 15：00　ポスター会場 14　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 76（P76）　内分泌・代謝 01

座長：小北 直宏（旭川医科大学病院集中治療部）
P76-1 長期に集中治療を要した甲状腺クリーゼの一例

櫻井 千浪 1,2，木村 友則 2，小口 萌 2，近藤 乾伍 2，廣瀬 陽介 2，篠崎 啓介 2，寺田 尚弘 3，須田 博之 4，大沼 裕 4，貞広 
智仁 2（1.東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科，2.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，3.東京女子医科大学八千代医療センター麻酔科，4.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） 

P76-2 呼吸管理に難渋した粘液水腫性昏睡の一例
小澤 優，園生 智弘，島田 敦，本木 麻衣子，中村 仁美，奈良場 啓，神田 直樹，高橋 雄治，橋本 英樹，中村 謙介（日
立総合病院救命救急センター救急集中治療科） 

P76-3 植込み型補助人工心臓術後にアミオダロン誘発性甲状腺中毒症により甲状腺クリーゼをきたした一例
平澤 憲祐 1,2，若林 健二 1，篠岡 太郎 2，水野 友裕 3，長島 道生 1，丸山 史 1，塩田 修玄 1，高橋 英夫 1，荒井 裕国 3，重光 
秀信 1（1.東京医科歯科大学医学部附属病院集中治療部，2.東京医科歯科大学医学部附属病院循環器内科，3.東京医
科歯科大学医学部附属病院心臓血管外科） 

P76-4 血行動態の維持に難渋した未治療甲状腺クリーゼの 1症例：症例報告
仲野 りりこ 1，立花 俊祐 1，田口 まゆ 1，石岡 慶己 1，井上 光 1，小野 翼 2，堤 明人 2（1.滝川市立病院麻酔科，2.滝川市
立病院内科） 

P76-5 Sodium glucose transpor ter 2阻害薬を十分に休薬せずに経鼻的下垂体腫瘍摘出術を施行した一例
大清水 みお，内本 一宏，野島 優佳，後藤 美咲，早川 翔，浅見 優，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） 

P76-6 心停止となった神経性やせ症に蛋白同化ホルモンを用いた集学的治療を行った一例
柳川 洋一，長澤 宏樹，竹内 郁人，間所 俊介，日域 佳，大森 一彦，石川 浩平，大坂 裕通（順天堂大学医学部附属静
岡病院救急診療科） 

P76-7 急性副腎不全による心停止が疑われた 1症例
大久保 訓秀，黒木 将貴，小島 啓，坂本 尚子，伊野田 絢子，加藤 崇央，小山 薫（埼玉医科大学総合医療センター麻
酔科） 
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3月 2日（土）　14：00～ 14：50　ポスター会場 15　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 77（P77）　内分泌・代謝 02

座長：浅賀 健彦（香川大学医学部付属病院・集中治療部）
P77-1 水中毒患者の血清ナトリウム値の補正に関する検討

齋藤 豊，佐藤 信宏，廣瀬 保夫（新潟市民病院救急科） 
P77-2 高度な心機能低下と横紋筋融解症を合併した水中毒患者の一例

和田 浩太郎，小林 浩之，渡邊 麻衣，赤澤 杏奈，河野 圭史，木田 好美，石川 友規，石井 瑞恵，岩崎 衣津，福島 臣啓
（岡山赤十字病院麻酔科） 

P77-3 高度の低ナトリウム血症を呈し ICUに入室した超高齢者の 2例
奥 格，三枝 秀幸，余頃 瑞希，渡邊 麻衣，角谷 隆史，和田 浩太郎，木田 好美，岩崎 衣津，小林 浩之，實金 健（岡山
赤十字病院麻酔科） 

P77-4 頚髄損傷を契機とした低栄養により重度の低ナトリウム血症をきたした一例
西原 教晃 1，萩原 裕也 2，菊池 謙一郎 2，郭 光徳 2，四釜 裕睦 2，其田 一 2，山蔭 道明 1（1.札幌医科大学医学部麻酔科，
2.市立釧路総合病院麻酔科） 

P77-5 薬剤性抗利尿ホルモン不適切分泌症候群（SIADH）により重篤なCO2ナルコーシスを呈した脳死左肺移植後の一例
白木 敦子，川本 修司，瀬川 一（京都大学医学部附属病院） 

P77-6 ICU入室患者における高カロリー輸液投与開始早期の低リン血症の現状について
浅香 倫子 1，植村 昌弘 1，中野 剛志 1，安井 友佳子 1，郷間 厳 2，小畠 久和 3（1.堺市立総合医療センター薬剤科，2.堺
市立総合医療センター呼吸器内科，3.堺市立総合医療センター集中治療科） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：40　ポスター会場 16　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 78（P78）　内分泌・代謝 03

座長：梅垣 修（大阪医科大学集中治療部）
P78-1 橋中心髄鞘崩壊症を来した糖尿病性ケトアシドーシスの 1例

市川 通太郎，小川原 葵，山川 耕司，柳谷 信之，岩下 具美（長野赤十字病院救命救急センター） 
P78-2 急激に進行する乳酸アシドーシスで発症しショック状態が遷延した糖尿病患者の 1例

前谷 和秀，高橋 香好，西田 崇通，柚木 良介，柳瀬 豪，則尾 弘文（済生会福岡総合病院救命救急センター） 
P78-3 高血糖と左室壁運動異常を呈したアルコール性ケトアシドーシスの 1症例

関谷 憲晃，上村 友二，伊藤 遥，太田 一志，川津 文子，辻 達也，井上 雅史，衣笠 梨絵，平手 博之，祖父江 和哉（名
古屋市立大学麻酔科） 

P78-4 Hamman症候群を合併した急性発症 1型糖尿病の 1例
深澤 美葉，米澤 直樹，田嶋 淳哉，高橋 哲也，土井 賢治，藤澤 美智子，永田 功，武居 哲洋（横浜市立港赤十字病院
救命救急センター） 

P78-5 腫瘍摘出術後に低血糖を認めた褐色細胞腫の 1例
山本 剛史，西川 昌志，中山 祐子，佐野 宏樹，佐藤 康次，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大学附属病院麻酔科蘇
生科） 

3月 2日（土）　14：00～ 15：00　ポスター会場 17　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 79（P79）　患者管理 04

座長：稲波 享子（京都第一赤十字病院）
P79-1 重症筋硬直性ジストロフィーを合併した腹部大動脈瘤に対し，周術期に工夫を凝らして救命した 1症例

阪越 信雄（紀南病院心臓血管外科血管外科） 
P79-2 急性期患者の治療方針を自己決定するまでの関わり

井上 郁子，村上 志穂，塘田 貴代美（熊本大学医学部附属病院集中治療部） 
P79-3 身体拘束廃止への取り組み ～その人らしさを支える看護をめざして～

眞鍋 聡子，平井 綾子，八田 桜子，田原 真理，内田 康太，持田 雅実子，藤井 駿，南 ゆかり，谷本 玲子（鳥取大学医
学部附属病院） 

P79-4 気管挿管患者と看護師とのコミュニケーション手段ごとの患者の特徴 
金山 裕美 1，清水 友可里 1，土橋 夕香 2，山田 亨 1，久保 孝 1（1.東邦大学医療センター大森病院，2.学校法人東邦大
学羽田国際線クリニック） 

P79-5 HCUにおけるPNS導入 1年後のPNSに対する思い ～看護の質との一考察～
奥山 広也，大泉 春樹，安達 聡，那須 翔子（山形県立中央病院 ICU） 

P79-6 A病院 ICUにおけるPNSの導入効果と課題
大前 慎司（社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院） 

P79-7 〔優秀演題（ポスター発表）〕脳出血患者のFOURスコアおよびNPiと予後の関連性の検討
椎葉 望美，宮島 葵，池田 めぐみ，鈴木 貴子，川野 マキ（潤和会記念病院看護部） 
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3月 2日（土）　14：00～ 15：00　ポスター会場 18　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 80（P80）　患者管理 05

座長：小杉 一江（地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院看護部）
P80-1 ECMO装着患者に対する awake管理から学ぶチームアプローチの必要性

諏訪 豊美，高牟禮 美紀，小野 真梨，河原崎 麻美（済生会横浜市東部病院救命救急センター病棟） 
P80-2 Jonsenの臨床倫理 4分割表を用いた多職種カンファレンスの検討

山田 美佑 1，加藤 建吾 1，畑 貴美子 1，鍋島 正慶 2，牧野 淳 1（1.横須賀市立うわまち病院特定集中治療室，2.東京ベイ・
浦安市川医療センター集中治療科） 

P80-3 救命救急センターに勤務する看護師の認知機能低下がある患者への対応の現状
深澤 渚，倉嶋 久美子（長野赤十字病院B3病棟） 

P80-4 ICUにおける IMPELLA導入への看護師の取り組み
羽野 時子 1，柴田 麻里絵 1，牧野 沙緒里 1，大野 貴之 2，矢作 和之 3（1.社会福祉法人三井記念病院集中治療センター，
2.社会福祉法人三井記念病院心臓血管外科，3.社会福祉法人三井記念病院循環器内科） 

P80-5 気管挿管中に強い口渇感を訴えた 2症例とその要因に関する文献検討
佐藤 雅子 1，卯野木 健 2，大内 玲 1，櫻本 秀明 3，松嶋 綾 1（1.筑波大学附属病院集中治療室，2.札幌市立大学看護学
部看護学科，3.茨城キリスト教大学看護学部看護学科） 

P80-6 ICUにおける人工呼吸管理患者に対する鎮静深度と身体拘束の現状
諸見里 勝，清水 孝宏，普天間 誠，平敷 好史，里井 陽介（地方独立行政法人那覇市立病院） 

P80-7 当院の救命救急センターにおけるリハビリテーションの課題とは　
森島 克明 1，渡邉 朋徳 1，長澤 宏樹 2，大森 一彦 2，渡邊 大輔 3，阿妻 伸幸 3（1.順天堂大学医学部附属静岡病院，2.順
天堂大学医学部附属静岡病院救急診療科，3.順天堂大学医学部附属静岡病院リハビリテーション科） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：50　ポスター会場 19　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 81（P81）　検査法・モニタリング 02

座長：加藤 啓一（日本赤十字社医療センター麻酔科）
P81-1 筋萎縮性側索硬化症患者の気管切開術の麻酔経験 

山口 聡（東葛病院麻酔科） 
P81-2 局所脳酸素飽和度（rSO2）が大量出血時の循環動態把握に有効だった 1症例

水津 悠，七野 力（国立病院機構京都医療センター） 
P81-3 当院における非中心循環系血管内カテーテル使用患者の現状

和田 穣 1，二階 哲朗 1，庄野 敦子 1，三原 亨 1，太田 淳一 1，齊藤 洋司 2（1.島根大学医学部付属病院集中治療部，2.島
根大学医学部麻酔科学講座） 

P81-4 急性期における開心術後の体液バランス変動を生体電気インピーダンス法により評価可能か？ 3症例での検討
平山 敬浩 1，松山 広樹 2，徳平 夏子 2，芦田 ひろみ 2，飯田 淳 2，阪口 雅洋 2（1.京都山城総合医療センター麻酔科，2.京
都第一赤十字病院麻酔科） 

P81-5 体温管理療法におけるBispectral Index Monitorの有用性
小澤 拓郎 1，松本 晶平 1，伊藤 恵 1，大島 正行 2，富岡 義裕 3（1.太田記念病院麻酔科，2.小張総合病院麻酔科，3.羽生
総合病院救急総合診療科） 

P81-6 重症肺炎に対するVA-ECMO中に INVOS®値から頭蓋内病変の早期発見に至った 1例
橋詰 勇祐 1，小林 巌 1，五十嵐 友美 1，棚橋 振一郎 2，児玉 萌 1，飛世 史則 1，四十物 摩呼 1，住田 臣造 1（1.旭川赤十字
病院救命救急センター，2.北見赤十字病院麻酔科） 

3月 2日（土）　14：00～ 14：50　ポスター会場 20　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 82（P82）　検査法・モニタリング 03

座長：山本 良平（亀田総合病院）
P82-1 橈骨動脈ラインの固定装具の検討

眞籠 麻美，岩渕 雄多，住本 誠一（市立旭川病院看護部集中治療室ナースステーション） 
P82-2 気管内経口挿管と唾液湿潤度が口内細菌数に及ぼす影響に関する研究

大槻 勇真 1，小玉 晴菜 1，高田 望 2，坂本 千尋 1（1.東北大学病院看護部，2.東北大学大学院医学系研究科） 
P82-3 ICUにおいて薬剤師が塩酸バンコマイシン点滴静注用の初期投与設計へ介入することの有用性について

曽我 弘道，福島 将友，前田 朱香，福地 祐亮，清水 誉志，富田 敏章，町田 聖治，入江 利行（小倉記念病院薬剤部） 
P82-4 精神疾患を合併した頸髄損傷患者の人工呼吸器離脱には呼吸機能評価が有用である（症例報告）

中川 義嗣 1，長谷川 隆一 2，辰村 正紀 3，佐川 礼子 1，丸岡 正則 4，照沼 祥子 5，小峰 翔太 1，土子 沙也香 1（1.水戸協同
病院リハビリテーション部，2.獨協医科大学埼玉医療センター集中治療科，3.水戸協同病院整形外科，4.水戸協同
病院臨床工学部，5.水戸協同病院看護部） 

P82-5 局所組織酸素飽和度モニタNIRO-200NXとO3TMの比較検討
鈴木 完 1，上原 克也 1，根城 裕也 1，山岸 麟太郎 1，渡辺 誉幸 1，高橋 翔 1，田中 秀明 1，高森 修平 1，大石 竜 1,2（1.昭和
大学病院臨床工学室，2.昭和大学統括臨床工学室） 

P82-6 当院 ICUにおける血液ガス測定のコスト削減の取り組み
里井 陽介，普天間 誠，平敷 好史，清水 孝宏，諸見里 勝（地方独立行政法人那覇市立病院 ICU） 
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3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 1　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 83（P83）　呼吸　研究 02

座長：門田 耕一（岡山大学病院 総合診療棟 ICU/CICU）
P83-1 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，松田 航，米廣 由紀，磯田 英里，小美濃 明子，小川 竜徳，深谷 隆史，佐々木 亮，笹井 恵美子，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） 

P83-2 High-velocity nasal insuf flationの陽圧効果の検討
宮崎 勇輔 1，伊藤 渉 1，川本 雄也 1，廣瀬 元 2，小尾口 邦彦 2（1.兵庫県立尼崎総合医療センターER総合診療科，2.市
立大津市民病院救急診療科・集中治療部） 

P83-3 NPPVマスク使用時皮膚トラブル予防のための保護剤の必要性について検討
神原 初奈 1，芹川 瞳 1，伊崎 美智子 1，越智 優希 1，佐伯 彩乃 1，林 真理 1，海塚 安郎 2（1.社会医療法人製鉄記念八幡
病院集中治療部看護部，2.社会医療法人製鉄記念八幡病院救急集中治療部） 

P83-4 Fontan術の抜管後におけるHigh-flow nasal cannula群と酸素マスク群の比較
池上 良子，志村 ともみ，水谷 結衣，渡邊 裕美子，松室 有希（国立循環器病研究センター小児科） 

P83-5 UPS下におけるAIRVO ™ 2（ハイフローシステム）の稼働を比較して
小原 祐介，上岡 将之，堀井 京子，細川 正浩，小橋 和彦（JA茨城県厚生連総合病院土浦協同病院臨床工学部） 

P83-6 ICUにおける気管挿管患者に対する口腔ケア後の汚染物質除去方法の検討
黒田 早希子 1，藤本 理恵 1，福原 美緒 1，陣脇 亜矢子 1，大田 弘子 1，田戸 朝美 2（1.山口大学医学部付属病院集中治療
室，2.山口大学大学院医学系研究科保健学専攻看護学領域臨床看護学分野） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 2　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 84（P84）　呼吸　研究 03

座長：石川 幸司（北海道科学大学）
P84-1 Semi-closed ICUにおける人工呼吸器離脱プロトコル導入効果の検討

清水 彩里 1，山本 高照 1，三田 篤義 1，清澤 研吉 1，若林 諒 1，山口 晃典 1，上條 泰 1，山本 克己 3，高尾 ゆきえ 4，今村 
浩 2（1.信州大学医学部附属病院集中治療部，2.信州大学医学部救急集中治療医学教室，3.信州大学医学部麻酔蘇生
学教室，4.信州大学医学部附属病院看護部） 

P84-2 一地方病院における高齢患者の人工呼吸器離脱における現状と課題
宇賀田 圭，土井 克史，柳川 崇，岩下 裕，中田 健，田向 宏和，大峠 仁美，今泉 正樹，高濱 みほ，豊田 大祐（国立病
院機構浜田医療センター） 

P84-3 急性呼吸不全チェックシートの活用に関する看護師の意識調査と課題
瀬戸口 隼人，山口 剛史，松尾 衿佳，山脇 麻美，加藤 尚，福原 祐樹（洛和会音羽病院看護部 ICU/CCU） 

P84-4 ICU看護師の気管吸引手技に関するコンプライアンスの実態
有田 孝，立野 淳子（小倉記念病院） 

P84-5 人工呼吸器装着患者を対象としたチーム医療における標準化と可視化による定型化アプローチの有用性
関根 祐子，米山 暁，池田 身佳，小嶋 雅子，福田 健太，鷹野 みずほ（社会医療法人社団新都市医療研究会〔関越〕会
関越病院） 

P84-6 人工呼吸器離脱プロトコル導入後の変化と今後の課題
中原 絵美子 1，渡海 裕文 2，三宅 和文 1，禾本 拓也 3（1.兵庫県立淡路医療センター看護部，2.淡路医療センター診療
部麻酔科，3.淡路医療センター臨床工学室） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 3　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 85（P85）　呼吸　症例 07

座長：石村 圭位（大阪市立総合医療センター）
P85-1 心臓外科手術後にFentanyl-induced rigidityによる換気不全を来した 6症例

入間田 大介，安藤 幸吉，櫻田 幽美子，東海林 秀幸，安達 厚子，佐藤 麻理子，黒瀧 健二，小林 朋恵，田村 萌（仙台
市立病院麻酔科） 

P85-2 脳性麻痺・胃食道逆流症に対する気管切開・胃瘻造設術に際して呼吸管理に難渋した 1症例
木村 太 1，竹川 大貴 1，丹羽 英智 2，橋場 英二 2，野口 智子 1，廣田 和美 1（1.弘前大学医学部麻酔科，2.弘前大学医学
部集中治療部） 

P85-3 気管挿管による高度気管狭窄を合併した拡張型心筋症の 1例
和田 愛子，吉田 健史，田中 愛子，田中 智彦，海老島 宏典，髭野 亮太，酒井 佳奈紀，平松 大典，内山 昭則，藤野 裕
士（大阪大学医学部附属病院集中治療部） 

P85-4 超音波で診断し得たリウマチ性関節炎による両側声帯運動障害の一例
西周 祐美，吉田 拓也，出井 真史，福井 公哉，佐藤 暢夫，清野 雄介，石川 淳哉，中川 雅史，野村 岳志（東京女子医
科大学病院集中治療科） 

P85-5 全身麻酔中に capillar y leak syndrome様の重篤な経過をとった薬剤性肺水腫疑いの 1例
上條 泰，若林 諒，藤田 織志，山口 晃典，清澤 研吉，山本 高照，清水 彩里，三田 篤義，今村 浩（信州大学医学部附
属病院集中治療部） 
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P85-6 腹臥位療法にて救命できたARDS合併抗ARS抗体症候群の 1例
穂積 拓考 1，中泉 貴之 1，栗原 健 1，名嘉村 敬 2，定本 圭弘 1，高橋 公子 1，北井 勇也 1，那須 道高 1，米盛 輝武 1（1.浦
添総合病院救急集中治療部，2.浦添総合病院呼吸器センター内科） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：40　ポスター会場 4　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 86（P86）　呼吸　症例 08

座長：石田 健一郎（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター救急部）
P86-1 急性骨髄性白血病患者の呼吸不全に対して長期のNHFで管理した一症例

喜山 敏志，佐保 尚三，田代 祐子，宮ノ下 誠，井上 正敏，黒岩 剛成，石川 裕輔，藤崎 友里，松島 静香，高城 佳奈子
（国立病院機構鹿児島医療センター） 

P86-2 鎮静下のNPPVにより上気道狭窄の発見が遅れた一症例
松田 憲昌，田中 るみ，釜鳴 紗桐，宮脇 宏，瀬尾 勝弘（小倉記念病院麻酔科・集中治療部） 

P86-3 非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）が有効であった急性一酸化炭素（CO）中毒の一例
富岡 義裕，姜 昌林，長谷 充康，木田 吉俊（羽生総合病院救急総合診療科） 

P86-4 ネーザルハイフローが有用であった高齢者のMRSA肺膿瘍の一例
溝渕 莉恵 1，中田 潤子 1，杉田 妹知 1，谷井 博亘 3，武山 廉 2（1.東京都保健医療公社大久保病院呼吸器内科，2.東京
女子医科大学病院，3.東京都保健医療公社大久保病院循環器内科） 

P86-5 高頻度振動換気にて改善が得られた顕微鏡的多発血管炎に合併した肺胞出血の一例
近藤 丈博（JA広島総合病院呼吸器内科） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 5　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 87（P87）　呼吸　症例 09

座長：孫 麗香（大阪市立総合医療センター救命救急センター・集中治療センター）
P87-1 ICUに緊急入室した整形外科症例の臨床的検討

福本 剛之，田村 尚，油利 俊輔，呉 裕樹，藤重 有紀，角 千恵子，中村 真之，中村 久美子，岡 英男（山口県立総合医
療センター麻酔科） 

P87-2 高度肥満を伴う呼吸不全患者に対する腹部持続陰圧管理の試み
西川 大樹，永井 将貴，海老原 恵理，武藤 健人，藍澤 洋介，岩田 彩加（名古屋第一赤十字病院リハビリテーション科） 

P87-3 成人心臓手術における吸入NOの使用状況 ─当院における 5年間の経験より─
古市 結富子 1，蔭山 慎平 1，足立 匠 1，佐藤 真美子 1，森田 智教 1，清水 淳 1，坂本 篤裕 2，田辺 克也 3，原口 剛 4（1.榊
原記念病院麻酔科，2.日本医科大学麻酔科学教室，3.榊原記念病院臨床工学部，4.榊原記念病院集中治療室） 

P87-4 急性大動脈解離術後の酸素化障害に対して一酸化窒素吸入療法を施行した 2例
森下 寛之，江連 雅彦，長谷川 豊，山田 靖之，星野 丈二，岡田 修一，金澤 祐太，加我 徹（群馬県立心臓血管センター
心臓血管外科） 

P87-5 膵炎治療経過中に発症したARDSに対しVV-ECMOを施行した一例
齊藤 眞樹子，加藤 秋太，市丸 梓，康 美理，齋藤 倫子，久保田 英，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学） 

P87-6 〔優秀演題（ポスター発表）〕ミニトラック II®を介して Intrapulmonar y Percussive Ventilation （IPV）を実施した 1例
新里 恵美菜 1,2，平本 芳行 3,4，梅崎 健司 1,2，時任 剛志 1,2，関谷 芳明 3，山田 均 3，荒木 祐一 3，松宮 直樹 2（1.茨城県立
中央病院麻酔科，2.土浦協同病院麻酔科，3.土浦協同病院救急集中治療科，4.水戸医療センター麻酔科） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 6　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 88（P88）　チーム医療 05

座長：村中 烈子（医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 ICU）
P88-1 当院集中治療室における開心術後患者の転帰に関する実態調査

高橋 眞紀，神林 知子，飛岡 和樹，鈴木 貴広，横山 健（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院） 
P88-2 急性期病院における心不全チームによる多職種カンファレンスの取り組み

沖野 優子，柴田 由美子，古賀 貴博，栗田 康寿，池田 知歌子，井上 勝，三輪 健二，安田 敏彦，高橋 麗子，松原 隆夫
（石川県立中央病院） 

P88-3 くも膜下出血初期治療プロトコール導入の試み
吉野 悦子 1，高橋 優太 1，吉田 尚史 1，鈴木 崇生 2，宮崎 勇輔 3（1.兵庫県立尼崎総合医療センター看護部，2.兵庫県
立尼崎総合医療センター救急集中治療科，3.兵庫県立尼崎総合医療センターER総合診療科） 

P88-4 複数の生命維持装置使用を想定した患者搬送シミュレーションの経験
玻名城 尚 1，赤嶺 史郎 1，神谷 敏之 1，中村 啓介 2，比屋根 寛 2，瀬名波 栄信 3（1.医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院
臨床工学部，2.医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院看護部，3.医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院心臓血管外科） 

P88-5 集中治療室移転時の臨床工学技士と医療機器の関わり
畠山 龍人 1，越川 翠 1，冨永 浩史 1，平林 則行 1，上田 朝美 2，鈴木 悠太 2，簑島 梨恵 2，長田 大雅 2，鈴木 武志 2，森﨑 
浩 2（1.慶應義塾大学病院医用工学室，2.慶應義塾大学医学部麻酔学教室） 

P88-6 術直後管理の標準化 ～マニュアル改訂とチームステップス導入～
椿野 雅子，頃安 まや，宮崎 里佳（兵庫県立姫路循環器病センター） 
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3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 7　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 89（P89）　リハビリテーション　研究 03

座長：卯野木 健（札幌市立大学看護学部）
P89-1 高侵襲悪性腫瘍根治術後の術後早期離床における予見因子の検討

劉 丹，松三 絢弥，赤刎 真一，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） 
P89-2 多職種カンファルンスから発信する ICUリハビリテーションの促進

佐藤 直子，高橋 健二，藤本 晃治，大石 竜也，山角 洋子（山口県立総合医療センター） 
P89-3 人工呼吸器装着患者における早期リハビリテーションの効果

大石 竜也，藤本 晃治，高橋 健二，佐藤 直子，山角 洋子（山口県立総合医療センターICU） 
P89-4 HCUにおける継続的リハビリテーション介入による在院日数短縮の効果の検証

松本 佳恵，亀井 靖子，溝口 久美子，山崎 望（大阪市立総合医療センター） 
P89-5 当院 ICUにおける緊急入室患者の早期リハビリテーションの効果について

谷口 誠太 1，矢坂 望美 2，田村 宏兵 2，伊藤 翼 3（1.社会法人財団池友会福岡和白病院 ICU，2.社会法人財団池友会福
岡和白病院リハビリテーション科，3.社会医療法人財団池友会福岡和白病院心臓血管外科） 

P89-6 （取り下げ）
　 

3月 3日（日）　11：00～ 12：00　ポスター会場 8　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 90（P90）　リハビリテーション　症例 03

座長：太田 浩平（広島大学大学院救急集中治療医学）
P90-1 早期離床に難渋した高位脊髄損傷患者における取り組み

宮城 真理 1，宮平 宗勝 1，那須 道高 2（1.社会医療法人仁愛会浦添総合病院，2.社会医療法人仁愛会浦添総合病院救
命救急集中治療部） 

P90-2 米国からの旅行中，急性心筋梗塞のためCABGが施行され，ICU-AWを呈した一症例
古田 弘二 1，立石 奈己 2，松平 宗典 3，槇田 徹次 3（1.佐世保市総合医療センターリハビリテーション室，2.佐世保市
総合医療センター看護課，3.佐世保市総合医療センター救急集中治療科） 

P90-3 重症脳卒中後遷延性意識障害による呼吸器離脱困難症例に対し 3か月で呼吸器離脱に成功した 1例
鎌田 佳伸，中井 結花（函館脳神経外科病院SCU） 

P90-4 肺高血圧症を合併した間質性肺炎患者に急性期から低負荷の運動を実施し歩行を獲得した 1症例
浅野 美代子 1，吉澤 剛幸 1，松元 秀次 2（1.日本医科大学付属病院リハビリテーション科，2.日本医科大学大学院医
学研究科リハビリテーション学分野） 

P90-5 作業療法士が行う ICUでのせん妄対策の取り組み
池ヶ谷 正人 1，伊東 寛史 1，樋口 謙次 1，新見 昌央 2，安保 雅博 2（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） 

P90-6 高カリウム血症による心肺停止蘇生後当日から理学療法を開始した一症例
高崎 裕介 1，増田 直樹 2，野中 沙恵 1，仲本 昂平 1，佐藤 英博 3，大西 翠 4（1.社会医療法人共愛会戸畑共立病院リハビ
リテーション科，2.社会医療法人共愛会戸畑共立病院麻酔科，3.社会医療法人共愛会戸畑共立病院外科，4.社会医
療法人共愛会戸畑共立病院集中治療室看護部） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 9　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 91（P91）　リハビリテーション　症例 04

座長：安村 里絵（東京都済生会中央病院麻酔科）
P91-1 高齢者における準緊急大動脈弁置換術後のADL回復に電気刺激療法とチルトテーブルが有効であった 1例

川本 いつき 1，久村 美代子 1，中 由香里 1，中本 克之 2，阪越 信雄 3（1.紀南病院看護部，2.紀南病院リハビリテーショ
ン科，3.紀南病院心臓血管外科） 

P91-2 ICU-AW患者の回復期病棟での管理経過 ─ 4症例の経験から─
井上 健，森内 良三，中島 龍星，川口 幹，山内 杏奈，西岡 心大，栗原 正紀（長崎リハビリテーション病院） 

P91-3 終末期患者との関わりを通じて，明らかにされた ICU看護師の役割とリハビリテーションの意義
秋山 正乃，片山 直記，十鳥 依利子，藤田 智和，増田 善昭，石川 智也（藤枝市立総合病院集中治療室） 

P91-4 早期離床・リハビリテーション開始に向けた当院多職種チームによる取り組み
小島 美保 1，中島 光貴 2，松永 慶廉 2，小原 邦義 2，贄 正基 2，石田 泰浩 3，佐藤 美登利 1，関澤 祥子 4（1.海老名総合病
院看護部集中治療室，2.海老名総合病院心臓血管外科，3.海老名総合病院リハビリテーション科，4.海老名総合病
院管理部医事科） 

P91-5 急性呼吸不全後の抜管困難症に対し，歩行訓練を含む運動療法を行い呼吸器離脱した先天性ミオパチーの小児例
内田 悠太，板倉 隆太，河野 彬子，今井 智子，宮本 和，小林 信吾，櫻井 淑男，阪井 裕一（埼玉医科大学総合医療セ
ンター小児科） 

P91-6 ICUベッドを用いたヘッドアップチルト位にて経過が良好であった病的肥満肺炎患者の 1例
上田 浩平，畠中 茉莉子，内藤 麻巳子，野島 剛，盛實 篤史，田村 竜，齋坂 雄一，石原 潤子，西田 武司（高知医療セ
ンター救命救急科） 
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3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 10　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 92（P92）　医療事故訴訟・医療安全 01

座長：新津 健裕（埼玉県立小児医療センター集中治療科）
P92-1 遠心ポンプ SL45Xでの血栓形成を原因とした溶血を疑う一例

柏原 裕章 1，西山 礼花 1，関本 貴紀 1，四宮 亮一 1，天雲 史浩 1，吉田 千尋 2，三崎 伯幸 2，塚崎 佑貴 3，河野 洋二 3，岸
本 伸人 3（1.高松市立みんなの病院臨床工学科，2.高松市立みんなの病院呼吸器外科，3.高松市立みんなの病院呼
吸器内科） 

P92-2 末梢留置型中心静脈カテーテルの胸腺静脈迷入例
山根 真央 1，縄手 満 2（1.KKR札幌医療センター麻酔・集中治療科，2.KKR札幌医療センター小児科） 

P92-3 超音波ガイド下に ICU内で挿入した末梢挿型中心静脈カテーテルの妥当性の検討
天内 絵理香 1，川口 純 1，丹羽 英智 2，橋場 英二 1，廣田 和美 3（1.弘前大学医学部附属病院集中治療部，2.弘前大学
医学部附属病院麻酔科，3.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座） 

P92-4 地震による病院停電時の人工呼吸患者，補助循環装置装着患者への対応
佐藤 仁信，前川 真基，伊藤 慎也，加澤 昌広，月永 晶人，矢作 武蔵，南 公人，大西 佳彦（国立循環器病研究センター
病院麻酔科） 

P92-5 酸素ガス配管圧力低下の経験
小林 恵里奈，道永 祐希，川合 智也，藤原 拓史，簔和 隆，笠原 崇史，小林 泰子，宮嵜 聡磨，菊池 紀敏（信州大学医
学部附属病院臨床工学部） 

P92-6 心臓MRI撮影中に機器による圧迫・息止め等で呼吸不全が生じ心停止になった 1症例
岩田 和佳奈 1，高場 章宏 2，加藤 之紀 2，櫻谷 正明 2，河村 夏生 2，筒井 徹 2，西山 千尋 2，松本 丈雄 2，吉田 研一 2 
（1.JA広島総合病院臨床研修科，2.JA広島総合病院救急・集中治療科） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：40　ポスター会場 11　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 93（P93）　医療事故訴訟・医療安全 02

座長：松島 久雄（獨協医科大学埼玉医療センター救命救急センター）
P93-1 院内における気管挿管の成否と合併症発生に関連する要因の検討

滑川 元希，大竹 孝尚，入江 洋正，山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科） 
P93-2 人工呼吸患者の安全管理人工呼吸器関連インシデント報告分析と気管チューブの計画外抜管症例の検討　

熊田 恵介 1，村上 啓雄 1，吉田 省造 2，杉原 博子 4，柚原 利至 3，鈴木 浩大 2，土井 智章 2，小倉 真治 2（1.岐阜大学附属
病院医療安全管理室，2.岐阜大学附属病院高度救命救急センター，3.岐阜大学附属病院MEセンター，4.岐阜大学
附属病院看護部） 

P93-3 呼吸ケアサポートチームの活動によるインシデント発生割合の変化：後方視的コホート研究 
石井 あや美 1，竹村 知容 2，片岡 裕貴 2，高橋 千鶴 1，荒川 茉由 3，吉田 八重 4（1.兵庫県立尼崎総合医療センター看
護部，2.兵庫県立尼崎総合医療センター診療部呼吸器内科，3.兵庫県立尼崎総合医療センター診療部臨床工学室，
4.兵庫県立尼崎総合医療センター医療安全対策室） 

P93-4 ICUにおける注射配置薬管理システム導入が薬剤管理業務に与える影響
成田 一理 1，三田 篤義 2，清水 彩里 2，清澤 研吉 2，若林 諒 2，竹澤 崇 1，高尾 ゆきえ 2，神田 博仁 1，今村 浩 2，大森 栄 1 
（1.信州大学医学部附属病院薬剤部，2.信州大学医学部附属病院集中治療部） 

P93-5 Open ICUから closed ICUへの移行に伴う ICU入室患者数および内訳の変化
川出 健嗣，野手 英明，佐藤 航，細井 麻里，藤井 靖子，仲野 実輝，村松 愛，杉野 貴彦，河野 真人，坪内 宏樹（一宮
西病院麻酔科・集中治療部） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：40　ポスター会場 12　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 94（P94）　血液・凝固　研究

座長：山岡 正和（姫路赤十字病院）
P94-1 持続的血液濾過透析療法におけるリコンビナントトロンボモジュリン投与時の出血関連有害事象発生頻度の検討

花田 聖典 1，鶴崎 泰史 1，中川 義浩 1，狩野 亘平 2，山田 周 2，北田 真己 2，櫻井 聖大 2，原田 正公 2，瀧 賢一郎 2，高橋 
毅 2（1.国立病院機構熊本医療センター薬剤部，2.国立病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部） 

P94-2 当院集中治療部におけるVV-ECMO（膜型人工肺）施行中の抗凝固薬の検討
安田 則久，庄 聡史，小坂 麻里子，水山 勇人，古賀 寛教，日高 正剛，後藤 孝冶，北野 敬明（大分大学医学部麻酔科） 

P94-3 人工呼吸管理を要した血液悪性腫瘍疾患患者の抜管成否別での比較
尾崎 由佳 1,2，香取 信之 1,2，天津 裕子 2（1.独立行政法人国立病院機構東京医療センター集中治療科，2.独立行政法
人国立病院機構東京医療センター麻酔科） 

P94-4 経口抗凝固薬服用患者への静注用人プロトンビン複合体製剤の当院における使用状況調査
岩内 大佑，西岡 敬貴，大森 清孝，三浦 誠（医療法人社団洛和会洛和会音羽病院薬剤部） 

P94-5 敗血症性播種性血管内凝固症候群における凝固線溶マーカーと予後との関連 ─ 8症例の検討─
十時 崇彰，伊藤 隆史，八島 望，中 弁護，政所 祐太郎，江口 智洋，古別府 裕明，二木 貴弘，安田 智嗣，垣花 泰之（鹿
児島大学大学院医歯学総合研究科救急・集中治療医学分野） 
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3月 3日（日）　11：00～ 11：40　ポスター会場 13　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 95（P95）　外傷・熱傷 02

座長：朱 祐珍（京都大学大学院薬剤疫学分野）
P95-1 外傷性大動脈損傷加療中にVTEを発症し治療介入に難渋した一例

粕川 宗太郎，齋藤 伸行，本村 友一，益子 一樹，八木 貴典，松本 尚（日本医科大学千葉北総病院救命救急センター） 
P95-2 骨髄異形成症候群（MDS）の高エネルギー外傷性による出血性ショックの救命例

堺 正仁（巨樹の会新武雄病院総合救急科） 
P95-3 鈍的胸部大動脈損傷の手術待機中に病変が進行し , 対麻痺をきたした 1例

安部 大地 1，稲葉 晋 1，泰地 沙季 1，稲田 梓 1，宮原 将也 2，藤芳 直彦 2，花岡 勅行 2，江藤 敏 2（1.千葉県救急医療センター
麻酔科，2.千葉県救急医療センター集中治療科） 

P95-4 頸椎骨折患者に気管切開が必要となる因子の解析
日下部 賢治（大阪府泉州救命センター） 

P95-5 外傷患者の診療における全身観察とアセスメントからの検証
平尾 尚也，須賀 璃奈，長見 由美（広島市立安佐市民病院看護部） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：40　ポスター会場 14　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 96（P96）　血液浄化 01

座長：井上 義博（岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学救急医学分野）
P96-1 片肺全摘術後の間質性肺炎急性増悪に対しPMXエンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）が著効した一症例

今川 憲太郎，松波 小百合，氏野 直美，出口 志保，下山 雄一郎，門野 紀子，日外 知行，梅垣 修（大阪医科大学病院
集中治療部） 

P96-2 大腿骨骨折術後の意識障害で発見された難治性高カルシウム血症の一例
野坂 英樹 1，佐藤 満仁 1，崔 權一 1，榮福 亮三 2，佐藤 圭路 1，堂籠 博 1（1.米盛病院集中治療部，2.米盛病院救急科） 

P96-3 ヘパリン起因性血小板減少症による持続的血液濾過透析維持困難例に対し，透析膜変更が奏効した 1症例 
松井 祐介 1，松岡 宏晃 1，金本 匡史 1，渋谷 綾子 1，室岡 由紀恵 1，大高 麻衣子 1，竹前 彰人 1，高澤 知規 1，日野原 宏 1，
齋藤 繁 2（1.群馬大学医学部附属病院集中治療部，2.群馬大学大学院医学系研究科麻酔神経科学） 

P96-4 血漿交換療法が有効と考えられた高度肥満を合併する重症 SLE＋Goodpasture症候群の 1救命例
佐藤 悠子，奈良場 啓，高橋 雄治，神田 直樹，園生 智弘，橋本 英樹，中村 謙介（（株）日立製作所日立総合病院） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：40　ポスター会場 15　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 97（P97）　血液浄化 02

座長：畑中 晃（京都岡本記念病院）
P97-1 臨床工学技士による血液浄化療法時の簡易心エコー

鈴木 壮彦 1，山内 昌祉 1，仲間 敏春 2，登川 雅子 3，仲間 康敏 2，玉城 正弘 2（1.社会医療法人友愛会豊見城中央病院臨
床工学科，2.社会医療法人友愛会豊見城中央病院集中治療室，3.社会医療法人友愛会豊見城中央病院検査科） 

P97-2 無抗凝固によるCRRTを行った症例についての検討
岡田 直樹，大谷 英彦，鏑木 聡，小林 隆寛，宮島 敏，森下 和樹，津屋 喬史，皆川 宗輝（横浜市立みなと赤十字病院
臨床工学部臨床工学課） 

P97-3 異なる希釈法のCHFにおける血小板機能とヘモフィルターへのストレス
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，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） 

P97-4 敗血症性ショックに対し，PMXとCH-2.1Wの直列回路でDHP＋CRRTを行いカテコラミンの早期減量を行えた 1例
三宅 琢也 1，越後 整 2，和仁 進哉 1，坂本 千絵 1，徳田 直樹 1，本村 了祐 1（1.済生会滋賀県病院臨床工学科，2.済生会
滋賀県病院救急集中治療科） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 16　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 98（P98）　新生児・小児 03

座長：澤田 奈実（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野）
P98-1 小児心臓外科手術におけるトロンボエラストグラフィー（TEG®6s）の使用経験

橘木 浩平 1，岩井 英隆 1，永野 達也 1，大塚 洋司 1，多賀 直行 1，竹内 護 1,2（1.自治医科大学とちぎ子ども医療センター
小児手術・集中治療部，2.自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座） 

P98-2 肺動脈弁欠損を伴うファロー四徴症患児に，ラステリ手術と同時に予防的気管支外ステント術を施行した一例
津内 由紀子 1，朝垣 萌 1，森永 將裕 1，内田 要 2，幸野 真樹 1，何 廣頤 1（1.神奈川県立こども医療センター麻酔科，2.神
奈川県立こども医療センター集中治療科） 

P98-3 無脾症，肺静脈狭窄を伴う総肺静脈還流異常症に対しステント留置後，心内修復術を行った 1症例
庄野 健太 1，幸野 真樹 2，何 廣頤 2（1.神奈川県立こども医療センター小児科，2.神奈川県立こども医療センター麻
酔科） 

P98-4 NTproBNPは小児心臓手術後のAKI発症予測因子である
松山 周平，加古 英介，川津 文子，井上 雅史，仙頭 佳起，井口 広靖，徐 民恵，平手 博之，杉浦 健之，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） 
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P98-5 Sensenbrenner症候群による腎障害によりCRRTを実施した一症例
布村 仁亮（茨城県立こども病院臨床工学科） 

P98-6 小児ECMO導入患者に下大静脈フィルターを留置した 2症例
坂尾 和哉，吉田 拓司，赤池 祝昭，梅津 昭宏，熊谷 しづか，八木 健輔，宇山 一輝，蓼沼 沙紀，渋谷 将大，村山 俊成
（東京都立小児総合医療センター麻酔科） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 17　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 99（P99）　新生児・小児 04

座長：丸山 純治（大阪市立総合医療センター集中治療センターPICU）
P99-1 （取り下げ）

 
P99-2 小児カフ付き気管チューブの使用上の問題点　その 1 ～カフは垂れ込みを防止できるのか？～

遠藤 峻介 1，菅野 舞 1，服部 愛美 1，三瓶 智美 1，村松 博恵 1，渡部 ますい 1，渡部 真裕 2（1.公立大学法人福島県立医
科大学付属病院看護部，2.公立大学法人福島県立医科大学付属病院小児科） 

P99-3 小児カフ付き気管チューブの使用上の問題点　その 2 ～カフは設定どおりに膨らんでいるのか～
三瓶 智美，佐藤 宏美，三浦 貴裕，遠藤 峻介，村松 博恵，渡部 真裕（Fukushima Medical University Hospital） 

P99-4 PICUにおける治療デバイス管理を目的とした身体抑制の質向上に向けた取り組み
勝山 美里，小林 由佳理，伊藤 孝子，小正 江里奈，佐々木 美和子，村上 美恵（北里大学病院周産母子成育医療セン
ターPICU） 

P99-5 無気肺を呈した先天性心疾患児に対する気道陽圧システム（EzPAP）の使用経験 ─高濃度酸素投与例への適応─
熊丸 めぐみ 1，下山 伸哉 2，深町 直之 3，木島 久仁子 4，岡 徳彦 5，小林 富男 2（1.群馬県立小児医療センターリハビリ
テーション課，2.群馬県立小児医療センター循環器科，3.群馬県立小児医療センター臨床工学課，4.群馬県立小児
医療センター看護部，5.群馬県立小児医療センター心臓血管外科） 

P99-6 多職種協働による呼吸理学療法が有効であった急性呼吸不全を呈した I型脊髄性筋萎縮症の 1例
田代 尚範 1，千賀 亜季子 1，矢田 理絵 3，布山 正貴 4，宮川 哲夫 2（1.昭和大学藤が丘病院リハビリテーション室，2.昭
和大学保健医療学部理学療法学科，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小児科） 

3月 3日（日）　11：00～ 12：00　ポスター会場 18　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 100（P100）　精神・心理

座長：七戸 康夫（独立行政法人国立病院機構北海道医療センター救命救急センター救急科）
P100-1 集中治療室滞在時の記憶の実態調査

杉島 寛 1，平位 尚子 1，志谷 進 1，平野 友裕 1，中村 篤雄 2,3，兒玉 尚子 1，吉川 朱実 1，高須 修 2,3（1.久留米大学病院看
護部，2.久留米大学病院高度救命救急センター，3.久留米大学医学部救急医学講座） 

P100-2 集中治療に関連した心的外傷後ストレス障害を有する患者の周術期
加藤 奈々子，杉浦 孝広（独立行政法人国立病院機構東京医療センター） 

P100-3 当院 ICUにおけるPICS予防への取り組み ～ ICUダイアリー，退室後訪問を通して～
小南 歩惟，早川 結実，稲波 享子（日本赤十字社京都第一赤十字病院集中治療病棟） 

P100-4 てんかん重積発作と当初考えられたが持続脳波モニタリングにより心因性非てんかん性発作と診断しえた 1症例
千葉 玲哉，小尾口 邦彦，福井 道彦，藤野 光洋，大手 裕之，川合 喬之，福田 将哲，松本 悠吾（大津市民病院救急診
療科・集中治療部） 

P100-5 気管切開孔を閉鎖するまでの患者の自己効力感に影響を与えた関わり
橋本 優，川村 晃子（湘南藤沢徳洲会病院看護部） 

P100-6 緊張病による嚥下障害に対して修正型電気けいれん療法が有効であった 1症例
石川 友規，實金 健，角谷 隆史，和田 浩太郎，河野 圭史，木田 好美，三枝 秀幸，石井 瑞恵，岩崎 衣津，奥 格（岡山
赤十字病院麻酔科） 

P100-7 統合失調症が疑われた抗NMDA受容体脳炎の男児例
渡邉 活 1，嶽間澤 昌泰 1,2，森 浩介 1,2，小川 史洋 1,2，日野 浩介 1,4，高橋 耕平 1,2，坂本 正宗 5，武下 草生子 1,5，岩下 眞之 1,2，
竹内 一郎 1,2,3（1.横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター，2.横浜市立大学医学部救急医学
教室，3.横浜市立大学医学研究科救急医学，4.横浜市立大学医学部精神医学教室，5.横浜市立大学医学部小児科学
教室） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 19　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 101（P101）　蘇生 02

座長：小林 忠宏（国立大学法人山形大学医学部附属病院救急科）
P101-1 体温管理療法を施行した心肺停止蘇生後患者における血清NSE値の検討

木村 康宏，岡野 弘，大和田 玄，吉田 輔，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） 
P101-2 〔優秀演題（ポスター発表）〕救急隊接触後発症 non-shockable OHCAでのE-CPRの背景とアウトカム（SOS-KANTO2012

解析報告）第 2報
吉田 徹 1，堤 健 1，吉田 稔 1，桝井 良裕 1，藤谷 茂樹 2，平 泰彦 2，北村 伸哉 3，櫻井 惇 3，森村 尚登 3（1.聖マリアンナ
医科大学横浜市西部病院救命救急センター，2.聖マリアンナ医科大学救急医学，3.SOS-KANTO2012study小委員
会） 
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P101-3 院外心停止患者における心肺蘇生時間と神経予後の関係は年齢によって異なるのか？
水柿 明日美，前川 邦彦，吉田 知由，方波見 謙一，和田 剛志，早川 峰司（北海道大学病院先進急性期医療センター） 

P101-4 当院での院内CPA症例における LUCAS2使用群と用手群の比較検討
齋藤 僚太，田口 大，石田 浩之，牧瀬 博（勤医協中央病院救急科） 

P101-5 臨床工学技士の当直体制構築による業務時間外の院外心停止でのPCPS導入時間の前後比較：単施設観察研究
玉城 智 1，長崎 祐治郎 1，長山 雅貴 1，金城 武 1，中山 泉 2，宮城 唯良 3（1.沖縄県立中部病院臨床工学科，2.沖縄県立
中部病院集中治療科，3.沖縄県立中部病院循環器内科） 

P101-6 当院の体外循環式心肺蘇生（ECPR）症例の治療成績について
谷口 俊雄 1，山口 均 1，志水 清和 1，竹村 春起 1，梅本 紀夫 2（1.一宮市立市民病院救急科，2.一宮市立市民病院循環
器内科） 

3月 3日（日）　11：00～ 11：50　ポスター会場 20　国立京都国際会館　イベントホール
ポスター 102（P102）　体温

座長：稲垣 喜三（鳥取大学医学部麻酔・集中治療医学分野）
P102-1 3度熱中症に悪性症候群を併発したと考えられる一例

福田 麻衣美，友川 拓也，松平 宗典，槇田 徹次（佐世保市総合医療センター） 
P102-2 心室中隔切除術後に原因不明の高体温を呈し，術後 2日目に死亡した若年患者の一症例

喜多 桂 1，平井 昴宏 1，横山 達郎 1，林 智子 1，鈴木 章悟 2，足立 裕史 2，内田 亘 3，碓氷 章彦 3，西脇 公俊 2（1.名古屋
大学医学部附属病院麻酔科，2.名古屋大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生医学分野，3.名古屋大学大学院医学系
研究科心臓外科学） 

P102-3 Wernicke脳症における低体温症の 1例 ─当院における低体温症の管理を中心に─ 
松本 惇，市原 利彦，中島 義仁，横山 俊樹，川瀬 正樹（公立陶生病院救命救急センター） 

P102-4 術後 ICU入室患者における発熱に影響を及ぼす因子の検討
菅原 友道，浅賀 健彦，中條 浩介，岡部 悠吾，別宮 小由理，齋田 昌史，中野 安耶子，納田 早規子，白神 豪太郎（香
川大学医学部附属病院麻酔・ペインクリニック科） 

P102-5 当院における中心静脈留置型経皮的体温調整システム （サーモガードシステム）の使用経験
宇佐見 直 1，三反田 拓志 2，鍋島 正慶 2，藤本 佳久 2，片岡 惇 2，藤谷 茂樹 3，則末 泰博 2（1.東京ベイ・浦安市川医療
センター，2.東京ベイ・浦安市川医療センター救急・集中治療科，3.聖マリアンナ医科大学附属病院救命救急科） 

P102-6 （取り下げ）


