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特別講演　 Bチャンネル 7 月24 日（土） 11：50 〜 12：50	

	 座長：尾㟢  孝平（神戸百年記念病院麻酔科・手術部）

	 	いま、何やらAED（PAD）が騒がしい
 ○丸川  征四郎
	 	 医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院

薬剤師セッション　 Bチャンネル 7 月24 日（土） 9：10 〜 11：10	

	 座長：橋本  悟（京都府立医科大学集中治療部）
	 野㟢  歩（京都桂病院　薬剤科）　　　　

薬物治療の視点からケア移行を考える

	 	『SAHにおけるケア移行』
 1．㮈本  悠嗣
	 	 神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科

 2．多留木  崇志
	 	 京都市立病院機構　京都市立病院　薬剤科

 3．木本  有香
	 	 京都第一赤十字病院　薬剤部

	 	『敗血症におけるケア移行』
 4．瀬尾  龍太郎
	 	 神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター・救急部

 5．田村  亮
	 	 神戸市立医療センター中央市民病院　薬剤部

 6．西田  祥啓 
	 	 金沢医科大学病院　薬剤部

特別プログラム

プログラム
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CEセッション1（CE1）　 Aチャンネル 7 月24 日（土） 11：10 〜 11：40	

座長：峰松  佑輔（大阪大学医学部附属病院）

メーカープレゼンテーション＆ミニレクチャー
『急性血液浄化のバスキュラーアクセス』

CE1-1	 	緊急用ブラッドアクセスカテーテル　「パワートリアライシス」
 ○岩間  浩二
	 	 株式会社メディコンMDS事業部	VAM営業部

CE1-2	 	バスキュラーアクセス
 ○髙橋  俊将
	 	 京都府立医科大学附属病院　医療技術部　臨床工学技術課

CEセッション2（CE2）　 Aチャンネル 7 月24 日（土） 15：00 〜 16：30	

	 座長：山崎  正記（京都府立医科大学附属病院　集中治療部）
	 畑中  祐也（京都府立医科大学附属病院）　　　　　　

ミニレクチャーと多職種パネルディスカッション
『重症COVIDにおける人工呼吸管理の実際』

CE2-1	 	人工呼吸管理と自発呼吸
 ○山崎  正記
	 	 京都府立医科大学附属病院　集中治療部

CE2-2	 	重症 COVID-19の人工呼吸管理戦略
 ○神山  剛論、山本  一郎、西島  章、山村  仁
	 	 大阪府立中河内救命救急センター

CE2-3	 	理学療法士による呼吸評価の実際
 ○藤田  雅子
	 	 奈良県総合医療センター

CE2-4	 	重症 COVID− 19患者の人工呼吸管理の実際
	 −看護の視点から人工呼吸管理を考える−
 ○豊島  美樹
	 	 地方独立行政法人　大阪市民病院機構　大阪市立総合医療センター／集中治療センター　ICU3

CE2-5	 	Reverse	triggering を認め人工呼吸管理に難渋したCOVID-19患者の一例
	 ○吉田　  諭、髙橋  俊将、畑中  祐也
	 	 京都府立医科大学附属病院　医療技術部　臨床工学技士課
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早期離床シミュレーションセミナー　 Cチャンネル 7 月24 日（土） 9：10 〜 11：10	

多業種で共有する早期リハビリテーションの実践と実情

伊左治  良太　洛和会音羽病院
玉木  康介　奈良県立医科大学附属病院
松木  良介　関西電力病院
児島  範明　関西電力病院
藤田  恭久　和歌山県立医科大学附属病院
西原  浩真　神戸市立医療センター中央市民病院
笹沼  直樹　兵庫医科大学病院
岩田  健太郎　神戸市立医療センター中央市民病院
端野  琢哉　関西電力病院
時田  良子　関西電力病院
尾㟢  孝平　神戸百年記念病院

呼吸のアセスメントシミュレーション実技セミナー　 Cチャンネル 7 月24 日（土） 14：30 〜 17：00

　　　　　監　修：尾㟢  孝平・眞渕  敏　尾﨑塾

インストラクター：笹沼  直樹　兵庫医科大学病院リハビリテーション技術部
山内  真哉　兵庫医科大学病院リハビリテーション技術部
田中  隆史　兵庫医科大学病院リハビリテーション技術部
瀬尾  　哲　兵庫医科大学病院リハビリテーション技術部
山田  康司　兵庫医科大学病院リハビリテーション技術部
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教育セミナー
ランチョン1（LS1）　 Aチャンネル 7 月24 日（土） 13：00 〜 13：50	 共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

座長：髙松  純平（関西ろうさい病院救急部・重症治療部）

周術期重症患者の輸液管理

古島  夏奈、江木  盛時、溝渕  知司
神戸大学医学部附属病院　麻酔科

教育セミナー
ランチョン2（LS2）　 Cチャンネル 7 月24 日（土） 13：00 〜 13：50	 共催：旭化成ファーマ株式会社

座長：白井  邦博（兵庫医科大学　救急・災害医学講座）

敗血症性DIC の病態理解と診断・治療の重要性啓発への潮流
～ J-SSCG	2020 改訂を踏まえて～

渡邉  栄三
東千葉メディカルセンター　救急科・集中治療部／	千葉大学大学院医学研究院　総合医科学講座

教育セミナー
ランチョン3（LS3）　 Dチャンネル 7 月24 日（土） 13：00 〜 13：50	 共催：アトムメディカル株式会社

アトムメディカル共催	尾﨑塾セミナー	『血液ガスの話』

尾㟢  孝平
神戸百年記念病院　麻酔集中治療部

教育セミナー　 Bチャンネル 7 月24 日（土） 14：00 〜 14：50	 共催：コヴィディエンジャパン株式会社

座長：安宅  一晃（地方独立行政法人	奈良県立病院機構	奈良県総合医療センター　集中治療部）

非同調が減るかも？PAV＋を使ってみませんか。

桑原  正篤
兵庫医科大学　救急災害医学講座

ライブ
配信
のみ

ライブ
配信
のみ
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優秀演題セッション　 Bチャンネル 7 月24 日（土） 16：40 〜 17：40	

［	優秀演題	］
	 座　長：西  憲一郎（大阪赤十字病院　麻酔科・集中治療部）
	 審査員：美馬  裕之（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科・集中治療部）
	 審査員：橋本  悟（京都府立医科大学集中治療部）

BPA-1	 	長期人工呼吸管理を要したCOVID-19肺炎における気管切開の有用性：
	 JIPADデータを用いた多施設コホート研究
 ○田中  愛子 1）、内山  昭則 1）、北村  哲久 2）、岩田  博文 1）、妙中  浩紀 1）、
 　橋本  明佳 1）、前澤  貴 1）、石垣  俊 1）、久保  直子 1）、榎谷  祐亮 1）、
 　古出  萌 1）、堀口  佑 1）、小山  有紀子 1）、坂口  了太 1）、吉田  健史 1）、
 　酒井  佳奈紀 1）、徳平  夏子 1）、井口  直也 1）、藤野  裕士 1）

	 	 大阪大学大学院医学系研究科　麻酔・集中治療医学教室 1）、
	 	 大阪大学大学院医学系研究科　環境医学教室 2）

BPA-2	 	当院における新型コロナウイルス肺炎患者専用 ICU設置後の集中治療部運営方
法の変遷

 ○植村  景子 1）、惠川  淳二 1）、内藤  祐介 1）、甲谷  太一 1）、園部  奨太 1）、
 　西和田  忠 1）、井上  聡己 2）、川口  昌彦 1）

	 	 奈良県立医科大学麻酔科学教室 1）、福島県立医科大学麻酔科学講座 2）

BPA-3	 	当院で治療した重症COVID-19患者の退院6ヶ月後予後
 ○白須  大樹、鍛冶  有登、篠崎  正博、鈴木  慧太郎、山田  元大、
 　山根木  美香、田  田、飯野  竜彦
	 	 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院

BPA-4	 	Rh 陰性患者の全前置胎盤妊娠に対する予定帝王切開手術後子宮型羊水塞栓症・
産科DICを合併した症例

 ○小尾口  邦彦、下新原  直子、恒石  鉄兵
	 	 京都市立病院　集中治療科

BPA-5	 	周術期絶食に伴い発症したSGLT ２阻害薬起因性正常血糖糖尿病性ケトアシ
ドーシスの1	例

 ○梅田  武英 1）、松七五三  晋 2）、西川  貴史 1）、栗山  明 2）、大竹  貴尚 1）、
 　小野寺  睦雄 1）

	 	 倉敷中央病院　集中治療科 1）、倉敷中央病院　救急科 2）

BPA-6	 	甲状腺クリーゼを発症し、診断に難渋した一例について
 ○宮本  将太、植田  浩司、下薗  崇宏
	 	 神戸市立医療センター中央市民病院

一般演題
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一般演題1　オンデマンド配信	
［	COVID19 関連１］	

O1-1	 	COVID-19患者に対するケアの早期介入について　
	 —腹臥位療法導入の場面を振り返ってー
 ○野村  秀孝、前畑  紗矢佳、尾上  奈々子、溝上  真優
	 	 奈良県立医科大学付属病院　高度救命救急センター ICU　看護師

O1-2	 	高齢 COVID-19 患者に経鼻高流量酸素療法と awake	prone	position	
therapy を併用し ,	家族面会に至った一例

 ○白幡  恵輝 1）、柳田  亜維 1）、笹沼  直樹 1）、児玉  典彦 2）、内山  侑紀 2）、
 　道免  和久 2）

	 	 兵庫医科大学病院　リハビリテーション技術部 1）、兵庫医科大学　リハビリテーション医学講座 2）

O1-3	 	COVID-19 市中肺炎に対して覚醒下腹臥位療法が実施できず、挿管、人工呼
吸器管理となった一例

 ○倉  壮二郎 1）、伊左治  良太 1）、大野  博 2）

	 	 洛和会音羽病院　リハビリテーション部 1）、洛和会音羽病院 ICU・CCU 2）

O1-4	 	COVID-19 パンデミックにより小児集中治療室で行われた面会禁止の影響と
遠隔面会の有用性の検討

 ○坂本  佳津子 1）、細川  つばさ 1）、岸本  佳子 1）、植野  杏樹 1）、越後  尚子 1）、
 　制野  勇介 2）、黒澤  寛史 2）

	 	 兵庫県立こども病院　看護部 1）、兵庫県立こども病院　小児集中治療科 2）

O1-5	 	ICUネット面会を実施して
 ○須藤  翔、高田  誠、藤原  拓哉、丹羽  香織、竹岡  奈々絵、丹羽  乙巴、
 　福井  道彦、豊田  貴郁、中村  真司
	 	 宇治徳洲会病院　集中治療室

一般演題2　オンデマンド配信	
［	COVID19 関連２	］	

O2-1	 	ICU-AWを発症した重症COVID-19症例の長期経過
 ○宮城  陽平 1）、柳田  亜維 1）、笹沼  直樹 1）、内山  有紀 2）、児玉  典彦 2）、
 　道免  和久 2）

	 	 兵庫医科大学病院　リハビリテーション技術部 1）、兵庫医科大学　リハビリテーション医学講座 2）
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O2-2	 	COVID-19に対する当院でのリハビリーテーションの取り組み
	 〜第一波から第三波の経験を通して今後の介入方法を考える〜
 ○木村  純子 1）、郷間  厳 2）、川崎  結香 3）、藤原  麻美子 1）

	 	 堺市立総合医療センター　リハビリテーション技術科 1）、堺市立総合医療センター　呼吸器内科 2）、
	 	 堺市立総合医療センター　救命救急センター 3）

O2-3	 	新型コロナウイルス感染症患者に対する ICU看護師が実施した早期離床支援の
報告

 ○内木  栞、辻井  雅恵、山下  貴久子、梨木  由美子
	 	 滋賀医科大学医学部附属病院

O2-4	 	COVID-19肺炎治療中に高度の徐脈を呈した一例
 ○橋本  壮志、松田  愛
	 	 京都岡本記念病院

O2-5	 	重症 COVID-19 患者における人工呼吸器関連肺炎の発生率及び菌血症の発生
頻度の検討

 ○恒光  健史、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

一般演題3　オンデマンド配信	
［	COVID19 関連３	］	

O3-1	 	COVID19	軽症中等症受け入れ病院での重症例管理の経験
 ○高山  千尋
	 	 愛仁会　高槻病院

O3-2	 	COVID-19重症患者受入のための集中治療室簡易改造の工夫について
 ○竹内  隆将 1）、仲井  祐貴 2）、八木  拓也 2）、奥野  勇輔 2）、桐山  圭司 2）、
 　二宮  万理恵 2）、香河  清和 2）、高田  幸治 2）

	 	 市立豊中病院　教育研修センター 1）、市立豊中病院　麻酔科 2）

O3-3	 	重症呼吸不全管理におけるHybrid	ER	system(HERS) の可能性：
	 COVID-19の 1例から
 ○自閑  昌彦 1）、碓井  太雄 2）、本田  彩 2）、嘉祥  敬国 1）、田村  淳史 1）、
 　舛田  一哲 1）、　松岡  俊三 1）、福井  道彦 2）、末吉  敦 2）

	 	 宇治徳洲会病院　心臓血管内科 1）、宇治徳洲会病院　救急総合診療科 2）
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O3-4	 	腹膜透析により急性期を脱したCOVID-19関連AKI の一例
 ○長友  美佳 1）、山田  博之 1,2）、篠塚  健 1）、徳山  裕貴 1）、松本  憲明 1）、
 　河生  多佳雄 1）、中村  俊介 1）、樽本  浩司 1）、角田  洋平 1）、南  卓馬 1）、
 　井上  京 1）、高谷  悠大 1）、奥野  善教 1）、陣上  直人 1）、下戸  学 1）、
 　趙  晃済 1）、柚木  知之 1）、甲斐  慎一 3）、田中  具治 3）、大鶴  繁 1）

	 	 京都大学　医学部　附属病院　初期診療・救急科 1）、京都大学　医学部　附属病院　腎臓内科 2）、
	 	 京都大学　医学部　附属病院　麻酔科 3）

O3-5	 	デキサメタゾン・トシリズマブの早期使用によりウイルス期が遷延したと考え
られたCOVID19肺炎の一例

 ○西川  真理恵、立川  弘孝
	 	 江八幡市立総合医療センター

一般演題4　オンデマンド配信	
［	教育・チーム医療・安全	］	

O4-1	 	人工呼吸器装着患者の看護に必要なリスクアセスメント能力向上に向けたシ
ミュレーション教育の効果

 ○俵  浩也、太田  千亜紀、岡崎  健一、神谷  健司
	 	 近畿大学病院

O4-2	 	ICU多業種回診の実施と治療指示への影響
 ○高田  誠、藤原  拓哉、福井  道彦、碓井  太雄、田村  敦史、自閑  昌彦、
 　松岡  俊三、末吉  敦
	 	 宇治徳洲会病院

O4-3	 	薬剤師の ICUにおける全科多職種回診開始前後の薬学的介入の評価
 ○藤戸  靖久、土井  延平、橋本  宜享、福井  道彦、橋本  昌幸
	 	 医療法人　徳洲会　宇治徳洲会病院　薬剤部

O4-4	 	出産後生命の危機的状況にある妻の夫に対する看護介入の実際、アギュララと
メズイックの問題解決型危機モデルを用いた考察

 ○津村  さとみ、山本  暉乃、堀江  明莉
	 	 滋賀医科大学　医学部　附属病院

O4-5	 	悪性胸膜中皮腫術後患者の呼吸機能と健康効用値の関係
 ○田中  隆史 1）、森下  慎一郎 2）、橋本  昌樹 3）、内山  侑紀 4）、笹沼  直樹 1）、
 　長谷川  誠紀 3）、道免  和久 4）

	 	 兵庫医科大学病院　リハビリテーション技術部 1）、福島県立医科大学　保健学部　理学療法学科 2）、
	 	 兵庫医科大学　呼吸器外科 3）、兵庫医科大学　リハビリテーション医学講座 4）
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一般演題5　オンデマンド配信	
［	治療・指標	］	

O5-1	 	膵臓移植患者の集中治療室長期入室リスク因子の検討
 ○林  優里 1）、井口  直也 1）、田中  愛子 1）、今村  亮一 2）、富丸  慶人 3）、
 　小林  省吾 3）、江口  英利 3）、内山  昭則 1）、藤野  裕士 1）

	 	 大阪大学大学院医学系研究科　生体統御医学講座　麻酔 ･集中治療医学教室 1）、
	 	 大阪大学大学院医学系研究科　器官制御外科学講座　泌尿器科学 2）、
	 	 大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座　消化器外科学 3）

O5-2	 	小児急性脳症 /脳炎患者におけるチオペンタールナトリウム総投与量とカテコ
ラミン使用量との関連についての検討

 ○菅  敏晃、數田  高生、大場  彦明、芳賀  大樹、赤嶺  陽子、山本  泰史、
 　大塚  康義、宇城  敦司
	 	 大阪市立総合医療センター　小児集中治療部

O5-3	 	心臓外科手術後の転帰予測におけるSequential	Organ	Failure	Assessment		
(SOFA) スコアの有用性（第2報）

 ○高井  佳菜子 1）、多田  祐介 1）、中川  敬也 2）、山内  孝 2）、熊野  穂高 1）

	 	 市立東大阪医療センター　集中治療部 1）、市立東大阪医療センター　心臓血管外科 2）

O5-4	 	急性僧帽弁閉鎖不全症に対し4日間の循環呼吸管理後に僧帽弁手術を施行し術
後良好な経過が得られた２例

 ○喜久山  紘太 1）、中平  敦士 1）、中村  通孝 1）、山本  朋納 1）、立木  規与秀 1）、
 　亀井  純 1）、諸石  耕介 1）、金城  昌志 1）、福田  俊輔 1）、竹本  聖 1）、
 　山口  智也 1）、本多  純太 1）、伊佐敷  頌太 1）、矢田  匡 2）、山中  一朗 2）、
 　安宅  一晃 1）、松山  武 1）

	 	 奈良県総合医療センター　救急・集中治療センター　集中治療部 1）、
	 	 奈良県総合医療センター　心臓血管センター 2）

O5-5	 	ＩＣＵにおける簡便な骨格筋減少評価法確立の試み
	 —体組成分析データと脹脛周囲長の相関関係—
 ○桂  長門、小谷  穣治
	 	 神戸大学大学院医学研究科　外科系講座　災害・救急医学分野

O5-6	 	臨床所見に先行して自動瞳孔記録計によるNeurological	Pupil	Index(NPi)が
異常をきたした脳出血2症例

 ○岡崎  結里子、山岡  正和、南  絵里子、山本  祐未、松本  直久、山下  千明、
 　小野  大輔、岡部  大輔、小橋  真司、西村  健吾、石川  慎一、八井田  豊、
 　倉迫  敏明、大森  睦子
	 	 姫路赤十字病院　麻酔科
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一般演題6　オンデマンド配信	
［	呼吸	］	

O6-1	 	診断に難渋した重症筋無力症クリーゼの治療戦略
 ○至田  雄介 1）、三住  拓誉 2）、寒川  貴文 2）、岡澤  佑樹 1）、奥  比呂志 2）、
 　前川  俊 1）、則本  和伸 2）、嶋岡  英輝 2）

	 	 兵庫県立尼崎総合医療センター　麻酔科 1）、兵庫県立尼崎総合医療センター　集中治療科 2）

O6-2	 	人工呼吸管理下での放射線治療が奏功した、小細胞肺癌による右主気管支閉塞
の１例

 ○多田  周平 1）、奥  比呂志 2）、寒川  貴文 2）、川瀬  太助 3）、則本  和伸 2）、
 　三住  拓誉 2）、嶋岡  英輝 2）

	 	 兵庫県立姫路循環器病センター 1）、兵庫県立尼崎総合医療センター 2）、
	 	 神戸市立西神戸医療センター 3）

O6-3	 	OFTP(Obstructive	Fibrinous	Tracheal	Pseudomembrane) により再挿
管が必要となった1例

 ○中平  敦士 1）、関根  裕司 2）、岡本  倫朋 3）、櫻谷  正明 1）、竹本  聖 1）、
 　石亀  那歩 1）、伊佐敷  頌太 1）、西谷  伸吾 1）、喜久山  紘太 1）、本多  純太 1）、
 　山口  智也 1）、福田  俊輔 1）、金城  昌志 1）、諸石  耕介 1）、亀井  純 1）、
 　立木  規与秀 1）、中村  通孝 1）、山本  朋納 1）、安宅  一晃 1）、松山  武 1）

	 	 奈良県総合医療センター　集中治療部 1）、奈良県総合医療センター　心臓血管外科 2）、
	 	 奈良県総合医療センター　耳鼻咽喉科 3）

O6-4	 	歯性感染症による頸部壊死性筋膜炎のため気管切開困難であった患者の周術期
気道管理

 ○井上  敬太 1）、串本  洸輔 1）、須藤  和樹 1）、三原  聡仁 1,2）、木下  真央 1）、
 　佐和  貞治 1）

	 	 京都府立医科大学　麻酔科学教室 1）、京都第一赤十字病院　麻酔科部 2）

O6-5	 	塩酸リトドリン投与が主因と考えられる肺水腫を発症し、COVID-19 肺炎も
否定出来ず緊急帝王切開に至った一例

 ○小松崎  崇 1）、西  憲一郎 1）、岡本  明久 1）、山本  菜都美 1）、白  健人 1）、
 　森長  郁慧 1）、岸本  杏珠 2）、内海  潤 1）

	 	 大阪赤十字病院 1）、田附興風会　医学研究所　北野病院 2）
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一般演題7　オンデマンド配信	
［	敗血症・小児・検査	］	

O7-1	 	肺超音波検査（肺エコー）による小児肺間質病変検出を胸部CT検査、胸部レ
ントゲン検査と比較した2症例

 ○福原  信一 1）、渡海  裕文 2）

	 	 兵庫県立淡路医療センター　小児科 1）、兵庫県立淡路医療センター　麻酔科 2）

O7-2	 	再発を繰り返し気道管理に難渋した小児喉頭気管乳頭腫の一例
 ○谷口  明子 1）、森田  正人 1）、岡野  将典 1）、堀尾  裕子 2）、寺西  智史 1）、
 　久保  貞祐 1）、田渕  昭彦 1）

	 	 安城更生病院 1）、永寿総合病院 2）

O7-3	 	日本紅斑熱の治療経験
 ○門野  紀子、下山  雄一郎、山崎  紘幸、藤澤  貴信、今川  憲太郎、
 　大地  史広、北埜  学、梅垣  修
	 	 大阪医科大学集中治療部

O7-4	 	集中的治療を要した膵癌術後のClostridium	perfringens 肝膿瘍、腹腔内穿破
の一例

 ○桐山  有紀、島原  由美子
	 	 独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター

O7-5	 	膣内常在菌による産褥期変性子宮筋腫感染から生じた敗血症・ARDSに対し、
妊孕性を温存して救命し得た症例

 ○小川  達彦 1）、濱田  暁 1）、服部  万紀子 2）、根ケ山  諒 2）、武市  桃子 2）、
 　濱田  奈保 1）、濱口  英佑 1）、鬼頭  英介 2）、難波  健利 1）

	 	 高知医療センター　集中治療科 1）、高知医療センター　麻酔科 2）

一般演題8　オンデマンド配信	
［	体外循環・外傷・中毒	］	

O8-1	 	広範囲前壁中隔心筋梗塞に合併した心原性ショックの1例：Impella	5.0 の管
理上の問題点とその対策

 ○西本  裕二、原  諒輔、谷口  良司、当麻  正直、佐藤  幸人
	 	 兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科
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O8-2	 	重症急性冠症候群に対し、Impella を使用した4症例に関する検討
 ○田村  淳史 1）、自閑  昌彦 1）、本田  彩 2）、嘉祥  敬国 1）、碓井  太雄 2）、
 　舛田  一哲 1）、松岡  俊三 1）、福井  道彦 3）

	 	 宇治徳洲会病院　心臓血管内科 1）、宇治徳洲会病院　救急総合診療科 2）、
	 	 宇治徳洲会病院　集中治療科 3）

O8-3	 	過酸化水素水と界面活性剤の混合剤誤飲によるアシデミアに対して持続的腎代
替療法にて救命した1例

 ○兼田  圭介、宮崎  勇輔、藤浪  好寿、大野  雄康、関  恒慶、遠山  一成、
 　山田  勇、井上  茂亮、小谷  穣治
	 	 神戸大学大学院医学研究科　災害・救急医学分野

O8-4	 	片麻痺増悪と意識障害により発見された高度高カルシウム血症を伴う多発性骨
髄腫の1例

 ○堀内  俊孝 1）、石川  智喜 2）、山本  由美子 2）、吉迫  祐太 3）、片岡  亨 3）、
 　森口  慎 4）、麥谷  安津子 4）、謝  慶一 1）

	 	 社会医療法人生長会ベルランド総合病院　集中治療部 1）、
	 	 社会医療法人生長会ベルランド総合病院　麻酔科 2）、
	 	 社会医療法人生長会ベルランド総合病院　循環器内科 3）、
	 	 社会医療法人生長会府中病院　血液疾患センター 4）

O8-5	 	ICU管理を困難にした慢性閉塞性肺疾患を有する多発肋骨骨折の一例
 ○碓井  太雄、田村  淳史、自閑  昌彦、本田  彩、嘉祥  敬国、舛田  一哲、
 　松岡  俊三、福井  道彦
	 	 医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院

一般演題9　オンデマンド配信	
［	血液浄化・凝固系・中枢神経	］	

O9-1	 	高トリグリセリド血症を伴う重症急性膵炎に対して早期に血漿交換療法を施行
した症例

 ○安達  一眞 1）、鈴木  崇生 2）、松本  優 2）、恒光  健史 2））

	 	 兵庫県立尼崎総合医療センター　診療部　臨床工学課 1）、
	 	 兵庫県立尼崎総合医療センター　救急集中治療科 2）

O9-2	 	DIC を併発した透析患者の上腸間膜静脈血栓症に対し慎重に抗凝固療法を施行
したにも関わらず多発筋肉内血腫をきたした一例

 ○西谷  伸吾 1,2）、中ノ瀬  晃一 1）、片山  智博 1,3）、三村  麻郎 1）、小谷  健 1）、
 　松本  実佳 1）、半田  充輝 1）、藤  久和 1）

	 	 神戸掖済会病院　循環器内科 1）、奈良県総合医療センター　集中治療部 2）、
	 	 神戸掖済会病院　救急科 3）
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O9-3	 	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対するCAR-T 療法後、痙攣で発症した
ICANS（Immune-effector	cell	associated	neurotoxicity	syndrome）
の症例

 ○橋本  一哉
	 	 京都大学医学部附属病院　麻酔科

O9-4	 	輸血・IVIG 投与後に呼吸不全をきたし死亡した急性前骨髄性白血病による
Leukostasis の一部検例

 ○坂  正明、大野  博司、安井  寛、石橋  孝文
	 	 洛和会音羽病院　ICU/CCU

O9-5	 	低栄養と活動性の低下によりADL向上に難渋した広範囲熱傷の一症例
 ○田頭  和人 1）、柳田  亜維 1）、梅田  幸嗣 1）、笹沼  直樹 1）、内山  侑紀 2）、
 　児玉  典彦 2）、道免  和久 2）

	 	 兵庫医科大学病院　リハビリテーション技術部 1）、兵庫医科大学　リハビリテーション医学講座 2）

一般演題10　オンデマンド配信	
［	蘇生・循環	］	

O10-1	 	グルカゴンが有効であったβ遮断薬服用中患者の心肺停止
 ○北澤  みはる 1）、仲井  祐貴 2）、奥野  勇輔 2）、八木  拓也 2）、桐山  圭司 2）、
 　二宮  万理恵 2）、香河  清和 2）、高田  幸治 2）

	 	 市立豊中病院　教育研修センター 1）、市立豊中病院　麻酔科 2）

O10-2	 	上大静脈への中心静脈カテーテル留置が不可能であった右側大動脈弓の一例
 ○正司  智洋、梅垣  岳志、大平  早也佳、西本  浩太、添田  岳宏、穴田  夏樹、
 　右馬  猛生、楠  宗矩、中嶋  康文、萩平  哲、上林  卓彦
	 	 関西医科大学　附属病院　麻酔科・総合集中治療部

O10-3	 	小児患者の超音波ガイド下中心静脈穿刺における交差平行法と平行法の比較：
ランダム化比較試験

 ○竹下  淳 1）、中嶋  康文 2）、橘  一也 1）、濱場  啓史 1）、山下  智範 1）、
 　志馬  伸朗 3）

	 	 大阪母子医療センター　麻酔科 1）、関西医科大学　麻酔科学講座 2）、
	 	 広島大学大学院　医系科学研究科　救急集中治療医学 3）
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O10-4	 	末梢挿入型中心静脈カテーテルが術中に切断され、発見までに時間を要した１
症例

 ○藤本  幸一、井手  岳、桑田  繁宗、田口  真奈、的井  愛紗、竹田  健太、
 　西  信一
	 	 兵庫医科大学病院　ICU

O10-5	 	当院でのRapid	Response	Systemの現状と課題
 ○則本  和伸 1）、嶋岡  英輝 1）、加藤  裕司 1）、寒川  貴文 1）、奥  比呂志 1）、
 　三住  拓誉 1）、石井  あや美 2）、吉村  千紘 2）、林  隆史 2）、松山  宏美 2）、
 　吉野  悦子 2）

	 	 兵庫県立尼崎総合医療センター　集中治療科 1）、兵庫県立尼崎総合医療センター　看護部 2）
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