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第42回
日本集中治療医学会学術集会
プログラム・抄録集

ホテル日航東京，
ホテル グランパシフィック LE DAIBA 
平成 27年 2月 9日～ 11日
会長　山科 章（東京医科大学循環器内科）

日集中医誌 J Jpn Soc Intensive Care Med

高めよう集中治療の力，広めよう集中治療の輪
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第 42回
日本集中治療医学会学術集会
プログラム・抄録集

会期 平成27年2月9日（月），2月10日（火），2月11日（水・祝）
会場 ホテル日航東京，ホテル グランパシフィック LE DAIBA
会長 山科 章（東京医科大学循環器内科）
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第42回日本集中治療医学会学術集会
開催にあたって

　第42回日本集中治療医学会学術集会を2015年2月9日（月）、10日（火）、11日（水・
祝）に東京お台場ベイエリア、ホテル日航東京とホテル グランパシフィック LE DAIBA
で開催させていただくことになりました。
　今回の学術集会ではメインテーマを、“高めよう集中治療の力、広めよう集中治療の
輪”、とさせていただきました。集中治療は多岐にわたる高度な知識と技術が要求され
ますが、個々の能力に相乗して、チーム医療が最も必要とされる分野でもあります。医師、
看護師、臨床工学技士、理学療法士、薬剤師、歯科医師、栄養士などの多職種が高いレベ
ルで連携してはじめて集中治療の成果が得られます。本学術集会では、集中治療に関連
する知識・技術のレベルアップ、多職種の協調、チーム医療に焦点をあてたプログラム

を多く企画しました。具体的には、細田瑳一先生による岩月賢一記念講演、海外からの13名を含む15名の先生
による招請講演のほか23のシンポジウム、14のパネルディスカッション、6のラウンドテーブル、12のPro-Con
ディベートセッション、27の教育講演、12のリフレッシャーズセミナー、11のフレッシュマンズコースに加え
てシミュレーション、ハンズオンセミナーも盛り込みました。一般演題1,351題、公募演題130題の合計1,481
題をいただき、企業展示は85社で過去最高数となりました。会員、企業の皆様のご努力ご協力に深く感謝いた
します。
　集中治療の基本である呼吸・循環管理、血液浄化、神経集中治療、鎮静、鎮痛、栄養管理、感染対策などに加
えRRS、リハビリテーション、臨床倫理、終末期医療、安全管理など広い領域にわたって研究発表や討論を行う
学術交流の場となるよう企画しました。循環器内科を主体とする者が主催する本学術集会では、循環器集中治
療の舞台であるCCUと ICUのスタッフが共通の土俵にたって知識や経験を共有できるセミナーを多く企画し
ました。新しい時代の幕開けを予感させる魅力的なプログラムにご期待ください。なお、懇親会ではビッグ・
サプライズを企画し皆様のご参加をお待ち申し上げております。
　お台場ベイエリアはショッピングにレストラン、アミューズメント施設など、東京観光には欠かせない人気
スポットになっています。空気の澄んだこの時期には、東京ゲートブリッジやレインボーブリッジ、東京タワー、
東京スカイツリー、さらには、世界遺産に登録された富士山の勇姿もくっきりと眺めることができるかもしれ
ません。学術集会のアカデミックな雰囲気と共に、気軽に心身ともに開放的な気分で過ごせることも魅力的で
あろうと思います。
　多くの皆様に集っていただき、活気ある学術集会となることを期待しています。どうぞ宜しくお願い申し上
げます。

第42回日本集中治療医学会学術集会
会長　山科 章

（東京医科大学循環器内科）
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第42回日本集中治療医学会学術集会
－役員会及び関連会議のご案内－

会　期： 2015年（平成27年）2月9日（月），2月10日（火），2月11日（水・祝）
会　場： ホテル日航東京，ホテル グランパシフィック LE DAIBA

会　長： 山科 章（東京医科大学循環器内科）

参加受付：①ホテル グランパシフィック LE DAIBA 2F アトリウム
　　　　　②ホテル日航東京 1F ロビー
　　　　　　※受付時間はp.9を参照

学術集会本部：ホテル日航東京1F 藤
　　　　　　　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F  メヌエット

学会会議：  1．理事会 2月8日（日）13：00〜15：00

   ホテル日航東京1F ジュピター
 2．社員総会（評議員会） 2月8日（日）15：00〜17：30

   ホテル日航東京1F ペガサス
 3．看護部会役員会 2月9日（月）18：00〜19：00

   ホテル グランパシフィックLE DAIBA B1F エトワール
 4．臨床工学部会役員会 2月9日（月）17：00〜19：00

   ホテル グランパシフィックLE DAIBA 29F 暁
 5．臨床工学部会総会 2月10日（火）13：50〜14：20

   ホテル グランパシフィックLE DAIBA B1F エトワール
 6．会員懇親会 2月10日（火）19：00〜
   ホテル グランパシフィックLE DAIBA 2F アトリウム

医療機器展示： ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤルBCD，ホワイエ
  ホテル日航東京1F ロビー，ホワイエ
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 東京モノレール Tokyo Monorail

一般道 Trunk Road

六本木ヒルズ
Roppongi-Hills

テレコムセンター
Telecom Center St.

有明テニスの森
Ariake Tennis no mori St.

市場前
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Shinagawa St.

浜松町
Hamamatsucho St.
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Shin-toyosu St.
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Shibaura-futō St.

日の出
Hinode St.

竹芝
Takeshiba St.

汐留
Shiodome St.

新橋
Shimbashi St.

豊洲
Toyosu St.

お台場海浜公園
Odaiba-kaihinkōen St.

有明
Ariake St.

国際展示場正門
Kokusai-tenjijō-seimon St.

青海
Aomi St.

台場
Daiba St.

船の科学館
Fune-no-kagakukan St.

りんかい線
Rinkai Line

銀座
Ginza

臨海副都心ランプ
Rinkai Fukutoshin Ramp

電車をご利用の場合
ゆりかもめ 新橋駅～台場駅 ........................  15 分
 豊洲駅～台場駅 ........................  16 分
 ＊ゆりかもめ台場駅に直結。
りんかい線 
 大崎駅～東京テレポート駅 ...........  11 分
 新木場駅～東京テレポート駅 ..........  7 分
 ＊東京テレポート駅からは徒歩   約 10 分

リムジンバスをご利用の場合
成田国際空港から

「臨海副都心行き」乗車............................  約 75 分
羽田空港から

「臨海副都心行き」乗車............................  約 20 分
※「ホテル日航東京」または
　「ホテル グランパシフィックLE DAIBA」下車。
※所要時間は交通状況により変わることがございます。
【お問い合せ】
リムジンバス予約・案内センター
TEL. 03-3665-7220（代）

タクシーをご利用の場合
JR新橋駅から...................................................... 約15分
JR田町駅から（レインボーブリッジ経由）  .......... 約12分
JR品川駅から ..................................................... 約20分
JR東京駅から ..................................................... 約20分
新木場駅から...................................................... 約10分
六本木駅から...................................................... 約30分
銀座駅から........................................................... 約20分

ホテル グランパシフィック
LE DAIBA

会場アクセスマップ
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会場案内図（ホテル日航東京）
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会場案内図（ホテル グランパシフィック LE DAIBA）
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－学術集会参加者へのご案内－

1．参加資格
本学術集会に参加される方は全員，参加登録を行ってください。
　 一般演題の応募者は，発表者，共同発表者にかかわらず，日本集中治療医学会の会員に限ります。未入会の
方は必ず入会手続きをお願いいたします。

2．参加登録
参加費は受付にてお支払いください。
参加登録は会員と非会員で異なります。本誌挟み込みの「会員受付票」を受付（会員受付）にご提出ください。
お忘れの場合，会員照会にお時間をいただくことがございます。
【参加受付日程】 

受付場所 2月9日（月） 2月10日（火） 2月11日（水・祝）

受付① ホテル グランパシフィック 
　LE DAIBA 2F アトリウム 7：45〜18：00 7：15〜14：00

受付② ホテル日航東京1F ロビー 7：45〜18：00 7：15〜18：00 7：15〜11：30

【参加費】
区分 対象 会員 非会員

1 医師 18,000円 20,000円
2 医師以外の医療従事者・医療研究者 15,000 円 18,000円
3 初期研修医※1・その他一般※2 8,000円
4 学部学生および看護学生 無料（受付で学生証を提示してください）

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

※2企業の方々等を対象といたします。当日，受付にて名刺を提出してください。
3．学術集会出席証明書の提出について
　 参加証に付いている学術集会出席証明書（提出用）に必要事項をご記入の上，提出票部分を参加受付付近に設
置されている回収箱にご提出ください。

4．年会費・ 新入会
　 日本集中治療医学会の年会費または新入会の手続きは，①ホテル グランパシフィック LE DAIBA 2F アトリ
ウムと②ホテル日航東京1F ロビーの日本集中治療医学会事務局で受け付けます（参加受付時間内）。
　【2015年度会費】
　正会員12,000円，准会員9,000円
5．プログラム・抄録集，ポケットプログラム
　 本学術集会当日にプログラム一覧が掲載されたポケットプログラムをご用意しております。部数に限りがあ
りますので，予めご了承ください。
　 一部の抄録と全プログラムを掲載したプログラム・抄録集（本冊誌）は事前に会員に送付いたします。会場で
はお渡しいたしません。なお，当日会場で新入会手続きをとられた方には手続き完了時にお渡しいたします。
　 会場でのプログラム・抄録集販売は3,000円（税別）／冊にて行いますが，部数に限りがありますので，予め
ご了承ください。

6．ウェブ抄録・抄録アプリ
　 会期の1ヶ月前頃にウェブ抄録と抄録アプリを配信しますので，是非ご利用ください。
　ウェブ抄録：https://confit.atlas.jp/jsicm42
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　抄録アプリ：iOS版，Android版ともにアプリマーケットにて，「jsicm42」を検索し，インストールしてください。
　ウェブ抄録・抄録アプリを初めて閲覧する際はパスワード「42jsicm」を入力してください。
　詳細は学術集会ホームページ（http://www2.convention.co.jp/42icm/index.html）をご覧ください。
7．教育（ランチョン）セミナー・イブニングセミナー
　 教育セミナーは参加整理券を配布いたします。配布はホテル日航東京 1F ロビーおよびホテル グランパシ
フィック LE DAIBA 1F エントランスホールにて以下の時間帯に行います。

2月9日（月） 2月10日（火） 2月11日（水・祝）
参加整理券配布 7：45〜 12：10 7：15〜 11：50 7：15〜 11：50

　※ 教育セミナーは整理券をお持ちの方より優先的にご入場いただけます。なお，整理券は当日分のみ配布い
たします。また，各セミナーの整理券は該当教育セミナーが開催される施設においてのみ配布となります。
先着順で配布となりますので終了の際はご了承ください。

　※ イブニングセミナーは整理券制ではございませんので直接会場へお越しください。
8．会員懇親会
　 会員懇親会を2月10日（火）19時からホテル グランパシフィック LE DAIBA 2F アトリウムにて行います。懇
親会では簡単なお食事を用意いたします。参加費は3,000円となりますので，会期中（2月9日，2月10日）に
参加受付にてお支払いください。定員になり次第，締め切ります。

9．ハンズオンセミナーについて
　参加登録方法等，詳しくは学術集会ホームページおよびp.19〜22をご確認ください。
10．医療機器展示
　 学術集会期間中，ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F 「パレロワイヤルBCD，ホワイエ」，ホテル日
航東京1F 「ロビー，ホワイエ」で下記の時間帯に行います。

2月9日（月） 2月10日（火） 2月11日（水・祝）
医療機器展示 9：00〜17：00 9：00〜17：00 9：00〜13：20

11．医師会員へのお願い
　1） e医学会カード（UMINカード）による単位登録手続き（集中治療専門医制度施行細則に定める出席単位）
　 本学術集会では正会員を対象にe医学会カード（UMINカード）による参加実績，単位登録を行いますので，
正会員はe医学会カードをご持参ください。
　 カードによる参加登録手続きは，参加受付（参加登録とは別窓口）で行いますので，正会員は学術集会参加受
付を済まされた後，必ずカードによる参加登録をお願いします。
　 なお，今年は参加証が正式な学術集会出席証明書となります。
　（1）カードをお持ちの正会員
　 専用コーナーでe医学会カードをご提示ください。係りの者がカード裏面のバーコードをリーダーで読み取
り，出席実績，単位登録を行います。
　（2）カードをお持ちでない正会員（カード忘れも含む）
　 専用コーナー横の該当会員用受付で必ず登録の手続きを行ってください。手続きにあたり御本人確認をさせ
ていただきますのでご了承ください。
　 なお，（1）または（2）で単位登録手続きを行った正会員は，学術集会終了2〜 3週間後に学会会員専用ページ 

（e医学会マイページ）で出席実績及び取得単位の確認ができます。
 　 当日，「学術集会出席証明書」はこれまで通り発行し，新規の日本集中治療医学会専門医認定申請書類，及び
専門医資格更新時の出席証明書類としてご利用いただけますが，カードによる登録手続きをいただければ，
e医学会マイページ画面上に表示される参加実績，及び出席単位表示画面の写しを，証明書類としてご利用
いただけます。積極的なご利用をお願いいたします。

ozasa
長方形

ozasa
長方形
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　2）共催セミナー出席時，展示ブースでの，e医学会カードご提示のお願い
　 本学術集会では，一部の共催セミナー（教育セミナー含む）において，セミナーへの出席登録のため，e医学
会カードでの受付を行います。出席登録の情報は，学術集会終了後にセミナーの詳細資料や製品情報等，該
当セミナーの共催企業からの情報提供に利用いただく場合があります。その際は，出席登録を行った会員の
氏名，勤務先情報に限り共催企業へ書面又は電子媒体で情報提供を行います。ただし，学術集会会期中に対
象となるセミナーで出席登録を行った場合でも，お申し出に応じて共催企業への情報提供を停止することが
可能です。企業への情報提供停止を希望される会員は，本学術集会終了後，e医学会事務局問合せ窓口まで
ご連絡ください。また一部の展示ブースにおいて，資料請求のため，e医学会カードをご利用いただくこと
が可能です。
　 併せて上記の出席登録情報は，学会ならびに共催企業が次回以降の学術集会プログラム構成の参考とさせて
いただきます。匿名での受講をご希望の場合を除き，可能な限りご協力をお願いいたします。
　 e医学会カードでの出席登録情報は，上記目的以外には第三者に一切提供いたしません。
　［お願い］
　　 カード読み取りをスムーズに行うため，ネームホルダーの裏面にバーコードが見える形でｅ医学会カード
をお入れくださいますようご協力をお願いいたします。

　－  e医学会カード及び個人情報の取扱いに関するお問合せは，下記窓口までお願いいたします。
　　e医学会事務局 問合せ窓口（京葉コンピューターサービス内）
　　フリーダイヤル：0120-21-6262（平日10：00〜18：00）／email: unyou@e-igakukai.jp

12．お願い
　1）学術集会会場内はすべて禁煙です。
　2） 講演，ポスター会場内での携帯電話，PHS などのご使用は，他の参加者の迷惑となります。会場内での使

用は禁止させていただきます。会場内では電源をOFF にするか，マナーモードをご使用いただきますよ
うお願いします。

　3）呼び出しは原則として行いません。
　4）学術集会会場内でのカメラ，ビデオ等での撮影・録音は禁止です。
　5）各施設内にクロークがございます。利用時間をご確認ください。
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－発表者・司会・座長へのお知らせ－

 発表での諸注意事項
発表演題に関する利益相反（conflict of interest：COI）の開示について
一般社団法人日本集中治療医学会では，「集中治療領域の研究における利益相反（COI）マネージメントに
関する指針」ならびに「同施行細則」を策定し，2011年4月1日より施行しています。そのため，発表者は
利益相反状態の自己申告を行ってください。
この利益相反状態は，学術集会発表時にスライドあるいはポスターの最初に開示することとなります。
利益相反（conflict of interest：COI）開示のPPTサンプルは学会ホームページからダウンロードできます。
http://www2.convention.co.jp/42icm/endai/files/coi.ppt
詳細は 集中治療領域の研究における利益相反（COI）マネージメントに関する指針
「http://www.jsicm.org/pdf/COI..pdf」をご確認ください。

発表演題に関する個人情報の取扱について
患者個人情報に抵触する可能性のある内容は，患者あるいはその代理人からインフォームド・コンセン
トを得た上で，患者個人情報が特定されないように十分留意して発表してください。個人情報が特定さ
れる発表は禁止します。

1．口演発表について
A） シンポジウム，パネルディスカッション，ワークショップ等
 ● 発表・討論時間は座長の指示に従ってください。 
 ● 座長によるそのセッションの全討議が終わるまで，席でお待ちください。発表時間を厳守して 

 ください。
B） 一般演題は，発表時間6分，質疑応答4分となっております。発表時間を厳守してください。
C） 発表時間の警告：発表時間終了1分前に黄ランプ，発表時間終了時に赤ランプでお知らせいたし
ます。時間厳守でお願いいたします。

D） PC による発表について
 ● 受付可能なデータ形式について
   Windowsで作成したデータファイルは，PC本体あるいはメディア（CD-R，USBメモリー）での

持ち込みが可能です。
   Macintoshで作成したデータファイルは，PC本体をお持ち込みください。メディア（CD-R，

USBメモリー）での持ち込みはできませんので，ご注意ください。
メディア持ち込み

（CD-R，USB メモリー） PC本体の持ち込み

Windows ◯ ◯
Macintosh × ◯

 

 ● 発表データの受付と確認
   発表の1 時間前までにPCプレビューセンターにて出力確認をしてください。ご自身の発表会場

以外の施設では受付できませんので，ご注意ください。PC 本体持ち込みの方は，確認が終了し
たら発表会場のPC オペレーター席（会場ステージ向かって左側）まで発表セッションの15分か
ら20分前にご自身でお持ちください。
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 ＜PC 受付場所＞
  PCプレビューセンター ：ホテル日航東京 1F ロビー
   ：ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ロビー

2月9日（月） 2月10日（火） 2月11日（水・祝）

受付時間
ホテル日航東京 1F ロビー 7：45〜 18：00 7：15〜 18：00 7：15〜 11：30
ホテル グランパシフィック 
　LE DAIBA B1F ロビー

7：45〜 18：00 8：00〜 18：00 8：00〜 11：00

  ◆  各日，朝1番目に発表の方は，発表の30分前までに受付をお済ませください。また，10日以
降にご発表の方は前日に受付することも可能です。スムーズな運営のため，発表前日のデー
タ受付にご協力ください。

  ◆  学術集会当日に会場に設置される機材のスペックは【プロジェクター解像度】1024×768ドッ
トです。

   ◆  発表は，各会場の演台に設置した液晶モニターをご覧いただきながら，キーパット・マウス
を演者の先生ご自身で操作して進めてください。PC 本体を持ち込みいただいた場合でも，
PC本体は演台には乗りません。

   （発表者ツールのご使用はできません）
 ●PC本体を持ち込みの方へ
      ◆  D-sub15ピンと呼ばれるモニター出力が必要です。Macintosh など変換コネクタが必要な場合

はご自身で持参してください。

    D-sub15ピン（ミニ）  付属外部出力ケーブル例
 　
  ◆ スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除しておいてください。
      ◆ AC アダプターを必ずお持ちください。
      ◆  PC に保存されたデータの紛失を避けるため，発表データは必ずバックアップを取っておいて

ください。
      ◆ CD-R またはUSB メモリーに保存したバックアップのデータを一緒にご持参ください。
   ●メディア持ち込みの方へ
      ◆  Windows データのみ持ち込みが可能です。CD-R またはUSB メモリーに保存してお持ちくだ

さい。CD-RW，MO，FD，ZIP などは一切受付できません。
      ◆  講演会場ではWindows7（Office 2007，2010，2013）をご用意いたします。Office 2000 以前の

バージョンで作成されたものは，表示に不具合が出る可能性があります。
      ◆  文字フォントはPowerPointに設定されている標準的なフォントをご使用ください。特殊な

フォントはご使用にならないでください。
  　（1）推奨フォント （日本語の場合）
   　　MSゴシック，MS Pゴシック，MS明朝，MS P明朝，OSAKA（Mac）
  　（2）推奨フォント （英語の場合）
   　　Century，Century Gothic
  ◆  PowerPoint に貼り付けている動画・音声を使われる場合は，以下のことを遵守してください。 
   　（1） Windows Media Player11初期状態コーデックで再生できるものに限ります（WMV形式を
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推奨）。
   　（2）PowerPoint データと共に動画ファイルも必ずご持参ください。
      　 また，バックアップ用としてご自身のノートパソコンの持参をお薦めいたします。メディ

ア持ち込みでプレゼンテーションに他のデータ（静止画，動画，グラフなど）をリンクさ
せている場合は，メディア書き込み後，事前に他のパソコンでの動作確認をしてから，持
ち込みをお願いいたします。データ容量は500MBまでと制限させていただきます。

 　◆ お預かりしたメディアはデータ受付終了後，その場で返却いたします。また，本学術集会終了
後，データはコンピューターより削除いたします。

2．ポスター発表について
A） 座長制の討論形式発表で発表時間6分，質疑応答4分です。
 発表時間を厳守してください。
B） 発表者受付は行いません。午前午後の貼り替え制となっております。
演題発表者は，所定の場所にポスターを掲示してください。各ポス
ターパネル前に発表者リボンを用意していますので，左胸に付けて
ください。画鋲も各ポスターパネル前にご用意しております。

C） ポスター掲示は各発表日のポスター掲示時間内に行ってください。 
D） 発表スペースの大きさは縦180 cm，横90 cmです。2 m離れても判
読できるよう見やすくし，文字や図表も十分読み取れる大きさにし
てください （スライド印刷の場合，B4以上の大きさを原則）。なお，
本部にて左上角に演題番号（20 cm × 20 cm）を付けますので，こち
らのスペースには貼らないでください。

E） 演題名，所属，演者名はご自身でご用意ください。
F） 日ごとにポスター発表の時間帯が異なります。
G） 発表者はセッション開始10分前までに発表会場にお集まりください。
H） ポスターの撤去は各発表日のポスター撤去時間内に必ず行ってください。引き取りのないポス
ターにつきましては事務局にて処分いたしますので，予めご了承ください。

2月9日（月） 2月10日（火） 2月11日（水・祝）

午前の部
貼付 8：00〜9：30 8：00〜9：20 8：00〜9：10
撤去 12：10〜13：40 11：30〜13：20 11：20〜12：20

午後の部
貼付 13：40〜14：40 13：20〜14：20
撤去 17：10〜18：00 17：10〜18：00

3．司会・座長へのお願い
A） 口演座長は，担当セッション開始時刻の15分前までに次座長席にご着席ください。
B） ポスターセッション座長の方は，座長リボンをお渡しいたしますので，セッション開始15分前ま
でに「ポスター受付（各ポスター会場前）」にお立ち寄りください。座長用リボンと指示棒をお受
け取りの上，担当セッションの最初のポスターの前でお待ちください。

C） 各セッションの進行は座長に一任します。時間内に十分な討論ができるようご配慮ください。場
内アナウンスはございませんので，所定の時刻になりましたら適宜開始してください。

20 cm 90 cm

演題
番号

演題名
演者名，所属

20 cm

180 cm

10 cm

210cm
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－第42回日本集中治療医学会学術集会事務局準備委員－

会　　　長 山科　章　（東京医科大学循環器内科）
事 務 局 長 田中　信大（東京医科大学循環器内科）
事務局次長 渡邉　雅貴（東京医科大学循環器内科）
看 護 部 門 川原千香子（東京医科大学病院看護部）
 明神　哲也（東京医科大学病院看護部）
臨床工学技士部門
 上岡　晃一（東京医科大学臨床工学センター）
プログラム委員（敬称略，五十音順）
 新井　隆男（東京医科大学八王子医療センター救命救急センター）
 池田　寿昭（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部）
 今泉　均　（東京医科大学麻酔科学講座・集中治療部）
 内野　博之（東京医科大学麻酔科学講座）
 太田　祥一（東京医科大学救急・災害医学分野）
 荻野　均　（東京医科大学心臓血管外科）
 織田　順　（東京医科大学救急・災害医学分野）
 小泉　信達（東京医科大学心臓血管外科）
 関根　秀介（東京医科大学麻酔科学講座）
 武井　康悦（東京医科大学循環器内科）
 矢崎　義直（東京医科大学循環器内科）
 柳田　国夫（東京医科大学茨城医療センター集中治療部）
 山下　淳　（東京医科大学循環器内科）
 行岡　哲夫（東京医科大学救急・災害医学分野）

プログラムの作成にあたり，下記の方々にご協力いただきました。
厚く御礼申し上げます。（敬称略，五十音順）
 高橋　哲也（東京工科大学医療保健学部）
 竹内　宗之（大阪府立母子保健総合医療センター）
 中川　聡　（国立成育医療研究センター病院集中治療科）
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－一般演題査読者－
相 引 眞 幸 
赤 松 繁
浅 賀 健 彦 
安 宅 一 晃 
足 立 健 彦 
天 谷 文 昌 
有 村 敏 明 
池 田 寿 昭 
石 川 康 朗 
石 倉 宏 恭 
石 松 伸 一 
伊 関 憲 
市 場 晋 吾 
伊 藤 辰 哉 
稲 垣 喜 三 
稲 葉 英 夫 
井 上 聡 己 
井 上 義 博 
伊 波 寛 
今 泉 均 
今 中 秀 光 
植 田 育 也 
氏 家 良 人 
磨 田 裕 
内 野 博 之
卯津羅  雅 彦
梅 垣 修 
江 口 豊 
遠 藤 裕 
大 嶋 清 宏 
大 谷 典 生 
大 塚 将 秀 
大 槻 穣 治 
岡 田 保 誠 
岡 元 和 文 
小 倉 真 治 
尾 崎 孝 平 
織 田 成 人 
落 合 亮 一
小野寺 睦 雄
貝 沼 関 志 
垣 花 泰 之 
鍜 冶 有 登 

片 山 浩 
加 藤 啓 一 
金 井 尚 之 
兼 坂 茂 
株 丹 浩 二 
蒲 地 正 幸 
川 口 昌 彦 
川 前 金 幸 
丸 藤 哲 
北 浦 道 夫 
北 村 晶 
北 村 伸 哉 
木 下 浩 作 
木 下 順 弘 
清 田 和 也 
切 田 学
久木田  一 朗
久志本  成 樹
国 元 文 生 
久 野 将 宗 
公 文 啓 二 
倉 田 二 郎 
黒 田 泰 弘 
小 池 薫
小井土  雄 一
小 北 直 宏 
小 坂 誠 
小 竹 良 文 
小 谷 穣 治 
小 谷 透 
後 藤 孝 治 
小 林 敦 子 
小 林 孝 史 
小 林 誠 人 
小 山 薫 
齋 藤 繁 
齋 藤 憲 輝 
齊 藤 洋 司 
坂 口 嘉 郎 
坂 本 篤 裕 
坂 本 哲 也 
坂 本 照 夫 
櫻 田 春 水 

笹 野 寛 
佐 多 竹 良 
貞 広 智 仁 
定 光 大 海 
佐 藤 智 行 
佐 藤 直 樹 
佐 藤 善 一 
讃 井 將 満 
佐 和 貞 治 
澤 野 宏 隆 
澤 村 淳 
塩 川 泰 啓 
志 賀 英 敏 
七 戸 康 夫 
柴 田 純 平 
嶋 岡 英 輝 
清 水 敬 樹 
清 水 直 樹 
志 馬 伸 朗 
白 石 義 人 
杉 田 学 
鈴 川 正 之 
鈴 木 武 志 
鈴 木 康 之 
住 田 臣 造 
瀬 尾 勝 弘 
瀬 川 一 
芹 田 良 平
祖父江  和 哉
高 瀬 凡 平 
鷹 取 誠 
高 橋 毅 
高 松 道 生 
高 山 守 正 
武 居 哲 洋 
竹 内 昭 憲 
竹 内 宗 之 
武 田 純 三 
武 山 直 志
多治見  公 高
田 勢 長一郎
田 中 博 之 
田 中 行 夫 

谷 口 巧 
玉 井 直 
坪 井 英 之 
鶴 田 良 介 
寺 尾 嘉 彰 
土 井 松 幸 
堂 籠 博 
渡 海 裕 文 
時 岡 宏 明 
時 田 祐 吉
土 手 健太郎
中 尾 浩 一 
中 尾 慎 一 
中 川 聡 
中 川 晋 
中 川 隆 
中 田 孝 明
中 西 加寿也
中 根 正 樹 
中 野 実 
成 松 英 智 
新 沼 廣 幸 
西　　　憲一郎 
西 　 信 一 
西 澤 英 雄 
西 田 修 
西 田 博 
西 村 匡 司 
西 山 友 貴 
布 宮 伸 
野々木　　　宏 
野 村 岳 志 
橋 場 英 二 
橋 本 圭 司 
林 　 淑 朗 
平 井 勝 治 
広 木 公 一 
福 井 道 彦 
福 家 伸 夫 
藤 田 智 
藤 田 義 人 
藤 谷 茂 樹 
藤 野 裕 士 

古 谷 良 輔 
星 　 邦 彦 
星 　 拓 男 
星 野 正 巳 
本 多 満 
槇 田 徹 次 
升 田 好 樹 
増 野 智 彦 
松 田 兼 一 
松 田 直 之 
松 本 睦 子 
真 弓 俊 彦 
丸 山 一 男 
水 谷 太 郎 
三 住 拓 誉
三 高 千惠子
美 馬 裕 之 
宮 内 雅 人 
宮 内 善 豊 
三 宅 康 史 
宮 崎 大 
村 川 雅 洋 
森 﨑 浩 
森 松 博 史 
森 村 尚 登 
森 本 直 樹 
森 本 裕 二 
守 谷 俊 
森 山 潔
森 脇 龍太郎
矢 口 有 乃 
柳 田 国 夫 
山 口 修 
山 崎 和 夫 
山 下 千 鶴 
山 本 剛 
行 岡 秀 和 
横 山 正 尚 
林 下 浩 士
（211名，五十音順） 



－ 17 －

－事務局－
1．第42回日本集中治療医学会学術集会事務局

東京医科大学循環器内科
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-7-1
TEL：03-3342-6222（ダイヤルイン 6026）　FAX：03-5381-6652　E-mail：jsicm42@tokyo-med.ac.jp

2．運営準備室
日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-4-2　大同生命霞が関ビル18階
TEL：03-3508-1214　FAX：03-3508-1302　E-mail：42icm@convention.co.jp

3．会員登録確認等に関する問い合わせ
日本集中治療医学会事務局
〒113-0033　東京都文京区本郷3-32-6　ハイヴ本郷3F
TEL：03-3815-0589　FAX：03-3815-0585
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－関連学術集会のご案内－
1．第200回 ICD講習会

会　期：2015年2月11日（水・祝）13：50〜15：30
会　場：ホテル日航東京1F ペガサス C（第2会場）
主　催：ICD制度協議会
テーマ：カテーテル関連血流感染症
※事前申込が必要です。詳しくは ICD制度協議会ホームページをご覧ください。

2. 第5回集中ケア認定看護師会研修会
会　期：2015年2月11日（水・祝）13：30〜17：00
会　場：ホテル日航東京 1F アポロン（第4会場）
主　催：集中ケア認定看護師会
テーマ：集中ケア領域での終末期ケアにおけるスタッフアプローチ
※詳しくは集中ケア認定看護師会ホームページをご覧ください。

3. 第25回日本経皮的心肺補助（PCPS）研究会
会　期：2015年2月11日（水・祝）14：00〜18：30（予定）
会　場：ホテル日航東京 1F シリウス（President’s Room）
会　長：坪井 英之（大垣市民病院循環器科）
テーマ：光と影
参加費：2,000円（第42回日本集中治療医学会学術集会にご参加の方は無料）
主　催：日本経皮的心肺補助（PCPS）研究会
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－ハンズオンセミナーのご案内－
1．人工呼吸器シミュレーション =非同調（Asynchrony）を中心に=

　人工呼吸器の最低限の目的は酸素化と換気をサポートすることである。しかし，人工呼吸器の設定は
決して単純ではなく，患者の欲している呼吸パターンが人工呼吸器で再現されなかった場合，患者と人
工呼吸器の間で非同調（Asynchrony）が生じる。非同調は患者の苦痛，呼吸仕事量の増加，そして場合
によってはARDSの増悪因子である人工呼吸器肺傷害を引き起こす原因となる。本ワークショップでは，
人工呼吸器設定の基礎をおさらいした後，実際に自発呼吸が可能な人工肺および人工呼吸器を用いて非
同調を再現することにより，人工呼吸器のグラフィックそして患者の呼吸様式から基本的な非同調を認
識し，トラブルシューティングをする方法を学ぶ。呼吸器シミュレーションには，Boise State大学教授
である Lonny Ashworth先生監修によるシナリオを用いる。

【開催概要】
開催日：2月9日（月）9：00〜12：00
会　場：ホテル グランパシフィック LE DAIBA 1階 パンセ
インストラクター（予定）：
 　藤谷 茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センター），則末 泰博（東京ベイ・浦安市川医療センター），
　中村 通孝（倉敷中央病院），石川 淳哉（横浜市民病院），髙田 順子（東京ベイ・浦安市川医療センター），
　内藤 貴基（東京ベイ・浦安市川医療センター），津久田 純平（東京ベイ・浦安市川医療センター），
　片岡 惇（東京ベイ・浦安市川医療センター）
アシスタント（予定）：
 　宇佐見 直（東京ベイ・浦安市川医療センター），青木 善孝（静岡県立総合病院），
　岡本 賢太郎（東京ベイ・浦安市川医療センター），有野 聡（東京ベイ・浦安市川医療センター）
募集人数：18名
見学者募集：5名（見学者は当日，受講予定者が欠席した場合に受講可能となります）

2．ABCD-sonography（Point-of-Care Ultrasound）
　Point-of-care ultrasoundの有用性が広くうたわれています。ABCD-sonographyとは，A：Airway，B：
Breathing，C：Circulation，D：Dysfunction & DVTの診断を行うベッドサイド超音波診断のハンズオン
トレーニング（HOT）です。今回は，ABCDのうち，B=Lung（肺エコー診断）のHOTを開催します。肺胸
郭超音波診断に使える簡便な診断技術（正常，異常）の講義・ハンズオントレーニングおよびPBL形式の
WS で講習内容の評価・確認を行います。

【開催概要】
開催日：2月9日（月） 1回目：9：00〜12：00，2回目：14：00〜17：00
会　場：ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29階 光
テーマ：肺エコー診断
内　容：座学，ハンズオントレーニング（HOT）（正常所見，異常所見，PBL方式でのHOTなど）
コーディネータ（予定）：
　鈴木 昭広（旭川医科大学病院麻酔科）
インストラクター（予定）：
 　野村 岳志（湘南鎌倉総合病院麻酔科集中治療部），貝沼 関志（名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部），
　二階 哲朗（島根大学医学部附属病院集中治療部），大宮 浩揮（岡山大学医学部麻酔科），
　宮崎 裕也（東京女子医科大学病院集中治療部），吉田 拓生（東京慈恵会医科大学麻酔科集中治療部），
　小高 光晴（東京女子医科大学東医療センター麻酔科），太田 淳一（島根大学医学部附属病院麻酔科），
　小山 洋史（湘南鎌倉総合病院集中治療部），矢鳴 智明（福西会病院麻酔科），
　山田 直人（岩手医科大学麻酔科），渡辺 至（横浜市立大学麻酔科学教室）
アシスタント（予定）：
 　長島 道生（横浜市立みなと赤十字病院集中治療部），森 英明（島根大学医学部附属病院麻酔科） ，
　沖田 寿一（奈良県立医科大学麻酔科学教室），神山 智幾（杏林大学医学部麻酔科学教室），
　宇藤 薫（鎌ヶ谷総合病院救急科），谷口 由枝（東京慈恵会医科大学麻酔科），
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　荒川 裕貴（東京都立多摩総合医療センター 救急科）
募集人数：1回目：20名，2回目：20名
見学者募集：各回4名（見学者は当日，受講予定者が欠席した場合に受講可能となります）

3．鎮静コース
　米国麻酔学会の「非麻酔科医のための鎮静・鎮痛薬投与に関する診療ガイドライン」は処置時の中等度
鎮静及び急変時の気道・循環管理のガイドラインである。安全な処置時の鎮静は重要な課題であり，今
回，このガイドラインをもとにシミュレーションコースを開催する。対象は処置時の中等度鎮静に関わ
る医療者全員とし，鎮静の考え方と実際の鎮静時の注意点や緊急時気道確保を組み合わせた統合的シナ
リオトレーニングを行う（このセミナーは人工呼吸中の鎮静のためのガイドラインの内容ではありませ
ん）。

【開催概要】
開催日：2月9日（月）14：00〜17：00
会　場：ホテル グランパシフィック LE DAIBA 地下 1F ファンタジー
インストラクター（予定）： 
　安宅 一晃（奈良県立医科大医療安全推進室），二階 哲朗（島根大学医学部集中治療部），
　太田 淳一（島根大学医学部集中治療部），日下 あかり（庄原赤十字病院麻酔科），他
募集人数：20名
見学者募集：5名（見学者は当日，受講予定者が欠席した場合に受講可能となります）

4．M&Mコース
　  =医療安全・システム改善におけるM&Mカンファレンスの実践とシミュレーションによる臨床現場への応用=

　生命に対して真摯に向き合い医療を行っていても，不幸にして重大な合併症の発生や，死亡に至って
しまう事例がある。Morbidity & Mortalityカンファレンス（M&M）はそのような事例を振り返り，診療
の質・安全性を改善する目的で行われる。医療安全全国共同行動において推奨対策の一つに加えられて
いる通り，M&Mの実践は臨床現場における継続的なシステム改善に寄与し，今後その重要性が増して
いくと考えられる。しかし，M&Mだけでは臨床現場の変革まで到達できないこともあり，そこでシミュ
レーション教育を用いて，実践的な生きた知識として定着させることでその効果が最大限発揮されると
考える。
　本ワークショップでは，M&Mカンファレンスのやり方から，ワークショップによるM&Mへの参加，
その後のシミュレーション教育まで体験していただき，どのように医療安全・システム改善に寄与する
かをお示しする。M&Mに興味があり今後導入を検討している方，M&Mを行っているがシステム改善
が体感できない方などにおすすめである。

【開催概要】
開催日：2月10日（火）9：00〜12：00
会　場：ホテル グランパシフィック LE DAIBA地下 1F ファンタジー
インストラクター（予定）：
 　藤谷 茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科），
　内藤 貴基（東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科），
　平岡 栄治（東京ベイ・浦安市川医療センター総合内科），
　則末 泰博（東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科），
　舩越 拓（東京ベイ・浦安市川医療センター救急科）
募集人数：40名
見学者募集：10 名

5．第2回 ICUにおける外科的緊急気道確保トレーニング
　輪状甲状膜穿刺・切開と経皮的気管切開を学んで頂きます。座学のあと，輪状甲状膜切開は各種キッ
トを用いて行う方法と直接切開法（ブタ喉頭を用います），経皮的気管切開（シミュレータを用います）の
手技を安全・確実に行えるためのハンズオントレーニングです。昨年度，第1回に続いて行います。
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【開催概要】
開催日：2月10日（火）9：00〜12：00
会　場：ホテル グランパシフィック LE DAIBA 1階 パンセ
テーマ：安全な外科的気道確保
内　容：・座学
　　　　・ハンズオントレーニング
　　　　　1.ブタ喉頭を用いたトレーニング
　　　　　　①輪状甲状靭帯切開キット（メルカー，ミニトラック）による緊急気道確保
　　　　　　②外科的輪状甲状靭帯切開による緊急気道確保
　　　　　2.気道管理トレーナーを用いた経皮的気管切開トレーニング（気管支ファイバーあり）
コーディネーター（予定）：
　野村 岳志（湘南鎌倉総合病院麻酔科集中治療部）
インストラクター（予定）：
 　二階 哲朗（島根大学医学部附属病院集中治療部），島田 二郎（福島県立医科大学救命センター），
　佐藤 圭路（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学），方波見 謙一（市立札幌病院救命救急センター），
　鈴木 昭広（旭川医科大学病院麻酔科），太田 隆嗣（湘南鎌倉総合病院麻酔科）
募集人数：24名
見学者募集：6名（見学者は当日，受講予定者が欠席した場合に受講可能となります）

6．Rapid Response System（RRS）
対　象：次のいずれかに該当する方，職種は問いません。
　　　　・RRSを導入している施設のRRT/MET実働スタッフ
　　　　・RRSを導入しようとしている施設のRRT/MET実働スタッフ
　　　　・RRSオンラインレジストリー参加施設
本セミナーの到達目標
　　　　・RRSのコンセプトを理解する。RRSの最新のエビデンスを知る
　　　　・RRSを有効なシステムにする為の病棟教育を理解する
　本セミナーでは，実際にRR T/METとして活動している講師陣により，RRSのコンセプトと意義を理
解できるシミュレーション症例を用意しました。実際にシミュレーターを用いて，RR T/METとして対
応することで，RRSの重要なコンセプトが理解できます。また，RRSは起動するスタッフ（主に一般病棟
の看護師）の教育が非常に重要です。今回はその起動するスタッフに対しての教育方法もあわせて実践
して頂きます。また，最新のエビデンス解説や，現在国内で急速に登録施設の増えている“RRS/院内心
停止レジストリ”の重要性についても学ぶ事が出来ます。

【開催概要】
開催日：2月10日（火）13：50〜16：50
会　場：ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ファンタジー
コースディレクター（予定）：
　 児玉 貴光（The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas），
　小池 朋孝（北里大学病院RST/RRT室）
インストラクター（予定）：
 　野々木 宏（静岡県立総合病院），武田 聡（東京慈恵会医科大学），
　野村 智久（順天堂大学医学部付属練馬病院），藤原 紳介（国立病院機構嬉野医療センター），
　森安 恵実（北里大学病院RST/RRT室），瀬尾 龍太郎（神戸市立医療センター中央市民病院），
　内藤 貴基（東京ベイ・浦安市川医療センター）
アシスタント（予定）：
　奥村 将年（大阪市立総合医療センター）
募集人数：30名
見学者募集：5名（見学者は当日，受講予定者が欠席した場合に受講可能となります）
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7．人工呼吸器の基礎を学ぼう（設定，グラフィック，トラブルシューティング）
【開催概要】
開催日：2月10日（火）9：00〜11：00
会　場：ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 光

8．J-PADガイドライン作成委員会ハンズオンセミナー
　日本集中治療医学会では2014年に「日本版・集中治療室における成人重症患者に対する痛み・不穏・
せん妄管理のための臨床ガイドライン；Japanese guidelines for the management of Pain, Agitation, and 
Delirium in intensive care unit（J-PADガイドライン）」を策定し，「痛み・不穏・せん妄の管理」の重要性
と対策について提言しており，今後，このガイドラインが多くの施設で取り入れられ，重症患者の予後
改善に寄与することを期待しております。
　今回，J-PADガイドライン作成委員会では今後，J-PADガイドラインを臨床に取り入れたいと考えて
いる施設の方々を対象に「痛み・不穏・せん妄の管理」の鍵となる評価ツールの正しい活用法に関するハ
ンズオンセミナーを企画いたしました。詳細は下記の通りです。是非ご参加ください。
　1）講演： 正しい評価ツールの使い方：BPS，CPOT，RASS，SAS，CAM-ICU，ICDSC 
　2）演習： ツールを使った評価の実際 ─ツールを使って評価してみよう！─

【開催概要】
開催日：2月10日（火）16：00〜17：00
会　場：ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 光
募集人数：1施設2名まで，計30名
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－日本集中治療医学会総会・年次一覧－
会　　　　期 会　　　　場 会　　　長

第 1 回 1974年2月9日〜10日（2月10日設立） 東　京　三井日比谷ホール 岩月　賢一
第 2 回 1975年2月8日〜9日 東　京　エーザイ株式会社 岩月　賢一
第 3 回 1976年2月8日〜9日 東　京　日本都市センター 岩月　賢一
第 4 回 1977年2月11日〜12日 東　京　日本都市センター 佐藤　光男
第 5 回 1978年2月25日〜26日 東　京　日本都市センター 石原　　昭
第 6 回 1979年2月25日〜26日 東　京　日本都市センター 五十嵐正男
第 7 回 1980年2月9日〜10日 名古屋　愛知県勤労会館 青地　　修
第 8 回 1981年2月7日〜8日 東　京　日本青年館 美濃部　嶢
第 9 回 1982年5月7日〜8日 福　島　福島県文化センター 奥秋　　晟
第10回 1983年3月19日〜20日 岡　山　岡山プラザホテル 小坂二度見
第11回 1984年3月18日〜20日 東　京　国立教育会館 古田　昭一
第12回 1985年5月17日〜18日 仙　台　仙台市民会館 天羽　敬祐
第13回 1986年2月28日〜3月2日 東　京　日本都市センター 早川　弘一
第14回 1987年3月18日〜20日 山　口　山口市民会館 武下　　浩
第15回 1988年2月25日〜27日 東　京　日本都市センター 三川　　宏
第16回 1989年6月8日〜10日 北海道　旭川市民文化会館 柴田　淳一
第 5 回 世界集中治療会議1989年9月3日〜8日 京　都　京都プリンスホテル 青地　　修
第17回 1990年6月7日〜9日 大　阪　大阪国際交流センター 吉矢　生人
第18回 1991年2月28日〜3月2日 東　京　日本都市センター 細田　瑳一
第19回 1992年2月20日〜22日 名古屋　名古屋国際会議場 侘美　好昭
第20回 1993年6月9日〜11日 北海道　北海道厚生年金会館 金子　正光
第21回 1994年2月24日〜26日 名古屋　名古屋国際会議場 勝屋　弘忠
第22回 1995年2月1日〜3日 大　阪　ホテルニューオータニ大阪 藤森　　貢
第23回 1996年1月18日〜20日 横　浜　パシフィコ横浜 藤田　達士
第24回 1997年5月15日〜17日 盛　岡　盛岡グランドホテル 平盛　勝彦
第25回 1998年3月5日〜7日 東　京　東京国際フォーラム 窪田　達也
第26回 1999年3月3日〜5日 千　葉　幕張メッセ 平澤　博之
第27回 2000年3月2日〜4日 名古屋　名古屋国際会議場 島田　康弘
第28回 2001年3月8日〜10日 東　京　東京ドームホテル 高野　照夫
第29回 2002年2月28日〜3月2日 岡　山　ホテルグランヴィア岡山 平川　方久
第30回 2003年2月4日〜6日 北海道　ロイトン札幌 劔物　　修
第31回 2004年3月4日〜6日 福　岡　福岡国際会議場 前川　剛志
第32回 2005年2月24日〜26日 東　京　京王プラザホテル 一色　　淳
第33回 2006年3月2日〜4日 大　阪　グランキューブ大阪 岩坂　壽二
第34回 2007年3月1日〜3日 神　戸　神戸国際展示場 丸川征四郎
第35回 2008年2月14日〜16日 東　京　京王プラザホテル 今井　孝祐
第36回 2009年2月26日〜28日 大　阪　グランキューブ大阪 篠崎　正博
第37回 2010年3月4日〜6日 広　島　リーガロイヤルホテル広島 多田　恵一
第38回 2011年2月24日〜26日 横　浜　パシフィコ横浜 田中　啓治
第39回 2012年2月28日〜3月1日 千　葉　幕張メッセ 福家　伸夫
第40回 2013年2月28日〜3月2日 長　野　長野県松本文化会館 岡元　和文
第41回 2014年2月27日〜3月1日 京　都　国立京都国際会館 氏家　良人
第42回 2015年2月9日〜11日 東　京　ホテル日航東京 山科　　章
第43回 2016年2月12日〜14日 神　戸　神戸国際展示場 西村　匡司
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第1日目　2月9日（月）　

会長講演
プロフェッショナリズムの視点か
ら集中治療のこれからを考える
演者：山科 章
司会：高野 照夫

招請講演 1
Novelties in acute 
heart failure
演者：Alexandre Mebazaa, et al
司会：坂田 泰史

ラウンドテーブル 1
早期リハの工夫
座長：坪井英之

招請講演 2
Improving Sepsis Care in 
Resource Limited Nations
演者：Joseph Christopher Farmer
司会：岡元 和文

招請講演 3
The tele-ICU ─ is this 
our inevitable future?
演者：Edgar J Jimenez
司会：西村 匡司

招請講演 4
“Impella for the intensivist” A clinical 
review of Impella in critically ill patients
演者： Brian David Porvin
司会：中尾 浩一

招請講演 5
「医療イノベーショ
ン」で何を考えるか
演者：橋本 信夫
司会：氏家 良人

招請講演 6
脳梗塞の再生医
療：脳は甦る！
演者：本望 修
司会：内野 博之

招請講演 7
New Insights on VILI coming from 
imaging and clinical studies
演者：Marcelo B.P. Amato
司会：竹田 晋浩

招請講演 8
The role of abdominal compliance in 
the critically ill: the neglected parameter
演者：Manu Malbrain
司会：坂本 哲也

シンポジウム 1
終末期医療をどのように国民の皆様に
ご理解いただくか  ─「安楽死」との間
座長：氏家 良人，丸藤 哲

シンポジウム 2
日本の医療機器産業に明日はあるのか
座長：橋本 信夫，前川 剛志

基調講演　男女共同参画社会に向け
た総合的な推進について
演者：野田 聖子，司会：川村 隆枝
シンポジウム 3
救急・集中治療部における男女共同参画への取り組み
座長：三高 千惠子，中野 実

教育講演 1
小児敗血症性ショック
時の輸液管理 update
演者：中川 聡
司会：嶋岡 英輝

教育講演 2
経肺圧を考慮した
人工呼吸管理
演者：竹内 宗之
司会：塩川 泰啓

教育講演 3
集中治療医に必要な単純写
真の読影からCT の判断まで
演者：船曳 知弘
司会：太田 祥一

リフレッシャーズ
セミナー1
先天性心疾患の評価 ～循環不
全の早期発見と病態の理解～
演者：竹内 宗之
座長：竹内 護

リフレッシャーズ
セミナー2
心不全の薬物療法
演者：佐藤 直樹
座長：平山 篤志

リフレッシャーズ
セミナー3
ヘパリン起因性血小板
減少症（HIT）を極める！
演者：石倉 宏恭
座長：垣花 泰之

パネルディスカッション A
災害医療と集中治療
座長：森村 尚登，定光 大海

パネルディスカッション I-2
ICUにおける鎮静の質向上のための工夫 
～せん妄の予防、評価、治療 ～
座長：布宮 伸，土井 松幸

パネルディスカッション I-1
ICUにおける栄養管理
座長：小谷 穣治，巽 博臣

リフレッシャーズ
セミナー4
人工呼吸（設定、合
併症、ECMO）
演者：竹田 晋浩
座長：武田 純三

リフレッシャーズ
セミナー5
中枢神経モニタリ
ング
演者：黒田 泰弘
座長：福家 伸夫

リフレッシャーズ
セミナー6
急性腎傷害
演者：三高 千惠子
座長：国元 文生

リフレッシャーズ
セミナー7
Abdominal compartment 
syndrome（ACS）
演者：小林 誠人
座長：坂本 照夫

リフレッシャーズ
セミナー8
重症熱傷患者の
管理
演者：森村 尚登
座長：田勢 長一郎

リフレッシャーズ
セミナー9
ペースメーカー、ICD の
適応と管理
演者：中尾 浩一
座長：宮崎 俊一

委員会報告 1
本邦における多施設臨床研究の報告；
日本からエビデンスを発信しよう
座長：西田 修，江木 盛時

委員会報告 2
神経集中治療ガイドライン作成委員会
報告
座長：坂本 哲也，黒田 泰弘

委員会報告 3
合同委員会企画オープンミーティング：
院外心停止の病院
搬送後のレジストリ
座長：森村 尚登，
　　  黒田 泰弘

教育講演 4
集中治療領域におけ
るシミュレーション教育
演者：阿部 幸恵
司会：渡邉 雅貴

教育セミナー1
共催：大正富山医薬品
株式会社

教育セミナー2
共催：サーモフィッシャー
サイエンティフィック株式
会社

教育セミナー3
共催：株式会社大塚製
薬工場

教育セミナー4
共催：フクダ電子株式
会社

教育セミナー6
共催：川澄化学工業株
式会社

教育セミナー7
共催：エドワーズライフ
サイエンス株式会社

教育セミナー8
共催：テルモ株式会社

教育セミナー9
共催：日本光電工業株
式会社

教育セミナー11
共催：株式会社フィリッ
プスエレクトロニクスジャ
パン

教育セミナー10
共催：ホスピーラ・ジャパ
ン株式会社 /丸石製薬株
式会社

教育セミナー5
共催：セント・ジュード・
メディカル株式会社

イブニングセミナー1
第 4回MIICS
共催：ファイザー株式会社

シンポジウム A
Abdominal Compartment 
Syndromeの基礎と臨床
座長：久志本 成樹，織田 順

シンポジウム C-1
虚血性心疾患の集中治療管理（薬物
治療から血行再建、補助循環まで）
座長：野々木 宏，吉野 秀朗

シンポジウム I-1
敗血症性ショックの治療戦略 
～自施設における治療戦略とは？～
座長：織田 成人，池田 寿昭

シンポジウム I-2
ECMOを成功させるためには
座長：竹田 晋浩，市場 晋吾

シンポジウム I-3
集中治療における医療安全を考える
(集中治療領域における医療安全対
策について，多職種で検討する）
座長：住田 臣造，落合 亮一

シンポジウム P-1
小児における神経集中治療ガイドライン作成に向けて 
～心拍再開後・重症頭部外傷・急性脳炎脳症をはじめ
として～
座長：清水 直樹，松井 彦郎

Pro-Con 1
集中治療における日本人
の医療研鑽は国内で行
われるべきである
座長：渡邉 雅貴

特別講演
地域包括ケアシステムにおける特
定集中治療室の看護の在り方
演者：筒井 孝子
司会：下村 陽子

パネルディスカッション 1
多職種連携
座長：須東 光江，内田 順子

ワークショップ
編集委員会企画：とにかく看護研究を
やってみよう！
演者：高島 尚美

教育講演 1
急性期心臓リハビリテーション：
メンタルヘルスケアの視点から
演者：山内 典子
司会：松本 幸枝

教育講演 2
看護研究 ─文献を臨床
に活用するためには─
演者：高島 尚美
司会：藤野 智子

交流セッション 1
早期離床プログラム
座長：桑原 勇治，
　　　後藤 由香里

教育講演 3
クリティカルケア看護師
の専門性
演者：石井 美恵子
司会：田村 富美子

パネルディスカッション
臨床工学技士の院内常駐体制 
～これからの課題～
座長：大西 芳明，宗万 孝次

ワークショップ 1
人工呼吸アセスメント ─CEのミカタ─
座長：宗万 孝次，野口 裕幸

教育講演 1
医療機器と感染対策
演者：中村 造
司会：金子 芳一

教育講演 2
胸腔内圧を考慮した人工呼吸戦略（食
道内圧の測定の仕方とその利用法）
演者：竹内 宗之
司会：山田 眞由美

ディベートセッション 1
座長：前田 智美

ディベートセッション 2
座長：小山 富生

基礎セミナー 1
人工呼吸モード・
トラブルシューティ
ング
演者：中山 雄司

基礎セミナー 2
急性血液浄化
演者：畑中 祐也

基礎セミナー 3
血液浄化トラブル
シューティング
演者：山本 裕子

基礎セミナー 4
VV-ECMO
演者：森實 雅司

シンポジウム
早期リハビリテーション・マニュアル：
普及と定着に向けて
座長：高橋 哲也，西田 修

ワークショップ 1
早期離床を安全に実現するために･･･
成功へのヒント～いつでも・どこでも・
誰にでも可能な早期リハ～
座長：齊藤 正和，中根 正樹

ワークショップ 2
多職種による ICUリハビリテーション・
カンファレンスの実際　兵庫医科大学
病院
座長：森沢 知之，真渕 敏

教育講演 1
症例で考える重症
患者の栄養治療の
理論と実践の工夫
演者：小谷 穣治
司会：古田島 太

教育講演 2
J-PADのリハビ
リテーション分野
への活用法
司会：田島 文博

教育講演 3
早期離床と
循環管理
演者：大塚 将秀
司会：今中 秀光

International Oral Session 1
Chair：Alexandre Mebazaa
　　　  Brian David Porvin

International Oral Session 2
Chair：Shyr-Chyr Chen
　　　  Satoshi Gando

口演 1
多臓器不全・敗血
症 ①
座長：藤野 裕士

口演 2
多臓器不全・敗血
症 ②
座長：後藤 孝治

口演 3
保守・管理・医療
安全
座長：武居 哲洋

口演 4
教育・その他
座長：福井 道彦

口演 11
多職種連携
座長：石松 伸一

口演 12
心不全・弁膜症
座長：大谷 朋仁

口演 13
補助循環
座長：西田 博

口演 6
重症度・予後評価
座長：小坂 誠

口演 7
気道・呼吸・呼吸管理 
①
座長：今中 秀光

口演 8
気道・呼吸・呼吸管理 
②
座長：大塚 将秀

口演 9
気道・呼吸・呼吸管理 
③
座長：中根 正樹

口演 10
感染・感染対策
座長：林 淑朗

口演 5
中毒・体温異
常・悪性症候
群
座長：成松 英智

口演 1
敗血症
座長：髙岡 勇子

口演 2
安全
座長：永野 由紀

口演 3
早期リハビリテーション 
プロトコール
座長：伊藤 貴公

口演 4
補助循環他
座長：坂本 美賀子

口演 5
鎮痛鎮静 ①
座長：細萱 順一

口演 6
鎮痛鎮静 ②
座長：村田 洋章

口演 7
睡眠
座長：井口 亜紀

口演 8
鎮痛鎮静 ③
座長：白石 浩子

口演 1
集中治療
座長：上岡 晃一

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

人工呼吸器シミュレーション =非同調（Asynchrony）を中心に=

ABCD-sonography（Point-of-Care Ultrasound）

鎮静コース

ABCD-sonography（Point-of-Care Ultrasound）

ポスター発表

ポスター発表

交流セッション 2
安全 ─身体拘束
座長：西村 祐枝，
　　　伊藤 明子

I

I C

開
会
式

第1会場
（1F ペガサスA+B）

第2会場
（1F ペガサスC）

第3会場
（1F ジュピター）

第4会場
（1F アポロン）

第5会場
（1F オリオン）

第6会場
（3F レインボーテラス）

第7会場
（3F サンライズテラス）

第8会場
（B1F パレロワイヤルA）

第9会場
（B1F シャトレ）

第10会場
（B1F エトワール）

第11会場
（B1F ヴァンドーム）

第12会場
（29F 銀河）

第13会場
（29F 虹）

第14会場
（B1F コンチェルト）

第15会場
（B1F ハーモニー）

President’s Room
（1F シリウス）

ハンズオン
会場

1F パンセ
B1F ファンタジー
29F 光

ポスター会場
（B1F パレロワイヤル）

委員会報告 4
編集委員会
報告
座長：橋本 悟
   三高 千惠子
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合同部門 International Session医師部門 看護部門 臨床工学技士部門 共催セミナーリハビリテーション
： ICU ： 循環器 ： 救命救急 ： 小児CI A P
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第1会場
（1F ペガサスA+B）

第2会場
（1F ペガサスC）

第3会場
（1F ジュピター）

第4会場
（1F アポロン）

第5会場
（1F オリオン）

第6会場
（3F レインボーテラス）

第7会場
（3F サンライズテラス）

第8会場
（B1F パレロワイヤルA）

第9会場
（B1F シャトレ）

第10会場
（B1F エトワール）

第11会場
（B1F ヴァンドーム）

第12会場
（29F 銀河）

第13会場
（29F 虹）

第14会場
（B1F コンチェルト）

第15会場
（B1F ハーモニー）

President’s Room
（1F シリウス）

ポスター会場
（B1F パレロワイヤル）

ハンズオン
会場

1F パンセ
B1F ファンタジー
29F 光

合同部門 International Session医師部門 看護部門 臨床工学技士部門 共催セミナーリハビリテーション
： ICU ： 循環器 ： 救命救急 ： 小児CI A P第2日目　2月10日（火）　

岩月賢一記念講演
技術連関の発展に伴う
医療のあり方と集中治療
（ICU ＆ CCU）への期待
演者：細田 瑳一
司会：山科 章

招請講演 9
Recent advances in 
Pediatric Neurocritical Care
演者：Robert C Tasker
司会：志馬 伸朗

招請講演 10
Remote Monitoring Trials in HF: 
Technology vs. Trial Methodology
演者：Faiez Zannad
司会：高山 守正

招請講演 11
Treatment of right ventricular failure in 
the intensive care unit, lessons from 
pulmonary endarterectomy surgery
演者：David P Jenkins
司会：荻野 均

招請講演 12
Targeted temperature 
management at 33℃ vs 
36℃ after cardiac arrest
演者：Hans Friberg, et al
司会：内野 博之

招請講演 14
The Aftermath of 
Severe AKI: Focus on 
Renal Recovery
演者：Dinna N Cruz
司会：上野 琢哉

招請講演 13
Let’s have a break! For how long 
should we treat our patients with 
antibiotics?
演者：Michael G Meisner
司会：平澤 博之

パネルディスカッション1
三学会合同終末期ガイドラインに関す
る各学会の経過報告と今後の課題
座長：水谷 太郎，木下 順弘

パネルディスカッション2
集中治療から見た医療安全
座長：安宅 一晃，荒井 有美

シンポジウム 4
RRS集中治療部門の役割
座長：藤谷 茂樹，山口 弘子
コメンテーター：安宅 一晃

教育講演 5
Expecting the Unexpected - A review of 
Personal Protective Equipment for the 
ICU staff in severe contagious diseases
演者：Edgar J imenez

教育講演 6
成人先天性心疾患
患者の全身管理
演者：橘 一也
司会：大崎 真樹

教育講演 7
敗血症性ショック時
の病態と循環管理
演者：垣花 泰之
司会：公文 啓二

教育講演 8
急性心不全におけ
る薬物治療
演者：坂田 泰史
司会：安田 聡

教育講演 9
Septic DIC における
ヒストンの net effect
演者：伊藤 隆史
司会：今泉 均

リフレッシャーズ
セミナー10
急性肝不全
演者：西田 修
座長：岡元 和文

リフレッシャーズ
セミナー11
副腎機能障害
演者：土井 松幸
座長：行岡 秀和

リフレッシャーズ
セミナー12
呼吸のパラメータ
とモニタリング
演者：川前 金幸
座長：多治見 公高

ラウンドテーブル 2
集中治療における倫理を
語る
座長：一二三 亨

ラウンドテーブル 3
多職種連携を考える
座長：長谷川 隆一

教育セミナー12
共催：コヴィディエン ジャ
パン株式会社

教育セミナー13
共催：エドワーズライフ
サイエンス株式会社

教育セミナー14
共催：一般財団法人化
学及血清療法研究所

教育セミナー15
共催：スリーエム ヘルス
ケア株式会社

教育セミナー16
共催：第一三共株式会社

教育セミナー17
共催：小野薬品工業株
式会社

教育セミナー18
共催：ドレーゲル・メディ
カル ジャパン株式会社

教育セミナー19
共催：パラマウントベッド
株式会社

教育セミナー20
共催：ニプロ株式会社
／株式会社トータル・メ
ディカル・サプライ

教育セミナー21
共催：株式会社メディコン

教育セミナー22
共催：一般社団法人日
本血液製剤機構

パネルディスカッション 1
ICUにおける早期リハビリテーション
のバリアは何か？ ブレイク･スルーを考
える
座長：讃井 將満，神津 玲

パネルディスカッション 2
ICUにおけるリハビリテーションの
新たな取り組み
座長：山下 康次，横山 仁志

イブニングセミナー2
共催：旭化成ファーマ株式会社 /ファイザー株式会社

イブニングセミナー3
共催：日本製薬株式会
社

イブニングセミナー4
共催：バクスター株式会社

イブニングセミナー6
共催：ネスレ日本株式会
社 /ネスレ ヘルスサイエ
ンス カンパニー

イブニングセミナー7
共催：アイ・エム・アイ
株式会社

イブニングセミナー8
共催：MSD株式会社

イブニングセミナー5
共催：旭化成ゾールメ
ディカル株式会社

シミュレーションセッション
授業参観！ 見せます！ 集中治
療領域でのシミュレーション
演者：阿部 幸恵

パネルディスカッション C
心臓弁膜症診療ガイドライン ～ガイド
ラインをもとに最新の心臓弁膜症の診
療を考える～
座長：尾辻 豊，高梨 秀一郎

パネルディスカッション I-3
神経集中治療 ～基礎研究と臨床の
壁を超える～
座長：黒田 泰弘，内野 博之

シンポジウム C-2
急性・慢性肺血栓塞栓症の集中治療
座長：荻野 均，松原 広己

シンポジウム C-3
治療抵抗性の重症心不全に挑む
座長：山本 一博，百村 伸一

シンポジウム I-4
ARDSの人工呼吸管理 
─換気様式の選択─
座長：橋本 悟，小谷 透

シンポジウム I-5
これが ICU専門医！ 
～ICU専門医の必要条件とは？～
座長：松田 兼一，西 信一

JSICM/KSCCM Joint Symposium
Chair：Naoyuki Matsuda
　　　  Dong Chan Kim

シンポジウム I-6
集中治療における医学生・若手医師
教育を考える
座長：安宅 一晃，祖父江 和哉

シンポジウム I-7
AKIに対する血液浄化 
～開始のタイミングと浄化方法～
座長：片山 浩，今泉 均

シンポジウム P-2
小児における急性血液浄化法 
～適応から施行条件まで～
座長：平井 克樹，永渕 弘之

Pro-Con 2
高度虚血性心疾患合併症例の一
般外科麻酔導入に IABPは是か
非か。非侵襲的カウンターパルセー
ションの導入は意義があるか ?
座長：長尾 建

Pro-Con 3
人工呼吸管理
に食道内圧測
定は必要か？
座長：倉橋 清泰

Pro-Con 4
ICUの運営形態は
オープンであるべきか？
（経済効率も含めて）
座長：松田 兼一

Pro-Con 5
ARDSの人工呼吸
管理において筋弛
緩薬は使うべきか？
座長：川前 金幸

Pro-Con 6
小児敗血症性ショック
では、60 ml/kgの急
速輸液をすべきである
座長：櫻井 淑男

Pro-Con 7
ARDSにおい
て荷重側無気
肺は許容できる
座長：貝沼 関志

Pro-Con 8
早期気管切開
の是非
座長：谷口 巧

ラウンドテーブル I-1
急性非代償性心不全患者における体液
コントロールの問題点とその対策 
─うっ血除去と臓器血流維持のジレンマ
座長：吉原 史樹

ラウンドテーブル I-2
集中治療における血栓
症
座長：石倉 宏恭

ラウンドテーブル I-1
集中治療における水分管理
座長：吉原 史樹

ラウンドテーブル I-2
集中治療における血栓
症
座長：石倉 宏恭

招請講演
Implementing Evidence-Based Best Practices 
to Prevent Ventilator-Associated Events
演者：Devin Carr
司会：宇都宮 明美

パネルディスカッション 2
急性期嚥下リハビリテーション
座長：尾野 敏明，渡辺 郁子

教育講演 4
急性期看護に必要な老
年看護
演者：坂口 千鶴
司会：神田 直樹

教育講演 5
集中治療における倫理的
課題と倫理カンファレンス
演者：黒須 三惠
司会：中野 八重美

交流セッション 3
せん妄
座長：伊藤 聡子，
　　　青木 久美子

交流セッション 4
集中治療看護師検討委員会
企画「治療看護師に求められ
る臨床実践能力とは何か？」
座長：神田 直樹，原田 美樹

交流セッション 5
ICU看護師の教育・
ラダー
座長：仁科 典子，井村 
久美子

交流セッション 6
口腔ケア
座長：山中 真知子，
　　　若林 世恵

認定看護師会企画
集中ケア認定看護師が行う重症患者
へのケア ～ジェネラリストが陥りやすい
アセスメントとケア評価～
座長：小林 恵子，畑 貴美子

シンポジウム
集中治療専門の臨床工学技士認定制度に求
められること
座長：加納 隆，梶原 吉春

ワークショップ 2
循環器集中治療におけるCEの関わり
座長：伊藤 英史，讃井 將満

教育講演 3
循環生理学に基づいた循環モニタリング 
～酸素の需要供給バランス評価の重要性～
演者：安田 英人
司会：佐藤 武志

教育講演 4
重症敗血症に対する新
たな血液浄化戦略
演者：松田 兼一
司会：松田 真太郎

ディベートセッション 3
座長：中村 充輝

ディベートセッション 4
座長：中嶋 辰徳

ワークショップ 3
ICUリハビリテーションPros and 
Cons
座長：小幡 賢吾，福岡 敏雄

教育講演 4
リハビリテーションと ICU
関連合併症（VAP/
ICU-AW）Ⅰ
司会：今井 寛

教育講演 6
ICUでの嚥下リ
ハビリテーション
演者：前川 享子
司会：平川 昭彦

教育講演 5
リハビリテーションと ICU関連
合併症 II（ASAC： 
Analgesia/Sedation-
Associated Complications）
演者：布宮 伸，司会：安藤 守秀

口演 14
中枢神経・脊髄
座長：川口 昌彦

口演 15
体液管理
座長：貞広 智仁

口演 16
外傷
座長：武山 直志

口演 17
不整脈・心臓リハ
ビリ
座長：高瀬 凡平

口演 18
腎臓・血液浄化
座長：森松 博史

口演 20
小児・新生児 ①
座長：植田 育也

口演 21
小児・新生児 ②
座長：広木 公一

口演 19
血液・凝固線
溶
座長：石倉 宏恭

口演 23
多臓器不全・
敗血症 ③
座長：升田 好樹

口演 22
虚血性心疾患・インター
ベンション
座長：田原 良雄

口演 24
栄養管理・口
腔ケア
座長：山口 修

口演 25
内分泌・代謝・炎症
座長：横山 正尚

口演 26
鎮静・鎮痛・せん
妄
座長：鶴田 良介

口演 27
肝・胆・膵
座長：小林 誠人

口演 9
RST
座長：神谷 健司

口演 10
術後看護
座長：栗原 早苗

口演 11
教育（シミュレーショ
ン）
座長：明神 哲也

口演 12
栄養
座長：丸谷 幸子

口演 13
せん妄 ①
座長：福井 治子

口演 14
せん妄 ②
座長：原田 美樹

口演 15
教育
座長：齋藤 美和

International Poster 
Session

ポスター発表

M & Mコース

第 2回 ICUにおける外科的緊急気道確保トレーニング

人工呼吸器の基礎を学ぼう（設定，グラフィック，トラブルシューティング）

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

International Oral Session 3
Chair：Sungwon Na
　　　  Keiichi Tada

ラウンドテーブル 4
集中治療における終末期医療
“治療の最前線での末期医療を多角
的に捉えなおす”
座長：丸藤 哲

基礎セミナー 5
人工呼吸グラ
フィック・ツール
演者：髙橋 由典

基礎セミナー 6
モニタリング
演者：赤松 伸朗

基礎セミナー 7
PCPS
（VA-ECMO）
演者：倉島 直樹

基礎セミナー 8
ECMO・PCPS 
トラブルシューティ
ング
演者：濱田 ゆう子

Rapid Response System（RRS）
J-PADガイドライン作成委員会
ハンズオンセミナー

会員懇親会
2月10日（火）
19：00～20：30
ホテル グランパシフィック 
LE DAIBA 2F アトリウム

フレッシュマンズ
コース1
AKIの診断と治
療
演者：益本 憲太郎

フレッシュマンズ
コース2
周術期の心不全管理 
～診断から治療まで～
演者：渡邉 雅貴

フレッシュマンズ
コース4
敗血症の初期
輸液療法
演者：宮下 亮一

フレッシュマン
ズコース5
PADガイドライ
ンと管理
演者：板橋 俊雄

フレッシュマンズ
コース3
DIC ～診断と最
新治療～
演者：升田 好樹
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第1会場
（1F ペガサスA+B）

第2会場
（1F ペガサスC）

第3会場
（1F ジュピター）

第4会場
（1F アポロン）

第5会場
（1F オリオン）

第6会場
（3F レインボーテラス）

第7会場
（3F サンライズテラス）

第8会場
（B1F パレロワイヤルA）

第9会場
（B1F シャトレ）

第10会場
（B1F エトワール）

第11会場
（B1F ヴァンドーム）

第12会場
（29F 銀河）

第13会場
（29F 虹）

第14会場
（B1F コンチェルト）

第15会場
（B1F ハーモニー）

President’s Room
（1F シリウス）

ポスター会場
（B1F パレロワイヤル）

ハンズオン会場
（B1F ファンタジー）

第3日目　2月11日（水 ・ 祝）　

シンポジウム 5
集中治療領域における早期リハビリ
テーションのための多職種連携 
～相互理解を推進するには～
座長：尾崎 孝平，茂呂 悦子

シンポジウム 6
会長特別緊急企画　エボラ出血熱 
～集中治療室として本邦でのパンデ
ミックに備える
座長：林 淑朗，濱田 篤郎

シンポジウム 7
集中治療が必要な患者の安全な
搬送方法を科学する
座長：中野 実，清住 哲郎

教育講演 10
集中治療室から始まる
心臓リハビリテーション
演者：山田 純生
司会：小谷 透

教育講演 11
経食道心エコー
図の基本と応用
演者：村田 光繁
司会：武井 康悦

教育講演 12
心房細動の急性期お
よび慢性期薬物治療
演者：清水 渉
司会：萩原 誠久

委員会報告 5
CCU委員会企画　
集中治療における循環器専門医の
役割
座長：宮崎 俊一，高山 守正

委員会報告 6
社会保険対策委員会報告
座長：森﨑 浩，志馬 伸朗

委員会報告 7
ICU機能評価
委員会報告
座長：橋本 悟

委員会報告 9
「日本版重症敗血
症診療ガイドライ
ン 2016 作成　
特別委員会」報告
座長：西田 修

委員会セミナー
委員会セミナー（日本集中治療医学会，日本救急医学会合同
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016作成特別委員会）
座長：西田 修
講師：森實 敏夫，河合 富士美

2014 年度
日本集中治療医学会
優秀論文賞・奨励賞
座長：藤野 裕士

教育セミナー23
共催：東レ株式会社 /
東レ・メディカル株式会
社

教育セミナー24
共催：旭化成メディカル
株式会社

教育セミナー25
共催：バイエル薬品株
式会社

教育セミナー26
共催：ミナト医科学株式
会社

教育セミナー27
共催：日機装株式会社

教育セミナー28
共催：田辺三菱製薬株
式会社

パネルディスカッション P
先天性心疾患 ～肺体血流比の周術
期管理～
座長：多賀 直行，松井 彦郎

シンポジウム C-4
CCU/ICUにおける不整脈マネージメ
ント
座長：里見 和浩，平岡 栄治

ワークショップ
集中治療最新文献厳選 42 
─最新知見をうまく臨床応用するには─
座長：武居 哲洋，讃井 將満

パネルディスカッション 3
RRS
座長：植村 桜，髙橋 栄樹

シンポジウム
J-PADを臨床で実践するために
座長：古賀 雄二，吹田 奈津子

ワークショップ 3
症例検討会　その時 CEの考えは…
座長：安宅 一晃，岡本 一彦，上岡 晃一

口演 28
心肺蘇生・重症管理 ①
座長：林下 浩士

口演 30
大動脈・肺動脈
座長：中山 正吾

口演 29
心肺蘇生・重症管
理 ②
座長：櫻田 春水

口演 16
ナースのストレス
座長：山口 典子

口演 17
呼吸管理
座長：齋藤 大輔

口演 18
ポジショニング
座長：比田井 理恵

口演 19
家族看護 ①
座長：能芝 範子

口演 20
家族看護 ②
座長：塚原 大輔

口演 21
院内急変
座長：西田 沙織

口演 2
優秀演題
座長：加納 隆

ポスター発表

ポスター発表

委員会報告 10
小児集中治療
委員会報告

閉
会
式

第 25回日本経皮的心肺補助（PCPS）研究会

第 5回集中ケア認定看護師会研修会

第 200 回 ICD講習会

フレッシュマンズ
コース6
心エコー図を用い
た血行動態の評価
演者：武井 康悦

フレッシュマンズ
コース7
いまさら聞けない
心電図の知識
演者：大島 一太

フレッシュマンズ
コース9
初心者のための呼
吸管理（仮）
演者：野口 将

フレッシュマンズ
コース10
感染症
演者：中村 造

フレッシュマンズ
コース8
蘇生後脳低温
療法の実際
演者：弦切 純也

委員会報告 8
日本救急医学会・集
中治療医学会Sepsis 
Registry Data 合同分
析委員会報告
座長：織田 成人

フレッシュマンズ
コース11
集中治療におけ
る栄養管理
演者：巽 博臣

C
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： ICU ： 循環器 ： 救命救急 ： 小児CI A P
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第1日目　2015年2月9日（月）

ポスターブース01

ポスターブース02

ポスターブース03

ポスターブース04

ポスターブース05

ポスターブース06

ポスターブース07

ポスターブース08

ポスターブース09

ポスターブース10

ポスターブース11

ポスターブース12

ポスターブース13

ポスターブース14

ポスターブース15

ポスターブース16

ポスターブース17

ポスターブース18

ポスターブース19

ポスターブース20

ポスターブース21

ポスターブース22

ポスターブース23

ポスターブース24

ポスターブース25

ポスターブース26

ポスターブース27

ポスターブース28

ポスターブース29

ポスターブース30

ポスターブース31

ポスターブース32

ポスターブース33

ポスターブース34

ポスターブース35

ポスターブース36

ポスターブース37

ポスターブース38
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医師部門 看護部門 臨床工学技士部門 International

DP-1 不整脈 ①
座長：里見 和浩

DP-39 脳低温療法
座長：木下 浩作
DP-40 大動脈 ①
座長：村田 聖一郎
DP-41 中心静脈カテーテル
座長：柿沼 孝泰
DP-42 栄養管理・口腔ケア ①
座長：小北 直宏
DP-43 免疫 ①
座長：小野 聡
DP-44 感染 ③
座長：宮崎 大
DP-45 感染　症例 ①
座長：小野寺 睦雄
DP-46 感染　症例 ②
座長：小山 薫
DP-47 管理・高齢者
座長：齋藤 憲輝

DP-50 凝固線溶・血漿交換
座長：江口 豊

DP-48 気道・呼吸 ②
座長：伊藤 辰哉
DP-49 気道・呼吸管理 ②
座長：宮下 亮一

DP-51 敗血症 ①
座長：竹内 昭憲
DP-52 AKI ①
座長：久木田 一朗
DP-53 血液浄化 ②
座長：有村 敏明
DP-54 多臓器不全・敗血症 ①
座長：橋場 英二
DP-55 多臓器不全・敗血症 ②
座長：谷口 巧
DP-56 呼吸・呼吸管理 ⑤
座長：斉藤 洋司
DP-57 呼吸管理　症例 ①
座長：橋本 圭司
DP-58 早期リハビリテーション
座長：鈴木 武志
DP-59せん妄・早期離床・リハビリ ②
座長：西 憲一郎
DP-60 体液管理
座長：稲垣 喜三
DP-61 鎮静・鎮痛
座長：天谷 文昌
DP-62 肺・肝移植
座長：瀬川 一
DP-63 教育・医療経済
座長：宮内 善豊
DP-64 四肢・皮膚
座長：佐藤 善一

DP-5 ECMO ①
座長：簗瀨 正伸

DP-7 ECMO ②
座長：斉藤 智誉
DP-8せん妄・早期離床・リハビリ ①
座長：槙田 徹次
DP-9 医療安全・多職種連携
座長：足立 健彦
DP-10 多職種連携　RRT
座長：森山 潔
DP-11 外傷・頸部・胸部
座長：卯津羅 雅彦
DP-12 感染 ①
座長：平井 勝治
DP-13 感染 ②
座長：佐藤 智行
DP-14 重症感染・感染性心内膜炎
座長：佐多 竹良
DP-15 凝固線溶・DIC
座長：梅垣 修

DP-17 肝・胆・膵 ①
座長：兼坂 茂
DP-18 気道・呼吸 ①
座長：倉田 二郎
DP-19 気道・呼吸管理 ①
座長：小竹 良文
DP-20 呼吸・呼吸管理 ②
座長：笹野 寛
DP-21 呼吸・呼吸管理 ③
座長：福井 秀公
DP-22 呼吸・呼吸管理 ④
座長：芹田 良平
DP-23 呼吸管理 ①
座長：玉井 直
DP-24 呼吸理学療法
座長：井上 聡己
DP-25 中枢神経・体温異常
座長：三宅 康史
DP-26 内分泌・代謝 ①
座長：中尾 慎一
DP-27 産婦人科
座長：坂口 嘉郎
DP-28 小児　モニタリング
座長：鈴木 康之
DP-29 小児　感染
座長：笠井 正志
DP-30 小児　症例
座長：川崎 達也
DP-31 小児　中枢神経
座長：齊藤 修
NP-1 看護活動①
座長：清水 孝宏

NP-4ケアの工夫 ①
座長：中野 あけみ
NP-5 感染対策
座長：荒井 知子
NP-6 災害等
座長：背戸 陽子
NP-7 多職種連携
座長：石本 やえみ

NP-2 看護活動②
座長：丹治 優子
NP-3 評価
座長：白砂 由美子
MP-1 血液浄化 ①
座長：山田 眞由美
MP-3 呼吸 ②
座長：興津 英和

MP-2 呼吸 ①
座長：石橋 一馬
MP-4 血液浄化 ②
座長：堀米 慎吾

DP-32 虚血性心疾患・インターベンション ①
座長：香坂 俊
DP-33 血栓症 ①
座長：田邉 康宏
DP-34 ECMO ③
座長：廣上 貢
DP-35 心臓リハビリテーション
座長：田中 宏和
DP-36 心臓血管外科術後管理
座長：長山 雅俊
DP-37 心肺蘇生 ①
座長：守谷 俊
DP-38 心肺停止　症例 ①
座長：澤村 淳

DP-2 心血管画像診断
座長：新沼 廣幸
DP-3 心不全 ①
座長：橋村 一彦
DP-4 心不全 ②
座長：高田 佳史

DP-6 肺動脈　他
座長：小泉 信達

DP-16 血液浄化 ①
座長：中田 孝明

MP-5 血液浄化 ③
座長：芝田 正道
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第2日目　2015年2月10日（火）

ポスターブース01

ポスターブース02

ポスターブース03

ポスターブース04

ポスターブース05

ポスターブース06

ポスターブース07

ポスターブース08

ポスターブース09

ポスターブース10

ポスターブース11

ポスターブース12

ポスターブース13

ポスターブース14

ポスターブース15

ポスターブース16

ポスターブース17

ポスターブース18

ポスターブース19

ポスターブース20

ポスターブース21

ポスターブース22

ポスターブース23

ポスターブース24

ポスターブース25

ポスターブース26

ポスターブース27

ポスターブース28

ポスターブース29

ポスターブース30

ポスターブース31

ポスターブース32

ポスターブース33

ポスターブース34

ポスターブース35

ポスターブース36

ポスターブース37

ポスターブース38

ポスターブース39

ポスターブース40
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医師部門 看護部門 臨床工学技士部門 International

DP-65インターベンション
座長：今村 浩

DP-101 心機能評価
座長：高松 道生

DP-103 感染 ⑦
座長：井上 義博
DP-104 感染 ⑧
座長：大谷 典生
DP-105 感染 ⑨
座長：志賀 英敏
DP-106 肝・胆・膵 ②
座長：増野 智彦
DP-107 凝固線溶・HIT
座長：西山 友貴
DP-108 気道・呼吸・呼吸管理
座長：山崎 和夫
DP-109 呼吸・呼吸管理 ①
座長：赤松 繁
DP-110 呼吸管理 ②
座長：丸山 一男

DP-112 術後予後予測
座長：小林 洋二

DP-111 重症度・予後予測
座長：石川 康朗

DP-113 小児　血液浄化
座長：嶋岡 英輝
DP-114 小児　集中治療
座長：橘 一也
DP-115 小児　循環
座長：岩崎 達雄
DP-116 多臓器不全・敗血症 ③
座長：藤田 義人

DP-120 免疫 ②
座長：古谷 良輔

DP-122 倫理・終末期・家族ケア
座長：小林 孝史

DP-117 敗血症 ④
座長：美馬 裕之
DP-118 中枢神経　モニタリング ②
座長：森本 裕二
DP-119 中毒 ②
座長：宮内 雅人

DP-121 多職種連携 ②
座長：伊波 寛

DP-123 施設・管理
座長：加藤 啓一
DP-124 集中治療の問題・教育 ①
座長：村川 雅洋
DP-125 医療安全・RRS
座長：白石 義人

DP-69 蘇生・災害
座長：杉田 学

DP-71せん妄・早期離床・リハビリ ③
座長：土手 健太郎
DP-72 栄養管理・口腔ケア ②
座長：星 邦彦
DP-73 外傷 ①
座長：切田 学
DP-74 外傷　症例
座長：小倉 真治
DP-75 患者搬送・患者管理
座長：七戸 康夫
DP-76 感染 ④
座長：森本 直樹
DP-77 感染 ⑤
座長：三住 拓誉
DP-78 感染 ⑥
座長：小林 敦子
DP-79 呼吸管理　症例 ②
座長：時岡 宏明

DP-82 血液・凝固線溶
座長：森脇 龍太郎

DP-86 敗血症　循環
座長：柴田 純平

DP-83 AKI ②
座長：北村 伸哉

DP-81 気道・呼吸 ③
座長：星 拓男

DP-84 敗血症 ②
座長：久野 将宗
DP-85 敗血症 ③
座長：浅賀 健彦

DP-88 周術期管理
座長：荻原 幸彦
DP-89 消化器 ①
座長：星野 正巳
DP-90 多職種連携 ①
座長：北村 晶

DP-87 産婦人科　症例
座長：北浦 道夫

DP-91 中枢神経
座長：瀬尾 勝弘
DP-92 中枢神経　モニタリング ①
座長：齋藤 繁

DP-94 中毒・補助循環
座長：矢口 有乃

DP-93 中毒 ①
座長：岡田 保誠

DP-95 内分泌・代謝 ②
座長：高橋 毅
NP-8スキンケア
座長：押川 麻美

NP-13 呼吸管理
座長：長村 生野

NP-12ケアの工夫 ②
座長：萩 亮介

NP-14 小児・その他
座長：中田 諭

NP-10 早期離床
座長：竹中 千恵
NP-11 様々な活動
座長：安藤 有子

NP-9 口腔ケア
座長：八木橋 智子

MP-7その他
座長：齋藤 真澄

MP-6 体外循環
座長：開 正宏

DP-96 弁膜疾患
座長：村田 光繁

DP-98 不整脈 ②
座長：林 明聡

DP-102 心合併症
座長：佐藤 直樹

DP-99 心肺蘇生 ②
座長：田勢 長一郎
DP-100 心肺停止　症例 ③
座長：清田 和也

DP-97 虚血性心疾患・インターベンション ②
座長：山下 淳

DP-66 心不全 ③
座長：渡邉 雅貴
DP-67 心不全 ④
座長：馬場 裕一
DP-68 心肺停止　症例 ②
座長：藤田 智

DP-70 大動脈 ②・末梢血管
座長：西部 俊哉

DP-80シミュレーター　気道・呼吸
座長：鈴川 正之

MP-8 安全・研修
座長：高山 綾

MP-9 呼吸・安全
座長：中山 雄司

MP-10モニタリング
座長：関谷 理

International Poster Session 1
Chair：Yasuyoshi Takei

International Poster Session 3
Chair：Ho Geol Ryu 
International Poster Session 4
Chair： Sang-Bum Hong

International Poster Session 2
Chair：Chairat Permpikul
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第3日目　2015年2月11日（水 ・ 祝）

ポスターブース01

ポスターブース02

ポスターブース03

ポスターブース04

ポスターブース05

ポスターブース06

ポスターブース07

ポスターブース08

ポスターブース09

ポスターブース10

ポスターブース11

ポスターブース12

ポスターブース13

ポスターブース14

ポスターブース15

ポスターブース16

ポスターブース17

ポスターブース18

ポスターブース19

ポスターブース20

ポスターブース21

ポスターブース22

ポスターブース23

ポスターブース24

ポスターブース25

ポスターブース26

ポスターブース27

ポスターブース28

ポスターブース29

ポスターブース30

ポスターブース31

ポスターブース32

ポスターブース33

ポスターブース34
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医師部門 看護部門 臨床工学技士部門 International

DP-132 栄養管理・口腔ケア ③
座長：西澤 英雄

DP-135 DIC
座長：真弓 俊彦
DP-136 感染 ⑩
座長：山下 千鶴
DP-137 感染 ⑪
座長：佐和 貞治
DP-138 気道・呼吸 ④
座長：坂本 篤裕
DP-139 呼吸・呼吸管理 ⑥
座長：蒲地 正幸
DP-140 呼吸不全・ECMO
座長：清水 敬樹

DP-146 小児　呼吸・気道管理
座長：阿部 世紀

DP-154 鎮静・鎮痛・せん妄
座長：柳田 国夫

DP-148 消化器 ②
座長：金井 尚之

DP-142 集中治療の問題・教育 ②
座長：野村 岳志
DP-143 重症度・予後評価 ①
座長：小池 薫

DP-149 多臓器不全・血液疾患
座長：塩川 泰啓
DP-150 多臓器不全・敗血症 ④
座長：中川 隆
DP-151 体温異常・悪性症候群
座長：田中 行夫

DP-144 重症度・予後評価 ②
座長：大嶋 清宏
DP-145 小児　その他
座長：名和 由布子

DP-147 消化管
座長：田中 博之

DP-156 内分泌・代謝・腎臓
座長：澤野 宏隆
DP-157 泌尿器
座長：益本 憲太郎

DP-152 中枢神経　症例
座長：遠藤 裕
DP-153 中毒 ③
座長：伊関 憲

DP-155 内分泌・代謝 ③
座長：中西 加寿也

MP-11 業務体制
座長：岩谷 理恵子
MP-12 酸素療法
座長：石井 宣大

DP-128 虚血性心疾患・インターベンション ③
座長：中川 晋
DP-129 ECMO ④
座長：山本 剛
DP-130 心不全 ⑤
座長：安村 良男

DP-133 外傷 ②
座長：大槻 穣治
DP-134 外傷・熱傷
座長：本多 満

DP-126 重症心不全・補助循環
座長：西村 隆
DP-127 血栓症 ②
座長：尾林 徹

DP-131せん妄・早期離床・リハビリ ④
座長：渡海 裕文

DP-141 集中管理
座長：鷹取 誠
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【合同プログラム講演等】
会長講演

第 1日目（2月 9日）

8：30～ 9：00　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
会長講演（PA） プロフェッショナリズムの視点から集中治療のこれからを考える

演者 山科 章（東京医科大学循環器内科） 
司会 高野 照夫（学校法人日本医科大学）

岩月賢一記念講演
第 2日目（2月 10日）

13：40～ 14：20　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
岩月賢一記念講演（IML） 技術連関の発展に伴う医療のあり方と集中治療（ICU＆ CCU）への期待

演者 細田 瑳一（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会）
司会 山科 章（東京医科大学循環器内科）

招請講演
第 1日目（2月 9日）

9：00～ 9：40　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 1（IL1）　Novelties in acute heart failure

演者 Alexandre Mebazaa1，Shiro Ishihara2，Naoki Sato2（1. Department of Anesthesiology, Hopital Lariboisiere, 
Paris, France, 2. Internal Medicine and Cardiology, Nippon Medical School Musashi-Kosugi Hospital, 
Kanagawa, Japan） 

司会 坂田 泰史（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）

9：50～ 10：30　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 2（IL2） Improving Sepsis Care in Resource Limited Nations

演者 Joseph Christopher Farmer（Department of Critical Care Medicine, Mayo Clinic Arizona, USA）
司会 岡元 和文（丸子中央病院救急科・総合診療科）

10：40～ 11：20　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 3（IL3） The tele-ICU ─ is this our inevitable future?

演者 Edgar J Jimenez（Baylor Scott & White, USA）
司会 西村 匡司（徳島大学病院救急集中治療医学）

11：30～ 12：10　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 4（IL4） “Impella for the intensivist” A clinical review of Impella in critically ill patients

演者     Brian David Porvin（Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, John C. Lincoln Hospital, Phoenix, 
AZ, USA）

司会 中尾 浩一（済生会熊本病院）

14：00～ 14：40　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 5（IL5） 「医療イノベーション」で何を考えるか

演者 橋本 信夫（国立循環器病研究センター）
司会 氏家 良人（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学分野）

14：50～ 15：30　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 6（IL6） 脳梗塞の再生医療：脳は甦る！

演者 本望 修（札幌医科大学神経再生医療科）
司会 内野 博之（東京医科大学麻酔科）
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16：30～ 17：10　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 7（IL7） New Insights on VILI coming from imaging and clinical studies

演者 Marcelo BP Amato（Cardio-Pulmonary Department, Incor - Heart Institute, Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil）

司会 竹田 晋浩（日本医科大学付属病院外科系集中治療科）

17：20～ 18：00　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 8（IL8） The role of abdominal compliance in the critically ill: the neglected parameter

演者 Manu Malbrain（ICU and High Care Burn Unit, ZNA Stuivenberg/St-Erasmus, Belgium）
司会 坂本 哲也（帝京大学医学部救急医学講座）

第 2日目（2月 10日）

8：40～ 9：20　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 9（IL9）　Recent advances in Pediatric Neurocritical Care

演者 Robert C Tasker（Harvard Medical School, Departments of Neurology and Anesthesiology, Perioperative and 
Pain Medicine, Division of Critical Care Medicine, Boston Children’s Hospital, USA）

司会 志馬 伸朗（京都医療センター救命救急科）

9：30～ 10：10　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 10（IL10）　Remote Monitoring Trials in HF: Technology vs. Trial Methodology

演者 Faiez Zannad（INSERM, Centre d’Investigation Clinique 9501 and Unité 1116, Centre Hospitalier 
Universitaire, Department of Cardiology, and Université de Lorraine, Nancy, France）

司会 高山 守正（榊原記念病院循環器内科）

10：20～ 11：00　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 11（IL11） 　Treatment of right ventricular failure in the intensive care unit, lessons from pulmonary endarterectomy surgery

演者 David P Jenkins（Department of Cardiothoracic Surgery, Papworth Hospital, Cambridge, UK）
司会 荻野 均（東京医科大学病院心臓血管外科）

11：10～ 11：50　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 12（IL12）　Targeted temperature management at 33℃ vs 36℃ after cardiac arrest

演者 Hans Friberg1, Tobias Cronberg2, Niklas Nielsen3（1. Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
Skåne University Hospital, Lund, Sweden, 2. Department of Neurology, Skåne University Hospital, Lund, 
Sweden, 3. Department of Anesthesiology and Intensive Care, Helsingborg Hospital, Sweden）

司会 内野 博之（東京医科大学麻酔科）

15：30～ 16：10　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 13（IL13） 　Let’s have a break! For how long should we treat our patients with antibiotics?

演者 Michael G Meisner（Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Städtisches Krankenhaus 
Dresden-Neustadt, Germany）

司会 平澤 博之（千葉大学名誉教授，東千葉メディカルセンター）

16：20～ 17：00　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
招請講演 14（IL14） 　The Aftermath of Severe AKI: Focus on Renal Recovery

演者 Dinna N Cruz（Division of Nephrology-Hypertension, Department of Medicine, University of California, San 
Diego, San Diego, California, USA）

司会 上野 琢哉（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部， Transplant Research Center, Brigham and 
Women’s Hospital, Harvard Medical School, USA）
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教育講演
第 1日目（2月 9日）

14：00～ 14：40　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
教育講演 1（EL1）　小児敗血症性ショック時の輸液管理 update

演者 中川 聡（国立成育医療研究センター病院集中治療科）
司会 嶋岡 英輝（大阪市立総合医療センター集中治療センター）

14：50～ 15：30　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
教育講演 2（EL2）　経肺圧を考慮した人工呼吸管理

演者 竹内 宗之（大阪府立母子保険総合医療センター集中治療科）
司会 塩川 泰啓（近畿大学医学部附属病院集中治療部）

16：30～ 17：10　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
教育講演 3（EL3）　集中治療医に必要な単純写真の読影から CTの判断まで

演者 船曳 知弘（済生会横浜市東部病院救急科）
司会 太田 祥一（東京医科大学救急・災害医療分野，医療法人社団親樹会恵泉クリニック）

17：20～ 18：00　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
教育講演 4（EL4）　集中治療領域におけるシミュレーション教育

演者 阿部 幸恵（東京医科大学病院シミュレーションセンター）
司会 渡邉 雅貴（東京医科大学循環器内科）

第 2日目（2月 10日）

8：40～ 9：20　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育講演 5（EL5）　 Expecting the Unexpected - A review of Personal Protective Equipment for the ICU staff in severe contagious 

diseases
演者 Edgar J Jimenez（Baylor Scott & White, USA）

9：30～ 10：10　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育講演 6（EL6）　成人先天性心疾患患者の全身管理

演者 橘 一也（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
司会 大崎 真樹（静岡こども病院循環器集中治療科）

10：20～ 11：00　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育講演 7（EL7）　敗血症性ショック時の病態と循環管理

演者 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）
司会 公文 啓二（近畿大学医学部奈良病院救命救急科）

11：10～ 11：50　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育講演 8（EL8）　急性心不全における薬物治療

演者 坂田 泰史（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）
司会 安田 聡（国立循環器病研究センター）

13：50～ 14：30　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育講演 9（EL9）　Septic DICにおけるヒストンの net effect

演者 伊藤 隆史（鹿児島大学病院救命救急センター，鹿児島大学システム血栓制御学講座）
司会 今泉 均（東京医科大学麻酔科学講座・集中治療部）

第 3日目（2月 11日）

8：40～ 9：20　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育講演 10（EL10）　集中治療室から始まる心臓リハビリテーション　 共催：日本心臓リハビリテーション学会

演者 山田 純生（名古屋大学大学院医学系研究科（保健学））
司会 小谷 透（東京女子医科大学麻酔科学教室・中央集中治療部）
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9：30～ 10：10　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育講演 11（EL11）　経食道心エコー図の基本と応用

演者 村田 光繁（慶應義塾大学医学部循環器内科）
司会 武井 康悦（東京医科大学循環器内科）

10：20～ 11：00　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育講演 12（EL12）　心房細動の急性期および慢性期薬物治療

演者 清水 渉（日本医科大学大学院医学研究科循環器内科学分野）
司会 萩原 誠久（東京女子医科大学循環器内科）

パネルディスカッション
第2日目（2月10日）

8：40～ 10：10　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
パネルディスカッション 1　三学会合同終末期ガイドラインに関する各学会の経過報告と今後の課題

座長 水谷 太郎（筑波大学医学医療系救急・集中治療部）
 木下 順弘（熊本大学侵襲制御医学）

PD1-1 救急・集中医療における終末期医療のあり方に関する 3学会合同提言に至るまで：倫理的対応と医師教育の意義
佐藤 章 1, 2，横田 裕行 2，木下 順弘 2，有賀 徹 2（1.医療法人社団美心会黒沢病院脳卒中センター・救急部，2.救急医
学会：救急医療における終末期医療のあり方に関する委員会） 

PD1-2 循環器疾患における末期医療に関する提言から救急・集中治療における終末期医療ガイドライン作成まで
野々木 宏 1, 代田 浩之 2（1.静岡県立総合病院 , 2.順天堂大学） 

PD1-3 三学会合同終末期ガイドラインに関する日本集中治療医学会の経過報告と今後の課題
氏家 良人 1, 2，倫理委員会委員一同 2（1.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学分野，2.日本集中治療医学会） 

PD1-4 ICUにおける終末期患者家族への悲嘆ケアと意思決定支援のための取り組みと今後の課題
立野 淳子 1，吉里 孝子 2（1.山口大学大学院医学系研究科，2.熊本大学医学部附属病院） 

16：00～ 17：30　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
パネルディスカッション 2　集中治療から見た医療安全

座長 安宅 一晃（奈良県立医科大学医療安全推進室）
 荒井 有美（北里大学病院医療の質・安全推進室）

PD2-1 術後患者の急変
坂本 麗仁（東海大学医学部医学科外科学系麻酔科） 

PD2-2 妊産婦死亡への厚生労働省の取り組み
伊藤 友弥（厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室） 

PD2-3 RRSの国際的な動き
児玉 貴光（The University of Texas Southwestern Medical Center, USA） 

PD2-4 JCIの観点から
石松 伸一，大谷 典生，望月 俊明，宮道 亮輔（聖路加国際病院救急部） 

PD2-5 ICUにおけるM＆M：実践かつ継続可能なM＆Mとは
則末 泰博（東京ベイ・浦安市川医療センター呼吸器集中治療科） 

PD2-6 多職種連携で成果を上げる医療安全対策
荒井 有美（北里大学病院医療の質・安全推進室） 

シンポジウム

第 1日目（2月 9日）

9：00～ 10：30　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
シンポジウム 1　終末期医療をどのように国民の皆様にご理解いただくか ─「安楽死」との間

座長 氏家 良人（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学分野）
 丸藤 哲（北海道大学医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野）

SY1-1 終末期に最善の医療を追求してゆくためのガイドライン ─延命治療中止の条件づくりを超えて国民と共に考える
貝沼 関志（名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部）

SY1-2 メディアは“尊厳死”や“終末期医療”をどう報じてきたか
津田 恵香（日本放送協会報道局） 
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SY1-3 終末期医療における臨床倫理コンサルテーションの意義
前田 正一（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科） 

SY1-4 安楽死・尊厳死と「3学会からの提言」 ─生命倫理学の視座から
小松 美彦（武蔵野大学薬学部）  

SY1-5 長寿時代のエンドオブライフ・ケア
会田 薫子（東京大学大学院人文社会系研究科）

SY1-6 民法第 697条（事務管理） ─「本人の意思」と「最も本人の利益に適合する方法」
井上 清成（井上法律事務所弁護士）

9：00～ 10：30　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
シンポジウム 2　日本の医療機器産業に明日はあるのか

座長 橋本 信夫（独立行政法人国立循環器病研究センター）
 前川 剛志（山口県立総合医療センター）

SY2-1 医療現場のアイデアを具現化するために必要なことは何か？
大嶽 浩司（昭和大学医学部麻酔科学講座） 

SY2-2 日本の医療と医療機器開発
清山 知憲（宮崎県議会議員，医師） 

SY2-3 経済産業省における医療機器産業政策について
土屋 博史（経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課医療・福祉機器産業室） 

SY2-4 日本発世界初の医療機器イノベーションを目指して
三澤 裕（テルモ株式会社秘書室産業政策部） 

10：40～ 12：10　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
基調講演　男女共同参画社会に向けた総合的な推進について

演者 野田 聖子（衆議院議員）
司会 川村 隆枝（国立病院機構仙台医療センター麻酔科）

シンポジウム 3　救急・集中治療部における男女共同参画への取り組み
座長 三高 千惠子（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救命救急医学）
 中野 実（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科）

SY3-1 当院集中治療部の男女共同参画への取り組み
武居 哲洋（横浜市立みなと赤十字病院集中治療部） 

SY3-2 救急・集中治療部における男女共同参画への取り組み
藤野 裕士（大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学教室） 

SY3-3 女性医師の職場としての集中治療室．現状と，あるべき姿
山口 修 1，高木 俊介 1，水谷 健司 1，大塚 将秀 2（1.横浜市立大学附属病院集中治療部，2.横浜市立大学附属市民総合
医療センター集中治療部） 

第 2日目（2月 10日）

8：10～ 10：10　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
シンポジウム 4　RRS集中治療部門の役割

座長 藤谷 茂樹（東京ベイ浦安・市川医療センター）
 山口 弘子（名古屋大学医学部附属病院）
コメンテーター　安宅 一晃（奈良県立医科大学麻酔科） 

SY4-1 当院におけるRRS新規導入による問題点
山森 祐治 1，西尾 万紀 2（1.島根県立中央病院救命救急科，2.島根県立中央病院看護部） 

SY4-2 Rapid Response System体制構築の現状と課題
川原 千香子（東京医科大学病院集中治療部） 

SY4-3 予期せぬ ICU入室症例の検討 ─ JCIによるRRSの義務化と当院でのRRSの取り組みの現状─
望月 俊明 1，門田 美和子 2，田村 富美子 3，鈴木 千晴 3，小松崎 朗子 3，池亀 俊美 3，笠井 愛 3，青木 和裕 4，大谷 典生 1，
石松 伸一 1（1.聖路加国際病院救急部，2.聖路加国際病院病院企画室，3.聖路加国際病院看護部，4.聖路加国際病院
麻酔科） 

SY4-4 Critical care outreachによるRRSの試み
川口 なぎさ 1，木村 千穂 1，草野 沙矢香 1，松村 京子 1，宮原 聡子 2，松下  千紘 3，有元 秀樹 1，重光 胤明 1，奥村 将年 2，
安宅 一晃 4（1.大阪市立総合医療センター救命救急センター，2.大阪市立総合医療センターICU，3.大阪市立総合医
療センターHCU，4.奈良県立医科大学医療安全推進室） 

SY4-5 当院における ICUとRRT連携 ～RRTの集中治療医が ICUに患者を連れてくる～
新井 正康 1，小池 朋孝 2，森安 恵実 2，黒岩 政之 3，服部 潤 4，伊藤 壮平 3，鈴木 優太郎 3，大塚 智久 3，吉野 和久 3，
松本 慈寛 3（1.北里大学医学部附属新世紀医療開発センター・集中治療医学，2.北里大学病院集中治療センター，
RST・RRT室，3.北里大学医学部麻酔科学，4.北里大学医学部救命救急医学） 
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SY4-6 RRSにおける集中治療室看護師の役割
工藤 由子，今野 眞理，永谷 創石，佐々木 愛，佐久間 瞳，津久田 純平，内藤 貴基，嘉村 洋志，藤谷 茂樹（東京ベイ・
浦安市川医療センター） 

SY4-7 小児領域におけるRRSデータの統一化
川崎 達也（静岡県立こども病院小児集中治療科） 

SY4-8 妊産褥婦のためのRapid Response Systemの構築
山下 智幸，三宅 康史，山本 大輔，海老原 直樹，井手 亮太，川口 絢子，橋本 香織，田中 俊生，宮本 和幸，有賀 徹（昭
和大学医学部救急医学講座） 

SY4-9 MEWS（早期警戒システム）は、院内心肺停止の発生を減少させる
西島 功，伊藝 千紗，親泊 翔平，前泊 秀斗，小畑 慎也，土田 真史，上門 あきの，渡慶次 賀博，翁長 朝浩，伊波 潔（医
療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院集中治療部） 

第 3日目（2月 11日）

8：40～ 10：10　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
シンポジウム 5　集中治療領域における早期リハビリテーションのための多職種連携 ～相互理解を推進するには～

座長 尾﨑 孝平（神戸百年記念病院麻酔集中治療部・手術部）
 茂呂 悦子（自治医科大学附属病院看護部）

SY5-1 集中治療における早期リハビリテーション達成化バンドルEGDR
松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

SY5-2 東京医科大学病院 ICUにおける早期リハビリテーションについて
関根 秀介，鈴木 直樹，山田 梨香子，西山 遼太，石田 裕介，金子 恒樹，宮下 亮一，福井 秀公，今泉 均，内野 博之（東
京医科大学麻酔科学分野） 

SY5-3 呼吸ECMO患者の早期離床に向けたチーム医療
萩原 祥弘 1，清水 敬樹 1，鈴木 茂利雄 1，山下 智幸 2，森川 健太郎 1，三宅 康史 2，古賀 史郎 3，勝 博史 4，佐藤 英樹 4 
（1.東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2.昭和大学医学部救急医学講座，3.東京都立多摩総合医療
センター麻酔科臨床工学室，4.東京都立多摩総合医療センターICU） 

SY5-4 当院での人工呼吸患者に対する早期リハビリテーションにむけた取り組み ─看護師の立場から
中島 久雄（筑波大学附属病院） 

SY5-5 当院 Intensive Care Unitにおける early mobilizationの導入
上西 啓裕 1，藤田 恭久 1，橋崎 孝賢 1，幸田 剣 1，田島 文博 1，川副 友 2，加藤 正哉 2，中野 美幸 3，穴井 聖二 3（1.公立
大学法人和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科，2.公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院救急
集中治療医学講座，3.公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院看護部） 

8：40～ 10：10　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
シンポジウム 6　会長特別緊急企画　エボラ出血熱 ～集中治療室として本邦でのパンデミックに備える

座長 林 淑朗（亀田総合病院集中治療科）
 濱田 篤郎（東京医科大学病院渡航者医療センター）

SY6-1   林 淑朗（亀田総合病院集中治療科） 
SY6-2   古宮 伸洋（日本赤十字社和歌山医療センター感染症内科） 
SY6-3   大曲 貴夫（国際感染症センターDCC科・感染症内科） 

10：20～ 11：40　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
シンポジウム 7　集中治療が必要な患者の安全な搬送方法を科学する

座長 中野 実（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科）
 清住 哲郎（防衛省統合幕僚監部）

SY7-1 重症患者搬送を目的とした、海上自衛隊艦艇におけるMobile ICU / SCU としての可能性
黒川 貴幸 1,2（1.海上自衛隊護衛艦隊司令部，2.自衛隊横須賀病院） 

SY7-2 重症患者搬送 ～航空自衛隊航空機動衛生隊による実際の operationを考える
山口 大介，辻本 哲也（防衛省航空自衛隊航空機動衛生隊） 

SY7-3 補助循環装置（PCPS IABP）装着重症心不全患者（特に INTERMACS profile 1 or 2）をいかに安全に転院させるか
竹内 一郎 1，柳澤 智義 1，水谷 知泰 1，朝隈 禎隆 1，服部 潤 1，片岡 祐一 1，北村 律 2，猪又 孝元 3，阿古 潤哉 3，浅利 靖 1

（1.北里大学病院救命救急災害医療センター，2.北里大学病院心臓血管外科，3.北里大学病院循環器内科） 
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ラウンドテーブル
第 1日目（2月 9日）

10：40～ 11：40　第 14会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F コンチェルト
ラウンドテーブル 1　早期リハの工夫

座長 坪井 英之（大垣市民病院循環器内科）
RT1-1 当院オープン ICUにおける早期リハビリテーション導入の課題

切田 学 1，橋詰 菜摘 2（1.加古川西市民病院救急科，2.加古川西市民病院 ICU） 
RT1-2 九州大学病院の早期呼吸器離脱・離床リハビリテーションに対する取り組み

野田 英一郎 1，梶原 真由美 2，高田 早苗 2，李 守永 1，賀来 典之 1，藤吉 哲宏 3，徳田 賢太郎 3，赤星 朋比古 1，安田 光宏 1，
前原 喜彦 1（1.九州大学病院救命救急センター，2.九州大学病院看護部，3.九州大学病院集中治療部） 

RT1-3 ST上昇型心筋梗塞の 3日退院クリニカルパスの導入
水野 篤，西 裕太郎（聖路加病院循環器内科） 

RT1-4 当院での早期離床に関する新たな取り組み
杉浦 剛志，志水 清和，谷口 俊雄，辺 奈理（一宮市立市民病院循環器内科） 

第 2日目（2月 10日）

8：40～ 9：40　第 14会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F コンチェルト
ラウンドテーブル 2　集中治療における倫理を語る

座長 一二三 亨（香川大学医学部附属病院救命救急センター）
RT2-1 初期研修医の視点によって、救命救急センターの診療の質を改善することができる

今長谷 尚史，阪本 雄一郎，岩村 高志，太田 美穂，後藤 明子，鳴海 翔悟，八幡 真由子，三池 徹，小網 博之，井上 聡
（佐賀大学医学部附属病院救命救急センター） 

RT2-2 終末期医療におけるインフォームドコンセントの質的向上に向けて
飯田 淳義 1，神原 由依 2，氏家 良人 1，塚原 紘平 1，平山 敬浩 1，梅井 菜央 1，湯本 哲也 1，佐藤 圭路 1，鵜川 豊世武 1，
市場 晋吾 1（1.岡山大学病院高度救命救急センター，2.岡山大学卒後臨床研修センター） 

RT2-3 大規模災害時の医療：集中治療医の観点から、あり方を考える
原口 義座 1,2（1.京葉病院外科，2.災害医療大系編纂グループ） 

RT2-4 当施設における低酸素脳症および脳死に関する疫学調査
若竹 春明，藤谷 茂樹，北野 夕佳，平 泰彦（聖マリアンナ医科大学病院） 

10：20～ 11：20　第 14会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F コンチェルト
ラウンドテーブル 3　多職種連携を考える

座長 長谷川 隆一（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院救急・集中治療部）
RT3-1 早期リハビリテーションを実現するための多職種チーム回診の効果

那須 道高 1，三浦 航 1，阿川 幸人 1，高田 忠明 1，北原 佑介 1，屋宜 亮兵 1，福井 英人 1，米盛 輝武 1，仲間 清美 2，八木 
正晴 1（1.仁愛会浦添総合病院救命救急センター総合診療部，2.仁愛会浦添総合病院栄養サービス部） 

RT3-2 包括的チーム医療による集中治療管理とリハビリテーション
片岡 祐一 1，神應 知道 1，服部 潤 1，宮崎 道輝 2，見井田 和正 2，小山 明里 3，森安 恵実 3，小池 朋孝 3，秋山 祐子 4，浅
利 靖 1（1.北里大学医学部救命救急医学，2.北里大学病院リハビリテーション部，3.北里大学病院集中治療セン
ターRST・RRT，4.北里大学病院栄養部） 

RT3-3 単独型救命救急センターにおける早期リハビリテーションのための多職種連携
小畑 仁司 1，杉江 亮 1，岡 雅行 1，福田 真樹子 1，筈井 寛 1，岡本 雅雄 1，大石 泰男 1，秋元 寛 1，冨岡 正雄 2，佐浦 隆一 2 
（1.大阪府三島救命救急センター，2.大阪医科大学リハビリテーション科） 

RT3-4 RRS導入により予期せぬ院内死亡数は減少する
小池 朋孝 1，森安 恵実 1，黒岩 政之 3，服部 潤 4，小山 明里 1，伊藤 荘平 3，稲垣 泰斗 4，新井 正康 1,2（1.北里大学病院
集中治療センターRST・RRT室，2.北里大学医学部新世紀医療開発センター，3.北里大学医学部麻酔科学教室，
4.北里大学医学部救命救急医学） 

14：30～ 16：00　第 15会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ハーモニー
ラウンドテーブル 4　集中治療における終末期医療“治療の最前線での末期医療を多角的に捉えなおす”

座長 丸藤 哲（北海道大学医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野）
RT4-1 救急・集中治療の立場から、集中治療の末期医療の存在について

丸藤 哲（北海道大学医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野） 
RT4-2 集中治療と緩和ケアの統合をどうすれば実現できるか？ ～急性期病院の緩和ケア医の視点から～

関根 龍一（亀田総合病院疼痛・緩和ケア科） 
RT4-3 集中治療における終末期医療を捉えなおす～循環器内科医の視点から～

大石 醒悟（兵庫県立姫路循環器病センター循環器内科） 
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RT4-4 集中治療における意思決定支援、家族支援について
能芝 範子（大阪大学医学部附属病院看護部） 

RT4-5 生命倫理の観点から、治癒可能性の残される状態における緩和ケア施行の是非について
浅井 篤（東北大学大学院医学系研究科医療倫理学分野） 

委員会報告
第 1日目（2月 9日）

9：00～ 10：30　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
委員会報告 1　本邦における多施設臨床研究の報告；日本からエビデンスを発信しよう

座長 西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
 江木 盛時（神戸大学医学部集中治療部）

CR1-1 CTG委員会の活動報告
西田 修 1，西村 匡司 2，CTG委員会 3（1.藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座，2.徳島大学病院救急集
中治療部，3.日本集中治療医学会） 

CR1-2 重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての後向き多施設観察研究
堀部 昌靖 1，佐々木 満仁 2，澤野 宏隆 3，後藤 隆司 4，池浦 司 5，濱田 毅 6，尾田 琢也 7，金井 隆典 1，真弓 俊彦 8，讃井 
將満 9（1.慶應義塾大学医学部内科学（消化器），2.独立行政法人国立がん研究センター中央病院，3.大阪府済生会
千里病院，4.広島市立広島市民病院，5.関西医科大学，6.東京大学医学部付属病院，7.飯塚病院，8.産業医科大学，
9.自治医科大学附属さいたま医療センター） 

CR1-3 NEuromuscular pathology in CRitically ill patients: an autOPSY study (NECROPSY study)
武居 哲洋，畠山 淳司（横浜市立みなと赤十字病院集中治療部） 

CR1-4 人工呼吸療法に関する疫学研究：Epidemiological study of mechanical ventilation practices in Japan - MVP 
investigation

齋藤 伸行 1，讃井 將満 2（1.日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2.自治医科大学さいたま医療センター麻
酔科・集中治療部） 

CR1-5 人工呼吸患者における酸素投与と酸塩基平衡変化に関する多施設観察研究；ABOVE study
江木 盛時 1，西村 匡司 2，溝渕 知司 1（1.神戸大学附属病院集中治療部，2.徳島大学病院救急集中治療部） 

CR1-6 「日本における ICUせん妄の疫学研究（JEDI study）」の成果報告
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） 

10：40～ 12：10　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
委員会報告 2　神経集中治療ガイドライン作成委員会報告

座長 坂本 哲也（帝京大学医学部救急医学）
 黒田 泰弘（香川大学医学部救急災害医学）

CR2-1 神経集中治療における中心神経モニタリングに関するアンケート
神経集中治療ガイドライン作成委員会 

CR2-2 神経集中治療における鎮痛鎮静：心停止後症候群
有元 秀樹（大阪市立総合医療センター救命救急センター） 

CR2-3 神経集中治療における鎮痛鎮静：重症脳卒中
稲桝 丈司（藤田保健衛生大学医学部救命救急センター） 

17：20～ 18：00　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
委員会報告 3　合同委員会企画オープンミーティング：院外心停止の病院搬送後のレジストリ

日本救急医学会
　院外心停止例救命のための効果的救急医療体制・治療ストラテジの構築に関する
　学会主導研究推進特別委員会 (OHCA特別委員会 )
日本集中治療医学会
　神経集中治療ガイドライン作成委員会

座長 森村 尚登（横浜市立大学大学院医学研究科救急医学，日本救急医学会OHCA特別委員会委員長）
 黒田 泰弘（香川大学医学部救急災害医学，日本集中治療医学会神経集中治療ガイドライン作成委員会委員

長，日本救急医学会OHCA特別委員会委員）
CR3-1 JAAM　OHCAレジストリの概要（目的と展望 /参加方法 /内容）

櫻井 淳（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野，日本救急医学会OHCA特別委員会委員） 
CR3-2 日本集中治療医学会の取り組み

黒田 泰弘（香川大学医学部救急災害医学） 



－ 41 －

講

演

等 

合
同
プ
ロ
グ
ラ
ム

14：00～ 14：30　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
委員会報告 4　編集委員会報告

座長 橋本 悟（京都府立医科大学）
 三高 千惠子（東京医科歯科大学）

CR4-1 Journal of Intensive Careの近況
丸藤 哲（北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野） 

CR4-2 集中治療医学会誌の近況
小竹 良文（東邦大学医療センター大橋病院麻酔科） 

第 3日目（2月 11日）

10：20～ 11：50　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
委員会報告 5　CCU委員会企画　「集中治療における循環器専門医の役割」

座長 宮崎 俊一（近畿大学医学部循環器内科）
 高山 守正（榊原記念病院循環器内科）

CR5-1 CCUの現状に関するアンケート調査報告
笠岡 俊志（熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部） 

CR5-2 集中治療におけるうっ血管理：up-to-date
佐藤 直樹（日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科集中治療室） 

CR5-3 集中治療におけるPCPS管理
田原 良雄（国立循環器病研究センター心臓血管内科） 

CR5-4 来院時心肺停止患者の心拍再開後集中治療管理と早期リハビリ
新沼 廣幸 1，水野 篤 1，浅野 拓 1，小松 一貴 1，山添 正博 1，西 裕太郎 1，望月 俊明 2，大谷 典生 2，泉谷 聡子 3，石松 伸一 2

（1.聖路加国際大学聖路加国際病院循環器内科，2.聖路加国際大学聖路加国際病院救急部，3.聖路加国際大学聖路
加国際病院リハビリテーション科） 

CR5-5 専門医教育における心血管集中治療の現状と世界の流れ，今後のあり方は？
高山 守正（榊原記念病院循環器内科） 

8：40～ 10：10　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
委員会報告 6　社会保険対策委員会報告

座長 森﨑 浩（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）
 志馬 伸朗（京都医療センター救命救急科）

CR6-1 特定集中治療室管理料の新設と急性期医療に関する保険診療について
田村 圭（厚生労働省保険局医療課） 

CR6-2 新設された特定集中治療管理料 1及び 2に関する実態調査報告
志馬 伸朗，森﨑 浩，遠藤 重厚，大塚 将秀，坂本 哲也，下村 陽子，土井 松幸，山本 剛（日本集中治療医学会社会保
険対策委員会） 

CR6-3 新しい特定加算取得施設からの報告：特定加算は何を変えたか、変えるのか？
瀧浪 將典（東京慈恵会医科大学附属病院集中治療部） 

10：10～ 10：50　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
委員会報告 7　 ICU機能評価委員会報告

座長 橋本 悟（京都府立医科大学附属病院集中治療部）
CR7-1 ICU機能評価委員会報告　JIPAD update 2015

内野 滋彦（東京慈恵会医科大学集中治療部） 

10：50～ 11：10　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
委員会報告 8　日本救急医学会・集中治療医学会 Sepsis Registry Data合同分析委員会報告

座長 織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学，日本救急医学会・集中治療医学会Sepsis Registry 
Data合同分析委員会委員長）

CR8-1 重症敗血症に対する IVIGの生存率改善効果 ─救急医学会・集中治療医学会 Sepsis Registr y Data合同分析委員会─
今泉 均 1，齋藤 大蔵 2，升田 好樹 2，小谷 穣治 2，松田 直之 2，織田 成人 2，丸藤 哲 2（1.東京医科大学麻酔科学分野集
中治療部，2.救急医学会・集中治療医学会Sepsis Registry Data合同分析委員会）

CR8-2 敗血症性DICにおける免疫グロブリン（IVIG）投与と生存率の関係
小谷 穣治 1, 2，齋藤 大蔵 2，今泉 均 2，升田 好樹 2，織田 成人 2，丸藤 哲 2（1.兵庫医科大学救急・災害医学講座，2.救
急医学会・集中治療医学会SR Data合同分析委員会） 
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11：10～ 11：40　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
委員会報告 9　「日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会」報告　※日本救急医学会との合同委員会

座長 西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
CR9-1 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会の概略

西田 修 1，小倉 裕司 2，日本版重症敗血症診療ガイドライン2016作成特別委員会 3,4（1.藤田保健衛生大学医学部麻
酔・侵襲制御医学講座，2.大阪大学大学院医学系研究科救急医学，3.日本集中治療医学会，4.日本救急医学会） 

CR9-2 敗血症診療ガイドライン第二版策定におけるClinical Question立案と Systematic reviewの必要性の有無の判断
江木 盛時 1，西田 修 2，小倉 裕司 3，日本版重症敗血症診療ガイドライン2016作成特別委員会 4, 5（1.神戸大学医学部
附属病院集中治療部，2.藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座，3.大阪大学大学院医学系研究科救急
医学，4.日本集中治療医学会，5.日本救急医学会） 

10：20～ 11：00　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
委員会報告 10　小児集中治療委員会報告

委員会セミナー
第 3日目（2月 11日）

8：40 ～ 10：40　ハンズオンセミナー会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ファンタジー
委員会セミナー（日本集中治療医学会，日本救急医学会合同 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会）
　システマティックレビューのための「文献収集法」（委員・WGメンバー限定セミナー）

司会　西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
講師　森實 敏夫（東邦大学医学部，大船中央病院消化器肝臓病センター）
　　　河合 富士美（聖路加国際大学学術情報センター図書館マネジャー）

シミュレーションセッション
第 2日目（2月 10日）

15：40～ 16：50　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
シミュレーションセッション（SS）　授業参観！ 見せます！ 集中治療領域でのシミュレーション

演者　阿部 幸恵（東京医科大学病院シミュレーションセンター）

2014年度日本集中治療医学会 優秀論文賞・奨励賞
第 3日目（2月 11日）

10：50～ 11：50　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
2014年度日本集中治療医学会 優秀論文賞・奨励賞

座長 藤野 裕士（大阪大学麻酔集中治療医学講座）
優秀論文賞（EXP）  Estimated cerebral oxyhemoglobin as a useful indicator of neuroprotection in patients with post-cardiac arrest 

syndrome: a prospective, multicenter obser vational study
林田 敬（慶應義塾大学医学部救急医学教室）

奨励賞（ENP） Autophagy-related IRGM polymorphism is associated with mortality of patients with severe sepsis
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）

フレッシュマンズコース（モーニングレクチャー）
※軽食をご用意いたします。

第 2日目（2月 10日）

7：30～ 8：10　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
フレッシュマンズコース 1（FC1）　AKIの診断と治療

演者　益本 憲太郎（東京医科大学麻酔科学分野）
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7：30～ 8：10　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
フレッシュマンズコース 2（FC2）　周術期の心不全管理 ～診断から治療まで～

演者 渡邉 雅貴（東京医科大学循環器内科）

7：30～ 8：10　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
フレッシュマンズコース 3（FC3）　DIC～診断と最新治療～

演者 升田 好樹（札幌医科大学医学部麻酔科学講座）

7：30～ 8：10　President’s Room　ホテル日航東京 1F シリウス
フレッシュマンズコース 4（FC4）　敗血症の初期輸液療法

演者 宮下 亮一（東京医科大学麻酔科学分野）

7：30～ 8：10　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
フレッシュマンズコース 5（FC5）　PADガイドラインと管理

演者 板橋 俊雄（東京医科大学麻酔科学分野）

第 3日目（2月 11日）

7：30～ 8：10　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
フレッシュマンズコース 6（FC6）　心エコー図を用いた血行動態の評価

演者 武井 康悦（東京医科大学循環器内科）

7：30～ 8：10　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
フレッシュマンズコース 7（FC7）　いまさら聞けない心電図の知識

演者 大島 一太（東京医科大学八王子医療センター循環器内科）

7：30～ 8：10　 President’s Room ホテル日航東京 1F シリウス
フレッシュマンズコース 8（FC8）　蘇生後脳低温療法の実際

演者 弦切 純也（東京医科大学八王子医療センター救命救急センター）

7：30～ 8：10　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
フレッシュマンズコース 9（FC9）　初心者のための呼吸管理（仮）

演者 野口 将（島田台病院）

7：30～ 8：10　第 6会場　ホテル日航東京 3F レインボーテラス
フレッシュマンズコース 10（FC10）　感染症

演者 中村 造（東京医科大学病院感染制御部）

7：30～ 8：10　第 6会場　ホテル日航東京 3F サンライズテラス
フレッシュマンズコース 11（FC11）　集中治療における栄養管理

演者 巽 博臣（札幌医科大学医学部集中治療医学）

教育セミナー
第 1日目（2月 9日）

12：40～ 13：40　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
教育セミナー 1（LS1）　災害医療におけるピットフォール  ─２つの大震災と列車事故を被災者・医療者として経験して思うこと
  共催：大正富山医薬品株式会社

演者 小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）
座長 石倉 宏恭（福岡大学医学部救命救急医学講座）

12：40～ 13：40　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
教育セミナー 2（LS2）　How to use Procalcitonin for diagnosis of sepsis and to guide antibiotic therapy 
 共催：サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

演者 Michael Meisner（Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Städtisches Krankenhaus, Dresden-
Neustadt, Germany）

座長 久志本 成樹（東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学分野）
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12：40～ 13：40　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
教育セミナー 3（LS3）　造血幹細胞移植領域での経静脈の経験 ～集中治療領域での知見を中心に～ 共催：株式会社大塚製薬工場

演者 藤 重夫（国立がん研究センター中央病院造血幹細胞移植科）
座長 織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学教授）

12：40～ 13：40　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育セミナー 4（LS4）　The role of NAVA ventilation in Intensive Care  ─ Translating evidence into practice  共催：フクダ電子株式会社

演者 Andre Vercueil（Consultant Intensive Care Medicine, Anaesthesia and Trauma, King’s College Hospital, UK）
座長 竹田 晋浩（日本医科大学付属病院外科系集中治療科）

12：40～ 13：40　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
教育セミナー 5（LS5）　急性冠症候群における Imaging ＆ Physiology Modality の活用法 
 共催：セント・ジュード・メディカル株式会社

座長 吉野 秀朗（杏林大学医学部付属病院循環器内科）
LS5-1 Optical Coherence Tomography で急性冠症候群の機序に迫る

演者 小林 宣明（日本医科大学千葉北総病院集中治療室）
LS5-2 PressureWireでみるACSでの微小循環障害

演者 樋口 義治（日本大学医学部附属板橋病院救急救命センター）

12：40～ 13：40　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
教育セミナー 6（LS6）　重症敗血症治療の世界標準治療を超えて ～いかに血液浄化を組み合わせるか～ 共催：川澄化学工業株式会社

演者 江口 豊（滋賀医科大学医学部救急集中治療医学講座）
座長 松田 兼一（山梨大学医学部救急集中治療医学講座）

12：40～ 13：40　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
教育セミナー 7（LS7）　（看る＋見る）×実践＝患者さんの早期回復！ 共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

座長 鈴木 武志（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）
LS7-1 集中治療における循環管理実践 ～フロートラック センサー・EV1000を看護実践にどう活かすか～

演者 山田 友子（りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救急センター） 
LS7-2 循環モニター ～ケアへの活用とチーム医療～

演者 藤岡 智恵（飯塚病院集中治療室） 

12：40～ 13：40　第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
教育セミナー 8（LS8）　スマートポンプ導入から今後の可能性について 共催：テルモ株式会社

座長 志馬 伸朗（国立病院機構京都医療センター）
LS8-1 ICUにおけるスマートポンプ導入と今後の可能性 ～シミュレーションと看護師の意識調査を踏まえて～

演者 水田 明日香（岡山大学病院）
LS8-2 シリンジポンプが集中治療領域のチーム医療の架け橋に ～smar tな管理を目指して～

演者 檜垣 聡（京都第二赤十字病院）

12：40～ 13：40　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
教育セミナー 9（LS9）　神経集中治療：心拍再開後 Targeted Temperature Management（TTM）でのmultimodal approachによる予後評価
 共催：日本光電工業株式会社

演者 黒田 泰弘（香川大学医学部救急災害医学講座）
座長 坂本 哲也（帝京大学医学部救急医学講座）

12：40～ 13：40　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
教育セミナー 10（LS10）　デクスメデトミジンの利点を活用するために ─薬物動態学と血行動態変動を中心に─
 共催：ホスピーラ・ジャパン株式会社 /丸石製薬株式会社

演者 国沢 卓之（旭川医科大学病院手術部） 
座長 森﨑 浩（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）

12：40～ 13：40　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
教育セミナー 11（LS11）　ICUにおける遠隔医療システムの導入を考える ～医療の質を担保する eICUとは～
 共催：株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

演者 大嶽 浩司（昭和大学医学部麻酔科学講座）
座長 後藤 隆久（横浜市立大学大学院医学研究科麻酔科学）
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第 2日目（2月 10日）

12：20～ 13：20　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
教育セミナー 12（LS12）　PSV, APRV, or Proportional Modes? 共催：コヴィディエン ジャパン株式会社

演者 Marcelo Britto Passos Amato（CardioPulmonary Department, Incor - Heart Institute, Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil）

座長 藤野 裕士（大阪大学大学院医学系研究科生体制御医学講座麻酔集中治療医学教室）

12：20～ 13：20　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
教育セミナー 13（LS13）　あえて生理学で語る重症患者の循環管理  共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

演者 讃井 將満（自治医科大学附属埼玉医療センター麻酔科・集中治療部）
座長 今泉 均（東京医科大学麻酔科学講座集中治療部）

12：20～ 13：20　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
教育セミナー 14（LS14）　2015年版 集中治療領域におけるアルブミンの役割 共催：一般財団法人化学及血清療法研究所

演者 松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
座長 坂本 照夫（久留米大学病院/久留米大学医学部救急医学講座）

12：20～ 13：20　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
教育セミナー 15（LS15）　SPEED! カテーテル関連血流感染を減らすための 5tips 共催：スリーエム ヘルスケア株式会社

演者 志馬  伸朗（国立病院機構京都医療センター）
座長 土手  健太郎（愛媛大学医学部附属病院）

12：20～ 13：20　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
教育セミナー 16（LS16）　抗血栓療法中の循環器疾患患者に対する周術期の対応 ─循環器内科医の立場から─ 
 共催：第一三共株式会社

演者 廣上 貢（手稲渓仁会病院循環器内科）
座長 田中 信大（東京医科大学循環器内科）

12：20～ 13：20　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
教育セミナー 17（LS17）　心不全治療におけるβ遮断薬治療 共催：小野薬品工業株式会社

演者 坂田 泰史（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）
座長 清水 渉（日本医科大学大学院医学研究科循環器内科学分野）

12：20～ 13：20　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
教育セミナー 18（LS18）　肺保護換気戦略の正しい理解と実践 共催：ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社

演者 小谷 透（東京女子医科大学麻酔科・中央集中治療部）
座長 落合 亮一（東邦大学医療センター大森病院麻酔科）

12：20～ 13：20　第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
教育セミナー 19（LS19）　ARDSの治療戦略 ─改めて腹臥位療法を見直す─ 共催：パラマウントベッド株式会社

座長 西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
LS19-1 ARDSの治療戦略 ─改めて腹臥位療法を見直す─ 「臨床的意義」

演者 橋本 悟（京都府立医科大学附属病院集中治療部）
LS19-2 ARDSの治療戦略 ─改めて腹臥位療法を見直す─ 「実際の手技と症例」

演者 堀部 達也（東京女子医科大学病院リハビリテーション部）

12：20～ 13：20　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
教育セミナー 20（LS20）　米国 ICUにおける口腔ケアの現状 共催：ニプロ株式会社／株式会社トータル・メディカル・サプライ

演者 Devin Carr（Surgery and Trauma Patient Care Centers, Vanderbilt University Medical Center, USA）
座長 卯野木 健（筑波大学附属病院集中治療室）

12：20～ 13：20　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
教育セミナー 21（LS21）　集中治療患者の体温管理；体温を利用するか？体温を制御するか？ 共催：株式会社メディコン

演者 江木 盛時（神戸大学医学部附属病院集中治療部）
座長 森﨑 浩（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）

12：20～ 13：20　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
教育セミナー 22（LS22）　敗血症性 DICに効果が期待できる治療法と今後の可能性 共催：一般社団法人日本血液製剤機構

演者 阪本 雄一郎（佐賀大学医学部救急医学講座）
座長 織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
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第 3日目（2月 11日）

12：20～ 13：20　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
教育セミナー 23（LS23）　血液浄化とバイオマーカー 共催：東レ株式会社 /東レ・メディカル株式会社

座長 池田 寿昭（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部）
LS23-1 Role of new biomarkers in acute kidney injur y

演者 土井 研人（東京大学救急部・集中治療部）
LS23-2 Biomarkers and Refining RRT in AKI

演者  Dinna N Cruz（Division of Nephrology-Hypertension, Department of Medicine, University of California, San 
Diego, San Diego, California, USA）

12：20～ 13：20　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
教育セミナー 24（LS24）　循環器術後 AKIの up to date 共催：旭化成メディカル株式会社

座長 西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
LS24-1 心臓手術後の急性腎傷害に対する急性血液浄化デバイスの活用方法

演者 塚本 功（埼玉医科大学国際医療センターMEサービス部）
LS24-2 ICU/CCUでのAKIに対するCRRTの現状 ～DPCからの報告～

演者 野入 英世（東京大学医学部附属病院血液浄化療法部）

12：20～ 13：20　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
教育セミナー 25（LS25）　CTEPH, current status of PEA surgery and other treatment options 共催：バイエル薬品株式会社

演者 David P Jenkins（Department of Cardiothoracic Surgery, Papworth Hospital, Cambridge, UK）
座長 荻野 均（東京医科大学心臓血管外科）

12：20～ 13：20　第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
教育セミナー 26（LS26）　ICUにおける高齢心大血管術後患者に対する電気刺激療法 共催：ミナト医科学株式会社

演者 山田 純生（名古屋大学大学院医学系研究科（保健学））
座長 貝沼 関志（名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部）

12：20～ 13：20　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
教育セミナー 27（LS27）　 「厳格血糖管理を意識した血糖モニタリングの臨床的意義とその評価」 
　　　　　　　　 　　　　─持続血糖モニター装置 (CGMS)　VS　人工膵臓─ 共催：日機装株式会社

座長 諏訪 邦夫（帝京短期大学ライフケア学科臨床工学専攻）
LS27-1 ベッドサイド型人工膵島及びCGMSの基礎と臨床応用

演者 西田 健朗（熊本中央病院内分泌代謝科） 
LS27-2 周術期におけるCGMSとベッドサイド型人工膵臓の血糖精度比較と課題

演者 川人 伸次（徳島大学病院麻酔科） 

12：20～ 13：20　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
教育セミナー 28（LS28）　The role of autonomic nerve on the treatment of heart failure  共催：田辺三菱製薬株式会社

演者 Faiez Zannad（Therapeutics and Cardiology, Université de Lorraine, France）
座長 佐藤 直樹（日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科）

イブニングセミナー
第 1日目（2月 9日）

15：40～ 18：40　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
イブニングセミナー 1（ES1）　第 4回MIICS 共催：ファイザー株式会社
 総合司会　　織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
 開会挨拶　　織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
 セッション 1　How to CCU感染管理

出題 髙倉 俊二（京都大学医学部附属病院感染制御部）
解説 薮内 晃子（国家公務員共済組合連合会枚方公済病院感染管理）

 セッション 2　重症感染症を考える
司会 松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）
コメンテーター　小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）
　　　　　　　　志馬 伸朗（国立病院機構京都医療センター救命救急）

   Case 1　Severe Sepsis/Septic Shock
解説 木田 真紀（和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座）
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   Case2　DIC
解説 升田 好樹（札幌医科大学医学部集中治療医学）

   Case3　血液浄化療法中の抗菌薬投与の考え方
解説 西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座教授/藤田保健衛生大学病院集中治療部）

   Case4　MRSA
解説 三鴨 廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学主任教授/愛知医科大学病院感染症科/感染制御部）

 質疑応答
 特別講演　集中治療における抗菌薬治療の基本（仮題）

演者 渡辺 彰（東北大学加齢医学研究所抗感染症抗感染症薬開発寄附研究部門）
司会 遠藤 重厚（岩手医科大学医学部救急医学講座）

 閉会挨拶　　織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）

第 2日目（2月 10日）

16：00～ 18：30　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
イブニングセミナー 2（ES2）　敗血症マネジメント ─転帰改善を目指して─ 共催：旭化成ファーマ株式会社 /ファイザー株式会社

座長 池田 寿昭（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部）
 三高 千惠子（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救命救急医学分野）

ES2-1 敗血症の予防と早期発見
演者 朝野 和典（大阪大学医学部附属病院感染制御部） 

ES2-2 Septic AKIとその管理
演者 西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

ES2-3 敗血症マネジメント　呼吸管理
演者 橋本 悟（京都府立医科大学附属病院集中治療部） 

ES2-4 敗血症性DICに対するCHDF施行時の rTM薬物動態とその重症化に関わる遺伝子多型
演者 渡邉 栄三（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学） 

ES2-5 集中治療における長期予後改善バンドル 2015の策定
演者 松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）

17：40～ 18：40　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
イブニングセミナー 3（ES3）　重症敗血症の補助治療 ─新しいエビデンスの整理 共催：日本製薬株式会社
ES3-1 重症敗血症における補助療法の現況 ─Antithrombinのエビデンスの整理と我々の基礎実験データ

演者 小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座） 
座長 今泉 均（東京医科大学麻酔科学講座・集中治療部）

ES3-2 重症敗血症に対する IVIGの生存率改善効果
演者 今泉 均 （東京医科大学麻酔科学講座・集中治療部） 
座長 小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）

17：40～ 18：40　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
イブニングセミナー 4（ES4）　Lactate, SSCG, sepXiris 共催：バクスター株式会社

演者 平澤 博之（千葉大学名誉教授/東千葉メディカルセンター） 
座長 松田 兼一（山梨大学医学部救急集中治療医学講座）

17：40～ 18：40　President’s Roomホテル日航東京 1F シリウス
イブニングセミナー 5（ES5）　Target Temperature Managementと全身管理 共催：旭化成ゾールメディカル株式会社

座長 木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野）
ES5-1 サーモガードの使用経験

演者 木田 真紀（和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座）
ES5-2 Target Temperature Managementに必要な全身管理

演者 河北 賢哉（香川大学医学部救急災害医学講座）

17：40～ 18：40　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
イブニングセミナー 6（ES6）　重症患者の栄養療法 ─基礎と実践─ 共催：ネスレ日本株式会社 /ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー

座長 西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
ES6-1 栄養素における抗炎症作用、抗酸化作用への期待

演者 佐藤 格夫（京都大学医学研究科初期診療・救急医学分野）
ES6-2 病態・病期を考慮した急性期重症患者に対する栄養管理プロトコールの有用性

演者 白井 邦博（一宮市立市民病院救命救急センター）
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17：40～ 18：40　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
イブニングセミナー 7（ES7）　Continuous and simplified EEG (aEEG) to monitor brain recovery after Cardiac Arrest
 共催：アイ・エム・アイ株式会社

演者 Hans Friberg（Department of Anesthesiology and Intensive Care, Skåne University Hospital, Lund, Sweden）
座長 内野 博之（東京医科大学麻酔科学分野）

17：40～ 18：40　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
イブニングセミナー 8（ES8）　集中治療領域におけるMRSA感染症治療薬 up-to-date 共催：MSD株式会社

演者 佐々木 淳一（慶應義塾大学医学部救急医学教室）
座長 菊池 賢（東京女子医科大学感染症科）
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【医師部門講演等】
パネルディスカッション

I：ICU領域

第 1日目（2月 9日）

9：00～ 10：30　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
パネルディスカッション I-1　ICUにおける栄養管理

座長 小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座）
 巽 博臣（札幌医科大学医学部集中治療医学）

DPDi-1-1 国際栄養調査 2013：本邦 ICUにおける栄養療法の実情
東別府 直紀 1，讃井 將満 2，祖父江 和哉 3，佐藤 武揚 4，塩塚 潤二 2，水野 篤 5，吉村 真一郎 3，ハイランド ダーレン 6

（1.神戸市立医療センター中央市民病院，2.自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部，3.名古
屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野，4.東北大学病院高度救命救急センター，5.聖路加国際病
院循環器内科，6.キングストン総合病院臨床研究ユニット） 

DPDi-1 -2 集中治療における栄養管理バンドル EGDN 2015
東 倫子，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DPDi-1 -3 ICUでの栄養管理と管理栄養士の役割
宮島 功，宮澤 靖（社会医療法人近森会近森病院栄養サポートセンター） 

DPDi-1 -4 標準体重（BMI≦ 25）以下の呼吸不全患者における間接熱量測定（IC）：高齢・やせ患者の投与熱量設定の指標作成
海塚 安郎（製鉄記念八幡病院救急・集中治療部） 

DPDi-1 -5 ICU患者に対する栄養管理の新たなアプローチ ～栄養剤の半固形化による効果
巽 博臣 1，升田 好樹 1，後藤 京子 1，東口 隆 1，木井 菜摘 1，佐藤 昌太 1，数馬 聡 1，高橋 科那子 1，今泉 均 2（1.札幌医
科大学医学部集中治療医学，2.東京医科大学麻酔科学講座集中治療医学） 

DPDi-1 -6 プロバイオティクスに用いられる生菌製剤と経管栄養剤との相互関係
間藤 卓 1，中田 一之 1，山口 充 1，大井 秀則 1，大瀧 聡 1，奈倉 武朗 1，土屋 守克 2，杉山 聡 1（1.埼玉医科大学総合医療
センター高度救命救急センター，2.日本医療科学大学保健医療学部看護学科） 

DPDi-1 -7 重症患者の栄養管理ガイドライン作成の進捗状況の報告
小谷 穣治（日本集中治療医学会 重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会） 

15：40～ 17：40　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
パネルディスカッション I-2　ICUにおける鎮静の質向上のための工夫 ～せん妄の予防、評価、治療 ～

座長 布宮 伸（自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座集中治療医学部門）
 土井 松幸（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部）

DPDi-2-1 当院 ICUにおける鎮痛を考慮した鎮静管理の取り組み
當麻 麻美（独立行政法人国立病院機構東広島医療センターICU） 

DPDi-2 -2 PADの実践
小幡 由佳子（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部） 

DPDi-2 -3 当院 ICUにおけるPAD対策：鎮痛，日中覚醒と早期リハビリ，せん妄抑制
関根 秀介，宮下 亮一，益本 憲太郎，板橋 俊雄，今泉 均，内野 博之（東京医科大学麻酔科学分野集中治療部） 

DPDi-2 -4 ICUにおけるせん妄をどう捉えて臨床に活かすか ～せん妄評価の先に何を見るか～
川副 友，中島 強，柴田 尚明，山下 真史，酒谷 佳世，小川 敦裕，木田 真紀，加藤 正哉（和歌山県立医科大学医学部
救急集中治療医学講座） 

DPDi-2 -5 抑肝散坐剤は小児心臓外科術後における鎮静の質を高める
永渕 弘之 1，山田 香里 2，林 拓也 2（1.神奈川県立こども医療センター集中治療科，2.神奈川県立こども医療センター
救急診療科） 

第 2日目（2月 10日）

14：20～ 15：50　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
パネルディスカッション I-3　 神経集中治療 ～基礎研究と臨床の壁を超える～

座長 黒田 泰弘（香川大学医学部救急災害医学）
 内野 博之（東京医科大学麻酔科）

DPDi-3-1 心停止心肺蘇生マウスにおける脳神経細胞障害と記憶障害について
藤吉 哲宏 1，外 須美夫 2（1.九州大学病院集中治療部，2.九州大学大学院麻酔・蘇生学） 

DPDi-3 -2 虚血性脳障害に対する迷走神経刺激の脳保護効果
平木 照之（久留米大学医学部医学科麻酔学講座） 
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DPDi-3-3 敗血症関連脳症誘発機構の基礎的解明
原 直美，千々岩 みゆき，内野 博之（東京医科大学麻酔科学分野） 

DPDi-3 -4 脳損傷に対する再生医療の可能性
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・危機管理医学分野） 

DPDi-3 -5 重症頭部外傷における急性期治療戦略の確立 : 基礎研究から臨床研究へ　
横堀 將司 1，Ross Bullock2，Shyam Gajavelli2，山口 昌紘 1，五十嵐 豊 1，井上 泰豪 1，恩田 秀賢 1，増野 智彦 1，布施 明 1，
横田 裕行 1（1.日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野，2.マイアミ大学医学部脳神経外科） 

DPDi-3 -6 頭部外傷後の慢性神経炎症の新たな診断ツール：TSPO ─ポジトロン断層撮影（PET）の応用
細見 早苗 1, 2，藤田 幸 2，渡部 直史 3，小山 佳久 2，山下 俊英 2，小倉 裕司 1，嶋津 岳士 1（1.大阪大学大学院医学系研究
科救急医学，2.大阪大学大学院医学系研究科分子神経科学，3.大阪大学大学院医学系研究科医薬分子イメージン
グ学寄附講座） 

P：小児領域

第 3日目（2月 11日）

8：40～ 10：10　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
パネルディスカッション P　先天性心疾患 ～肺体血流比の周術期管理～

座長 多賀 直行（自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児手術・集中治療部）
 松井 彦郎（長野県立こども病院小児集中治療科）

DPDp-1 重症先天性心疾患の血行動態の把握および管理
松井 彦郎，笠井 正志，北村 真友，黒坂 了正，本間 仁，佐藤 公則，天笠 俊介，横川 真理，森川 一恵（長野県立こど
も病院小児集中治療科） 

DPDp-2 先天性心疾患の新生児－乳児期集中治療 ─肺血流のコントロール─
黒嵜 健一 1，三宅 啓 1，海老島 宏典 1，北野 正尚 2，坂口 平馬 2，阿部 忠朗 2，帆足 考也 3，鍵崎 康治 3，市川 肇 3，白石 
公 2（1.国立循環器病研究センター小児循環器集中治療室，2.国立循環器病研究センター病院小児循環器科，3.国立
循環器病研究センター病院小児心臓外科） 

DPDp-3 並列循環の麻酔管理
自見 宣郎，水野 圭一郎（福岡市立こども病院麻酔科） 

DPDp-4 重症単心室疾患の姑息術後の呼吸循環管理
清水 一好，戸田 雄一郎，金澤 伴幸，杉本 健太郎，川出 健嗣，武藤 典子，岩崎 達雄，森松 博史（岡山大学病院麻酔
科蘇生科） 

C：循環器領域

第 2日目（2月 10日）

10：20～ 11：50　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
パネルディスカッション C　心臓弁膜症診療ガイドライン ～ガイドラインをもとに最新の心臓弁膜症の診療を考える～

座長 尾辻 豊（産業医科大学第２内科学）
 高梨 秀一郎（榊原記念病院心臓血管外科）

DPDc-1 【Keynote Lecture】心臓弁膜症ガイドラインUp to date
渡辺 弘之（東京ベイ浦安市川医療センター・ハートセンター）

DPDc-2 経カテーテル大動脈弁留置術 本邦における現状と今後の展望
林田 健太郎（慶應義塾大学医学部）

DPDc-3 最新のガイドラインに基づく弁膜症の外科治療
高梨 秀一郎（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） 

DPDc-4 Hear t Valve Teamによる周術期の shared decision-making process
小出 康弘（葉山ハートセンター麻酔科） 

A：救命救急領域

第 1日目（2月 9日）

10：40～ 12：10　第 11会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ヴァンドーム
パネルディスカッション A　災害医療と集中治療

座長 森村 尚登（横浜市立大学医学部救急医学教室）
 定光 大海（国立病院機構大阪医療センター救命救急センター）

DPDa-1 災害時特有の病態把握と施設診療能力の認識に基づく災害時集中治療が必要である
小林 道生 1，小林 正和 1，石橋 悟 1，久志本 成樹 2（1.石巻赤十字病院救命救急センター，2.東北大学大学院医学系研
究科外科病態学講座救急医学分野）
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DPDa-2 震災時の基幹災害拠点病院としての集中治療室運用の経験 
田勢 長一郎（福島県立医科大学医学部救急医療学）

DPDa-3 災害時の事業継続計画を含めた小児集中治療体制の課題 
問田 千晶 1, 2，六車 崇 1, 2，中村 京太 1, 2，春成 伸之 1, 2，松崎 昇一 1, 2，松本 順 2，土井 智喜 1, 2，森村 尚登 1, 2（1.横浜市立
大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター，2.横浜市立大学大学院医学研究科救急医学） 

DPDa-4 集中治療領域の標準化災害医療教育のあり方
児玉 貴光 1，大西 光雄 2，藤谷 茂樹 3，安宅 一晃 4（1.テキサス大学南西部医療センター救急医学，2.大阪大学医学部
附属病院高度救命救急センター，3.東京ベイ・浦安市川医療センター，4.奈良県立医科大学附属病院医療安全推
進室） 

DPDa-5 英国MIMMSコースの集中治療医学的解析 ～災害医学は危機管理医学
鍜冶 有登 1，山田 元大 1，伊藤 嘉彦 1，橋本 忠幸 1，鈴木 慧太郎 1，薬師寺 泰匡 1，栗原 敦洋 1，篠崎 正博 1，嶋津 岳士 2 
（1.岸和田徳洲会病院救命救急センター，2.大阪大学大学院医学研究科救急医学） 

シンポジウム
I：ICU領域

第 1日目（2月 9日）

10：40～ 12：10　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
シンポジウム I-1　敗血症性ショックの治療戦略 ～自施設における治療戦略とは？～

座長 織田 成人（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
 池田 寿昭（東京医科大学八王子医療センター 特定集中治療部）

DSYi-1 -1 外科的敗血症性ショックに対する、novel surgical resuscitation
小豆畑 丈夫，木下 浩作，河野 大輔，桑名 司，小松 智英，古川 誠，櫻井 淳（日本大学医学部救急医学系救急集中治
療医学分野） 

DSYi-1 -2 当センターにおける敗血症性ショックの治療戦略
番匠谷 友紀，藤崎 修，杉野 貴彦，中嶋 麻里，前山 博輝，松井 大作，岡 和幸，永嶋 太，小林 誠人（公立豊岡病院但
馬救命救急センター） 

DSYi-1 -3 重症敗血症患者に対する厳格な血糖管理・体温調節
鈴木 泰，高橋 学，小鹿 雅博，佐藤 寿穂，小野寺 ちあき，松本 尚也，高橋 智弘，照井 克俊，井上 義博，遠藤 重厚（岩
手医科大学医学部救急医学・岩手県高度救命急センター） 

DSYi-1 -4 IL-6・PCT経時的同時測定に基づく高サイトカイン血症対策を中心とした敗血症性ショックの治療戦略
松村 洋輔，渡邉 栄三，安部 隆三，大島 拓，服部 憲幸，高橋 和香，橋田 知明，立石 順久，篠崎 広一郎，織田 成人（千
葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学） 

DSYi-1 -5 大規模大学病院における敗血症に対する多職種連携チーム医療と高度集学的治療の取り組み
原 嘉孝，中村 智之，栗山 直英，河田 耕太郎，早川 聖子，秋山 正慶，前田 隆求，新美 太祐，山下 千鶴，西田 修（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DSYi-1 -6 敗血症性ショック管理バンドル 2015 SMB13 ～敗血症性ショックの診療における留意点～
松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

14：00～ 15：30　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
シンポジウム I-2　ECMOを成功させるためには

座長 竹田 晋浩（日本医科大学付属病院外科系集中治療科）
 市場 晋吾（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学講座）

DSYi-2 -1 小児ECMO診療品質向上にむけた試み
居石 崇志 1，清水 直樹 1，齊藤 修 1，新津 健裕 1，渡邉 伊知郎 1，吉田 拓司 1，新井 朋子 1，池山 貴也 2，森島 恒雄 3，竹
田 晋浩 4（1.東京都立小児総合医療センター救命・集中治療部集中治療科，2.あいち小児保健医療総合センター，
3.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学，4.日本医科大学麻酔科学教室）

DSYi-2 -2 肺移植におけるECMOの役割
谷 真規子，小林 求，森松 博史（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学） 

DSYi-2 -3 ECMO有効活用へ向けた当院の取り組み
大下 慎一郎（広島大学大学院救急医学） 

DSYi-2 -4 ECMOチームのトレーニングプログラム確立を目指す取り組み
安部 隆三 1，服部 憲幸 1，松村 洋輔 1，菅 なつみ 1，山地 芳弘 1，竹田 雅彦 1，宮地 なつめ 2，古川 豊 3，渡邉 栄三 1，織
田 成人 1（1.千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学，2.千葉大学医学部附属病院 ICU/CCU，3.千葉大学医学
部附属病院ME機器管理センター） 
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9：00～ 10：30　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
シンポジウム I-3　集中治療における医療安全を考える (集中治療領域における医療安全対策について，多職種で検討する）

座長 住田 臣造（旭川赤十字病院救命救急センター麻酔救急集中治療科）
 落合 亮一（東邦大学医学部麻酔科学講座）

DSYi-3 -1 集中治療における薬剤関連エラーへの対策
祖父江 和哉，志田 恭子，宮津 光範，平手 博之（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

DSYi-3 -2 ドレーン・チューブ関連事故の減少に向けた取り組みの評価 ～A病院 ICU・CCUの過去 5年間の事故報告書から～
鈴木 智子，林 裕美，陶山 恵（旭川赤十字病院 ICU・CCU）

DSYi-3 -3 集中治療における医療安全を考える ～臨床工学技士の立場から～
木村 政義（兵庫医科大学病院臨床工学室） 

DSYi-3 -4 集中治療領域における薬剤師の治療参画による薬効の高め方と医療安全
冨樫 英晶 1，武居 宏樹 1，添田 博 1，明石 貴雄 1，関根 秀介 2，今泉 均 2，内野 博之 2（1.東京医科大学病院薬剤部，2.東
京医科大学病院麻酔科） 

DSYi-3 -5 当院救命救急センターにおけるTeamSTEPPS導入の経過
瀬尾 龍太郎 1，園 真廉 2，渥美 生弘 2，稲岡 佳子 3，富井 啓介 3（1.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科・集中
治療部，2.神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター，3.神戸市立医療センター中央市民病院医療安
全管理室） 

第 2日目（2月 10日）

10：20～ 11：50　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
シンポジウム I-4　ARDSの人工呼吸管理 ─換気様式の選択─

座長 橋本 悟（京都府立医科大学附属病院集中治療部）
 小谷 透（東京女子医科大学麻酔科・中央集中治療部）

DSYi-4 -1 Volutraumaと atelectraumaでは炎症の度合いが異なる：肺血管内単球の人工呼吸器関連肺損傷における役割
若林 健二 1, 2，Michael R Wilson2，Kate C Tatham2，Kieran P O’Dea2，高田 正雄 2（1.東京医科歯科大学国際交流セン
ターグローバルキャリア支援室，2.インペリアル・カレッジ・ロンドン医学部麻酔集中治療科） 

DSYi-4 -2 Conser vative oxygen therapy（酸素制限療法）の呼吸器モードと放射線画像所見に対する影響
鈴木 聡 1，Glenn Eastwood2，Rinaldo Bellomo2（1.岡山大学病院集中治療部，2.Department of Intensive Care, Austin 
Hospital, Australia） 

DSYi-4 -3 ARDSに対するHFOVの効果と限界
檜垣 聡，平木 咲，大岩 裕介，岡田 遥平，市川 哲也，荒井 裕介，石井 亘，成宮 博理，飯塚 亮二（京都第二赤十字病
院救命救急センター） 

DSYi-4 -4 成人重症呼吸不全治療戦略におけるNO吸入療法の位置づけ
竹田 雅彦，松村 洋輔，渡邉 栄三，安部 隆三，大島 拓，服部 憲幸，高橋 和香，富田 啓介，菅 なつみ，織田 成人（千
葉大学医学部附属病院救急科集中治療部） 

DSYi-4 -5 ARDSに対する肺線維症管理バンドルと人工呼吸管理ブランチ
松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DSYi-4 -6 自発呼吸温存時の人工呼吸管理について
吉田 健史（大阪大学医学部附属病院集中治療部） 

8：40～ 10：10　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
シンポジウム I-5　これが ICU専門医！ ～ ICU専門医の必要条件とは？～

座長 松田 兼一（山梨大学医学部救急集中治療医学講座）
 西 信一（兵庫医科大学集中治療医学科）

DSYi-5 -1 集中治療専門医の赴任がもたらした効果
小林 誠人，永嶋 太，岡 和幸，番匠谷 友紀，松井 大作，前山 博輝，中嶋 麻里，藤崎 修，杉野 貴彦（公立豊岡病院但
馬救命救急センター） 

DSYi-5 -2 これがPICU専門医 ! !
植田 育也（静岡県立こども病院小児集中治療センター） 

DSYi-5 -3 集中治療医は専門医たちから何を期待されているのか？
水 大介，瀬尾 龍太郎，渥美 生弘（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター） 

DSYi-5 -4 妄想的 ICU専門医制度
讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部） 

DSYi-5 -5 日本集中治療医学会新専門医制度について
松田 兼一（山梨大学医学部救急集中治療医学講座） 

14：20～ 15：50　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
シンポジウム I-6　 集中治療における医学生・若手医師教育を考える

座長 安宅 一晃（奈良県立医科大学麻酔科学教室）
 祖父江 和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野）
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DSYi-6 -1 急性期医療の中の一環としての集中治療教育
小野寺 悠 1，秋元 亮 1, 2，鈴木 博人 1, 2，岡田 真行 2，中根 正樹 1, 2，川前 金幸 1, 2（1.山形大学医学部附属病院高度集中
治療センター，2.山形大学医学部附属病院麻酔科） 

DSYi-6 -2 集中治療教育におけるFCCSの役割
安宅 一晃 1，藤谷 茂樹 2，石川 淳哉 3，児玉 貴光 4，嶋岡 英輝 5，井上 聡己 6，川口 昌彦 6（1.奈良県立医科大学医療安
全推進室，2.東京ベイ・浦安市川総合医療センター集中治療部，3.横浜市立市民病院，4.The University of Texas 
Southwestern Medical Center, USA，5.大阪市立総合医療センター集中治療部，6.奈良県立医科大学集中治療部） 

DSYi-6 -3 名古屋大学における集中治療医学アンケートによる研修医の解析
日下 琢雅，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DSYi-6 -4 名古屋市立大学病院 ICUにおけるクリニカルクラークシップ
徐 民恵，宮津 光範，祖父江 和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

DSYi-6 -5 当院PICUにおける若手医師教育
川崎 達也（静岡県立こども病院小児集中治療科） 

DSYi-6 -6 緊急室と集中治療室における初期臨床研修は患者の転帰に影響するか？
白石 淳 1，山本 陽菜 2，大友 康裕 1（1.東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター，2.東京医科歯科大学医
学部医学科） 

16：00～ 17：30　第 3会場　ホテル日航東京 1F ジュピター
シンポジウム I-7　AKIに対する血液浄化 ～開始のタイミングと浄化方法～

座長 片山 浩（川崎医科大学麻酔・集中治療医学3）
 今泉 均（東京医科大学麻酔科学講座・集中治療部）

DSYi-7 -1 AKIに対する血液浄化開始時のバイオマーカー測定
土井 研人 1，眞弓 健吾 2，野入 英世 2，南学 正臣 2，矢作 直樹 1（1.東京大学医学部救急部・集中治療部，2.東京大学
医学部血液浄化療法部） 

DSYi-7 -2 新たな診療ツールが Septic AKIに対する血液浄化に与えた影響
服部 憲幸 1, 2，渡邉 栄三 1，安部 隆三 1，高橋 和香 1，松村 洋輔 1，大網 毅彦 1，橋田 知明 1，織田 成人 1, 2（1.千葉大学大
学院医学研究院救急集中治療医学，2.千葉大学医学部附属病院人工腎臓部） 

DSYi-7 -3 Septic AKIの管理と（高効率）血液浄化導入のタイミング
原 嘉孝，中村 智之，栗山 直英，河田 耕太郎，前田 舞，安岡 なつみ，須賀 美華，加藤 由布，山下 千鶴，西田 修（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DSYi-7 -4 AKIを合併した重症患者の早期血液浄化療法は予後の改善と関連する
升田 好樹 1，巽 博臣 1，後藤 京子 1，東口 隆 1，木井 菜摘 1，佐藤 昌太 1，喜屋武 玲子 3，高橋 科那子 1，今泉 均 2（1.札
幌医科大学医学部集中治療医学，2.東京医科大学医学部麻酔学講座集中治療部，3.札幌医科大学医学部救急医学
講座） 

DSYi-7 -5 敗血症に伴う急性腎障害からの回復とCRRT除水量設定およびCVPの関係
成宮 博理，檜垣 聡，荒井 裕介，北村 誠，飯塚 亮二（京都第二赤十字病院救急救命センター救急部） 

P：小児領域

第 1日目（2月 9日）

15：40～ 17：50　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
シンポジウム P-1　 小児における神経集中治療ガイドライン作成に向けて ～心拍再開後・重症頭部外傷・急性脳炎脳症をはじめとして～

座長 清水 直樹（東京都立小児総合医療センター救命・集中治療部）
 松井 彦郎（長野県立こども病院小児集中治療科）

DSYp-1-1 【Keynote Lecture】Neurocritical care management of post-resuscitation syndrome
Robert C Tasker（Harvard Medical School, Departments of Neurology and Anesthesiology, Perioperative and Pain 
Medicine, Division of Critical Care Medicine, Boston Children’s Hospital, USA） 

DSYp-1-2 小児重症頭部外傷における神経集中治療の選択と減圧開頭術の適応
荒木 尚，横田 裕行，布施 明，横堀 将司，恩田 秀賢，高山 泰広（日本医科大学救急医学） 

DSYp-1-3 小児「院内」心停止蘇生後脳症に対する低体温療法について ～ J-NRCPRレジストリから～
渡邉 伊知郎 1，齊藤 修 1, 2，本間 順 1, 2，徳平 夏子 2，藤原 直樹 2，清水 直樹 1, 2, 3（1.東京都立小児総合医療センター救命・
集中治療部集中治療科，2.J-NRCPRグループ，3.PResSグループ） 

DSYp-1-4 小児の院外心停止（OHCA）に対するTargeted Temperature Management（TTM）の有効性は？
新田 雅彦（大阪医科大学医学部救急医学教室） 

DSYp-1-5 小児急性脳炎・脳症に対する低体温療法について
平井 克樹（熊本赤十字病院小児科） 

DSYp-1-6 小児における神経集中治療ガイドライン作成に向けて : その他の病態に対する中枢神経指向集中治療
池山 貴也 1，清水 直樹 2（1.あいち小児保健医療総合センター，2.都立小児総合医療センター） 



－ 54 －

医
師
部
門

講

演

等

第 2日目（2月 10日）

10：20～ 11：50　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
シンポジウム P-2　小児における急性血液浄化法 ～適応から施行条件まで～

座長 平井 克樹（熊本赤十字病院こども医療センター小児科）
 永渕 弘之（神奈川県立こども医療センター集中治療科）

DSYp-2-1 当院PICUにおける急性血液浄化療法の現状について
大平 智子，武藤 雄一郎，平井 克樹（熊本赤十字病院こども医療センター） 

DSYp-2-2 小児における血液浄化療法適応の検討
和田 翔，嶋岡 英輝，宇城 敦司，大塚 康義，奥村 将年，岩田 博文，菅 敏晃，宮内 清司（大阪市立総合医療センター
集中治療部） 

DSYp-2-3 川崎病と小児拡張型心筋症に対する血漿交換療法の有効性と安全性について
小泉 敬一 1，星合 美奈子 1，戸田 孝子 1，喜瀬 広亮 1，長谷部 洋平 1，松田 兼一 2，杉田 完爾 1（1.山梨大学医学部小児科，
2.山梨大学医学部救急集中治療医学講座） 

DSYp-2-4 小児病院における小児急性血液浄化療法の施行条件
永渕 弘之（神奈川県立こども医療センター集中治療科） 

DSYp-2-5 わが国における小児急性血液浄化療法の実態
伊藤 秀一（横浜市立大学医学部小児科）

C：循環器領域

第 1日目（2月 9日）

10：40～ 12：10　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
シンポジウム C-1　虚血性心疾患の集中治療管理（薬物治療から血行再建、補助循環まで）

座長 野々木 宏（静岡県立総合病院循環器内科）
 吉野 秀朗（杏林大学医学部付属病院循環器内科）

DSYc-1-1 【Keynote Lecture】虚血性心疾患の集中治療の現状  
高山 守正 1, 2，山崎 正雄 1，宮内 克己 1，宮地 秀樹 1，三浦 瑞樹 1，山下 淳 1，鈴木 誠 1, 2，中村 正人 1，代田 浩之 1，藤本 肇 1，
立花 栄三 1，関 敦 2，桃原 哲也 2，長尾 建 1（1.東京都CCUネットワーク学術委員会，2.榊原記念病院循環器内科） 

DSYc-1-2 プレホスピタルからCCUへ、ACS患者の広域搬送の現状  
廣上 貢 1，佐藤 宏行 1，矢加部 大輔 1，杉本 洋一郎 1，畠 信哉 1，村上 弘則 1，奈良 理 2，高橋 功 2（1.手稲渓仁会病院心
臓血管センター循環器内科，2.手稲渓仁会病院救命救急センター救急科） 

DSYc-1-3 急性心筋梗塞に対する緊急血行再建の実際
羽原 誠二，門田 一繁，光藤 和明（倉敷中央病院循環器内科） 

DSYc-1-4 血行再建後の加療：CCUでの患者管理、施設の現状
白井 伸一，蔵満 昭一，道明 武範，廣島 謙一，兵頭 真，曽我 芳光，安藤 献児（小倉記念病院循環器科） 

DSYc-1-5 当院におけるPCPS管理を必要とした症例の予後調査
山本 真吾，中村 智弘，船山 大，和田 浩，坂倉 建一，池田 奈保子，梅本 富士，菅原 養厚，三橋 武司，百村 伸一（自
治医科大学付属さいたま医療センター） 

DSYc-1-6 急性心筋梗塞治療における補助循環の現状と今後の課題 ─東京都CCUネットワークデータベースから─
山下 淳 1，高山 守正 2，高木 厚 2，宮内 克己 2，山崎 正雄 2，田中 博之 2，吉川 雅智 2，宮地 秀樹 2，山科 章 3，長尾 健 2

（1.東京都CCUネットワーク学術委員会，東京医科大学病院循環器内科，2.東京都CCUネットワーク学術委員会，
3.東京医科大学病院循環器内科） 

第 2日目（2月 10日）

14：20～ 15：50　第 1会場　ホテル日航東京 1F ペガサス A+B
シンポジウム C-2　急性・慢性肺血栓塞栓症の集中治療

座長 荻野 均（東京医科大学病院心臓血管外科）
 松原 広己（国立病院機構岡山医療センター循環器科）

DSYc-2-1 【Keynote Lecture】Latest topics of surgical approach for pulmonar y thromboembolism
David P Jenkins（Department of Cardiothoracic Surgery, Papworth Hospital, Cambridge, UK）

DSYc-2-2 急性肺血栓塞栓症の内科治療
田邉 康宏 1, 2，間淵 圭 2，水野 篤 2，山本 剛 2，尾林 徹 2，高山 守正 2，長尾 建 2（1.聖マリアンナ医科大学循環器内科，
2.東京都CCUネットワーク学術委員会） 

DSYc-2-3 重症急性肺血栓塞栓症に対する外科治療
福田 幾夫（弘前大学大学院医学研究科胸部心臓血管外科）

DSYc-2-4 妊婦の重症肺血栓塞栓症に対する集中治療と分娩時期の決定プロセス
黒岩 政之，新井 正康（北里大学医学部麻酔科学） 
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DSYc-2-5 慢性血栓塞栓性肺高血圧症の内科的治療
松原 広己（国立病院機構岡山医療センター循環器科） 

DSYc-2-6 慢性肺血栓塞栓症の外科的治療と周術期管理
小泉 信達，佐藤 雅人，戸口 佳代，鈴木 隼，丸野 恵太，高橋 聡，岩橋 徹，岩崎 倫明，松山 克彦，荻野 均（東京医科
大学心臓血管外科） 

16：00～ 17：30　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
シンポジウム C-3　治療抵抗性の重症心不全に挑む

座長 山本 一博（鳥取大学医学部病態情報内科学）
 百村 伸一（自治医科大学附属さいたま医療センター）

DSYc-3-1 【Keynote Lecture】Pharmacotherapy in hear t failure with reduced ejection fraction. Time for a new approach?
Faiez Zannad（INSERM, Centre d’Investigation Clinique 9501 and Unité 1116, Centre Hospitalier Universitaire, 
Department of Cardiology, and Université de Lorraine, Nancy, France）

DSYc-3-2 薬物治療を用いて治療抵抗性の重症心不全治療に挑む
奥村 貴裕，渡辺 直樹，加納 直明，森 寛暁，深谷 兼次，澤村 昭典，森本 竜太，室原 豊明（名古屋大学大学院医学系
研究科循環器内科学） 

DSYc-3-3 デバイスを用いて治療抵抗性の重症心不全に挑む
大谷 朋仁 1，澤 芳樹 2，坂田 泰史 1（1.大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学，2.大阪大学大学院医学系研究科
心臓血管外科学） 

DSYc-3-4 社会で治療抵抗性の重症心不全に挑む
弓野 大（ゆみのハートクリニック）

第 3日目（2月 11日）

8：40～ 10：10　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
シンポジウム C-4　CCU/ICUにおける不整脈マネージメント

座長 里見 和浩（東京医科大学八王子医療センター）
 平岡 栄治（東京ベイ・浦安市川医療センター内科）

DSYc-4-1 低心機能患者における抗不整脈薬の使用法
奥村 恭男，平山 篤志（日本大学医学部内科学系循環器内科学分野） 

DSYc-4-2 敗血症に合併した上室性頻脈性不整脈のレート /リズムコントロールに Landiololは安全かつ有用である
岡島 正樹，野田 透，吉田 太治，山本 剛史，佐藤 康次，越田 嘉尚，喜多 大輔，谷口 巧（金沢大学附属病院集中治療部） 

DSYc-4-3 ICUにおけるランジオロール持続静注から経皮吸収型ビソプロロール貼付剤への移行療法の有効性
大島 和馬，山本 幸，福田 龍将，中村 謙介（日立総合病院救命救急センター） 

DSYc-4-4 電気ショック抵抗性心室細動に対するニフェカラントとアミオダロンの使い分け
原山 信也，二瓶 俊一，長田 圭司，伊佐 泰樹，相原 啓二，蒲地 正幸（産業医科大学病院集中治療部） 

A：救命救急領域

第 1日目（2月 9日）

14：00～ 15：30　第 2会場　ホテル日航東京 1F ペガサス C
シンポジウム A　Abdominal Compartment Syndromeの基礎と臨床

座長 久志本 成樹（東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学）
 織田 順（東京医科大学病院救命救急センター）

DSYa-1 Wittmann patchを使用した open abdomen management
松本 松圭，豊田 幸樹年，佐藤 智洋，折田 智彦（済生会横浜市東部病院救命救急センター）

DSYa-2 Open Abdominal Managementの適応と予後に関する検討
川副 友，酒谷 佳世，中島 強，田中 真生，柴田 尚明，上田 健太郎，山添 真志，岩崎 安博，木田 真紀，加藤 正哉（和
歌山県立医科大学医学部救急集中治療医学講座） 

DSYa-3 重症腹部外傷に対するAbdominal Compar tment Syndrome回避のためのmultimodal strategy
安松 比呂志 1，齋藤 伸行 1，服部 陽 1，本村 友一 1，益子 一樹 1，林田 和之 1，八木 貴典 1，松本 尚 1，横田 裕行 2（1.日
本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2.日本医科大学救急医学） 

DSYa-4 重症急性膵炎（SAP）に合併した abdominal compar tment syndrome（ACS）症例の臨床検討
白井 邦博 1，吉田 省造 2，中野 通代 2，中野 志保 2，鈴木 浩大 2，安田 立 2，土井 智章 1，豊田 泉 2，小倉 真治 2（1.一宮
市立市民病院救急科，2.岐阜大学医学部高度救命救急センター） 

DSYa-5 小児腹部コンパートメント症候群（ACS）の臨床像の検討
宮本 聡美，松本 正太朗，西村 奈穂（国立成育医療研究センター病院集中治療科） 

DSYa-6 広範囲熱傷におけるACSリスクと管理の工夫
織田 順 1，上山 昌史 2，行岡 哲男 1（1.東京医科大学病院救命救急センター，2. JCHO中京病院救急科） 
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DSYa-7 広範囲熱傷に対する abdominal compar tment syndrome回避を目指した albumin-based original fluid formula
久志本 成樹 1，遠藤 智之 2，野村 亮介 2，工藤 大介 1，大邉 寛幸 2（1.東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救
急医学，2.東北大学病院救急科/高度救命救急センター） 

ワークショップ
第 3日目（2月 11日）

8：40～ 11：10　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
ワークショップ　集中治療最新文献厳選 42 ─最新知見をうまく臨床応用するには─

座長 武居 哲洋（横浜市立みなと赤十字病院救命救急センター集中治療部）
 讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部）

DW1 中枢神経，鎮痛・鎮静
毛利 英之（沖縄県立中部病院集中治療部） 

DW2 呼吸
鈴木 聡（岡山大学病院集中治療部）

DW3 循環器・心肺蘇生
柏浦 正広（東京都立墨東病院救命救急センター） 

DW4 腎・電解質・輸液
江木 盛時（神戸大学大学院医学研究科外科系講座麻酔科学分野） 

DW5 内分泌・代謝・栄養
畠山 淳司（横浜市立みなと赤十字病院救命救急センター集中治療部）

DW6 感染症
加藤 之紀（大津市民病院救急診療科・集中治療部） 

DW7 血液・凝固
工藤 大介（東北大学大学院医学系研究科救急医学分野，東北大学病院高度救命救急センター ）

DW8 小児全般
池山 貴也（あいち小児保健医療センター小児集中治療科） 

DW9 その他（終末期医療，システム，労働環境，教育，MET など）
岩下 義明（三重大学病院救命救急センター）

Pro-Con
第 1日目（2月 9日）

10：40～ 11：40　第 15会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ハーモニー
Pro-Con 1　集中治療における日本人の医療研鑽は国内で行われるべきである

座長 渡邉 雅貴（東京医科大学循環器内科）
PC1-1 【Pro】医療研鑽は日本国内で行うべきである

香坂 俊（慶應義塾大学循環器内科）
PC1-2 【Con】医療研鑽は海外で行うべきである

林 淑朗（亀田総合病院集中治療部）

第 2日目（2月 10日）

8：40～ 9：20　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
Pro-Con 2　高度虚血性心疾患合併症例の一般外科麻酔導入に IABPは是か非か。非侵襲的カウンターパルセーションの導入は意義があるか ?

座長 長尾 建（日本大学病院循環器病センター循環器内科）
PC2-1 【Pro】一般外科麻酔導入に IABPは是か非か。非侵襲的カウンターパルセーション（CCP） の導入意義はあるか ?

許 俊鋭 1，西村 隆 1，坂野 康人 1，石井 正晃 1，高岡 祐子 1，相川 和之 1，小倉 信 1，清水 剛 1, 2（1.東京都健康長寿医療
センター心臓外科，2.長野松代総合病院）

PC2-2 【Con】高度虚血性心疾患合併症例の一般外科麻酔導入に IABPは是か非か？ CONの立場より
野村 実（東京女子医科大学麻酔科学教室）

9：30～ 10：10　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
Pro-Con 3　人工呼吸管理に食道内圧測定は必要か？

座長 倉橋 清泰（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
PC3-1 【Pro】人工呼吸管理に食道内圧測定は必要である : 理論と実践

吉田 健史（大阪大学医学部附属病院集中治療部）
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PC3-2 【Con】人工呼吸管理に食道内圧測定は必須ではない
今中 秀光（徳島大学病院ER・災害医療診療部）

10：20～ 11：00　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
Pro-Con 4　ICUの運営形態はオープンであるべきか？（経済効率も含めて）

座長 松田 兼一（山梨大学医学部救急集中治療医学講座）
PC4-1 【Pro】ICUの運営形態はオープンであるべきだ！ ─ Closed ICU 運営の経験から─

畠山 登（愛知医科大学医学部麻酔科学講座・周術期集中治療部） 
PC4-2 【Con】Closed ICUは医療の質と経済性を両立できる

小野寺 睦雄（徳島大学病院救急集中治療部）

11：10～ 11：50　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
Pro-Con 5　ARDSの人工呼吸管理において筋弛緩薬は使うべきか？

座長 川前 金幸（山形大学医学部麻酔科学講座）
PC5-1 【Pro】ARDSの人工呼吸管理において筋弛緩薬は使うべきか？

内山 昭則（大阪大学大学院医学研究科麻酔集中治療医学） 
PC5-2 【Con】早期ARDSの人工呼吸管理に筋弛緩薬は必須ではない

尾崎 孝平（神戸百年記念病院麻酔集中治療部） 

14：40～ 15：20　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
Pro-Con 6　小児敗血症性ショックでは、60 ml/kgの急速輸液をすべきである

座長 櫻井 淑男（埼玉医科大学総合医療センター）
PC6-1 【Pro】小児敗血症性ショックでは 60 ml/kgの急速輸液をすべきである

青木 一憲，西村 奈穂，中川 聡（国立成育医療研究センター病院集中治療科）
PC6-2 【Con】小児敗血症性ショックでは、60 ml/kgの急速輸液をすべきである

新津 健裕（東京都立小児総合医療センター）

15：30～ 16：10　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
Pro-Con 7　ARDSにおいて荷重側無気肺は許容できる

座長 貝沼 関志（名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部）
PC7-1 【Pro】ARDSにおいて荷重側無気肺は許容できる

藤野 裕士（大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学教室）
PC7-2 【Con】ARDSにおいて荷重側無気肺は許容できない

小谷 透（東京女子医科大学麻酔科・中央集中治療部）

16：20～ 17：00　第 5会場　ホテル日航東京 1F オリオン
Pro-Con 8　早期気管切開の是非

座長 谷口 巧（金沢大学医薬保健研究域麻酔蘇生学）
PC8-1 【Pro】集中治療における早期気管切開の有用性

金井 尚之 1，下稲葉 みどり 1，切田 学 2（1.東京警察病院救急科，2.加古川西市民病院救急科）
PC8-2 【Con】集中治療室における気管切開の時期と適応：気管切開慎重派の立場から

山本 剛史（金沢大学附属病院麻酔科蘇生科）

リフレッシャーズセミナー ～専門医テキスト徹底解説～
第 1日目（2月 9日）

9：00～ 9：40　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 1（RS1）　先天性心疾患の評価 ～循環不全の早期発見と病態の理解～

演者 竹内 宗之，橘 一也（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
座長 竹内 護（自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座）

9：50～ 10：30　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 2（RS2）　心不全の薬物療法

演者 佐藤 直樹（日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科集中治療室）
座長 平山 篤志（日本大学医学部内科学系循環器内科学分野）
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10：40～ 11：20　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 3（RS3）　ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）を極める！

演者 石倉 宏恭 1，川野 恭雅 2，仲村 佳彦 2，村井 映 2（1.福岡大学医学部救命救急医学講座，2.福岡大学病院救命救
急センター）

座長 垣花 泰之（鹿児島大学医学部・歯学部附属病院集中治療部）

11：30～ 12：10　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 4（RS4）　人工呼吸（設定、合併症、ECMO）

演者 竹田 晋浩（日本医科大学付属病院外科系集中治療科）
座長 武田 純三（東京医療センター）

14：00～ 14：40　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 5（RS5）　中枢神経モニタリング

演者 黒田 泰弘（香川大学医学部救急災害医学）
座長 福家 伸夫（帝京大学ちば総合医療センター救急集中治療センター）

14：50～ 15：30　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 6（RS6）　急性腎傷害

演者 三高 千惠子（東京医科歯科大学大学院救命救急医学）
座長 国元 文生（群馬大学 ICU）

15：40～ 16：20　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 7（RS7）　Abdominal compartment syndrome（ACS）

演者 小林 誠人（公立豊岡病院但馬救命救急センター）
座長 坂本 照夫（久留米大学医学部救急医学講座）

16：30～ 17：10　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 8（RS8）　重症熱傷患者の管理

演者 森村 尚登（横浜市立大学大学院医学研究科救急医学）
座長 田勢 長一郎（福島県立医科大学）

17：20～ 18：00　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 9（RS9）　ペースメーカー、ICDの適応と管理

演者 中尾 浩一（済生会熊本病院心臓血管センター 循環器内科）
座長 宮崎 俊一（近畿大学医学部循環器内科学）

第 2日目（2月 10日）

14：40～ 15：20　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 10（RS10）　急性肝不全

演者 西田 修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
座長 岡元 和文（丸子中央病院）
 

15：30～ 16：10　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 11（RS11）　副腎機能障害

演者 土井 松幸（浜松医科大学医学部付属病院集中治療部）
座長 行岡 秀和（大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科救急医学講座）
 

16：20～ 17：00　第 4会場　ホテル日航東京 1F アポロン
リフレッシャーズセミナー 12（RS12）　呼吸のパラメータとモニタリング

演者 川前 金幸（山形大学医学部麻酔科学講座）
座長 多治見 公高（秋田労災病院）
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ラウンドテーブル
I：ICU領域

第 2日目（2月 10日）

8：40～ 10：10　第 15会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ハーモニー
ラウンドテーブル I-1　急性非代償性心不全患者における体液コントロールの問題点とその対策 ─うっ血除去と臓器血流維持のジレンマ

座長 吉原 史樹（国立循環器病研究センター高血圧・腎臓科）
DRTi-1 -1 　急性非代償性心不全患者における急性腎傷害の臨床的意義

高谷 陽一 1，吉原 史樹 2，横山 広行 3，神崎 秀明 3，北風 政史 3，後藤 葉一 3，安斉 俊久 3，安田 聡 3，小川 久雄 3，河野 
雄平 2（1.岡山大学循環器内科，2.国立循環器病研究センター高血圧・腎臓科，3.国立循環器病研究センター心臓血
管内科） 

DRTi-1 -2 　低拍出症候群に対するトルバプタンの有用性
小林 正武，渡邉 雅貴，田谷 侑司，朴 有紀，今井 靖子，高田 佳史，山科 章（東京医科大学病院循環器内科） 

DRTi-1 -3 　利尿剤抵抗性重症心不全に優先すべきはトルバプタン？持続血液ろ過透析？
笹尾 健一郎 1，高橋 未来 1，関根 和彦 1，栗原 智宏 1，上倉 花恵 1，武部 元次郎 1，豊田 幸樹年 2，折田 智彦 2，北野 光
秀 2（1. 東京都済生会中央病院救命救急センター，2. 済生会横浜市東部病院救命救急センター）

DRTi-1 -4 　心腎症候群から維持透析導入となった症例の問題点とその対策
吉原 史樹 1，中村 敏子 1，岸田 真嗣 1，石塚 梓 1，安田 聡 2，小林 順二郎 3，小川 久雄 2，河野 雄平 1（1.国立循環器病研
究センター高血圧・腎臓科，2.国立循環器病研究センター心臓血管内科，3.国立循環器病研究センター心臓血管
外科） 

DRTi-1 -5 　AKIバイオマーカーとしての尿中NGALの特徴と集中治療・循環器領域への応用
森 潔 1，横井 秀基 2，笠原 正登 3，柳田 素子 2（1.京都大学医学研究科メディカルイノベーションセンター，2.京都大
学医学研究科腎臓内科，3.京都大学医学部臨床研究総合センター） 

10：20～ 11：20　第 15会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F ハーモニー
ラウンドテーブル I-2　集中治療における血栓症

座長 石倉 宏恭（福岡大学医学部救命救急センター）
DRTi-2 -1 重症外傷におけるDVT/PEとヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の関係

湯本 哲也，平山 敬浩，芝 直基，塚原 紘平，山内 英雄，寺戸 通久，佐藤 圭路，鵜川 豊世武，市場 晋吾，氏家 良人（岡
山大学病院高度救命救急センター） 

DRTi-2 -2 当院 ICUにおける静脈血栓塞栓症予防プロトコルの運用実績
辻 達也，仙頭 佳起，藤掛 数馬，吉澤 佐也，加藤 利奈，志田 恭子，播磨 恵，宮津 光範，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・危機管理医学分野） 

DRTi-2 -3 日本の外傷センターにおける静脈血栓塞栓症の発生率とその対策
三木 竜介，江川 悟史，菊田 正太，古賀 聡人，甲斐 聡一朗，井上 明彦，川瀬 鉄典，石原 諭，中山 伸一（兵庫県災害
医療センター救急部） 

DRTi-2 -4 当院における周術期静脈血栓塞栓症の疫学研究
齋藤 伸行 1，松本 尚 1，金 徹 1, 2，岡崎 大武 3，鶴見 昌史 3，富田 和憲 3，品田 卓郎 3，畑 典武 3（1.日本医科大学千葉北
総病院救命救急センター，2.日本医科大学千葉北総病院麻酔科，3.日本医科大学千葉北総病院集中治療部） 
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【看護部門講演等】
招請講演

第 2日目（2月 10日）

10：40～ 11：40　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
招請講演（NIL）Implementing Evidence-Based Best Practices to Prevent Ventilator-Associated Events

演者 Devin S Carr（Surgery Patient Center, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA）
司会 宇都宮 明美（聖路加国際大学成人看護学）

特別講演
第 1日目（2月 9日）

14：00～ 15：00　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
特別講演（NSL）地域包括ケアシステムにおける特定集中治療室の看護の在り方

演者 筒井 孝子（兵庫県立大学大学院経営研究科）
司会 下村 陽子（国立大学法人信州大学医学部附属病院）
 

教育講演
第 1日目（2月 9日）

9：00～ 10：00　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
教育講演 1（NEL1）　急性期心臓リハビリテーション：メンタルヘルスケアの視点から

演者 山内 典子（東京女子医科大学病院）
司会 松本 幸枝（公益財団法人心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院）

10：00～ 11：00　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
教育講演 2（NEL2）　看護研究 ─文献を臨床に活用するためには─

演者 高島 尚美（東京慈恵会医科大学看護学科）
司会 藤野 智子（聖マリアンナ医科大学病院看護部）

15：00～ 16：00　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
教育講演 3（NEL3）　クリティカルケア看護師の専門性

演者 石井 美恵子（東京医療保健大学東が丘・立川看護学部）
司会 田村 富美子（聖路加国際大学病院救命救急センター）

第 2日目（2月 10日）

8：40～ 9：40　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
教育講演 4（NEL4）　急性期看護に必要な老年看護

演者 坂口 千鶴（日本赤十字看護大学）
司会 神田 直樹（北海道医療大学成人看護学講座）

第 2日目（2月 10日）

9：40～ 10：40　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
教育講演 5（NEL5）　集中治療における倫理的課題と倫理カンファレンス

演者 黒須 三惠（東京医科大学医学部生命倫理学（医学倫理学）教室）
司会 中野 八重美（東京医科大学病院看護部）
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パネルディスカッション
第 1日目（2月 9日）

16：00～ 17：30　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
パネルディスカッション 1　多職種連携

座長 須東 光江（東北大学病院 ICU）
 内田 順子（佐賀大学医学部付属病院 ICU・CCU）

NPD1-1 大規模大学病院における多職種連携チーム医療の取り組み
山下 千鶴，中村 智之，原 嘉孝，前田 舞，内山 壮太，小松 聖史，福島 美奈子，新美 太祐，柴田 純平，西田 修（藤田
保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

NPD1-2 看護師主体による ICU入院時他職種カンファレンスの効果と今後の課題
桜木 伶佳，土居 幸乃，谷脇 和歌子，手嶋 英樹，入江 博之（社会医療法人近森会近森病院 ICU） 

NPD1-3 自殺企図患者における精神科チーム、ソーシャルワーカーとの連携
宮道 亮輔 1，柳沢 八重子 2，今野 健一郎 1，田中 裕之 1，三谷 英範 1，三上 哲 1，伊藤 恭太郎 1，望月 俊明 1，大谷 典生 1，
石松 伸一 1（1.聖路加国際病院救急部，2.聖路加国際病院救命救急センター） 

NPD1-4 継続看護を実践するために私たちが今やるべきこと
酒見 大輔，谷本 裕美，高田 智子，佐伯 紘子，上野 弘惠，井上 健（独立行政法人国立病院機構関門医療センター集
中治療室） 

NPD1-5 電撃性紫斑病により治療が複雑化し多職種カンファレンスを実施した事例を振り返る
米廣 由紀，伊藤 美紗子，萩原 明子，伊藤 麻里子，仁平 知保，小美濃 明子，高野 裕美子，岡本 竜哉（独立行政法人
国立国際医療研究センター病院 ICU） 

NPD1-6 ステージ IV期COPD患者の人工呼吸器離脱に成功した一例 ─多職種による離脱プログラムの実施を行って─
都 弓恵，稲岡 梨乃，小松 義輝，武士 昌裕（北播磨総合医療センター） 

第 2日目（2月 10日）

13：50～ 15：20　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
パネルディスカッション 2　急性期嚥下リハビリテーション

座長 尾野 敏明（杏林大学医学部付属病院集中ケア認定看護師教育課程）
 渡辺 郁子（日本大学病院救命救急センター）

NPD2-1 心臓血管外科術後における嚥下障害の発生に関わる要因
石口 祥夫 1，湯口 聡 1，中島 真治 1，吉村 香映 1，松尾 知洋 1，氏川 拓也 1，大塚 翔太 1，黒田 浩佐 2，石井 智子 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麻酔科） 

NPD2-2 気管挿管を要した外科症例での嚥下機能の推移と嚥下障害の遷延因子の検討
藤原 麻美子 1，臼井 章浩 2，蛯原 健 2，郷間 厳 3，木村 純子 1，柳原 栄子 4，北野 夏子 4（1.市立堺病院リハビリテーショ
ン技術科，2.市立堺病院救急外科，3.市立堺病院呼吸器内科，4.市立堺病院看護局） 

NPD2-3 人工呼吸離脱後の急性期嚥下リハビリの導入基準としての舌圧測定の有用性
小寺 厚志，鷺島 克之，新森 大佑，田代 貴大，蒲原 英伸，木下 順弘（熊本大学医学部付属病院集中治療部） 

NPD2-4 当院における急性期の摂食嚥下リハビリテーション
井上 浩明 1，前田 秀博 2（1.近森病院リハビリテーション部言語療法科，2.近森病院リハビリテーション部理学療法
科） 

NPD2-5 経口摂取確立に向けた取り組み
緒方 静子（福岡大学病院救命救急センター） 

NPD2-6 当院 ICUにおける摂食・嚥下リハビリテーションの現状と展望
榎田 幸助 1，岡田 大輔 1，山田 浩二 1，高志 賢太郎 2，上杉 英之 2，西上 和宏 2（1.社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病
院リハビリテーション部，2.社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院集中治療室） 

第 3日目（2月 11日）

8：40～ 10：10　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
パネルディスカッション 3　RRS

座長 植村 桜（大阪市立総合医療センター看護部）
 髙橋 栄樹（日本赤十字社浜松赤十字病院救急病棟）

NPD3-1 当院における予期せぬ心停止症例の検討
永田 明恵 1，安宅 一晃 2，内藤 祐介 1，井上 聡己 3，田中 優 1，川口 昌彦 1（1.奈良県立医科大学附属病院麻酔科学教室，
2.奈良県立医科大学附属病院医療安全推進室，3.奈良県立医科大学附属病院集中治療部） 

NPD3-2 院内急変で集中治療室へ入室した患者の前駆徴候についての事後検証
古味 秀美，島田 佐苗（独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院） 
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NPD3-3 RRS導入により明らかになった病状変化時の問題点とその対策
工藤 由子 1，今野 眞理 1，永谷 創石 1，佐々木 愛 1，佐久間 瞳 1，津久田 純平 1，内藤 貴基 1，嘉村 洋志 1，藤谷 茂樹 1，
望月 俊明 2（1.東京ベイ浦安市川医療センター，2.聖路加国際病院） 

NPD3-4 ICU緊急入室症例に対するラウンド方式のRRT（Rapid Response Team）介入の効果
宮原 聡子 1，安宅 一晃 2，有元 秀樹 1，重光 胤明 1，奥村 将年 1，松村 京子 1，松下 千紘 1，千田 多絵子 1，佐橋 佳子 1，
植村 桜 1（1.大阪市立総合医療センターICU，2.奈良県立医科大学麻酔科） 

NPD3-5 RRT専用PHS選択率の変化～RST専用PHSとの使い分けと要請者の認識の変化～
森安 恵実 1，小池 朋孝 1，小山 明里 1，黒岩 政之 2，稲垣 泰斗 3，服部 潤 3，新井 正康 1, 4（1.北里大学病院集中治療セン
ターRST・RRT室，2.北里大学医学部麻酔科学，3.北里大学医学部救命救急医学，4.北里大学医学部附属新世紀医
療開発センター） 

NPD3-6 当センターにおけるRapid Response System（RRS）の新人看護師教育試み
佐々木 愛，永谷 創石，工藤 由子，津久田 純平，藤谷 茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センターRRS部会） 

シンポジウム
第 3日目（2月 11日）

10：10～ 11：40　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
シンポジウム　J-PADを臨床で実践するために

座長 古賀 雄二（山口大学医学部附属病院集中治療部）
 吹田 奈津子（日本赤十字社和歌山医療センター）

NSY-1 J-PADを臨床で実践するために ─せん妄
剱持 雄二（東海大学医学部付属八王子病院 ICU・CCU）

NSY-2 J-PADを臨床で実践するために ─痛み、不穏・鎮静管理のすすめかた
神山 淳子（自治医科大学附属病院集中治療部）

NSY-3 J-PADを臨床で実践するための非薬理学的介入を中心としたチームケアアプローチの実際
西村 祐枝（地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター）

NSY-4 鎮静スケールを用いた早期リハビリテーション戦略
飯田 有輝（厚生連海南病院リハビリテーション科）

ワークショップ
第 1日目（2月 9日）

16：10～ 17：40　第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
ワークショップ（NW）　編集委員会企画：とにかく看護研究をやってみよう！

演者 高島 尚美（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
コーディネーター 藤井 玲子（岡山大学病院）
   大江 理英（大阪警察病院）
   櫻井 文乃（聖路加国際大学）
 

交流セッション
第 1日目（2月 9日）

11：00～ 12：00　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
交流セッション 1　早期離床プログラム

座長 桑原 勇治（福井大学医学部附属病院）
 後藤 由香里（東京医科歯科大学医学部附属病院）

NEX1-1 国内施設における気管挿管患者に対する早期離床の現状報告
小松 由佳 1，卯野木 健 2，中田 諭 3，塚原 大輔 3，清水 孝宏 4，尾野 敏明 1，道又 元裕 1，小幡 賢吾 5，高橋 哲也 6（1.杏
林大学医学部付属病院，2.筑波大学附属病院，3.日本看護協会看護研修学校，4.那覇市立病院，5.岡山赤十字病院，
6.東京工科大学医療保健学部理学療法学科） 

NEX1-2 定期外科手術患者の離床フローチャートを導入して
長屋 佳奈子，小笠原 希依子，小川 勝利，坂上 祐子，中島 侑子，友原 千恵，安藤 千恵，坂口 栞，内山 泉，佐藤 信枝
（中部労災病院） 

NEX1-3 離床訓練プロトコルを用いたリハビリによるQIの変化
武部 裕美，井出 康介，石川 真，木戸 久実子，吉田 和寛（滋賀医科大学医学部附属病院看護部） 



－ 63 －

講

演

等

看
護
部
門

NEX1-4 集中治療室における医原性リスク低減をめざした早期離床への活動
高田 早苗，梶原 真由美（九州大学病院集中治療部・救命救急センター救命 ICU） 

NEX1-5 多職種連携したリハビリチームの介入による ICU入院患者の離床状況における調査
鹿島 秀明（医誠会病院） 

15：00～ 16：10　第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
交流セッション 2　安全 ─身体拘束

座長 西村 祐枝（山口県立総合医療センターICU）
 伊藤 明子（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター）

NEX2-1 集中治療室看護師の身体拘束に対する判断の現状調査
五十嵐 恵，増田 真理，松田 佳（山形県立救命救急センター） 

NEX2-2 計画外抜去に関するインシデントの分析
鈴木 梢，南日 伶奈，徳嶺 梨香，川原 千香子（東京医科大学病院集中治療部） 

NEX2-3 HCUにおける自己抜去患者の言語・行動の分析
中村 真央，諏訪 早苗，齊藤 真美，玉木 綾乃，角田 絢美，福田 幸人，松本 千香江（社会福祉法人三井記念病院
HCU） 

NEX2-4 鎮静・鎮痛プロトコル導入後の薬剤指示と抑制帯使用率の変化
山田 かの子（近江八幡市立総合医療センター） 

NEX2-5 CAM-ICU導入前後の抑制の施行状況と今後の課題
土屋 志保 1，森安 恵実 2，原田 亜希 1，江川 和喜 1，山野辺 みち子 1（1.北里大学病院救命救急・災害医療センター，
2.北里大学病院RST/RRT室） 

第 2日目（2月 10日）

10：40～ 11：50　第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
交流セッション 3　せん妄

座長 伊藤 聡子（神戸市立医療センター中央市民病院看護部）
 青木 久美子（産業医科大学病院集中治療室）

NEX3-1 当院 ICUにおける気管挿管患者のせん妄の実態
坂西 佐久子，稲葉 亜希，卯野木 健，中川 遥，櫻本 秀明，柴 優子，松田 武賢，大関 武（筑波大学附属病院集中治療室） 

NEX3-2 演題取り下げ
NEX3-3 がんの手術を受けて ICUに入室した患者のせん妄発症の実態～CAM-ICUを用いての評価～

高田 佳澄，桑原 淳子，小泉 素子（独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター） 
NEX3-4 ICDSCを導入した高度治療室における「せん妄」リスクの評価

岡本 愛美（沖縄赤十字病院集中治療部） 
NEX3-5 ICU入室患者の認知機能とせん妄発症との関連性

川原 慶子，岸田 敬子，野々上 愛，細田 彩花（医療法人社団洛和会丸太町病院） 

13：50～ 14：50　第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
交流セッション 4　集中治療看護師検討委員会企画「治療看護師に求められる臨床実践能力とは何か？」

座長 神田 直樹（北海道医療大学）
 原田 美樹（山形県立中央病院）

NEX4-1 集中治療看護師に求められる臨床実践能力の構成要素の抽出と検討
濱本 実也（公立陶生病院集中治療室兼ER-ICU） 

NEX4-2 集中治療室看護師に必要な疾患知識
斉藤 伸行（日本医科大学千葉北総病院救命救急センター） 

NEX4-3 集中治療看護師に求める能力とは　CEとして
鈴木 健一（日本医科大学付属病院ME部） 

NEX4-4 ICUにおけるリハビリテーションに必要な看護師能力
横山 仁志（聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部） 

14：50～ 15：50　第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
交流セッション 5　ICU看護師の教育・ラダー

座長 仁科 典子（大阪警察病院）
 井村 久美子（社会医療法人敬愛会中頭病院）

NEX5-1 ICUクリニカルラダーの作成・運用開始と今後の課題
原 あかね，伊藤 麻里子，米廣 由紀，小美濃 明子，仁平 知保，高野 裕美子（独立行政法人国立国際医療研究センター
病院 ICU） 

NEX5-2 A病院における ICUラダーに従った教育の成果 ─ポートフォリオとグループ教育を活用して─
山本 加奈子（自衛隊中央病院） 
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NEX5-3 PNS看護方式によるOJTを併用したマトリクス教育プログラム導入の効果
日南川 喜恵，榎島 陽子，正木 明子，文野 友美，岩井 栄美，柳原 永子（市立堺病院看護局救急集中治療科） 

NEX5-4 異動看護師が職場に適応し成長する背景
若林 世恵，佐々木 祐美（富山大学附属病院） 

NEX5-5 ICU看護師は postanesthesia care unit看護師としても活躍しうる
仙頭 佳起，冨田 麻衣子，上村 友二，藤掛 数馬，吉澤 佐也，加藤 利奈，志田 恭子，薊 隆文，笹野 寛，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

16：50～ 18：00　第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
交流セッション 6　口腔ケア

座長 山中 真知子（京都第一赤十字病院）
 若林 世恵（富山大学附属病院）

NEX6-1 当院 ICUにおける気管挿管患者の口腔ケアの現状と問題点
山田 和香奈，鈴木 みゆき，平山 裕美，崎本 聖美，半谷 康子，右近 好美，岩井 健一（東京慈恵会医科大学葛飾医療
センター看護部集中治療室） 

NEX6-2 挿管患者に対する歯ブラシを用いた口腔ケアの検討
青池 泰子，村上 路代，菅野 祐子（市立旭川病院看護部集中治療室ナースステーション） 

NEX6-3 口腔ケア手法によるVAP発生の比較検討
須賀 恭子 1，佐藤 萌 1，深瀬 明日香 1，工藤 とし子 1，中根 正樹 1, 2，川前 金行 2（1.山形大学医学部附属病院高度集中
治療センターICU，2.山形大学医学部麻酔科） 

NEX6-4 口腔ケアアセスメントシートを用いて看護と成果の可視化を図る ～口腔内損傷患者発生数減少をめざして～
中西 由利恵，古賀 理恵子，綾部 真由美，内田 順子（佐賀大学医学部附属病院集中治療室） 

NEX6-5 ICUにおける口腔ケアの標準化にむけて～挿管患者に対する口腔ケアプロトコール導入後の比較検討～
畑迫 伸幸（愛知厚生連海南病院集中治療部） 

認定看護師会企画
第 2日目（2月 10日）

16：50～ 18：20　第 8会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A
認定看護師会企画（CNP）　集中ケア認定看護師が行う重症患者へのケア ～ジェネラリストが陥りやすいアセスメントとケア評価～

【共同企画・運営】 
集中ケア認定看護師会
座長 小林 恵子（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター）
 畑 貴美子（横須賀市立うわまち病院）
コメンテーター 山本 美也子（高松赤十字病院）
 山形 泰士（榊原記念病院）
 楠 さくら（武蔵野赤十字病院）
 前田 省悟（日本医科大学多摩永山病院）
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【臨床工学技士部門講演等】
教育講演

第 1日目（2月 9日）

11：10～ 12：10　第 13会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 虹
教育講演 1（MEL1）　医療機器と感染対策

演者　中村 造（東京医科大学病院感染制御部・感染症科） 
司会　金子 芳一（東海学院大学健康福祉学部総合福祉学科）

16：20～ 17：20　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
教育講演 2（MEL2）　胸腔内圧を考慮した人工呼吸戦略（食道内圧の測定の仕方とその利用法）

演者　竹内 宗之，橘 一也（大阪府立母子保健総合医療センター） 
司会　山田 眞由美（東京医科大学病院臨床工学部）

第2日目（2月10日）

10：50～ 11：50　第 13会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 虹
教育講演 3（MEL3）　循環生理学に基づいた循環モニタリング ～酸素の需要供給バランス評価の重要性～

演者　安田 英人（武蔵野赤十字病院救命救急センター） 
司会　佐藤 武志（国際医療福祉大学三田病院）

14：30～ 15：30　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
教育講演 4（MEL4）　重症敗血症に対する新たな血液浄化戦略

演者　松田 兼一（山梨大学医学部救急集中治療医学講座） 
司会　松田 真太郎（埼玉医科大学国際医療センターMEサービス部）

パネルディスカッション
第 1日目（2月 9日）

9：00～ 10：50　第 13会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 虹
パネルディスカッション　臨床工学技士の院内常駐体制 ～これからの課題～

座長 大西 芳明（徳島大学病院診療支援部臨床工学技術部門）
 宗万 孝次（旭川医科大学病院）

MPD-1 院内常駐のための臨床工学技士部門体制について
東條 圭一，藤井 正実，木下 春奈，田村 美沙紀，中村 恭子（北里大学病院ME部） 

MPD-2 臨床工学技士夜勤業務の実態とその課題
相馬 良一，鈴木 秀典，半田 麻有佳，佐藤 亜耶，森實 雅司（恩賜財団済生会横浜市東部病院臨床工学部） 

MPD-3 集中治療室における臨床工学技士業務の実態調査報告
相嶋 一登，松山 法道，宗万 孝次，木村 政義，大西 芳明，加納 隆（日本集中治療医学会臨床工学部会業務検討小委
員会） 

MPD-4 臨床工学技士の院内常駐体制 ～山形大学における現状と課題～
吉岡 淳，石山 智之（山形大学医学部附属病院臨床工学部） 

MPD-5 当施設における臨床工学技士当直体制の現状と問題点
河村 誠司 1，横田 幸成 1，西村 祐紀 1，西上 昌美 1，高木 治 2，篠崎 正博 3（1.医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院臨床工
学室，2.医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院麻酔科，3.医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院救急救命センタ－） 

MPD-6 三交替導入までの取り組みと今後の課題
齋藤 真澄，河内 充，臼井 幹，田村 真奈美，香西 功丈，岡田 和宜，山下 毅（倉敷中央病院臨床工学部集中治療支援室） 
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シンポジウム
第 2日目（2月 10日）

8：40～ 10：30　第 13会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 虹
シンポジウム　集中治療専門の臨床工学技士認定制度に求められること

座長 加納 隆（埼玉医科大学保健医療学部）
 梶原 吉春（東大和病院臨床工学科）

MSY-1 集中治療CE検討委員会の発足と活動
木村 政義（兵庫医科大学病院臨床工学室） 

MSY-2 日本臨床工学技士会の専門臨床工学技士認定制度との連携
原田 俊和 1, 4，大石 義英 2, 4，川崎 忠行 3, 4（1.熊本大学医学部附属病院ME機器センター，2.純真学園大学保健医療学
部医用工学科，3.前田記念腎研究所，4.公益社団法人日本臨床工学技士会） 

MSY-3 集中治療専門医の立場から集中治療専門の臨床工学技士認定制度に求められること
黒田 泰弘 1，河北 賢哉 2，一二三 亨 2，阿部 祐子 2，篠原 奈都代 2，高野 耕志郎 2，濱谷 英幸 2，切詰 和孝 2（1.香川大学
医学部救急災害医学，2.香川大学医学部附属病院救命救急センター） 

MSY-4 集中治療部門における臨床工学技士認定制度への期待
中田 諭（日本看護協会看護研修学校認定看護師教育課程集中ケア学科） 

MSY-5 臨床工学技士のための集中治療テキスト作成に向けて
相嶋 一登，森實 雅司，佐藤 武志，堀米 慎吾，石井 宣大，三木 隆弘，酒井 基広，加納 隆（日本集中治療医学会臨床
工学部会テキスト作成小委員会） 

ワークショップ
第 1日目（2月 9日）

14：00～ 16：00　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
ワークショップ 1　人工呼吸アセスメント ─ CEのミカタ─

座長 宗万 孝次（旭川医科大学病院）
 野口 裕幸（東京工科大学）

MW1-1 グラフィックをいかに活用するか
林 久美子，平山 隆浩（岡山大学病院臨床工学部） 

MW1-2 人工呼吸器の特殊モード、特殊ツールを利用したアセスメント
高橋 幸子 1，花隈 淳 1，中井 浩司 1，澤田 知広 1，平手 裕市 2（1.名古屋掖済会病院臨床工学部，2.中部大学生命健康
科学部臨床工学科） 

MW1-3 呼吸管理に用いるモニタリング機器の正しいミカタ
亜厂 耕介（東京慈恵会医科大学附属第三病院臨床工学部） 

MW1-4 加温加湿器・呼吸回路の特徴
木村 政義（兵庫医科大学病院臨床工学室） 

MW1-5 人工呼吸中のフィジカルアセスメント
芹田 晃道（社会医療法人敬愛会中頭病院看護部キャリア開発室） 

第 2日目（2月 10日）

15：30～ 17：20　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
ワークショップ 2　循環器集中治療における CEの関わり

座長 伊藤 英史（純真学園大学）
 讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター）

MW2-1 患者搬入前から ICU入室までの当センター臨床工学技士（CE）の関わり
上林 哲生（大阪府三島救命救急センター医療技術部臨床工学科） 

MW2-2 循環器集中治療におけるCEの関わり ─院内救急対応に対して─
三木 隆弘，岡本 一彦，二藤部 英治，古川 エミ，関根 玲子，江口 友英，山中 光昭，辻 一宗（日本大学病院臨床工学室） 

MW2-3 Inter vention Exper t CE of Circulation
小桑 一平（IMSグループ横浜旭中央総合病院臨床工学科） 

MW2-4 心臓手術と集中治療 ─当院臨床工学技士の役割─
佐々木 慎理 1，布野 潤一 1，水津 英仁 1，山田 光樹 1，高山 綾 1, 2（1.川崎医科大学附属病院，2.川崎医療福祉大学） 

MW2-5 心不全での集中治療における当科の関わりについて
林 啓介，上田 貴美子，田尾 伸幸，高尾 晃輔，高橋 雅人，内海 美智子，高橋 啓歩，村上 幸司（岡山済生会総合病院
臨床工学科） 
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MW2-6 慢性心不全における臨床工学技士の関わり
森 聡史，板井 規夫，上原 秀一郎，宮本 大輔，大高 真吾，高畑 智浩（大分市医師会立アルメイダ病院臨床工学室） 

第 3日目（2月 11日）

9：40～ 11：40　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
ワークショップ 3　症例検討会　その時 CEの考えは⋯

座長 安宅 一晃（奈良県立医科大学麻酔科学教室）
 岡本 一彦（日本大学病院臨床工学技士室）
 上岡 晃一（東京医科大学病院臨床工学部）

MW3-1 ICU専任臨床工学技士としての臨床への関わり
奥田 晃久 1，岩谷 理恵子 1，平塚 明倫 1，瀧浪 將典 2（1.東京慈恵会医科大学附属病院臨床工学部，2.東京慈恵会医科
大学麻酔科集中治療部） 

MW3-2 集中治療領域における臨床工学技士に求められるもの
小山 昌利，春田 良雄，市橋 孝章，樋口 知之，堀口 敦史，野堀 耕佑，伊藤 さやか，中島 基弘，磯谷 佳史，谷口 翔太
（公立陶生病院） 

MW3-3 症例から考える臨床工学技士の役割
荒田 晋二，田中 恵子，田中 智子（JA広島総合病院臨床工学科） 

MW3-4 クローズド ICUに常駐してきた臨床工学技士の立場から
中川 富美子 1，古川 力丸 2，水盛 邦彦 1，松井 孝拓 1，守谷 俊 3，木下 浩作 3（1.日本大学医学部附属板橋病院臨床工学
技士室，2.医療法人弘仁会板倉病院，3.日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野） 

MW3-5 再挿管症例における臨床工学技士の関わり
西上 昌美 1，城方 宏美 1，河村 誠司 1，新福留 理恵 2，井口 秀 2，篠崎 正博 3（1.医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院臨床
工学室，2.医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院看護部，3.医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院救急救命センター） 

ディベートセッション
第 1日目（2月 9日）

14：00～ 15：20　第 13会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 虹
ディベートセッション 1　

座長 前田 智美（小松市民病院）
ICUに関わる CEは患者の病態まで把握する必要がある？
MDS1-1 「臨床工学技士」の「臨床」とは？

金子 芳一（東海学院大学健康福祉学部総合福祉学科） 
MDS1-2 集中治療にかかわる臨床工学技士は患者病態を把握するべきか？ ～するべき。でも現実は…。～

行光 昌宏（三重大学医学部附属病院臨床工学部） 
血液浄化 2種類同時施行は OK? NG?
MDS1-3 2つの血液浄化法の同時施行はOK

大久保 淳（東京医科歯科大学医学部附属病院MEセンター） 
MDS1-4 2つの血液浄化療法の同時施行はNO

相馬 泉（東京女子医科大学臨床工学部） 

15：30～ 16：50　第 13会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 虹
ディベートセッション 2　

座長 小山 富生（大垣市民病院臨床工学技術科医療工学センター）
CRRTの回路交換タイミングは？
MDS2-1 従来の指標こそが重要である！

森實 雅司（済生会横浜市東部病院） 
MDS2-2 濾過クリアランス測定から導くヘモフィルタ交換のタイミング

渡邊 恭通（東京大学医学部附属病院医療機器管理部） 
PCPSに IABPは併用すべき？
MDS2-3 圧補助の効果

伊藤 朋晃（小倉記念病院） 
MDS2-4 PCPSと IABPの併用は安易に行うべきではない

髙橋 由典（杏林大学医学部付属病院） 
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第 2日目（2月 10日）

14：20～ 15：40　第 13会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 虹
ディベートセッション 3　

座長 中村 充輝（奈良県総合医療センター診療部臨床工学室）
ECMO，CRRT等の体外循環での抗凝固指標は？
MDS3-1 見た目とACTを指標に管理する

倉島 直樹（東京医科歯科大学医学部附属病院） 
MDS3-2 APTTを指標に管理する！

安野 誠（群馬県立心臓血管センター） 
敗血症性急性腎傷害（Septic AKI）に対しての CRRT浄化量は？
MDS3-3 PK/PD，Kt/V，急性期栄養管理の観点からHigh Volumeは必要ない

山香 修（久留米大学病院臨床工学センター） 
MDS3-4 高浄化量CHF/CHDFの意義

千原 伸也（札幌医科大学附属病院臨床工学部） 

15：50～ 17：10　第 13会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 虹
ディベートセッション 4　

座長 中嶋 辰徳（大分大学医学部附属病院）
ICUでの CEの理想的な人材は？
MDS4-1 集学的治療に対応したジェネラリストが望ましい

上岡 晃一（東京医科大学病院臨床工学部） 
MDS4-2 ICUにおけるスペシャリスト

管田 塁（済生会熊本病院臨床工学部門） 
ICUでの人工呼吸の加温加湿は？
MDS4-3 能動的加温加湿器の使用環境と限界点

梶原 吉春（東大和病院） 
MDS4-4 人工呼吸器用加温加湿器にできることとできないこと

山本 信章（順天堂大学医学部附属浦安病院臨床工学室） 

基礎セミナー
第 1日目（2月 9日）

9：00～ 9：45　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
基礎セミナー 1（MBS1）　人工呼吸モード・トラブルシューティング

演者　中山 雄司（東大和病院） 

9：45～ 10：30　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
基礎セミナー 2（MBS2）　急性血液浄化

演者　畑中 祐也（京都府立医科大学附属病院医療機器管理部） 

10：40～ 11：25　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
基礎セミナー 3（MBS3）　血液浄化トラブルシューティング

演者　山本 裕子（東京大学医学部附属病院医療機器管理部）

11：25～ 12：10　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
基礎セミナー 4（MBS4）　VV-ECMO

演者　森實 雅司（済生会横浜市東部病院臨床工学部） 

第 2日目（2月 10日）

8：40～ 9：25　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
基礎セミナー 5（MBS5）　人工呼吸グラフィック・ツール

演者　髙橋 由典（杏林大学医学部付属病院） 

9：25～ 10：10　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
基礎セミナー 6（MBS6）　モニタリング

演者　赤松 伸朗（大阪市立総合医療センター） 
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10：20～ 11：05　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
基礎セミナー 7（MBS7）　PCPS（VA-ECMO）

演者　倉島 直樹（東京医科歯科大学医学部附属病院） 

11：05～ 11：50　第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
基礎セミナー 8（MBS8）　ECMO・PCPSトラブルシューティング

演者　濱田 ゆう子（日本医科大学付属病院ME部） 
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【リハビリテーション部門講演等】
教育講演

第 1日目（2月 9日）

10：40～ 11：20　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
教育講演 1（REL1）　症例で考える重症患者の栄養治療の理論と実践の工夫

演者 小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座/救命救急センター）
司会 古田島 太（埼玉医科大学国際医療センター集中治療科）

11：30～ 12：10　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
教育講演 2（REL2）　J-PADのリハビリテーション分野への活用法

司会 田島 文博（和歌山県立医科大学リハビリテーション科）
REL2-1 J-PADのリハビリテーション分野への活用法 ─医師の立場から

行岡 秀和（大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科救急医学講座） 
REL2-2 J-PADガイドラインのリハビリテーション分野への活用法：理学療法士の立場から

神津 玲（長崎大学病院リハビリテーション部） 

15：40～ 16：20　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
教育講演 3（REL3）　早期離床と循環管理

演者 大塚 将秀（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
司会 今中 秀光（徳島大学病院ER・災害医療診療部）

第 2日目（2月 10日）

10：30～ 11：10　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
教育講演 4（REL4）　リハビリテーションと ICU関連合併症（VAP/ICU-AW）Ⅰ

司会 今井 寛（三重大学医学部附属病院救命救急センター）
REL4-1 人工呼吸器関連肺炎の診断と治療

玉城 佑一郎 1，冨加見 昌隆 1，大内 元 1，花城 和彦 2，近藤 豊 2，久木田 一朗 2，藤田 次郎 3（1. 琉球大学医学部附属病
院救急部，2. 琉球大学大学院医学研究科救急医学講座，3. 琉球大学医学部感染病態制御講座/第一内科） 

REL4-2 ICU-acquired weakness （ICUAW）
黒田 泰弘（香川大学医学部救急災害医学） 

11：10～ 11：50　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
教育講演 5（REL5）　リハビリテーションと ICU関連合併症 II（ASAC：Analgesia/Sedation-Associated Complications）

演者 布宮 伸（自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座集中治療医学部門）
司会 安藤 守秀（大垣市民病院呼吸器内科）

15：30～ 16：10　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
教育講演 6（REL6）　ICUでの嚥下リハビリテーション

演者 前川 享子（岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター）
司会 平川 昭彦（藤田保健衛生大学災害・外傷外科）

パネルディスカッション
第 2日目（2月 10日）

13：50～ 15：20　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
パネルディスカッション 1　ICUにおける早期リハビリテーションのバリアは何か？ ブレイク ･スルーを考える

座長 讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター）
 神津 玲（長崎大学病院リハビリテーション部）

RPD1-1 ICUにおける早期リハビリテーションのバリアは何か？～医者の立場から～
野田 英一郎 1，水口 壮一 1，生野 雄二 1，賀来 典之 1，藤吉 哲宏 2，徳田 賢太郎 2，赤星 朋比古 1，安田 光宏 1（1.九州大
学病院救命救急センター，2.九州大学病院集中治療部） 

RPD1-2 多くの ICUにおいて、早期リハビリテーションが成功するか否かは看護師のやる気に依存している
卯野木 健，大関 武，松田 武賢（筑波大学附属病院集中治療室）
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RPD1-3 当院 ICUにおける早期リハビリテーションの障壁とその対策
岡田 大輔 1，山田 浩二 1，上杉 英之 2，西上 和宏 2，中尾 浩一 3，平山 統一 4（1.済生会熊本病院リハビリテーション部，
2.済生会熊本病院集中治療室，3.済生会熊本病院循環器内科，4.済生会熊本病院心臓血管外科） 

RPD1-4 コメディカルスタッフによる救命センターでのリハビリテーション開始提案は人工呼吸器装着期間を短縮させる
皿田 和宏 1，對東 俊介 1，佐々木 康介 2，河江 敏広 1，関川 清一 3，和田 美咲 4，太田 浩平 5，廣橋 伸之 5，谷川 攻一 5

（1.広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門，2.広島大学大学院医歯薬保健学研究科成人健康学研究室，
3.広島大学大学院医歯薬保健学研究院，4.広島大学病院看護部高度救命救急センター，5.広島大学病院高度救命救
急センター・ICU） 

RPD1-5 早期リハビリテーションにおける連携
伊藤 武久 1，飯田 有輝 1，河邨 誠 1，大川 晶未 1，井本 晶太 1，水落 雄一朗 2，有馬 一 2（1.愛知厚生連海南病院リハビ
リテーション科，2.愛知厚生連海南病院麻酔科集中治療科） 

16：20～ 17：50　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
パネルディスカッション 2　ICUにおけるリハビリテーションの新たな取り組み

座長 山下 康次（市立函館病院）
 横山 仁志（聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部）

RPD2-1 ICUにおけるあたらしい早期離床手段としてのTilt tableの安全性と可能性
宮平 宗勝 1，山城 範洋 2，喜納 俊介 2，井村 久美子 3，芹田 晃道 4（1.医療法人博愛会牧港中央病院診療技術部リハビ
リテーション課，2.社会医療法人敬愛会中頭病院リハビリテーション部，3.社会医療法人敬愛会中頭病院看護部
HCU，4.社会医療法人敬愛会中頭病院看護部キャリア開発室） 

RPD2-2 ECMO装着患者に対する高機能ベッドを利用した早期リハビリテーションの経験
堀部 達也 1，筧 慎吾 1，斎藤 岳志 1，猪飼 哲夫 2，田中 優 3，五十嵐 利博 4，池上 志穂子 4，福田 聡史 5，方山 真朱 5，小
谷 透 5（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
大学看護部，4.東京女子医科大学臨床工学部，5.東京女子医科大学麻酔科学教室集中治療部） 

RPD2-3 臥位用サイクルエルゴメーターの適応と安全性についての検討
中川 幸太朗 1，永井 佑典 1，西村 真人 2，篠崎 正博 3（1.岸和田徳洲会病院リハビリテーション科，2.大阪労災病院中
央リハビリテーション部，3.岸和田徳洲会病院救命救急センター） 

RPD2-4 ICU在室重症患者の大腿四頭筋の組織酸素飽和度と離床
有薗 信一 1，平澤 純 2，小川 智也 2，渡邉 文子 2，古川 拓朗 2，三嶋 卓也 2，長江 優介 2，長谷川 隆一 3，田平 一行 4 
（1.聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部，2.公立陶生病院中央リハビリテーション部，3.公立陶生病
院救急部，4.畿央大学大学院） 

RPD2-5 ICUにおける専従理学療法士の有用性の検討
坂本 裕規 1，岩田 健太郎 1，西原 浩真 1，小柳 圭一 1，淺井 康紀 1，植田 浩司 2，瀬尾 龍太郎 2，下薗 崇宏 2，美馬 裕之 2 
（1.神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部，2.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔
科） 

RPD2-6 ST（言語聴覚士）の ICU専従への挑戦
札本 篤 1，山口 春菜 1，江田 陽一 2（1.福岡徳洲会病院リハビリテーション科，2.福岡徳洲会病院救急救命センター） 

シンポジウム
第 1日目（2月 9日）

14：00～ 15：30　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
シンポジウム　早期リハビリテーション・マニュアル：普及と定着に向けて

座長 高橋 哲也（東京工科大学・早期リハビリテーション検討委員会委員長）
 西田 修（藤田保健衛生大学・早期リハビリテーション検討委員会担当理事）

RSY-1 早期リハビリテーションのための多職種連携
尾﨑 孝平（神戸百年記念病院麻酔集中治療部） 

RSY-2 早期リハビリテーションは ICUの標準的介入になり得るか？
飯田 有輝（JA愛知厚生連海南病院リハビリテーション科） 

RSY-3 看護師の立場からみた早期リハビリテーション実現に向けての現状と課題
小松 由佳（杏林大学医学部付属病院看護部） 
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ワークショップ
第 1日目（2月 9日）

9：00～ 10：30　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
ワークショップ 1　早期離床を安全に実現するために ･･･ 成功へのヒント～いつでも・どこでも・誰にでも可能な早期リハ～

座長 齊藤 正和（榊原記念病院理学療法科）
 中根 正樹（山形大学医学部附属病院高度集中治療センター）

RW1-1 ICUでの理学療法士専従化が重要である
西原 浩真 1，岩田 健太郎 1，影山 智広 1，坂本 裕規 1，小柳 圭一 1，前川 利雄 1，瀬尾 龍太郎 2，朱 祐珍 2（1.神戸市立医
療センター中央市民病院リハビリテ̶ション技術部，2.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科）

RW1-2 安全な早期離床の実現に向けて：看護師の立場から
蓑浦 拓（東京ベイ・浦安市川医療センター看護部 ICU/CCU）

RW1-3 離床の安全性を代謝量から評価する
小幡 賢吾 1, 2，高橋 哲也 3，芝 直基 2，氏家 良人 2（1.岡山赤十字病院リハビリテーション科，2.岡山大学大学院医歯
薬学総合研究科救急医学分野，3.東京工科大学医療保健学部理学療法学科） 

RW1-4 鎮静コントロールと早期リハビリテーション“Give PEACE a Chance”
古賀 雄二（山口大学医学部附属病院）

RW1-5 認知機能に対する早期リハビリテ—ション
児島 範明 1，森沢 知之 1, 2，端野 琢哉 3（1.関西電力病院リハビリテーション科，2.兵庫医療大学リハビリテーション
学部理学療法学科，3.関西電力病院救急集中治療センター）

16：30～ 18：00　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
ワークショップ 2　 多職種による ICUリハビリテーション・カンファレンスの実際　兵庫医科大学病院

座長 森沢 知之（兵庫医療大学リハビリテーション学部）
 真渕 敏（兵庫医科大学病院リハビリテーション部）

RW2-1 ─医師の立場から─
西 信一（兵庫医科大学病院 ICU）

RW2-2 ─看護師の立場から─
山岡 綾子（兵庫医科大学病院看護部）

RW2-3 ─臨床工学技士の立場から─
木村 政義（兵庫医科大学病院臨床工学室）

RW2-4 ─理学療法士の立場から─
笹沼 直樹（兵庫医科大学病院リハビリテーション部）

第 2日目（2月 10日）

8：40～ 10：10　第 12会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 銀河
ワークショップ 3　ICUリハビリテーション Pros and Cons

座長 小幡 賢吾（岡山赤十字病院リハビリテーション科）
 福岡 敏雄（倉敷中央病院総合診療科・救命救急センター）

RW3-1 人工呼吸器管理下の呼吸理学療法 ～人工呼吸器を駆使すべき～
鵜澤 吉宏（亀田総合病院）

RW3-2 人工呼吸管理下の呼吸理学療法 ～徒手的理学療法手技を駆使すべき～
花田 匡利，神津 玲，及川 真人，三尾 直樹，森本 陽介，矢野 雄大（長崎大学病院リハビリテーション部）

RW3-3 挿管人工呼吸器下でも歩行訓練は積極的に行うべき
平澤 純（公立陶生病院中央リハビリテーション部）

RW3-4 挿管人工呼吸管理下での歩行練習は慎重に行うべき
安藤 守秀（大垣市民病院呼吸器内科）
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【一般演題】
医師部門口演

第 1日目（2月 9日）

第 6会場　ホテル日航東京 3F レインボーテラス
9：00～ 9：50
口演 1　多臓器不全・敗血症 ①（DO1-1～ DO1-5）

座長　藤野 裕士（大阪大学麻酔・集中治療医学）
DO1-1 敗血症診断におけるPresepsinの有用性の検討

鈴木 慶，大下 慎一郎，京 道人，小山 和宏，田邊 優子，稲川 嵩紘，太田 浩平，岩崎 泰昌，廣橋 伸之，谷川 攻一（広
島大学大学院救急医学） 

DO1-2 マウス LPS誘発敗血症モデルにおける脂質代謝の変化とPGC-1αの関与
苛原 隆之 1，佐藤 格夫 2，井上 和生 3，小池 薫 2，伏木 亨 3，横田 裕行 1（1.日本医科大学大学院医学研究科救急医学分
野，2.京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学分野，3.京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻栄養
化学分野） 

DO1-3 Critical illness polyneuropathyの初期の原因はNaチャンネロパチーか？
日野 博文 1，荒尾 正亨 1，平山 美和 2，舘田 武志 1（1.聖マリアンナ医科大学麻酔学教室，2.川崎市立多摩病院） 

DO1-4 NETs （Neutrophil extracellar traps） 形成機序の検討
須賀 美華，下村 泰代，加藤 由布，酒井 俊和，新美 太祐，原 嘉孝，栗山 直英，中村 智之，山下 千鶴，西田 修（藤田
保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DO1-5 重症敗血症の身近なバイオマーカーとしての血糖値：日本救急医学会 Sepsis Registr yから
久志本 成樹，日本救急医学会セプシスレジストリー（東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学） 

9：50～ 10：40
口演 2　多臓器不全・敗血症 ②（DO2-1～ DO2-5）

座長　後藤 孝治（大分大学医学部附属病院集中治療部）
DO2-1 プレセプシンを用いた敗血症の診断及び重症度評価の検討

山本 朋納，金田 和久，加賀 慎一郎，晋山 直樹，内田 健一郎，山本 啓雅，山村 仁，井代 愛，寺田 貴史，溝端 康光（大
阪市立大学医学部付属病院） 

DO2-2 日本の closed ICUにおける severe sepsisの疫学 :単施設後方視記述研究
南 三郎1，山本 良平1，横地 律子1，佐藤 明1，前田 淳子1，笹野 幹雄1，高山 千尋1，長谷川 景子1，安田 英人1, 2，林 淑朗1, 3

（1.医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科，2.武蔵野赤十字病院救命救急センター，3.クイーンズランド大学臨
床研究センター） 

DO2-3 プレセプシンの臨床的有用性について
西 真裕子，矢島 千年，廣瀬 春香，米澤 広美，宮島 栄治（横浜市立大学附属市民総合医療センター臨床検査部） 

DO2-4 敗血症患者のプレセプシン値に与える免疫抑制剤の影響
宮崎 裕也，後藤 祐也，方山 真朱，森 庸介，福田 聡史，佐藤 庸子，尾崎 眞，小谷 透（東京女子医科大学麻酔科学教
室中央集中治療部） 

DO2-5 人工呼吸期間を短縮する敗血症性ショックの輸液管理に向けての検討
重光 胤明，林下 浩士，大川 惇平，森本 健，濱中 裕子，師岡 誉也，石川 順一，福家 顕宏，有元 秀樹，宮市 功典（大
阪市立総合医療センター救命救急センター） 

14：00～ 14：50
口演 3　保守・管理・医療安全（DO3-1～ DO3-5）

座長　武居 哲洋（横浜市立みなと赤十字病院）
DO3-1 転倒防止型弾性ストッキングの開発研究

工藤 可奈子 1，黒岩 政之 1，高平 尚伸 2，宇治橋 善勝 3，見井田 和正 3，栗田 かほる 3，横田 友希 3，荒井 有美 3，鈴木 
政子 3，川谷 弘子 3（1.北里大学医学部麻酔科学，2.北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科，3.北里大学病
院弾性ストッキング開発プロジェクトチーム） 

DO3-2 地域中核病院における廃棄血ゼロに向けての 15年間の取り組み
藤井 雅士 1，藤井 恵美 2，高淵 聡史 3（1.京都医療センター救命救急科，2.滋賀医科大学付属病院救急集中治療部，
3.彦根市立病院麻酔科） 

DO3-3 集中治療室のない病院における重症患者管理 ～アンケート調査
岩下 義明 1, 2，讃井 將満 2, 3，今井 寛 1, 2（1.三重大学医学部附属病院救命救急センター，2.日本集中治療教育研究会
（JSEPTIC），3.自治医科大学さいたま医療センター麻酔科・集中治療部）

DO3-4 申し送りにおける自動情報収集システムによるハンドアウトシートの有用性
内藤 貴基，津久田 純平，片岡 惇，則末 泰博，藤谷 茂樹（東京ベイ浦安市川医療センター集中治療科） 

DO3-5 相澤病院 ICUに専従薬剤師を配置して ～活動内容とその効果～
竹内 仁 1，池田 武史 2（1.相澤病院薬剤管理情報センター，2.相澤病院集中治療科） 
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14：50～ 15：40
口演 4　教育・その他（DO4-1～ DO4-5）

座長　福井 道彦（大津市民病院集中治療部）
DO4-1 Thiel固定したご遺体を用いた輪状甲状膜穿刺・切開研修

武智 健一，小西 周，関谷 慶介，阿部 尚紀，菊池 幸太郎，萬家 俊博，長櫓 巧（愛媛大学医学部麻酔・周術期学） 
DO4-2 大阪大学医学部附属病院 ICUにおける特定集中治療室管理料算定期間に関する検討

平松 大典，柏 庸三，酒井 佳奈紀，前畠 慶人，山下 智則，本庄 郁子，小山 有紀子，柴田 晶カール，内山 昭則，藤野 
裕士（大阪大学医学部附属病院集中治療部） 

DO4-3 DICを合併した熱中症の病態（多施設共同研究）
岸川 政信 1，村井 映 2，則尾 弘文 3，鳴海 篤志 4，爲廣 一仁 5，粟国 克己 6，田島 吾郎 7，高須 修 8，北田 真己 9，丸山 征
郎 10（1.福岡市民病院救急科，2.福岡大学救命救急センター，3.済生会福岡総合病院，4.国立別府医療センター，
5.聖マリア病院，6.敬愛会中頭病院，7.長崎大学救命救急センター，8.久留米大学高度救命救急センター，9.国立
熊本医療センター救命救急部，10.鹿児島大学システム血栓制御学講座） 

DO4-4 演題取り下げ
DO4-5 急激な後負荷変動が第 4世代FloTrac-Vigileo systemおよび LiDCOrapidの測定精度に及ぼす影響

松永 明，今林 徹，上村 裕一（鹿児島大学医学部麻酔・蘇生学） 

15：40～ 16：20
口演 5　中毒・体温異常・悪性症候群（DO5-1～ DO5-4）

座長　成松 英智（札幌医科大学救急医学講座・高度救命救急センター）
DO5-1 急性一酸化炭素（CO）中毒に対する光照射療法の実験的検討

平 泰彦，鹿志村 剛，田中 拓，森澤 健一郎，柳井 真知，高松 由佳，藤谷 茂樹，田北 無門，吉田 英樹（聖マリアンナ
医科大学救急医学） 

DO5-2 偶発性低体温症患者の予後予測モデルの提案
植村 樹，木村 昭夫，佐々木 亮，小林 憲太郎，佐藤 琢紀，真山 剛（独立行政法人国立国際医療研究センター病院救
急科） 

DO5-3 PCPSを用いて復温した偶発性低体温症による院外心肺停止症例を経験して
久城 正紀，中村 周道，永川 寛徳，柳瀬 豪，前谷 和秀，則尾 弘文（済生会福岡総合病院救急科） 

DO5-4 開心術中に 2度のプロタミンショックを併発し、術後 ICUで悪性症候群が疑われた 1例
大塚 智久，新井 正康，鈴木 優太朗，松本 慈寛，吉野 和久，伊藤 壮平，黒岩 政之，岡本 浩嗣（北里大学医学部麻酔
科学） 

16：20～ 17：20
口演 6　重症度・予後評価（DO6-1～ DO6-6）

座長　小坂 誠（昭和大学横浜市北部病院麻酔科・集中治療部）
DO6-1 当院集中治療室でのFive Don’tsの施行状況

澤田 麻衣子 1，徳平 夏子 2，清水 優 1，黄瀬 ひろみ 2，田畑 雄一 2，三井 誠司 2，竹下 秀祐 1，木村 彰夫 2，橋本 悟 2，佐
和 貞治 1（1.京都府立医科大学麻酔科，2.京都府立医科大学集中治療部） 

DO6-2 敗血症診療における oxidative stressと biomarker
井上 貴昭，西山 和孝，末吉 孝一郎，大野 孝則，角 由佳，松田 繁，岡本 健，田中 裕（順天堂大学医学部附属浦安病
院救急診療科） 

DO6-3 ICU患者における大腰筋面積とCRPの関係
新田 正和，本多 忠幸，大橋 さとみ，本田 博之，山口 征吾，林 悠介，遠藤 裕（新潟大学医歯学総合病院高次救命災
害治療センター） 

DO6-4 救命救急センター入院患者の血中アミノ酸・脂肪酸分画
山本 幸，大島 和馬，徳永 蔵人，福田 龍将，中村 謙介（日立総合病院救急集中治療科） 

DO6-5 人工呼吸を要した ICU入室患者におけるRDWの推移に関わる因子と退室時RDWが予後に及ぼす影響の検討
林 洋輔，森田 泰正，加藤 真優（千葉市立青葉病院救急集中治療科） 

DO6-6 ICU入室患者の重症度評価法としての赤血球容積粒度分布幅（RDW）の有用性
岩瀬 信哉 1，仲村 将高 1, 2，島田 忠長 1, 2，齋藤 大輝 1，織田 成人 3，眞々田 賢司 4，平澤 博之 1, 3（1.東千葉メディカル
センター救命救急センター，2.千葉大学大学院医学研究院総合医科学講座，3.千葉大学大学院医学研究院救急集
中治療医学，4.東千葉メディカルセンター検査科） 
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第 7会場　ホテル日航東京 3F サンライズテラス
9：00～ 10：00
口演 7　気道・呼吸・呼吸管理 ①（DO7-1～ DO7-6）

座長　今中 秀光（徳島大学病院ER・災害医療診療部）
DO7-1 Inhaled furosemide ef fectiveness for acute asthma exacerbations: A meta-analysis of RCT

青木 悠太，井口 竜太，矢作 直樹（東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部） 
DO7-2 ARDS患者における喀痰中KL-6の検討

近藤 丈博 1，下地 清史 1，櫻谷 正明 2，吉田 研一 2（1.JA広島総合病院呼吸器内科，2.JA広島総合病院救急・集中治療
科） 

DO7-3 心臓血管外科手術後の声帯麻痺の発生とその要因の検討
田中 宏幸，小野 富士恵，柏 健一郎，木村 康宏，七尾 大観，赤川 玄樹，西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部） 

DO7-4 間質性肺炎急性増悪におけるECMOの有用性
木田 佳子，大下 慎一郎，太田 浩平，山賀 聡之，鈴木 慶，岩崎 泰昌，廣橋 伸之，谷川 攻一（広島大学大学院救急医学） 

DO7-5 重症呼吸不全に対するECMO管理の現状
澤野 宏隆，吉永 雄一，大山 慶介，夏川 知輝，林 靖之，甲斐 達朗（大阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 

DO7-6 重症呼吸不全に対するNPPV施行症例の検討
高安 弘美 1，井上 大輔 1，柿内 佑介 1，船木 俊孝 1，山崎 洋平 1，佐々木 純 2，林 宗貴 2，國分 二三男 1（1.昭和大学藤が
丘病院呼吸器内科，2.昭和大学藤が丘病院救命救急センター） 

10：00～ 11：00
口演 8　気道・呼吸・呼吸管理 ②（DO8-1～ DO8-6）

座長　大塚 将秀（横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）
DO8-1 ICUで管理した急性喉頭蓋炎の検討

宮田 裕史，富山 洋，福地 綾乃，町田 紀昭，渡慶次 さやか，伊波 寛（那覇市立病院麻酔科） 
DO8-2 当院 ICUにおける人工呼吸器離脱困難症例の検討

大岩 雅彦，角谷 隆史，石川 友規，大石 悠理，石井 瑞恵，小林 浩之，奥 格，實金 健，福島 臣啓，時岡 宏明（岡山赤
十字病院麻酔科） 

DO8-3 急性肺傷害におけるインスリン吸入の効果：正常血糖モデルでの比較検討
千田 麻里子 1,2，范 惟 3，中沢 弘一 2（1.東京都立墨東病院麻酔科，2.東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救命
救急医学分野，3.内蒙古自治区人民医院麻酔科） 

DO8-4 気管チューブ抜管前よりNasal High Flow System（以下NHF）を装着した症例の検討
石井 賢造 1，小野 和身 1，日高 秀邦 1，小山 祐介 1，田中 千春 1，田口 真也 1，岡崎 信樹 1，谷本 和香奈 1，片山 明 1，森
松 博史 2（1.福山市民病院麻酔科，2.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学講座） 

DO8-5 人工呼吸器装着患者に対する頚部への徒手的他動運動が換気指標に及ぼす影響
笹沼 直樹 1，井谷 祐介 1，田中 隆史 1，森沢 知之 2，眞渕 敏 1，児玉 典彦 3，高橋 敬子 4，西 信一 5，道免 和久 6（1.兵
庫医科大学病院リハビリテーション部，2.兵庫医療大学リハビリテーション学部，3.兵庫医科大学リハビリテー
ション部，4.兵庫医科大学医学教育センター，5.兵庫医科大学集中治療医学，6.兵庫医科大学リハビリテーション
医学教室） 

DO8-6 呼吸器離脱後の non-invasive ventilationと nasal high-flow使用による再挿管率の比較検討
平田 旭（JA広島総合病院） 

11：00～ 12：00
口演 9　気道・呼吸・呼吸管理 ③（DO9-1～ DO9-6）

座長　中根 正樹（山形大学医学部附属病院高度集中治療センター）
DO9-1 LUNG-SAFE study: 急性呼吸窮迫症候群に関する大規模多施設共同前向き観察研究

倉橋 清泰 1，John Laffey2，Giacomo Bellani2，Tai Pham2，Eddy Fan2（1.横浜市立大学附属市民総合医療センター集
中治療部，2.LUNG-SAFE実行委員会） 

DO9-2 心臓・腹部大手術を受ける患者における、術前呼吸筋訓練が肺合併症に及ぼす影響：メタ解析・系統的レビュー
桂 守弘 1，栗山 明 2，古川 壽亮 3（1.兵庫県立がんセンター消化器外科，2.倉敷中央病院総合診療科，3.京都大学大学
院医学研究科健康増進・行動学分野） 

DO9-3 ARDS治療戦略としての Jet ventilation - APRV併用療法の検討
近田 祐介 1，柴田 あみ 1，市川 頼子 1，後藤 美咲 1，林田 和之 1，八木 貴典 1，齋藤 伸行 1，原 義明 1，松本 尚 1，横田 裕
行 2（1.日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2.日本医科大学付属病院高度救命救急センター） 

DO9-4 自発呼吸努力の増大時のAdaptive Suppor t Ventilationモードの追随性の検討
山下 智範，内山 昭則，小山 有紀子，吉田 健史，滝本 浩平，平松 大典，大田 典之，藤野 裕士（大阪大学医学部附属
病院集中治療部） 

DO9-5 頚部手術後の患者における経皮的気管切開法
小鹿 恭太郎，芹田 良平，加藤 崇央，大内 貴志，小板橋 俊哉（東京歯科大学市川総合病院麻酔科） 

DO9-6 肺移植後における分離肺換気での症例検討
本庄 郁子 1，萩平 哲 1，柏 庸三 1，前畠 慶人 1，酒井 佳奈紀 1，柴田 晶カール 1，宇治 満喜子 1，高内 裕司 2，内山 昭則 1，
藤野 裕士 1（1.大阪大学医学部附属病院集中治療部，2.大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター） 
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14：00～ 15：00
口演 10　感染・感染対策（DO10-1～ DO10-6）

座長　林 淑朗（医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科）
DO10-1 ICUにおける血液培養陽性化に関連する因子の検討

古賀 靖卓，宮内 崇，金田 浩太郎，藤田 基，中原 貴志，大辻 真理，八木 雄史，河村 宜克，小田 泰崇，鶴田 良介（山
口大学医学部附属病院先進救急医療センター） 

DO10-2 ICUにおけるCD64の敗血症に対する診断能の検討
仲村 佳彦，水沼 真理子，大田 大樹，川野 恭雅，森本 紳一，金山 博成，泉谷 義人，石倉 宏恭（福岡大学病院救命救
急センター） 

DO10-3 脳神経外科疾患における長期挿管による肺炎・口腔内合併症の検討
富田 守（焼津市立総合病院救急室） 

DO10-4 敗血症性ショック患者における感染症予測スコアの有用性についての検討
吉田 浩輔，藤野 光洋，狩野 謙一，藤井 雅士，濱中 訓生，竹下 淳，堤 貴彦，田中 博之，別府 賢，志馬 伸朗（独立行
政法人国立病院機構京都医療センター救命救急科） 

DO10-5 マウス緑膿菌性急性肺傷害モデルに対するガンマグロブリン製剤気管内投与の有用性の検討
加藤 秀哉，安本 寛章，清水 優，濱岡 早枝子，木下 真央，秋山 浩一，佐和 貞治（京都府立医科大学麻酔科学教室） 

DO10-6 当院での中心静脈カテーテル血流感染の検討
森川 一恵 1, 2，松井 彦郎 1，笠井 正志 1，北村 真友 1，黒坂 了正 1，本間 仁 1，天笠 俊介 1，横川 真理 1，佐藤 公則 1（1.長
野県立こども病院小児集中治療科，2.淀川キリスト教病院） 

15：00～ 15：50
口演 11　多職種連携（DO11-1～ DO11-5）

座長　石松 伸一（聖路加国際病院救急部・救命救急センター）
DO11-1 当院におけるMedical Emergency Team（MET）の要請基準別の転帰と要請基準の再検討

福島 美奈子，新美 太祐，前田 隆求，高木 沙央里，小松 聖史，秋山 正慶，早川 聖子，内山 壮太，前田 舞，西田 修（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DO11-2 早期呼吸器リハビリは人工呼吸器管理患者の早期呼吸器離脱に有効である ─当院RSTの取り組み
山田 成美，日宇 宏之，増田 幸子，中道 親昭，高山 隼人（国立病院機構長崎医療センター救命救急センター） 

DO11-3 ICUにおけるリハビリテーション申し送りシートの有用性の検討
荒竹 慶，馬場 義行（潤和会記念病院リハビリテーション療法部） 

DO11-4 オープン型集中治療室におけるNSTとRST多職種連携
古屋 智規（秋田赤十字病院総合診療科） 

DO11-5 当院におけるCode Blue TeamとRapid Response Teamの関わり
服部 潤 1，小池 朋孝 2，森安 恵実 2，小山 明里 2，稲垣 泰斗 1，黒岩 政之 3，新井 正康 4，浅利 靖 1（1.北里大学医学部救
命救急医学，2.北里大学病院集中治療センターRST・RRT室，3.北里大学医学部麻酔科学，4.北里大学医学部附属
新世紀医療開発センター） 

15：50～ 16：40
口演 12　心不全・弁膜症（DO12-1～ DO12-5）

座長　大谷 朋仁（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）
DO12-1 たこつぼ心筋症に心室中隔穿孔を合併した一例

小野 富士恵，田中 宏幸，柏 健一郎，木村 康宏，七尾 大観，赤川 玄樹，西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部） 
DO12-2 CCU退室時血漿NGALによる主要心血管イベント予測の検討

土井 研人 1，伊藤 正道 2，高橋 政夫 2，小室 一成 2，矢作 直樹 1（1.東京大学医学部救急部・集中治療部，2.東京大学
医学部循環器内科） 

DO12-3 血清ナトリウム値および％ L ympを用いた慢性心不全患者の予後の検討 ─心不全患者における予後予想因子の検討
渡邉 雅貴 1，橋村 一彦 2，大原 貴裕 3，長谷川 拓也 3，神埼 秀明 3，北風 正史 3，山科 章 1（1.東京医科大学循環器内科，
2.阪和記念病院循環器センター，3.国立循環器病研究センター病院心不全科） 

DO12-4 劇症型心筋炎に横紋筋融解症を合併したA型インフルエンザ（H1N1）の一例
岡崎 大武 1，内山 沙央里 1，古瀬 領人 1，鶴見 昌史 1，白壁 章宏 1，富田 和憲 1，品田 卓郎 1，横山 真也 1，畑 典武 1，清
水 渉 2（1.日本医科大学千葉北総病院集中治療部，2.日本医科大学付属病院循環器内科） 

DO12-5 当院における経カテーテル大動脈弁留置術後の集中治療室の利用状況
小松崎 崇，平畑 枝里子，若宮 里恵，佐藤 正顕，御園生 与志，上田 朝美，藍 公明，鈴木 武志，香取 信之，森崎 浩（慶
應義塾大学医学部麻酔学教室） 
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16：40～ 17：30
口演 13　補助循環（DO13-1～ DO13-5）

座長　西田 博（東京女子医科大学心臓血管外科）
DO13-1 体外式左室補助人工心臓装着術後の ICU滞在期間に関する検討

木村 光利 1，縄田 寛 1，木下 修 1，山内 治雄 1，井戸田 佳史 1，星野 康弘 1，波多野 将 2，矢作 直樹 3，絹川 弘一郎 4，小
野 稔 1（1.東京大学医学部附属病院心臓外科，2.東京大学医学部附属病院循環器内科，3.東京大学大学院医学系研
究科重症心不全治療開発講座，4.東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部） 

DO13-2 ECMO（Extracorporeal membrane oxygenation）人工肺膜交換に影響する因子
西村 佳穂 1，宇治 満喜子 1，内山 昭則 1，藤野 裕士 1，中村 有希 2（1.大阪大学医学部附属病院集中治療部，2.大阪大
学医学部附属病院MEサービス部） 

DO13-3 PCPSを必要とした劇症型心筋炎における予後因子
中村 智弘，谷口 陽介，中川 十夢，石田 弘毅，和田 浩，菅原 養厚，船山 大，三橋 武司，百村 伸一（自治医科大学附
属さいたま医療センター循環器科） 

DO13-4 遠心ポンプを用いたECMO 管理中の溶血に関する検討
今井 一徳，本村 誠，齋藤 美香，中山 祐子，齊藤 修，新津 健裕，清水 直樹（東京都立小児総合医療センター救命・
集中治療部集中治療科） 

DO13-5 劇症型心筋症に対して早期の体外式補助人工心臓を導入し救命し得た一例
田谷 侑司 1，渡邉 雅貴 1，小林 正武 1，今井 靖子 1，山下 淳 1，田中 信大 1，荻野 均 2，西村 隆 3，許 俊鋭 3，山科 章 1 
（1.東京医科大学病院循環器内科，2.東京医科大学病院心臓血管外科，3.東京都健康長寿医療センター） 

第 2日目（2月 10日）

第 6会場　ホテル日航東京 3F レインボーテラス
8：10～ 9：00
口演 14　中枢神経・脊髄（DO14-1～ DO14-5）

座長　川口 昌彦（奈良県立医科大学麻酔科学会教室）
DO14-1 ラットにおける手術に伴う海馬領域の IL-1βの発現と術後の空間作業記憶に対する術前拘禁ストレスの影響

山下 創一郎 1，萩谷 圭一 2，山崎 裕一郎 2，水谷 太郎 2（1.筑波大学医学医療系麻酔科，2.筑波大学医学医療系救急集
中治療部） 

DO14-2 脳梗塞時におけるADAMTS13の病態生理学的役割の解明と治療への応用
中野 貴文 1, 2，三島 健一 2，仲村 佳彦 3，石倉 宏恭 3，二神 幸次郎 1（1.福岡大学病院薬剤部，2.福岡大学薬学部臨床疾
患薬理学教室，3.福岡大学病院救命救急センター） 

DO14-3 当院で経験した脳静脈洞血栓症の 7例
川上 潮，佐藤 弘樹，石飛 奈津子，石田 亮介，新納 教男，森 浩一，北野 忠志，越崎 雅行，松原 康弘，山森 祐治（島
根県立中央病院救命救急科・集中治療科） 

DO14-4 VCR誘起神経障害性疼痛ラットにおける抗HMGB1中和抗体と遺伝子組換えトロンボモジュリンの効果
西田 武司 1, 2，田中 潤一 1，大田 大樹 1，水沼 真理子 1，川野 恭雅 1，松本 徳彦 1，石倉 宏恭 1（1.福岡大学病院救命救急
センター，2.近畿大学薬学部病態薬理学研究室） 

DO14-5 DICを合併した脳卒中の臨床的特徴 Fukuoka Stroke Registr y （FSR）
生野 雄二 1，桑城 貴弘 2，杉森 宏 3，吾郷 哲朗 4，北園 孝成 4（1.九州大学病院救命救急センター，2.国立病院機構九
州医療センター脳血管神経内科，3.佐賀県医療センター好生館脳血管内科，4.九州大学大学院医学研究院病態機
能内科学） 

9：00～ 10：00
口演 15　体液管理（DO15-1～ DO15-6）

座長　貞広 智仁（東京女子医科大学八千代医療センター）
DO15-1 血液浄化療法時におけるEV1000 critical care monitor経肺熱希釈法の測定精度

中村 謙介，大島 和馬，山本 幸，徳永 蔵人，福田 龍将（日立総合病院救命救急センター救急集中治療科） 
DO15-2 開心術後急性期における利尿剤効果の比較検討 トルバプタン vs フロセミド

片岡 剛，白神 幸太郎，浅田 秀典，吉良 浩勝（独立行政法人国立病院機構京都医療センター心臓血管外科） 
DO15-3 超音波検査及び画像解析による下大静脈心拍性変動の分析

園生 智弘 1，井口 竜太 1，中村 謙介 2，銭 昆 3，中島 勧 1，矢作 直樹 1（1.東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部，
2.日立総合病院救命救急センター，3.東京大学工学部医用精密工学研究室） 

DO15-4 生体インピーダンス解析法（BIA）からみた重症患者の体液分布と位相角（PA）の推移の特徴
高須 修 1, 2，田代 恵太 1, 2，金苗 幹典 1, 2，萬木 真理子 1, 2，神戸 賢利 2，鍋田 雅和 1, 2，宇津 秀晃 1, 2，長井 孝二郎 2，山下 
典雄 1, 2，坂本 照夫 1, 2（1.久留米大学医学部救急医学，2.久留米大学病院高度救命救急センター） 

DO15-5 心臓手術後におけるPulse Pressure Variation-guided Fluid Therapyの導入 : A Pilot Before-and-after Trial
鈴木 聡 1，Glenn Eastwood2，Rinaldo Bellomo2，森松 博史 3（1.岡山大学病院集中治療部，2.Department of Intensive 
Care, Austin Hospital, Australia，3.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学分野） 

DO15-6 脳組織酸素飽和度は中心静脈血酸素飽和度と相関する
宮本 恭兵，中島 強，川副 友，木田 真紀，島 幸宏，岩崎 安博，加藤 正哉（和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座） 
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10：00～ 10：50
口演 16　外傷（DO16-1～ DO16-5）

座長　武山 直志（藤田保健衛生大学医学部救命救急医学講座）
DO16-1 当院に搬送された鈍的転倒外傷の臨床的特徴

平良 隆行，井上 茂亮，梅鉢 梨真子，三浦 直也，山際 武志，市村 篤，守田 誠司，中川 儀英，猪口 貞樹（東海大学医
学部外科学系救命救急医学） 

DO16-2 骨盤骨折を伴う多発外傷患者の早期リハビリテーションにおける疼痛に関する臨床的検討
大塚 貴久 1，塚原 絋平 2，湯本 哲也 2，木浪 陽 2，鵜川 豊世武 2，市場 晋吾 2，氏家 良人 2（1.岡山大学病院総合リハビ
リテーション部，2.岡山大学病院高度救命救急センター） 

DO16-3 機能予後影響因子からみた重症頭部外傷患者に対する急性期リハビリテーションの必要性
宮崎 道輝 1，片岡 祐一 2，見井田 和正 1，神應 知道 2，服部 潤 2，中原 邦晶 2，浅利 靖 2（1.北里大学病院リハビリテーショ
ン部，2.北里大学医学部救命救急医学） 

DO16-4 出血性ショック後の急性腎障害における IL-10とHSPsの関連について
村尾 佳則，濱口  満英，松島 知秀，植嶋 利文（近畿大学医学部救急医学救命救急センター） 

DO16-5 細径（7Fr）大動脈遮断バルーンカテーテル（intra-aor tic balloon occlusion : IABO catheter）の初期使用成績
折田 智彦，豊田 幸樹年，山崎 元靖，船曵 知弘，松本 松圭，佐藤 智洋，小林 陽介，廣江 成欧，中道 嘉，北野 光秀（済
生会横浜市東部病院救命救急センター） 

10：50～ 11：40
口演 17　不整脈・心臓リハビリ（DO17-1～ DO17-5）

座長　高瀬 凡平（防衛医科大学校病院集中治療部）
DO17-1 離床プログラム実施時における自律神経活性の変化 ─冠動脈バイパス術後患者─

氏川 拓也 1, 2，森沢 知之 3，湯口 聡 1，中島 真治 1，松尾 知洋 1，吉村 香映 1，大塚 翔太 1，石口 祥夫 1，黒田 浩佐 4，石
井 智子 4（1.心臓病センター榊原病院リハビリテーション室，2.川崎医療福祉大学医療技術学研究科，3.兵庫医療
大学リハビリテーション学部，4.心臓病センター榊原病院麻酔科） 

DO17-2 集中治療患者における外側広筋の組織酸素飽和度と自立歩行との関連
平澤 純 1，有薗 信一 2，小川 智也 1，渡邉 文子 1，古川 拓朗 1，三嶋 卓也 1，田中 裕子 1，新貝 和也 1，長江 優介 1，田平 
一行 3（1.公立陶生病院中央リハビリテーション部，2.聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部，3.畿央大
学健康科学部理学療法学科） 

DO17-3 多点同時マップによるアブレーションで迅速に electrical stormから離脱しえた心サルコイドーシスの 1例
渡辺 則和，松井 泰樹，小貫 龍也，大西 克実，武藤 光範，川崎 志郎，宗次 裕美，浅野 拓，小林 洋一（昭和大学内科
学講座循環器内科学部門） 

DO17-4 てんかん、発達障害の合併があり、鑑別に難渋し若年で致死的不整脈を発症した先天性QT延長症候群の 1例
吉田 太治，関 晃裕，山口 由美，山本 剛史，佐藤 康次，越田 嘉尚，喜多 大輔，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大
学附属病院集中治療部） 

DO17-5 Brugada症候群に合併した J波症候群の一例
岩崎 陽一 1，里見 和浩 1，上原 萌子 1，寺澤 無量 1，高橋 聡介 1，大島 一太 1，喜納 峰子 1，小林 裕 1，高澤 謙二 1，山科 
章 2（1.東京医科大学八王子医療センター循環器内科，2.東京医科大学循環器内科） 

13：50～ 14：50
口演 18　腎臓・血液浄化（DO18-1～ DO18-6）

座長　森松 博史（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）
DO18-1 尿中 L-FABP測定による ICU患者の腎長期予後の予測

一色 玲 1，土井 研人 1, 2，松原 全宏 2，石井 健 2，濱崎 敬文 3，南学 正臣 1，野入 英世 4，矢作 直樹 2（1.東京大学医学部
附属病院腎臓・内分泌内科，2.東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部，3.東京大学医学部附属病院22世紀
医療センター，4.東京大学医学部附属病院血液浄化療法部） 

DO18-2 横紋筋融解症性急性腎傷害ラットモデルにおけるBach1発現とその意義
山岡 正和 1，清水 裕子 1，高橋 徹 2，谷岡 野人 1，黒田 浩佐 1，中村 竜 1，森松 博史 1（1.岡山大学大学院医歯薬学総合
研究科麻酔蘇生学分野，2.岡山県立大学保健福祉学部） 

DO18-3 劇症肝炎に対するHigh-Flow CHDFの脳症改善効果についての検討
赤星 朋比古 1，杉森 宏 1，徳田 賢太郎 1，藤吉 哲広 1，隅田 幸佑 1，永田 高志 2，野田 英一郎 1，安田 光宏 1，橋爪 誠 2，
前原 喜彦 1（1.九州大学救命救急センター，2.九州大学大学院災害救急医学） 

DO18-4 小児急性血液浄化療法における抗凝固剤としてのクエン酸の効果と問題点
永渕 弘之 1，林 拓也 2（1.神奈川県立こども医療センター集中治療科，2.神奈川県立こども医療センター救急診療
科） 

DO18-5 持続血液ろ過透析療法中の Levofloxacinの薬物動態解析
和田 剛志 1，小林 正紀 2，方波見 謙一 1，小野 雄一 1，前川 邦彦 1，柳田 雄一郎 1，早川 峰司 1，澤村 淳 1，井関 健 2, 3，
丸藤 哲 1（1.北海道大学病院先進急性期医療センター，2.北海道大学大学院薬学研究院，3.北海道大学病院薬剤部） 

DO18-6 小児溶血性尿毒症症候群に対する血漿交換療法の有用性の検討 ～ 4例を振り返って～
内山 壮太，柳 明男，前田 隆求，福島 美奈子，秋山 正慶，早川 聖子，前田 舞，原 嘉孝，柴田 純平，西田 修（藤田保
健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 
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14：50～ 15：30
口演 19　血液・凝固線溶（DO19-1～ DO19-4）

座長　石倉 宏恭（福岡大学医学部救命救急医学講座）
DO19-1 当院における第 IX因子複合体製剤の使用状況

宮内 清司，有元 秀樹，大川 淳平，森本 健，濱中 裕子，師岡 誉也，石川 順一，福家 顕宏，宮市 功典，林下 浩士（大
阪市立総合医療センター） 

DO19-2 敗血症性ショック合併DIC患者における遺伝子組み換えトロンボモジュリン製剤の薬物動態の検討
升田 好樹 1，巽 博臣 1，後藤 京子 1，東口 隆 1，木井 菜摘 1，佐藤 昌太 1，高橋 科那子 1，今泉 均 2（1.札幌医科大学医学
部集中治療医学，2.東京医科大学医学部麻酔学講座集中治療部） 

DO19-3 血漿フィブリノゲン値とThromboelastometr yにおけるFIBTEMは相関するのか？
小網 博之，阪本 雄一郎（佐賀大学医学部附属病院救命救急センター） 

DO19-4 敗血症性DICの治療過程における凝固・線溶マーカーの推移についての検討
櫻井 聖大，江良 正，狩野 亘平，山田 周，北田 真己，橋本 聡，橋本 章子，木村 文彦，原田 正公，高橋 毅（国立病院
機構熊本医療センター救命救急・集中治療部） 

15：30～ 16：30
口演 20　小児・新生児 ①（DO20-1～ DO20-6）

座長　植田 育也（静岡県立こども病院）
DO20-1 小児心臓手術における周術期トロポニンTと術後予後との関係

金澤 伴幸，岩崎 達雄，戸田 雄一郎，清水 一好，森松 博史（岡山大学病院） 
DO20-2 単心室循環におけるECMO管理の現状

中野 諭，大崎 真樹，三浦 慎也，櫨木 大祐，濱本 奈央（静岡県立こども病院循環器集中治療科） 
DO20-3 Fick法と電気的速度測定法による小児心拍出量測定の検討（pilot study）

田畑 雄一 1，久保 慎吾 2，徳平 夏子 1，橋本 悟 1，糸井 利幸 2（1.京都府立医科大学麻酔科集中治療部，2.京都府立医
科大学小児循環器・腎臓科） 

DO20-4 小児 ICUでの瞳孔記録計（NPi-100）の有効性調査
上村 友二，播磨 恵，仙頭 佳起，宮津 光範，太田 晴子，徐 民恵，森島 徹朗，平手 博之，藤田 義人，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理分野） 

DO20-5 名古屋大学小児科関連病院での院内蘇生症例の解析～第 1報～
大萱 俊介 1，沼口 敦 2，松田 直之 3（1.愛知県心身障害者コロニー中央病院小児神経科，2.名古屋大学医学部附属病
院救急科，3.名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DO20-6 集中治療によって救命しえた中毒性表皮壊死症の女児例
紺野 寿 1，峰尾 恵梨 1，永盛 裕佳子 1，安藤 寿 1，緒方 昌平 1，堀 智行 2，三井 純雪 2，天羽 康之 2，石井 正浩 1（1.北里
大学医学部小児科，2.北里大学医学部皮膚科） 

16：30～ 17：30
口演 21　小児・新生児 ②（DO21-1～ DO21-6）

座長　広木 公一（神奈川県立こども医療センター麻酔科）
DO21-1 重症頭部外傷症例の転帰に関する後方視的検討

宮下 徳久，新津 健裕，齋藤 美香，本村 誠，中山 祐子，今井 一徳，齊藤 修，清水 直樹（東京都立小児総合医療センター
救命・集中治療部集中治療科） 

DO21-2 先天性心疾患周術期において中心静脈カテーテル関連血栓症は見逃されているのか？
小泉 沢 1，大崎 真樹 2，元野 憲作 2，三浦 慎也 2，櫨木 大祐 2，濱本 奈央 2（1.宮城県立こども病院集中治療科，2.静岡
県立こども病院循環器集中治療科） 

DO21-3 小児急性脳炎・脳症に対する脳低温療法はVentilator associated pneumonia（VAP）の高リスクである
本間 仁，松井 彦郎，笠井 正志，北村 真友，黒坂 了正，佐藤 公則，天笠 俊介，横川 真理（長野県立こども病院小児
集中治療科） 

DO21-4 脳炎、脳症に対して脳低温療法を行った 34例の検討～脳低温療法は有効である～
林 拓也 1，梅原 直 1，山田 香里 1，永渕 弘之 2（1.神奈川県立こども医療センター救急診療科，2.神奈川県立こども医
療センター集中治療科） 

DO21-5 小児集中治療専従医配置が患者予後に与えたインパクト
藤原 直樹，制野 勇介，八坂 有起（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児集中治療科） 

DO21-6 小児専門医療施設におけるRRS導入の効果
藤原 直樹 1，制野 勇介 1，八坂 有起 1，市川 綾乃 2（1.沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児集中治
療科，2.沖縄県立南部医療センター・こども医療センター看護部） 
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8：10～ 9：10
口演 22　虚血性心疾患・インターベンション（DO22-1～ DO22-6）

座長　田原 良雄（国立循環器病研究センター）
DO22-1 ステント選択に迷う複合疾患患者への当院でのアプローチについて

西田 俊彦 1，樋口 義治 1，峯木 隆志 1，向後 隆章 1，飯田 維人 1，須藤 晃正 1，深町 大介 1，奥村 恭男 1，金井 孝司 1，高
山 忠輝 1，廣 高史 1，平山 篤志 1，守谷 俊 2，木下 浩作 2（1.日本大学医学部附属板橋病院内科学系循環器内科学分野，
2.日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野） 

DO22-2 悪性腫瘍に対して分子標的薬投与中に急性心筋梗塞を発症した 3例の検討
森下 健太郎 1，牛越 博昭 1, 2，岡田 英志 1, 2，山田 法顕 1，中野 通代 1，吉田 省造 1，熊田 恵介 1，豊田 泉 1，小倉 真治 1，
湊口 信也 2（1.岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター，2.岐阜大学医学部附属病院第二内科） 

DO22-3 アナフィラキシーショックを契機とした stunningの関与が疑われた一症例
前田 紘一朗，菊池 佳奈，中野 由惟，鈴木 俊成，田澤 和雅，小山 薫（埼玉医科大学総合医療センター麻酔科） 

DO22-4 急性冠症候群に対する緊急PCIでのアプローチ部位が院内予後に与える影響
野里 寿史，佐藤 康弘（独立行政法人国立病院機構災害医療センター） 

DO22-5 急性心筋梗塞（AMI）に対する薬剤溶出型ステント（DES）とベアメタルステント（BMS）の費用効果分析
澤村 匡史（社会医療法人黎明会宇城総合病院） 

DO22-6 ECLS離脱後大腿動脈仮性動脈瘤に対しCovered Stent留置術を施行した一例
松本 学 1, 2，小林 辰輔 1，岩瀬 史明 1，井上 潤一 1，宮崎 善史 1，大嶽 康介 1，加藤 頼子 1，池田 督司 1，木下 大輔 1，横
田 裕行 2（1.山梨県立中央病院救命救急センター，2.日本医科大学付属病院高度救命救急センター） 

9：10～ 9：50
口演 23　多臓器不全・敗血症 ③（DO23-1～ DO23-4）

座長　升田 好樹（札幌医科大学医学部集中治療医学）
DO23-1 急性肝障害を伴う敗血症性ショックに対する continous plasmafiltration with dialysis の有用性

谷口 巧，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹（金沢大学附属病院集中治療部） 
DO23-2 当院における予期せぬ ICU入室をした敗血症性ショック患者の検討

津久田 純平，藤谷 茂樹，工藤 由子，佐々木 愛，永谷 創石，佐久間 瞳，今野 眞理，内藤 貴基，嘉村 洋志，則末 泰博
（東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科） 

DO23-3 敗血症診療における経肺熱希釈法の併用によるカテコラミン早期離脱の検討（TPTD study）
津久田 純平 1, 10，森澤 健一郎 2, 10，本間 洋輔 3, 10，早川 桂 4, 10，一二三 亨 5, 10，藤原 紳祐 6, 10，山下 進 7, 10，重光 胤明 8, 10，
安田 英人 9, 10，藤谷 茂樹 3, 10（1.東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科，2.聖マリアンナ医科大学病院，3.聖
ルカライフサイエンス研究所，4.さいたま赤十字病院，5.香川大学医学部附属病院，6.嬉野医療センター，7.徳山
中央病院，8.大阪市立総合医療センター，9.武蔵野赤十字病院，10.TPTD study group） 

DO23-4 2014年名古屋大学救急・集中治療医学分野の敗血症性ショックの管理解析
山本 尚範，田村 有人，東 倫子，浅田 馨，日下 琢雅，波多野 俊之，江嶋 正志，沼口  敦，角 三和子，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

14：50～ 15：30
口演 24　栄養管理・口腔ケア（DO24-1～ DO24-4）

座長　山口 修（横浜市立大学附属病院集中治療部）
DO24-1 口腔内細菌数を指標とした人工呼吸器関連肺炎（VAP）予防のための口腔ケア方法の検討

林田 咲 1，船原 まどか 1，柳本 惣市 1，山口 典子 2，関野 元裕 2，梅田 正博 1（1.長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口
腔腫瘍治療学分野，2.長崎大学病院集中治療部） 

DO24-2 幽門後方経腸栄養チューブ留置時の工夫
小畠 久和，熊澤 淳史，青柳 健一，小原 章敏（市立堺病院集中治療科） 

DO24-3 重症心血管疾患患者における来院時栄養評価の重要性
神應 知道，片岡 祐一，花島 資，中谷 研斗，山谷 立大，朝隈 禎隆，猪狩 雄蔵，増田 智成，竹内 一郎，浅利 靖（北里
大学医学部救命救急医学） 

DO24-4 成人重症患者における血中カルニチン濃度に関する前向き観察研究
大網 毅彦，大島 拓，服部 憲幸，渡邉 栄三，安部 隆三，高橋 和香，松村 洋輔，大村 拓，富田 啓介，織田 成人（千葉
大学大学院医学研究院救急集中治療医学） 

15：30～ 16：30
口演 25　内分泌・代謝・炎症（DO25-1～ DO25-6）

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）
DO25-1 妊娠中に下垂体卒中を呈し、術後管理に難渋した 1例

喜多 大輔，佐野 宏樹，谷口 巧（金沢大学附属病院集中治療部） 
DO25-2 副腎不全による心肺停止からECLSにて救命しえた異所性ACTH症候群の一例

西迫 良，横山 健，立石 浩二，片山 勝之（手稲渓仁会病院麻酔科集中治療室） 
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DO25-3 経皮的心肺補助（PCPS）を使用した甲状腺クリーゼの一救命例
高橋 科那子，高氏 修平，遠藤 晃生，齊藤 智誉，牧瀬 博（市立札幌病院救急救命センター） 

DO25-4 難治性代謝性アシドーシスを呈し集中治療を要したG13513A変異を有する成人型 Leigh脳症の一例
鈴木 優太郎 1，新井 正康 2，松本 慈寛 1，大塚 智久 1，吉野 和久 1，伊藤 壮平 1，戸田 雅也 1，小坂 康晴 1，黒岩 政之 1，
岡本 浩嗣 1（1.北里大学医学部麻酔科学，2.北里大学病院集中治療センター） 

DO25-5 カンジダ属の血流感染時に宿主抵抗性に関わるTh2に関連した因子の解析
阿部 良伸，伊関 憲，田勢 長一郎（福島県立医科大学医学部救急医療学講座） 

DO25-6 炎症局所における血管透過性関連因子が SIRS病態に与える影響について
蒲原 英伸，新森 大介，田代 貴大，小寺 厚志，鷺島 克之，木下 順弘（熊本大学医学部集中治療部） 

16：30～ 17：20
口演 26　鎮静・鎮痛・せん妄（DO26-1～ DO26-5）

座長　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）
DO26-1 デクスメデトミジン（DEX）による離脱症候群の 2例

大竹 孝尚，入江 洋正，河合 恵子，横田 喜美夫，山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科） 
DO26-2 理学療法士の救命救急センター配属によるリハビリ状況の変化

直塚 博行 1，今泉 香織 2（1.佐賀大学医学部附属病院先進総合機能回復センター，2.佐賀大学医学部附属病院救命救
急センター） 

DO26-3 心臓外科術後に ICU-acquired deliriumを発症した患者の術前身体機能特性
土川 洋平 1，小林 聖典 1，清水 美帆 1，貝沼 関志 2，碓氷 章彦 3（1.名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部，
2.名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部，3.名古屋大学大学院医学系研究科心臓外科学） 

DO26-4 当院 ICUにおける専従理学療法士の配置による早期リハビリテーションが患者に与える影響
西原 浩真 1，岩田 健太郎 1，影山 智広 1，坂本 裕規 1，小柳 圭一 1，前川 利雄 1，瀬尾 龍太郎 2，朱 祐珍 2（1.神戸市立医
療センター中央市民病院リハビリテーション技術部，2.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科） 

DO26-5 救急 ICUにおけるせん妄の発症リスクの検証
大井 康史 1, 2，六車 崇 1, 2，問田 千晶 1, 2，谷口 隼人 1, 2，大塚 剛 1, 2，土井 智喜 1, 2，松崎 昇一 1, 2，中村 京太 1, 2，日野 耕介 2，
森村 尚登 1, 2（1.横浜市立大学大学院医学研究科救急医学，2.横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救
急センター） 

17：20～ 18：10
口演 27　肝・胆・膵（DO27-1～ DO27-5）

座長　小林 誠人（公立豊岡病院但馬救命救急センター）
DO27-1 腸管壊死症例の臨床的検討

下条 芳秀，田代 恵太，金苗 幹典，萬木 真理子，吉山 直政，中村 篤雄，越後 整，長井 孝二郎，高須 修，坂本 照夫（久
留米大学病院高度救命救急センター） 

DO27-2 術前ステロイド投与は食道癌患者の在院日数を短縮させる
斎藤 淳一 1，橋場 英二 2，大川 浩文 1，地主 継 1，大石 将文 1，坪 敏仁 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） 

DO27-3 腹部コンパートメント症候群（ACS）を合併した重症急性膵炎症例の検討
金田 和久，山本 朋納，森岡 貴勢，武貞 博治，内田 健一郎，山本 啓雅，山村 仁，溝端 康光（大阪市立大学医学部付
属病院救命救急センター） 

DO27-4 急性膵炎診療の現状：全国調査からみる病床数と予後
廣田 衛久，下瀬川 徹（東北大学消化器内科） 

DO27-5 出血性ショックおよび腸間膜動脈閉塞モデルにおけるD乳酸濃度の比較
吉田 真一郎 1，巽 博臣 2，升田 好樹 2，今泉 均 3，後藤 京子 2，七戸 康夫 1，山蔭 道明 4（1.独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター救急科，2.札幌医科大学医学部集中治療医学，3.東京医科大学医学部麻酔科学講座，4.札幌医
科大学医学部麻酔科学講座） 

第 3日目（2月 11日）

第 7会場　ホテル日航東京 3F サンライズテラス
8：40～ 9：50
口演 28　心肺蘇生・重症管理 ①（DO28-1～ DO28-7）

座長　林下 浩士（大阪市立総合医療センター救命救急センター）
DO28-1 低体温療法を導入した初期波形VF症例における転帰予測

相坂 和貴子，葛西 毅彦，豊原 隆，柿崎 隆一郎，江濱 由松，岡本 博之，武山 佳洋（市立函館病院救命救急センター） 
DO28-2 目撃のないショックの適応でない院外心停止の予後因子に関する検討

福田 龍将，大橋 奈尾子，松原 全宏，矢作 直樹（東京大学大学院医学系研究科救急医学） 
DO28-3 小児院外心停止 1ヶ月後の神経学的転帰：年齢毎の検討

問田 千晶，六車 崇，清水 直樹，米本 直裕，櫻井 淳，森村 尚登（SOS-KANTO 2012 study group） 
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DO28-4 心停止蘇生後患者の予後とプロカルシトニン値との関連
佐藤 康次，蜂谷 聡明，吉田 大治，中村 美穂，相良 明宏，関 晃裕，山口 由美，山本 剛史，岡島 正樹，谷口 巧（金沢
大学附属病院集中治療部） 

DO28-5 心停止後症候群におけるADAMTS13活性低下は神経学的転帰に関連する
大邉 寛幸 1，工藤 大介 1, 2，山内 聡 1, 2，佐藤 武揚 1，遠藤 智之 1, 3，野村 亮介 1，藤田 基生 1，佐藤 哲哉 1，宮川 乃理子 1，
久志本 成樹 1, 2（1.東北大学病院救急科・高度救命救急センター，2.東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座
救急医学分野，3.東北大学総合地域医療研修センター） 

DO28-6 Amplitude integrated EEGを用いた心停止後低体温療法中の神経学的予後予測の検討
杉山 和宏，田邉 孝大，柏浦 正広，阿部 裕之，小林 未央子，明石 暁子，横山 太郎，濱邊 祐一（東京都立墨東病院救
命センター） 

DO28-7 当院に搬送された心臓・血管原性ショック患者の転帰に関係する要因の検討
辻田 靖之，山根 哲信，浜本 徹，藤野 和典，田畑 貴久，高橋 完，松村 一弘，江口 豊（滋賀医科大学救急集中治療医
学講座） 

9：50～ 10：40
口演 29　心肺蘇生・重症管理 ②（DO29-1～ DO29-5）

座長　櫻田 春水（東京都保健医療公社大久保病院循環器内科）
DO29-1 蘇生努力の無益性の判断における病院前蘇生中止基準と来院時脳局所酸素飽和度の併用の有用性に関する検討

福田 龍将，大橋 奈尾子，松原 全宏，土井 研人，軍神 正隆，中島 勧，矢作 直樹（東京大学大学院医学系研究科救急
医学） 

DO29-2 SOS-KANTO 2012 studyにおける病院前蘇生中止基準の妥当性の評価
柏浦 正広，杉山 和宏，濱邊 祐一，明石 暁子，米本 直裕，田原 良雄，長尾 建，矢口 有乃，森村 尚登，櫻井 淳（SOS-
KANTO 2012 study group） 

DO29-3 院外心肺停止患者の来院時 rSO2に対するプレホスピタルケアの影響
安田 英人 1, 2，西山 慶 2，有元 秀樹 2，山田 法顕 2，村井 映 2，別府  賢 2，阿南 英明 2，久志本 成樹 2，長尾 健 2（1.武蔵野
赤十字病院救命救急センター，2.J-POP registry investigators） 

DO29-4 重症症例搬送車両“Mobile ICU”の導入～ECMO適応症例集約化に向けての取り組み～
蛯名 正智，高場 章宏，井上 彰，瀬尾 龍太郎，渥美 生弘，有吉 孝一（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急
センター） 

DO29-5 外傷患者のヘリコプター搬送におけるプレホスピタル胸腔ドレナージについての検討
根本 千秋，矢野  徹宏，大久保  怜子，鈴木 剛，大野 雄康，阿部 良伸，塚田 泰彦，伊関 憲，島田 二郎，田勢  長一郎（福
島県立医科大学医学部救急医療学講座） 

10：40～ 11：50
口演 30　大動脈・肺動脈（DO30-1～ DO30-7）

座長　中山 正吾（大阪赤十字病院心臓血管外科）
DO30-1 救急隊により搬送された大動脈瘤 /解離の検討：“大動脈バイパス”の必要性

稲葉 英夫 1，山下 朗 2，太田 圭亮 3，明星 康裕 3（1.金沢大学医薬保健研究域医学系血液情報発信学（救急医学），2.公
立能登総合病院，3.石川県立中央病院） 

DO30-2 単純CTから急性大動脈解離を診断する
平田 晶子，佐伯 有香，福島 紘子，和智 万由子，畠山 淳司，山田 広之，藤澤 美智子，奈良 岳志，伊藤 敏孝，武居 哲
洋（横浜市立みなと赤十字病院救急救命センター） 

DO30-3 Dダイマー陰性は、急性大動脈解離を否定できるか？
新田 憲市，今村 浩，高山 浩史，望月 勝徳，大石 奏，市川 通太郎（信州大学医学部救急集中治療医学講座） 

DO30-4 慢性肺血栓塞栓性肺高血圧の肺動脈血栓内膜摘除術後、急性効果判定における心エコー図指標の有用性
今井 靖子 1，田中 信大 1，高橋 のり 1，黒羽根 彩子 1，武井 康悦 1，小泉 信達 2，松山 克彦 2，杭ノ瀬 昌彦 2，荻野 均 2，
山科 章 1（1.東京医科大学病院循環器内科，2.東京医科大学病院心臓血管外科） 

DO30-5 血管内治療後に気管支内出血を合併した末梢性肺動脈狭窄症の一症例
山本 慧 1，渕上 竜也 1，桃原 志穂 1，照屋 孝二 1，池宮城 秀一 2，垣花 学 1（1.琉球大学医学部附属病院麻酔科集中治療
部，2.琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学講座） 

DO30-6 Sjogren症候群に合併した肺高血圧にUpfront triple combination therapyと免疫抑制療法を併用した一例
西畑 庸介 1，山上 文 1，山添 正博 1，小松 一貴 1，浅野 拓 1，水野 篤 1，新沼 廣幸 1，岡田 正人 2，西 裕太郎 1，丹羽 公一
郎 1（1.聖路加国際病院循環器内科，2.聖路加国際病院リウマチ膠原病内科） 

DO30-7 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する肺動脈血栓内膜摘除術の周術期管理
板橋 俊雄 1，長尾 明紘 1，佐藤 聡子 1，坂本 美紀 1，浜田 隆太 1，安藤 千尋 2，金澤 裕子 1，田上 正 1，今泉 均 1，内野 博
之 1（1.東京医科大学麻酔科学分野，2.東京医科大学茨城医療センター麻酔科） 
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看護部門口演
第 1日目（2月 9日）

第 6会場　ホテル日航東京 3F レインボーテラス
10：40～ 11：20
口演 1　敗血症（NO1-1～ NO1-4）

座長　髙岡 勇子（北海道大学病院 ICU・救急部ナースセンター）
NO1-1 敗血症患者に対する早期の初回抗生剤投与の試みと今後の課題

松本 隆，橋本 徳也（福岡新水巻病院 ICU） 
NO1-2 ICU看護師による敗血症の早期かつ適切な認識のための取り組み

藤原 満里子 1，松村 洋輔 2，木下 淑恵 1，工藤 良子 1，大磯 慶高 1，竹内 純子 1，織田 成人 2（1.千葉大学医学部附属病
院看護部，2.千葉大学医学部附属病院救急科・集中治療部） 

NO1-3 ER外来から始める敗血症患者の看護
宮下 照美（藤田保健衛生大学病院）

NO1-4 総合集中治療室におけるEGDT達成率の調査
大屋 亜美 1，松島 裕美 1，安達 梨香 1，本田 愛子 1，北牧 愛美 1，河元 千鶴 1，内田 真弓 1，辻 佐世里 1，西 憲一郎 2（1.関
西医科大学附属枚方病院総合集中治療室，2.関西医科大学附属枚方病院総合集中治療部） 

11：20～ 12：00
口演 2　安全（NO2-1～ NO2-4）

座長　永野 由紀（高知大学医学部附属病院救急部・ICU）
NO2-1 当センターにおける経皮的気管切開術 checklistの有用性の検証

佐藤 史淑 1，八木橋 智子 1，佐藤 瑞樹 2，毛利 英之 1，小山 洋史 1，小室 哲也 1，讃井 將満 1（1.自治医科大学附属さい
たま医療センター集中治療部，2.倉敷中央病院救命科） 

NO2-2 組織酸素飽和度モニターの比較
長瀬 亜岐 1，畑中 哲生 2，金子 洋 3，丸川 征四郎 4（1.北海道医療大学看護福祉学部，2.救急救命九州研修所，3.名古
屋市消防局，4.医誠会病院） 

NO2-3 人工呼吸器管理の安全面における当院の現状と課題
筒井 春奈，汐崎 末子，柏木 良子，田中 早紀，山田 加奈子（新宮市立医療センター） 

NO2-4 盲目的及びマノメーターを用いた流量膨張式蘇生バッグによる換気精度の検証
三浦 規雅，林 祐輝，平河 朝美，原口 昌宏（国立成育医療研究センター）

17：20～ 18：20
口演 3　早期リハビリテーション　プロトコール（NO3-1～ NO3-6）

座長　伊藤 貴公（国家公務員共済組合連合会平塚共済病院）
NO3-1 当院 ICUにおけるリハビリ実施状況に関する後方視的調査 ─早期リハビリプロトコル作成に向けて─

岩田 麻衣子，熊岡 琴音，丸谷 幸子，石井 房世，伊藤 加代子，宮津 光範（名古屋市立大学看護部 ICU・PICU・
CCU） 

NO3-2 急性期リハビリテーションマニュアル導入後の現況 ─基準改良後の比較と今後の課題─
塩屋 秀子，又吉 愛美，久場 良也，勝連 しのぶ，洲鎌 正子，安村 公均（社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院） 

NO3-3 安全な心臓リハビリテーション充実に向けての取り組み
石田 亜矢子 1，大森 奈奈 1，北岡 奈津江 1，庄田 恵子 1，西林 知恵 1，久保田 恵理 2，木山 亮介 2，渡海 裕文 2（1.兵庫県
立淡路医療センター看護部，2.兵庫県立淡路医療センター麻酔科）

NO3-4 開心術後の早期リハビリテーションプログラムの効果の検討
稲波 享子（京都第一赤十字病院） 

NO3-5 開心術後縦隔炎に対し陰圧閉鎖療法を併用した患者の早期リハビリテーションへの試み
本村 和也 1，佃 順子 1，堂前 圭太郎 2，吉岡 大輔 2（1.大阪大学医学部附属病院集中治療部，2.大阪大学医学部附属病
院心臓血管外科） 

NO3-6 早期離床困難が予想された後期高齢者のAS患者に対してチームで取り組む早期回復管理が有効であった一例
清原 由希 1，関 千雅 1，瀬戸 雅子 1，宇野 里佳 1，山本 高代 1，飯田 有紀 2，佐藤 千春 3，小池 雅人 4，木脇 恵子 1，浅井 
徹 5（1.近江草津徳洲会病院看護部，2.近江草津徳洲会病院リハビリテーション科，3.近江草津徳洲会病院栄養科，
4.近江草津徳洲会病院心臓血管外科，5.滋賀医科大学心臓血管外科） 
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第 7会場　ホテル日航東京 3F サンライズテラス
17：30～ 18：30
口演 4　補助循環他（NO4-1～ NO4-6）

座長　坂本 美賀子（済生会熊本病院集中治療室）
NO4-1 覚醒下でECMO管理となった患者の生活環境調整における看護～食事援助を中心とした看護の評価～

木ノ内 綾，本郷 裕美，小川 正輝，源本 尚美，玉井 亜美，松本 厚子（市立札幌病院救急救命センター） 
NO4-2 ECMO管理中に覚醒させ積極的な理学療法を実施した高度肥満を伴ったH1N1インフルエンザの一例

林 友香，栗原 知己，水落 美智雄，阿部 絵美，鈴木 裕之，小倉 崇以，原澤 朋史（前橋赤十字病院） 
NO4-3 ECMO患者を迎えるために～ECMOチーム活動の軌跡～

三近 淑美 1，池田 理沙 1，北村 淑子 1，柏木 千恵 1，藤岡 直昭 1，永住 尚華 1，高岡 宏一 1，田中 雄己 2，柴田 美由紀 1，
瀬尾 龍太郎 3（1.神戸市立医療センター中央市民病院EICU・CCU，2.神戸市立医療センター中央市民病院臨床工
学技術部，3.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科） 

NO4-4 当院PICUにおけるECMOチームの取り組み
上原 康史，上原 真紀乃，上原 綾乃，制野 勇介，藤原 直樹，八坂 有起（沖縄県立南部医療センター・こども医療セ
ンター看護部PICU） 

NO4-5 劇症型心筋炎により両心室補助装置装着となった患者の右心室補助装置離脱に向けた看護　
原田 愛子 1，渡邉 裕美子 1，秦 広樹 2，藤田 知之 2（1.国立循環器病研究センター心臓血管外科系集中治療科，2.国立
循環器病研究センター心臓血管外科） 

NO4-6 ICUにおいて多職種で行う植え込み型補助人工心臓の管理と課題
水戸 のぞみ 1，小山 純子 1，石川 幸司 1，加瀬 加寿美 1，寒河江 麿 2，加藤 裕貴 3，高岡 勇子 1（1.北海道大学病院 ICU・
救急部ナースセンター，2.北海道大学病院ME機器管理センター，3.北海道大学病院循環器外科） 

第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
9：00～ 10：00
口演 5　鎮痛鎮静 ①（NO5-1～ NO5-6）

座長　細萱 順一（日本医科大学付属病院SICU・SHCU）
NO5-1 新たな疼痛スケールの導入 ─ Light sedation下における痛みの評価─

穴井 聖二 1，中野 美幸 1，岡 夏希 1，森澤 祐己子 1，川副 友 2（1.和歌山県立医科大学附属病院高度救命救急センター
ICU，2.和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座） 

NO5-2 ICU看護師における鎮痛管理に対する継続教育によるBehavioral Pain Scale評価に取り組む行動意思の変化
有馬 勝洋，高山 洋平，池田 詩織，坂本 美賀子，西上 和宏，上杉 英之，高志 賢太郎（済生会熊本病院集中治療室） 

NO5-3 集中治療室看護師におけるBehavioral Pain Scaleに関する継続的な学習の方法の検証
高山 洋平，福永 寛恵，坂本 美賀子，西上 和宏，上杉 英之（済生会熊本病院集中治療室） 

NO5-4 開胸術後患者における疼痛評価と戦略的鎮痛への取り組み ─創痛を意図的に察知しケアにつなげていく試み─
岩井 真奈美，島袋 界智（医療法人社団公仁会大和成和病院） 

NO5-5 CPOTを用いた当院 ICUにおける鎮痛管理
伊藤 美奈 1，岡田 明子 1，村中 好美 1，櫻谷 正明 2，吉田 研一 2，河村 夏生 2，平田 旭 2（1.JA広島総合病院 ICU，2.JA広
島総合病院救急・集中治療科） 

NO5-6 挿管中で意思疎通が困難な患者の疼痛に関する実態調査
若林 侑起，久保田 絢子，渡邊 仁史，濱田 愛，川口 亜希，前田 夏希，後藤 麻希（神戸市立医療センター中央市民病
院GICU・HCU） 

10：00～ 11：10
口演 6　鎮痛鎮静 ②（NO6-1～ NO6-7）

座長　村田 洋章（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
NO6-1 適切な鎮静・鎮痛管理を行うための取り組み

吉津 郁美，谷林 満美子，奥田 牧子（筑波学園病院）
NO6-2 人工呼吸管理患者への鎮痛・鎮静プロトコル導入後の効果

犬童 隆太 1，小川 哲平 1，辻本 雄大 1，田鍋 佳菜 1，松葉 晃平 1，高木 美由紀 1，井上 聡己 2（1.奈良県立医科大学附属
病院C3階集中治療部，2.奈良県立医科大学附属病院集中治療部） 

NO6-3 ICUにおける鎮痛鎮静プロトコル導入の有用性
木村 亜未 1，山本 有紀 1，水谷 美保 1，瀬脇 純子 1，山村 仁 2（1.大阪市立大学医学部附属病院集中治療室，2.大阪市
立大学医学部附属病院集中治療部）

NO6-4 鎮静プロトコールの作成と今後の課題 ─鎮痛鎮静の統一した管理を行うには─
大谷 征士，石川 雄一，再田 ちづる，大森 俊和，石井 早苗（湘南鎌倉総合病院看護部ECU病棟） 

NO6-5 ICUにおける人工呼吸患者への鎮痛優先の鎮痛・鎮静プロトコール導入の効果
椹木 愛美 1，松田 斉 1，藤井 雅士 2，高淵 聡史 3（1.彦根市立病院 ICU・CCU，2.京都医療センター救命救急科，3.彦
根市立病院麻酔科） 

NO6-6 人工呼吸器装着患者における看護師遂行型鎮痛鎮静プロトコルの有用性
笹井 香織 1，岡田 和之 1，平 幸輝 2，茂呂 悦子 1，布宮 伸 2（1.自治医科大学附属病院集中治療部，2.自治医科大学医
学部麻酔科学・集中治療医学講座）
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NO6-7 当院 ICUにおける鎮静管理の現状 ─ SPICE-ANZICSデータをベンチマークとした比較
渋谷 真紀，卯野木 健，稲葉 亜希，坂西 佐久子，松田 武賢，大関 武，櫻本 秀明（筑波大学附属病院集中治療室） 

11：10～ 12：10
口演 7　睡眠（NO7-1～ NO7-6）

座長　井口 亜紀（東京医科大学病院救命救急センター）
NO7-1 心臓血管系集中治療室（CCU）入室患者における睡眠状況の実態調査

松崎 芳美 1，山室 早紀 1，大須賀 玲美 1，高田 弥寿子 1，上薗 惠子 1，山根 崇史 2，永井 利幸 1（1.国立循環器病研究セ
ンター看護部CCU病棟，2.神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科） 

NO7-2 ICU入室中患者の睡眠状態の客観的評価と主観的評価の差の調査
安藤 美幸，池田 めぐみ，川野 マキ（潤和会記念病院集中治療部）

NO7-3 高度救命救急センター入院患者の睡眠に関する看護師の判断とケアの現状：眠り SCANを用いて
新 友香子 1，佐塚 孝之 1，春原 梨沙 1，戸部 理絵 1，寺内 英真 2（1.信州大学医学部附属病院高度救命救急センター，
2.信州大学医学部保健学科） 

NO7-4 集中治療室における非挿管患者の睡眠遮断についての検討
岡部 直美 1，岡本 洋史 2，田中 理絵 1，松村 由李佳 1，栗山 明 4，光島 モトエ 1, 3，福岡 敏雄 3（1.倉敷中央病院救命救急
センター，2.倉敷中央病院救急科，3.倉敷中央病院総合診療科・救急科，4.倉敷中央病院総合診療科） 

NO7-5 急性心筋梗塞患者への睡眠薬使用に対する ICU看護師の判断
井上 ゆみ，藤川 由梨，片山 香（市立三次中央病院2階病棟・ICU） 

NO7-6 睡眠バンドルの導入とその課題
松村 由季佳 1，岡本 洋史 2，岡部 直美 1，田中 理絵 1，栗山 明 4，光島 モトエ 1，福岡 敏雄 3（1.倉敷中央病院救命救急
センター，2.倉敷中央病院救急科，3.倉敷中央病院総合診療科・救急科，4.倉敷中央病院総合診療科） 

14：00～ 15：00
口演 8　鎮痛鎮静 ③（NO8-1～ NO8-6）

座長　白石 浩子（獨協医科大学病院）
NO8-1 開心術後患者の疼痛の発生に関する調査

 小林 智美，福田 久子（公益財団法人筑波メディカルセンター病院） 
NO8-2 HCU病棟における鎮痛、鎮静評価の検討

渡真利 仁菜，西澤 加奈子，高橋 優菜（三井記念病院HCU） 
NO8-3 当院 ICUにおける人工呼吸器管理中の鎮静深度と身体抑制の現状

諸見里 勝 1，清水 孝宏 2，普天間 誠 1, 2，平敷 好史 1，里井 陽介 1（1.地方独立行政法人那覇市立病院集中治療室，2.地
方独立行政法人那覇市立病院看護部） 

NO8-4 集中治療室で発生する「ドレーン・チューブ類の使用・管理」のインシデントを如何に減らすか
水田 麻美，渡邉 伸二，中野 由美子，黒沼 幸恵（社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院集中治療室） 

NO8-5 集中治療領域でのアセトアミノフェン静注製剤の有用性の検討
西垣 恵美子，田畑 雄一，橋本 悟，阪田 安代（京都府立医科大学附属病院集中治療部） 

NO8-6 薬剤投与による譫妄予防の有効性の評価
牛島 めぐみ 1，浦川 昂大 1，谷村 慈哉 1，古川 みさき 1，松本 英里 1，柴田 隆一郎 2，谷口 真一郎 2，中路 俊 2（1.社会医
療法人財団白十字会佐世保中央病院 ICU，2.社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院心臓血管外科）

第 2日目（2月 10日）

第 6会場　ホテル日航東京 3F レインボーテラス
17：30～ 18：30
口演 9　RST（NO9-1～ NO9-6）

座長　神谷 健司（近畿大学医学部附属病院集中治療部）
NO9-1 呼吸ケアチーム活動の拡がり

松倉 早知子，浅生 かおり（日本赤十字社富山赤十字病院） 
NO9-2 当院における呼吸サポートチーム（RST）活動報告 ～呼吸管理の安全性を目指して～

岡 啓太，西 友典，釘本 智史，前田 倫厚，中川 秀美，松田 知之，山根 毅郎（第二岡本総合病院） 
NO9-3 呼吸器ケアサポートチーム活動の成果と課題 ─呼吸器疾患患者への予防を含めた介入─

山本 加奈子，秩父 千春，手塚 正美，岩澤 優子（自衛隊中央病院）
NO9-4 呼吸器ケアサポートチーム活動における口腔ケアマニュアル導入前後の誤嚥性肺炎発生状況の変化

山本 加奈子，秩父 千春，手塚 正美，岩澤 優子（自衛隊中央病院）
NO9-5 人工呼吸器管理の経験が少ない一般病棟への転出に際して病棟看護師が呼吸ケアサポートチームに求める支援

古川 智美，小泉 雅子，小林 邦子，嶋田 正子，守谷 千明，加藤 彩（東京女子医科大学病院看護部） 
NO9-6 筋弛緩薬投与中のくも膜下出血患者におけるBCV（Biphasic Cuirass Ventilator）導入効果の検討

濱田 郁子，山崎 早苗，亀井 美穂，五十川 美惠子（東海大学医学部付属病院） 
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第 7会場　ホテル日航東京 3F サンライズテラス
9：50～ 10：50
口演 10　術後看護（NO10-1～ NO10-6）

座長　栗原 早苗（金沢大学附属病院）
NO10-1 集中治療センターにおける改善した術前訪問の評価　

虎本 三佳恵 1，東田 悠佳 1，坂本 麻衣 1，田口 利惠 1，北村 佳子 2，紺家 千寿子 2（1.金沢医科大学病院，2.金沢医科大
学看護学部） 

NO10-2 術後 ICUへ入室する患者への不安軽減につながる術前訪問の検討
大澤 浩輔 1，秋久 亜希子 1，大井 加寿美 1，藤田 延江 2（1.埼玉県立がんセンター看護部 ICU，2.県立小児医療センター
建設課） 

NO10-3 術後 ICU入室患者の不安軽減への取り組み ─オリエンテーションにアラーム音の試聴を導入して─
水上 祐貴子，南野 真紀，嶋田 奈々，奥平 修子，城戸 佑実子（福井赤十字病院 ICU） 

NO10-4 ICU入室患者の満足度向上を目指す ～退室後訪問を通して～
町田 維明，若狭 太一（公益財団法人長野市保健医療公社長野市民病院） 

NO10-5 ICUから一般病棟への退室方法の検討
大窪 敬久，小泉 なつ美，寺田 直子（日立製作所日立総合病院） 

NO10-6 地域連携における多職種 ,多施設での外傷診療カンファレンスのニーズ
白方 恵，大橋 梨香，脇本 藍，田村 暢一朗，福岡 敏雄，光島 モトエ（倉敷中央病院救命救急センター） 

10：50～ 11：40
口演 11　教育（シミュレーション）（NO11-1～ NO11-5）

座長　明神 哲也（東京医科大学病院）
NO11-1 演題取り下げ
NO11-2 「ICU新人看護師応援プログラム」シミュレーション教育の効果

伊藤 智美 1，古謝 真紀 1，阿波根 絵美 1，普天間 誠 2，諸見里 勝 2，平敷 好史 2，里井 陽介 2，高野 理映 2, 3，中村 啓介 3，
阿部 幸恵 4（1.社会医療法人仁愛会浦添総合病院看護部，2.地方独立行政法人那覇市立病院，3.沖縄徳洲会南部徳
洲会病院，4.東京医科大学シミュレーションセンター） 

NO11-3 集中治療室における心不全患者の状態悪化シミュレーション教育効果
加藤 純一，杉本 篤史，上村 由加，安達 晶子（小牧市民病院集中治療室） 

NO11-4 当院における Rapid Response Systemシミュレーション教育の評価
永谷 創石，佐々木 愛，工藤 由子，今野 眞理，津久田 純平，内藤 貴基，藤谷 茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

NO11-5 当院における重症救急患者搬送の現状評価 ─搬送シミュレーションからの対策検討─
亜厂 耕介 1，安孫子 進 1，萩野 裕夏 2，古沢 身佳子 4，松村 陽亮 2，一戸 珠美 2，近江 禎子 3，大槻 穣治 4（1.東京慈恵会
医科大学附属第三病院臨床工学部，2.東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部，3.東京慈恵会医科大学附属第三
病院麻酔科，4.東京慈恵会医科大学附属第三病院救急部） 

13：50～ 14：50
口演 12　栄養（NO12-1～ NO12-6）

座長　丸谷 幸子（名古屋市立大学病院）
NO12-1 ICUにおける早期経腸栄養の確立を妨げる要因の検討

山本 貴子，能芝 範子，佃 順子（大阪大学医学部付属病院集中治療部） 
NO12-2 人工呼吸管理患者に対する経腸栄養と予後との関連

林 真理 1，海塚 安郎 2（1.社会医療法人製鉄記念八幡病院看護部，2.社会医療法人製鉄記念八幡病院集中治療部） 
NO12-3 当院救命 ICUにおける早期経腸栄養プロトコルの評価

下園 佳代美 1，南條 裕子 1，武内 龍伸 2，阿保 勇介 1，矢作 直樹 3（1.東京大学医学部附属病院 ICU，2.藍野大学医療保
健学部，3.東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部） 

NO12-4 当院CCUにおけるPCPS装着下の急性期栄養療法の現状
池田 理沙 1，東別府 直紀 2，柏木 千恵 1，大坪 麗 1，柴田 美由紀 1，村井 亮介 3，山根 崇史 3，北井 豪 3（1.神戸市立医療
センター中央市民病院EICU・CCU，2.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科NST，3.神戸市立医療センター
中央市民病院循環器内科） 

NO12-5 心臓血管術後が多くを占める ICUでの国際栄養調査の結果
前山 佳子 1，東別府 直紀 2，重村 奈央 1，浦城 由季子 1，柴田 愛歩 1，中野 真結 1，森 絵里子 1，下薗 崇宏 2（1.神戸市立
医療センター中央市民病院集中治療室，2.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科）

NO12-6 INS2013（国際栄養調査）から見えた ICUの問題点と解決策
浅田 宗隆，安田 考志，趙 祟至（松下記念病院集中治療室看護部） 
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第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
8：40～ 9：40
口演 13　せん妄 ①（NO13-1～ NO13-6）

座長　福井 治子（東京医科大学八王子医療センター）
NO13-1 開心術後患者におけるせん妄発症要因の検討

岡田 紘和，三好 梨惠，今中 陽子，馬場 和美（独立行政法人国立病院機構京都医療センター集中治療室）
NO13-2 人工呼吸・気管挿管患者における早期離床とせん妄との関連性の検討

相川 玄，卯野木 健，松田 武賢，大関 武，稲葉 亜希，坂西 佐久子，櫻本 秀明，太田 雄馬，飯塚 祐子，渋谷 真紀（筑
波大学附属病院看護部）

NO13-3 CAM-ICU・ICDSCの併用評価によるせん妄検出率の比較
西山 実希，村崎 聖弥，佐野 行助（兵庫医科大学病院 ICU） 

NO13-4 複合的なせん妄予防看護介入実践率向上のための取組み
池田 身佳，吉成 奈央子（関越病院看護部 ICU） 

NO13-5 日本語版CAM-ICUフローシートの妥当性と信頼性の検証
古賀 雄二 1，鶴田 良介 2，村田 洋章 3，松尾 幸治 2，伊藤 達彦 4，E. Wesley Ely5，新谷 歩 6，若松 弘也 1，讃井 將満 7，
山勢 博彰 2（1.山口大学医学部附属病院，2.山口大学大学院，3.東京慈恵会医科大学，4.東京慈恵会医科大学附
属病院，5. Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Vanderbilt University School of Medicine/Geriatric 
Research Education and Clinical Center（GRECC）of the TN Valley Veteran’s Affairs Medical Center, Nashville, USA，
6.大阪大学大学院，7.自治医科大学附属さいたま医療センター） 

NO13-6 日本語版 ICDSCの妥当性と信頼性の検証
古賀 雄二 1，鶴田 良介 2，村田 洋章 3，松尾 幸治 2，伊藤 達彦 4，新谷 歩 5，若松 弘也 1，讃井 將満 6，山口 庸子 4，山勢 
博彰 2（1.山口大学医学部附属病院，2.山口大学大学院，3.東京慈恵会医科大学，4.東京慈恵会医科大学附属病院，
5.大阪大学大学院，6.自治医科大学附属さいたま医療センター） 

9：40～ 10：40
口演 14　せん妄 ②（NO14-1～ NO14-6）

座長　原田 美樹（山形県立中央病院救命救急センターICU）
NO14-1 睡眠の自己満足度調査とせん妄発生率に関する検討

中川 遥，櫻本 秀明，中島 久雄，稲葉 亜希，飯島 朱音，大関 武，松田 武賢，卯野木 健（筑波大学附属病院 ICU）
NO14-2 ICUにおける患者が体験した不眠とせん妄の関係

定行 由美子 1，田中 優子 1，藤井 栄 1，松丸 陽子 1，深野 久美 2（1.独立行政法人別府医療センター，2.別府医療セン
ター附属大分中央看護学校） 

NO14-3 J-PADが推奨する患者中心の看護を目指して～鎮静・鎮痛・せん妄評価の教育プログラムの成果～
秋吉 綾，柴尾 嘉洋，前川 哲志，山口 大介，緒方 敬子，西村 摩理子，菊池 忠，前原 潤一（済生会熊本病院） 

NO14-4 浅い鎮静と早期リハビリテーションから見えてきた今後の課題
加藤 和成，熊谷 萌（市立豊中病院集中治療部）

NO14-5 術後 ICUへ入室し人工呼吸管理を受けた食道癌術後患者における早期離床プロトコルの効果
福田 侑子 1，茂呂 悦子 1，神山 淳子 1，平  幸輝 2，布宮 伸 2（1.自治医科大学附属病院集中治療部，2.自治医科大学医
学部麻酔科学・集中治療医学講座） 

NO14-6 リハビリテーションプログラム導入後のせん妄発症率の変化
西尾 陽子 1，高田 基志 2（1.総合大雄会病院 ICU，2.総合大雄会病院麻酔科） 

15：50～ 16：50
口演 15　教育（NO15-1～ NO15-6）

座長　齋藤 美和（さいたま赤十字病院）
NO15-1 三次救急医療施設における ICU看護師の成長体験

藤田 裕美（徳島赤十字病院）
NO15-2 救急部門における「看護実践の技」を共有するための取り組み

林谷 学，大塚 操，渡邊 昌子，荒谷 麻美，神成 美有紀，三上 淳子（旭川赤十字病院）
NO15-3 ICU新人教育におけるチームサポート制再構築後の評価

長江 久美子，北別府 孝輔，堀田 明希，渋江 明美（倉敷中央病院集中医療センター）
NO15-4 新人教育支援にグルーピングフォロー体制を導入して

山中 絵里子，谷津 しのぶ，岡山 香，本間 真由美，陶山 恵，鈴木 智子（旭川赤十字病院 ICU・CCU） 
NO15-5 当院の集中治療室におけるチーム教育体制導入の試み

小磯 昭一，小林 直美，平野 了子，川崎 祐子，大山 綾乃，三田 亜希子（藤沢市民病院看護部） 
NO15-6 集中治療部に新卒看護師を採用するための人材確保

藤井 由美恵，野村 美紀，武井 佐和子，宮崎 弘志，古谷 良輔（独立行政法人国立病院機構横浜医療センター）
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第 3日目（2月 11日）

第 6会場　ホテル日航東京 3F レインボーテラス
8：40～ 9：30
口演 16　ナースのストレス（NO16-1～ NO16-5）

座長　山口 典子（長崎大学病院集中治療部）
NO16-1 救命センターにおける夜間の照明調整の現状～看護師の慨日リズムの知識と経験年数による判断の違い～

長野 恭子，園田 陽子，小川 央（大分県立病院救命救急センター）
NO16-2 夜間 ICUの照明を暗くすることは看護師の業務に影響を与えるか？

菅 広信，工藤 光生，加藤 貴則，石川 ひとみ（秋田大学医学部付属病院集中治療部） 
NO16-3 救急外来と病棟看護師のストレスの唾液アミラーゼを用いた比較検討

池田 沙穂，井好 昭博，伊東 裕貴，山本 直美（潤和会記念病院看護部） 
NO16-4 パートナーシップナーシングシステムの導入が ICUで働く看護師のストレスに及ぼす影響

北川 康代，山本 雅代，図子 博美，桑原 勇治，高山 裕喜枝（福井大学医学部附属病院）
NO16-5 A病院 ICU・CCU看護師のストレス、バーンアウト、ワークエンゲイジメントのレベルとそれらの関連 S

西山 久美江，安藤 宗徳，池田 紘子（東海大学医学部付属八王子病院） 

9：30～ 10：30
口演 17　呼吸管理（NO17-1～ NO17-6）

座長　齋藤 大輔（杏林大学医学部付属病院中央集中治療室）
NO17-1 人工呼吸器関連肺炎（VAP）発生予防に向けた人工呼吸ケア確立への取り組み

川上 悦子 1，小森 由紀子 1，宮田 佳之 1，近藤 丈二 1，横山 誠 1，吉野 大智 1，戸北 正和 1，泉野 浩生 2，猪熊 孝実 2，田
崎 修 2（1.長崎大学病院救命救急センター看護部，2.長崎大学病院救命救急センター） 

NO17-2 ICUにおける人工呼吸器関連肺炎予防バンドル定着への介入と評価
喜屋武 裕治 1，大嶺 栄輝 1，知念 蛍 1，上原 泉 1，糸嶺 京子 1，古謝 安子 2，照屋 幸二 3，渕上 竜也 3，垣花 学 3（1.琉球
大学医学部附属病院集中治療部，2.琉球大学医学部保健学科，3.琉球大学大学院医学研究科麻酔科学講座医学部
附属病院集中治療部） 

NO17-3 ICUにおける人工呼吸器関連肺炎予防への取り組み ～VAPバンドル導入前後のバンドル遵守率と発生率の調査～
萩野 裕夏 1，斉藤 麻里 2，松澤 真由子 2，一戸 珠美 1，竹田 宏 2，近江 禎子 3（1.東京慈恵会医科大学付属第三病院集中
治療室，2.東京慈恵会医科大学付属第三病院感染制御部，3.東京慈恵会医科大学付属第三病院麻酔科）

NO17-4 VAP予防に対するVAPバンドルと口腔ケア導入の有効性及びリスクファクターの検証
勝野 理恵 1，芳賀 了 1，笠井 正志 2，松井 彦郎 2（1.長野県立こども病院集中治療室，2.長野県立こども病院小児集中
治療科） 

NO17-5 心臓手術後患者の抜管に向けた看護
石渡 智子 1，小村 三千代 2，伊藤 桂子 2，堀田 昇吾 2（1.恩賜財団済生会横浜市南部病院看護部，2.東京医療保健大学
東が丘・立川看護学部）

NO17-6 小児集中治療室でのVAP予防の取り組み
松本 笑佳，市川 綾乃，山城 亮子，制野 勇介，藤原 直樹，八坂 有起（沖縄県立南部医療センター・こども医療セン
ターPICU）

10：30～ 11：30
口演 18　ポジショニング（NO18-1～ NO18-5）

座長　比田井 理恵（千葉県救急医療センター）
NO18-1 ICU看護師のポジショニングに関する認識調査

寺田 恵美，深津 百合，芝田 紀子，高津 慶子（独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター） 
NO18-2 体位変換における除圧枕の検討

渡邊 志乃，鈴木 智恵，宮永 沙織，本間 加菜，三本木 勝，山崎 敦子，引田 美恵子（群馬大学医学部附属病院集中治
療部） 

NO18-3 前傾側臥位普及への取り組み
宮城 翔太，金城 彩矢，砂川 知咲，山田 綾乃，長山 雅貴，上原 三佳，上門 あきの，渡慶次 賀博，西島 功，伊波 潔（中
部徳洲会病院集中治療部） 

NO18-4 骨盤骨折により体位制限が設けられた患者に行った呼吸ケアについての一考察
吉田 和寛（滋賀医科大学医学部附属病院看護部 ICU） 

NO18-5 開心術および大血管術後の無気肺における安全安楽な腹臥位療法の検討
前田 紫帆里，町田 香緒里，小林 未奈，山梨 哲弥（静岡市立静岡病院看護部）
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第 9会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F シャトレ
8：40～ 9：40
口演 19　家族看護 ①（NO19-1～ NO19-6）

座長　能芝 範子（大阪大学医学部附属病院看護部）
NO19-1 集中治療室における家族にとっての面会環境の実態調査

柿沼 唯 1，米澤 裕子 2，山口 庸子 1，熊澤 香織 1，青木 由理香 1，根岸 梓 1，足利 亜莉沙 1，丸山 弘美 3，内野 滋彦 1，瀧
浪 將典 1（1.東京慈恵会医科大学附属病院，2.公益財団法人明治安田厚生事業団，3.東京慈恵会医科大学葛飾医療
センター） 

NO19-2 ICUにおける面会時の家族看護の充実を目指して
草野 静香，神尾 悠美，影山 陽子，佐久間 浩樹（公益財団法人星総合病院看護部 ICU） 

NO19-3 クリティカル領域における家族看護の実態
塚原 恵，斉藤 真季子，高階 織恵，若林 奈美，斎田 健一，栗山 千愛里（東京医科大学茨城医療センター） 

NO19-4 CNS-FACEを用いた重症度別の脳血管疾患患者の家族のニードとコーピングに関する研究
大谷 雪菜，後藤 道子，池田 亜里沙，川野 マキ（潤和会記念病院集中治療部）

NO19-5 窒息による小児心肺停止症例から得た小児患者家族看護の現状と課題
小林 美紗代（福山市民病院看護部） 

NO19-6 急性疾患や不慮の事故で子どもを亡くした家族への遺族ケアの検討～遺族会に参加した家族の反応より～
小沼  睦代（静岡県立こども病院） 

9：40～ 10：40
口演 20　家族看護 ②（NO20-1～ NO20-6）

座長　塚原 大輔（公益社団法人日本看護協会看護研修学校）
NO20-1 肺がん患者の意思決定支援を通して ICUから関わることの意義 ～ペプロウの人間関係論を用いた考察～

西村 祐枝（山口県立総合医療センター）
NO20-2 クリティカル領域におけるDNARを決定した患者家族の心境を追って

楠 歩，高橋 梨奈，平部 久貴，山部 美沙子，松井 陽子，中川 さつき（池友会福岡和白病院看護部集中治療室） 
NO20-3 ICUにおける有効な家族ケアカンファレンス実践にむけて家族エンパワーメントモデル導入の効果

栢木 可奈，中井 美喜子，遠藤 裕子，奥田 麻里子（鳥取大学医学部附属病院）
NO20-4 クリティカルケア領域と一般病棟の死後のケアの比較から見えた今後の課題

山形 友里，山田 育美，花田 みずほ，赤牛 留美子（弘前大学医学部附属病院） 
NO20-5 延命治療について家族で話し合うのが困難な要因

大金 映予，尾ノ上 直美，小林 めぐ美（公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター） 
NO20-6 ICUにおける倫理カンファレンスに対するスタッフの思い ─インタビュー調査からわかったこと─

小野高 育子，丸谷 聡子，太田 江里子（八戸市立市民病院集中治療室） 

10：40～ 11：40
口演 21　院内急変（NO21-1～ NO21-6）

座長　西田 沙織（東京医科大学八王子医療センター救命救急センター）
NO21-1 一般病棟で急変の徴候を察知するために必要な観察の視点 ─集中治療部へ緊急入室した患者の後ろ向き調査より─

川奈部 理美 1，田中 真里 1，鎌田 有美子 1，香西 慰枝 1，神田 直樹 2（1.札幌医科大学附属病院集中治療部，2.北海道
医療大学看護福祉学部） 

NO21-2 看護師の患者急変予防に関する意識調査
加藤 朋世，前田 亜沙子，小黒 洋子（社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院） 

NO21-3 院内心肺停止を防ぐために導入した早期警戒システムにおけるスコア第六感についての検討・報告
伊藝 千紗，親泊 翔平，前泊 秀斗，金城 彩矢，小畑 慎也，土田 真史，上門 あきの，渡慶次 賀博，西島 功，伊波 潔（中
部徳洲会病院集中治療部）

NO21-4 一般病棟からの緊急入室患者のバイタルサイン異常はどの程度前から生じているか？
佐藤 雅子 1，柴 優子 1，卯野木 健 1，中島 久雄 1，櫻本 秀明 1，松田 武賢 1，大関 武 1，小山 泰明 2，水谷 太郎 2（ 1.筑波
大学附属病院集中治療室，2.筑波大学医学医療系救急・集中治療部）

NO21-5 生命危機場面におけるチーム連携を阻害する要因
木下 里美 1，藤野 智子 2（1.関東学院大学看護学部看護学科，2.聖マリアンナ医科大学病院） 

NO21-6 当院におけるRapid Response System導入と現状報告
山口 優，利川 亜弥，梅田 みゆき，谷尻 淑子，藤原 久美子，高尾 佳美，脇本 泉，瀬尾 龍太郎，永田 一真，亀井 博紀
（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター） 
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臨床工学技士部門口演
第 1日目（2月 9日）

第 13会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA 29F 虹
16：50～ 17：40
口演 1　集中治療（MO1-1～MO1-5）

座長　上岡 晃一（東京医科大学病院臨床工学部）
MO1-1 選択的血漿分離器を一次膜としたビリルビン吸着療法を施行した 1症例

前田 智美 1，望月 慶子 2（1.国民健康保険小松市民病院臨床工学科，2.国民健康保険小松市民病院外科） 
MO1-2 成人ECMO用ダブルルーメンカテーテルを用いた single cannulation VVECMOにおける酸素化効率の in vivo評価

東郷 好美 1, 2，武輪 能明 1，片桐 伸将 1，藤井 豊 1，田邊 久美 3，宮本 裕治 2，巽 英介 1（1.国立循環器病研究センター研
究所人工臓器部，2.兵庫医科大学心臓血管外科学，3.マッケ・ジャパン株式会社CA/CPビジネスユニット） 

MO1-3 ネーザルディバイス使用におけるNO投与方法について
宗万 孝次 1，成田 孝行 1，佐藤 貴彦 1，小北 直宏 2，藤田 智 2（1.旭川医科大学病院診療技術部臨床工学技術部門，2.旭
川医科大学救急医学講座） 

MO1-4 当院における呼吸サポートチームの活動状況～ 4年目の成果と課題～
岩花 妙子 1，青野 ひろみ 2，星野 竜広 3，高橋 亜由美 4，柴田 麻理絵 4，前原 信也 4，原田 由美 4，中村 ゆかり 4，秋保 
光利 5，田中 秀輝 5（1.社会福祉法人三井記念病院MEセンター，2.社会福祉法人三井記念病院呼吸器内科，3.社会
福祉法人三井記念病院呼吸器外科，4.社会福祉法人三井記念病院看護部，5.社会福祉法人三井記念病院リハビリ
テーション部） 

MO1-5 持続的濾過透析（CHDF）回路のライフタイムに影響する因子の検討
山崎 慎太郎 1，村井 映 2，田中 潤一 2，仲村 佳彦 2，松本 徳彦 2，村西 謙太郎 2，鳩本 広樹 1，石倉 宏恭 2（1.福岡大学病
院臨床工学センター，2.福岡大学病院救命救急センター） 

第 3日目（2月 11日）

第 10会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F エトワール
8：40～ 9：30
口演 2　優秀演題（MO2-1～MO2-5）

座長　加納 隆（埼玉医科大学保健医療学部医用生体工学科）
MO2-1 敗血症性ショック患者における動脈圧波形変化の解析による血管状態の推定

平山 隆浩 1，北脇 知己 1，林 久美子 2，佐藤 圭路 3，平山 敬浩 3，湯本 哲也 3，塚原 紘平 3，鵜川 豊世武 3，市場 晋吾 3，
氏家 良人 3（1.岡山大学大学院保健学研究科，2.岡山大学病院臨床工学部，3.岡山大学病院高度救命救急センター） 

MO2-2 定量化を用いた臨床工学技士夜勤業務の実態調査
相馬 良一 1，鈴木 秀典 1，半田 麻有佳 1，佐藤 亜耶 1，森實 雅司 1，高橋 宏行 2（1.済生会横浜市東部病院臨床工学部，
2.済生会横浜市東部病院集中治療科） 

MO2-3 NPPVマスク用ストラップ保持力測定の有用性について
興津 英和 1，佐藤 景二 1，中村 真理子 2（1.静岡市立静岡病院医療技術部臨床工学科，2.静岡市立静岡病院看護部） 

MO2-4 急性血液浄化関連業務の発生時間から見た臨床工学技士 24時間勤務体制の必要性：CEによる多施設後向き観察研究
森實 雅司 1，讃井 將満 2，岩谷 理恵子 3，高橋 由典 4，上岡 晃一 5，山香 修 6，伊藤 朋晃 7，神崎 俊治 8，木村 政義 9（1.済
生会横浜市東部病院臨床工学部，2.自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部，3.東京慈恵会
医科大学附属病院臨床工学部，4.杏林大学医学部付属病院臨床工学室，5.東京医科大学病院臨床工学部，6.久留米
大学病院臨床工学センター，7.小倉記念病院検査技師部工学課，8.昭和大学病院臨床工学技術部，9.兵庫医科大学
病院臨床工学室） 

MO2-5 定常流Veno-Ar terial ECMOにおける循環エネルギーに関する実験的研究 ─心室細動モデルを用いて─
伊藤 英史 1, 2，市場 晋吾 3，堂口 琢磨 4，氏家 良人 2（1.純真学園大学保健医療学部医療工学科，2.岡山大学大学院医
歯薬学総合研究科救急医学分野，3.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学講座，4.岡山大学病院臨床工
学部） 
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医師部門ポスター
第 1日目（2月 9日）

ポスター会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル
10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 1　不整脈 ①（DP1-1～ DP1-6）

座長　里見 和浩（東京医科大学八王子医療センター循環器内科）
DP1-1 連続心電図モニタリング（CECM）の進化とさらなる臨床応用へむけて

松枝 秀世 1，間藤 卓 2，有馬 史人 2，大瀧 聡史 2，大井 秀則 2，奈倉 武郎 2，山口 充 2，中田 一之 2，輿水 健治 1，杉山 聡 2  
（1.埼玉医科大学総合医療センター救急科（ER），2.埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター） 

DP1-2 アミオダロン無効の electrical stormにニフェカラントが著効した激症型心筋炎の一例
松原 祥平 1，大塚 敏之 1，前田 武俊 1，瑞慶覧 貴子 1，木村 竜介 1，平沼 進 2，南淵 明宏 2，本田 尚典 3，大城 康一 1

（1.大浜第一病院心臓血管センター循環器内科，2.大浜第一病院心臓血管センター心臓血管外科，3.大浜第一病院
集中治療室） 

DP1-3 集中治療室での心房細動に対し、アミオダロンまたはランジオロール単剤投薬による洞調律復帰時間の比較
柴田 晶カール，山下 智範，前畠 慶人，松本 悠，本庄 郁子，平松 大典，井口 直也，大田 典之，内山 昭則，藤野 裕士
（大阪大学大学院医学系研究科集中治療医学講座） 

DP1-4 頻脈誘発性心筋症の小児例に対するランジオロールの使用経験
北村 真友 1，森川 一恵 1，天笠 俊介 1，佐藤 公則 1，横川 真理 1，本間 仁 1，黒坂 了正 1，笠井 正志 1，松井 彦郎 1，瀧聞 
浄宏 2（1.長野県立こども病院小児集中治療科，2.長野県立こども病院循環器小児科） 

DP1-5 難治性心室細動に対してランジオロール塩酸塩が著効した 1症例
松本 浩一 1，山田 友子 1，谷川 義則 2，中村 公秀 1，三浦 大介 3，中川内 章 4，坂口 嘉郎 1, 3（1.佐賀大学医学部附属病院
集中治療部，2.佐賀大学医学部附属病院手術部，3.佐賀大学医学部附属病院麻酔科蘇生科，4.嬉野医療センター麻
酔科） 

DP1-6 アミオダロン静注を長期間投与した 2症例
宮津 大輔 1，平川 雅章 1，江田 陽一 2（1.福岡徳洲会病院薬剤部，2.福岡徳洲会病院救急・集中治療センター） 

10：40～ 11：30
一般演題 ポスター 2　心血管画像診断（DP2-1～ DP2-5）

座長　新沼 廣幸（聖路加国際大学聖路加国際病院）
DP2-1 2D Speckle Tracking Strainを用いた心尖部 balloningを呈する急性期心エコー図の分析

吉眞 孝 1，山本 剛 1，平田 晶子 1，北村 光信 1，宮地 秀樹 1，細川 雄亮 1，圷 宏一 1，清水 渉 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） 

DP2-2 糖尿病は急性心筋梗塞再灌流時の虚血プレコンディショニング効果を抑制する：心臓MRIからの知見
民田 浩一（西宮渡辺心臓血管センター循環器内科） 

DP2-3 OFDIにより冠動脈血栓症の早期診断に至った 1例
佐藤 督忠，佐藤 千聡，南雲 さくら，笹井 正宏，久野 越史，前田 敦雄，森 敬善，若林 公平，鈴木 洋（昭和大学藤が
丘病院循環器内科） 

DP2-4 たこつぼ型心筋症との鑑別に苦慮した急性心筋梗塞の一例
熊井 優人 1，小林 裕 2，岩崎 陽一 2，角田 泰彦 2，高橋 聡介 2，大島 一太 2，喜納 峰子 2，高沢 謙二 2，寺岡 邦彦 2，山科 
章 3（1.木沢記念病院，2.東京医科大学八王子医療センター，3.東京医科大学病院第2内科） 

DP2-5 急性冠症候群発症予測因子としてのブドウ糖負荷冠血流予備能
武井 康悦，田中 信大，高橋 のり，黒羽根 彩子，今井 靖子，山科 章（東京医科大学循環器内科） 

10：40～ 11：30
一般演題 ポスター 3　心不全 ①（DP3-1～ DP3-5）

座長　橋村 一彦（阪和記念病院心臓血管センター）
DP3-1 初回の透析施行後に、新規の冠動脈病変を伴わない、心筋逸脱酵素上昇を伴う呼吸困難、血圧低下を認めた一例

一條 貞満，桑原 政成，藤本 陽，富田 康弘，石村 理英子，児玉 隆秀，森谷 学，三谷 治夫，石綿 清雄，大野 実（虎の
門病院循環器センター） 

DP3-2 甲状腺クリーゼによる急性循環不全に対し経皮的心肺補助装置（PCPS）を用い救命し得た 1例
鈴木 悠太，中村 教人，山田 晋也，植松 明美，佐久間 貴裕，忍田 純哉（さいたま市立病院） 

DP3-3 終末期重症心不全症例に対する理学療法士の役割 ─心移植を望まなかった一症例を通して─
板垣 篤典，櫻田 弘治，加藤 祐子，石井 香織，古根 慶子，藤田 理恵，石田 千鶴，上嶋 徳久（公益財団法人心臓血管
研究所附属病院リハビリテーション室） 

DP3-4 心肺停止後に社会復帰を果たした周産期心筋症の 1例
佐々木 みなみ 1，石井 圭亮 1，江崎 かおり 1，田邉 三思 1，黒澤 慶子 1，野口 隆之 1, 2，後藤 孝治 2，由布 邦夫 3，高橋 尚
彦 3，舛友 一洋 4（1.大分大学医学部附属病院高度救命救急センター，2.大分大学医学部附属病院集中治療部，3.大
分大学医学部附属病院循環器内科，4.臼杵市医師会立コスモス病院循環器内科） 
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DP3-5 トリクロルメチアジド併用により、CHDF離脱、心不全コントロール改善を認めた一例
久保田 喜秋，志水 清和，谷口 俊雄，辺 奈理（一宮市立市民病院） 

10：40～ 11：30
一般演題 ポスター 4　心不全 ②（DP4-1～ DP4-5）

座長　高田 佳史（東京医科大学循環器内科）
DP4-1 小児重症心不全に対する両VAD治療の現状 ～VADの位置づけと ICUに要求されるトータルリスクマネージメント～

前畠 慶人 1，鳥越 史子 1, 2，内山 昭則 1，藤野 裕士 1（1.大阪大学医学部附属病院集中治療部，2.大阪大学医学部附属
病院小児循環器内科） 

DP4-2 重症敗血症に併発した心筋炎；初期治療からPCPSを導入し救命し得た一例
島田 佐登志，富岡 智子，田中 裕，土屋 聡，伊藤 愛剛，塩入 裕樹，小山 二郎，井上 寛一（みやぎ県南中核病院循環
器内科） 

DP4-3 遠隔予後から見た治療抵抗性心不全症例に対する外科的介入症例の検討 ─シリーズ第 2報からみえてくるもの─
市原 利彦，川瀬 正樹，中島 義仁（公立陶生病院救急集中治療部） 

DP4-4 集学的治療が奏効した心不全の一例
川崎 智広（千葉西総合病院循環器内科） 

DP4-5 心室細動を来たした急性心不全の一例
田島 恭子 1，喜納 峰子 1，弦切 純也 3，渡邉 圭介 1，井上 秀範 2，新井 隆男 3，小林 裕 1，進藤 俊哉 2，高澤 謙二 1（1.東
京医科大学八王子医療センター循環器内科，2.東京医科大学八王子医療センター心臓血管外科，3.東京医科大学
八王子医療センター救命救急センター） 

10：40～ 11：20
一般演題 ポスター 5　ECMO ①（DP5-1～ DP5-4）

座長　簗瀨 正伸（国立循環器病研究センター）
DP5-1 シャント回路に送脱血管を接続することでECMOにCRRTを安全に接続できる

菅 なつみ，松村 洋輔，渡邉 栄三，安部 隆三，大島 拓，服部 憲幸，高橋 和香，大網 毅彦，竹田 雅彦，織田 成人（千
葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学） 

DP5-2 ARDSに対するECMO使用の際の呼吸管理 ─ Lung Restの重要性─
内田 健一郎，溝端 康光，山村 仁，山本 啓雅，晋山 直樹，加賀 慎一郎，金田 和久，山本 朋納（大阪市立大学医学部
付属病院救命救急センター） 

DP5-3 RESPscoreを用いたRespirator y ECMO症例の予後予測と適応選択についての検討
高氏 修平，斉藤 智誉，平安山 直美，遠藤 晃生，松井 俊尚，提嶋 久子，佐藤 朝之，鹿野 恒，牧瀬 博（市立札幌病院
救命救急センター） 

DP5-4 当院における呼吸ECMO人工肺交換の simulation training
萩原 祥弘 1，清水 敬樹 1，鈴木 茂利雄 1，山下 智幸 2，森川 健太郎 1，三宅 康史 2，古賀 史郎 3，勝 博史 4，佐藤 英樹 4 
（1.東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2.昭和大学医学部救急医学講座，3.東京都立多摩総合医療
センター麻酔科臨床工学室，4.東京都立多摩総合医療センターICU） 

10：40～ 11：30
一般演題 ポスター 6　肺動脈　他（DP6-1～ DP6-5）

座長　小泉 信達（東京医科大学心臓血管外科）
DP6-1 片側胸膜肺全摘術後の危機的右心不全に対して吸入麻酔薬を用いた鎮静を行った 1例

内倉 淑男 1，古谷 良輔 1，宮崎 弘志 1，岩下 眞之 1，望月 聡之 1，酒井 拓磨 1，横井 英人 1，高橋 充 1，坂本 和裕 2，野間 
大督 1（1.国立病院機構横浜医療センター救急科，2.国立病院機構横浜医療センター呼吸器外科） 

DP6-2 慢性肺血栓塞栓症性肺高血圧に対し、経皮的肺動脈バルーン拡張術を施行し、肺高血圧の著明な改善を得た一例
山本 航，志水 清和，谷口 俊雄，辺 奈理（一宮市立市民病院） 

DP6-3 肺動脈性肺高血圧症急性増悪からの院内心停止に対しPCPSを使用した症例
森田 恭成，高松 愛，近藤 貴士郎，鈴木 秀一（国立病院機構名古屋医療センター集中治療科） 

DP6-4 血管新生に対するリドカインの影響
鈴木 章悟 1，林 智子 1，平井 昴宏 1，長谷川 和子 1，水野 祥子 1，青山 正 1，市川 崇 1，高橋 英夫 3，貝沼 関志 2，西脇 公
俊 1（1.名古屋大学医学部付属病院麻酔科，2.名古屋大学医学部付属病院外科系集中治療部，3.名古屋大学医学部付
属病院救急集中治療部） 

DP6-5 診断確定に 5回の造影CT検査が必要であった多発性動脈解離の症例
片山 大輔，福田 直樹，花崎 元彦，落合 陽子，片山 浩（川崎医科大学附属川崎病院麻酔・集中治療科） 
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10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 7　ECMO ②（DP7-1～ DP7-6）

座長　斉藤 智誉（市立札幌病院救命救急センター）
DP7-1 重症呼吸不全に対してECMOを導入した 7例の検討

柳沢 政彦，松田 兼一，森口 武史，針井 則一，後藤 順子，原田 大希，菅原 久徳（山梨大学医学部救急集中治療医学
講座） 

DP7-2 非HIV患者の重症ニューモシスチス肺炎に対する体外式膜型人工肺の有用性
太田 浩平，大下 慎一郎，木田 佳子，山賀 聡之，鈴木 慶，稲川 嵩紘，宇根 一暢，岩崎 泰昌，廣橋 伸之，谷川 攻一（広
島大学救急医学） 

DP7-3 VV-ECMOにおけるカニューレ挿入部創感染について
小倉 崇以，鈴木 裕之，中野 実，高橋 栄治，中村 光伸，宮崎 大，町田 浩志，藤塚 健次，雨宮 優，原澤 朋史（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） 

DP7-4 局所混合血酸素飽和度 （rSO2）を使用して体外式膜型人工肺（ECMO）を管理した二症例
水山 有紀，安達 普至，臼元 典子，水山 勇人，吉本 広平，鮎川 勝彦（飯塚病院集中治療部） 

DP7-5 呼吸循環管理、感染コントロールに難渋し、V-V ECMOが有効であった高度肥満患者の一例
伊藤 之康 1，立川 弘孝 2，青山 武司 3（1.近江八幡市立総合医療センター循環器内科，2.近江八幡市立総合医療セン
ター救命救急センター，3.近江八幡市立総合医療センター麻酔科） 

DP7-6 気道緊急に対する vvECMOの使用経験 2例
浅香 葉子 1，瀬尾 龍太郎 1，朱 祐珍 1，渥美 生弘 2，山崎 和夫 1（1.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科，2.神
戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター） 

10：40～ 11：50
一般演題 ポスター 8　せん妄・早期離床・リハビリ ①（DP8-1～ DP8-7）

座長　槇田 徹次（佐世保市立総合病院救急集中治療科）
DP8-1 当院における心臓外科術当日からのリハビリテーション

前田 秀博 1，井上 正隆 2，入江 博之 3（1.近森病院理学療法科，2.高知県立大学看護学部，3.近森病院心臓血管外科） 
DP8-2 腹部大血管手術時の局所麻酔薬散布は術後疼痛に有用である

加藤 貴大，三好 寛二，原木 俊明，河本 昌志（広島大学病院麻酔科） 
DP8-3 くも膜下出血患者における脳室ドレーン管理中の離床は安全か？

松木 良介 1，児島 範明 1，森沢 知之 2，端野 琢哉 3（1.関西電力病院リハビリテーション科，2.兵庫医療大学リハビリ
テーション学部理学療法学科，3.関西電力病院救命集中治療センター） 

DP8-4 当院 ICUにおける早期リハビリテーション
朱 祐珍 1，瀬尾 龍太郎 1，西原 浩真 3，池田 理沙 4，浅香 葉子 1，井上 彰 2，渥美 生弘 2，有吉 孝一 2，山崎 和夫 1（1.神
戸市立医療センター中央市民病院麻酔科，2.神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター，3.神戸市立
医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部，4.神戸市立医療センター中央市民病院看護部） 

DP8-5 当院における搬送用人工呼吸器を用いた離床およびリハビリテーション
笹野 信子 1，加藤 裕子 1，永井 陵子 2，坂本 一路 3，浅井 直人 3，安田 雅美 3，田中 明美 1（1.名古屋市立西部医療センター
麻酔科・集中治療部，2.名古屋市立西部医療センター臨床工学室，3.名古屋市立西部医療センターリハビリテー
ション部） 

DP8-6 重症肺炎に合併した ICU-acuired weakness （ICU-AW）にリハビリテーションを行った一例
遠藤 聡 1，小林 道生 1，田中 淑恵 1，前澤 翔太 1，遠山 昌平 1，小林 正和 1，石橋 悟 1，谷 崇史 2（1.石巻赤十字病院救命
救急センター，2.石巻赤十字病院リハビリテーション課） 

DP8-7 集中治療領域における早期リハビリテーションのための多職種連携
上杉 英之 1，西上 和宏 1，高志 賢太郎 1，中尾 浩一 1，平山 統一 1，坂本 美賀子 2，岡田 大輔 3，管田 塁 4，柴田 啓智 5 
（1.済生会熊本病院集中治療室，2.済生会熊本病院看護部，3.済生会熊本病院リハビリテーション部，4.済生会熊
本病院臨床工学部，5.済生会熊本病院薬剤部） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 9　医療安全・多職種連携（DP9-1～ DP9-6）

座長　足立 健彦（北野病院麻酔科）
DP9-1 当院 ICUにおける誤薬防止のための多角的な対策 ～セーフラベルシステム TMの導入と多職種への教育の効果～

志田 恭子，徐 民恵，森島 徹朗，平手 博之，草間 宣好，杉浦 健之，藤田 義人，田村 哲也，岡野 将典，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

DP9-2 ICU・CCUにおける適正な薬剤投与の推進に向けた取り組みについて
四方 公亮 1，出雲 正治 1，加藤 潤一郎 1，長谷川 英男 1，五十嵐 貴之 2，原田 大 2，半谷 康子 3，崎本 聖美 3，岩井 健一 4

（1.東京慈恵会医科大学葛飾医療センター薬剤部，2.東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部，3.東京慈恵会医科大学
葛飾医療センター看護部，4.東京慈恵会医科大学葛飾医療センター麻酔部） 

DP9-3 薬剤部管理から輸血部管理へ変更したことによるアルブミン製剤使用量の変化
松岡 宏晃 1，神山 治郎 1，柳澤 晃広 1，楢原 創 1，金本 匡史 1，戸部 賢 1，日野原 宏 1，国元 文生 1，丸橋 隆行 2，齋藤 繁 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輸血部） 
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DP9-4 ICUにおける薬剤師の存在意義
安達 俊江，岸本 剛志，父川 拓朗，臼井 麻子，佐伯 紘子，高田 智子，上野 弘恵，中島 弘光，相良 義弘，井上 健（国
立病院機構関門医療センター薬剤科） 

DP9-5 当院における ICUとRRT連携　～RRTの集中治療医が ICUに患者を連れてくる～
新井 正康 1，小池 朋孝 1，森安 恵実 1，黒岩 政之 2，服部 潤 3，伊藤 壮平 2，鈴木 優太郎 2，大塚 智久 2，吉野 和久 2，松
本 慈寛 2（1.北里大学病院集中治療センター・RST/RRT室，2.北里大学医学部麻酔科学，3.北里大学医学部救命救
急医学） 

DP9-6 多職種コミュニケーションと医療安全のための患者情報共有ボードの開発
西山 和孝，木村 翔，村田 健介，井上 貴昭，松田 繁，須藤 亜也子，渡邊 亜矢子，斉藤 伊都子（順天堂大学医学部附
属浦安病院救急診療科） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 10　多職種連携　RRT（DP10-1～ DP10-6）

座長　森山 潔（杏林大学医学部麻酔科学教室）
DP10-1 Rapid response teamの導入期における病棟急変シミュレーションの活用

森田 泰正，加藤 真優，林 洋輔（千葉市立青葉病院救急集中治療科） 
DP10-2 当院におけるRRS導入の経験と問題点

名知 祥 1，熊田 恵介 1, 3，林 賢二 2，杉原 博子 2，玉井 小百合 3，加藤 久晶 1，吉田 隆浩 1，吉田 省造 1，豊田 泉 1，小倉 
真治 1（1.岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター，2.岐阜大学医学部附属病院看護部，3.岐阜大学医学部附
属病院医療安全管理室） 

DP10-3 当院におけるRapid Response System（RRS）稼働の経験
河村 夏生，平田 旭，櫻谷 正明，吉田 研一（JA廣嶋総合病院救急・集中治療科） 

DP10-4 Rapid Response Team（RRT）立ち上げまでの道のり
池田 武史（社会医療法人財団慈泉会相澤病院集中治療科） 

DP10-5 岡山大学病院における院内急変シミュレーションの変遷
佐藤 圭路，平山 敬浩，塚原 紘平，湯本 哲也，飯田 敦義，クナウプ 絵美里，芝 直基，山内 英雄，鵜川 豊世武，氏家 
良人（岡山大学病院高度救命救急センター） 

DP10-6 大規模大学病院におけるMedical Emergency Team（MET）の啓発活動と ICU専従医の役割
新美 太祐，福島 美奈子，秋山 正慶，内山 壮太，河田 耕太郎，高木 沙央里，早川 聖子，栗山 直英，柴田 純平，西田 
修（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 11　外傷・頸部・胸部（DP11-1～ DP11-6）

座長　卯津羅 雅彦（東京慈恵会医科大学附属柏病院救命救急センター）
DP11-1 演題取り下げ
DP11-2 NPPVにより頸部から腰部背面にかけて傍脊柱筋内気腫を合併した頸椎脱臼骨折の一例

日下部 賢治 1, 2，大崎 友宏 1，上松 友希 1，垂石 智重子 1，蓮田 淳 1，酢谷 朋子 1，高田 基志 1，鈴木 照 1（1.総合大雄会
病院集中治療科，2.総合大雄会病院整形外科） 

DP11-3 Flail Chestの治療経験 ─観血的整復固定術と陽圧換気管理─
山田 太平，坂田 寛之，尾迫 貴章，中尾 篤典，小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座） 

DP11-4 フレイルチェスト症例の呼吸不全に対する硬膜外麻酔の有用性
内田 雅俊，神津 成紀，鍛 良之，横山 達也，前川 奈々，坂本 千代織，和氣 晃司，松島 久雄，小野 一之（獨協医科大
学病院救命救急センター） 

DP11-5 心嚢ドレナージにより救命しえた外傷性緊張性心嚢気腫の一例
島谷 竜俊，小林 伶，儀賀 普嗣，木田 佳子，貞森 拓磨，津村 龍，大下 慎一郎，岩崎 泰昌，廣橋 伸之，谷川 攻一（広
島大学病院救急科） 

DP11-6 外傷性縦隔血腫に対する外科的処置の適応について
小田 大嘉，大岩 祐介，平木 咲子，岡田 遥平，市川 哲也，荒井 裕介，榊原 謙，石井 亘，檜垣 聡，成宮 博理（京都第
二赤十字病院救命救急センター） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 12　感染 ①（DP12-1～ DP12-6）

座長　平井 勝治（平成記念病院手術・周術期管理センター）
DP12-1 当院にける陰性桿菌に対する感受性率の推移とTAZ/PIPCの影響

澤村 淳 1，小野 雄一 1，宮本 大輔 1，和田 剛志 1，柳田 雄一郎 1，早川 峰司 1，秋沢 宏次 2，山田 武宏 3，石黒 信久 3，丸
藤 哲 1（1.北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野，2.北海道大学病院細菌検査室，3.北海道
大学病院感染制御部） 

DP12-2 緑膿菌臨床分離株におけるPCRを用いた毒素表現型分析とDNA分析
秋山 浩一，加藤 秀哉，安本 寛章，濱岡 早枝子，木下 真央，佐和 貞治（京都府立医科大学麻酔科学教室） 
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DP12-3 経験的抗菌薬投与プロトコル導入による菌血症治療への影響
狩野 謙一，藤野 光洋，堤 貴彦，吉田 浩輔，藤井 雅士，濱中 訓生，田中 博之，竹下 淳，別府 賢，志馬 伸朗（国立病
院機構京都医療センター救命救急科） 

DP12-4 当院におけるBacteroides属菌、Parabacteroides属菌血症の検討
柚木 知之 1, 2，加藤 果林 1，高倉 俊二 1（1.京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学，2.京都大学医学部附属病院初
期診療・救急科） 

DP12-5 多剤耐性緑膿菌に対するブレイクポイント・チェッカーボード法を用いた抗菌薬併用効果と治療効果の検討
清水 優 1，加藤 秀哉 1，木下 真央 1，濱岡 早枝子 1，安本 寛章 1，秋山 浩一 1，木村 武史 2，藤田 直久 3，橋本 悟 4，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付属病院臨床検査部，3.京都府立医科大学感染制
御・検査医学教室，4.京都府立医科大学付属病院集中治療部） 

DP12-6 カテーテルコロニゼーションに対するクロルヘキシジンアルコールの有用性の検討：多施設無作為試験結果速報
安田 英人 1, 2，讃井 將満 2, 3，志馬 伸朗 2，河野 真二 2，畠山 淳司 2，松窪 将平 2，安藤 幸吉 2，小室 哲也 2, 3，山本 泰史 2，
瀬尾 龍太郎 2（1.武蔵野赤十字病院救命救急センター，2.日本集中治療教育研究会，3.自治医科大学附属さいたま
医療センター麻酔集中治療部） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 13　感染 ②（DP13-1～ DP13-6）

座長　佐藤 智行（済生会横浜市東部病院）
DP13-1 開心術後の縦隔炎は予防できるのか　

木田 真紀，國本 秀樹，柴田 尚明，田中 真生，酒谷 佳世，山下 真史，川副 友，島 幸宏，岩崎 安博，加藤 正哉（和歌
山県立医科大学医学部） 

DP13-2 当院救命救急センターにおけるClostridium dif ficile関連腸炎の実態
後長 孝佳 1，安藤 雅規 1，波柴 尉充 1，富野 敦稔 2，宮部 浩道 1，津田 雅庸 1，服部 友紀 1，加納 秀記 1，植西 憲達 3，平
川 昭彦 2（1.藤田保健衛生大学医学部救命救急医学講座，2.藤田保健衛生大学病院災害外傷外科，3.藤田保健衛生
大学病院救急総合内科） 

DP13-3 気管挿管患者の喀痰グラム染色の有用性の検討
奥田 菜緒 1，田根 なつ紀 2，綱野 祐美子 2，小野寺 睦雄 1，今中 秀光 2，西村 匡司 1（1.徳島大学病院救急集中治療部，
2.徳島大学病院ER災害医療診療部） 

DP13-4 PCPS導入患者における便失禁管理システムの菌血症予防効果に関する検討
菊田 正太，古賀 聡人，井上 明彦，甲斐 聡一朗，三木 竜介，石原 諭（兵庫県災害医療センター救急部） 

DP13-5 適切な重症感染症治療をERで開始するために：グラム染色ユニットのERへの設置
近藤 司 1，田口 瑞希 1，植西 憲達 1，武山 直志 2（1.藤田保健衛生大学救急総合内科，2.藤田保健衛生大学救急科） 

DP13-6 腸管出血性大腸菌脳症におけるバイタルサインの変化
種市 尋宙（富山大学医学部小児科） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 14　重症感染・感染性心内膜炎（DP14-1～ DP14-6）

座長　佐多 竹良（産業医科大学麻酔科学）
DP14-1 発熱と意識障害で発症し、診断に苦慮した感染性心内膜炎の一例

金子 純也，鈴木 健介，磐井 佑輔，福田 令雄，北橋 章子，石之神 小織，小柳 正雄，久野 将宗，諸江 雄太，畝本 恭子
（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター） 

DP14-2 末梢静脈カテーテル感染による敗血症性ショックを発症した胃癌術前の患者に対しPMX-DHP療法を行った一例
田崎 哲（宮崎県立宮崎病院集中治療部） 

DP14-3 難治性てんかん治療中に繰り返す発熱を認め、感染源特定に難渋した一例
上原 萌子 1，喜納 峰子 1，山田 治広 1，小林 裕 1，高沢 謙二 1，池田 寿昭 2，須永 茂樹 3（1.東京医科大学八王子医療セ
ンター循環器内科，2.東京医科大学八王子医療センター集中治療部，3.東京医科大学八王子医療センター脳神経
外科） 

DP14-4 感染性心内膜炎の 1例
大橋 あかね 1，小林 孝史 1，本田 泉 1，志賀 卓弥 1，鈴木 真奈美 1，斉藤 夕布子 1，黒瀧 健二 1，江頭 隆一郎 2（1.大崎市
民病院麻酔科，2.大崎市民病院外科） 

DP14-5 Autonomic disturbanceを呈した重症破傷風におけるランジオロールの有効性の検討
菅 重典，稲田 捷也，高橋 学，秋丸 理世，佐藤 諒，増田 卓之，松本 尚也，石部 頼子，井上 義博，遠藤 重厚（岩手医
科大学救急医学講座） 

DP14-6 演題取り下げ
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10：40～ 11：50
一般演題 ポスター 15　凝固線溶・DIC（DP15-1～ DP15-7）

座長　梅垣 修（大阪医科大学集中治療部）
DP15-1 急性期DICスコアのピットフォールに陥った 1例

長谷 洋和，杉木 馨，若月 信，小池 由美子，宇野 幸彦，高田 真二，澤村 成史（帝京大学医学部附属病院麻酔集中治
療科） 

DP15-2 意識障害とDICを主訴とした日本紅斑熱の一例
日根野谷 一，高田 研，谷野 雅昭，柘植 雅嗣，前島 亨一郎，大橋 一郎，中塚 秀輝，藤田 喜久（川崎医科大学附属病
院麻酔集中治療科） 

DP15-3 下部消化管緊急手術後の播種性血管内凝固症候群に対する遺伝子組換え型トロンボモジュリン製剤の使用経験
藤川 葵 1，青木 和裕 2（1.聖路加国際病院消化器・一般外科，2.聖路加国際病院麻酔科） 

DP15-4 腎機能低下患者における遺伝子組み換えトロンボモジュリン（rTM）の使用経験
加藤 弘美 1，御室 総一郎 1，成瀬 智 1，朝羽 瞳 1，植田 広 1，小林 賢輔 1，林 美彌子 1，小幡 由佳子 1，土井 松幸 1，佐藤 
重仁 2（1.浜松医科大学医学部附属病院集中治療部，2.浜松医科大学麻酔蘇生学講座） 

DP15-5 血栓性微小血管症と肺胞出血を合併した膠原病の 2症例
山下 健次 1，平尾 収 1，田中 成和 1，榎谷 祐亮 1，下川 亮 1，森 隆比古 2，西村 信哉 1（1.大阪府立急性期・総合医療セ
ンター麻酔科，2.大阪府立急性期・総合医療センター医療情報部） 

DP15-6 抗リン脂質抗体症候群（APS）患者に対する心臓手術患者をHepcon HMS plus®で管理した 1症例
川島 信吾，成瀬 智，加藤 弘美，御室 総一郎，土井 松幸，佐藤 重仁（浜松医科大学麻酔科蘇生科） 

DP15-7 プロテインC欠損症患者の周術期管理経験
今川 憲太郎（高槻赤十字病院麻酔科） 

10：40～ 11：30
一般演題 ポスター 16　血液浄化 ①（DP16-1～ DP16-5）

座長　中田 孝明（りんくう総合医療センター・大阪府泉州救命救急センター）
DP16-1 LPS投与時の好中球の数と性質の経時的変化

酒井 俊和，加藤 由布，須賀 美華，下村 泰代，新美 太祐，原 嘉孝，栗山 直英，中村 智之，柴田 純平，西田 修（藤田
保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DP16-2 透析患者の肺塞栓に関する考察 ─空気塞栓・偽性肺塞栓との比較─
飯富 貴之 1，武川 仁子 1，吉見 誠一 1，西山 謹吾 2（1.高知赤十字病院麻酔科，2.高知赤十字病院救急部） 

DP16-3 濾過流量がテイコプラニンの限外濾過膜吸着に与える影響について
入江 利行 1, 3，道越 淳一 2, 3，相部 真希 1，萩原 里実 1，畑中 美博 4，井上 覚 4，後藤 孝治 4，松本 重清 4，北野 敬明 4，野
口 隆之 4（1.小倉記念病院薬剤部，2.小倉記念病院検査部工学課，3.大分大学医学部麻酔科学講座，4.旭化成メディ
カル株式会社医療製品開発本部医療材料研究所） 

DP16-4 セルローストリアセテート膜によるアナフィラキシーを起こした透析困難症の 1症例
大澤 さやか 1，濱田 暁 2，鬼頭 英介 2，藤原 瑛世 1，小川 達彦 1，野中 裕子 1，濱田 奈保 1，松本 智子 1，住吉 公洋 1，難
波 健利 2（1.高知医療センター麻酔科，2.高知医療センター集中治療科） 

DP16-5 持続的腎代替療法の抗凝固薬としてのメシル酸ナファモスタットと未分画ヘパリンの比較
巻野 将平 1，北 博志 2，宮武 祐士 3，久保田 健太 1，江木 盛時 1，溝渕 知司 4（1.神戸大学医学部附属病院麻酔科，2.神
戸大学医学部附属病院臨床工学部門，3.神戸大学大学院医学研究科麻酔科学分野，4.神戸大学大学院医学研究科
外科系講座麻酔科学分野） 

10：40～ 11：50
一般演題 ポスター 17　肝・胆・膵 ①（DP17-1～ DP17-7）

座長　兼坂 茂（湘南東部総合病院）
DP17-1 重症急性膵炎における予後因子と臨床的重症度との関係性の検討

安達 朋宏，本澤 大志，田中 知恵，安田 英人，三浪 陽介，蕪木 友則，原 俊輔，原田 尚重，勝見 敦，須崎 紳一郎（武
蔵野赤十字病院救命救急科） 

DP17-2 急性膵炎の発症を契機に診断され集中治療を要した全身性エリテマトーデスの一例
阿久津 智洋，櫻井 啓暢，遠藤 彰，吉川 俊輔，落合 香苗，世良 俊樹，岡 智，相星 淳一，大友 康裕（東京医科歯科大
学医学部附属病院救命救急センター） 

DP17-3 当院における重症急性膵炎とその他の感染性疾患に合併したDIC症例の比較検討
加賀 慎一郎，山本 啓雅，内田 健一郎，溝端 康光（大阪市立大学大学院医学研究科救急医学） 

DP17-4 重症急性膵炎の原因の相違がアウトカムに与える影響についての検討
本澤 大志，安達 朋宏，田中 知恵，安田 英人，三浪 陽介，蕪木 友則，原 俊輔，原田 尚重，勝見 敦，須崎 紳一郎（武
蔵野赤十字病院救急救命科） 

DP17-5 脳死肝移植により肝性脳症 5度から完全回復した劇症肝炎の一例
辰巳 仁美 1，三住 拓誉 2，蔵満 薫 3，江木 盛時 2，溝渕 知司 1（1.神戸大学附属病院麻酔科，2.神戸大学附属病院集中
治療部，3.神戸大学附属病院肝胆膵外科） 
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DP17-6 急速に致死的転帰をとったB型肝炎ウイルス性劇症肝炎の一例
藤野 光洋，狩野 謙一，堤 貴彦，藤井 雅士，吉田 浩輔，濱中 訓生，田中 博之，竹下 淳，別府 賢，志馬 伸朗（独立行
政法人国立病院機構京都医療センター） 

DP17-7 重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての後向き多施設観察研究
堀部 昌靖 1，佐々木 満仁 2，澤野 宏隆 3，後藤 隆司 4，池浦 司 5，濱田 毅 6，尾田 琢也 7，金井 隆典 1，真弓 俊彦 8，讃井 
將満 9（1.慶應義塾大学医学部内科学（消化器），2.独立行政法人国立がん研究センター中央病院，3.大阪府済生会
千里病院，4.広島市立広島市民病院，5.関西医科大学，6.東京大学医学部附属病院，7.飯塚病院，8.産業医科大学，
9.自治医科大学附属さいたま医療センター） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 18　気道・呼吸 ①（DP18-1～ DP18-6）

座長　倉田 二郎（東京医科歯科大学医学部附属病院麻酔・蘇生・ペインクリニック科）
DP18-1 創部より気管挿管された完全気管断裂に対して経口気管挿管を施行した一例

林 実，増井 亜紗実，岩下 義明，川本 英嗣，横山 和人，山本 章貴，石倉 健，今井 寛（三重大学医学部付属病院救命
救急センター） 

DP18-2 Ciaglia法による経皮的気管切開術が困難であった症例の検討
宮脇 宏 1，瀬尾 勝弘 1，角本 眞一 1，近藤 香 1，得津 裕俊 1，中島 研 2（1.小倉記念病院麻酔科・集中治療部，2.小倉記
念病院救急部） 

DP18-3 グライドスコープとビデオ型スタイレットスコープ両方を用いた気管挿管法で緊急気管挿管した 19症例
土手 健太郎 1，池宗 啓蔵 1，出崎 陽子 1，中西 和雄 2，萬家 俊博 2，藤井 園子 2，小西 周 2，長櫓 巧 2（1.愛媛大学医学部
付属病院集中治療部，2.愛媛大学医学部付属病院麻酔・周術期科） 

DP18-4 気道確保困難が予想された救急搬送症例におけるMcGRATH®の使用経験
朝長 鮎美，岩本 祐太，山本 敬洋，佐々木 勝教，安心院 康彦，池田 弘人，金子 一郎，坂本 哲也（帝京大学医学部救
急医学講座） 

DP18-5 頸部刺創による心肺停止蘇生後、両側声帯麻痺による気道閉塞を認め気管切開となった 1例
土井 賢治，金尾 邦生，塩島 祐樹，竹村 成秀，伊藤 壮一，田熊 清継（川崎市立川崎病院救急科） 

DP18-6 転倒を契機に発症した後咽頭間隙血腫の 1例
松田 知之，山根 毅郎，森下 洋子（第二岡本総合病院救急集中治療室） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 19　気道・呼吸管理 ①（DP19-1～ DP19-6）

座長　小竹 良文（東邦大学医療センター大橋病院麻酔科）
DP19-1 救急集中治療室における挿管患者の計画外抜管の検討

杉村 朋子 1，瀬尾 龍太郎 2，浅香 葉子 2，渥美 生弘 1，有吉 孝一 1（1.神戸市立医療センター中央市民病院救命救急セ
ンター，2.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科） 

DP19-2 術後数日経過して発症した遅発性両側反回神経麻痺の 2症例
村田 裕，宮崎 嘉也，足立 健彦（田附興風会医学研究所北野病院麻酔科・集中治療部） 

DP19-3 腹臥位鏡視下食道切除術後の遅発性反回神経麻痺症例の検討
柏木 康江 1，三原 亨 2，森 英明 1，串崎 浩行 2，太田 淳一 2，南 浩太郎 1，庄野 敦子 1，榊原 学 1，二階 哲朗 1，齊藤 洋司 1,2

（1.島根大学医学部附属病院麻酔科，2.島根大学医学部附属病院集中治療部） 
DP19-4 当院でのウイニング成功例と失敗例についての検討

進 吉彰，大岩 雅彦，南 絵里子，石川 友規，川上 直哉，大石 悠理，岩崎 衣津，奥 格，福島 臣啓，時岡 宏明（岡山赤
十字病院麻酔科） 

DP19-5 なぜ自発呼吸トライアルを使用しても再挿管になってしまうのか？
菊池 忠，中嶋 いくえ，川野 雄一朗，江口 善友，大塚 洋平，中山 雄二朗，尾崎 徹，白井 純宏，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） 

DP19-6 当院心臓血管外科術後患者における SBTクリア後の抜管遅延因子についての検証
長谷川 裕貴，飯塚 裕美，大寺 祥佑，齋藤 洋，田邉 大明（亀田総合病院） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 20　呼吸・呼吸管理 ②（DP20-1～ DP20-6）

座長　笹野 寛（名古屋市立大学病院救急部）
DP20-1 Nasal High Flowにより呼吸様式が改善した小児気管軟化症の 2例

方山 真朱，後藤 祐也，森 庸介，宮崎 裕也，佐藤 庸子，尾崎 眞，小谷 透（東京女子医科大学麻酔科・中央集中治療部） 
DP20-2 食道癌術後患者における経鼻高流量酸素療法の使用率と肺炎発生率との関係

若林 潤二 1，三住 拓誉 2，藤本 大地 1，出田 眞一郎 1，溝渕 知司 1（1.神戸大学附属病院麻酔科，2.神戸大学附属病院
集中治療部） 

DP20-3 ネーザルハイフローの一般病棟での有用性についての検討
神尾 直 1，讃井 將満 1，毛利 英之 1，小室 哲也 1，八木橋 智子 2，中川 温美 2，梅田 千典 3，草浦 理恵 3，飯塚 繁法 2，梶
原 絢子 2（1.自治医科大学付属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部，2.自治医科大学付属さいたま医療セン
ター看護部，3.自治医科大学付属さいたま医療センター臨床工学部） 
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DP20-4 ハイフローネーザルカニューラ（HFNC）療法中の回路内結露の検討
宇内 和明 1，近田 優介 2，井澤 眞代 3，奥田 菜緒 3，大藤 純 3，西村 匡司 3（1.徳島大学医学部医学科，2.徳島大学病院
臨床工学技術部門，3.徳島大学大学院病態情報医学講座救急集中治療医学） 

DP20-5 ネーザルハイフロー導入前後における人工呼吸器離脱基準の変化
松岡 豊，奥田 裕子，井上 敬太，藤本 佳久，松尾 佳那子，山下 理比路，長門 優，山崎 正記，松山 広樹，平田 学（京
都第一赤十字病院麻酔科） 

DP20-6 抜管後呼吸不全予防における combined respirator y suppor t
高橋 宏之 1，栗山 桂一 1，増田 崇光 1，吉川 和秀 1，植木 穣 1，小林 利通 1, 2，川名 由浩 2，磯谷 栄二 1（1.東京女子医科
大学東医療センター救急医療科，2.東京女子医科大学東医療センター臨床工学室） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 21　呼吸・呼吸管理 ③（DP21-1～ DP21-6）

座長　福井 秀公（東京医科大学麻酔科学分野）
DP21-1 ウェアラブルEITを用いた肺胞リクルートメント効果の確認

岩下 義明 1，根武谷 吾 2，小池 朋孝 3，張 尓泉 4，丸山 一男 4，今井 寛 1（1.三重大学医学部附属病院救命救急センター，
2.北里大学医療衛生学部医療工学科臨床工学専攻，3.北里大学病院集中治療センターRST・RRT室，4.三重大学医
学部大学院医学系研究科麻酔集中治療学） 

DP21-2 Electrical Impedance Tomographyによる換気状態モニタリングと肺炎の病態把握
森 庸介，後藤 祐也，方山 真朱，宮崎 裕也，佐藤 庸子，尾崎 眞，小谷 透（東京女子医科大学医学部麻酔科中央集中
治療部） 

DP21-3 Electrical Impedance Tomographyにより不均一換気を回避できた 1症例
森 庸介，方山 真朱，後藤 祐也，宮崎 裕也，佐藤 庸子，尾崎 眞，小谷 透（東京女子医科大学医学部麻酔科中央集中
治療部） 

DP21-4 Electrical Impedance Tomographyを使用した呼吸不全症例の肺の評価
高橋 菜々子 1，小関  翠 1，松浦 優 1，中村 直久 1，小野寺 悠 1, 2，秋元 亮 1，市川 一誠 2，鈴木 博人 1, 2，中根 正樹 1, 2，川
前 金幸 1（1.山形大学医学部附属病院麻酔科，2.山形大学医学部附属病院高度集中治療センター） 

DP21-5 沖縄型家族性神経原性筋萎縮症患者の人工呼吸weaning に横隔膜電気的活動のモニターが有用であった一例
照屋 孝二，幾世橋 美由紀，渕上 竜也，垣花 学（琉球大学医学部麻酔科集中治療部） 

DP21-6 延髄梗塞患者の体位別横隔膜変位量の超音波診断装置による測定
馬場 義行，荒竹 慶（潤和会記念病院リハビリテーション療法部） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 22　呼吸・呼吸管理 ④（DP22-1～ DP22-6）

座長　芹田 良平（東京歯科大学市川総合病院）
DP22-1 呼吸管理における肺エコーの有用性について ～呼吸療法士の役割～

仲間 康敏 1，玉城 正弘 2，島袋 泰 3（1.社会医療法人友愛会豊見城中央病院 ICU呼吸療法室，2.社会医療法人友愛会
豊見城中央病院内科，3.社会医療法人友愛会豊見城中央病院麻酔科） 

DP22-2 喀血による低酸素血症に対して気管支ブロッカーを用いて対処した 1例
村上 紗羅，熊澤 淳史，青柳 健一，小畠 久和，小原 章敏（市立堺病院集中治療科） 

DP22-3 心臓血管術後患者の死腔の変化
紺野 大輔 1，星 邦彦 2，斎藤 浩二 2，亀山 良亘 2，吾妻 俊弘 1，山内 正憲 1（1.東北大学病院麻酔科，2.東北大学病院集
中治療部） 

DP22-4 腹腔内感染症による敗血症性ショック患者における肺障害の検討
三枝 秀幸，岩崎 衣津，角谷 隆史，進 吉彰，南 絵里子，川上 直哉，石井 瑞恵，小林 浩之，實金 健，時岡 宏明（岡山
赤十字病院麻酔科） 

DP22-5 2014年までのMEIDAI救急・集中治療における間質性肺炎の管理成績の解析
東 倫子，高谷 悠大，山本 尚範，稲葉 正人，波多野 俊之，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP22-6 電撃性肺水腫の関与が疑われた急性間質性肺炎の一例
坂口 大起 1，篠内 和也 1，三浦 弘之 1，宮崎 宏一 1，小出 雅雄 1，安部 晴彦 2，廣岡 慶治 1，是恒 之宏 2，楠岡 英雄 1，安
村 良男 1（1.国立病院機構大阪医療センター循環器内科，2.国立病院機構大阪医療センター臨床研究センター） 

10：40～ 11：20
一般演題 ポスター 23　呼吸管理 ①（DP23-1～ DP23-4）

座長　玉井 直（静岡県立静岡がんセンター）
DP23-1 器械的排痰補助を用いて無気肺が改善した脊髄損傷患者

堅田 紘頌 1，横山 仁志 1，渡邉 陽介 1，松嶋 真哉 2，平 泰彦 3（1.聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部，
2.聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院リハビリテーション部，3.聖マリアンナ医科大学救急医学） 

DP23-2 開心術後に人工呼吸器を装着している低心機能患者の特徴と予後の検討
松本 悠，滝本 浩平，内山 昭則，藤野 裕士（大阪大学医学部附属病院集中治療部） 
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DP23-3 高位脊髄損傷症例における、カフアシストE70の使用効果
佐々木 勝教 1，金子 一郎 1，朝長 鮎美 1，池田 弘人 1，森川 亘 2，坂本 哲也 1（1.帝京大学医学部救急科，2.帝京大学医
学附属病院リハビリテーション部） 

DP23-4 抜管後の喉頭浮腫予防を目的としたステロイド投与の有用性についての検討
加藤 真優，森田 泰正，林 洋輔（千葉市立青葉病院救急集中治療科） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 24　呼吸理学療法（DP24-1～ DP24-6）

座長　井上 聡己（奈良県立医科大学集中治療部）
DP24-1 当院集中治療センターに勤務する看護師の呼吸理学療法に関する実践度の変化

村谷 俊幸 1，吉田 哲也 1，神戸 晃男 1，影近 謙治 2，神野 亜紀子 3，境田 優子 3，田口 利恵 3，虎本 三佳恵 3（1.金沢医科
大学病院医療技術部リハビリテーションチーム，2.金沢医科大学リハビリテーション医学講座，3.金沢医科大学
病院看護部集中治療センター） 

DP24-2 肺炎患者における ICU在日数に早期理学療法はどれほど影響を与えているか
千木良 佑介 1，高井 智子 2，井草 弘順 2（1.高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科，2.関越中央病院） 

DP24-3 人工呼吸器管理を要する肥満患者における無気肺予防の効果 ─高機能ベッド導入前後と比較して─
武田 陽平 1，山崎 優 1，遠山  真吾 1，松村 雅史 1，小野川 愛 2，高橋 知左 2，三木 初美 2，西山 謹吾 3（1.高知赤十字病院
リハビリテーション科，2.高知赤十字病院救命救急センター病棟，3.高知赤十字病院救命救急センター・救急部） 

DP24-4 ICUにおける超早期リハビリテーションがVAEs及び患者に与える影響
金 達郎 1，菅野 美幸 2，松本 昭憲 2，横島 啓幸 1，石附 春樹 1（1.太田西ノ内病院総合リハビリテーションセンター，
2.太田西ノ内病院救急救命センター） 

DP24-5 左室形成縮小術を施行された症例に対し、IABP管理中からの積極的な呼吸理学療法が奏功した 1例
石垣 元気 1，橋本 亘 2，山内 昌喜 3，赤嶺 和紀 4（1.沖縄協同病院リハビリテーション室，2.沖縄協同病院心臓外科，
3.沖縄協同病院循環器内科，4.沖縄協同病院看護部） 

DP24-6 縦隔腫瘍に合併した上大静脈症候群を呈した患者への理学療法を経験して
渡辺 伸一 1, 2，大野 美香 3，鈴木 秀一 3，森田 恭成 3（1.国立病院機構名古屋医療センターリハビリテーション科，2.金
沢大学大学院博士後期課程，3.国立病院機構名古屋医療センター集中治療科） 

10：40～ 11：30
一般演題 ポスター 25　中枢神経・体温異常（DP25-1～ DP25-5）

座長　三宅 康史（昭和大学医学部救急医学）
DP25-1 マウス母体へのセボフルラン投与により胎児脳内エリスロポエチン発現誘導が抑制される

田中 具治，谷本 圭司，瀬川 一，福田 和彦（京都大学医学部附属病院麻酔科集中治療部） 
DP25-2 神経集中治療における抗痙攣薬の血中動態の検討

松本 学 1, 2，加藤 頼子 1，岩瀬 史明 1，井上 潤一 1，小林 辰輔 1，宮崎 善史 1，大嶽 康介 1，池田 督司 1，木下 大輔 1，横
田 裕行 2（1.山梨県立中央病院救命救急センター，2.日本医科大学付属病院高度救命救急センター） 

DP25-3 意識障害が遷延した 3度熱中症の一例
山國 遼 1，伊関 憲 1, 2，鈴木 剛 1, 3，矢野 徹宏 1, 2，根本 千秋 2, 3，大久保 怜子 1, 2，小澤 昌子 1, 2，塚田 泰彦 2, 3，島田 二郎 2, 3，
田勢 長一郎 2, 3（1.福島県立医科大学附属病院高度救命救急センター，2.福島県立医科大学地域救急医療支援講座，
3.福島県立医科大学医学部救急医療学講座） 

DP25-4 地方二次病院において集中治療管理を要した熱中症症例の検討
伊藤 辰哉 1，松本 幸久 2，中村 明代 2（1.高松赤十字病院救急科，2.高松赤十字病院麻酔科） 

DP25-5 中心静脈留置型体温調整システムの使用経験
小野寺 ちあき，高橋 学，菅 重典，松本 尚也，遠藤 重厚（岩手医科大学医学部救急科） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 26　内分泌・代謝 ①（DP26-1～ DP26-6）

座長　中尾 慎一（近畿大学医学部麻酔科学講座）
DP26-1 小児の甲状腺クリーゼによる意識障害を発症した 1例

米澤 みほこ，亀山 実希，寺田 統子，藤中 和三，鷹取 誠（広島市立広島市民病院） 
DP26-2 破壊性甲状腺炎による甲状腺中毒症から心室細動をきたした一例

海老沢 和俊，大島 和馬，山本 幸，福田 龍将，中村 謙介（日立総合病院救急集中治療科） 
DP26-3 糖尿病性ケトアシドーシスを合併した甲状腺クリーゼの一例

藤井 裕人 1，内山 宗人 1，白澤 彩 1，古見 健一 1，川村 祐介 1，澁谷 誠 2，宮崎 岳之 2（1.横須賀共済病院救急科，2.横須
賀共済病院内分泌内科） 

DP26-4 救急車内で心停止となるも迅速な蘇生、集中治療により救命できた甲状腺クリーゼの一例
村橋 一，杉本 憲治，太田 祐介，井上 芳門，田口 学，寺澤 篤，棚橋 順治，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院麻酔・
集中治療部） 

DP26-5 集学的治療により救命し得た甲状腺クリーゼの 2例
永井 孝輔，河野 通大（苫小牧市立病院） 
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DP26-6 続発性肺高血圧症を合併する甲状腺クリーゼによるCPAOAの一例
小松 研郎，中山 秀，山口 哲，河野 寛幸（福岡記念病院救急科） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 27　産婦人科　（DP27-1～ DP27-6）

座長　坂口 嘉郎（佐賀大学医学部麻酔・蘇生学）
DP27-1 妊娠高血圧症候群妊婦の帝王切開術後の血小板数の推移

平本 有美 1，藤村 直幸 1，吉野 淳 1，財津 昭憲 2（1.聖マリア病院麻酔科，2.聖マリア病院集中治療科） 
DP27-2 帝王切開周術期における経皮的トータルヘモグロビン（SpHb値）と静脈血Hb（tHb値）の関連性について

綿引 奈苗，川村 隆枝，渡辺 洋子，水野 真依，金田 考（仙台医療センター） 
DP27-3 当院における子癇患者管理の後方視的検討

鹿原 史寿子 1，松田 祐典 1，福山 達也 2，照井 克生 1，小山 薫 2（1.埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科，2.埼
玉医科大学総合医療センター麻酔科） 

DP27-4 集中治療室に入室した産科症例の臨床的検討
井上 芳門，杉本 憲治，伊藤 優，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 

DP27-5 当院における周産期患者の ICU入室症例の検討
丹保 亜希仁 1, 2，川田 大輔 2, 3，西浦 猛 2, 3，柏木 友太 2，鈴木 昭広 2, 4，小北 直宏 2, 3，藤田 智 1, 2（1.旭川医科大学救急医
学講座，2.旭川医科大学病院救命救急センター，3.旭川医科大学病院集中治療部，4.旭川医科大学麻酔・蘇生学講
座） 

DP27-6 当院で ICU管理となった産科症例の検討
高木 俊成（聖隷浜松病院麻酔科） 

10：40～ 11：30
一般演題 ポスター 28　小児　モニタリング（DP28-1～ DP28-5）

座長　鈴木 康之（国立成育医療研究センター手術・集中治療部）
DP28-1 新生児先天性心疾患術後の血行動態管理にチアノーゼの有無にかかわらず、NIRSは有用である？

杉村 洋子，松永 綾子（千葉県こども病院集中治療科） 
DP28-2 脳圧モニタリングが治療介入に与える影響についての後方視的検討

大澤 麻登里 1, 2，新津 健裕 1，齋藤 美香 1，本村 誠 1，中山 祐子 1，今井 一徳 1，齊藤 修 1，清水 直樹 1（1.東京都立小児
総合医療センター救命・集中治療部集中治療科，2.防衛医科大学校病院小児科） 

DP28-3 発症後 12時間以内のGlasgow Coma Scaleではけいれん重積型急性脳症と複雑型熱性けいれんの鑑別はできない
天笠 俊介 1，笠井 正志 1，福山 哲広 2，佐藤 公則 1，横川 真理 1，本間 仁 1，黒坂 了正 1，北村 真友 1，松井 彦郎 1（1.長
野県立こども病院小児集中治療科，2.長野県立こども病院神経小児科） 

DP28-4 小児集中治療における aEEGモニターの有用性について
沼口 敦 1，松田 直之 2，足立 裕史 1，角 三和子 2，江嶋 正志 2，波多野 俊之 1，東 倫子 1（1.名古屋大学医学部附属病院
救急科，2.名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学講座） 

DP28-5 Cornelia de Lange症候群の同一患児における複数回の周術期管理の経験
加藤 規子 1，後藤 紘葉 1，伊東 遼平 1，長柄 祐輝 1，菅原 昭憲 1，横山 幸房 2，横手 淳 2（1.大垣市民病院麻酔科，2.大垣
市民病院胸部外科） 

10：40～ 11：30
一般演題 ポスター 29　小児　感染（DP29-1～ DP29-5）

座長　笠井 正志（長野県立こども病院小児集中治療科）
DP29-1 小児開胸下ECMO管理における抗菌薬投与と感染合併症

田畑 雄一 1，笠井 正志 2，志馬 伸朗 3（1.京都府立医科大学麻酔科集中治療部，2.長野県立こども病院小児集中治療
科，3.独立行政法人国立病院機構京都医療センター救命救急センター） 

DP29-2 体外循環を用いた先天性心疾患手術とRSウイルス感染のマネージメント
青木 正哉 1，峠 正義 2，武内 克則 2，渋谷 伸子 1（1.富山大学附属病院集中治療部，2.富山大学附属病院第一外科） 

DP29-3 新生児感染症における好中球CD64の有用性
三宅 芙由，市川 俊（産業医科大学小児科） 

DP29-4 敗血症性ショックにトロンボモジュリンは有用か？
林 拓也 1，梅原 直 1，山田 香里 1，永渕 弘之 2（1.神奈川県立こども医療センター救急診療科，2.神奈川県立こども医
療センター集中治療科） 

DP29-5 敗血症性ショックを呈した非感染症の小児 2例：小児科医との協働と鑑別診断の重要性
野坂 宜之 1，塚原 紘平 2，クナウプ 絵美里 2，湯本 哲也 2，飯田 淳義 2，森定 淳 2，平山 敬浩 2，佐藤 圭路 2，鵜川 豊世武 2，
氏家 良人 2（1.岡山大学病院小児科，2.岡山大学病院高度救命救急センター） 
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10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 30　小児　症例（DP30-1～ DP30-6）

座長　川崎 達也（静岡県立こども病院小児集中治療科）
DP30-1 治療に難渋した重症類洞閉塞症候群の小児の 1例

瀬田 尚子，栗林 由英，安部 隆国，横尾 あずさ，小坂 麻里子，安田 則久，日高 正剛，後藤 孝治，北野 敬明，野口 隆
之（大分大学医学部麻酔科学講座・集中治療部） 

DP30-2 小児腎原発性神経芽腫の重症ARDSとショックの集中治療の一例
中原 光三郎，日下 琢雅，東 倫子，山本 尚範，波多野 俊之，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名
古屋大学大学院救急・集中治療医学分野） 

DP30-3 特発性の内頚動脈解離が疑われた若年発症の脳梗塞の一症例
成尾 浩明 1，濱川 俊朗 1，立山 真吾 2，中村 禎志 2（1.潤和会記念病院集中治療部，2.潤和会記念病院麻酔科） 

DP30-4 虐待が疑われた重症小児頭部外傷の二例
竹上 徹郎 1，奥田 裕子 1，山崎 正記 2，松山 広樹 2，平田 学 2（1.京都第一赤十字病院救急科，2.京都第一赤十字病院
麻酔科） 

DP30-5 絞扼性イレウス術後に血栓性血小板減少性紫斑病を発症した 5か月男児例
水口 壮一 1，賀来 典之 1，石村 匡崇 2，西山 慶 2，古野 渉 3，林田 真 3，田口 智章 3，原 寿郎 2，前原 喜彦 1（1.九州大学
病院救命救急センター，2.九州大学大学院成長発達医学分野，3.九州大学大学院小児外科学分野） 

DP30-6 早期の対応により救命し得た小児急性上腸間膜動脈閉塞症の 3症例
京極 都，橘 一也，津田 雅世，重川 周，井坂 華奈子，文 一恵，小山 英彦，籏智 武志，清水 義之，竹内 宗之（大阪府
立母子保健総合医療センター集中治療科） 

10：40～ 11：40
一般演題 ポスター 31　小児　中枢神経（DP31-1～ DP31-6）

座長　齊藤 修（東京都立小児総合医療センター救命・集中治療部）
DP31-1 発症早期の重症熱性けいれんとけいれん重積型急性脳症の鑑別は困難である

福山 哲広 1，黒坂 了正 2，北村 真友 2，笠井 正志 2，松井 彦郎 2，天笠 俊介 2（1.長野県立こども病院神経小児科，2.長
野県立こども病院集中治療科） 

DP31-2 脳死とされうる状態と考えられたが脳幹反射の回復を認めた急性脳症の一例
山口 由美，蜂谷 聡明，吉田 太治，中村 美穂，山本 剛史，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢
大学集中治療部） 

DP31-3 統合失調症と診断されていた橋本脳症の若年発症例
濱川 俊朗 1，成尾 浩明 1，立山 真吾 2，中村 禎志 2（1.潤和会記念病院集中治療部，2.潤和会記念病院麻酔科） 

DP31-4 集中治療管理により救命しえたReye症候群の女児
峰尾 恵梨，安藤 寿，江波戸 孝輔，山口 綾乃，石井 正浩（北里大学医学部小児科） 

DP31-5 早期の集中治療介入が奏功したインフルエンザ脳症の 1例
鷺島 克之，蒲原 英伸，新森 大祐，田代 貴大，小寺 厚志，木下 順弘（熊本大学医学部集中治療部） 

DP31-6 ヒトパレコウイルス脳症の 1例
新井 紗記子，森川 一恵，天笠 俊介，佐藤 公則，横川 真理，本間 仁，黒坂 了正，北村 真友，笠井 正志，松井 彦郎（長
野県立こども病院小児集中治療科） 

15：40～ 16：30
一般演題 ポスター 32　虚血性心疾患・インターベンション ①（DP32-1～ DP32-5）

座長　香坂 俊（慶應義塾大学）
DP32-1 心電図の JPEG画像から自動的にカブレラ配列を作成するアプリケーションの開発

勝野 雄一郎 1，成尾 浩明 2，濱川 俊朗 2（1.潤和会記念病院 IT管理室，2.潤和会記念病院集中治療部） 
DP32-2 虚血性心疾患におけるカルシウム拮抗薬 dilatiazemの心筋虚血及びT-Wave Alternansへの影響

高瀬 凡平，木村 一生，東村 悠子（防衛医科大学校集中治療部） 
DP32-3 AMI、CHFにて来院し、VFに対して、メキシチレン及びベラパミル投与にてコントロールでき得た症例

古川 大祐，根本 佳子，今井 龍一郎，川井 和哉（社会医療法人近森会近森病院） 
DP32-4 急性冠症候群における炎症反応と重症度の関連性解析

淺田 馨，東 倫子，波多野 俊之，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，足立 裕史，高橋 英夫，松田 直之（名古
屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP32-5 薬剤抵抗性循環不全を伴う閉塞性肥大型心筋症へのカテーテル治療・体外式ペースメーカー併用の臨床的意義
北村 光信 1，藤本 雄飛 2，澁谷 淳介 2，松田 淳也 1，吉真 孝 1，宮地 秀樹 1，細川 雄亮 1，圷 宏一 1，山本 剛 1，清水 渉 1 
（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） 
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15：40～ 16：20
一般演題 ポスター 33　血栓症 ①（DP33-1～ DP33-4）

座長　田邉 康宏（聖マリアンナ医科大学循環器内科）
DP33-1 交通外傷に続発したHITの 1例

矢口 慎也 1，千葉 紀之 2，伊藤 勝博 3，吉田 仁 1，花田 裕之 1（1.弘前大学大学院医学研究科救急・災害医学講座，2.弘
前大学大学院医学研究科整形外科学講座，3.弘前大学大学院医学研究科脳神経外科学講座） 

DP33-2 Peripherally inser ted central catheter（PICC）抜去後に肺動脈血栓塞栓症を発症した 1例
筒井 徹 1，櫻谷 正明 2，河村 夏生 2，平田 旭 2，吉田 研一 2（1.JA広島総合病院，2.JA広島総合病院救急・集中治療科） 

DP33-3 膀胱機能不全による骨盤内静脈圧迫を契機として発症した深部静脈血栓症、肺動脈塞栓症の 1例
吉川 健太郎，山添 正博，水野 篤，西 祐太郎，丹羽 公一郎（聖路加国際病院） 

DP33-4 早期のPCPS挿入により救命できた妊娠 7週の両側肺動脈塞栓症のPEAの 1例
辻田 裕昭，渡辺 則和，大西 克巳，松井 泰樹，宗次 裕美，金子 堯一，塚本 茂人，小貫 龍也，浅野 拓，小林 洋一（昭
和大学医学部内科学講座循環器内科学部門） 

15：40～ 16：30
一般演題 ポスター 34　ECMO ③（DP34-1～ DP34-5）

座長　廣上 貢（手稲渓仁会病院）
DP34-1 V-V ECMOを用いたNor wood術後BTシャント再建の一例

日下 裕介 1，出口 志保 1，大地 史広 1，荘園 雅子 1，梅垣 修 1，井口 篤 2，小西 宏伸 2，林 昌孝 2，島田 亮 3，根本 慎太郎 3

（1.大阪医科大学麻酔科・集中治療部，2.大阪医科大学臨床工学部，3.大阪医科大学心臓血管外科） 
DP34-2 両側肺挫傷・気道出血を伴う多発外傷による術中心停止に対し、V-A ECMOを導入し救命しえた 1例

室野井 智博 1, 2，布宮 伸 1，和田 政彦 1，小山 寛介 1，鯉沼 俊貴 1，伊澤 祥光 2（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.自治医科大学救急医学） 

DP34-3 気管支拡張症による致死的な大量喀血に対しRespirator y ECMOを行い救命した 1例
鈴木 光洋 1，横田 泰佑 2，鈴木 達彦 1，五明 佐也香 1，上笹貫 俊郎 1，速水 宏樹 1，杉木 大輔 1，池上 敬一 1（1.獨協科大
学越谷病院救命救急センター，2.獨協医科大学越谷病院麻酔科） 

DP34-4 超肥満体患者の呼吸ECMO症例の経験
萩原 祥弘 1，清水 敬樹 1，鈴木 茂利雄 1，山下 智幸 2，森川 健太郎 1，三宅 康史 2， 古賀 史郎 3，勝 博史 4，佐藤 英樹 4 
（1.東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，2.昭和大学医学部救急医学講座，3.東京都立多摩総合医療
センター麻酔科臨床工学室，4.東京都立多摩総合医療センターICU） 

DP34-5 外傷性下行大動脈損傷術後のARDS急性増悪に対しPCPS，VA-ECMO行うも失った 1例
岡村 賢一，森住 誠，河田 光弘，末松 義弘（筑波記念病院心臓血管外科） 

15：40～ 16：30
一般演題 ポスター 35　心臓リハビリテーション（DP35-1～ DP35-5）

座長　田中 宏和（東京医科大学茨城医療センター循環器内科）
DP35-1 胸椎圧迫骨折治療中に急性左心不全ならびに心原性脳塞栓症を同日発症した症例に対する理学療法経験

花田 智 1，名越 秀樹 2，仮屋 千穂 3（1.都城市郡医師会病院理学療法室，2.都城市郡医師会病院救急科，3.都城市郡医
師会病院集中治療室） 

DP35-2 脳神経専門病院における心臓リハビリテーション設立の現状
茅本 洋平 1，佐藤 幹久 1，早川 尚宏 1，平田 法之 2，佐藤 圭路 3，宮本 欣倫 4（1.脳神経センター大田記念病院リハビリ
テーション課，2.脳神経センター大田記念病院看護部，3.岡山大学病院高度救命救急センター，4.脳神経センター
大田記念病院循環器内科） 

DP35-3 食道癌根治術後における起立性低血圧に影響を与える因子の検討
萩山 明和 1，小林 求 2（1.岡山大学病院総合リハビリテーション部，2.岡山大学病院麻酔科蘇生科） 

DP35-4 食道癌手術後に縫合不全・呼吸不全を呈し ICU-AWを認めた一症例の身体機能回復推移
山内 康太 1，鈴木 裕也 1，島添 裕史 1，熊谷 謙一 1，小柳 靖裕 1，折田 博之 2，海塚 安郎 3（1.製鉄記念八幡病院リハビ
リテーション部，2.製鉄記念八幡病院外科，3.製鉄記念八幡病院救急・集中治療部） 

DP35-5 複数の重症合併症を併発した急性心筋梗塞後に多分野のリハビリテーションを実施しほぼ完全回復した 1症例
齋藤 龍，山下 淳，星野 虎生，田中 信大，山科 章（東京医科大学病院循環器内科） 

15：40～ 16：30
一般演題 ポスター 36　心臓血管外科術後管理（DP36-1～ DP36-5）

座長　長山 雅俊（榊原記念病院循環器内科）
DP36-1 心臓血管手術後高血糖と大腿直筋断面積変化の検討

大浦 啓輔，高橋 実希（福山循環器病院リハビリテーション課） 
DP36-2 長期 ICU管理中に積極的心リハ介入によりせん妄なく経過した開心術後縦隔炎の 1例

清水 美帆 1，小林 聖典 1，土川 洋平 1，荒木 善盛 2，山田 純生 3，貝沼 関志 4，碓氷 章彦 2（1.名古屋大学医学部附属病
院リハビリテーション部，2.名古屋大学大学院医学系研究科心臓外科学，3.名古屋大学大学院医学系研究科リハ
ビリテーション療法学専攻，4.名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部） 
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DP36-3 多施設共同研究による長期集中治療管理を要する心臓血管外科術後患者への早期理学療法の効果の検討
齊藤 正和 1，上坂 建太 2，田原 将之 3，湯口 聡 4，大浦 啓輔 5，高橋 哲也 6（1.公財）日本心臓血圧研究振興会附属榊原
記念病院理学療法科，2.公財）田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーションセンター，3.東宝塚さとう病院
リハビリテーション室，4.心臓病センター榊原病院心臓リハビリテーション室，5.福山循環器病院リハビリテー
ション課，6.東京工科大学医療保健学部） 

DP36-4 胸腹部外科術後患者における年齢と起立性低血圧との関連性
花田 匡利 1，神津 玲 1，俵 祐一 2，及川 真人 1，三尾 直樹 1，森本 陽介 1，矢野 雄大 1，千住 秀明 3（1.長崎大学病院リ
ハビリテーション部，2.済生会長崎病院リハビリテーション部，3.長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リハビリ
テーション科学） 

DP36-5 心臓血管外科術後患者の歩行開始、病棟歩行獲得状況とそのバリアンスについての検討
永井 佑典 1，中川 幸太朗 1，西村 真人 2，篠崎 正博 3（1.岸和田徳洲会病院リハビリテーション科，2.大阪労災病院中
央リハビリテーション部，3.岸和田徳洲会病院救命救急センター） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 37　心肺蘇生 ①（DP37-1～ DP37-6）

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部）
DP37-1 当院の心原性心肺停止例における発症時間及び年齢に関する検討

西浦 猛 1，堀越 佑一 1，中嶋 駿介 1，柏木 友太 1，丹保 亜希仁 1，川田 大輔 1，小林 厚志 1，小北 直宏 1，藤田 智 1，長谷
部 直幸 2（1.旭川医科大学救急医学講座，2.旭川医科大学循環・呼吸・神経病態内科学分野） 

DP37-2 冠攣縮による心室細動蘇生例の検討
中山 尚貴 1，羽柴 克孝 2，木村 一雄 1（1.横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター，2.横浜市立大
学附属市民総合医療センター心臓血管センター） 

DP37-3 心原性心肺停止が疑われた 4例の神経学的予後予測因子の検討
藤吉 哲宏 1，徳田 賢太郎 1，生野 雄二 2，水口 壮一 2，賀来 典之 2，野田 英一郎 2，赤星 朋比呂 2，安田 光宏 2，外 須美夫 3，
前原 喜彦 2（1.九州大学病院集中治療部，2.九州大学病院救命救急センター，3.九州大学麻酔科蘇生科） 

DP37-4 急性心筋梗塞による心停止後症候群患者へのヘパリン投与と凝固異常についての検討
佐藤 智洋，折田 智彦，豊田 幸樹年，中道 嘉，松本 松圭，廣江 成欧，北野 光秀（済生会横浜市東部病院） 

DP37-5 病院前診療における気管挿管で複数回の喉頭展開を要した症例の検討
井上 明彦，菊田 正太，古賀 聡人，甲斐 聡一朗，三木 竜介，石原 諭（兵庫県災害医療センター） 

DP37-6 内因性大動脈瘤・解離による院外心停止 ～石川県における 7年間のサーベイランス
稲葉 英夫 1，山下 朗 2，太田 圭亮 3，明星 康裕 3（1.金沢大学医薬保健研究域医学系血液情報発信学（救急医学），2.公
立能登総合病院，3.石川県立中央病院） 

15：40～ 16：50
一般演題 ポスター 38　心肺停止　症例 ①（DP38-1～ DP38-7）

座長　澤村 淳（北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座救急医学分野）
DP38-1 薬物治療に難渋した心肺停止蘇生後の低酸素脳症におけるParoxysmal sympathetic hyperactivityの一例

澄田 奏子，渡辺 隆明，今村 剛朗，松吉 健夫，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） 

DP38-2 心停止蘇生後に発症した paroxysmal sympathetic hyperactivityの 1例
岩村 高志，太田 美穂，後藤 明子，鳴海 翔梧，今長谷 尚史，八幡 真由子，三池 徹，小網 博之，井上 聡，阪本 雄一郎
（佐賀大学医学部附属病院救命救急センター） 

DP38-3 低酸素脳症後Paroxysmal sympathetic hyperactivityの発症が疑われた 1例
藤本 智子，福田 靖，加藤 道久（徳島赤十字病院麻酔科） 

DP38-4 多形性心室頻拍における硫酸マグネシウム持続静注と経皮吸収型β遮断薬が有用であった一例
堀川 彩夏，角地 祐幸，高橋 梓，重松 明香，蘇我 孟群，六角 由紀，後藤 眞理亜，埜口 千里，五十嶺 伸二，境田 康二
（船橋市立医療センター） 

DP38-5 冠動脈器質的狭窄および多発攣縮により 54時間以内に 2度の心肺停止，脳低温療法を繰り返した一例
三上 哲 1，山添 正博 1, 2，山崎 学 1, 3，三谷 英範 1，田中 裕之 1，伊藤 恭太郎 1，宮道 亮輔 1，望月 俊明 1，大谷 典生 1，石
松 伸一 1（1.聖路加国際病院救急部，2.聖路加国際病院循環器内科，3.聖路加国際病院心臓血管外科） 

DP38-6 脊髄損傷術後管理中に心停止となり蘇生後に冠攣縮性狭心症と診断した一例
岩元 祐太，池田 弘人，山本 敬洋，佐々木 勝教，金子 一郎，坂本 哲也（帝京大学医学部救急医学） 

DP38-7 トルバプタンの投与により血液透析を回避できた重症心不全の一例
木村 一貴，加藤 浩太，後藤 雅之，阿部 憲弘，小川 雅史，田辺 裕二郎，田中 宏和，大久保 信司（東京医科大学茨城
医療センター循環器内科） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 39　　脳低温療法（DP39-1～ DP39-6）

座長　木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野）
DP39-1 縊頚による心停止後症候群に対する脳低体温療法の有効性

中島 竜太，稲垣 伸洋（大分市医師会立アルメイダ病院救急・集中治療科） 



－ 104 －

医
師
部
門

一
般
演
題
ポ
ス
タ
ー

DP39-2 蘇生後脳症に対して脳低温療法を行った 14例の検討
林 拓也 1，梅原 直 1，山田 香里 1，永渕 弘之 2（1.神奈川県立こども医療センター救急診療科，2.神奈川県立こども医
療センター集中治療科） 

DP39-3 集中治療における蘇生後低体温療法の有効性の検討
波多野 俊之，東 倫子，高谷 悠大，稲葉 正人，日下 琢雅，江嶋 正志，田村 有人，足立 裕史，松田 直之（名古屋大学
大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP39-4 当院 ICUにおける心肺停止蘇生後低体温療法の現状 ～維持時間は 12時間？ 24時間？～
寺島 嗣明 1，三木 靖雄 1，岩倉 賢也 1，熊谷 常康 1，青木 瑠里 2，梶田 裕加 1，野口 裕記 1，竹内 昭憲 1，井上 保介 2，中
川 隆 1（1.愛知医科大学病院高度救命救急センター，2.愛知医科大学地域医療学寄附講座） 

DP39-5 クリニカルパスを使用した脳低温療法について
乙宗 佳奈子 1，音成 芳正 1，木村 廷和 2，藤本 正司 2，吉本 昭 1，穴吹 大介 2，関 啓輔 1（1.社会医療法人財団大樹会総
合病院回生病院救急科，2.社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院麻酔科） 

DP39-6 低体温療法の適応を考える
佐久田 豊，永野 雅英，上杉 英行，西上 和宏，中尾 浩一，高志 賢太郎，平山 統一，大塚 洋平，菊池 忠，前原 潤一（済
生会熊本病院集中治療室・循環器内科・救急総合診療科） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 40　大動脈 ①（DP40-1～ DP40-6）

座長　村田 聖一郎（板橋中央総合病院心臓血管外科）
DP40-1 大動脈弁輪拡張症に対しDavid手術を行った 16歳 Sprintzen-Goldberg症候群の 1症例

菅原 昭憲 1, 2，後藤 紘葉 1，伊東 遼平 1，加藤 規子 1，横山 幸房 2，横手 淳 2（1.大垣市民病院麻酔科，2.大垣市民病院
胸部外科） 

DP40-2 腸管虚血を伴うA型急性大動脈解離に対し二期的手術を実施した 1例
圓本 剛司，仲井 健朗（橋本市民病院心臓血管外科） 

DP40-3 脳梗塞を合併したA型大動脈解離術後に冠動脈還流障害を発症した 1例
矢田 匡，山中 一朗，仁科 健，廣瀬 圭一，金光 尚樹，水野 明宏，安水 大介，恩賀 陽平（天理よろづ相談所病院心臓
血管外科） 

DP40-4 急性期脳梗塞を合併した急性A型大動脈解離に対してBentall手術と部分弓部大動脈置換を施行した 1例
平山 亮，鈴木 龍介，渡辺 俊明，萩尾 康司，松川 舞，坂口 健，上木原 健太，吉岡 祐希，毛利 雅治（熊本赤十字病院
心臓血管外科） 

DP40-5 ステントグラフト内挿術後の対麻痺に集学的治療を要した遠位弓部大動脈瘤の 1症例
黒川 修二，赤堀 貴彦，安田 吉孝，下村 毅，原戸 美佐子，堀田 蘭，畠山 登，木下 浩之，藤原 祥裕，小松 徹（愛知医
科大学麻酔科） 

DP40-6 急性A型大動脈解離における治療方針とその管理
長江 翔平，市原 利彦，川瀬 正樹，中島 義仁（公立陶生病院救急集中治療部） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 41　中心静脈カテーテル（DP41-1～ DP41-6）

座長　柿沼 孝泰（東京医科大学麻酔科学分野）
DP41-1 透析用カテーテルの取り扱いに関する院内マニュアルの作成

細谷 浩，杉木 馨，長谷 洋和，宇野 幸彦，澤村 成史（帝京大学医学部麻酔科） 
DP41-2 左内頚静脈からの透析用カテーテル挿入により左肺動脈損傷が生じた一例

阪越 信雄（紀南病院心臓血管外科） 
DP41-3 内頸静脈から挿入した中心静脈カテーテルが内胸動脈内に迷入した稀な一例

熊田 恵介 1，村上 啓雄 1，山本 拓巳 2，山田 法顕 3，中野 志保 3，中野 道代 3，吉田 省造 3，豊田 泉 3，小倉 真治 3，福田 
充宏 4（1.岐阜大学医学部附属病院医療安全管理室，2.岐阜大学附属病院麻酔疼痛治療科，3.岐阜大学附属病院高度
救命救急センター，4.湘南鎌倉病院） 

DP41-4 中心静脈確保のピットフォール
天願 俊穂 1，谷口 直樹 1，宮地 洋介 1，村上 隆啓 1，安元 浩 1，松岡 慶太 2，伊敷 聖子 2，仲嶺 洋介 2（1.沖縄県立中部病
院外科，2.沖縄県立中部病院麻酔科） 

DP41-5 集中治療医の院内エコーガイド下中心静脈挿入推進への参画
堀 直人，小濱 華子，江藤 孝史，井手 岳，大橋 直紹，竹田 健太，西 信一（兵庫医科大学病院集中治療学科） 

DP41-6 中心静脈カテーテルが内胸静脈・上行腰静脈に迷入した一例
寺田 統子，釋舎 和子，米澤 みほこ，亀山 実希，高田 由以子，鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔集中治療科） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 42　栄養管理・口腔ケア ①（DP42-1～ DP42-6）

座長　小北 直宏（旭川医科大学病院集中治療部）
DP42-1 消化態栄養剤を活用したNSTによる栄養管理

泉野 浩生，上木 智博，山野 修平，田島 吾郎，平尾 朋仁，猪熊 孝実，山下 和範，田崎 修（長崎大学病院救命救急セ
ンター） 



－ 105 －

一
般
演
題
ポ
ス
タ
ー

医
師
部
門

DP42-2 クリニカルパスを用いた ICUでの早期経腸栄養
小笠原 隆（浜松医療センター呼吸器内科） 

DP42-3 当院 ICUにおける多職種連携：栄養士の立場から ～朝カンファへの栄養士参加による効果の検討～
父川 拓朗 1，東久保 良美 1，奥 悟 1，佐伯 紘子 3，高田 智子 3，上野 弘恵 3，井上 健 2（1.独立行政法人国立病院機構関
門医療センター栄養管理室，2.独立行政法人国立病院機構関門医療センター外科，3.独立行政法人国立病院機構
関門医療センター看護部） 

DP42-4 栄養管理が奏功した大腿骨骨折後に下腿壊死を合併した糖尿病患者の一例
水野 由佳子，近藤 真理，伊藤 奈穂，古光 翔，小野 友晴，重見 千紘，近藤 末美，菊池 陽一郎，花川 志郎，小林 直哉
（岡山西大寺病院） 

DP42-5 歯科衛生士と共に行う口腔ケア
木村 廷和 1，藤本 正司 1，穴吹 大介 1，音成 芳正 2，乙宗 佳奈子 2，吉本 昭 2，関 啓輔 2（1.社会医療法人財団大樹会総
合病院回生病院麻酔科，2.社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院救急科） 

DP42-6 ICUにおける国際栄養調査参加は有意義か？ ─初参加施設が作成したアンケート結果から─
内藤 敦 1，隅田 英憲 1，伊在井 淳子 2，渡邊 一也 1，松浦 誠史 1，野村 主弥 1，東別府 直紀 3，ハイランド Ｋ ダーレン 4

（1.宮城厚生協会坂総合病院集中治療部，2.宮城厚生協会坂総合病院外科，3.神戸市立医療センター中央市民病院
麻酔科・NST，4.キングストン総合病院臨床研究ユニット） 

15：40～ 16：50
一般演題 ポスター 43　免疫 ①（DP43-1～ DP43-7）

座長　小野 聡（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部）
DP43-1 アドレナリン投与により高乳酸血症を呈した 4症例

東島 潮，岡田 恭子，矢野 倫太郎，松本 聡治朗，松本 周平，関野 元裕，原 哲也（長崎大学病院集中治療部・麻酔科） 
DP43-2 重症筋無力症により人工呼吸器管理を要した一例

矢野 徹宏 1, 2，大久保 怜子 1, 2，鈴木 剛 2, 3，根本 千秋 2，塚田 泰彦 2, 3，伊関 憲 1, 2，島田 二郎 2, 3，田勢 長一郎 2, 3（1.福島
県立医科大学医学部地域救急医療支援講座，2.福島県立医科大学附属病院高度救命救急センター，3.福島県立医
科大学医学部救急医療学講座） 

DP43-3 当院で経験した amyopathic dermatomyositisの 1例
藤原 崇，中村 謙介，福田 龍将，浜野 由花子（日立総合病院救命集中治療科） 

DP43-4 喉頭と腸管に同時に浮腫を生じた遺伝性血管性浮腫の 1例
堀 雅俊，關 匡彦，鶴田 啓亮，水本 領，宮崎 敬太，淺井 英樹，川井 廉之，則本 和伸，福島 英賢，奥地 一夫（奈良県
立医科大学高度救命救急センター） 

DP43-5 ICU入室となった血液腫瘍患者に関する検討
立木 規与秀，嶋岡 英輝，和田 翔，奥村 将年，大塚 康義，宇城 敦司（大阪市立総合医療センター集中治療部） 

DP43-6 敗血症患者に対する静注用免疫グロブリン（IVIG）製剤の有効性～処理方法の違いによる検討
後藤 孝治，大地 嘉史，安部 隆国，小山 淑正，山本 俊介，古賀 寛教，安田 則久，日高 正剛，北野 敬明，野口 隆之（大
分大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部） 

DP43-7 両側副腎出血で発症した劇症型抗リン脂質抗体症候群の一例
原野 由美，有岡 宏子（聖路加国際病院内科） 

15：40～ 16：30
一般演題 ポスター 44　感染 ③（DP44-1～ DP44-5）

座長　宮崎 大（前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科）
DP44-1 腎不全、透析患者における腎機能とプレセプシンの検討

松浦 優 1，小関 翠 1，中村 直久 1，狩野 峻子 1，小野寺 悠 1, 2，高橋 大 2，市川 一誠 2，鈴木 博人 1, 2，中根 正樹 1, 2，川前 
金幸 1（1.山形大学医学部付属病院麻酔科，2.山形大学医学部附属病院高度集中治療センター） 

DP44-2 人工心肺下心臓・大血管手術におけるプロカルシトニンとプレセプシンの動向
大地 嘉史，後藤 孝治，山本 俊介，古賀 寛教，安田 則久，日高 正剛，新宮 千尋，松本 重清，北野 敬明，野口 隆之（大
分大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部） 

DP44-3 手術侵襲に対するプレセプシン偽陽性率はプロカルシトニン偽陽性率と比較して低い
原 嘉孝，中村 智之，高木 沙央里，小松 聖史，秋山 正慶，河田 耕太郎，内山 壮太，山下 千鶴，下村 泰代，西田 修（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DP44-4 プロカルシトニンにより誤嚥性肺炎に対する不要な抗菌薬投与を減らすことができる
柳井 真知 1，江原 淳 2，藤谷 茂樹 1, 2，田北 無門 1，高松 由佳 1，森澤 健一郎 1，平 泰彦 1（1.聖マリアンナ医科大学救急
医学，2.東京ベイ浦安市川医療センター） 

DP44-5 PresepsinとPCTの変動に乖離を認めた侵襲性肺炎球菌感染症の 1症例
大谷 晋吉，川西 進，小崎 吉訓，野島 宏悦，杉山 淳一，内藤 宏道，萩岡 信吾，森本 直樹（津山中央病院救命救急セ
ンター） 
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15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 45　感染　症例 ①（DP45-1～ DP45-6）

座長　小野寺 睦雄（徳島大学病院救急集中治療部）
DP45-1 胸腹部大動脈瘤手術後に、Bacteroides distasonis による敗血症をきたした一例

刈谷 隆之，浅見 優，西周 祐美，石川 玲利，後藤 正美，倉橋 清泰，大塚 将秀（横浜市立大学附属市民総合医療センター
集中治療部） 

DP45-2 Cor ynebacterium属による感染結石破砕術術後に、急速に進行する重症敗血症をきたした一例
森 友紀子，白塚 秀之，山岸 一也，田中 弓子，福岡 直，小柳 覚，田邉 毅（福井赤十字病院麻酔科） 

DP45-3 Vibrio cholerae non-O1による急性腸炎から急性腎不全とDICを来した一例
爲廣 一仁 1，財津 昭憲 1，漢那 朝雄 1，島 弘志 2，瀧 健治 2，荒木 恒敏 2（1.聖マリア病院救命救急センター集中治療科，
2.聖マリア病院救命救急センター救急科） 

DP45-4 ST合剤の多彩な副作用の鑑別に苦慮したニューモスシチス肺炎（PCP）の一例
小柴 真一，佐藤 仁信，水野 優美，森川 洋平，田畑 麻里，藤林 哲男，我喜屋 徹（福井県立病院麻酔科） 

DP45-5 重症敗血症の原因がマイコプラズマ感染症であった 1例
前田 鉄之 1，関谷 芳明 2，山田 均 2，荒木 祐一 2，高橋 大雄 1，段村 雅人 1，松宮 直樹 1（1.総合病院土浦協同病院麻酔科，
2.総合病院土浦協同病院救急集中治療科） 

DP45-6 ステロイド中止により肺病変の増悪をきたし免疫再構築症候群が疑われたPneumocystis jirovecii肺炎の一例
田口 瑞希，植西 憲達，都築 誠一郎，笹木 晋，神宮司 成弘，宮部 浩道，平川 昭彦，武山 直志，近藤 司（藤田保健衛
生大学救急総合内科） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 46　感染　症例 ②（DP46-1～ DP46-6）

座長　小山 薫（埼玉医科大学総合医療センター麻酔科）
DP46-1 電撃性紫斑病に類似する所見を認めたE.coliによる壊死性軟部組織感染症の一透析症例

奈倉 武郎 1，間藤 卓 1，中田 一之 1，山口 充 1，大井 秀則 1，大瀧 聡史 1，輿水 健治 2，杉山 聡 1，堤 晴彦 1（1.埼玉医科
大学総合医療センター高度救命救急センター，2.埼玉医科大学総合医療センター救命救急科） 

DP46-2 溺水心肺停止後にChromobacterium violaceumによる誤嚥性肺炎が顕在化した一例
竹中 隆一 1，濡木 真一 2，田邉 三思 1，黒澤 慶子 1，塩月 一平 1，石井 圭亮 1，和田 伸介 1，下村 剛 1，重光 修 1，野口 隆
之 1（1.大分大学医学部附属病院高度救命救急センター，2.大分大学医学部呼吸器感染症内科学講座） 

DP46-3 Fusobacterium necroforumによる Lemierre症候群の 1例
根本 真人 1，前川 奈々1，寶住 肇 1，木多 秀彰 1，小野 一之 2（1.那須赤十字病院救急集中治療部，2.獨協医科大学救急
医学） 

DP46-4 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）腸炎からToxic Shock Syndrome（TSS）を発症した 1症例
植村 直哉，浅賀 健彦，岡部 悠吾，別宮 小由理，澤登 慶治，山田 祥子，白神 豪太郎（香川大学医学部麻酔学講座） 

DP46-5 高温環境下から搬入された尿路感染症の 1例
切田 学（加古川西市民病院救急科） 

DP46-6 急激な転帰を辿ったClostridium per fringensによる肝膿瘍破裂の 1例
今枝 政喜，鵜飼 勲，鴻野 公伸，寺澤 貴美子，松浪 周平，瀧本 浩樹，毛利 智好，二宮 典久，杉野 達也（兵庫県立西
宮病院） 

15：40～ 16：30
一般演題 ポスター 47　管理・高齢者（DP47-1～ DP47-5）

座長　齋藤 憲輝（鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部）
DP47-1 当院 ICUの医療安全向上のための取り組み ─インシデントレポート活用を中心に─

杉本 憲治，太田 祐介，村橋 一，寺澤 篤，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 
DP47-2 ポータブル胸部X線撮影減少計画の意義

馬場 洋行 1，水野 篤 1，新沼 廣幸 1，西 裕太郎 1，福井 次矢 2（1.聖路加国際病院循環器内科，2.聖路加国際病院一般
内科） 

DP47-3 当院での ICU胸部ポータブルレントゲン写真の現状調査
濱中 訓生，狩野 謙一，藤井 雅士，堤 貴彦，吉田 浩輔，田中 博之，竹下 淳，別府 賢，笹橋 望，志馬 伸朗（京都医療
センター救命救急センター） 

DP47-4 亀田総合病院 ICUにおける高齢集中治療患者の疫学：単施設後方視記述研究
笹野 幹雄1，山本 良平1，南 三郎1，横地 律子1，佐藤 明1，前田 淳子1，安田 英人1, 2，長谷川 景子1，高山 千尋1，林 淑朗1, 3

（1.医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科，2.武蔵野赤十字病院救命救急センター，3.クィーンズランド大学臨
床研究センター） 

DP47-5 集中治療を必要とした超高齢患者の検討
上野 恵子，佐野 秀史，田中 洋輔，大村 泰史，新井 隆男（東京医科大学八王子医療センター救急救命センター） 
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15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 48　気道・呼吸 ②（DP48-1～ DP48-6）

座長　伊藤 辰哉（高松赤十字病院）
DP48-1 急速に進行した血管性浮腫により高度な上気道狭窄を来した一症例

鈴木 勉，岡部 大輔，戸田 成志，山本 久美子，坂本 里沙，北浦 道夫（香川労災病院） 
DP48-2 咀嚼筋腱腱膜過形成症により挿管が困難であった症例

内藤 祐介 1，井上 聡己 2，安宅 一晃 2，川口 昌彦 1（1.奈良県立医科大学麻酔科学教室，2.奈良県立医科大学附属病院
集中治療部） 

DP48-3 切迫気道閉塞症状を呈した舌膿瘍の 2症例
田嶋 実，森脇 克行，栗田 茂顕（独立行政法人国立病院機構呉医療センター麻酔科） 

DP48-4 エアウェイエクスチェンジャーカテーテルによるジェット換気下に気管挿管及び抜管を行った気管腫瘍患者
藤本 一弘，勝見 紀文，富田 明子（独立行政法人国立病院機構北海道医療センター麻酔科） 

DP48-5 緊急外科的気道確保を施行された気管挿管困難の 3症例
黒住 祐磨 1，大上 眞理子 1，岡崎 善則 1，竹中 洋幸 2（1.国家公務員共済組合連合会枚方公済病院循環器科，2.国家公
務員共済組合連合会枚方公済病院救急科） 

DP48-6 気管切開部より出血中の敗血症患者に経口挿管した直後に起こった換気困難 ─見えないところに注意！─
太田 権守，赤松 哲也，石崎 剛（大阪南医療センター麻酔科） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 49　気道・呼吸管理 ②（DP49-1～ DP49-6）

座長　宮下 亮一（東京医科大学麻酔科学分野）
DP49-1 睡眠時無呼吸症候群合併症例の経鼻的経蝶形骨洞的下垂体腫瘍摘出術の周術期管理

菊池 佳奈 1，久保田 麻由 1，金子 友美 1，浅野 祥孝 2，福石 大 1，田澤 和雅 1，福山 達也 1, 3，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小児科，3.伊奈病院麻酔科） 

DP49-2 post-ICUの総括と障害者施設等一般病棟
高松 道生（長野県厚生連鹿教湯病院post-ICU） 

DP49-3 気管チューブサイズ・形状と気管径がカフリークに与える関連についての実験的検討
原山 信也，長田 圭司，伊佐 泰樹，金澤 綾子，遠藤 武尊，入福浜 由奈，荒井 秀明，二瓶 俊一，相原 啓二，蒲地 正幸
（産業医科大学病院集中治療部） 

DP49-4 当院における人工呼吸器装着患者に対するmechanical in-exsuf flatorの使用経験
野々山 忠芳 1，桑原 勇治 2，図子 博美 2（1.福井大学医学部附属病院リハビリテーション部，2.福井大学医学部附属
病院集中治療部） 

DP49-5 急性呼吸不全症例に対して夜間・週末・連休などに緊急の検体処理を実施した気管支肺胞洗浄（BAL）の有用性
郷間 厳，西田 幸司，坪口 裕子（市立堺病院呼吸器内科） 

DP49-6 スワンガンツカテーテル抜去後血腫により気道偏位をきたした症例
奥 和典，丸井 輝美，村上 和歌子，桑迫 勇登（昭和大学藤が丘病院麻酔科） 

15：40～ 16：30
一般演題 ポスター 50　凝固線溶・血漿交換（DP50-1～ DP50-5）

座長　江口 豊（滋賀医科大学医学部救急集中治療医学講座）
DP50-1 術後肝不全に対して血漿交換とPMMA膜高流量CRRTの併用が有効であった 1例

栗林 由英，安田 則久，瀬田 尚子，横尾 あずさ，蔀 亮，局 隆夫，古賀 寛教，後藤 孝治，北野 敬明，野口 隆之（大分
大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部） 

DP50-2 頻回の回路閉塞のためにCHDF施行に難渋した溶血性尿毒症症候群（HUS）の男児例
宮本 昇太郎，柳元 孝介，安田 智嗣，二木 貴弘，中村 健太郎，寺田 晋作，山口 桂司，谷口 淳一郎，政所 祐太郎，垣
花 泰之（鹿児島大学医学部救急集中治療部） 

DP50-3 急性期の血漿交換療法が有効であった後天性血友病Aの一例
水柿 明日美，方波見 謙一，小野 雄一，前川 邦彦，和田 剛志，柳田 雄一郎，宮本 大輔，早川 峰司，澤村 淳，丸藤 哲
（北海道大学病院先進急性期医療センター） 

DP50-4 後天性血友病治療中にPneumocystis Pneumoniaを合併した 1例：特に急性出血に留意した ICU管理について
町田 李菜，蒲原 英伸，山下 淳二，中西 俊人，中村 賢二，新森 大佑，田代 貴大，小寺 厚志，鷺島 克之，木下 順弘（熊
本大学医学部附属病院集中治療部） 

DP50-5 ダビガトラン・メトホルミン服薬中に凝固異常・乳酸アシドーシスを来し、集学的治療を要した一例
阿久津 智洋，櫻井 啓暢，鈴木 啓介，遠藤 彰，吉川 俊輔，落合 香苗，世良 俊樹，岡 智，相星 淳一，大友 康裕（東京
医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター） 
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15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 51　敗血症 ①（DP51-1～ DP51-6）

座長　竹内 昭憲（JA愛知県厚生連江南厚生病院）
DP51-1 菌血症を繰り返した、カテーテル関連感染性静脈血栓症の 1症例

吉本 広平 1，水山 有紀 1，水山 勇人 1，臼元 典子 1，安達 普至 1，廣瀬 皓介 2，梶山 潔 2，鮎川 勝彦 1（1.麻生飯塚病院集
中治療部，2.麻生飯塚病院外科） 

DP51-2 急激な経過を辿った急性感染性電撃性紫斑病の 1例
古賀 美佳 1，牟田 隆則 2，中村 覚粛 2，山下 友子 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救命救急センター） 

DP51-3 診断に難渋した発熱、皮膚症状を主訴とした敗血症の 1症例
中村 利秋 1，卜部 繁彦 2，江頭 崇 2，辻 史子 2，寺尾 嘉彰 2，福崎 誠 2（1.長崎労災病院救急集中治療科，2.長崎労災病
院麻酔科） 

DP51-4 子宮留膿腫穿孔により敗血症性ショックを来した 2症例
松本 聡治朗，関野 元裕，岡田 恭子，矢野 倫太郎，東島 潮，松本 周平，原 哲也（長崎大学病院集中治療部・麻酔科） 

DP51-5 腎移植患者に発症した横行結腸穿孔・腹膜炎・敗血症性ショックの一例
坂田 寛之，山田 太平，尾迫 貴章，中尾 篤典，小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座） 

DP51-6 肝膿瘍による敗血症性多臓器不全に対してVV-ECMOを使用した 1救命例
勝原 和博，中田 孝明，山田 茉美，布施 貴司，井戸口 孝二，渡部 広明，水島 靖明，松岡 哲也（りんくう総合医療セ
ンター泉州救命救急センター救命診療科） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 52　AKI ①（DP52-1～ DP52-6）

座長　久木田 一朗（琉球大学大学院医学研究科救急医学講座）
DP52-1 開心術後の急性腎障害（AKI）発症に関わる因子

山下 理比路，井上 敬太，藤本 佳久，松尾 佳那子，松岡 豊，長門 優，奥田 裕子，山崎 正記，松山 広樹，平田 学（京
都第一赤十字病院麻酔科） 

DP52-2 開心術後急性腎障害の臨床像
前川 慶之 1，阿部 修一 2（1.山形大学医学部附属病院第2外科，2.山形大学医学部附属病院検査部） 

DP52-3 先天性心疾患術後における腎機能の長期予後 ─日本人小児のGFR推算式を用いての検討─
伊藤 秀和，辻 達也，小笠原 治，大内田 絵美，佐野 文昭，米倉 寛，浅井 明倫，河野 真人，野手 英明，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

DP52-4 術前の eGFR値は心臓血管外科術後急性腎不全の予測因子となる
門野 紀子 1，下山 雄一郎 1，駒澤 伸泰 2，大地 史広 1，出口 志保 1，日下 裕介 1，日外 知行 1，梅垣 修 1（1.大阪医科大学
集中治療部，2.大阪医科大学麻酔科学教室） 

DP52-5 急性大動脈解離発症後に急性腎障害（AKI）を合併する予測因子
加藤 明子 1，新城 響 1，稲熊 大城 1，日尾野 誠 2，田嶋 一喜 2，七里 守 3，平山 治雄 3，田口 学 4，寺澤 篤 4，高須 宏江 4

（1.名古屋第二赤十字病院腎臓内科，2.名古屋第二赤十字病院心臓血管外科，3.名古屋第二赤十字病院循環器内科，
4.名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 

DP52-6 救急外来における腎血流エコー検査は造影剤腎症の予防に活用できるか？
柏木 友太，小北 直宏，西浦 猛，川田 大輔，丹保 亜希仁，藤田 智（旭川医科大学救急科） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 53　血液浄化 ②（DP53-1～ DP53-6）

座長　有村 敏明（鹿児島市医師会病院）
DP53-1 本院での連続 55例のCRRTの検討

堺 正仁（巨樹の会新武雄病院総合救急科） 
DP53-2 当院 ICUにおける持続血液浄化療法の実施状況

水野谷 和之，上村 亮介，石原 聡，西迫 良，立石 浩二，横山 健，片山 勝之（手稲渓仁会病院麻酔科） 
DP53-3 当院救命 ICUにおける血液浄化療法の現状

服部 友紀 1，杉浦 美佐子 2，宮部 浩道 1，植西 憲達 3，波柴 尉充 1，富野 敦稔 4，後長 孝佳 1，安藤 雅規 1，平川 昭彦 4，
武山 直志 1（1.藤田保健衛生大学医学部救命救急医学講座，2.藤田保健衛生大学病院臨床検査部ME管理室，3.藤
田保健衛生大学医学部救急総合内科，4.藤田保健衛生大学医学部災害外傷外科） 

DP53-4 当院PICUにおける急性血液浄化療法の現状と課題
制野 勇介，八坂 有起，藤原 直樹（沖縄県立南部医療センターこども医療センター小児集中治療科） 

DP53-5 ICUにおける血液浄化施行例の現状と予後について
稲熊 大城 1，加藤 明子 2，新城 響 2，田口 学 3，寺澤 篤 3，棚橋 順治 3，杉本 憲治 3，高須 宏江 3（1.名古屋第二赤十字病
院腎臓内科血液浄化療法部，2.名古屋第二赤十字病院腎臓内科，3.名古屋第二赤十字病院麻酔集中治療部） 

DP53-6 高ミオグロビン血症による急性腎不全の予測
山下 進，樽本 浩司，宮本 拓，清水 弘毅（徳山中央病院救命救急センター） 
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15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 54　多臓器不全・敗血症 ①（DP54-1～ DP54-6）

座長　橋場 英二（弘前大学医学部附属病院集中治療部）
DP54-1 肺炎球菌感染による電撃性紫斑病の治療中に非閉塞性腸管虚血（NOMI）を発症した 1例

岡 義人，安倍 隆三，砂原 聡，渡邊 栄三，大島 拓，服部 憲幸，高橋 和香，松村 洋輔，橋田 知明，織田 成人（千葉大
学大学院医学研究院救急集中治療医学） 

DP54-2 侵襲性肺炎球菌感染による急激な敗血症性ショックと重度の低酸素血症から救命できた一例
沖田 寿一 1，椿 康輔 1，西和田 史子 1，立野 里織 2，後藤 安宣 2，呉原 弘吉 1（1.市立奈良病院麻酔科，2.市立奈良病院
集中治療部） 

DP54-3 CPAで来院し侵襲性肺炎球菌感染症とインフルエンザAの合併で致死的転帰となった一症例
冨加見 昌隆 1, 2，花城 和彦 1, 2，近藤 豊 1, 2，玉城 佑一郎 1, 2，久木田 一朗 1, 2（1.琉球大学大学院医学研究科救急医学講
座，2.琉球大学医学部附属病院救急部） 

DP54-4 汎血球凝集反応を合併した重症肺炎球菌感染症の救命例
儀賀 普嗣，宇根 一暢，坂田 園子，岡田 賢，小林 靖孟，山賀 聡之，大谷 直嗣，川口 浩史，小林 正夫，谷川 攻一（広
島大学病院救急科） 

DP54-5 急速な経過をたどった気道侵襲型アスペルギルス感染症の一例
小畑 慎也，伊藝 千紗，親泊 翔平，前泊 秀斗，土田 真史，上門 あきの，渡慶次 賀博，西島 功，翁長 朝浩，伊波 潔（医
療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院集中治療部） 

DP54-6 臨床経過から急性冠症候群の疑いとなり剖検にてアスペルギルス心筋炎の診断となった 1例
西田 俊彦 1，樋口 義治 1，峯木 隆志 1，向後 隆章 1，飯田 維人 1，須藤 晃正 1，深町 大介 1，奥村 恭男 1，大久保 公恵 1，
高山 忠輝 1，廣 高史 1，平山 篤志 1，守谷 俊 2，木下 浩作 2（1.日本大学医学部附属板橋病院内科学系循環器内科学分野，
2.日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 55　多臓器不全・敗血症 ②（DP55-1～ DP55-6）

座長　谷口 巧（金沢大学医薬保健研究域周術期管理学（麻酔・蘇生学））
DP55-1 敗血症性ショックにおけるCRP波形下面積

江嶋 正志，松島 暁，東 倫子，沼口 敦，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 
DP55-2 SIRS患者におけるHistidine-Rich Glycoproteinについて

黒田 浩佐 1，森松 博史 1，和氣 秀徳 2，森 秀治 3，西堀 正洋 2（1.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学，
2.岡山大学大学院医歯薬学研究科薬理学，3.就実大学薬学部薬理学） 

DP55-3 演題取り下げ
DP55-4 重症敗血症の搬送時におけるN-terminal pro-B-type natriuretic peptide（NT-proBNP）血中濃度の検討

林下 浩士，重光 胤明，大川 惇平，森本 健，濱中 裕子，師岡 誉也，石川 順一，福家 顕宏，有元 秀樹，宮市 功典（大
阪市立総合医療センター救命救急センター） 

DP55-5 新規敗血症診断マーカーとしてのリポカリン型プロスタグランジンD合成酵素（L-PGDS）の検討
山根 哲信 1，辻田 靖之 1，高橋 完 1，浜本 徹 1，岸本 卓磨 1，藤井 恵美 1，今宿 康彦 2，田畑 貴久 3，松村 一弘 3，江口 豊 3 
（1.滋賀医科大学救急・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） 

DP55-6 敗血症性ショックと血液培養結果の関係について
薬師寺 泰匡，橋本 忠幸，山田 元大，鈴木 慧太郎，栗原 敦洋，鍛冶 有登，篠崎 正博（岸和田徳洲会病院救命救急セ
ンター） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 56　呼吸・呼吸管理 ⑤（DP56-1～ DP56-6）

座長　斉藤 洋司（島根大学医学部麻酔科学）
DP56-1 当院GICUにおけるARDSの予後因子の検討

奥 佳菜子 1，鈴木 堅悟 1，楠 宗矩 2，岡本 明久 1，梅垣 岳志 2，濱野 宣行 1，西 憲一郎 1，廣田 喜一 2，山木 壮 1，新宮 興 2 

（1.関西医科大学附属枚方病院総合集中治療部，2.関西医科大学附属枚方病院麻酔科） 
DP56-2 2014年MEIDAIにおける気管挿管患者のARDSの分類と予後の解析

東 倫子，山本 尚範，稲葉 正人，波多野 俊之，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，足立 裕史，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP56-3 ARDS患者の人工呼吸管理に食道内圧モニタリングは有効か？ ～胸腔内圧が大きく異なる 2症例を経験して～
日高 正剛，小坂 麻里子，牧野 剛典，局 隆夫，蔀 亮，大地 嘉史，安田 則久，後藤 孝治，北野 敬明，野口 隆之（大分
大学医学部附属病院集中治療部） 

DP56-4 溺水に起因した ARDS に対する APRV ─当院で経験した 2例─
柳瀬 豪，前谷 和秀，久城 正紀，永川 寛徳，中村 周道，則尾 弘文（済生会福岡総合病院救命救急センター） 

DP56-5 当施設における早期APRV導入の検討
安田 立 1，吉田 省造 1，鈴木 浩大 1，北川 雄一郎 1，福田 哲也 1，中野 通代 1，吉田 隆浩 1，白井 邦博 2，豊田 泉 1，小倉 
真治 1（1.岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター，2.一宮市立市民病院救急科） 

DP56-6 鬱血性心不全と重度呼吸不全を伴う病的肥満患者にAir way Pressure Release Ventilationが有用であった症例
光井 聡，木田 好美，木村 聡，小橋 真司，八塚 秀彦（独立行政法人国立病院機構福山医療センター） 
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15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 57　呼吸管理　症例 ①（DP57-1～ DP57-6）

座長　橋本 圭司（松江赤十字病院集中治療科）
DP57-1 診断に難渋した重症呼吸不全の 1例

渡辺 雅之 1，高橋 宏行 1，秋山 苑生 1，大村 和也 1，星野 哲也 1，木村 慎一 1，中間 楽平 2，牧 裕一 1（1.済生会横浜市東
部病院集中治療科，2.慶應義塾大学医学部救急医学教室） 

DP57-2 2型呼吸不全により人工呼吸器を挿管した高度肥満患者に対して端坐位が酸素化改善に有効であった一例
吉田 哲也 1，村谷 俊幸 1，神戸 晃男 1，影近 謙治 2，神野 亜紀子 3（1.金沢医科大学病院医療技術部リハビリテーショ
ンチーム，2.金沢医科大学リハビリテーション医学講座，3.金沢医科大学病院看護部集中治療センター） 

DP57-3 肥満的換気症候群を伴う急性呼吸不全の一例
中山 雄二朗，福永 崇，中嶋 いくえ，牧 誉将，関戸 祐子，内田 智子，中村 悠太，菊池 忠，具嶋 泰弘，前原 潤一（済
生会熊本病院救急総合診療センター） 

DP57-4 腹部開放創に対する間欠的な洗浄施行期間中に自発呼吸にて管理した 1例
片山 明，石井 賢造，谷本 和香奈，岡崎 信樹，田口 真也，田中 千春，小山 祐介，日高 秀邦，小野 和身（福山市民病
院麻酔科・がんペインクリニック） 

DP57-5 人工呼吸管理を要した急性胆道炎症例の検討
藤本 拓也 1，鴛渕 るみ 1，松田 憲昌 1，松本 聡 1，若松 弘也 1，松本 美志也 2（1.山口大学医学部附属病院集中治療部，
2.山口大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生・疼痛管理学分野） 

DP57-6 重度脳性麻痺患者における開腹術後呼吸管理の検討
水野 隆芳 1，喜多 理香 2，藤井 恵美 2，今宿 康彦 1，松浪 薫 1，山根 哲信 2，辻田 靖之 2，高橋 完 2，北川 裕利 1，江口 豊 2 
（1.滋賀医科大学麻酔学講座，2.滋賀医科大学救急・集中治療医学講座） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 58　早期リハビリテーション（DP58-1～ DP58-6）

座長　鈴木 武志（慶應義塾大学医学部麻酔学教室一般集中治療室）
DP58-1 当院救命センター・集中治療室での重症患者におけるリハビリテーションの検証

山下 康次 1，高橋 恭平 1，松井 俊憲 1，大山 隼人 2，田中 清美 3，岡本 博之 4，武山 佳洋 4，高見 彰淑 5（1.市立函館病院
中央医療技術部リハビリ技術科，2.市立函館病院 ICU，3.市立函館病院HCU，4.市立函館病院救命センター，5.弘
前大学大学院保健学研究科） 

DP58-2 ICUの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
横山 仁志 1，堅田 紘頌 1，渡邉 陽介 1，武市 梨絵 1，平 泰彦 2（1.聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部，
2.聖マリアンナ医科大学救急医学） 

DP58-3 早期リハビリテーションが有効であった ICU-acquired weakness（ICU-AW）を合併した 3症例の検討
古田 弘二，磯本 一喜，立石 奈己，松平 宗典，槇田 徹次（佐世保市立総合病院リハビリテーション室） 

DP58-4 高齢の重症多発外傷患者に対し超急性期から理学療法（以下PT）介入し早期に歩行獲得となった 1症例
野崎 惇貴 1，池田 武史 2（1.社会医療法人財団慈泉会相澤病院リハセラピスト部門，2.社会医療法人財団慈泉会相澤
病院集中治療科・救急科） 

DP58-5 ICU早期リハビリテーション基準導入における効果
安村 大拙 1，渡名喜 拓也 1，川端 晋也 1，平敷 好史 2，里井 陽介 2，諸見里 勝 2，清水 孝宏 2，宮田 裕史 3，伊波 寛 3

（1.地方独立行政法人那覇市立病院リハビリテーション室，2.同集中治療室，3.同集中治療科・麻酔科） 
DP58-6 超早期からの理学療法介入により良好な機能予後が得られた高齢者破傷風の 1症例

坪田 昌幸 1，池田 武史 2（1.社会医療法人財団慈泉会相澤病院脳卒中リハセンター，2.社会医療法人財団慈泉会相澤
病院集中治療科） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 59　せん妄・早期離床・リハビリ ②（DP59-1～ DP59-6）

座長　西 憲一郎（関西医科大学枚方病院総合集中治療部）
DP59-1 ROMエクササイズは ICU患者の腸管運動を促通する

森沢 知之 1, 2，高橋 哲也 3，笹沼 直樹 4，眞渕 敏 4，西 信一 2（1.兵庫医療大学リハビリテーション学部，2.兵庫医科大
学大学院生体応答制御系救命集中治療学，3.東京工科大学医療保健学部，4.兵庫医科大学病院リハビリテーショ
ン部） 

DP59-2 作業療法士の ICUにおける早期介入により，患者の意思表出がADLにおいて有効となった一症例
児島 範明 1，松木 良介 1，森沢 知之 2，端野 琢哉 3（1.関西電力病院リハビリテーション科，2.兵庫医療大学リハビリ
テーション学部理学療法学科，3.関西電力病院救急集中治療センター） 

DP59-3 人工呼吸管理中に心身機能・ADLへアプローチした急性期作業療法の経験
喜納 俊介 1，宮平 宗勝 1，芹田 晃道 2，井村 久美子 3（1.社会医療法人敬愛会中頭病院リハビリテーション部，2.社会
医療法人敬愛会中頭病院看護部キャリア開発室，3.社会医療法人敬愛会中頭病院看護部キャリアHCU） 

DP59-4 ICU入室早期からの積極的な作業療法（OT）介入によりADL動作が自立したギラン・バレー症候群の一症例
淺井 康紀 1，岩田 健太郎 1，西原 浩真 1，小柳 圭一 1，坂本 裕規 1， 朱 祐珍 2（1.神戸市立医療センター中央市民病院リ
ハビリテーション技術部，2.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科） 
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DP59-5 ネーザルハイフローのガス配管を延長することで歩行距離は延長できる
見井田 和正 1，木下 春奈 2，宮崎 道輝 1，新井 正康 3（1.北里大学病院リハビリテーション部，2.北里大学病院ME部，
3.北里大学医学部麻酔科学） 

DP59-6 救命救急センターに入院した敗血症患者のリハビリテーションの現状と歩行自立要因の検討
下雅意 崇亨，川田 稔，福岡 敏雄（公益財団法人倉敷中央病院リハビリテーション部） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 60　体液管理（DP60-1～ DP60-6）

座長　稲垣 喜三（鳥取大学医学部麻酔・集中治療医学分野）
DP60-1 敗血症性ショックを伴った特発性食道穿孔に対する緊急手術中に尿崩症が疑われた一症例

子安 聡子，水津 悠，山内 千奈，原 りさ，原 祐介，七野 力（独立行政法人国立病院機構京都医療センター麻酔科） 
DP60-2 敗血症性ショックにおけるエピネフリンチャレンジテスト

塩屋 悠斗，吉田 拓也，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 
DP60-3 Hydor xyethyl starch 70/0.5の術中投与と術後出血量増加との関連について

福島 東浩 1，内野 滋彦 2，瀧浪 將典 2（1.東京慈恵会医科大学附属葛飾医療センター麻酔部，2.東京慈恵会医科大学
麻酔科学講座集中治療部） 

DP60-4 当院における食道内圧計を用いた呼吸・循環管理の治療戦略
小原 章敏，熊澤 淳史，青柳 健一，小畠 久和（市立堺病院集中治療科） 

DP60-5 片肺全摘術の周術期に経肺熱希釈法による水分管理を行った 1例
牧 裕一，豊田 大介，河原 小百合，小竹 良文（東邦大学医学部麻酔科学講座（大橋）） 

DP60-6 呼吸管理支援ソフトの改良
財津 昭憲（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院集中治療科） 

15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 61　鎮静・鎮痛（DP61-1～ DP61-6）

座長　天谷 文昌（京都府立医科大学麻酔科学教室）
DP61-1 腎結石に対する経尿道的結石除去術後に、急性腎盂腎炎とプロポフォール注入症候群を合併した 1例

河野 圭，安富 き恵，佐藤 彩，仲村 尚司，新垣 康（社会医療法人敬愛会中頭病院） 
DP61-2 プロポフォール症候群が疑われた 1例

大森 俊和 1，石川 雄一 2，大谷 征士 2，再田 ちづる 2，石井 早苗 2（1.湘南鎌倉総合病院薬剤部，2.湘南鎌倉総合病院
看護部） 

DP61-3 プロポフォールによる薬剤熱が疑われた 1例
西垣 厚 1，矢田部 智昭 2，田村 貴彦 2，山中 大樹 2，山下 幸一 2，横山 正尚 2（1.国立病院機構高知病院卒後研修セン
ター，2.高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座） 

DP61-4 脊髄くも膜下麻酔施行患者の鎮静にデクスメデトミジンを使用し完全房室ブロックを発症した 2例
須田 志優，片山 貴晶（岩手県立磐井病院麻酔科） 

DP61-5 循環器疾患患者におけるデクスメデトミジンの循環に与える影響
石原 嗣郎 1，佐藤 直樹 1，高木 宏治 1，曽根 教子 1，徳山 榮男 1，菊池 有史 1，石川 昌弘 1，清水 渉 2（1.日本医科大学武
蔵小杉病院循環器内科，2.日本医科大学附属病院循環器内科） 

DP61-6 可逆性後頭葉白質脳症後の患者の腎移植周術期にデックスメデトミジンを用いた 1症例
武智 健一，関谷 慶介，出崎 陽子，池宗 啓蔵，土手 健太郎，長櫓 巧（愛媛大学医学部麻酔・周術期学） 

15：40～ 16：30
一般演題 ポスター 62　肺・肝移植（DP62-1～ DP62-5）

座長　瀬川 一（京都大学医学部附属病院集中治療部）
DP62-1 肺移植後にECMOによる循環・呼吸補助を要した症例の検討

柏 庸三，松本 悠，西村 佳穂，本庄 郁子，山下 智範，小山 有紀子，吉田 淳子，吉田 健史，内山 昭則，藤野 裕士（大
阪大学医学部附属病院集中治療部） 

DP62-2 肝移植後の経腸栄養に関する検討
三田 篤義，清水 彩里，寺崎 貴光（信州大学医学部附属病院集中治療部） 

DP62-3 肝移植術中の酸素消費量の測定意義
柴田 麻理，松崎 孝，賀来 隆治，藤井 洋泉，森松 博史（岡山大学病院麻酔科蘇生科） 

DP62-4 肺移植後患者の大腿骨骨折
安藤 孝子 1，梅香 満 1，馬場 洋 2（1.新潟市民病院麻酔科，2.新潟大学大学院医歯学総合研究科麻酔科学分野） 

DP62-5 重症急性膵炎を併発したB型劇症肝炎に対する脳死肝移植の 1例
梅邑 晃，片桐 弘勝（岩手医科大学外科） 
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15：40～ 16：40
一般演題 ポスター 63　教育・医療経済（DP63-1～ DP63-6）

座長　宮内 善豊（独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院集中治療科）
DP63-1 初期臨床研修教育における ICUの意義

石津 賢一，瀬尾 龍太郎，武田 親宗，江川 悟史，川上 大裕，朱 祐珍，植田 浩司，下薗 崇宏，美馬 裕之，山崎 和夫（神
戸市立医療センター中央市民病院麻酔科集中治療部） 

DP63-2 JRCガイドラインに基づいた神経蘇生初期診療ACECによる医学生教育の効果
安心院 康彦，山本 敬洋，岩元 祐太，汐月 信仁，嶽間澤 昌泰，佐々木 勝教，金子 一郎，坂本 哲也（帝京大学医学部
救急医学講座） 

DP63-3 アメリカにおける小児集中治療専門医教育の現状
稲田 雄（シンシナティこども病院集中治療科） 

DP63-4 救急・集中治療領域に「救急超音波診」を確立する救急超音波トレーニングコースの開発について（第 1報）
本多 英喜 1, 2，森村 尚登 2，六車 崇 2，谷口 隼人 2，大井 康史 2，高橋 耕平 2, 3，森 浩介 2, 3，内山 宗人 2, 4，藤井 裕人 2, 4，
松本 順 2（1.横須賀市立うわまち病院救命救急センター，2.横浜市立大学医学部救急医学教室，3.横浜南共済病院
救急科，4.横須賀共済病院救急科） 

DP63-5 当院における Surgical ICU増設の臨床的効果と病院経営への影響の検討
廣田 和美 1，橋場 英二 2，大川 浩文 1，坪 敏仁 2（1.弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座，2.弘前大学医学部附属
病院集中治療部） 

DP63-6 がん専門病院における特定集中治療加算改訂の現状と課題
二味 覚（公益財団法人がん研究会有明病院救急部集中治療部） 

15：40～ 16：50
一般演題 ポスター 64　四肢・皮膚（DP64-1～ DP64-7）

座長　佐藤 善一（大阪回生病院）
DP64-1 難治性痙攣重責治療中に発症したDIHSとTENの overlap症例

須賀 将文，有吉 孝一，渥美 生弘，井上 明（神戸市立医療センター中央市民病院救急救命センター） 
DP64-2 下半身の広範囲壊死性筋膜炎に対しNPWTを併用した集中治療が奏功した 1例

稲葉 基高 1，野崎 哲 1，吉富 惠美 2，藤原 俊文 1（1.岡山済生会総合病院救急科，2.岡山済生会総合病院皮膚科） 
DP64-3 デブリドマンおよび陰圧閉鎖療法が有効であった会陰部壊死性筋膜炎の 1症例

菊地 俊介 1，大畠 博人 1，上田 宣夫 1，太田 宗一郎 2，山本 拓巳 3，飯田 宏樹 3，熊田 恵介 4（1.岐阜市民病院集中治療部，
2.岐阜市民病院麻酔科，3.岐阜大学大学院医学系研究科麻酔・疼痛制御学分野，4.岐阜大学医学部附属病院高次救
命治療センター） 

DP64-4 全身熱傷に対するデブリードマン・植皮術中の大量出血により極度の血液希釈を呈した患者の周術期管理の経験
木村 太，橋場 英二，丹羽 英智，廣田 和美（弘前大学医学部麻酔科） 

DP64-5 広範囲壊死性筋膜炎に対しNegative Presure Wound Therapyが有効であった 1例
鈴木 剛 1，矢野 徹宏 2, 3，大久保 怜子 2, 3，大野 雄康 1, 2，阿部 良伸 1, 2，根本 千秋 1, 2，塚田 泰彦 1, 2，伊関 憲 2, 3，島田 二
郎 1, 2，田勢 長一郎 1, 2（1.福島県立医科大学医学部救急医療学講座，2.福島県立医科大学附属病院高度救命救急セン
ター，3.福島県立医科大学地域救急医療支援講座） 

DP64-6 マラソン中に発症した重症熱中症で、経過中横紋筋融解症にてコンパートメント症候群を来した 1症例
岡部 大輔，坂本 里沙，山本 久美子，鈴木 勉，戸田 成志，北浦 道夫（香川労災病院麻酔科） 

DP64-7 砕石位における膝窩型支脚器による下腿コンパートメント症候群の原因を探る：腓腹部への外圧力と性差
水野 樹 1，高橋 徹 2（1.順天堂大学医学部附属順天堂東京高齢者医療センター，2.岡山県立大学保健福祉学部） 

第 2日目（2月 10日）

ポスター会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル
10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 65　インターベンション（DP65-1～ DP65-6）

座長　今村 浩（信州大学医学部救急集中治療医学）
DP65-1 超音波ガイド下ガイドワイヤー付きカテーテル（Insyte-A ）による末梢静脈路確保

神移 佳（大阪市立総合医療センター麻酔科） 
DP65-2 末梢動脈疾患に対し経皮的血管内治療後に非閉塞性腸管虚血症を来した 1例

今井 龍一郎，関 秀一，山科 周介，根本 佳子，細田 勇人，窪川 渉一，川井 和哉，深谷 眞彦，浜重 直久，土居 義典（社
会医療法人近森会近森病院循環器内科） 

DP65-3 頚部膿瘍（咽後膿瘍）による左椎骨動脈破綻の一例
妹尾 聡美，荒川 立朗，太田 慧，河野 陽介，上村 吉生，鈴木 亮，尾本 健一郎，菊野 隆明（国立病院機構東京医療セ
ンター救急科） 

DP65-4 院外発症心肺停止患者にPCI施行し、PCPS留置後に下腿コンパートメント症候群を合併した 1例
津田 大輔，山下 健太郎，藤本 亘，鎌田 太郎，横田 駿，山本 裕之，岩崎 正道，井上 琢海，岡本 浩，林 孝俊（兵庫県
立淡路医療センター） 
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DP65-5 右血胸，後縦隔血腫で発症した開心術中下行大動脈瘤破裂の 1例
植木 力，坂口 元一，秋本 剛秀，新谷 恒弘，大箸 祐子，佐藤 博文（静岡県立総合病院心臓血管外科） 

DP65-6 集学的治療中に突然のショックで発症しTAEで止血し得た後腹膜血腫の 2例
鈴木 茂利雄 1，清水 敬樹 1，萩原 祥弘 1，濱口 純 1，三井 裕介 1，森川 健太郎 1，山下 智幸 2，三宅 康史 2（1.東京都立多
摩総合医療センター救命救急センター，2.昭和大学救急医学講座） 

10：20～ 11：00
一般演題 ポスター 66　心不全 ③（DP66-1～ DP66-4）

座長　渡邉 雅貴（東京医科大学循環器内科学分野）
DP66-1 急性心不全に合併した頻脈性心房粗細動に対してランジオロールにより良好な心拍数調節が得られた 2例

高橋 智弘 1，照井 克俊 1，臼井 雄太 1，佐藤 正幸 1，遠藤 重厚 1，中村 元行 2（1.岩手医科大学高度救命救急センター，
2.岩手医科大学内科学講座心血管腎内分泌分野） 

DP66-2 心不全症例における入院の長期化を採血データや心エコーデータから予想可能か
柏瀬 一路，西本 裕二，松尾 浩志，上田 恭敬（大阪警察病院循環器内科） 

DP66-3 心拍出量モニタシステム LiDCOrapid®の測定精度の検討
田中 智子 1，原山 信也 1，江藤 政尚 2，伊佐 泰樹 1，長田 圭司 1，二瓶 俊一 1，相原 啓二 1，西村 陽介 2，蒲地 正幸 1 

（1.産業医科大学病院集中治療部，2.産業医科大学病院心臓血管外科） 
DP66-4 ヒト免疫不全ウィルス（HIV）感染若年患者における急性呼吸不全の一例

田中 博之，志馬 伸朗，笹橋 望，別府 賢，竹下 惇，藤井 雅士，狩野 謙一，藤野 光洋，吉田 浩輔，堤 貴彦（国立病院
機構京都医療センター救命救急科） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 67　心不全 ④（DP67-1～ DP67-6）

座長　馬場 裕一（高知大学医学部老年病・循環器・神経内科学講座）
DP67-1 劇症型心筋炎疑いとして救急搬送された褐色細胞腫クリーゼの 1例

上條 泰 1，町田 圭介 2，一本木 邦治 1，阿部 直之 2，三山 浩 1，小林 尊志 1，高山 浩史 1，新田 憲市 1，今村 浩 1（1.信州
大学医学部附属病院高度救命救急センター，2.信州大学医学部附属病院循環器内科） 

DP67-2 カテコラミン心筋症により急性心不全をきたした褐色細胞腫クリーゼの 1例
劉 啓文 1，小倉 崇以 1，中野 実 1，田中 由基子 1，菊谷 祥博 1，高橋 栄治 1，中村 光伸 1，宮崎 大 1，鈴木 裕之 1，今井 美
智子 2（1.前橋赤十字病院集中治療科救急科，2.前橋赤十字病院心臓血管内科） 

DP67-3 左前下行枝狭窄を有しタコツボ心筋症の診断に苦慮した 1例
森岡 真美，西上 和宏，海老原 卓，永野 雅英，佐久田 豊，中尾 浩一（済生会熊本病院集中治療室） 

DP67-4 たこつぼ心筋症による心原性ショックに対するホスホジエステラーゼ阻害薬の有効性
岡島 正樹，野田 透，吉田 太治，山本 剛史，佐藤 康次，越田 嘉尚，喜多 大輔，谷口 巧（金沢大学附属病院集中治療部） 

DP67-5 大動脈弁狭窄症に bacterial translocationを合併した一例
多羅尾 健太郎，清水 太郎（千葉県循環器病センター循環器科） 

DP67-6 肺全摘術後の急性心膜炎 2症例の検討
甲斐沼 篤 1，大久保 祐 2，武田 親宗 1，植田 浩司 1，美馬 裕之 1，山崎  和夫 1（1.神戸市立医療センター中央市民病院
麻酔科，2.神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器外科） 

10：20～ 11：30
一般演題 ポスター 68　心肺停止　症例 ②（DP68-1～ DP68-7）

座長　藤田 智（旭川医科大学救急医学講座）
DP68-1 外傷性心停止に陥るも , 集中治療により神経学的後遺症なく救命できた大腿切断の一例

栗田 健郎 1，中西 加寿也 1，奥 怜子 1，島居 傑 1，藤井 達也 2，板橋 孝 2（1.成田赤十字病院救急・集中治療科，2.成田
赤十字病院整形外科） 

DP68-2 メシル酸ガベキサートを用いたPCPS治療にて救命し得た腹腔内出血を合併した心室細動の 1例
藤田 晃輔，中村 貴，安田 昌和，更谷 紀思，上野 雅史，生田 新一郎，宮崎 俊一，荒川 未友希，西本 拓真，高田 裕（近
畿大学医学部循環器内科） 

DP68-3 非閉塞性腸管虚血に伴う心停止に対して体外式膜型人工肺を導入した 1例
小倉 皓一郎，服部 憲幸，大網 毅彦，渡邉 栄三，安部 隆三，大島 拓，松村 洋輔，高橋 和香，橋田 知明，織田 成人（千
葉大学医学部附属病院救急科・集中治療部） 

DP68-4 瞳孔記録計NPi-100が循環管理の一助となった蘇生後脳症の 1症例
上村 亮介，横山 健（手稲渓仁会病院麻酔科集中治療室） 

DP68-5 岩盤浴中に心肺停止し，蘇生後に熱中症からDICとなった 1症例
村社 瑞穂 1，濱川 俊朗 2，成尾 浩明 2，中村 禎志 1（1.潤和会記念病院麻酔科，2.潤和会記念病院集中治療部） 

DP68-6 二次性溺水により急性呼吸窮迫症候群を併発した液浸症候群の 1救命例
金村 剛宗，金子 真由子，神保 一平，米山 久詞，岡田 一郎，霧生 信明，長谷川 栄寿，小笠原 智子，加藤 宏，小井土 
雄一（独立行政法人国立病院機構災害医療センター救命救急センター） 
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DP68-7 ICUから社会復帰後まで言語聴覚士が介入した心停止蘇生後の一例
山口 春菜 1，札本 篤 1，江田 陽一 2（1.福岡徳洲会病院リハビリテーション科，2.福岡徳洲会病院救急・集中治療セ
ンター） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 69　蘇生・災害（DP69-1～ DP69-6）

座長　杉田 学（順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科）
DP69-1 名古屋市立大学病院におけるRapid Response System運用の工夫と課題

佐野 文昭，藤田 義人，草間 宣好，杉浦 健之，岡野 将典，辻 達也，小笠原 治，大内田 絵美，伊藤 秀和，祖父江 和哉
（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

DP69-2 呼吸器外科術後患者へのRapid Response System介入により致死性の急変は回避できるか
岡野 将典，仙頭 佳起，佐野 文昭，米倉 寛，浅井 明倫，河野 真人，野手 英明，冨田 麻衣子，上村 友二，祖父江 和哉
（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

DP69-3 M＆Mで改善する心外術後心肺蘇生プロトコールの作成
松永 渉，神尾 直，毛利 英之，小山 洋史，小室 哲也，讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集
中治療部） 

DP69-4 ECMO治療の病院間連携に向けてのドクターヘリ内人工呼吸器の使用実態調査
町田 浩志，中野 実，高橋 栄治，中村 光伸，宮崎 大，鈴木 裕之，藤塚 健次，小倉 崇以，原澤 朋史，菊谷 祥博（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） 

DP69-5 スポーツ関連心肺停止症例の解析 
赤嶺 逸朗，弦切 純也，櫻井 将継，田中 洋輔，佐野 秀史（東京医科大学八王子医療センター救命救急科） 

DP69-6 医学部教育と研修医教育における緊急被ばく医療の在り方
伊関 憲 1，矢野 徹宏 1, 2，大久保 怜子 1, 2，鈴木 剛 2, 3，小澤 昌子 1, 2，根本 千秋 2, 3，阿部 良伸 2, 3，塚田 泰彦 2, 3，島田 二
郎 2, 3，田勢 長一郎 2, 3（1.福島県立医科大学地域救急医療支援講座，2.福島県立医科大学附属病院高度救命救急セン
ター，3.福島県立医科大学医学部救急医療学講座） 

10：20～ 11：10
一般演題 ポスター 70　大動脈 ②・末梢血管（DP70-1～ DP70-5）

座長　西部 俊哉（東京医科大学心臓血管外科）
DP70-1 ステントグラフト内挿術により腹部大動脈瘤内の減圧を行いAortoduodenal syndromeを解除した一例

安 健太，田邉 大明，古谷 光久，外山 雅章（亀田総合病院心臓血管外科） 
DP70-2 椎骨動脈解離に対する血管内治療中に腹腔内出血を合併した segmental ar terial mediolysis（SAM）の 1例

高場 章宏 1，有吉 孝一 1，渥美 生弘 1，瀬尾 龍太郎 2，蛯名 正智 1，有村 公一 3（1.神戸市立医療センター中央市民病院
救急科，2.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科，3.神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科） 

DP70-3 腹痛を伴い診断が遅れた上腸間膜動脈解離の 1例
木村 真規子，市原 利彦，川瀬 正樹，中島 義仁（公立陶生病院救急集中治療部） 

DP70-4 後腹膜膿瘍、感染性腹部大動脈瘤に対してステントグラフト内挿術にて救命し得た 1例
佐倉 考信，水野谷 和之，上村 亮介，石原 聡，西迫 良，立石 浩二，横山 健，片山 勝之（手稲渓仁会病院麻酔科集中
治療室） 

DP70-5 血管手術後に下肢コンパートメント症候群を生じた 2例
渋谷 伸子 1，青木 正哉 1，奥寺 敬 1，武内 克憲 2，山崎 光章 3，有嶋 拓郎 4（1.富山大学附属病院集中治療部，2.富山大
学附属病院心臓血管外科，3.富山大学附属病院麻酔科，4.富山大学附属病院救急部） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 71　せん妄・早期離床・リハビリ ③（DP71-1～ DP71-6）

座長　土手 健太郎（愛媛大学医学部附属病院集中治療部）
DP71-1 ICUにおける早期離床と体重減少との関連

工藤 弦 1，堀部 達也 1，増山 素道 1，菊地 剛 1，筧 慎吾 1，斉藤 岳志 1，猪飼 哲夫 2，福田 聡史 3，小谷 透 3（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.東京女子医科大学麻酔科学教室
集中治療部） 

DP71-2 当院集中治療センターにおけるADLと転帰の関連性
岩倉 将（日本赤十字社福岡赤十字病院） 

DP71-3 ICUにおけるリハビリテーション対象に関する調査研究
岩津 弘太郎 1，山田 純生 2，堀内 あゆみ 3，大上 眞理子 4，岡崎 善則 4，黒住 祐磨 4，竹中 洋幸 5（1.国家公務員共済組
合連合会枚方公済病院リハビリテーション科，2.名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻，
3.国家公務員共済組合連合会枚方公済病院看護部，4.国家公務員共済組合連合会枚方公済病院循環器内科，5.国家
公務員共済組合連合会枚方公済病院救急科） 

DP71-4 案制度を表す用語についてのアンケート結果から早期リハビリテーションのバリアについて考える
木村 純子 1，臼井 章浩 2，蛯原 健 2，小原 章敏 3，柳原 永子 4，北野 夏子 4（1.市立堺病院リハビリテーション技術科，
2.市立堺病院救急外科，3.市立堺病院集中治療科，4.市立堺病院看護部） 
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DP71-5 HCUにおける情報共有の円滑化 ～リハビリ評価表を導入して～
高見 一勲（牛久愛和総合病院リハビリテーションセンター） 

DP71-6 救命救急センターに入院した外傷患者の転帰に関する検討
川田 稔，下雅意 崇亨，福岡 敏雄（公益財団法人倉敷中央病院リハビリテーション部） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 72　栄養管理・口腔ケア ②（DP72-1～ DP72-6）

座長　星 邦彦（東北大学病院集中治療部）
DP72-1 重症患者における rapid turnover protein（RTP）測定の有用性

巽 博臣 1，升田 好樹 1，後藤 京子 1，東口 隆 1，木井 菜摘 1，佐藤 昌太 1，数馬 聡 1，高橋 科那子 1，今泉 均 2（1.札幌医
科大学医学部集中治療医学，2.東京医科大学麻酔科学講座集中治療医学） 

DP72-2 経静脈栄養の有用性を再認識させられた敗血症合併摂食障害の一例
柳 明男，秋山 正慶，原 嘉孝，福島 美奈子，早川 聖子，河田 耕太郎，内山 壮太，前田 舞，新美 太祐，西田 修（藤田
保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DP72-3 胃内容の停滞に対し五苓散注腸が有効であった 3症例
山田 香里，永渕 弘之，林 拓也（神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター） 

DP72-4 口腔内水分計を用いた気管内挿管患者における口腔ケア並びに口腔内スプレー噴霧の効果判定
金本 匡史 1，神山 治郎 1，松岡 宏晃 1，柳澤 晃広 1，楢原 創 1，戸部 賢 1，日野原 宏 1，吉川 大輔 2，國元 文生 1，齋藤 繁 1

（1.群馬大学医学部附属病院麻酔科集中治療部，2.伊勢崎市民病院麻酔科） 
DP72-5 重症患者におけるインピーダンス測定の有効性の検討

堤 理恵 1，大藤 純 2，小野寺 睦雄 2，今中 秀光 2，西村 匡司 2（1.徳島大学医学部医科栄養学科，2.徳島大学病院救急
集中治療部） 

DP72-6 成人のカルニチン欠乏による低血糖の 1例
河合 恵子，大竹 孝尚，中西 美鈴，入江 洋正，横田 喜美夫，山下 茂樹（倉敷中央病院麻酔科） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 73　外傷 ①（DP73-1～ DP73-6）

座長　切田 学（加古川西市民病院救急科）
DP73-1 当院における persistent inflammation, and immunosuppression, and catabolism syndrome（PICS）症例の検討

岡田 一宏 1，齋藤 伸行 1，近田 祐介 1，安松 比呂志 1，本村 友一 1，益子 一樹 1，八木 貴典 1，原 義明 1，松本 尚 1，横田 
裕行 2（1.日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2.日本医科大学附属病院救命救急科） 

DP73-2 鈍的外傷患者における病院前酸素投与と生存率の検討
三浦 直也，平良 隆行，井上 茂亮，猪口 貞樹（東海大学医学部救命救急医学） 

DP73-3 外傷患者におけるQOL（Quality of life）評価
田村 暢一朗，岡本 洋史，内野 隼材，貝原 敏江，福岡 敏雄（倉敷中央病院救急科） 

DP73-4 外傷患者におけるルーチンでのCT follow効果の検討
田邉 三思，黒澤 慶子，兼久 雅之，金崎 彰三，平塚 孝宏，江崎 かおり，塩月 一平，柴田 智隆，石井 圭亮，野口 隆之
（大分大学医学部付属病院高度救命救急センター） 

DP73-5 外傷性心肺停止からの救命例の特徴
安田 光宏，松岡 幹晃，生野 雄二，賀来 典之，藤吉 哲宏，永田 高志，徳田 賢太郎，野田 英一郎，赤星 朋比古，前原 
喜彦（九州大学病院救命救急センター） 

DP73-6 大量輸血プロトコールにより早期FFP投与は達成できているのか？
岩瀬 史明，木下 大輔，池田 督司，加藤 頼子，大嶽 康介，松本 学，宮崎 善史，小林 辰輔，井上 潤一，岩瀬 弘明（山
梨県立中央病院救命救急センター） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 74　外傷　症例（DP74-1～ DP74-6）

座長　小倉 真治（岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学分野）
DP74-1 鈍的外傷により腸骨動脈閉塞症をきたした一例

渕上 貴正 1，藤井 真広 1，栗田 康寿 1，伊藤 宏保 1，原田 樹 1，河田 将行 2，吉田 昌弘 1（1.厚生連高岡病院救急科，2.厚
生連高岡病院麻酔科） 

DP74-2 下腿開放骨折に伴う前脛骨動脈損傷による出血性ショックの 1例
増田 卓之，高橋 学，松本 尚也，小野寺 ちあき，佐藤 諒，菅 重典，山田 裕彦，井上 義博，遠藤 重厚（岩手医科大学
医学部救急医学講座） 

DP74-3 重症熱傷でプレセプシン、プロカルシトニンを経時的に測定した 1例
平林 茉莉奈，小松 智英，小豆畑 丈夫，櫻井 淳，守谷 俊，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学
分野） 

DP74-4 開腹遅延となった鈍的外傷による小腸損傷症例
永川 寛徳，中村 周道，久城 正紀，柳瀬 豪，前谷 和秀，則尾 弘文（済生会福岡総合病院救命救急センター） 

DP74-5 骨折手術の周術期に発症した非閉塞性腸管虚血の 2症例
安達 普至，臼元 典子，水山 勇人，水山 有紀，吉本 広平，鮎川 勝彦（飯塚病院集中治療部） 
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DP74-6 鉄パイプ爆弾の爆破片によって生じた大腿動脈の遅発性感染性破裂動脈瘤にて下肢切断となった一例
田中 俊生，宮本 和幸，海老原 直樹，山本 大輔，川口 絢子，井手 亮太，三宅 康史，有賀 徹（昭和大学医学部救急医
学科） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 75　患者搬送・患者管理（DP75-1～ DP75-6）

座長　七戸 康夫（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）
DP75-1 集中治療における患者搬送の安全性について

植田 浩司，瀬尾 龍太郎，川上 大祐，下薗 崇宏，美馬 裕之，山崎 和夫（神戸市立医療センター中央市民病院） 
DP75-2 ドクターヘリが脳血管および心大血管疾患にもたらす“空飛ぶ ICU”としての有効性

石井 圭亮，森 涼子，田邉 三思，黒澤 慶子，野口 隆之（大分大学医学部附属病院高度救命救急センター） 
DP75-3 ICUに再入室した症例の検討

箱崎 貴大，森本 一生，大石 理江子，今泉 剛，中野 裕子，細野 敦之，小原 伸樹，五十洲 剛，黒澤 伸，村川 雅洋（福
島県立医科大学医学部麻酔科学講座） 

DP75-4 ICUが満床で入室できなかった症例の検討
井石 雄三，最上 翠，今泉 剛，細野 敦之，箱崎 貴大，小原 伸樹，池上 之浩，五十洲 剛，黒澤 伸，村川 雅洋（福島県
立医科大学麻酔科学講座） 

DP75-5 蛇管を延長した人工呼吸器で安全にMRIを撮像した 2症例
麻生 将太郎 1，大江 恭司 2，佐藤 昭生 3，岡 義人 4，伊坂 晃 5，伊藤 史生 5，糟谷 美有紀 5，伊良部 徳次 5（1.東京大学
医学系研究科公共健康医学専攻，2.総合病院国保旭中央病院集中治療科，3.総合病院国保旭中央病院臨床工学室，
4.千葉大学医学部附属病院救急科・集中治療部，5.総合病院国保旭中央病院救急救命科） 

DP75-6 障害者の主訴不定な Stanford A 型大動脈解離の管理と考察
津留 香里，市原 利彦，川瀬 正樹，中島 義仁（公立陶生病院救急集中治療部） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 76　感染 ④（DP76-1～ DP76-6）

座長　森本 直樹（津山中央病院救命救急センター）
DP76-1 肺ムコール症を強く疑いリポソーマルアムホテリシンB投与により救命しえた 1例

松本 充弘，谷 大輔，前田 英里，吉河 久美子，山本 泰史，二宮 万理恵，香河 清和，西田 朋代，高田 幸治（市立豊中
病院麻酔科） 

DP76-2 カンジダ血症患者における予後不良因子の検討
川野 恭雅，西田 武，大田 大樹，松本 徳彦，村西 謙太郎，泉谷 義人，石倉 宏恭（福岡大学病院救命救急センター） 

DP76-3 β-Dグルカンは真菌による中心静脈カテーテル関連感染（Catheter-related infection:CRI）の診断に有用か
松本 聡 1，鴛渕 るみ 1，藤本 拓也 1，松田 憲昌 1，若松 弘也 1，水野 秀一 3，原田 郁 2，石田 和慶 2，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.山口大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生・疼痛管理学分野，3.山口大学医
学部附属病院検査部） 

DP76-4 深在性真菌症による敗血症性ショックを来たし治療に難渋した上部消化管穿孔の一例
太田 浄，高田 亮，室岡 由紀恵，折原 雅紀，伍井 由夏，高田 康輔，植野 正之，長谷川 義治，河村 文夫（済生会宇都
宮病院麻酔科） 

DP76-5 難治性Candida持続菌血症に対して抗真菌薬 2剤併用療法が奏功した一例
宮崎 勇輔，小尾口 邦彦，福井 道彦，蒲池 正顕，加藤 之紀，和田 亨，浜崎 幹久，渡邉 宏樹（大津市民病院救急診療科・
集中治療部） 

DP76-6 当院 em-ICUに於けるカテーテル処置の状況
足立 裕史 1，塩屋 悠斗 2，中原 光三郎 2，吉田 拓也 2，日下 琢雅 2，淺田 馨 2，沼口 敦 1，松田 直之 2（1.名古屋大学医学
部附属病院救急部，2.名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 77　感染 ⑤（DP77-1～ DP77-6）

座長　三住 拓誉（神戸大学附属病院集中治療部）
DP77-1 福井大学医学部附属病院における壊死性筋膜炎の統計学的検討

小畑 友里江 1，佐上 祐介 1，松木 悠佳 2，安田 善一 1，高倉 康 2，重見 研司 1, 2（1.福井大学医学部附属病院集中治療部，
2.福井大学医学部附属病院麻酔科蘇生科） 

DP77-2 抗菌薬とデブリードマンで治癒したレミエール症候群の一例
織田 美紀，桑名 司，澤田 奈実，小豆畑 丈夫，守谷 俊，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野） 

DP77-3 多彩な基礎疾患を背景とし、重篤な皮膚軟部組織感染症を発症した若年者の一例
蜂谷 聡明，吉田 太治，中村 美穂，相良 明宏，関 晃裕，山口 由美，山本 剛史，佐藤 康次，越田 嘉尚，谷口 巧（金沢
大学付属病院集中治療部） 

DP77-4 胃癌術後に壊死性筋膜炎を発症した一例
藤原 大輔（KKR札幌医療センター斗南病院麻酔科） 
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DP77-5 重症腹部外傷に伴う腹部壊死性筋膜炎の 1例：急速な病態の悪化に陰圧閉鎖療法が関係したか？
村上 隆啓 1，宮地 洋介 1，安元 浩 2，天願 俊穂 2，松岡 慶太 3，伊敷 聖子 3，仲嶺 洋介 3（1.沖縄県立中部病院外科，2.沖
縄県立中部病院心臓血管外科，3.沖縄県立中部病院麻酔科） 

DP77-6 肺炎球菌による壊死性筋膜炎の 1例
山田 周，江良 正，狩野 亘平，北田 真己，櫻井 聖大，橋本 章子，橋本 聡，原田 正公，瀧 賢一郎，高橋 毅（国立病院
機構熊本医療センター救命救急集中治療部） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 78　感染 ⑥（DP78-1～ DP78-6）

座長　小林 敦子（宝塚市立病院）
DP78-1 2014年の名古屋大学救急・内科系集中治療室における検出細菌の解析

高谷 悠大 1，八木 哲也 2，東 倫子 1，稲葉 正人 1，井口 光孝 2，角 三和子 1，沼口 敦 1，足立 裕史 1，高橋 英夫 1，松田 直
之 1（1.名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野，2.名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部） 

DP78-2 単施設小児集中治療室で 14年間に経験した菌血症の臨床的背景の検討
佐藤 公則，天笠 俊介，横川 真理，本間 仁，黒坂 了正，北村 真友，笠井 正志，松井 彦郎（長野県立こども病院小児
集中治療科） 

DP78-3 2014年名古屋大学医学部附属病院における胆道系からの検出菌の解析
高谷 悠大 1，八木 哲也 2，東 倫子 1，稲葉 正人 1，井口 光孝 2，角 三和子 1，沼口 敦 1，足立 裕史 1，高橋 英夫 1，松田 直
之 1（1.名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野，2.名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部） 

DP78-4 人工呼吸器関連性肺炎の従来の基準と新しい基準による診断の相違に係わる検討
土井 智喜 1, 2，森村 尚登 1, 2，大井 康史 1, 2，大塚 剛 1, 2，六車 崇 1, 2，松崎 昇一 1, 2，中村 京太 1, 2，春成 伸之 1, 2（1.横浜市
立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター，2.横浜市立大学大学院医学研究科救急医学） 

DP78-5 当院 ICUにおける人工呼吸器関連肺炎サーベイランス
山本 俊介，今冨 良太，藤田 和也，木田 景子，油布 克巳，宇野 太啓（大分県立病院麻酔科 ICU部） 

DP78-6 当院におけるECMO導入症例の血液培養サーベイランス
江口 智洋 1，川村 英樹 2，宮本 昇太郎 1，政所 祐太郎 1，寺田 晋作 1，佃屋 剛 1，中村 健太郎 1，二木 貴弘 1，柳元 孝介 1，
安田 智嗣 1，垣花 泰之 1（1.鹿児島大学医学部救急集中治療部，2.医療環境安全部感染制御部門） 

10：20～ 11：10
一般演題 ポスター 79　呼吸管理　症例 ②（DP79-1～ DP79-5）

座長　時岡 宏明（岡山赤十字病院麻酔科）
DP79-1 心肺蘇生中に生じたフレイルチェストに対する呼吸管理に早期気管切開を適用した 1症例

足立 裕史 1，中原 光三郎 2，塩屋 悠斗 2，吉田 拓也 2，沼口 敦 1，松田 直之 2（1.名古屋大学医学部附属病院救急部，2.名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP79-2 胸部大動脈ステントグラフト挿入術後の胸腔内出血に対し、High PEEPと異型血小板輸血で対処した一例
西村 光生（特定医療法人三栄会ツカザキ病院） 

DP79-3 胸骨亜全摘術に対して titanium plateによる再建術を行った 1例
園部 奨太，薮田 浩一，橋村 俊哉，池田 嘉一，土屋 典生，小多田 英貴（八尾市立病院麻酔科） 

DP79-4 大胸筋下膿瘍から胸腔内穿破をきたした 1例
山本 幸 1, 2，井口 竜太 1, 3，土井 研人 1，中村 謙介 1, 2，福田 龍将 1, 2，青木 悠太 1，中島 勧 1，矢作 直樹 1（1.東京大学医
学部附属病院救急部・集中治療部，2.日立製作所日立総合病院救急集中治療科，3.JR東京総合病院） 

DP79-5 気管軟化症と右側大動脈弓により再挿管を繰り返した 1症例
篠田 健 1，阿久津 智洋 2，大森 敬文 1，増田 孝広 1，山本 雄大 1，伯水 崇史 1，丸山 史 1，中沢 弘一 1，三高 千恵子 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救命救急センター） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 80　シミュレーター　気道・呼吸（DP80-1～ DP80-6）

座長　鈴川 正之（自治医科大学救急医学教室）
DP80-1 豚肺を用いた気道呼吸器演習

鮎川 勝彦，安達 普至，藤岡 智恵（株式会社麻生飯塚病院呼吸管理委員会） 
DP80-2 人工呼吸管理の改善を目指した、グラフィックモニタを利用したシミュレーション教育

渡邉 宏樹，小尾口 邦彦，宮崎 勇輔，浜崎 幹久，和田 亨，加藤 之紀，蒲池 正顕，福井 道彦（大津市民病院） 
DP80-3 カフ付チューブエクスチェンジャーの換気能に関する動物実験による検討

大藤 純 1，Kacmarek Robert M2，Jiang Yandong2（1.徳島大学病院救急集中治療部，2.マサチューセッツ総合病院麻
酔科） 

DP80-4 カフ付チューブエクスチェンジャーの換気能に関するモデル肺を用いた検討
大藤 純 1，Kacmarek Robert M2，Jiang Yandong2（1.徳島大学病院救急集中治療部，2.マサチューセッツ総合病院麻
酔科） 

DP80-5 ダブルルーメンチューブでの自発呼吸試験（SBT） ─テスト肺ASL5000を用いたシミュレーション研究─
松田 優子，山口 嘉一，宮下 徹也，宮本 裕里（横浜市立大学医学部麻酔科学教室） 
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DP80-6 インテリベントASVを用いた自動ウィーニングの検討
亀山 良亘 1，星 邦彦 1，齋藤 浩二 1，吾妻 俊弘 2，山内 正憲 2（1.東北大学病院集中治療部，2.東北大学医学部麻酔科学・
周術期医学分野） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 81　気道・呼吸 ③（DP81-1～ DP81-6）

座長　星 拓男（茨城県立中央病院）
DP81-1 当 ICUにおける気管切開術の検討

長島 史明 1, 2，柳田 国夫 2，室園 美智博 1，武田 明子 1，安藤 千尋 1（1.東京医科大学茨城医療センター麻酔科，2.東京
医科大学茨城医療センター集中治療部） 

DP81-2 重篤な喉頭浮腫を伴う気道熱傷症例にAir way scopeを用いた意識下気管挿管が有用だった
大野 雄康 1，阿部 良伸 1，根本 千秋 1，島田 二郎 1，篠原 一彰 2，田勢 長一郎 1（1.福島県立医科大学付属病院救命救急
センター，2.一般財団法人太田総合病院付属太田西ノ内病院麻酔科） 

DP81-3 当院 ICUにおける気管挿管に伴う合併症の調査報告
藤井 雅士，藤野 光洋，狩野 謙一，堤 貴彦，吉田 浩輔，濱中 訓生，田中 博之，竹下 淳，別府 賢，志馬 伸朗（京都医
療センター救命救急科） 

DP81-4 頸部分枝バイパス併用胸部ステントグラフト内挿術後、上気道狭窄により再挿管となった一例
小林 綾子 1，小倉 玲美 3，吉田 恵 2，伊藤 良二 4，刈谷 隆之 2，後藤 正美 2，奥谷 圭介 5，大塚 将秀 2（1.横浜市立大学大
学院医学研究科生体制御・麻酔科学，2.横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部，3.茅ヶ崎市立病院
麻酔科，4.大和市立病院麻酔科，5.美摩病院） 

DP81-5 原因不明の声門下狭窄を合併した上腸間膜動脈血栓症の一例
篠原 慶子，黒岩 政之，吉野 和久，鈴木 優太郎，大塚 智久，関田 昭彦，新井 正康，岡本 浩嗣（北里大学医学部麻酔
科学） 

DP81-6 気管腫瘍による気道狭窄患児の長距離搬送症例
川田 大輔 1，丹保 亜希仁 2，西浦 猛 1，鈴木 昭広 3，小北 直宏 1，藤田 智 2（1.旭川医科大学病院集中治療部，2.旭川医
科大学救急医学講座，3.旭川医科大学麻酔・蘇生学講座） 

10：20～ 11：30
一般演題 ポスター 82　血液・凝固線溶（DP82-1～ DP82-7）

座長　森脇 龍太郎（千葉労災病院救急・集中治療部）
DP82-1 繰り返し塞栓術及び外科的止血術を施行したにも関わらず、血管破綻が続き失血死したネフローゼ症候群の一例

丸山 史 1，渡邉 誠之 2，阿久津 智洋 3，大森 敬文 1，篠田 健 1，増田 孝広 1，中沢 弘一 1，三高 千恵子 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腎臓内科，3.東京医科歯科大学医学部附属
病院救命救急センター） 

DP82-2 リファンピシン投与下にブコロームとワーファリンの併用で抗凝固作用の効果を得た一例
早坂 朋彦，植田 浩司，武田 親宗，江川 悟史，川上 大裕，瀬尾 龍太郎，下薗 崇宏，美馬 裕之，山崎 和夫（神戸市立
医療センター中央市民病院） 

DP82-3 急激なビタミンK欠乏に起因する高度な凝固機能抑制を呈した 1例
嶋本 早希，槌田 圭一郎，林 和子（公立南丹病院麻酔科） 

DP82-4 Wilson病に対する生体部分肝移植・脾動脈結紮術後に間接ビリルビンが上昇し脾臓摘出術により改善した一例
石井 南穂子 1，矢野 喜一 1，諏訪 潤子 1，齋藤 豊 2，加藤 啓一 1，枝窪 俊輔 1（1.日本赤十字社医療センター麻酔科，2.日
本赤十字社医療センター集中治療科） 

DP82-5 PT-INR延長に伴う腸腰筋・後腹膜血腫によりショックを来した一例
鈴木 崇生，武信 洋平，佐藤 格夫，西山 慶，大鶴 繁，趙 晃済，森 智治，齋藤 龍史，小池 薫（京都大学大学院医学研
究科初期診療・救急医学） 

DP82-6 PTTM（pulmonar y tumor thrombotic microangiopathy）に対し、イマチニブを投与しPCPS離脱に成功した一例
山田 均，高橋 大雄，関谷 芳明，段村 雅人，前田 鉄之，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） 

DP82-7 当施設における大量出血に対する緊急異型適合血輸血の臨床検討
中野 志保 1，白井 邦博 2，水野 洋佑 1，北川 雄一郎 1，福田 哲也 1，安田 立 1，熊田 恵介 1，吉田 省造 1，豊田 泉 1，小倉 
真治 1（1.岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター，2.一宮市立市民病院救急科） 

10：20～ 11：30
一般演題 ポスター 83　AKI ②（DP83-1～ DP83-7）

座長　北村 伸哉（君津中央病院救命救急センター）
DP83-1 心筋梗塞後の難治性心室細動に併発した急性腎障害が正常腎機能に改善した 1例〈CHDFと IHDの有用性〉

小林 正武，渡邉 雅貴，田谷 侑司，朴 有紀，今井 靖子，星野 虎生，村田 直隆，山下 淳，田中 信大，山科 章（東京医
科大学病院循環器内科） 

DP83-2 小児重症患者における静脈鬱滞と敗血症性急性腎障害発症の関係について
林 健一郎 1，榎本 有希 1，井上 永介 2，西村 奈穂 1，中川 聡 3（1.国立成育医療研究センター集中治療科，2.国立成育
医療研究センター臨床研究教育部生物統計室，3.国立成育医療研究センター教育研修部） 
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DP83-3 総合感冒薬の大量内服で尿閉となり，急性腎後性腎不全と敗血症となった 1症例
原 卓也 1，濱川 俊朗 2，成尾 浩明 2，中村 禎志 1（1.潤和会記念病院麻酔科，2.潤和会記念病院集中治療部） 

DP83-4 脳出血後にシクロスポリン腎症を発症した 1例
相良 明宏，関 晃裕，山口 由美，山本 剛史，佐藤 康次，越田 嘉尚，喜多 大輔，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大
学附属病院集中治療部） 

DP83-5 当院におけるバンコマイシン起因性AKI症例の腎予後と急性血液浄化療法を要した 1例
小泉 三輝，瀬田 公一，高橋 昌宏，北村 憲子，村田 真紀，菊地 祐子，八幡 兼成（国立病院機構京都医療センター） 

DP83-6 重傷の骨盤骨折および腎破裂に伴う腎後性腎機能障害の一例
竹内 広幸 1，花木 祥二朗 2，吉村 真一朗 1，寺坂 勇亮 3，下里 アキヒカリ 1（1.健和会大手町病院麻酔科，2.健和会大
手町病院，3.健和会大手町病院救急科） 

DP83-7 バンコマイシン（VCM）のTDMを用いてクレアチニンクリアランス（CLcr）を評価した一例
冨樫 英晶 1，武居 宏樹 1，添田 博 1，明石 貴雄 1，関根 秀介 2，今泉 均 2，内野 博之 2（1.東京医科大学病院薬剤部，2.東
京医科大学病院麻酔科） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 84　敗血症 ②（DP84-1～ DP84-6）

座長　久野 将宗（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター）
DP84-1 遷延性敗血症ショックの治療戦略；予後改善のために ─大口径PMMA-CHDF＋PMXの検討─

藤井 恵美 1，喜多 理香 1，橋本 賢吾 1，今宿 康彦 2，岸本 卓麿 1，山根 哲信 1，辻田 靖之 1，田畑 貴久 3，高橋 完 1，江口 
豊 3（1.滋賀医科大学医学部救急・集中治療部，2.滋賀医科大学医学部麻酔学講座，3.滋賀医科大学医学部救急集中
治療医学講座） 

DP84-2 PMX-DHPとCHDFが有用であった非閉塞性腸管虚血による敗血症性ショックの一例
久場 良也，釜野 武志，奥間 陽子，嘉手苅 由梨（社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院麻酔科） 

DP84-3 PMX-DHPが著効した薬剤性間質性肺炎の 1症例
岡部 悠吾 1，浅賀 健彦 2，別宮 小由理 2，山田 祥子 1，白神 豪太郎 1（1.香川大学医学部麻酔学講座，2.香川大学医学
部附属病院集中治療部） 

DP84-4 エンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）施行症例における IL-6迅速半定量キット（Stick-ELISA）の使用経験
安田 考志，三上 貴子，川瀬 義夫（松下記念病院腎不全科） 

DP84-5 白血球数はPMX-DHPの効果に影響を及ぼすか？
山中 浩史，池田 寿昭，小野 聡，上野 琢哉，須田 慎吾（東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部） 

DP84-6 肺炎球菌性敗血症、髄膜炎の女児に対し交換輸血、持続血液濾過（CHF）が奏功した一例
亀山 実希，天内 絵理香，川久保 弥知，上野原 淳，田窪 一誠，松山 薫，寺田 統子，宮本 将，鷹取 誠（広島市立広島
市民病院） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 85　敗血症 ③（DP85-1～ DP85-6）

座長　浅賀 健彦（香川大学医学部附属病院集中治療部）
DP85-1 敗血症における感染巣別のプロカルシトニン値とノルアドレナリン投与量

小谷 祐樹 1，辻本 登志英 1，亀井 純 1，是永 章 1，山崎 一幸 1，山田 裕樹 1，置塩 裕子 1，千代 孝夫 2（1.日本赤十字社和
歌山医療センター集中治療部，2.日本赤十字社和歌山医療センター救急部） 

DP85-2 敗血症の初療時における血清プロカルシトニンと血液培養の関係について
神田 潤 1, 2，三宅 康史 2，高橋 宏行 1，有賀 徹 2（1.済生会横浜市東部病院，2.昭和大学医学部救急医学講座） 

DP85-3 内臓播種性水痘帯状疱疹ウィルス感染症の病勢をプロカルシトニンが反映した 1症例
池島 まりこ，小林 巌，南波 仁，澤下 泰明，林 温子，奥河原 渉，大友 元，大曽根 順平，四十物 摩子，住田 臣造（旭
川赤十字病院麻酔科） 

DP85-4 周術期にプレセプシンを測定した生体腎移植 1症例
野口 智子 1，斎藤 淳一 3，橋場 英二 2，櫛方 哲也 3，廣田 和美 3（1.弘前大学医学部附属病院麻酔科，2.弘前大学医学
部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） 

DP85-5 プレセプシンと血中乳酸値の併用による予後予測に関する有用性の検討
長田 圭司，原山 信也，遠藤 武尊，金澤 綾子，入福浜 由奈，荒井 秀明，伊佐 泰樹，二瓶 俊一，相原 啓二，蒲地 正幸
（産業医科大学病院集中治療部） 

DP85-6 敗血症性ショック患者における小腸粘膜障害と予後 ─第二報─
関野 元裕 1，舟岡 宏幸 2，岡田 恭子 1，矢野 倫太郎 1，松本 聡治朗 1，東島 潮 1，松本 周平 1，原 哲也 1（1.長崎大学病院
集中治療部・麻酔科，2.DSファーマバイオメディカル株式会社） 

10：20～ 11：30
一般演題 ポスター 86　敗血症　循環（DP86-1～ DP86-7）

座長　柴田 純平（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
DP86-1 敗血症における血行力学的異常と心筋障害は関連するのか？

早瀬 直樹 1，土井 研人 2，前田 明倫 2，浅田 敏文 2，上田 吉宏 2，松原 全宏 2，石井 健 2，橘田 要一 2，中島 勧 2，矢作 直
樹 2（1.東京大学大学院医学系研究科外科学専攻，2.東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部） 
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DP86-2 敗血症性DICにおける塩酸ランジオロールの影響
御室 総一郎，土井 松幸，佐藤 重仁（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部） 

DP86-3 敗血症性ショックにおけるミルリノンを用いた昇圧の 1例
吉田 拓也，沼口 敦，東 倫子，日下 琢雅，山本 尚範，波多野 俊之，江嶋 正志，田村 有人，角 三和子，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP86-4 演題取り下げ
DP86-5 極めて高容量のノルアドレナリンを投与されていた敗血症性ショックの 1例

巽 博臣 1，升田 好樹 1，後藤 京子 1，東口 隆 1，木井 菜摘 1，佐藤 昌太 1，千原 伸也 2，島田 朋和 2，中野 皓太 2（1.札幌
医科大学医学部集中治療医学，2.札幌医科大学附属病院臨床工学部） 

DP86-6 敗血症においてカテコラミンがリンパ球細胞死に与える影響
鈴木 武志，井上 敬，五十嵐 達，南嶋 しづか，出野 智史，佐藤 悠，櫻井 裕教，山田 高成，小杉 志都子，森崎 浩（慶
應義塾大学医学部麻酔学教室） 

DP86-7 敗血症後血小板減少が遷延した 1症例
武田 明子 1，柳田 国夫 2，室園 美智博 1，安藤 千尋 1（1.東京医科大学茨城医療センター麻酔科，2.東京医科大学茨城
医療センター集中治療部） 

10：20～ 11：10
一般演題 ポスター 87　産婦人科　症例（DP87-1～ DP87-5）

座長　北浦 道夫（香川労災病院）
DP87-1 産科危機的出血に対し、大動脈遮断バルーンカテーテル（IABO）を使用し、救命し得た一例

川口 絢子，山下 智幸，海老原  直樹，山本 大輔，井手 亮太，橋本 香織，田中 俊生，宮本 和幸，三宅 康史，有賀 徹（昭
和大学医学部救急医学講座） 

DP87-2 巨大子宮筋腫に対する子宮全摘手術に一時的両側内腸骨動脈バルーン閉塞を併用した一症例
飛田 文 1，矢野 雅起 2，首藤 聡子 1，原田 佳実 1，入澤 友美 1，藤谷 太郎 1（1.愛媛県立中央病院麻酔科，2.愛媛県立中
央病院集中治療科） 

DP87-3 吸引分娩時の子宮破裂に対し腹式単純子宮全摘術、動脈塞栓術を施行した症例
村上 和歌子，奥 和典，丸井 輝美，桑迫 勇登（昭和大学藤が丘病院麻酔科） 

DP87-4 妊婦の重症頭部外傷に合併した難治性Paroxysmal sympathetic hyperactivityが胎児娩出を契機に改善した症例
井上 彰 1，蛯名 正智 1，松本 優 2，渥美 生弘 1，有吉 孝一 1（1.神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター，
2.兵庫県立尼崎病院） 

DP87-5 妊娠中に発症し，早期の腫瘍切除と IVIgが有効であった抗NMDA受容体脳炎の 1例
中西 俊人 1, 2，蒲原 英伸 1，新森 大佑 1，田代 貴大 1，小寺 厚志 1，鷺島 克之 1，山川 誠 2，軸丸 美香 2，安東 由喜雄 2，
木下 順弘 1（1.熊本大学医学部附属病院集中治療部，2.熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学分野） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 88　周術期管理（DP88-1～ DP88-6）

座長　荻原 幸彦（東京医科大学麻酔科学分野）
DP88-1 筋委縮性側索硬化症患者の麻酔経験

長柄 祐輝 1，後藤 紘葉 1，伊東 遼平 1，加藤 規子 1，菅原 昭憲 1，横山 幸房 2，横手 淳 2（1.大垣市民病院麻酔科，2.大垣
市民病院胸部外科） 

DP88-2 ロクロニウム・スガマデクス使用後の再クラーレ化が疑われた 2例
藤林 哲男，小柴 真一，佐藤 仁信，田畑 麻里，関 久美子，森川 洋平，水野 優美，我喜屋 徹（福井県立病院麻酔科） 

DP88-3 イソフルレンを含めた全身麻酔療法で長期にわたり管理しえた痙攣重積の一例
赤川 玄樹，田中 宏幸，小野 富士恵，柏 健一郎，木村 康宏，七尾 大観，西澤 英雄（横浜労災病院集中治療部） 

DP88-4 腎尿細管性アシドーシス症例に対する下肢切断術の麻酔
山崎 治幸，吉岡 宏恵，梶谷 美砂，宮下 佳子（独立行政法人国立病院機構東京医療センター麻酔科） 

DP88-5 当院におけるロボット支援前立腺手術の術後合併症対策について
尾崎 由佳，杉浦 孝広，梶谷 美砂，山崎 治幸，宮下 佳子，小林 佳郎（独立行政法人国立病院機構東京医療センター
麻酔科） 

DP88-6 腹腔鏡下手術において集中治療室への緊急入室を要した 3症例
佐野 博昭 1，堀 泰雄 1，吉村 季恵 1，中谷 桂治 1，栗田 聡 2（1.JCHO大阪病院麻酔科，2.JCHO大阪病院集中治療部） 

10：20～ 11：10
一般演題 ポスター 89　消化器 ①（DP89-1～ DP89-5）

座長　星野 正巳（至聖病院外科）
DP89-1 当院消化器外科手術後死亡患者の現状

南 公人，杉山 陽子，山本 拓巳，飯田 宏樹（岐阜大学医学部附属病院麻酔科疼痛治療科） 
DP89-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術後に特発性食道破裂を引き起こした一症例

寺田 類，大野 謙介，稲村 実穂子（板橋中央総合病院麻酔科） 
DP89-3 上部消化管造影検査後の結腸穿孔によるバリウム腹膜炎を生じた一例

田村 佳久（伊勢赤十字病院外科） 
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DP89-4 大腸内視鏡検査前処置が誘因となりショックをきたした虚血性大腸炎の一例
長門 優，井上 敬太，藤本 佳久，松尾 佳那子，松岡 豊，山下 理比路，奥田 祐子，山崎 正記，松山 広樹，平田 学（京
都第一赤十字病院麻酔科） 

DP89-5 外傷性脳損傷の集中治療中に突然の大量下血をきたした直腸デュラフォイ潰瘍の 1例
徳田 賢太郎 1，李 守永 2，漢那 朝雄 3，藤吉 哲宏 1，生野 雄二 2，野田 英一郎 2，赤星 朋比古 3，杉森 宏 1, 2，安田 光宏 2， 
前原 喜彦 1, 2, 4（1.九州大学病院集中治療部，2.九州大学病院救命救急センター，3.九州大学大学院医学研究院災
害・救急医学講座，4.九州大学大学院消化器・総合外科） 

10：20～ 11：10
一般演題 ポスター 90　多職種連携 ①（DP90-1～ DP90-5）

座長　北村 晶（埼玉医科大学国際医療センター）
DP90-1 集中治療室における多職種チーム医療の展開とカンファレンスの重要性

幸村 英文 1，伊藤 彰師 1，伊藤 恭史 1，加藤 妙 1，川島 沙織 1，安藤 雅樹 2，祖父江 和哉 3（1.名古屋市立東部医療センター
麻酔科，2.名古屋市立東部医療センター救急科，3.名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

DP90-2 当 ICUのスタッフ（多職種）連携 ─協業・協働が日常となった経緯─
井上 健，酒見 大輔，岸本 剛志，田中 秀樹，父川 拓朗，臼井 麻子，国武 彩，三代 英紀，安達 俊江，上野 弘恵（関門
医療センター） 

DP90-3 特定能力認証制度が ICU看護で活用されるには ─ semi-closed ICUでの一例
鍜冶 有登，中村 直晶，山田 元大，伊藤 嘉彦，橋本 忠幸，薬師寺 泰匡，栗原 敦洋，篠崎 正博（岸和田徳洲会病院救
命救急センター） 

DP90-4 アメリカ大規模小児病院におけるRapid Response Teamの現状
稲田 雄（シンシナティこども病院集中治療科） 

DP90-5 Rapid Response Systemにおける一般病棟へのWard Round Systemの意義
有元 秀樹 1，重光 胤明 1，林下 浩士 1，嶋岡 英輝 1，川口 なぎさ 2，木村 千穂 2，松村 京子 2，宮原 聡子 2（1.大阪市立総
合医療センター救命救急センター，2.大阪市立総合医療センターRapid Responce Team） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 91　中枢神経（DP91-1～ DP91-6）

座長　瀬尾 勝弘（小倉記念病院麻酔科・集中治療部）
DP91-1 集中治療におけるReversible Cerebral Vasoconstriction Syndromeの 1例

塩屋 悠斗，東 倫子，日下 琢雅，山本 尚範，波多野 俊之，江島 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP91-2 自律神経障害により著明な徐脈を認めたFisher症候群の一例
堀田 有沙，中本 あい，吉川 範子，大平 直子，立川 茂樹（住友病院麻酔科） 

DP91-3 薬剤性好中球減少症を発症した統合失調症に対して修正型電気痙攣療法を行った一例
篠原 理沙，戸部 賢，金本 匡史，日野原 宏，国元 文生，齋藤 繁（群馬大学医学部附属病院集中治療部） 

DP91-4 てんかんによる痙攣を主訴に来院した 80歳以上の高齢者 29例の検討
酒井 拓磨，古谷 良輔，宮崎 弘志，岩下 眞之，望月 聡之，内倉 淑男，横井 英人，高橋 充（国立病院機構横浜医療セ
ンター救急科） 

DP91-5 てんかん患者における予期せぬ突然死（SUDEP）を免れた一症例
岡 雅行，川上 真樹子，杉江 亮，筈井 寛，小畑 仁司，大石 泰男，秋元 寛（大阪府三島救命救急センター） 

DP91-6 痙攣重積で発症し多発性脳病変を呈したミトコンドリア脳筋症の一例
岡 直樹 1，澤田 重信 1，加藤 貴之 1，白紙 伸一 1，今井 秀 1，高田 基志 2（1.総合大雄会病院脳神経外科，2.総合大雄会
病院麻酔科） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 92　中枢神経　モニタリング ①（DP92-1～ DP92-6）

座長　齋藤 繁（群馬大学）
DP92-1 頭部外傷患者における amplitude integrated EEG（aEEG）トレンド波形と予後

塚原 紘平，クナウプ 絵美里，飯田 淳義，湯本 哲也，平山 敬浩，芝 直基，佐藤 圭路，鵜川 豊世武，市場 晋吾，氏家 
良人（岡山大学病院高度救命救急センター） 

DP92-2 演題取り下げ
DP92-3 近赤外線酸素モニタを用いた脳自己調節能の評価

遠藤 裕 1，本多 忠幸 1，大橋 さとみ 1，山口 征吾 1，林 悠介 1，本田 博之 2（1.新潟大学医歯学総合病院高度救命救急セ
ンター，2.新潟大学医歯学総合病院集中治療部） 

DP92-4 NIRSによるモニタリングを行った脳空気塞栓症の 1例
松本 紘典，馬越 健介，森山 直紀，安念 優，菊池 聡，竹葉 淳，相引 眞幸（愛媛大学医学部附属病院救急部） 

DP92-5 高齢者の麻酔下の脳波解析
林 和子 1, 2，嶋本 早希 1，田中 暁子 1，山田 知見 2，槌田 圭一郎 1，佐和 貞治 2（1.公立南丹病院麻酔科，2.京都府立医
科大学麻酔科学教室） 
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DP92-6 脳組織酸素飽和度と簡易脳波モニタリングを使用した、心停止後症候群における脳蘇生評価の検討
森川 健太郎 1，萩原 祥弘 1，鈴木 茂利雄 1，山下 智幸 1，清水 敬樹 1，三宅 康史 2，有賀 徹 2（1.東京都立多摩総合医療
センター救命救急センター，2.昭和大学救急医学講座） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 93　中毒 ①（DP93-1～ DP93-6）

座長　岡田 保誠（公立昭和病院救命救急センター）
DP93-1 硫化水素中毒の 2例

佐藤 公亮，本田 英樹，萩原 竹一，佐藤 香菜子，神尾 学，高津 光，原田 龍一，岡 正樹（横須賀市立うわまち病院） 
DP93-2 重症有機リン中毒の救命限界の検討

田中 真生，川副 友，中島 強，柴田 尚明，麦生田 百代，米満 尚史，木田 真紀，島 幸宏，岩崎 安博，加藤 正哉（和歌
山県立医科大学救急集中治療医学講座） 

DP93-3 当院における有機リン中毒 2症例の比較検討
伊佐 泰樹，遠藤 武尊，金澤 綾子，入福浜 由奈，荒井 秀明，長田 圭司，原山 信也，二瓶 俊一，相原 啓二，蒲地 正幸
（産業医科大学病院集中治療部） 

DP93-4 中間症候群を呈した有機リン中毒の一例
新里 盛朗，梅村 武寛，土屋 洋之，新里 彰（沖縄県立南部医療センター救命救急センター） 

DP93-5 心停止を来した急性カフェイン中毒の一例
河野 圭史，永田 紗弥子，武藤 渚，山之井 智子，東 龍哉，中村 公輔（国家公務員共済組合連合会呉共済病院麻酔科） 

DP93-6 致死的大量カフェイン錠服薬にてきたした急性カフェイン中毒の一例
西村 健，岡本 彩那，藤崎 宣友，坂田 寛之，松田 健一，橋本 篤徳，上田 敬博，山田 勇，中尾 篤紀，小谷 穣治（兵庫
医科大学救急・災害医学講座） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 94　中毒・補助循環（DP94-1～ DP94-6）

座長　矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学）
DP94-1 メトトレキサート大量療法後の薬物中毒に対し血液吸着・血液透析の併用療法により治療しえた小児例

宇城 敦司，大塚 康義，奥村 将年，和田 翔，岩田 博文，菅 敏晃，宮内 清司，嶋岡 英輝（大阪市立総合医療センター
集中治療部） 

DP94-2 モルヒネ蓄積により急性中毒を来した慢性腎不全患者の一症例
江良 正，狩野 亘平，山田 周，北田 真己，櫻井 聖大，橋本 聡，橋本 章子，原田 正公，瀧 賢一郎，高橋 毅（国立病院
機構熊本医療センター） 

DP94-3 偶発性低体温による心肺停止症例に対し、経皮的心肺補助装置を用い神経学的後遺症なく救命し得た一例
金澤 綾子，原山 信也，遠藤 武尊，入福浜 由奈，荒井 秀明，伊佐 泰樹，長田 圭司，二瓶 俊一，相原 啓二，蒲地 正幸
（産業医科大学病院集中治療部） 

DP94-4 難治性心室細動におちいり経皮的心肺補助（PCPS）を要した急性リチウム中毒の 1例
白水 春香，山田 成美，増田 幸子，日宇 宏之，中道 親昭，高山 隼人（国立病院機構長崎医療センター救命救急セン
ター） 

DP94-5 アンジオテンシン II受容体拮抗薬の内服中に高カリウム血症を来し緊急血液透析を行った 2例
合田 慶介 1，川西 裕之 2，中村 仁 2，大西 淳司 2，池田 智子 2，井上 一由 2，谷津 祐市 2，平崎 盟人 2（1.香川県立中央病院，
2.香川県立中央病院麻酔科） 

DP94-6 高Mg血症を契機に敗血症，心肺停止に至った一例
佐藤 貴志（伊勢赤十字病院腎臓内科） 

10：20～ 11：20
一般演題 ポスター 95　内分泌・代謝 ②（DP95-1～ DP95-6）

座長　高橋 毅（国立病院機構熊本医療センター）
DP95-1 心筋保護液変更による周術期血糖値管理の変化

華山 悟，三田 範勝，高橋 利和，加賀谷 慎，三好 壮太郎（埼玉県立循環器呼吸器病センター麻酔科） 
DP95-2 著明な高血糖是正時の血清Na 値変動の意義

柳川 洋一 1，小日向 麻里子 1，大森 一彦 1，石川 浩平 1，大坂 裕通 1，日域 佳 1，三島 健太郎 1，大出 靖将 1，北川 裕 2，
井原 善明 2（1.順天堂大学医学部附属静岡病院救急診療科，2.沼津市立病院内科） 

DP95-3 SU剤による低血糖遷延に対し血液透析が有効であった一例
櫻井 ともえ，棚橋 順治，塩崎 美波，為近 舞子，高須 宏江 （名古屋第二赤十字病院） 

DP95-4 ICU入室時に低血糖を呈した症例
鈴木 陽世 1，瀬川 一 2，谷本 圭司 2，田中 具治 3，福田 和彦 3（1.独立行政法人国立病院機構京都医療センター麻酔科，
2.京都大学医学部附属病院集中治療部，3.京都大学医学部附属病院麻酔科） 
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DP95-5 救命救急センターにおける人工膵臓の血糖測定精度に関する検討
濱田 宏輝 1，上林 哲生 2，西本 香王里 3，藤永 純一 4，川上 真樹子 5，小畑 仁司 5，大石 泰男 5，秋元 寛 5（1.大阪府三島
救命救急センター検査科，2.大阪府三島救命救急センター臨床工学科，3.大阪府三島救命救急センター薬局，4.大
阪府三島救命救急センター看護科，5.大阪府三島救命救急センター救急科） 

DP95-6 構音障害と心電図異常を契機に診断された特発性副甲状腺機能低下症の 1例
藤永 潤 1，栗山 明 2，福岡 敏雄 2（1.倉敷中央病院救急科，2.倉敷中央病院総合診療科） 

15：30～ 16：40
一般演題 ポスター 96　弁膜疾患（DP96-1～ DP96-7）

座長　村田 光繁（慶應義塾大学医学部臨床検査医学）
DP96-1 うっ血性肝硬変を合併した重症三尖弁逆流に対して三尖弁手術を行った 3症例

大竹 一信（岡村記念病院麻酔科） 
DP96-2 感染性心内膜炎の術後に腸間膜動脈感染瘤が判明した一例

大塚 敏之 1，瑞慶覧 貴子 1，前田 武俊 1，松原 祥平 1，大城 康一 1，平沼 進 1，南渕 明宏 1，本田 尚典 2（1.大浜第一病院
循環器科，2.大浜第一病院集中治療部） 

DP96-3 重篤な合併症により ICU管理が必要であった感染性心内膜炎の 3例
渡辺 律雄 1，五十嵐 聖 1，藤木 伸也 1，富川 千絵 1，小川 理 1，曽川 正和 2（1.新潟県立中央病院循環器内科，2.新潟県
立中央病院心臓血管外科） 

DP96-4 内頚動脈ステント留置術施行中に心肺停止となり、緊急開胸術で救命できた大動脈弁狭窄症の周術期管理
田口 聡久，田中 亜紀，丹羽 崇，小島 明子，南 悦子，野垣 晴彦，熊田 佳孝，赤松 繁（松波総合病院） 

DP96-5 甲状腺クリーゼに合併した感染性心内膜炎の一手術症例
岡 隆紀 1，常深 孝太郎 1，三里 卓也 1，木村 るみ子 2，中島 正順 2，高岡 秀幸 2（1.愛仁会高槻病院心臓血管外科，2.愛
仁会高槻病院集中治療部） 

DP96-6 PTAVで血行動態の著明な改善を認めた超高齢者重症ASの 1例
山田 雄大，河田 祐佳，田邉 弦，熊井 優人，鈴木 圭太，山浦 誠，井戸 貴久，高橋 茂清，宮田 周作，青山 琢磨（木沢
記念病院循環器病センター循環器内科） 

DP96-7 大動脈弁置換術後に vasoplegic syndromeをきたした 1例
宮田 和人 1，木内 竜太 2，山口 聖次郎 2，富田 重之 2，渡邊 剛 2（1.ニューハートワタナベ国際病院麻酔科，2.ニュー
ハートワタナベ国際病院心蔵外科） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 97　虚血性心疾患・インターベンション ②（DP97-1～ DP97-6）

座長　山下 淳（東京医科大学病院循環器内科）
DP97-1 経皮的冠動脈形成術後に施行した鎖骨骨折手術後にステント血栓症を来たした一例

吉野 華菜 1，菅 規久子 1，菅家 裕子 1，阪本 浩平 1，安藤 嘉門 1，石川 明子 2，小澤 治子 2，森田 慶久 1，増田 純一 1

（1.川崎市立川崎病院，2.川崎市立井田病院） 
DP97-2 shockを呈する急性下壁心筋梗塞に遷延する意識障害を合併した 1例

小宮山 浩大 1，麻喜 幹博 1，小林 洋一 2，櫻田 春水 3（1.東京都立広尾病院循環器科，2.昭和大学医学部付属病院循環
器内科，3.東京都保健医療公社大久保病院） 

DP97-3 IABP、一時的ペーシングを挿入し肝部分切除術を行った、周術期心筋虚血のリスクの高い一症例
中里 桂子 1，長谷川 里里 1，岸川 洋昭 1，本郷 卓 1，杉田 慎二 1, 2，小林 克也 1, 2，竹田 晋浩 1, 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集中治療室） 

DP97-4 早期気管切開が奏効した人工呼吸器管理を要する急性心筋梗塞による心肺停止蘇生後の一例
川崎 智広（千葉西総合病院循環器内科） 

DP97-5 周術期における短時間作用型β遮断薬の効果について ─ランジオロールとホルター心電計を用いた比較検討─
中川 元文 1，樋口 慧 1，盛 直博 1，丸井 輝美 2，奥 和典 2，大嶽 浩司 1（1.昭和大学医学部麻酔科学講座，2.昭和大学藤
が丘病院麻酔科） 

DP97-6 ST上昇型心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成術の穿刺部位の検討：KICS registr y
永野 雅英，佐久田 豊，西上 和宏，中尾 浩一（済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科） 

15：30～ 16：40
一般演題 ポスター 98　不整脈 ②（DP98-1～ DP98-7）

座長　林 明聡（日本医科大学循環器内科）
DP98-1 小柄な 13歳女児心室細動蘇生例に対し植込み型除細動器を植込んだ一例

浅野 拓 1，越智 明徳 1，川崎 志郎 1，小貫 龍也 1，渡辺 則和 1，小林 洋一 1，三宅 康史 2，有賀 徹 2，土佐 泰祥 3，吉本 信
也 3（1.昭和大学医学部内科学講座循環器内科学部門，2.昭和大学医学部救急医学講座，3.昭和大学医学部形成外科
学講座） 

DP98-2 房室結節アブレーションが心不全のコントロールに有用であった心臓再同期療法中の 1例
宝田 顕 1，冨士田 康宏 1，朴 有紀 1，小林 正武 1，今井 靖子 1，渡邉 雅貴 1，矢崎 義直 1，里見 和浩 2，五関 善成 1，山科 
章 1（1.東京医科大学病院循環器内科，2.東京医科大学八王子医療センター循環器内科） 
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DP98-3 心室頻拍に対し右室腫瘍切除、カテーテルアブレーション治療、ICD留置を行った一例
中井 俊宏，井上 雅史，衣笠 梨絵，稲垣 雅昭，山崎 潤二（岐阜県立多治見病院救命救急センター・麻酔科） 

DP98-4 心室細動を頻回に認めた 17歳女性の冠攣縮性狭心症の 1例
中野 宏己，寶田 顕，矢崎 義直，五関 善成，山科 章（東京医科大学病院循環器内科） 

DP98-5 小児の致死性頻脈性不整脈に overdrive pacingが著効した一例
大道寺 洋顕，福田 龍将，中村 謙介，佐藤 琢郎，菊地 正広（日立総合病院救命救急センター救急集中治療部） 

DP98-6 開腹手術後（POD1）に完全房室ブロックを来たした症例
小幡 由佳子 1，小幡 良次 2（1.浜松医科大学付属病院集中治療部，2.浜松赤十字病院麻酔科） 

DP98-7 難治性心室頻拍に対する心外膜アプローチによるカテーテルアブレーション
寺澤 無量 1，里見 和浩 1，上原 萌子 1，岩崎 陽一 1，渡邉 圭介 1，大島 一太 1，喜納 峰子 1，小林 裕 1，高澤 謙二 1，山科 
章 2（1.東京医科大学八王子医療センター循環器内科，2.東京医科大学病院第二内科学講座） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 99　心肺蘇生 ②（DP99-1～ DP99-6）

座長　田勢 長一郎（福島県立医科大学附属病院高度救命救急センター）
DP99-1 当院集中治療部における偶発的低体温を伴う心肺停止蘇生後症例の検討

楢原 創，神山 治郎，松岡 宏晃，柳澤 晃広，金本 匡史，戸部 賢，日野原 宏，国元 文生，齋藤 繁（群馬大学医学部附
属病院集中治療部） 

DP99-2 低体温心肺停止患者の現状
三谷 英範，石松 伸一，大谷 典生，望月 俊明，宮道 亮輔，伊藤 恭太郎，三上 哲，田中 裕之，今野 健一郎（聖路加国
際病院救急部救命救急センター） 

DP99-3 低体温療法時代における心肺停止蘇生後脳症の現状
羽柴 克孝 1，中山 尚貴 2，中村 京太 1，森村 尚登 1，木村 一雄 2（1.横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命
救急センター，2.横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター） 

DP99-4 target temperature management（TTM）における血管内体温調節装置（Thermogard XP）の有用性についての検討
水山 勇人 1，水山 有紀 1，吉本 広平 1，臼元 典子 1，安達 普至 1，鮎川 勝彦 2（1.飯塚病院集中治療部，2.飯塚病院救命
救急センター） 

DP99-5 心停止後に低体温療法を施行した症例の予後と aEEG、rSO2の検討
伊原 慎吾，櫻井 淳，小松 智英，杉田 篤紀，山口 順子，守谷 俊，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治
療医学分野） 

DP99-6 院外心肺停止症例に対する脳機能モニタリングとしての脳波の検討
本多 満 1，一林 亮 1，横室 浩樹 1，吉原 克則 2，坪田 貴也 1，小池 秀樹 1，木下 利雄 1，佐藤 大輔 1，杉山 邦夫 3（1.東邦
大学医療センター大森病院救命救急センター，2.東邦大学医療センター大森病院救急災害統括部，3.東邦大学医
療センター大森病院臨床生理機能検査部） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 100　心肺停止　症例 ③（DP100-1～ DP100-6）

座長　清田 和也（さいたま赤十字病院救命救急センター）
DP100-1 胸骨圧迫による両側内胸動脈損傷に対して経皮的心肺補助装置下に経皮的動脈塞栓術を施行した一例

土井 貴仁，川上 将司，田原 良雄，本田 怜史，永井 利幸，浅海 泰栄，石原 正治，三田 祥寛，福田 哲也，安田 聡（国
立循環器病研究センター） 

DP100-2 胸骨圧迫の合併症と思われる心損傷を呈した 3症例
星野 虎生 1，田中 信大 1，山下 淳 1，山科 章 1，小泉 信達 2，松山 克彦 2，西部 俊哉 2，杭ノ瀬 昌彦 2，荻野 均 2（1.東京
医科大学病院循環器内科，2.東京医科大学病院心臓血管外科） 

DP100-3 術中に胸骨圧迫を施行し肝損傷をきたした 1症例
菅 淳 1，若松 弘也 2，鴛淵 るみ 2，西山 光郎 2，松田 憲昌 2，松本 聡 2，松本 美志也 2（1.周東総合病院外科，2.山口大学
医学部附属病院集中治療部） 

DP100-4 アナフィラキシーに伴う冠動脈攣縮、Kounis症候群が疑われた 1例
成田 知大，遠藤 英樹，千田 篤，庄古 知久（松戸市立病院救急救命センター） 

DP100-5 造影MRI検査後にアナフィラキシーショックで死亡した 1例
松本 泰幸 1，松尾 瑞恵 1，内藤 圭祐 2，海塚 安郎 1（1.社会医療法人製鉄記念八幡病院救急集中治療部，2.社会医療法
人製鉄記念八幡病院呼吸器内科） 

DP100-6 市民マラソン競技大会で心停止となった 3症例の検討
関谷 芳明，山田 均，前田 鉄之，荒木 祐一，高橋 大雄，段村 雅人，松宮 直樹（総合病院土浦協同病院救急集中治療科） 

15：30～ 16：20
一般演題 ポスター 101　心機能評価（DP101-1～ DP101-5）

座長　高松 道生（長野県厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院循環器内科）
DP101-1 日本人男性における心血管疾患に対する中心血行動態指標と血清指標の関連について

木村 一貴，冨山 博史，松本 知沙，小平 真理，椎名 一紀，山科 章（東京医科大学循環器内科） 
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DP101-2 FloTrac の新アルゴリズムは動脈圧心拍出量の過大変動を改善させる ─フェニレフリン単回投与時の検討─
安藤 嘉門 1，菅 規久子 1，阪本 浩平 1，吉野 華菜 1，菅家 裕子 1，森田 慶久 1，増田 純一 1，石川 明子 2，小沢 治子 2

（1.川崎市立川崎病院麻酔科，2.川崎市立井田病院麻酔科） 
DP101-3 心嚢穿刺時における連続的動脈圧心拍出量測定 （APCO） の有効性の検討

山添 正博 1, 2，水野 篤 1，新沼 廣幸 1，西 裕太郎 2，磯部 光章 2，丹羽 公一郎 1（1.聖路加国際病院循環器内科，2.東京
医科歯科大学大学院循環制御内科学） 

DP101-4 観血的動脈測定と非観血的動脈測定の差に影響する因子の検討
熊澤 淳史，青柳 健一，小畠 久和，小原 章敏（市立堺病院集中治療科） 

DP101-5 定量化毛細血管再充満時間（Q-CRT）と組織潅流に係る研究：自動指尖圧迫装置による至適圧の検討
森村 尚登，大井 康史，大塚 剛，松森 響子，六車 崇，谷口 隼人，問田 千晶，土井 智喜，松崎 昇一，中村 京太（横浜
市立大学大学院医学研究科救急医学） 

15：30～ 16：40
一般演題 ポスター 102　心合併症（DP102-1～ DP102-7）

座長　佐藤 直樹（日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科集中治療室）
DP102-1 周術期心タンポナーデ解除の外科的アプローチ

中村 健，深沢 学，鈴木 耕太郎，川原 優（山形県立中央病院心臓血管外科） 
DP102-2 食道癌に対する胸骨後胃管再建術後に心タンポナーデを来した 3症例

田代 貴大，中嶋 淑心，新森 大佑，小寺 厚志，鷺島 克之，蒲原 英伸，木下 順弘（熊本大学医学部付属病院集中治療部） 
DP102-3 ヘパリン起因性血小板減少症の管理中に塞栓症を起こした劇症型好酸球性心筋症の 1例

朴 有紀，渡邉 雅貴，小林 正武，星野 虎生，今井 靖子，山下 淳，田中 信大，山科 章（東京医科大学病院循環器内科） 
DP102-4 Advanced thymomaからの出血による心タンポナーデショックの一例

田中 睦郎 1，岡本 実 1，多森 靖洋 2，芳賀 芳夫 3，村山 寿彦 4（1.国立病院機構熊本医療センター心臓血管外科，2.国
立病院機構熊本医療センター外科，3.国立病院機構熊本医療センター臨床研究部，4.国立病院機構熊本医療セン
ター病理診断科） 

DP102-5 リドカイン中毒に対する脂肪製剤治療の 1例
塩屋 悠斗，東 倫子，日下 琢雅，山本 尚範，波多野 俊之，江島 正志，沼口 敦，角 三和子，田村 有人，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP102-6 逆たこつぼ心筋症様病像を呈した脳幹部動静脈奇形破裂に合併した神経原性肺水腫の一例
伊藤 誠，砂川 将直，福本 剛之，新屋 苑恵，角 千恵子，中村 久美子，田村 尚（山口県立総合医療センター麻酔科） 

DP102-7 前腕手術に対する腕神経叢ブロック施行を契機にたこつぼ型心筋症を発症した 1症例
野口 輝夫 1，堀内 俊孝 1，山口 綾子 1，藤原 さやか 1，栗田 直子 1，竹田 政史 1, 2，謝 慶一 1, 3，長畑 敏弘 1（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中央手術部，3.社会医療法人生
長会ベルランド総合病院集中治療部） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 103　感染 ⑦（DP103-1～ DP103-6）

座長　井上 義博（岩手医科大学医学部救急医学）
DP103-1 気管支鏡下膿瘍ドレナージが有効であった一例

土田 真史，渡慶次 賀博，伊藝 千紗，親泊 翔平，前泊 秀斗，小畑 慎也，西島 功，伊波 潔（医療法人沖縄徳洲会中部
徳洲会病院集中治療部） 

DP103-2 重症ムコール感染症に起因した腹腔内出血と消化管穿孔の一例
江川 悟史 1，川上 大裕 2，武田 親宗 2，植田 浩司 2，瀬尾 龍太郎 2，下薗 崇宏 2，美馬 裕之 2，山崎 和夫 2（1.兵庫県災害
医療センター，2.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科集中治療部） 

DP103-3 積極的な抗酸菌塗抹検査が結核性髄膜炎の早期診断に有用だった一症例
安部 美希子，平田 淳一，尾鼻 康朗，大家 宗彦，公文 啓二（近畿大学医学部奈良病院） 

DP103-4 抗NMDA受容体関連脳炎の 3例
眞田 千穂 1，安藤 幸吉 1，楠本 耕平 2，筆田 廣登 1，村田 祐二 3，山内 正憲 4（1.仙台市立病院麻酔科，2.仙台市立病院
小児科，3.仙台市立病院救命救急部，4.東北大学麻酔科） 

DP103-5 Edwardsiella tardeによる敗血症と溶血性尿症候群を生じたが救命できた一症例
杉木 馨，小池 由美子，長谷 洋和，若槻 信，宇野 幸彦，高田 真二，澤村 成史（帝京大学医学部附属病院麻酔科） 

DP103-6 明らかな外傷歴を認めなかった破傷風（3期）の一例
田中 卓，吉田 省造，福田 哲也，鈴木 浩大，山田 法顕，中野 志保，中野 通代，吉田 隆浩，豊田 泉，小倉 真治（岐阜
大学医学部附属病院高度救命センター） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 104　感染 ⑧（DP104-1～ DP104-6）

座長　大谷 典生（聖路加国際病院救急部・救命救急センター）
DP104-1 多発透析アミロイド結節に混在した多発膿瘍に対する集中治療の一例

海野 仁 1，大林 正和 1，松井 智文 1，星野 あつみ 1，松島 暁 1，松田 直之 2（1.掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合
医療センター，2.名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 
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DP104-2 マグネシウム大量投与にて筋弛緩薬を使用せず筋痙攣をコントロールしえた破傷風の一例
塩島 裕樹，金尾 邦生，土井 賢治，伊藤 壮一，田熊 清継（川崎市立川崎病院救急科） 

DP104-3 びまん性肺胞出血から診断に至った播種性糞線虫症の一例
登 祐哉 1，早坂 朋彦 1，江川 悟史 2，武田 親宗 1，川上 大裕 1，植田 浩司 1，瀬尾 龍太郎 1，下薗 崇宏 1，美馬 裕之 1，山
崎 和夫 1（1.神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科集中治療部，2.兵庫県災害医療センター） 

DP104-4 極力抗菌薬投与を減らした熱傷患者管理を目指して
松尾 瑞恵，海塚 安郎（社会医療法人製鉄記念八幡病院） 

DP104-5 単純ヘルペスウイルス（HSV）感染から重症急性肝炎・血球貪食症候群（HPS）を呈した一例
木下 喬公，端野 琢哉，矢部 光一郎，藤原 周一（関西電力病院） 

DP104-6 血漿交換により救命した大腸菌O157関連溶血性尿毒症症候群の 1例
高野 信二 1，福田 直子 2，多田 文彦 3，大下 修造 3（1.四国こどもとおとなの医療センター救命救急センター，2.四国
こどもとおとなの医療センター消化器内科，3.四国こどもとおとなの医療センター麻酔科） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 105　感染 ⑨（DP105-1～ DP105-6）

座長　志賀 英敏（帝京大学ちば総合医療センター救急集中治療センター）
DP105-1 気管支鏡が関連したMRSAアウトブレイク

中村 造 1，関根 秀介 2, 3，今泉 均 2, 3，櫻井 宣子 3，川原 千香子 3，内野 博之 2, 3（1.東京医科大学病院感染制御部，2.東
京医科大学病院麻酔科学講座，3.東京医科大学病院集中治療部） 

DP105-2 臨床的に LZDが無効であった重症熱傷によるMRSA敗血症の 3例
花岡 勅行，江藤 敏，藤芳 直彦（千葉県救急医療センター集中治療科） 

DP105-3 2013年における喀痰から検出されたMRSAのMICの解析
稲葉 正人，高谷 悠大，東 倫子，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，高橋 英夫，松田 直之（名古屋大学大学院医学系研
究科救急・集中治療医学分野） 

DP105-4 大規模大学病院と ICUにおけるダプトマイシン耐性MRSA株出現状況の検討
小松 聖史 1，山下 千鶴 1，高木 沙央里 1，柳 明男 1，前田 隆求 1，福島 美奈子 1，栃井 都紀子 1，安岡 なつみ 1，石川 清仁 2，
西田 修 1（1.藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座，2.藤田保健衛生大学医学部腎泌尿器外科学講座） 

DP105-5 当院外科系集中治療部における多剤耐性βラクタマーゼ産生菌の増加についての検討
平井 昂宏 1，貝沼 関志 2，長谷川 和子 1，水野 祥子 1，石田 祐基 1，青山 正 1，市川 崇 1，鈴木 章悟 3，高橋 英夫 4，西脇 
公俊 3（1.名古屋大学医学部付属病院麻酔科，2.名古屋大学医学部付属病院外科系集中治療部，3.名古屋大学大学院
医学系研究科麻酔・蘇生医学講座，4.名古屋大学大学院医学系研究科救急集中治療医学講座） 

DP105-6 ERにおける extended-spectrum β-lactamase（ESBL）産生E.coli菌血症症例の検討
川上 大裕，武田 親宗，植田 浩司，瀬尾 龍太郎，下薗 崇宏，美馬 裕之，山崎 和夫（神戸市立医療センター中央市民
病院麻酔科集中治療部） 

15：30～ 16：20
一般演題 ポスター 106　肝・胆・膵 ②（DP106-1～ DP106-5）

座長　増野 智彦（日本医科大学高度救命救急センター）
DP106-1 自然破裂、TAE後開腹腫瘍切除術で大量出血を来たし、救命できなかった肝血管腫の一例

桐林 真澄 1，倉敷 達之 1，寺岡 麻梨 2（1.鳥取赤十字病院麻酔科，2.鳥取大学医学部附属病院救命救急センター） 
DP106-2 β遮断薬により重症肝性脳症を発症した一例

岡 英明（松山赤十字病院腎センター） 
DP106-3 ICU入室成人肝移植術後のRRT施行症例の臨床像についての検討

酒井 佳奈紀，井口 直也，内山 昭則，藤野 裕士（大阪大学医学部附属病院集中治療部） 
DP106-4 III度熱中症による急性肝不全に対して，肝アシアロシンチグラフィー（肝GSA）をおこなった一例

黒田 浩光 1，巽 博臣 2，升田 好樹 2，今泉 均 3，山本 修司 1，一瀬 廣道 1，菅野 麻琴 1，望月 宏樹 1，赤塚 正幸 1（1.帯広
厚生病院麻酔科，2.札幌医科大学医学部集中治療医学講座，3.東京医科大学医学部麻酔科学講座集中治療部） 

DP106-5 超音波内視鏡下吸引穿刺生検術後に血胸を来した 1例
斉藤 仁志 1，石川 岳彦 1，丸藤 哲 2，森本 裕二 1（1.北海道大学病院侵襲制御医学講座麻酔科，2.北海道大学病院急性
期先進医療センター） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 107　凝固線溶・HIT（DP107-1～ DP107-6）

座長　西山 友貴（品川志匠会病院）
DP107-1  Heparin Measurement SystemTMでは分からなかったヘパリンリバウンド症例

鮫島 由梨子，小高 光晴，市川 順子，安藤 一義，金子 吾朗，岡村 圭子，黒川 桂子，丸渕 貴仁，西山 圭子，小森 万希
子（東京女子医科大学東医療センター麻酔科） 

DP107-2 抗リン脂質抗体症候群による深部静脈血栓症にヘパリン起因性血小板減少症を合併した 1例
井手 亮太，宮本 和幸，山本 大輔，海老原 直樹，川口 絢子，橋本 香織，山下 智幸，田中 俊生，三宅 康史，有賀 徹（昭
和大学医学部救急医学講座） 
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DP107-3 集中治療が必要な患者におけるヘパリン起因性血小板減少症に対するアルガトロバン投与量の検討 
井口 直也，平松 大典，大田 典之，内山 昭則，藤野 裕士（大阪大学医学部附属病院集中治療部） 

DP107-4 機能的測定法によりヘパリン起因性血小板減少症の確定診断に至った 1症例
高田 眞紀子 1，前田 琢磨 2，宮田 茂樹 2（1.東京都立多摩総合医療センター麻酔科，2.国立循環器病研究センター輸
血管理室） 

DP107-5 ワーファリン内服中の脳出血患者における、第 9因子製剤によるワーファリン拮抗の投与量と有効性に関して
佐々木 庸郎 1，岡田 保誠 1，稲川 博司 1，小島 直樹 1，山口 和将 1，今村 剛朗 1，松吉 健夫 1，澄田 奏子 1，渡辺 隆明 1，
張 京浩 2（1.公立昭和病院救命救急センター，2.東京大学医学部附属病院麻酔科） 

DP107-6 新規経口抗凝固薬服用中の患者の脳出血症例の検討
児玉 英一，米良 千春（潤和会記念病院薬剤管理室） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 108　気道・呼吸・呼吸管理（DP108-1～ DP108-6）

座長　山崎 和夫（神戸市立医療センター中央市民病院麻酔科）
DP108-1 人工呼吸器関連難治性気胸に対して有効であったEndobronchial Watanabe Spigotによる気管支充填術

松田 靖弘，山田 元大，鈴木 慧太郎，薬師寺 泰匡，栗原 敦洋，鍛冶 有登，篠崎 正博（岸和田徳洲会病院救命救急セ
ンター） 

DP108-2 左右独立換気と集約的治療により良好な経過をたどった気管支断端瘻の 1例
益本 憲太郎，上里 杏奈，原 直美，沖田 綾乃，井門 千聡，清川 聖代，柿沼 孝泰，矢数 芳英，今泉 均，内野 博之（東
京医科大学麻酔科学分野） 

DP108-3 胸部手術後、短期人工呼吸が必要であった 3例
首藤 誠，正岡 光智子（独立行政法人四国がんセンター麻酔科） 

DP108-4 抗菌薬加療に難渋する有瘻性膿胸に対してEndobronchial Watanabe Spigot（EWS）と胸膜掻把術を施行した 1例
鈴木 皓佳，望月 俊明，三上 哲，宮道 亮輔，大谷 典生，石松 伸一（聖路加国際病院救急部） 

DP108-5 開心術後の陽圧換気により高度気胸を呈し、肺瘻閉鎖術を施行した一例
西周 祐美，倉橋 清康，大塚 将秀，後藤 正美，刈谷 隆之，石川 玲利，浅見 優（横浜市立大学附属市民総合医療センター
集中治療部） 

DP108-6 気管瘻を伴う広範囲な気管潰瘍を合併した肺切除術後患者の周術期管理の経験
藤井 智章，杉本 憲治，井上 芳門，太田 祐介，古田 裕子，棚橋 順治，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中
治療部） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 109　呼吸・呼吸管理 ①（DP109-1～ DP109-6）

座長　赤松 繁（松波総合病院集中治療部）
DP109-1 積極的な肺保護を目指した高頻度振動換気プロトコールの可能性

横山 俊樹 1，長谷川 隆一 2，谷口 博之 1，近藤 康博 1，木村 智樹 1，片岡 健介 1，松田 俊明 1，榊原 利博 3（1.公立陶生病
院呼吸器・アレルギー疾患内科，2.水戸協同病院救急・集中治療部，3.半田市立半田市民病院呼吸器内科） 

DP109-2 High Frequency Oscillator y Ventilation （HFOV）が奏功したインフルエンザ重症呼吸不全の 1症例
藤崎 宣友，岡本 彩那，満保 直美，寺嶋 真理子，中尾 篤典，小谷 穣治（兵庫医科大学救急・災害医学講座） 

DP109-3 麻酔器・人工呼吸器によるVCV・DCVの新生児呼吸器モデルへの適用 ─シミュレーション研究─
山口 嘉一，宮下 徹也，佐々木 誠，松田 優子，高木 俊介，塩田 将，水谷 健司，山口 修，後藤 隆久（横浜市立大学医
学部生体制御・麻酔科学） 

DP109-4 Metran R100の換気評価：モデル肺を用いた検討
湯本 哲也 1，長野 修 2，平山 敬浩 1，芝 直基 1，塚原 紘平 1，寺戸 通久 3，佐藤 圭路 1，鵜川 豊世武 1，市場 晋吾 3，氏家 
良人 1（1.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学分野，2.高知大学医学部災害・救急医療学講座，3.岡山大学
大学院医歯薬学総合研究科地域医療学講座） 

DP109-5 完全クローズドシステム『INTELLiVENT-ASV（IV-ASV）』を用いた心臓大血管手術後の人工呼吸ウィーニング
小池 奈央 1，福島 聡一郎 1, 2，機世橋 美由紀 1，林 美鈴 1，小田 浩央 1，真玉橋 由衣子 1，照屋 孝二 1，渕上 竜也 1，垣花 学 1，
須加原 一博 1（1.琉球大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部，2.沖縄県立北部病院麻酔科） 

DP109-6 Neural Adjusted Ventilator y Assist （NAVA）が有用であったECMO後症例の呼吸様式の解析
方山 真朱，後藤 祐也，森 庸介，宮崎 裕也，佐藤 庸子，尾崎 眞，小谷 透（東京女子医科大学麻酔科・中央集中治療部） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 110　呼吸管理 ②（DP110-1～ DP110-6）

座長　丸山 一男（三重大学麻酔集中治療学）
DP110-1 人工呼吸器関連イベントにおける早朝のみの調査の妥当性について

内藤 貴基，津久田 純平，片岡 惇，則末 泰博，藤谷 茂樹（東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科） 
DP110-2 当院救命 ICUにおける人工呼吸管理の現状

宮部 浩道 1，田口 瑞希 3，波柴 尉充 1，富野 敦稔 2，加納 秀記 1，津田 雅庸 1，服部 友紀 1，植西 憲達 3，平川 昭彦 2，武
山 直志 1（1.藤田保健衛生大学医学部救命救急医学，2.藤田保健衛生大学医学部災害外傷外科，3.藤田保健衛生大
学医学部救急総合内科） 
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DP110-3 当院救命センターICUにおける人工呼吸期間の検討
浅井 英樹 1，福島 英賢 1，古賀 麻衣子 2，則本 和伸 1，関 匡彦 1，川井 廉之 1，岩村 あさみ 1，奥地 一夫 1（1.奈良県立医
科大学医学部救急医学講座，2.奈良県立医科大学付属病院看護部） 

DP110-4 当院Medical ICUにおける人工呼吸器症例の臨床的検討
鈴木 学 1，山本 章太 1，岡本  竜哉 2，泉 信有 1，竹田 雄一郎 1，放生 雅章 1，杉山 温人 1（1.国立国際医療研究センター
呼吸器内科，2.国立国際医療研究センター集中治療室） 

DP110-5 当院における重症患者の長期人工呼吸管理の実態調査
永田 功，長島 道生，山田 広之，小宮 良輔，籐 雅文，畠山 淳司，佐伯 有香，庄司 創馬，伊籐 敏孝，武居 哲洋（横浜
市立みなと赤十字病院集中治療部） 

DP110-6 当院 Surgical ICUにおける人工呼吸器設定の傾向と予後について
山本 章太 1，鈴木 学 1，岡本 竜哉 2，泉 信有 1，竹田 雄一郎 1，放生 雅章 1，杉山 温人 1（1.国立国際医療研究センター
呼吸器内科，2.国立国際医療研究センター集中治療室） 

15：30～ 16：40
一般演題 ポスター 111　重症度・予後予測（DP111-1～ DP111-7）

座長　石川 康朗（おゆみの中央病院循環器内科）
DP111-1 重症患者における体重増加率と死亡との関係

神山 治郎 1，松岡 宏晃 1，柳澤 晃広 1，楢原 創 1，金本 匡史 1，戸部 賢 1，日野原 宏 1，国元 文生 1，齋藤 繁 1，吉川 大輔 2 
（1.群馬大学医学部附属病院集中治療部，2.伊勢崎市民病院麻酔科） 

DP111-2 頚部および鼠径部穿刺による血液ガスデータの比較 ─脳機能予後因子としての可能性─
師岡 誉也 1，大川 惇平 2，森本 健 2，濱中 裕子 2，重光 胤明 2，石川 順一 2，福家 顕宏 2，有元 秀樹 2，宮市 功典 2，林下 
浩士 2（1.大阪市立総合医療センター救命救急センター・脳神経外科，2.大阪市立総合医療センター救命救急セン
ター） 

DP111-3 E-CPR導入後における乳酸クリアランスの治療指標としての有用性についての検討
中道 嘉，折田 智彦，豊田 幸樹年，佐藤 智洋，松本 松圭，廣江 成欧，小林 陽介，山崎 元靖，北野 光秀（済生会横浜
市東部病院救急科） 

DP111-4 高エネルギー外傷患者における入院早期アンチトロンビン活性値およびD-ダイマー値と重症度の関連について
高橋 完 1，藤井 恵美 1，今宿 康彦 2，山根 哲信 1，浜本 徹 1，辻田 靖之 1，田畑 貴久 1，松村 一弘 1，北川 裕利 2，江口 豊 1 
（1.滋賀医科大学救急・集中治療医学講座，2.滋賀医科大学麻酔学講座） 

DP111-5 来院時心肺停止症例に対するD-dimer、可溶性フィブリンモノマー複合体の有用性の検討
西田 翼，中川 五男，鳥越 勇佑，佐々木 貫太郎（独立行政法人労働者健康福祉機構中国労災病院救急部） 

DP111-6 酸素需給に基づくバイオマーカー分類と予後予測の検討
浅田 敏文 1，山本 幸 2，青木 悠太 1，土井 研人 1，橘田 要一 1，中島 勧 1，矢作 直樹 1（1.東京大学医学部附属病院救急
部集中治療部，2.日立総合病院） 

DP111-7 肺切除の既往を有する患者における胸腔鏡下食道亜全摘術の周術期管理
盛 直博 1，奥 和典 2，中川 元文 1，樋口 慧 1，大嶽 浩司 1（1.昭和大学医学部麻酔科学講座，2.昭和大学藤が丘病院麻
酔科） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 112　術後予後予測（DP112-1～ DP112-6）

座長　小林 洋二（恩賜財団岡山済生会総合病院麻酔科）
DP112-1 食道癌術後管理における lactate clearanceの有用性の検討

藤田 泰宣，大橋 祥文，竹田 みちる，鳥井 直子，藤井 尚子，日生下 由紀，園田 俊二，大川 恵，飯田 裕司，谷上 博信
（大阪府立成人病センター中央手術科） 

DP112-2 当院における食道癌術後合併症予測因子の検討
武田 親宗，植田 浩司，川上 大裕，朱 祐珍，瀬尾 龍太郎，下薗 崇宏，美馬 裕之，山崎 和夫（神戸市立医療センター
中央市民病院麻酔科集中治療部） 

DP112-3 Surgical Apgar Score（SAS）を用いた消化器外科手術の術後予測
出口 志保，梅垣 修，大地 史広，下山 雄一郎 ，日下 祐介，門野 紀子，日外 知行（大阪医科大学附属病院） 

DP112-4 Surgical Apgar Scoreを利用した腹部手術の予後・合併症・在院日数予測と周術期管理
向井 信貴，前島 拓，王 利明，深堀 晋，笠井 章次，南 盛一，吉川 大太郎，唐崎 秀則，河野 透，北川 真吾（札幌東徳
洲会病院外科） 

DP112-5 敗血症における SOFAスコアの問題点（AKI分類について）
亀井 純，辻本 登志英，是永 章，山崎 一幸，山田 裕樹，置塩 裕子，千代 孝夫（日本赤十字社和歌山医療センター集
中治療部） 

DP112-6 敗血症における SOFAスコアの問題点 （昇圧剤について）
是永 章，辻本 登志英，山田 裕樹，山崎 一幸，置塩 裕子，亀井 純，千代 孝夫（日本赤十字社和歌山医療センター集
中治療部） 
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15：30～ 16：20
一般演題 ポスター 113　小児　血液浄化（DP113-1～ DP113-5）

座長　嶋岡 英輝（大阪市立総合医療センター集中治療センター）
DP113-1 小児の腫瘍崩壊症候群による高リン酸血症に対して持続血液浄化療法が有効であった 1例

澤田 奈実，守谷 俊，桑名 司，小豆畑 丈夫，櫻井 淳，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野） 
DP113-2 小児持続血液濾過透析の現状と課題

松本 正太朗，西村 奈穂（国立成育医療研究センター病院集中治療科） 
DP113-3 小児溶血性尿毒症症候群（hemolytic uremic syndrome: HUS）における急性血液浄化療法

中村 智之，内山 壮太，河田 耕太郎，早川 聖子，柳 明男，小松 聖史，秋山 正慶，栗山 直英，山下 千鶴，西田 修（藤
田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

DP113-4 小児循環器集中治療領域における急性血液浄化療法
濱本 奈央，三浦 慎也，中野 諭，大崎 真樹（静岡県立こども病院循環器集中治療科） 

DP113-5 当PICUでの小児血液浄化療法の検討
峰尾 恵梨，安藤 寿，石井 正浩（北里大学医学部小児科） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 114　小児　集中治療（DP114-1～ DP114-6）

座長　橘 一也（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）
DP114-1 重篤小児診療の現況と課題 ─救命救急センターの診療実績から─

六車 崇 1，問田 千晶 1，篠原 真史 1，中村 京太 2，春成 伸之 1，松崎 昇一 1，藤原 豊 1，濱田 幸一 1，森村 尚登 2（1.横浜
市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター，2.横浜市立大学医学部医学科救急医学教室） 

DP114-2 演題取り下げ
DP114-3 埼玉県における初めての小児救命救急センターの試み

櫻井 淑男，田村 正徳（埼玉医科大学総合医療センター小児科） 
DP114-4 熊本大学病院集中治療室における小児症例の管理について

坂本 理恵子 1，蒲原 英伸 2，木下 順弘 2（1.熊本大学病院小児科，2.熊本大学病院集中治療部） 
DP114-5 過去 3年間における 0-15歳の大学病院 ICU入室症例の検討

中村 美穂，山口 由美，岡島 正樹，野田 透，喜多 大輔，越田 義尚，佐藤 康次，関 晃裕，相楽 明宏，谷口 巧（金沢大
学附属病院集中治療部） 

DP114-6 当院における重篤小児医療の現状
石川 健，古川 ひろみ，和田 泰格，高田 彰，赤坂 真奈美，高橋 信，亀井 敦，遠藤 幹也，小山 耕太郎，千田 勝一（岩
手医科大学小児科） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 115　小児　循環（DP115-1～ DP115-6）

座長　岩崎 達雄（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学分野）
DP115-1 急激な経過で死亡した拘束型心筋症の乳児例

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

DP115-2 感染性心内膜炎に感染性脳動脈瘤破裂を合併したFallot四徴症根治術後の 1症例
高田 由以子 1，谷本 和香奈 2，鷹取 誠 1（1.広島市立広島市民病院，2.福山市民病院） 

DP115-3 心室中隔欠損症術後のダウン症候群患者の鎮静、鎮痛についての検討
大塚 康義，嶋岡 英輝，宇城 敦司，宮内 清司，岩田 博文，菅 敏晃，和田 翔，奥村 将年（大阪市立総合医療センター） 

DP115-4 島根大学医学部附属病院における小児心臓手術開始の取り組み
森 英明 1，二階 哲朗 3，平出 律子 1，南 浩太郎 1，太田 淳一 3，串崎 浩行 3，三原 亨 3，齊藤 洋司 2（1.島根大学医学部附
属病院麻酔科，2.島根大学医学部麻酔科学講座，3.島根大学医学部附属病院集中治療部） 

DP115-5 先天性心疾患術後出血量の予測としてROTEMの有用性の検討
片山 望，戸田 雄一郎，岩崎 達雄，清水 一好，金澤 伴幸，杉本 健太郎，武藤 典子，川出 健嗣，名原 功，森松 博史（岡
山大学病院麻酔科蘇生科） 

DP115-6 PDEⅢ阻害薬で管理し得た重症頭部外傷後の小児たこつぼ型心筋症の 1症例
大辻 真理 1，藤田 基 1，水口 市子 1，金子 唯 2，末廣 栄一 1，宮内 崇 1，金田 浩太郎 1，河村 宜克 1，小田 泰崇 1，鶴田 良
介 1（1.山口大学医学部付属病院先進医療センター，2.熊本大学医学部付属病院救急・総合診療部） 

15：30～ 16：40
一般演題 ポスター 116　多臓器不全・敗血症 ③（DP116-1～ DP116-7）

座長　藤田 義人（愛知医科大学麻酔科学講座）
DP116-1 敗血症症例における初回受診時血糖値の意義

古川 誠，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野） 
DP116-2 発熱を指標とした中用量メチルプレドニゾロン持続静注による高サイトカイン血症コントロールの検討

高田 基志 1，蓮田 淳 1，大崎 友宏 1，上松 友希 1，垂石 智重子 1，酢谷 朋子 1，鈴木 照 1，山本 拓巳 2（1.総合大雄会病院
麻酔科，2.岐阜大学大学院医学系研究科麻酔科疼痛治療科） 
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DP116-3 当センターでのARDSを合併した敗血症性ショックの予後の検討
江口 善友 1，市川 通太郎 2，大石 奏 2，望月 勝徳 2，高山 浩史 2，新田 憲市 2，今村 浩 2，岡元 和文 2，具嶋 泰弘 1，前原 
潤一 1（1.済生会熊本病院救命救急センター，2.信州大学付属病院高度救命救急センター） 

DP116-4 重症感染症に対する治療戦略：救命救急外科医の立場から
川嶋 隆久，加藤 隆之，柴田 宗一郎，田中 敦，陵城 成浩，丸川 征四郎（医誠会病院） 

DP116-5 救命センターにおける敗血症死亡症例の検討
松嶋 麻子，木口 雄之，梅村 穣，田中 宏典，山本 篤史，吉村 旬平，渡邊 篤，舟久保 岳央，稲留 直樹，藤見 聡（大阪
府立急性期・総合医療センター救急診療科） 

DP116-6 当施設での重症敗血症患者の治療成績
富永 直樹，磐井 佑輔，福田 令雄，北橋 章子，桑本 健太郎，石之神 小織，小柳 正雄，久野 将宗，諸江 雄太，畝本 恭
子（日本医科大学多摩永山病院救命救急センター） 

DP116-7 汎血球凝集反応により輸血に苦慮した敗血症の一例
重松 研二，山下 まり，岩下 耕平，櫻井 静佳，佐宗 誠，十時 崇彰，山浦 健（福岡大学医学部麻酔科学） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 117　敗血症 ④（DP117-1～ DP117-6）

座長　美馬 裕之（神戸市立医療センター中央市民病院）
DP117-1 敗血症性ショックに対するPMX無効症例の検討

越田 嘉尚，吉田 太治，山口 由美，山本 剛史，佐藤 康次，喜多 大輔，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大学付属病
院集中治療部） 

DP117-2 EAA値を基にした重症敗血症の治療 ─PMXの適応についての検討
関根 秀介，崔 英姫，長島 史明，齋木 巌，屋良 美紀，竹下 裕二，富野 美紀子，西山 隆久，今泉 均，内野 博之（東京
医科大学麻酔科学分野） 

DP117-3 当院 ICUにおける重症感染症での血液浄化とPMX-DHP治療の検討
三木 靖雄 1，寺島 嗣明 1，岩倉 賢也 1，熊谷 常康 1，青木 瑠里 2，梶田 裕加 1，野口 裕記 1，竹内 昭憲 1，井上 保介 2，中
川 隆 1（1.愛知医科大学病院高度救命救急センター救命救急科，2.愛知医科大学地域救急医療学寄附講座） 

DP117-4 当院センターにおける重症敗血症に対するPMX-DHPの検討
岡本 彩那，山田 太平，坂田 寛之，松田 健一，西村 健，藤崎 宣友，橋本 篤徳，寺嶋 真理子，上田 敬博，小谷 穣治（兵
庫医科大学救命救急センター） 

DP117-5 心臓血管外科領域における敗血症性ショックに対するエンドトキシン吸着療法（PMX）の有用性
廣瀬 圭一，仁科 健，金光 尚樹，水野 明宏，安水 大介，矢田 匡，恩賀 陽平，橋本 武昌，山中 一朗（財団法人天理よ
ろづ相談所病院心臓血管外科） 

DP117-6 APACHEII scoreによる重症度評価に基づいた下部消化管穿孔、壊死症例におけるPMX-DHPの導入基準
吉川 健治，田端 志郎，冬田 昌樹（耳原総合病院外科） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 118　中枢神経　モニタリング ②（DP118-1～ DP118-6）

座長　森本 裕二（北海道大学麻酔・周術期医学分野）
DP118-1 フラクレットTMを用いた集中治療の患者における自律神経系活性の評価の試みⅡ

間藤 卓 1，松枝 英世 2，中田 一之 1，山口 充 1，大瀧 聡史 1，有馬 史一 2，奈倉 武朗 1，土屋 守克 3，大井 秀則 1，杉山 聡 1

（1.埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター，2.埼玉医科大学総合医療センター救急科，3.日本医療
科学大学保健医療学部看護学科） 

DP118-2 瞳孔記録計NPi-100の使用経験 ─有用性と応用性─
石井 圭亮，田邉 三思，黒澤 慶子，野口 隆之（大分大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

DP118-3 瞳孔記録計　NPiTM-100 の使用経験
大坪 里織 1，安藤 維洋 1，山崎 茜 2，佐野 真樹子 2，加藤 雅子 2，西山 隆 1（1.神戸大学医学部附属病院救急部，2.神戸
大学医学部附属病院看護部） 

DP118-4 Therapeutic hypothermiaを確実に行うための温度管理
守谷 俊，櫻井 淳，木下 浩作（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野） 

DP118-5 2次救急病院における神経集中治療 ─安全かつ簡便で有効な方法の確立、積極的脳平温療法を中心として─
榊原 毅彦 1，松井 淳琪 2，松井 寿美 2（1.医療法人同仁会京都九条病院脳神経外科，2.医療法人同仁会京都九条病院
麻酔科） 

DP118-6 保存的加療を行った脳出血患者の急性期血圧管理の検討
山田 哲久 1，名取 良弘 2，今本 尚之 2，古賀 広道 2，村上 信哉 2，舟越 勇介 2（1.飯塚病院救急部，2.飯塚病院脳神経外科） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 119　中毒 ②（DP119-1～ DP119-6）

座長　宮内 雅人（日本医科大学高度救命救急センター）
DP119-1 アンモニアガス吸入による気道化学熱傷の 2例

一宮 優子 1, 2，賀来 典之 1, 2，水口 壮一 1, 2，平田 悠一郎 1, 2，李 守永 1, 2，馬場 晴久 1, 2，野田 英一郎 1，安田 光宏 1，前原 
喜彦 1，原 寿郎 2（1.九州大学病院救命救急センター，2.九州大学大学院成長発達医学分野） 
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DP119-2 パーマネントウェーブ剤第 2液中毒の一例
原田 正公，江良 正，狩野 亘平，山田 周，櫻井 聖大，北田 真己，橋本 聡，橋本 章子，瀧 賢一郎，高橋 毅（国立病院
機構熊本医療センター救命救急・集中治療部） 

DP119-3 短期間の高気圧酸素治療で治療効果を認めた間欠型一酸化炭素中毒の一例
山崎 裕一朗，下條 信威，西野 衆文，丸島 愛樹，萩谷 圭一，小山 泰明，秋山 大樹，宮 顕，河野 了，水谷 太郎（筑波
大学救急・集中治療部） 

DP119-4 化学性皮膚炎と化学性肺炎をきたしたオルトジクロロベンゼン中毒の 1例
藤本 枝里，原 真也，本多 康人，安岡 やよい，村上 翼，廣田 誠二，島津 友一，山崎 浩史，西山 謹吾（高知赤十字病
院救命救急センター） 

DP119-5 プロパニル（DCPA）とカルバリル（NAC）合剤中毒によるメトヘモグロビン血症により多臓器不全を呈し死亡した 1例
柴田 尚明，川副 友，田中 真生，小川 敦裕，酒谷 佳世，山下 真史，木田 真紀，島 幸宏，加藤 正哉（和歌山県立医科
大学付属病院救急集中治療医学講座） 

DP119-6 自殺企図によりキンカンを内服した腐食性食道炎の 1例
海老原 直樹，田中 俊生，山本 大輔，川口 絢子，井手 亮太，橋本 香織，山下 智幸，宮本 和幸，三宅 康史，有賀 徹（昭
和大学病院救急医学科） 

15：30～ 16：40
一般演題 ポスター 120　免疫 ②（DP120-1～ DP120-7）

座長　古谷 良輔（国立病院機構横浜医療センター救急科）
DP120-1 高齢者敗血症では疲弊したT細胞と ICUでの 2次感染が増加する

井上 茂亮，平良 隆行，三浦 直哉，猪口 貞樹（東海大学医学部外科系救命救急医学） 
DP120-2 敗血症初期のヒト好中球における免疫不全状態に関する検討

遠藤 彰 1，岡村 美湖 2，吉川 俊輔 1，白石 淳 3，大友 康裕 1，森尾 友宏 2（1.東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
救急災害医学分野，2.東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科発生発達病態学分野，3.東京医科歯科大学医学
部附属病院救命救急センター） 

DP120-3 アナフィラキシーショック後、ST上昇から心室細動となり集中治療を要した一例
田邉 弦，河田 祐佳，山田 雄大，熊井 優人，鈴木 圭太，山浦 誠，井戸 貴久，高橋 茂清，宮田 周作，青山 琢磨（木沢
記念病院循環器センター） 

DP120-4 ロクロニウムによるアナフィラキシーショックに対して、スガマデクスが有効であった 1例
西川 裕喜，堀内 大志郎，仙波 和記，高崎 康史（市立宇和島病院麻酔科） 

DP120-5 麻酔導入後の中心静脈カテーテル留置中にアナフィラキシーショックを繰り返し認めた 1例
山本 剛史，野田 透，吉田 太治，中村 美穂，山口 由美，佐藤 康次，越田 嘉尚，喜多 大輔，岡島 正樹，谷口 巧（金沢
大学附属病院集中治療部） 

DP120-6 アナフィラキシーにおける凝固異常の検討
山賀 聡之 1，大下 慎一郎 1，木田 佳子 1，太田 浩平 1，大谷 直嗣 1，宇根 一暢 1，岩崎 泰昌 1，廣橋 伸之 1，秀 道広 2，谷
川 攻一 1（1.広島大学救急医学，2.広島大学皮膚科学） 

DP120-7 当院 ICUにおける、ANCA関連血管炎（ANCA-associated vasculitis ; AAV）の現状について
五十嵐 一憲，北村 伸哉，加古 訓之，今枝 太郎，田中 久美子，児玉 善之（国保直営総合病院君津中央病院） 

15：30～ 16：10
一般演題 ポスター 121　多職種連携 ②（DP121-1～ DP121-4）

座長　伊波 寛（那覇市立病院集中治療科、麻酔科）
DP121-1 高度侵襲手術における緩和ケアチーム及び周術期管理チームとの多職種協働医療の有用性

清水 梨江 1，井上 潤一 1，清水 智明 1，北 貴志 1，大江 理英 2，駒 夏香 3，林 直子 4（1.大阪警察病院麻酔科，2.大阪警察
病院急性・重症患者看護専門看護師，3.大阪警察病院集中治療部看護師，4.大阪警察病院摂食・嚥下障害看護認
定看護師） 

DP121-2 ICU多職種カンファレンスでの検討により、早期から浅い鎮静下で能動的なリハビリが実施出来た症例
岸本 剛志 1，田中 秀樹 1，福田 有希 1，田上 幸生 1，安部 恭子 2，上野 弘恵 2，井上 健 2（1.国立病院機構関門医療センター
リハビリテーション科，2.国立病院機構関門医療センター集中治療室） 

DP121-3 ICUから始まる病期別チーム連携強化の取り組み ～療法士病棟専従制の課題～
山口 裕一，小口 和代，三浦 政直（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院リハビリテーション科） 

DP121-4 集中治療領域の専属理学療法士の取り組み ～チームアプローチの重要性～
石附 春樹 1，金 達郎 1，横島 啓幸 1，松本 明憲 2（1.太田西ノ内病院総合リハビリテーションセンター，2.太田西ノ内
病院救急救命センター） 

15：30～16：40
一般演題 ポスター 122　倫理・終末期・家族ケア（DP122-1～ DP122-7）

座長　小林 孝史（大崎市民病院）
DP122-1 統合失調症による口腔内溜め込み症による窒息で蘇生後家人の対応に苦慮した 1例

松田 悠司，市原 利彦，川瀬 正樹，中島 義仁（公立陶生病院救急集中治療部） 
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DP122-2 脊髄損傷患者におけるインフォームドコンセントと家族ケア
大嶽 康介，木下 大輔，池田 督司，加藤 頼子，松本 学，宮崎 善史，小林 辰輔，井上 潤一，岩瀬 史明（山梨県立中央
病院救命救急センター） 

DP122-3 集中治療室における終末期治療縮小率と病理解剖率の年次推移
小寺 厚志，鷺島 克之，新森 大佑，田代 貴大，蒲原 英伸，木下 順弘（熊本大学医学部付属病院集中治療部） 

DP122-4 当院における介護施設から搬送された心肺停止患者の検討
馬越 健介，竹葉 淳，菊池 聡，松本 紘典，安念 優，森山 直紀，相引 眞幸（愛媛大学医学部附属病院救急部） 

DP122-5 集中治療領域における倫理問題解決への医療倫理学的思考
新井 奈々，小嶋 高志，末永 大介，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院） 

DP122-6 当院 ICUにおける緊急倫理カンファレンスについて
田端 志郎 1，秋田 尚毅 1，吉川 健治 2，冬田 昌樹 3，奥村 伸二 3（1.耳原総合病院救急総合診療科，2.耳原総合病院外科，
3.耳原総合病院麻酔科） 

DP122-7 ICUにおけるリエゾン型家族支援について ～ ICUから一般病棟への継続を目指して～
臼井 麻子，国武 彩，上野 弘恵，高田 智子，佐伯 紘子，井上 健（独立行政法人国立病院機構関門医療センター） 

15：30～ 16：50
一般演題 ポスター 123　施設・管理（DP123-1～ DP123-8）

座長　加藤 啓一（日本赤十字社医療センター麻酔科）
DP123-1 新館開設に伴う重症入院患者の搬送について

小島 明子，赤松 繁，登 本祥，田中 亜季，南 悦子，佐藤 玲子，丹羽 崇，野垣 晴彦（松波総合病院） 
DP123-2 集中治療部開設 1年後の現状と課題

後藤 安宣 1，立野 里織 1，呉原 弘吉 2，沖田 寿一 2，椿 康輔 2，西和田 史子 2，安宅 一晃 3，川口 竜助 4，佐々木 康二 4，
前野 良人 4（1.市立奈良病院集中治療部，2.市立奈良病院麻酔科，3.奈良県立医科大学麻酔科学教室，4.市立奈良病
院総合診療科） 

DP123-3 二次救急医療機関における当院の集中治療の現状
後藤 泰二郎 1，阿部 勝 1，中村 教人 3，矢口 有乃 2（1.さいたま市立病院救急科，2.東京女子医科大学病院救急医学，
3.さいたま市立病院集中治療科） 

DP123-4 麻酔科医減少による集中治療室管理への影響
森下 淳，北山 麻祐子，山木 良一，熊野 穂高（東大阪市立総合病院麻酔科） 

DP123-5 心臓外科のHigh Volume Centerに新規に配属された集中治療医によってもたらされた変化
藤崎 浩行，原口 剛，松尾 耕一（新東京病院心臓血管外科） 

DP123-6 長野県内の蘇生法啓発活動の課題
岩下 具美 1，北澤 公男 2，三山 浩 3（1.長野赤十字病院救命救急センター，2.伊那中央病院救命救急センター，3.信州
大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

DP123-7 医事会計・電子カルテ内のDPCデータ・オーダーデータを利用した propofol使用の調査
井澤 眞代 1，島井 健一郎 2，奥田 菜緒 1，小野寺 睦夫 1，西村 匡司 1（1.徳島大学病院救急集中治療部，2.徳島大学病
院病院情報センター） 

DP123-8 JIPAD参加の為に構築した情報収集システムの試み
内藤 貴基 1，伊藤 慎介 2，遠藤 修平 3，津久田 純平 1，片岡 惇 1，則末 泰博 1，藤谷 茂樹 1（1.東京ベイ・浦安市川医療
センター集中治療科，2.東京ベイ・浦安市川医療センター腎臓内科，3.東京ベイ・浦安市川医療センター総務課） 

15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 124　集中治療の問題・教育 ①（DP124-1～ DP124-6）

座長　村川 雅洋（福島県立医科大学医学部麻酔科学講座）
DP124-1 当院CCUにおけるM＆M（Morbidity ＆ Mortality）カンファレンスの取り組み

川上 将司，田原 良雄，金谷 智明，本田 怜史，永井 利幸，浅海 泰栄，石原 正治，安田 聡，小川 久雄（国立循環器病
研究センター心臓血管内科） 

DP124-2 自己完結型EICUにおける若手医師への集中治療教育の特徴と効果
吉永 雄一，澤野 宏隆，玉石 順彦，大谷 尚之，夏川 知輝，大場 次郎，伊藤 裕介，金原 太，林 靖之，甲斐 達朗（大阪
府済生会千里病院千里救命救急センター） 

DP124-3 救命救急センターに所属する医師の他部署連携による負担軽減について
林 靖之，中島 有香，佐藤 秀峰，吉永 雄一，大谷 尚之，夏川 知輝，伊藤 裕介，大場 次郎，澤野 宏隆（大阪府済生会
千里病院千里救命救急センター） 

DP124-4 離島中小病院における集中治療の現状と問題点
助永 親彦 1，西岡 博志 2（1.隠岐広域連合立隠岐病院麻酔科，2.隠岐広域連合立隠岐病院臨床工学科） 

DP124-5 集中治療室における緊急開胸開腹術の取り組み
石井 亘，飯塚 亮二，大岩 祐介，平木 咲子，市川 哲也，岡田 遥平，荒井 裕介，榊原 謙，檜垣 聡，成宮 博理（京都第
二赤十字病院救命救急センター） 

DP124-6 当院におけるER医を中心とした初期臨床研修医に対するGICU（general ICU）研修プログラムの試みと課題
岡野 雄一，大木 伸吾，大塚 尚実，井 清司（熊本赤十字病院救急科） 
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15：30～ 16：30
一般演題 ポスター 125　医療安全・RRS（DP125-1～ DP125-6）

座長　白石 義人（藤枝市立総合病院）
DP125-1 救急外来のTime Tracking Monitorの開発

阿部 智一（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター/水戸協同病院） 
DP125-2 当院および他院における「Preventable CPA発生率」の検証　

高松 由佳 1，藤谷 茂樹 3，藤原 紳祐 2，吉田 英樹 1，楳川 紗里 4，柳井 真知 1，森澤 健一郎 1，田北 無門 1，平 泰彦 1

（1.聖マリアンナ医科大学救急医学，2.嬉野医療センター，3.東京ベイ・浦安市川医療センター，4.ハワイ大学内
科） 

DP125-3 当院 ICUでの院内急変入室の実態
宮崎 大，中野 実，高橋 栄治，中村 光伸，町田 浩志，鈴木 裕之，菊谷 祥博，藤塚 健次，雨宮 優，桜澤 忍（前橋赤十
字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科） 

DP125-4 当院の院内救急事案に対する対応の現状と今後の課題
山本 豊 1，玄 運官 1，二味 覚 1，横田 美幸 2（1.がん研究会有明病院集中治療部，2.がん研究会有明病院） 

DP125-5 Rapid Response System （RRS）導入は大学病院での予期せぬ急変患者数を減少させるか？
吉田 英樹 1，藤谷 茂樹 1, 3，川本 英嗣 2，高松 由佳 1，児玉 貴光 4（1.聖マリアンナ医科大学病院救急医学講座，
2.三重大学医学部附属病院救命救急センター，3.東京ベイ・浦安市川医療センター，4.The University of Texas 
Southwestern Medical Center, USA） 

DP125-6 当院における rapid response systemの導入と開始後の問題点
桑名 司 1，芳賀 大樹 1，櫻井 淳 1，太田 珠実 2，小笠原 美紀 2，木下 浩作 1（1.日本大学医学部救急医学系救急集中治療
医学分野，2.日本大学医学部附属板橋病院医療安全管理室） 

第 3日目（2月 11日）

ポスター会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル
10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 126　重症心不全・補助循環（DP126-1～ DP126-5）

座長　西村 隆（東京都健康長寿医療センター心臓外科）
DP126-1 不明熱での入院経過中に院内急変した劇症型心筋炎の一例 

山浦 誠，青山 琢磨，高橋 茂清，宮田 周作，山田 実貴人（木沢記念病院） 
DP126-2 早期の経皮的心肺補助とステロイド療法により治癒しえた劇症型心筋炎の 1例

岡田 修一 1，山内 文武 2，外山 卓二 2，長谷川 豊 1，金子 達夫 1（1.群馬県立心臓血管センター心臓血管外科，2.群馬
県立心臓血管センター循環器内科） 

DP126-3 劇症型心筋炎に対し LVADとECMOを併用して管理を行った 1例
安部 隆国，後藤 孝治，栗林 由英，大地 嘉史，佐々木 美圭，古賀 寛教，安田 則久，日高 正剛，北野 敬明，野口 隆之
（大分大学医学部麻酔科学講座・集中治療部） 

DP126-4 当院CCU における PCPS の使用経験のまとめと臨床像調査
春木 伸太郎，三浦 康一郎，岡山 大，中尾 優，嵐 弘之，指田 由紀子，南 雄一郎，水野 雅之，山口 淳一，萩原 誠久（東
京女子医科大学循環器内科） 

DP126-5 経皮的人工心肺補助装置導入翌日に左室内巨大血栓が形成された劇症型心筋炎の 1例
岡村 昌宏 1，加藤 雅彦 1，山本 一博 1，坂本 成司 2，舩木 一美 2（1.鳥取大学医学附属病院循環器内科，2.鳥取大学医
学附属病院麻酔科） 

10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 127　血栓症 ②（DP127-1～ DP127-5）

座長　尾林 徹（武蔵野赤十字病院循環器科）
DP127-1 若年女性に発症した重症肺塞栓症 4症例の経過と特徴

浅野 奏 1，田中 博之 1，岩波 裕史 1，永田 健一郎 1，磯貝 俊明 1，植松 庄子 1，二川 圭介 1，清水 敬樹 2，久木 基至 3，野
中 隆広 3（1.東京都立多摩総合医療センター循環器内科，2.東京都立多摩総合医療センター救急救命科，3.東京都
立多摩総合医療センター心臓血管外科） 

DP127-2 陰部Paget病術後に生じたショックを伴う肺血栓塞栓症に対し、t-PAとウロキナーゼによる加療が著効した一例
桑原 政成，三谷 治夫，富田 康弘，石村 理英子，児玉 隆秀，森谷 学，藤本 陽，大内 尉義，石綿 清雄，大野 実（虎の
門病院循環器センター内科） 

DP127-3 大分大学医学部附属病院高度救命救急センターにおける肺血栓塞栓症の検討
岡口 千夏，石井 圭亮，江崎 かおり，田邉 三思，黒澤 慶子，岡嶋 智也，塚本 菜穂，佐々木 みなみ，野口 隆之（大分
大学医学部附属病院高度救命救急センター） 

DP127-4 ワルファリン導入困難のためリバーロキサバンを使用した抗凝固療法が奏功した肺動脈塞栓症の 2症例
松井 泰樹，渡辺 則和，福岡 裕人，宗次 裕美，辻田 裕昭，金子 堯一，塚本 茂人，小貫 龍也，浅野 拓，小林 洋一（昭
和大学医学部内科学講座循環器内科学部門） 

DP127-5 PCPSにて救命し得た急性肺血栓塞栓症が疑われた一例
康 美理，斎藤 眞樹子，斎藤 倫子，並木 みずほ，矢口 有乃（東京女子医科大学救急医学） 
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10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 128　虚血性心疾患・インターベンション ③（DP128-1～ DP128-6）

座長　中川 晋（東京都済生会中央病院循環器科）
DP128-1 LMT梗塞後循環安定に難渋した一例

水谷 崇，志水 清和，谷口 俊雄，辺 奈理（一宮市立市民病院循環器内科） 
DP128-2 心原性ショックに対するPMMA-CHDFの効果

豊田 幸樹年，折田 智彦，中道 嘉，廣江 成欧，佐藤 智洋，松本 松圭，北野 光秀（済生会横浜市東部病院救命救急セ
ンター） 

DP128-3 血栓溶解療法後の出血性心筋梗塞により血行動態破綻を来たしたと考えられ、救命し得なかった 1例
黄 俊憲 1，高橋 保裕 1，羽田 朋人 1，松下 誠人 1，佐藤 太亮 1，清水 渉 2（1.同愛記念病院循環器内科，2.日本医科大学
付属病院循環器内科） 

DP128-4 重症心筋梗塞に多枝病変を合併した症例の治療戦略
阪田 純司，高橋 孝太郎，西川 隆介，多田 朋弥，松前 宏信，竹内 泰代，本岡 眞琴，藤田 真也，森脇 秀明，坂本 裕樹
（静岡県立総合病院循環器内科） 

DP128-5 バイスタンダーCPRが有効であった急性心筋梗塞による心肺停止の一例
阿部 憲弘，田中 宏和，後藤 雅之，木村 一貴，小川 雅史，加藤 浩太，田辺 裕二郎，大久保 豊幸，大久保 信司（東京
医科大学茨城医療センター循環器内科） 

DP128-6 巨大冠動脈 に発症した急性心筋梗塞の 3症例
里田 雅彦，飯塚 浩也，小川 陽子，椎葉 邦人，奥野 友信，榊原 雅義（イムス葛飾ハートセンター循環器内科） 

10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 129　ECMO ④（DP129-1～ DP129-5）

座長　山本 剛（日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科）
DP129-1 重症レジオネラ肺炎に対しECMOを導入した一例

丹羽 崇 1, 2，森 珠美 2，田口 聡久 1，前田 純依 1，トウ 本祥 1，南 悦子 1，小島 明子 1，田中 亜季 1，小牧 千人 2，赤松 繁 1

（1.社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院救急集中治療部，2.社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院呼吸器内科） 
DP129-2 ECMO管理中の理学療法が有効であった重症レジオネラ肺炎の一例

高木 宏治 1，曽根 教子 1，徳山 榮男 1，菊池 有史 1，石川 昌弘 1，佐藤 直樹 1，松田 潔 2，竹田 晋浩 3，清水 渉 4（1.日本
医科大学武蔵小杉病院循環器内科，2.日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター，3.日本医科大学附属病院心
臓血管集中治療科，4.日本医科大学附属病院循環器内科） 

DP129-3 体外式膜型人工肺（ECMO）で救命し得た誤嚥性肺炎による重症ARDSの 1例
上田 吉宏，前田 明倫，浅田 敏文，松原 全宏，土井 研人，中島 勧，矢作 直樹（東京大学医学部附属病院救急部・集
中治療部） 

DP129-4 ANCA関連血管炎に対してECMOと理学療法が奏功した一例
永田 紗弥子 1，竹田 寛恵 1，森 啓介 1，杉田 慎二 2，小林 克也 2，竹田 晋浩 2，坂本 篤裕 1（1.日本医科大学麻酔科学講座，
2.日本医科大学集中治療室） 

DP129-5 ARDSに対しECMO導入し救命しえた 3症例の検討
秋本 貴子，西迫 良，立石 浩二，横山 健，片山 勝之（手稲渓仁会病院麻酔科） 

10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 130　心不全 ⑤（DP130-1～ DP130-5）

座長　安村 良男（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター循環器内科）
DP130-1 急性心不全に対するNPPV管理時におけるデクスメデトミジンの有用性

藤縄 学，打越 裕之，山﨑 明，飯野 均，栗原 正人，阿部 正宏（牛久愛和総合病院内科・循環器科） 
DP130-2 心不全による再入院をASVは抑制する

吉田 昌義 1，安藤 真一 3，門上 俊明 2，坂本 知浩 1，中尾 浩一 1（1.済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科，2.済
生会二日市病院，3.九州大学病院） 

DP130-3 救急処置室から始める急性心不全に対するNPPV治療
中島 義仁，川瀬 正樹，市原 利彦（公立陶生病院救命救急センター） 

DP130-4 予後を意識した急性期管理を行うことで慢性期の心不全増悪入院を回避することができた拡張型心筋症の一例
塚本 茂人，辻田 裕昭，宗次 裕美，松井 泰樹，福岡 裕人，渡辺 則和，小林 洋一（昭和大学医学部内科学講座循環器
内科学部門） 

DP130-5 高用量β-blocker導入により改善した重症心不全の一例
遠藤 武尊，原山 信也，伊佐 泰樹，金澤 綾子，入福浜 由奈，荒井 秀明，長田 圭司，二瓶 俊一，相原 啓二，蒲地 正幸
（産業医科大学病院集中治療部） 
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10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 131　せん妄・早期離床・リハビリ ④（DP131-1～ DP131-5）

座長　渡海 裕文（兵庫県立淡路医療センター麻酔科）
DP131-1 食道癌術後に長期人工呼吸器管理が必要となった一症例

高崎 裕介 1，佐藤 英博 2，寺町 由美 3，畠中 直子 3，日南 友花 3（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 ICU看護部） 

DP131-2 左足関節偽関節症に対して創外固定術後にシームレスなリハビリが奏功した透析患者の一例
白川 明日香 1，松森 淳 1，楠見 千佳 1，岸 達也 1，小橋 雄一 1，塩田 直史 2，花川 志郎 1，塩田 陽子 1，近藤 末美 1，小林 
直哉 1（1.岡山西大寺病院，2.岡山医療センター） 

DP131-3 Th10脊髄損傷完全対麻痺，坐骨皮弁形成術後を既往に持ち，褥瘡再燃を予防できたギランバレー症候群の一例
小柳 圭一 1，岩田 健太郎 1，西原 浩真 1，横井 佑樹 1，淺井 康紀 1，坂口 雄哉 1，村石 真起夫 2，松本 優 2，上田 哲大 3，
川本 未知 3（1.神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部，2.神戸市立医療センター中央市民
病院救急部，3.神戸市立医療センター中央市民病院神経内科） 

DP131-4 持続的腎代替療法施行中のリハビリテーションの経験
小原 成美 1，池田 一樹 1，鵜澤 吉宏 1，関根 広介 2，安田 英人 3, 4，林 淑朗 3, 5（1.医療法人鉄蕉会亀田総合病院リハビ
リテーション科，2.医療法人鉄蕉会亀田総合病院ME室，3.医療法人鉄蕉会亀田総合病院集中治療科，4.日本赤十
字社武蔵野赤十字病院救命救急センター，5.クィーンズランド大学臨床研究センター） 

DP131-5 急性副腎不全の関与が疑われた統合失調症の 1例
田澤 和雅，菊池 佳奈，前田 紘一朗，中野 由惟，栗原 郁実，又吉 重彰，福山 達也，小山 薫（埼玉医科大学総合医療
センター麻酔科） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 132　栄養管理・口腔ケア ③（DP132-1～ DP132-6）

座長　西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部）
DP132-1 集中治療を要する病態に合併するRefeeding Syndromeの臨床的特徴

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） 
DP132-2 ICUにおける経腸栄養プロトコール導入とその問題点の検討

原澤 朋史，中野 実，高橋 栄治，中村 光伸，宮崎 大，町田 浩志，鈴木 裕之，藤塚 健次，雨宮 優，小倉 崇以（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） 

DP132-3 2014年MEIDAI救急・集中治療における初回開始栄養法による予後の解析
東 倫子，高谷 悠大，山本 尚範，稲葉 正人，波多野 俊之，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP132-4 重症敗血症患者に対する栄養療法
齊田 真理 1，渡辺 雅之 2，南村 智史 1，星野 哲也 2，木村 慎一 2，工藤 雄洋 1，高橋 宏行 2（1.済生会横浜市東部病院栄
養部，2.済生会横浜市東部病院集中治療科） 

DP132-5 permissive under feedingの考えを反映した栄養プロトコルのPICUでの導入 ～年齢別基礎代謝量表を用いて～
宮 卓也，川崎 達也，金沢 貴保，小林 匡，宮本 大輔，菊地 斉，松井 亨，伊藤 雄介，南野 初香，植田 育也（静岡県立
こども病院小児集中治療科） 

DP132-6 全身麻酔中の栄養投与が術後に与える影響
佐藤 大三，安藤 望（順天堂大学医学部附属順天堂医院麻酔科ペインクリニック） 

10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 133　外傷 ②（DP133-1～ DP133-5）

座長　大槻 穣治（東京慈恵会医科大学附属第三病院救急部）
DP133-1 3b型肝損傷で手術、IVRを施行せずに入院となった症例の検討

蕪木 友則，須崎 紳一郎，勝見 敦，原田 尚重，原 俊輔，三浪 陽介，安田 英人，田中 知恵，安達 朋宏，本澤 大志（武
蔵野赤十字病院救命救急科） 

DP133-2 地域中核病院における外傷性肝損傷症例の治療体制 ─集中治療医に求められるスキル─
望月 聡之，古谷 良輔，宮崎 弘志，岩下 眞之，大井 康史，酒井 拓磨，内倉 淑男，横井 英人，高橋 充（国立病院機構
横浜医療センター救命救急センター） 

DP133-3 TAEにより救命できた肝損傷、骨盤骨折による出血性ショックの 1例
岨手 善久 1，加藤 秀之 2，山川 耕司 2，古澤 武彦 2，岩下 具美 2（1.長野赤十字病院救命救急センター，2.長野赤十字
病院救急部） 

DP133-4 肝外傷後に巨大な肝内嚢胞性病変が残存し治療方針の決定に難渋した 1症例
上松 敬吾，佐藤 裕一，三宅 悠香，芝 陽介，田中 光一，橘 直人，濱見 原（愛媛県立中央病院救急科） 

DP133-5 岩手県高度救命救急センターにおける骨盤骨折の現状
松本 尚也，佐藤 諒，高橋 学，菅 重典，小野寺 ちあき，増田 卓之，山田 裕彦，井上 義博，遠藤 重厚（岩手医科大学
医学部救急医学講座） 
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10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 134　外傷・熱傷（DP134-1～ DP134-5）

座長　本多 満（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）
DP134-1 外傷患者に対する緊急挿管での video-lar yngoscopeの有用性

内野 隼材，岡本 洋史，越後谷 良介，栗山 明，田村 暢一郎，福岡 敏雄（倉敷中央病院救命救急センター） 
DP134-2 救命救急センターICU で気管切開を要した頸髄損傷症例の重症度分析

金子 一郎，佐々木 勝教，山本 敬洋，朝長 鮎美，岩元 祐太，坂本 哲也（帝京大学医学部救急医学講座） 
DP134-3 気管切開術後に上甲状腺動脈仮性動脈瘤を形成し大量出血を来した 1症例

田中 光一，三宅 悠香，佐藤 裕一，芝 陽介，上松 敬吾，橘 直人，濱見 原（愛媛県立中央病院高度救命救急センター） 
DP134-4 気管挿管を要した気道熱傷症例に併発した声帯潰瘍の検討

水野 洋佑 1，加藤 久晶 1，安田 立 1，鈴木 浩大 1，北川 雄一郎 1，中野 志保 1，吉田 省造 1，白井 邦博 2，豊田 泉 1，小倉 
真治 1（1.岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター，2.一宮市立市民病院救急科） 

DP134-5 当院における気道熱傷および気道熱傷疑い例の検討
佐藤 仁信，藤林 哲男，水野 優美，森川 洋平，小柴 真一，田畑 麻里，我喜屋 徹（福井県立病院麻酔科） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 135　DIC（DP135-1～ DP135-6）

座長　真弓 俊彦（産業医科大学医学部救急医学講座）
DP135-1 当院救命救急センターにおける、rTM製剤を使用した敗血症性DIC患者の特徴と予後予測因子の検討

池田 督司，岩瀬 史明，井上 潤一，小林 辰輔，宮崎 善史，松本 学，大嶽 康介，加藤 頼子，木下 大輔（山梨県立中央
病院救急科） 

DP135-2 当施設における敗血症性DICに対するトロンボモジュリン製剤の有効性の検討
安田 則久，後藤 孝治，瀬田 尚子，横尾 あずさ，栗林 由英，小坂 麻里子，日高 正剛，松本 重清，北野 敬明，野口 隆
之（大分大学医学部付属病院麻酔科・集中治療部） 

DP135-3 重症敗血症に伴うDICに対する遺伝子組換えトロンボモデュリン投与終了基準の有用性の検討
福家 良太（北摂総合病院呼吸器内科） 

DP135-4 感染性DICに対する r-TMの有用性の前向き検討
阿南 英明，赤坂 理，澤井 啓介，福島 亮介，山本 浩継，宮 卓也，長嶋 一樹，野崎 万希子（藤沢市民病院救命救急セ
ンター） 

DP135-5 重症敗血症における急性腎障害と凝固障害 ─アンチトロンビン製剤と遺伝子トロンボモジュリンの比較検討─
喜多 理香 1，橋本 賢吾 1，藤井 恵美 3，今宿 康彦 2，岸本 卓麿 1，山根 哲信 1，辻田 靖之 1，田畑 貴久 3，高橋 完 1，江口 
豊 3（1.滋賀医科大学医学部救急・集中治療部，2.滋賀医科大学医学部麻酔科，3.滋賀医科大学医学部救急集中治療
医学講座） 

DP135-6 当院における重度敗血症に対するトロンボモジュリン投与の現状
奥田 淳，鈴木 武志，十河 大悟，伊東 真吾，御園生 与志，上田 朝美，中村 教人，印南 靖志，香取 信之，森崎 浩（慶
應義塾大学医学部麻酔学教室） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 136　感染 ⑩（DP136-1～ DP136-6）

座長　山下 千鶴（藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）
DP136-1 原因不明の熱発、肝障害から多臓器不全となり、死後、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）と診断された一症例

出崎 陽子 1，池宗 啓蔵 1，土手 健太郎 1，阿部 尚紀 2，菊池 幸太郎 2，檜垣 暢宏 2，長櫓 巧 2（1.愛媛大学医学部附属病
院集中治療部，2.愛媛大学医学部附属病院麻酔周術期学講座） 

DP136-2 Austrian syndromeの一例
大西 淳司，井上 一由，武智 かおる，川西 裕之，中村 仁，池田 智子，谷津 祐市，平崎 盟人（香川県立中央病院麻酔科） 

DP136-3 全身管理を行った深頚部膿瘍 4症例の検討
太田 祐介，杉本 憲治，藤井 智章，村橋 一，井上 芳門，田口 学，高須 宏江（名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 

DP136-4 当院で経験した STSS（streptcoccal toxic shock sydrome）6症例の検討
山谷 立大，神應 知道，片岡 祐一，猪狩 雄蔵，稲垣 泰斗，峰原 宏昌，服部 潤，佐藤 千恵，竹内 一郎，浅利 靖（北里
大学医学部救命救急医学） 

DP136-5 当院における黄色ブドウ球菌の血液培養陽性症例における胸部CT画像所見の特徴
宮内 雅人，石井 浩統，橋詰 哲広，増野 智彦，横田 裕行（日本医科大学高度救命救急センター） 

DP136-6 脳膿瘍、甲状線クリーゼ、広範な脳梗塞を合併した副鼻腔炎の 1例
赤坂 威史 1，城 嘉孝 2，増田 和之 3，橋口 清明 3，上田 隆太 4（1.熊本市立熊本市民病院救急診療部，2.熊本市立熊本
市民病院集中治療部，3.熊本市立熊本市民病院麻酔科，4.熊本市立熊本市民病院脳神経外科） 
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10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 137　感染 ⑪（DP137-1～ DP137-6）

座長　佐和 貞治（京都府立医科大学麻酔科学教室）
DP137-1 持続血液濾過透析施行中の患者へのビアペネムの投与効果についての臨床的検討

野田 透，岡島 正樹，喜多 大輔，越田 嘉尚，佐藤 康次，山本 剛志，山口 由美，谷口 巧（金沢大学附属病院集中治療部） 
DP137-2 救命救急センターにおけるメロペネムの使用の検討と展望

小谷 聡司，大山 慶介，吉永 雄一，奥 比呂志，中島 有香，大谷 尚之，夏川 知輝，澤野 宏隆，林 靖之，甲斐 達朗（済
生会千里病院千里救命救急センター） 

DP137-3 重症敗血症に対する empiric治療としてのタゾバクタム /ピペラシリンの治療成績
赤羽 理也 1，橋本 賢吾 2，岸本 卓磨 2，今宿 康彦 3，山根 哲信 2，浜本  徹 2，辻田 靖之 2，高橋  完 2，寺田 智祐 1，江口  豊 4

（1.滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部，2.滋賀医科大学医学部附属病院救急・集中治療部，3.滋賀医科大学医学
部附属病院麻酔科，4.滋賀医科大学医学部附属病院救急集中治療学講座） 

DP137-4 バンコマイシン血中濃度と長期腎機能予後の関連性
後藤 祐也，福田 聡史，方山 真朱，宮崎 裕也，森 庸介，佐藤 庸子，尾崎 眞，小谷 透（東京女子医科大学病院中央集
中治療部） 

DP137-5 MRSAに対するテイコプラニンRAPTE法のトラフ濃度評価
波多野 俊之，東 倫子，高谷 悠大，稲葉 正人，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名古屋大学大
学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP137-6 重症患者に対するテイコプラニン負荷投与量の評価
長嶺 歩 1, 2，木下 綾子 1，神山 治郎 3，松岡 宏晃 3，柳澤 晃広 3，楢原 創 3，金本 匡史 3，戸部 賢 3，日野原 宏 3，國元 文生 3

（1.群馬大学医学部附属病院薬剤部，2.群馬大学大学院臨床薬理学，3.群馬大学医学部附属病院集中治療部） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 138　気道・呼吸 ④（DP138-1～ DP138-6）

座長　坂本 篤裕（日本医科大学麻酔科学教室）
DP138-1 48時間の気管挿管を行った直後から炎症性肥厚による気道狭窄を呈した 1例

石川 遼一，切田 学（加古川西市民病院救急科） 
DP138-2 度重なる気管切開チューブ入れ替えの原因が、気管切開部の軟骨突出であった一例

山木 良一，森下 淳，熊野 穂高，小松 久男（東大阪市立総合病院麻酔科・集中治療部） 
DP138-3 気管カニューレ挿入の際に換気困難となった気道熱傷の一例

山本 大輔，宮本 和幸，海老原 直樹，川口 絢子，井手 亮太，橋本 香織，山下 智幸，田中 俊生，三宅 康史，有賀 徹（昭
和大学医学部救急医学科） 

DP138-4 気管挿管後に生じた声門後部癒着の一例
大塚 剛 1，川村 祐介 3，石川 淳哉 2，土井 智喜 1，中村 京太 1，森村 尚登 1（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.横浜市立市民病院救急総合診療科，3.横須賀共済病院救命救急センター） 

DP138-5 輪状甲状靭帯切開による人工呼吸器管理を長期間行ったが、機能的に問題なく改善した一例
石上 耕司，堤 悠介，土谷 飛鳥，安田 貢（国立病院機構水戸医療センター救命救急センター） 

DP138-6 気管支鏡下経皮気管切開（Griggs法）により輪状軟骨を損傷した 1例
有嶋 拓郎 1，若杉 雅浩 1，松井 恒太郎 1，奥寺 敬 1，澁谷 伸子 2（1.富山大学附属病院災害救命センター，2.富山大学
附属病院集中治療部） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 139　呼吸・呼吸管理 ⑥（DP139-1～ DP139-6）

座長　蒲地 正幸（産業医科大学病院集中治療部）
DP139-1 食物窒息により失神を繰り返した陰圧性肺水腫の一例

川口 竜助 1，後藤 安宣 2（1.市立奈良病院総合診療科，2.市立奈良病院集中治療部） 
DP139-2 窒息を契機に発症した陰圧性肺胞出血の一例

屋宜 亮兵，八木 正晴，米盛 輝武，福井 英人，那須 道高，北原 佑介，高田 忠明，井上 稔也，池永 翔一，高橋 公子（浦
添総合病院） 

DP139-3 右小開胸下僧帽弁形成術後に再膨張性肺水腫を来した 1例
山中 一朗，仁科 健，金光 尚樹，廣瀬 圭一，水野 明宏，安水 大介，矢田 匡，恩賀 陽平（天理よろづ相談所病院心臓
血管外科） 

DP139-4 膿胸術後に再膨張性肺水腫を発症した一症例
麻生 知寿 1，渥實 潤 2，小池 俊明 3（1.国立病院機構高崎総合医療センター麻酔科，2.国立病院機構高崎総合医療セ
ンター呼吸器外科，3.国立病院機構高崎総合医療センター救急科） 

DP139-5 air way pressure release ventilation（APRV）が奏功した重症再膨張性肺水腫の一例
秋山 苑生 1，大村 和也 1，星野 哲也 1，木村 慎一 1，牧 裕一 1，渡辺 雅之 1，森實 雅司 2，高橋 宏行 1（1.済生会横浜市東
部病院集中治療科，2.済生会横浜市東部病院臨床工学部） 

DP139-6 2014年MEIDAI救急・集中治療におけるNPPVの施行と予後の解析
日下 琢雅 1，松島 暁 2，東 倫子 1，山本 尚範 1，波多野 俊之 1，江嶋 正志 1，田村 有人 1，沼口 敦 1，角 三和子 1，松田 直
之 1（1.名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野，2.中東遠総合医療センター） 
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10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 140　呼吸不全・ECMO（DP140-1～ DP140-6）

座長　清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター救命救急センター）
DP140-1 ステロイドが奏効した肺化膿症後二次性器質化肺炎の一例

松尾 耕一 1，原口 剛 1，三高 千恵子 2（1.新東京病院集中治療部，2.東京医科歯科大学大学院医科歯科総合研究科救
命救急医学） 

DP140-2 感染性膵壊死の治療経過中に発症し、ステロイド投与にて良好な経過を得た好酸球性肺炎の一例
関 晃裕，佐藤 康次，越田 嘉尚，野田 透，岡島 正樹，谷口 巧（金沢大学附属病院集中治療部） 

DP140-3 当院集中治療部における重症肺炎に対するステロイドパルス療法に関する後ろ向き調査
深川 博志 1，瀬川 一 2，谷本 圭司 2，田中 具治 1，福田 和彦 3（1.京都大学医学部附属病院手術部，2.京都大学医学部
附属病院集中治療部，3.京都大学医学部附属病院麻酔科） 

DP140-4 抗凝固薬未使用でECMOを導入し、離脱後に下大静脈の血栓が判明した一例
鈴木 裕之，中野 実，高橋 栄治，藤塚 健次，雨宮 優，小倉 崇以，田中 由基子，小林 喜郎，星野 江里加，増田 衛（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） 

DP140-5 VV-ECMO管理を要した肺胞出血を伴う難治性ANCA関連血管炎の 1例
下地 清史 1，近藤 丈博 1，櫻谷 正明 2，徳毛 健太郎 3，黒住 悟之 1，河野 秀和 1，吉田 研一 2（1.JA広島総合病院呼吸器
内科，2.JA広島総合病院救急・集中治療科，3.JA尾道総合病院呼吸器内科） 

DP140-6 航空輸送機を使用したECMO装着患者広域搬送への取り組み
富永 直樹 1，増野 智彦 1，小林 克也 2，鈴木 健一 3，山口 大介 4，市場 晋吾 5，落合 亮一 6，竹田 晋浩 2，横田 裕行 1 
（1.日本医科大学付属病院高度救命救急センター，2.日本医科大学付属病院麻酔科，3.日本医科大学付属病院ME
部，4.航空自衛隊航空機動衛生隊，5.岡山大学病院救急科，6.東邦大学医療センター大森病院麻酔科） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 141　集中管理（DP141-1～ DP141-6）

座長　鷹取 誠（広島市立広島市民病院麻酔・集中治療科）
DP141-1 深頸部膿瘍、化膿性脊椎炎、感染性心内膜炎、肺塞栓など複数科にわたる疾患を認め集学的治療を行った 1例

田中 知恵，本澤 大志，安達 朋宏，安田 英人，三浪 陽介，蕪木 友則，原 俊輔，原田 尚重，勝見 敦，須崎 紳一郎（武
蔵野赤十字病院） 

DP141-2 胸腔ドレーン挿入による外側胸動脈損傷からの持続出血で止血に難渋した 1例
宮本 和幸，橋本 香織，山本 大輔，井手 亮太，山下 智幸，田中 啓司，中村 俊介，三宅 康史，有賀 徹（昭和大学医学
部救急医学講座） 

DP141-3 人工血管感染による敗血症性ショックにて心肺停止となるも、人工血管抜去と体外シャントにて救命し得た 1例
青木 優祐，三輪 立夫，三浦 政直，野村 祐子，日比 菜々子，西澤 義之，寺島 良幸，渡邉 文雄，梶野 友世，中村 不二
雄（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院麻酔科集中治療部） 

DP141-4 心臓手術患者における人工心肺中体温管理と出血、輸血量、ICU管理との関連性の検討
谷口 由枝 1，佐島 威行 2，瀧浪 將典 1（1.東京慈恵会医科大学麻酔科学講座，2.名古屋徳州会総合病院） 

DP141-5 心臓手術患者では術後しばしば筋弛緩作用が残存する
南 ゆかり 1，舩木 一美 2，森山 直樹 3，仲宗根 正人 2，北川 良憲 2，山崎 和雅 2，坂本 成司 2，齋藤 憲輝 1，稲垣 喜三 3 
（1.鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部，2.鳥取大学医学部附属病院麻酔科，3.鳥取大学医学部麻酔・集中治
療医学講座） 

DP141-6 心嚢液貯留を来たした高齢者感染性大動脈瘤の救命例
籏本 恵介（札幌東徳洲会病院救急総合診療部） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 142　集中治療の問題・教育 ②（DP142-1～ DP142-6）

座長　野村 岳志（湘南鎌倉総合病院麻酔科集中治療部）
DP142-1 和歌山市の救命救急センターにおける集中治療の実態

山崎 一幸 1，辻本 登志英 1，山田 裕樹 1，是永 章 1，亀井 純 1，置塩 裕子 3，浜崎 俊明 1，千代 孝夫 1，川副 友 2，加藤 正
哉 2（1.日本赤十字社和歌山医療センター救急集中治療部，2.和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座，3.日本赤
十字社和歌山医療センター外科） 

DP142-2 高度救命救急センターで集中治療を学ぶことの有用性 ─卒後 10年目の集中治療専門医の豊富な治療経験─
望月 勝徳，新田 憲市，高山 浩史，今村 浩（信州大学医学部付属病院高度救命救急センター） 

DP142-3 ストーリー中心型カリキュラムを導入した救急集中治療研修前教材の開発
杉木 大輔 1，鈴木 達彦 1，五明 佐也香 1，上笹貫 俊郎 1，鈴木 光洋 1，速水 宏樹 1, 2，池上 敬一 1（1.獨協医大越谷病院救
急医療科，2.獨協医大越谷病院整形外科） 

DP142-4 手術室における観血的動脈圧ライン留置時の穿刺回数に影響を及ぼす因子の検討
林 慶州，南 公人，山本 拓巳，飯田 宏樹（岐阜大学医学部附属病院麻酔科疼痛治療科） 

DP142-5 日本で離島初の救命救急センターの挑戦と課題
服部 淳一 1，大木 浩 2（1.鹿児島県立大島病院救命救急センター救急科，2.鹿児島県立大島病院麻酔科） 
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DP142-6 ICUの入室患者属性は手術件数や救急外来受診患者件数に影響を受けるか
田渕 昭彦 1，久保 貞祐 1，加藤 祐将 1，森 久剛 1，寺西 智史 1，森田 正人 2，八田 誠 2（1.安城更生病院救急科，2.安城更
生病院麻酔科） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 143　重症度・予後評価 ①（DP143-1～ DP143-6）

座長　小池 薫（京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学）
DP143-1 救急受診した失神患者のリスク層別化のためのBNP値の役割

小貫 龍也，川崎 志郎，宗次 裕美，松井 泰樹，辻田 裕昭，金子 堯一，渡辺 則和，浅野 拓，小林 洋一（昭和大学内科
学講座循環器内科学部門） 

DP143-2 病棟入院後早期に ICUへ緊急入室する患者の特徴とは？
渡辺 太郎 1，榎本 有希 1，井上 永介 2，西村 奈穂 1，植松 悟子 3，中川 聡 4（1.国立成育医療研究センター集中治療科，
2.国立成育医療研究センター臨床研究教育部生物統計室，3.国立成育医療研究センター救急診療科，4.国立成育医
療研究センター教育研修部） 

DP143-3 血液疾患患者の ICU入室適応と当センターICUでの治療成績
竹田 みちる，藤井 尚子，鳥井 直子，大橋 祥文，飯田 裕司，園田 俊二，日生下 由紀，大川 恵，藤田 泰宣，谷上 博信
（大阪府立成人病センター麻酔科・ICU） 

DP143-4 ICU入室患者における類白血病反応の検討
町野 麻美，若松 正樹，開田 剛史，森 康一郎，白 晋（中部労災病院） 

DP143-5 血液悪性疾患を有する ICU入室患者の重症度、合併症と予後の検討
稲井 舞夕子，松本 睦子，倉迫 敏明，八井田 豊，仙田 正博，山岡 正和，上川 竜生，古島 夏奈，吹田 晃享，村上 幸一
（姫路赤十字病院麻酔科） 

DP143-6 繰り返す自殺企図患者の特性
宮道 亮輔 1，柳澤 八重子 2，今野 健一郎 1，田中 裕之 1，三谷 英範 1，三上 哲 1，伊藤 恭太郎 1，望月 俊明 1，大谷 典生 1，
石松 伸一 1（1.聖路加国際病院救急部，2.聖路加国際病院救命救急センター） 

10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 144　重症度・予後評価 ②（DP144-1～ DP144-5）

座長　大嶋 清宏（群馬大学大学院医学系研究科救急医学）
DP144-1 大動脈弁置換術後の ICU在室期間延長に関する危険因子の後方視的検討

安本 寛章 1，徳平 夏子 2，竹下 秀祐 1，田畑 雄一 2，井上 美帆 2，三井 誠司 2，黄瀬 ひろみ 2，木村 彰夫 2，橋本 悟 2，佐
和 貞治 1（1.京都府立医科大学医学部附属病院麻酔科，2.京都府立医科大学医学部附属病院集中治療部） 

DP144-2 Abdominal Compar tment Syndromeの開腹基準
高松 純平（関西労災病院救急部） 

DP144-3 当院におけるOpen abdomen managementに対するNegative pressure wound therapy
高松 純平（関西労災病院救急部） 

DP144-4 非心臓手術の出血量と短期生命予後の後ろ向き検討
岩崎 宏俊，本郷 卓，古市 結富子，中里 桂子，杉田 慎二，小林 克也，竹田 晋浩，坂本 篤裕（日本医科大学麻酔科学
教室） 

DP144-5 全身麻酔手術後 ICU早期退室困難症例の検討
水枝谷 一仁 1，長友 香苗 1，朝元 雅明 1，河村 岳 1，土井 研人 2，石井 健 2，中島 勧 2，矢作 直樹 2，山田 芳嗣 1（1.東京
大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンター，2.東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部） 

10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 145　小児　その他（DP145-1～ DP145-5）

座長　名和 由布子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
DP145-1 小児集中治療室での看取り ─入室後 72h以内に亡くなった症例について─

梅原 直 1, 2，林 拓也 2，永渕 弘之 3（1.聖路加国際病院小児科，2.神奈川県立こども医療センター救急診療科，3.神奈
川県立こども医療センター集中治療科） 

DP145-2 救急・集中治療における小児の終末医療の経験
長井 孝二郎 1, 2，坂本 照夫 1（1.久留米大学病院高度救命救急センター，2.久留米大学病院小児科） 

DP145-3 小児重症患児の早期高次医療介入による重症化軽減を目指した活動の効果 ─重症度評価指数は低減するのか
黒坂 了正，森川 一恵，横川 真理，天笠 俊介，佐藤 公則，本間 仁，北村 真友，笠井 正志，松井 彦郎（長野県立病院
機構長野県立こども病院小児集中治療科） 

DP145-4 小児重症外傷患者の集約化
菊地 斉，伊藤 雄介，金沢 貴保，川崎 達也，植田 育也（静岡県立こども病院小児集中治療科） 

DP145-5 小児心臓術後経管栄養管理における六君子湯合大建中湯投与症例の検討
杉浦 健之 1，吉村 真一朗 1, 2，米倉 寛 1，浅井 明倫 1，河野 真人 1，野手 英明 1，冨田 麻衣子 1，上村 友二 1，藤掛 数馬 1，
祖父江 和哉 1（1.名古屋市立大学病院麻酔科，2.健和会大手町病院麻酔科） 
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10：10～ 11：20
一般演題 ポスター 146　小児　呼吸・気道管理（DP146-1～ DP146-7）

座長　阿部 世紀（長野県立こども病院）
DP146-1 単心室症の乳児術後患者における再挿管の検討

三浦 慎也，濱本 奈央，大崎 真樹，櫨木 大佑，中野 諭（静岡県立こども病院循環器集中治療科） 
DP146-2 フォンタン術後手術室抜管への診療方針転換が与える影響

川口 敦（アルバータ大学小児集中治療科） 
DP146-3 先天性心疾患周術期におけるNasal high flowの使用経験

林 拓也，梅原 直，山田 香里（神奈川県立こども医療センター救急診療科） 
DP146-4 当院小児病棟におけるHigh flow nasal cannulaの使用報告

小林 信吾，長田 浩平，浅野 祥孝，櫻井 淑男，田村 正徳（埼玉医科大学総合医療センター小児科） 
DP146-5 人工呼吸器管理下に高気圧酸素療法を行った両側下腿の開放骨折および広範囲挫創の 4歳男児例

寺田 晋作 1，柳元 孝介 1，中村 健太郎 1，古別府 裕明 1，二木 貴弘 1，谷口 淳一郎 1，濱洲 穂積 2，山口 桂司 1，安田 智嗣 1，
垣花 泰之 1（1.鹿児島大学医学部付属病院救急集中治療部，2.鹿児島大学医学部付属病院臨床工学部） 

DP146-6 Pulmonar y Tumor Thrombotic Microangiopathyによる呼吸不全を発症した小児悪性リンパ腫の一例
山岡 正慶，大山 亘，横井 健太郎，秋山 政晴（東京慈恵会医科大学小児科） 

DP146-7 当院における小児熱傷患者の高気圧治療の現状
宮庄 浩司，柏谷 信博，米花 伸彦，大熊 隆明，石橋 直樹，山下 貴宏（福山市民病院救命救急センター） 

10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 147　消化管（DP147-1～ DP147-5）

座長　田中 博之（東京医科大学救急・災害医療分野）
DP147-1 当院における大腸癌腸閉塞症例に対する治療方針の検討

鹿野 敏雄 1，相見 有理 2（1.市立四日市病院外科，2.市立四日市病院脳神経外科） 
DP147-2 大量下血に対しハルトマン手術を施行した特発性門脈圧亢進症の 1例

久保 貞祐 1，加藤 祐将 1，寺西 智史 1，森 久剛 1，八田 誠 2，森田 正人 2，田渕 昭彦 1（1.JA愛知厚生連安城更生病院救
急科，2.JA愛知厚生連安城更生病院麻酔科） 

DP147-3 ICU入室となった糞便性イレウスの 5例
関根 良介 1，関 義元 2（1.茨城県立中央病院救急科，2.茨城県立中央病院総合診療科） 

DP147-4 Vacuum Assisted Closure（V.A.C.）を用いた段階的閉腹
勝木 竜介 1，田口 敦丈 2，二村 英斗 2，三鴨 肇 2，森 茂 2，林 勝知 2（1.JA岐阜厚生連中濃厚生病院外科，2.JA岐阜厚生
連中濃厚生病院救命救急センター） 

DP147-5 一時的閉腹法で術後管理を行い、腸管切除を回避できた一例
蕪木 友則，須崎 紳一郎，勝見 敦，原田 尚重，原 俊輔，三浪 陽介，安田 英人，田中 知恵，安達 朋宏，本澤 大志（武
蔵野赤十字病院救命救急科） 

10：10～ 11：20
一般演題 ポスター 148　消化器 ②（DP148-1～ DP148-7）

座長　金井 尚之（東京警察病院救急科）
DP148-1 EVTを含む集学的治療で救命し得た急性腸間膜動脈閉塞症の一例

畠山 慎也，中尾 優，春木 伸太郎，岡山 大，嵐 弘之，指田 由紀子，南 雄一郎，水野 雅之，山口 淳一，萩原 誠久（東
京女子医科大学病院循環器内科） 

DP148-2 保存的治療を行った門脈内ガス血症の 3症例
橋本 忠幸，篠崎 正博，鍛冶 有登，栗原 敦洋，薬師寺 泰匡，鈴木 慧太郎，山田 元大（岸和田徳洲会病院） 

DP148-3 保存的に治療した胃壁内気腫と縦隔気腫の 1例
北田 真己，江良 正，狩野 亘平，山田 周，櫻井 聖大，橋本 聡，橋本 章子，木村 文彦，原田 正公，高橋 毅（国立病院
機構熊本医療センター救命救急・集中治療部） 

DP148-4 腹腔内遊離ガスを伴った腸管嚢腫様気腫症の 2例
平木 咲子，石井 亘，飯塚 亮二，大岩 祐介，岡田 遥平，市川 哲也，荒井 裕介，榊原 謙，檜垣 聡，成宮 博理（京都第
二赤十字病院救急救命センター） 

DP148-5 試験開腹術で腹腔内に原因を認めず、剖検にて胸腔病変が原因と考えられた腸間膜気腫の 1例
藤内 まゆ子，五木田 昌士，伊藤 悠祐，高橋 希，野間 未知多，佐藤 啓太，早川 桂，勅使川原 勝伸，田口 茂正，清田 
和也（さいたま赤十字病院救急医学科） 

DP148-6 食道癌術後周術期に門脈ガス像で発症したサイトメガロウィルス腸炎の一例
福井 淳一 1，津田 匠 1，西 憲一郎 2，岡本 明久 2，濱野 宣行 2，新宮 興 2（1.関西医科大学医学部外科学講座，2.関西医
科大学附属枚方病院総合集中治療部） 

DP148-7 消化器疾患の出血性ショックの蘇生治療における IABOの有効性
藤塚 健次，中野 実，高橋 栄治，中村 光伸，宮崎 大，町田 浩志，鈴木 裕之，雨宮 優，小倉 崇以，原澤 朋史（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） 
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10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 149　多臓器不全・血液疾患（DP149-1～ DP149-6）

座長　塩川 泰啓（近畿大学医学部附属病院集中治療部）
DP149-1 肺塞栓を契機に全身状態が悪化して発見された悪性リンパ腫疑いの 1例

小笠原 治，宮津 光範，田村 哲也，岡野 将典，辻 達也，大内田 絵美，伊藤 秀和，薊 隆文，笹野 寛，祖父江 和哉（名
古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

DP149-2 成人T細胞白血病リンパ腫に合併した肺ノカルジア症の 1例
仲村 尚司，安富 き恵，新垣 康，河野 圭，米丸 裕樹，佐藤 彩（敬愛会中頭病院） 

DP149-3 急性骨髄性白血病患者の敗血症性ショックに対し持続的血液濾過透析が有効であったと考えられた 1例
小林 由，志賀 英敏，福家 伸夫（帝京大学ちば総合医療センター救急集中治療科） 

DP149-4 多発性骨髄腫へのプロテアソーム阻害剤（Bortezomib）による下痢を契機に敗血症および肺炎をきたした一例
蒲原 英伸，新森 大佑，田代 貴大，小寺 厚志，鷺島 克之，木下 順弘（熊本大学医学部付属病院集中治療部） 

DP149-5 集学的治療により救命した急性前骨髄球性白血病（APL）分化症候群
伊藤 櫻子 1，高見 浩樹 1，坂本 壮 1，小松 孝行 1，水野 慶子 1，関井 肇 1，野村 智久 1，杉田 学 1，有高 奈々絵 2，佐藤 恵
理子 2（1.順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科，2.順天堂大学医学部附属練馬病院血液内科） 

DP149-6 集中治療を必要とした血液腫瘍患者の予後の検討
矢野 武志 1，須江 宣俊 1，太田尾 剛 1，長浜 真澄 1，與那覇 哲 1，松岡 博史 2，押川 満雄 1，谷口 正彦 1，長田 直人 3，恒
吉 勇男 1（1.宮崎大学医学部附属病院集中治療部，2.宮崎大学医学部附属病院救急部，3.宮崎大学医学部地域医療
学講座） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 150　多臓器不全・敗血症 ④（DP150-1～ DP150-6）

座長　中川 隆（災害医療研究センター）
DP150-1 Raoultella ornithinolytica による敗血症性ショックを呈した進行胆管癌患者の一例

関根 和彦，栗原 智宏，高橋 未来，笹尾 健一郎，武部 元次郎，菅原 洋子，入野 志保，上倉 英恵（東京都済生会中央
病院救命救急センター） 

DP150-2 溶連菌感染により心筋障害を伴う多臓器障害に陥ったが集学的治療により回復した 1例
幸村 英文 1，伊藤 彰師 1，伊藤 恭史 1，加藤 妙 1，川島 沙織 1，安藤 雅樹 2，祖父江 和哉 3（1.名古屋市立東部医療センター
麻酔科，2.名古屋市立東部医療センター救急科，3.名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野） 

DP150-3 原発性腹膜炎を呈した劇症型A群溶連菌感染症の 1例
松吉 健夫，渡邉 隆明，澄田 奏子，今村 剛朗，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） 

DP150-4 毒素産生黄色ブドウ球菌による敗血症性ショックの 1例
吉田 拓也，東 倫子，日下 琢雅，山本 尚範，波多野 俊之，江嶋 正志，田村 有人，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP150-5 ブドウ球菌表皮剥脱毒素による敗血症性ショックの一例
吉田 拓也，田村 有人，日下 琢雅，東 倫子，山本 尚範，波多野 俊之，江嶋 正志，沼口 敦，角 三和子，松田 直之（名
古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野） 

DP150-6 Streptococcus anginosusによる Lemierre症候群の一例
太田 慧 1，荒川 立郎 1，妹尾 聡美 1，上村 吉生 1，河野 陽介 1，鈴木 亮 1，尾本 健一郎 1，菊野 隆明 1，森 伸晃 2（1.国立
病院機構東京医療センター救急科，2.国立病院機構東京医療センター総合診療科） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 151　体温異常・悪性症候群（DP151-1～ DP151-6）

座長　田中 行夫（日本ACLS協会）
DP151-1 頭部MRI拡散強調像で異常所見を認めた重症熱中症の 1例

尾中 敦彦，岡 宏保，植山 徹，北岡 照一郎，松阪 正訓，中村 達也（奈良県総合医療センター救命救急センター） 
DP151-2 クレアチニンフォスフォキナーゼが 20万以上に上昇したが、腎機能異常がなかった悪性症候群の一例

棚木 直人，野原 淳司，瀧 康則，遠山 一喜（高岡市民病院麻酔科・集中治療科） 
DP151-3 悪性症候群と悪性緊張病の鑑別には意識変容の変遷に関する問診が重要である

小松 孝行，野村 智久，近藤 彰彦，高橋 恵利香，井上 照大，水野 慶子，高見 浩樹，坂本 壮，関井 肇，杉田 学（順天
堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科） 

DP151-4 横紋筋融解症による腎不全の治療中に高血圧性脳症によるPRES、高血圧性心不全を合併した一例
山地 芳弘，出口 善純，幸部 吉郎，橋田 知明（埼玉県厚生農業協同組合連合会久喜総合病院） 

DP151-5 痙攣重積の治療中に横紋筋融解症を来した 1例
柏 健一郎，田中 宏幸，小野 富士恵，木村 康宏，七尾 大観，赤川 玄樹，西澤 英雄（横浜労災病院中央集中治療部） 

DP151-6 異なる転帰をたどった悪性高熱症の 2症例
土井 智章 1，吉田 省造 2，白井 邦博 1，松野 幸博 3，竹村 博文 3，小倉 真治 2（1.一宮市立市民病院救命救急センター，
2.岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター，3.岐阜大学医学部高度先進外科学） 
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10：10～11：10
一般演題 ポスター 152　中枢神経　症例（DP152-1～ DP152-6）

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）
DP152-1 一時的心臓ペースメーカー留置が有用であった小脳血管芽腫術後出血の 2症例

寺田 雄紀 1，井上 聡己 2，西和田 忠 1，野村 泰充 2，瓦口 至孝 1，安宅 一晃 3，川口 昌彦 1（1.奈良県立医科大学麻酔科
学教室，2.奈良県立医科大学集中治療部，3.奈良県立医科大学医療安全推進室） 

DP152-2 診断にMRIが有用であった脳脂肪塞栓症の 2例
山田 宏 1，佐伯 美奈子 2，櫻井 亜沙子 2，濱田 貴子 2，野本 万祐子 2，川畑 そら 2，遠藤 大 2，片倉 友美 2，武田 康二 2 
（1.藤沢市民病院集中治療室，2.藤沢市民病院麻酔科） 

DP152-3 重症頭部外傷急性期における凝固線溶系の世代別評価と治療戦略
越後 整，高須 修，萬木 真理子，吉山 直政，森田 敏夫，中村 篤雄，下条 芳秀，宇津 秀晃，山下 典雄，坂本 照夫（久
留米大学高度救命救急センター） 

DP152-4 頭部外傷症例に対する LEVと LTGの効果に対する検討
本多 ゆみえ，井上 茂亮，中川 儀英，猪口 貞樹（東海大学医学部救命救急医学） 

DP152-5 中高年の外傷性頭蓋内損傷における海馬および周辺領域の急性期萎縮変化
弦切 純也，長田 雄大，上野 恵子，大村 泰史（東京医科大学八王子医療センター救命救急センター） 

DP152-6 頭部外傷に対するAmplitude integrated EEGの使用経験
則本 和伸，古家一 洋平，浅井 英樹，関 匡彦，川井 廉之，福島 英賢，奥地 一夫（奈良県立医科大学附属病院高度救
命救急センター） 

10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 153　中毒 ③（DP153-1～ DP153-6）

座長　伊関 憲（福島県立医科大学地域救急医療支援講座）
DP153-1 食塩過剰摂取により食塩中毒を来した 1例

泉谷 義人，森本 伸一，金山 博成，村西 謙太郎，仲村 佳彦，西田 武司，村井 映，石倉 宏恭（福岡大学救命救急セン
ター） 

DP153-2 中高年の降圧薬過量服用における治療
佐藤 高央，弦切 純也，田中 めぐみ，熊坂 謙一郎（東京医科大学八王子医療センター救命救急センター） 

DP153-3 抗精神病薬過量内服と洗剤誤飲による多臓器不全の一例
真山 剛，佐藤 琢紀，植村 樹，小林 憲太郎，佐々木 亮，木村 昭夫（国立国際医療研究センター病院救急科） 

DP153-4 医療用麻薬を大量服薬した癌患者さんの一例
伊藤 伸大，藤井 知昭，吉田 知由，渡部 亮，山根 真央（KKR札幌医療センター麻酔集中治療科） 

DP153-5 医薬品超大量服用例の報告とその防止策の検討
千代 孝夫，辻本 登志英，亀井 純，浜崎 俊明，山崎 一幸，是永 章（日赤和歌山医療センター救急集中治療部） 

DP153-6 ILEによりQT延長の改善を認めた急性薬物中毒の 2症例
金尾 邦生，田熊 清継，伊藤 壮一，土井 賢治，塩島 裕樹（川崎市立川崎病院救命救急センター） 

10：10～ 11：20 
一般演題 ポスター 154　鎮静・鎮痛・せん妄（DP154-1～ DP154-7）
 座長　柳田 国夫（東京医科大学茨城医療センター集中治療部）
DP154-1 浅い鎮静で発生したせん妄と鎮静薬使用の有無について

櫻谷 正明，吉田 研一，河村 夏生，平田 旭（JA広島総合病院救急・集中治療科） 
DP154-2 鎮痛・鎮静プロトコール導入による挿管期間およびせん妄頻度の変化

奥村 将年，宇城 敦司，大塚 康義，和田 翔，岩田 博文，菅 敏晃，嶋岡 英輝（大阪市立総合医療センター集中治療部） 
DP154-3 ステントグラフト内挿術後の ICUにおける譫妄：175例の検討

川谷 洋平 1，青山 美保子 2，大島 未也 2，小田島 瑞穂 2，金澤 浩子 2，坂本 翔太 2，廣瀬 郁恵 2，宮澤 雄也 2，小林 裕子 2，
堀 隆樹 1（1.千葉西総合病院心臓血管外科，2.千葉西総合病院集中治療室） 

DP154-4 演題取り下げ
DP154-5 アセトアミノフェンの投与経路による術後肝機能異常の発生頻度の違い

山田 祥子，浅賀 健彦，岡部 悠吾，別宮 小由理，白神 豪太郎（香川大学医学部附属病院麻酔科） 
DP154-6 開心術後のミダゾラム持続投与により覚醒遅延を認めた血液透析患者の 1例

野中 利通，大塚 良平，種市 哲吉，杉浦 純也，櫻井 寛久，山名 孝治，櫻井 一（独立行政法人地域医療機能推進機構
中京病院心臓血管外科） 

DP154-7 福井大学医学部附属病院集中治療部における最近 5年間の鎮痛鎮静薬の使用状況
佐上 祐介 1，小畑 友里江 1，神澤 聖一 2，松木 悠佳 2，安田 善一 1，高倉 康 2，重見 研司 1, 2（1.福井大学医学部附属病院
集中治療部，2.福井大学医学部附属病院麻酔科蘇生科） 
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10：10～ 11：10
一般演題 ポスター 155　内分泌・代謝 ③（DP155-1～ DP155-6）

座長　中西 加寿也（成田赤十字病院救命救急センター救急・集中治療科）
DP155-1 周術期に急性副腎不全を発症した一例

西田 賀津子，吉村 有三（愛媛県立今治病院麻酔科） 
DP155-2 抗凝固療法中に発症した両側副腎出血に伴う副腎不全の 1例

關 匡彦，鶴田 啓亮，水本 領，宮崎 敬太，堀 雅俊，浅井 英樹，川井 廉之，則本 和伸，福島 英賢，奥地 一夫（奈良県
立医科大学救急医学） 

DP155-3 ICU入室中にくる病を発症した女児に試行された人工太陽光照射の検討
中村 賢二，新森 大佑，田代 貴大，小寺 厚志，鷺島 克之，蒲原 英伸，木下 順弘（熊本大学医学部附属病院集中治療部） 

DP155-4 バソプレシン分泌過剰症（SIADH）に対し急性期からトルバプタンで治療し長期コントロールしている 1症例
萩原 信太郎，上野 剛，山口 俊一郎，濱崎 順一郎，園田 陽子，松田 莉瑛子，有村 敏明（鹿児島市医師会病院麻酔科） 

DP155-5 左副腎腫瘍の破裂に対し、動脈塞栓術を施行した一例
堤 貴彦，狩野 謙一，藤井 雅士，吉田 浩輔，田中 博之，竹下 淳，別府 賢，志馬 伸朗（京都医療センター救命救急科） 

DP155-6 意識障害を認めた粘液水腫性昏睡の一例
白澤 彩 1，内山 宗人 1，藤井 裕人 1，古見 健一 1，川村 祐介 1，松村 怜生 1，澁谷 誠 2（1.横須賀共済病院救急科，2.横須
賀共済病院内分泌糖尿病内科） 

10：10～ 11：00
一般演題 ポスター 156　内分泌・代謝・腎臓（DP156-1～ DP156-5）

座長　澤野 宏隆（大阪府済生会千里病院千里救命救急センター）
DP156-1 著明な体重減少を呈し、高カルシウム血症が発見契機となったACTH単独欠損症

原野 由美，有岡 宏子（聖路加国際病院内科） 
DP156-2 CRRTの早期導入により救命し得たブホルミン内服による乳酸アシドーシスの 1例

桑原 正篤，九鬼 覚，中川 弘大，妙中 信之（宝塚市立病院救急科） 
DP156-3 ICUAWをきたした重症アルコール性ケトアシドーシスの 1症例

佐伯 有香，畠山 淳司，武居 哲洋，和智 万由子，山田 広之，奈良 岳志，藤澤 美智子，平田 晶子，福島 紘子，伊藤 敏
孝（横浜市立みなと赤十字病院救命救急センター） 

DP156-4 低カリウム血症、意識障害で搬送されたFanconi症候群の一例
鈴木 慧太郎，篠崎 正博，鍜冶 有登，薬師寺 泰匡，栗原 敦洋，橋本 忠幸，山田 元大（岸和田徳洲会病院救命救急セ
ンター） 

DP156-5 重症敗血症患者において血清 IgM濃度は臓器障害、予後に関連するか？
鈴木 浩大 1，井上 茂亮 2，中野 志保 1，森下 健太郎 1，熊田 恵介 1，中野 通代 1，吉田 省造 1，白井 邦博 3，豊田 泉 1，小
倉 真治 1（1.岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター，2.東海大学医学部外科学系救命救急医学，3.一宮市
立市民病院救急科） 

10：10～ 10：50
一般演題 ポスター 157　泌尿器（DP157-1～ DP157-4）

座長　益本 憲太郎（東京医科大学麻酔科）
DP157-1 気腫性膀胱炎による膀胱破裂から敗血症をきたした一例

堀 泰雄，吉村 季恵，佐野 博昭，栗田 聡，中谷 桂治（JCHO大阪病院） 
DP157-2 経尿道的尿路結石除去術術中に敗血症性ショックとなり、術後集中治療を要した 1例

椿 康輔 1，西和田 史子 1，立野 里織 2，沖田 寿一 1，後藤 安宣 2，呉原 弘吉 1，川口 竜助 3（1.市立奈良病院麻酔科，2.市
立奈良病院集中治療部，3.市立奈良病院総合診療科） 

DP157-3 尿路感染症による敗血症性ショックに対し集学的治療を行った一例
齊藤 眞樹子，後藤 泰二郎，康 美理，齋藤 倫子，並木 みずほ，矢口 有乃（東京女子医科大学病院救急医学） 

DP157-4 膀胱癌に対するBacillus Calmette-Guerin（BCG）膀胱内注入療法施行後に生じた敗血症性ショックの 1症例
山本 亜矢，羅 秀玉，岩瀬 直人，松岡 修平，関根 秀介，石崎 卓，荻原 幸彦，畑山 聖，今泉 均，内野 博之（東京医科
大学麻酔科学分野） 
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看護部門ポスター
第 1日目（2月 9日）

ポスター会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル
10：40～ 11：20
ポスター 1　看護活動 ①（NP1-1～ NP1-4）

座長　清水 孝宏（地方独立行政法人那覇市立病院）
NP1-1 腹部膨隆が著明な患者に対し経腸栄養を継続するために

高橋 弘美，神田 美由紀，松本 幸夫（米沢市立病院集中治療科） 
NP1-2 看護師主導型血糖プロトコール導入の効果

土本 薫 1，濱本 実也 1，川瀬 正樹 2（1.公立陶生病院集中治療室，2.公立陶生病院救急部） 
NP1-3 看護師の院外における救急対応の実態及び認識と自律性との関連

渡辺 真由美 1，高島 尚美 2（1.東京医科歯科大学医学部付属病院，2.東京慈恵会医科大学） 
NP1-4 臓器移植に関わるストレスと対策 ─脳死下臓器提供に至らなかった 3つの事例を経験して─

満園 智加 1，末永 司 1，三山 麻弓 1，大嶋 由紀 1，前谷 和秀 1，岩田 誠司 2（1.済生会福岡総合病院救命救急センター，
2.福岡県メディカルセンター） 

10：40～ 11：30
ポスター 2　看護活動 ②（NP2-1～ NP2-5）

座長　丹治 優子（公立大学法人福島県立医科大学附属病院集中治療部）
NP2-1 ICU退出患者の呼吸器離脱を支援して

廣瀬 友美，椛島 久恵，松本 千佳，大里 祐一（福岡医療団千鳥橋病院） 
NP2-2 看護師による人工呼吸器離脱を目指して ～心外術後人工呼吸器離脱プロトコール導入への取り組み～

中野 美津子，野口 知美，香西 節子，坂下 加奈（高松赤十字病院） 
NP2-3 安全な人工呼吸器離脱に向けての取り組み

阿部 琴巳 1，灰野 美和 1，庄田 恵子 1，西谷 佑也 2，西林 知恵 1，木山 亮介 3，久保田 恵理 3，渡海 裕文 3（1.兵庫県立淡
路医療センター看護部，2.兵庫県立淡路医療センター診療部MEセンター，3.兵庫県立淡路医療センター麻酔科） 

NP2-4 植込み型左心補助人工心臓装着患者の早期リハビリテーションプロトコール作成と導入を試みて
大槻 勇真，神 久美子，大矢内 豊（東北大学病院看護部西3階 ICU病棟） 

NP2-5 入退院を繰り返す心不全患者の退院指導と療養生活の実態
知名 定治，伊藤 百合子（東京医科大学八王子医療センター） 

10：40～ 11：30
ポスター 3　評価（NP3-1～ NP3-5）

座長　白砂 由美子（新潟大学医歯学総合病院）
NP3-1 ネーザルハイフロー離脱基準の有用性に関する探索的研究【第一報】

菊地 智邦，大場 一英，阿部 結，小野寺 美代，齋藤 浩二，亀山 良亘，星 邦彦（東北大学病院集中治療部） 
NP3-2 心臓血管外科の周術期における上気道防御反射異常の早期発見のための探索的研究

星野 久美子 1，坂本 千尋 1，松田 幸広 1，大場 美友紀 1，佐藤 千秋 1，須東 光江 1，川本 俊輔 2，亀山 良亘 3，星 邦彦 3，
齋藤 浩二 3（1.東北大学病院西3階病棟，2.東北大学病院心臓血管外科，3.東北大学病院集中治療部） 

NP3-3 AACN　Synergy modelの患者特性に関する評価者間信頼性の評価
伊藤 嘉章，櫻本 秀明，卯野木 健（筑波大学附属病院 ICU） 

NP3-4 BISとGCSを使った意識レベルの評価
山内 ゆり 1，中條 朱子 1，西野 裕紀 1，藤澤 未樹 1，高橋 幸子 2，中島 成隆 3（1.名古屋掖済会病院，2.名古屋掖済会病
院臨床工学部，3.名古屋掖済会病院総合診療科） 

NP3-5 ニカルジピン塩酸塩末梢投与による静脈炎発生と個別的因子の関係性
上林 さゆり，上野 陽子，長谷川 かおり，寶田 明日香（黒部市民病院） 

15：40～ 16：40
ポスター 4　ケアの工夫 ①（NP4-1～ NP4-6）

座長　中野 あけみ（徳島大学病院集中治療病棟（ICU・HCU））
NP4-1 ICUで行う開腹洗浄処置に対する取り組み

土江 聡美，山根 堂代（公立豊岡病院但馬救命救急センターICU） 
NP4-2 シリンジ交換標準化の検討～循環動態変動を最小限にするカテコラミン投与～

楠 さくら，稲吉 礼子，石田 恵充佳，井上 麻衣（武蔵野赤十字病院） 
NP4-3 人口呼吸敗血症患者の筋量変化の現状調査 ～超音波断層法、生体インピーダンス法による大腿筋評価～

宮崎 俊一郎，古賀 雄二，吉松 裕子，松田 憲昌（山口大学医学部付属病院） 
NP4-4 小児の中心静脈カテーテル固定用ドレッシング材の貼り替えに関する認識調査

越智 広美，能芝 範子，佃 順子（大阪大学医学部附属病院集中治療部） 
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NP4-5 演題取り下げ
NP4-6 PICUにおける気管チューブ固定法の検討

江上 千晶，伊藤 孝子（北里大学病院） 

15：40～ 16：40
ポスター 5　感染対策（NP5-1～ NP5-6）

座長　荒井 知子（杏林大学医学部附属病院）
NP5-1 VAEサーベイランスの本院における追調査

工藤 淳 1，星 邦彦 2，斎藤 浩二 2，亀山 良亘 2，坂本 千尋 1，大場 一英 1，須東 光江 1（1.東北大学集中治療部 ICU1，2.東
北大学集中治療部） 

NP5-2 電子カルテとAccessを使用したVAEサーベイランスシステム構築への試み
嶋 雅範（三菱京都病院） 

NP5-3 VAEの危険因子 Par t.1  : VAE in Critically Ill patients, Unbiased Sur veillance （VACILLUS 2013）
有賀 真以子 1，中橋 奨 2，山田 知美 3，中島 謙 4，木下 佳月 1，岩下 義明 2，増井 亜紗実 2，川本 英嗣 2，丸山 一男 5，今
井 寛 2（1.三重大学付属病院総合集中治療センター，2.三重大学付属病院救命救急センター，3.大阪大学大学院医
学系研究科臨床統計疫学寄附講座，4.三重大学放射線診断科，5.三重大学大学院医学研究科麻酔集中治療医学講
座） 

NP5-4 VAC・IVACは ICUの質の保証の指標となり得るか？
佐藤 智子 1，原田 真希 1，菅 広信 1，石川 ひとみ 1，廣川 誠 2，竹田 正秀 3，五十嵐 季子 4，奥山 学 4，中永 士師明 4，多
治見 公高 1, 4（1.秋田大学医学部附属病院集中治療部，2.秋田大学医学部附属病院感染制御部，3.秋田大学医学部附
属病院循環型医療教育システム学講座，4.秋田大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学講座） 

NP5-5 ICU看護師に対する手指衛生遵守率向上に向けた取り組み
谷口 由布子，新井 治美，吉永 彩子，文字 香織，矢野 諭美，山田 利恵，嶋 雅範（三菱京都病院） 

NP5-6 アデノシン三リン酸測定を用いた救急外来の環境清浄度調査
永迫 望 1，河野 育美 2，鈴木 貴子 2，西橋 富美江 2（1.潤和会記念病院感染対策管理室，2.潤和会記念病院看護部） 

15：40～ 16：20
ポスター 6　災害等（NP6-1～ NP6-4）

座長　背戸 陽子（日本医科大学付属病院集中治療室）
NP6-1 離島における災害訓練の取り組み ～ 10年間を振り返って～

山下 千里 1，服部 淳一 2，大木 浩 3（1.鹿児島県立大島病院救命救急センター看護部，2.鹿児島県立大島病院救命救
急センター救急部，3.鹿児島県立大島病院麻酔科） 

NP6-2 ICU・手術部合同、多職種参加避難訓練の取り組み ─アクションカードの検証─
佐藤 未来 1，菅野 雅子 1，平 さゆり 1，三瓶 智美 1，丹治 優子 1，小原 伸樹 2，宮崎 博之 3（1.福島県立医科大学附属病
院集中治療部，2.福島県立医科大学附属病院麻酔科学講座，3.福島県立医科大学附属病院救命救急センター） 

NP6-3 CPR教育システム構築への取り組み
井ノ口 真理，茂藤 智美，藤原 友紀子（国家公務員共済組合連合会熊本中央病院） 

NP6-4 救急外来における緊急手術対応の看護スタッフ教育への取り組み
舛田 今日子，中坪 真倫，笹倉 裕輔，添野 多恵子，山下 直美（東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター） 

15：40～ 16：40
ポスター 7　多職種連携（NP7-1～ NP7-6）

座長　石本 やえみ（地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院）
NP7-1 ファシリテーター導入によるケアカンファレンス活性化への取り組み

花島 亜弥，中川 ひろみ，甲斐 なつ美（社会福祉法人三井記念病院） 
NP7-2 積極的看護介入にむけた合同カンファレンスの確立～カンファレンス介入シートを作成して～

末永 司，三山 麻弓，土倉 万代，高田 智佐子，日永田 里恵，堤 タマエ，前谷 和秀（済生会福岡総合病院救命救急セ
ンター） 

NP7-3 多職種参加型の定期的 ICUカンファレンス導入前後の比較検討
渡邊 一也 1，隅田 英憲 2，高橋 千枝 1，松浦 誠史 1，近藤 紀子 3，山本 一郎 3，伊在井 淳子 4，土村 まどか 3（1.公益財団
法人宮城厚生協会坂総合病院集中治療室，2.公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院救急総合診療科，3.公益財団
法人宮城厚生協会坂総合病院麻酔科，4.公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院外科） 

NP7-4 看護師主体でRoot cause analysisを用いたM＆Mカンファレンスの有用性～予定外抜管の一例を通して～
日下部 貴，小波本 直也，箕浦 拓（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

NP7-5 CCUにおける多職種連携カンファレンスの実践効果
曽 紅 1，池田 幸司 1，関 元成 2，植田 真司 3，太田 総一郎 3（1.市立加西病院看護部，2.市立加西病院薬剤部，3.市立加
西病院内科） 

NP7-6 病院移転に伴う患者搬送の計画と実際 ─リハーサルとチームワークの重要性─
後藤 真奈美 1，斎藤 美希 1，近藤 裕美 1，末永 慶子 1，小林 孝史 2（1.大崎市民病院救急病棟，2.大崎市民病院麻酔科） 
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第 2日目（2月 10日）

ポスター会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル
10：20～ 11：20
ポスター 8　スキンケア（NP8-1～ NP8-6）

座長　押川 麻美（福岡大学病院）
NP8-1 フローチャートを用いて気管挿管患者の皮膚トラブルを回避する

井口 雅徳，藤川 優紀，田路 麗子，岩松 優，今川 真理子（姫路赤十字病院） 
NP8-2 下痢に起因する皮膚トラブルの減少に向けた取り組み

各務 美砂，小椋 晶子，舟橋 あゆ美，水谷 卓史，清水 由希，阿保 勝枝（愛知医科大学病院EICU） 
NP8-3 当院 ICUにおける医療関連機器圧迫創傷予防の取り組みと課題

萩野 裕夏 1，江川 安紀子 2，江田 まどか 1，長尾 真希 1，一戸 珠美 1（1.東京慈恵会医科大学付属第三病院集中治療室，
2.東京慈恵会医科大学付属第三病院看護部） 

NP8-4 シリコーンゲルドレッシングを使用したNPPVマスクの医療機器関連圧迫創予防の効果
貴田 智子（東大宮総合病院呼吸ケアサポートチーム） 

NP8-5 NPPVマスクによる圧迫性皮膚障害防止への取り組み ～皮膚障害防止策の定着度評価を行って～
矢嶋 恵理 1，松尾 昌 2，池田 武史 3，三澤 賢治 4（1.社会医療法人財団慈泉会相澤病院 ICU/CCU病棟，2.社会医療法
人財団慈泉会相澤病院ME課臨床工学技士，3.社会医療法人財団慈泉会相澤病院集中治療科，4.社会医療法人財団
慈泉会相澤病院外科センター呼吸器外科） 

NP8-6 エスアイエイドを使用しNPPVマスクの皮膚トラブルを防げるか
南川 典子 1，新福留 理恵 1, 2，井口 秀 1, 2，篠崎 正博 2（1.医療法人岸和田徳洲会病院看護部，2.医療法人岸和田徳洲会
病院呼吸ケアチーム） 

10：20～ 11：20
ポスター 9　口腔ケア（NP9-1～ NP9-6）

座長　八木橋 智子（自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）
NP9-1 当院 ICUにて人工呼吸管理を受けた患者における口腔トラブルの実態調査

平井 美香（耳原総合病院集中治療室） 
NP9-2 演題取り下げ
NP9-3 ICUにおける早期嚥下機能訓練に対する取り組み（第 2報）

浅川 翔子 1，西川 麻衣 1，重松 由紀子 1，佐々木 小奈江 1，杉浦 なおみ 1，田山 聡子 1，阿部 典子 1，岡本 陽子 1，羽飼 
富士男 2，鈴木 武志 3（1.慶應義塾大学病院，2.慶應義塾大学病院リハビリテーション科，3.慶應義塾大学病院麻酔
科学教室） 

NP9-4 挿管後患者に対する看護師による嚥下評価スクリーニングの有効性及び問題点
酒井 武志 1，飯塚 裕美 1，水上 奈緒美 1，水上 暁 2（1.亀田総合病院CCU，2.亀田総合病院循環器内科） 

NP9-5 HCU入室患者における口腔内細菌検査結果報告
柏崎 アン，清水 奈巳，神戸 智子，川名 政実，松本 千香江，福田 幸人（三井記念病院HCU病棟） 

NP9-6 ICU患者における便秘発生リスクの検討
山下 亮，井筒 隆博（北九州市立八幡病院救命救急センター集中治療室） 

　 
10：20～ 11：20
ポスター 10　早期離床（NP10-1～ NP10-6）

座長　竹中 千恵（京都府立医科大学附属病院集中治療部）
NP10-1 ICUにおける鎮痛・鎮静管理改善に向けての取り組み～鎮痛・鎮静評価、看護介入アルゴリズムを導入して～

東口 知加，赤川 友貴，藤田 昌子（徳島赤十字病院 ICU） 
NP10-2 気管挿管患者における鎮痛評価スケールを用いた痛みの評価

鈴木 友里恵 1，上野 千晶 1，阿部 結 1，原 理恵 1，工藤 淳 1，須東 光江 1，星 邦彦 2，吾妻 俊弘 2，宮下 光令 3（1.東北大
学病院看護部，2.東北大学病院麻酔科，3.東北大学医学部保健学科） 

NP10-3 ICU入室患者の廃用性筋萎縮の部位別特異性と下肢筋群に重点をおいた急性期リハビリテーションの効果
河原 賢治 1，鈴木 武志 3，岡本 陽子 1，田山 聡子 1，神尾 弘美 1，杉浦 なおみ 1，矢坂 泰介 1，長田 大雅 3，森崎 浩 3，北 
潔 2（1.慶應義塾大学病院看護部，2.東京大学大学院医学系研究科，3.慶應義塾大学医学部麻酔学教室） 

NP10-4 頚椎損傷患者に対するリハビリプログラムの作成の有用性～多職種との連携～
岩田 大和 1，中條 朱子 1，山内 ゆり 1，林 大介 1，高橋 幸子 2，肥後 真介 3（1.名古屋掖済会病院看護部，2.名古屋掖済
会病院臨床工学部，3.名古屋掖済会病院リハビリテーション部） 

NP10-5 早期離床を目指した食道癌術後患者への離床開始基準導入の有効性
小沢 由佳，千葉 路子，赤澤 里美，細川 幸子，石森 由樹，佐藤 美樹，高橋 弘江（岩手医科大学附属病院集中治療部） 

NP10-6 演題取り下げ
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10：20～ 11：20
ポスター 11　様々な活動（NP11-1～ NP11-6）

座長　安藤 有子（関西医科大学附属枚方病院）
NP11-1 心臓血管外科周術期患者において集中治療医が果たす役割

島田 由美子 1，津久田 純平 1，竹内 慎哉 2，福井 悠 1，瀬田 宏哉 2，幡野 翔 1，内藤 貴基 1，藤谷 茂樹 1，則末 泰博 1 

（1.東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科，2.東京ベイ・浦安市川医療センター救急科） 
NP11-2 集中ケア認定看護師としての 5年間の活動報告

片山 雪子（日本海総合病院） 
NP11-3 集中ケア認定看護師による一般病棟での活動の効果

藤岡 智恵 1，竹田 智子 1，樋口 圭子 2，野見山 由美子 1，安達 普至 3，鮎川 勝彦 3（1.飯塚病院 ICU，2.飯塚病院看護部，
3.飯塚病院集中治療部） 

NP11-4 愛知県集中ケア認定看護師会の活動報告　第 5報
西嵜 政仁 1，河合 佑亮 1，池松 裕子 2（1.藤田保健衛生大学病院，2.名古屋大学大学院医学研究科保健学科） 

NP11-5 成人看護学実習における臨床教員導入の現状報告について
迫田 典子 1, 2，松木 恵里 1, 2，新井 龍 1, 2，下司 映一 1（1.昭和大学保健医療学部看護学科，2.昭和大学病院） 

NP11-6 クリティカルケア実習における臨床教員の現状報告について
迫田 典子 1, 2，松木 恵里 1, 2，新井 龍 1, 2，下司 映一 1（1.昭和大学保健医療学部看護学科，2.昭和大学病院） 

15：30～ 16：20
ポスター 12　ケアの工夫 ②（NP12-1～ NP12-5）

座長　萩 亮介（東京医科大学八王子医療センター救命救急部）
NP12-1 電動式人工喉頭を用いた挿管患者とのコミュニケーション

花田 尚子，岡本 洋史，池田 秀美，力本 優紀，光島 モトエ，福岡 敏雄（倉敷中央病院救命救急センター） 
NP12-2 熱中症患者の救急外来での看護介入の検討

藤井 美幸，前田 幸（独立行政法人国立国際医療研究センター病院救命救急センター） 
NP12-3 開心術後患者における足浴の効果 ─生理学的効果・主観的効果の検討─

新見 秀美 1，中野 あけみ 1，田村 綾子 2（1.徳島大学病院看護部，2.徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部） 
NP12-4 脳卒中患者の意識障害改善に向けて ～音楽聴取の効果～

山城 匡史，村山 亜弥，粉川 竜也，國府田 泉，田村 典子，齋藤 江利子（医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院） 
NP12-5 ICU長期入院となった補助人工心臓装置装着患児との関わり

降旗 ことみ，高原 有貴，青嶋 ひろ，小口 佐代子，玉井 路子，塩原 まゆみ（信州大学医学部附属病院） 

15：30～ 16：30
ポスター 13　呼吸管理（NP13-1～ NP13-6）

座長　長村 生野（東京医科大学病院）
NP13-1 当院 ICUにおける急性心不全患者に対するNPPVの移行時期調査

上門 大介，清水 孝宏，諸見里 勝，平敷 好史，里井 陽介，普天間 誠，宮田 裕史（地方独立行政法人那覇市立病院集
中治療室） 

NP13-2 A病院におけるCCUでの急性冠症候群に対するNPPV使用状況
馬場 磨陽，野里 同，田中 忍，高橋 郁恵，寺田 夏子，中島 悟史，伊藤 智範，森野 禎浩（岩手医科大学附属病院） 

NP13-3 急性期に非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）を受けた心不全患者の体験
宮越 亮子，佐藤 育子，柳田 多美子（東京都立多摩総合医療センター看護部看護科） 

NP13-4 NPPVマスクフィッティングにおける皮膚保護剤変更前後の比較
石井 梨江，田中 好美（小倉記念病院） 

NP13-5 人工呼吸管理を受けた患者のQOLについての調査
藤田 知幸 1，高橋 徹 2（1.岡山赤十字病院，2.岡山県立大学保健福祉学部） 

NP13-6 有効な体位ドレナージの実践と評価の統一化に向けての取り組み
寺町 由美 1，畠中 直子 1，日南 友花 1，大西 翠 1，高崎 裕介 2（1.社会医療法人共愛会戸畑共立病院 ICU，2.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） 

15：30～ 16：30
ポスター 14　小児・その他（NP14-1～ NP14-6）

座長　中田 諭（日本看護協会看護研修学校）
NP14-1 低体温療法を受けた乳幼児家族の医療者に期待する関わり

小正 江里奈 1，辻 佐恵子 2（1.北里大学病院PICU，2.北里大学看護学部） 
NP14-2 救命救急センター入室患者の「こどもの心理ケアコンサルテーション」を導入して

柳澤 八恵子，櫨川 友梨，田村 富美子（聖路加国際病院救命救急センター） 
NP14-3 手術後 ICUへ入室した患者のニード

田沼 小百合，岩田 沙友里，由井 菜津美，小暮 圭佑，石原 理紗，山崎 敦子，引田 美恵子（群馬大学医学部附属病院
集中治療部） 
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NP14-4 覚醒下のVV-ECMO管理における成人患者の内的経験
亀ケ谷 泰匡 1，末松 宏美 1，生路 あずさ 2，下地 圭 1，中村 幸子 1，細萱 順一 1，背戸 陽子 1, 2（1.日本医科大学付属病院
SICU，2.日本医科大学付属病院CCU） 

NP14-5 心臓血管外科術後の ICUでの記憶と体験の実態
前田 知美，森口 由紀子，山田 親代（大津市民病院集中治療部） 

NP14-6 ICUでの記憶を補う ICU ダイアリーの実践報告 
坂口 彩子，与都 英美（聖路加国際病院集中治療室） 
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臨床工学技士部門ポスター
第 1日目（2月 9日）

ポスター会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル
10：40～ 11：20
ポスター 1　血液浄化 ①（MP1-1～MP1-4）

座長　山田 眞由美（東京医科大学病院臨床工学部）
MP1-1 sepxirisAN69ST（ガンブロ社製）の使用経験

浅井 謙一 1，黒田 友紀 1，松浦 有希子 1，隅 智子 1，高木 茂樹 1，稲熊 大城 2，高須 宏江 3（1.名古屋第二赤十字病院医
療技術部臨床工学科，2.名古屋第二赤十字病院腎臓内科，3.名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部） 

MP1-2 IL-6 STICKELISAの使用経験
菊池 義彦 1，福家 伸夫 2，志賀 英敏 2，小林 由 2，宮澤 正明 2（1.帝京大学ちば総合医療センター臨床工学部，2.帝京
大学ちば総合医療センター集中治療センター） 

MP1-3 体外循環中の炎症反応抑制を目指した白血球除去カラムの開発 ─ラット補助循環モデルを用いた検討─
藤井 豊 1，白井 幹康 2，武輪 能明 1，巽 英介 1（1.国立循環器病研究センター研究所人工臓器部，2.国立循環器病研究
センター研究所心臓生理機能部） 

MP1-4 インスリノーマに対する膵臓摘出症例で術中術後に人工膵臓を使用した 1例
新木 信裕，田代 博崇，山田 周，北田 真己，櫻井 聖大，原田 正公，瀧 賢一郎，高橋 毅（国立病院機構熊本医療センター
救命救急・集中治療部） 

11：20～ 12：10
ポスター 2　呼吸 ①（MP2-1～MP2-5）

座長　石橋 一馬（京都大学医学部附属病院）
MP2-1 全身麻酔手術で高頻度振動換気を行った経験

柳瀬 洋一 1，上岡 将之 1，井能 秀雄 1，小橋 和彦 1，荒木 祐一 2（1.JA茨城厚生連総合病院土浦協同病院臨床工学部，
2.JA茨城厚生連総合病院土浦協同病院救急集中治療科） 

MP2-2 PCPS施行中にARDSを発症し、自己肺の酸素化維持に難渋した一例
斉藤 航 1，山本 信章 1，渡部 雄介 1，小林 祐治 1，秋山 泰利 1，細谷 裕一 1，井上 貴昭 2，神山 具也 3，渡部 晃士 3，神山 
洋一郎 3（1.順天堂大学医学部附属浦安病院臨床工学室，2.順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科，3.順天堂大
学医学部附属浦安病院麻酔科） 

MP2-3 NAVA（Neurally Adjusted Ventilator y Assist）を拘束性肺障害に用い呼吸様式が改善した一例
落葉 佑昌 1，岡原 修司 2，清水 一好 2（1.岡山大学病院臨床工学部，2.岡山大学病院麻酔科蘇生科） 

MP2-4 NAVAモードにより同調性の改善が得られた先天性心疾患の一例
小笠原 徳有（福岡市立病院機構福岡市立こども病院・感染症センター） 

MP2-5 自発呼吸肺シュミレーターを用いた自発呼吸下における人工呼吸器 3機種の同調性能評価
北 博志 1，豊冨 雄也 1，井手 智大 1，鶴田 友加里 1， 横山 朋大 1，藤田 耕平 1，三住 拓誉 2（1.神戸大学医学部附属病院
臨床工学部門，2.神戸大学医学部附属病院集中治療部） 

10：40～ 11：20
ポスター 3　呼吸 ②（MP3-1～MP3-4）

座長　興津 英和（静岡市立静岡病院医療技術部臨床工学科）
MP3-1 Philips Respironics社製Bipap A-40とBipap Auto-SVの比較検討 ─同一症例への使用経験からの考察─

澤田 知広 1，高橋 幸子 1，中井 浩司 1，花隈 淳 1，平手 裕市 2（1.名古屋掖済会病院，2.中部大学生命健康科学部臨床
工学学科） 

MP3-2 NPPVからハイフローネーザルカニューラへ移行するもNPPV再装着となった患者の検討
吉永 修平 1，管田 塁 1，西上 和宏 1（1.済生会熊本病院臨床工学部門，2.済生会熊本病院集中治療室） 

MP3-3 V60ベンチレータの酸素使用量の検証
三浦 昇 1，三代 英樹 1，村田 聡樹 1，石田 朋行 1，井上 健 2（1.関門医療センター総括診療部，2.関門医療センター） 

MP3-4 急性期心不全治療デバイスとしてオートセットCSは有用か？
伊藤 正憲 1，本田 義昌 1，齊藤 伸介 2，廣田 幸次郎 2（1.市立砺波総合病院臨床工学科，2.市立砺波総合病院集中治療・
災害医療部） 

11：20～ 12：10
ポスター 4　血液浄化 ②（MP4-1～MP4-5）

座長　堀米 慎吾（東邦大学医療センター大森病院臨床工学部）
MP4-1 多種のモダリティを併用し短期集中的にサイトカイン除去を試みた幼児のマクロファージ活性化症候群（MAS）

平山 千佳 1，神里 興太 2，渕上 竜也 2，照屋 孝二 2，小田 正美 1，垣花 学 2（1.琉球大学医学部附属病院ME機器センター，
2.琉球大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部） 
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MP4-2 溶血性尿毒症症候群に合併した脳症に免疫吸着療法および大量免疫グロブリン療法が有効であった 1例
板坂 竜 1，猫宮 伸佳 1，前中 則武 1，高平 篤法 1，高氏 修平 2，斎藤 智誉 2（1.市立札幌病院臨床工学科，2.市立札幌病
院救命救急センター） 

MP4-3 慢性維持透析患者の人工心肺下における開心術後透析の検証
佐藤 幸博 1，浦田 雅弘 2（1.板橋中央総合病院臨床工学科，2.板橋中央総合病院心臓血管外科） 

MP4-4 Lactate clearance目的にAFBFを使用した試み
小橋 秀一，松本 侑也，中村 友哉，畑林 絵梨香（八戸市立市民病院臨床工学科） 

MP4-5 血液浄化膜におけるPVP溶質量の検討
千葉 二三夫 1，鈴木 理央 1，岡田 拓也 1，那須 敏裕 1，菅原 誠一 1，渡部 悟 1，古川 博一 1，山崎 大 2，姜 貞憲 2，横山 健 3

（1.手稲渓仁会病院臨床工学部，2.手稲渓仁会病院消化器病センター，3.手稲渓仁会病院麻酔科集中治療室） 

15：40～ 16：50
ポスター 5　血液浄化 ③（MP5-1～MP5-7）

座長　芝田 正道（東京女子医科大学東医療センター臨床工学部）
MP5-1 CHFの希釈法の違いによるクレアチニン除去特性の検討

中野 皓太 1，千原 伸也 1，島田 朋和 1，山口 真依 1，橋本 修一 1，橋本 佳苗 1，室橋 高男 1，巽 博臣 2，升田 好樹 2，山蔭 
道明 3（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，3.札幌医科大学医学部麻酔科学
講座） 

MP5-2 CRRTにおけるCTA膜 hemofilterの異なる膜面積に対する hemofilter life-timeの比較検討
松田 真太郎 1，塚本 功 1，土屋 陽平 1，島田 啓介 1，坂下 浩太 1，葉 秀寿 1，濱田 雅美 1，干川 祐樹 1，渡辺 裕輔 2，鈴木 
洋通 2（1.埼玉医科大学国際医療センターMEサービス部，2.埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部） 

MP5-3 当院における劇症肝炎症例の血液浄化量と昏睡覚醒時間及び電解質の検討
山香 修 1, 2，高木 浩史 1，今井 徹郎 2，上原 舞美 2，森田 敏夫 1，中村 篤雄 1，高須 修 1，山下 典雄 1, 2，坂本 照夫 1（1.久
留米大学医学部付属病院高度救命救急センター，2.久留米大学医学部付属病院臨床工学センター） 

MP5-4 胎便性腹膜炎術後より急性腎障害を呈した新生児に対し持続的血液透析を施行した一例
田切 恭平，中原 毅，関 貴弘，黒須 唯之（JA茨城厚生連総合病院土浦協同病院臨床工学部） 

MP5-5 全症例PMMA-CRRTの治療結果～ 3種類の膜比較検討～
小橋 秀一，松本 侑也，中村 友哉，畑林 絵梨香（八戸市立市民病院臨床工学科） 

MP5-6 メープルシロップ尿症（Maple Syrup Urine Disease; MSUD）急性増悪に血液浄化療法を施行した 2症例
上原 舞美 1，山香 修 1，長井 孝二郎 2，森田 敏夫 2，今井 徹朗 1，嘉松 翔 1，高須 修 2，山下 典雄 1, 2，坂本 照夫 2（1.久留
米大学病院臨床工学センター，2.久留米大学病院高度救命救急センター） 

MP5-7 当院で低効率血液透析を施行した 9症例の検討
中 公三 1，戸田 成志 2，海野 知洋 3（1.（独）労働者健康福祉機構香川労災病院MEセンター，2.（独）労働者健康福祉機
構香川労災病院麻酔科，3.（独）労働者健康福祉機構香川労災病院集中治療室） 

第 2日目（2月 10日）

ポスター会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル
10：20～ 11：20
ポスター 6　体外循環（MP6-1～MP6-6）

座長　開 正宏（名古屋第一赤十字病院）
MP6-1 V-V ECMOの早期導入により回復しえた、Klebsiella pneumoniae 重症肺炎の 1例

江間 信吾 1, 2，加藤 明彦 1，川村 茂之 2，伊藤 裕美 2，長谷川 敏彦 2，大村 守弘 2，滝井 利勝 2，由良 正幸 2，森田 耕司 2， 
土井 松幸 3（1.浜松医科大学医学部附属病院血液浄化療法部，2.浜松医科大学医学部附属病院医療機器管理部，
3.浜松医科大学医学部附属病院集中治療部） 

MP6-2 本学におけるV-VECMOの検討
佐藤 由利，星野 春奈，山本 素希，小堺 昭，倉島 直樹（東京医科歯科大学医学部附属病院MEセンター） 

MP6-3 人工肺ガス交換能低下を呈し早期回路交換を繰り返した白血球増多症の 1症例
山城 知明，石田 沙織，石川 隆志（藤田保健衛生大学病院ME管理室） 

MP6-4 V-V ECMOにおける人工肺の長期使用経験
小山 昌利 1，春田 良雄 1，鈴木 淳 2，横山 俊樹 2，近藤 康博 2，谷口 博之 2，川瀬 正樹 3，長谷川 隆一 4，伊藤 さやか 1，
堀口 敦史 1（1.公立陶生病院臨床工学部，2.公立陶生病院呼吸器・アレルギー内科，3.公立陶生病院集中治療部，
4.水戸協同病院救急・集中治療部） 

MP6-5 インフルエンザ肺炎に対しV-VECMOを施行した一例
紺野 幸哉，小笠原 順子，細井 拓海，鈴木 雄太，山本 圭吾，菊地 純，加藤 隆太郎，大平 朋幸，後藤 武（弘前大学医
学部附属病院医療技術部臨床工学・技術部門） 

MP6-6 101日間にわたるPCPSの長期管理の経験
岸川 源直 1，土谷 真基 1，江田 陽一 2（1.福岡徳洲会病院臨床工学科，2.福岡徳洲会病院救急・集中治療センター） 
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15：30～ 16：10
ポスター 7　その他（MP7-1～MP7-4）

座長　齋藤 真澄（倉敷中央病院臨床工学部）
MP7-1 医療機器管理の自動化による臨床業務の効率化

長見 英治 1，槇野 裕也 2，牧之内 崇 2, 3，浅野 達彦 2，石橋 聡 2，李 光浩 2，山内 雅人 2，伊良部 真一郎 3，森脇 龍太郎 3

（1.千葉労災病院臨床工学部，2.千葉労災病院循環器内科，3.千葉労災病院救急・集中治療部） 
MP7-2 タブレット端末による持続的血液浄化装置の遠隔監視

川邉 学 1，土屋 陽平 2，塚本 功 2，加納 隆 1（1.埼玉医科大学保健医療学部医用生体工学科，2.埼玉医科大学国際医療
センターMEサービス部） 

MP7-3 スリーブによるリード損傷とスクリューイン固定不足によりリード追加を来たした症例
三原 由裕 1，山田 将志 1，宮城 恵子 1，根津 知行 1，千葉 晶奈 1，沼里 淳平 1，林 直人 1，円城寺 由久 2（1.大崎病院東京ハー
トセンター臨床工学室，2.大崎病院東京ハートセンター循環器内科） 

MP7-4 カテコラミンシリンジ交換方法の検討～シリンジポンプの流量特性から～
石塚 后彦，笹生 亜紀子，八鍬 純，岸 崇之，橋本 貴礼，栗原 拓也，山崎 貴（山形県立中央病院臨床工学室） 

16：10～ 17：10
ポスター 8　安全・研修（MP8-1～MP8-6）

座長　高山 綾（川崎医科大学附属病院MEセンター，川崎医療福祉大学臨床工学科）
MP8-1 人工呼吸器安全点検ラウンドとインシデント防止対策

齋藤 道子 1，大能 祐文 1，茂谷 悠太 1，宮野 聡子 1，竹内 聡史 1，大北 沙由利 2，内田 真弓 2，金 光浩 3，西 憲一朗 4

（1.関西医科大学附属枚方病院医用工学センター，2.関西医科大学附属枚方病院看護部，3.関西医科大学附属枚方
病院総合リハビリテーションセンター，4.関西医科大学附属枚方病院総合集中治療部） 

MP8-2 当院の人工呼吸器を中心とした医療機器研修における臨床工学技士の関わり
佐藤 直己，金子 克（長野県立こども病院医療技術部臨床工学科） 

MP8-3 集中治療室での他職種への臨床工学技士勉強会の成果
及川 陽平 1，高木 政雄 1，岡崎 薫 2（1.医療法人社団徳洲会湘南藤沢徳洲会病院臨床工学科，2.医療法人社団徳洲会
湘南藤沢徳洲会病院麻酔科） 

MP8-4 PCPS施行を想定した院内シミュレーションの実施経験
桜沢 貴俊，近藤 文麿，横田 大将，高沼 和幸，関原 宏幸（JA長野厚生連篠ノ井総合病院臨床工学科） 

MP8-5 臨床工学技士養成校における人工呼吸器G5シミュレータの有用性の検討
金子 芳一（東海学院大学健康福祉学部総合福祉学科） 

MP8-6 臨床工学技士常駐勤務がもたらす波及効果
長尾 進一郎，橋本 将幸，和田 英大，平野 友紀（社会医療法人近森会近森病院臨床工学部） 

15：30～ 16：20
ポスター 9　呼吸・安全（MP9-1～MP9-5）

座長　中山 雄司（社会医療法人財団大和会東大和病院）
MP9-1 気管チューブのカフ圧管理の検討～連続測定の重要性～

道越 淳一 1, 2，宮脇 宏 3，伊藤 朋晃 1，丹生 治司 1，瀬尾 勝弘 3，松本 重清 4，野口 隆之 4，山本 真 5（1.小倉記念病院検
査技師部工学課，2.大分大学大学院医学系研究科，3.小倉記念病院麻酔科・集中治療部，4.大分大学麻酔科学講
座，5.大分協和病院） 

MP9-2 臨床工学技士によるカフリークテスト
加藤 幸恵 1，佐藤 望 1，木内 耕己 1，相嶋 一登 1，速水 元 2（1.横浜市立市民病院臨床工学部，2.横浜市立市民病院麻
酔科） 

MP9-3 人工呼吸器待機時の回路汚染状態 ～細菌学的検査から見た検討～
松尾 昌 1，三澤 賢治 2，金子 秀夫 3，池田 武史 4，矢嶋 恵理 5（1.社会医療法人財団慈泉会相澤病院ME課，2.社会医
療法人財団慈泉会相澤病院外科センター呼吸器外科，3.社会医療法人財団慈泉会相澤病院救護災害医療対策室，
4.社会医療法人財団慈泉会相澤病院集中治療科，5.社会医療法人財団慈泉会相澤病院看護部 ICU/CCU病棟） 

MP9-4 当院における人工呼吸器回路外れ防止対策
小倉 健 1，長見 英治 1，牧ノ内 崇 2，浅野 達彦 2，石橋 聡 2，李 光浩 2，山内 雅人 2，伊良部 真一郎 3，森脇 龍太郎 3，國
友 史雄 4（1.独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院臨床工学部，2.独立行政法人労働者健康福祉機構千葉
労災病院循環器内科，3.独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院集中治療部，4.独立行政法人労働者健康
福祉機構千葉労災病院呼吸器内科） 

MP9-5 EIT（Electrical Impedance Tomography）測定時における臨床工学技士の関わりについて
石山 智之 1，吉岡 淳 1，須賀 恭子 2，小野寺 悠 3，鈴木 博人 3，中根 正樹 3，川前 金幸 4（1.山形大学医学部附属病院臨
床工学部，2.山形大学医学部附属病院集中治療部，3.山形大学医学部附属病院高度集中治療センター，4.山形大学
医学部附属病院麻酔科学講座） 
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16：20～ 17：10
ポスター 10　モニタリング（MP10-1～MP10-5）

座長　関谷 理（聖マリアンナ医科大学病院クリニカルエンジニア部）
MP10-1 低体温療法における体外循環と体表式体温管理システムの温度変化の比較

橋本 圭司 1，坂平 英樹 2，吉田 剛 3，渡海 裕文 4（1.兵庫県立淡路医療センターMEセンター，2.兵庫県立淡路医療セ
ンター外科，3.兵庫県立淡路医療センター救命救急センター，4.兵庫県立淡路医療センター麻酔科） 

MP10-2 Vigileoソフトウエア更新による測定値の検討
千葉 晶奈 1，山田 将志 1，宮城 恵子 1，根津 知行 1，三原 由裕 1，沼里 淳平 1，林 直人 1，遠藤 真弘 2（1.大崎病院東京ハー
トセンター臨床工学室，2.大崎病院東京ハートセンター心臓血管外科） 

MP10-3 新しい非観血血圧測定法である加圧測定法（iNIBP）の評価
中島 義博，梶原 吉春，中山 雄司，佐藤 有希子，石高 拓也，加納 敬，片瀬 葉月，梶原 規子（東大和病院臨床工学科） 

MP10-4 Mashimo社製Radical 7とクリットラインモニターのΔBV値についての比較検討
土井 房恵，倉島 直樹，佐藤 由利（東京医科歯科大学医学部附属病院MEセンター） 

MP10-5 非侵襲式近赤外分光法組織酸素モニターNIROの使用経験
長見 英治 1，槇野 裕也 2，牧之内 崇 2，浅野 達彦 2，石橋 聡 2，李 光浩 2，山内 雅人 2，伊良部 真一郎 3，森脇 龍太郎 3 
（1.千葉労災病院臨床工学部，2.千葉労災病院循環器内科，3.千葉労災病院救急・集中治療部） 

第 3日目（2月 11日）

ポスター会場　ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル
10：10～ 11：20
ポスター 11　業務体制（MP11-1～MP11-7）

座長　岩谷 理恵子（東京慈恵会医科大学附属病院臨床工学部）
MP11-1 特定集中治療室管理料の施設基準に伴う国立大学法人病院臨床工学技士協議会アンケート結果について

宗万 孝次 1, 3，林 裕樹 2, 3（1.旭川医科大学病院診療技術部臨床工学技術部門，2.名古屋大学医学部附属病院臨床工
学部，3.国立大学法人病院臨床工学技士協議会） 

MP11-2 茨城西南医療センター病院における臨床工学技士院内常駐の現状とその課題
丸岡 正則，長谷川 猛（茨城県厚生連茨城西南医療センター病院臨床工学部） 

MP11-3 臨床工学技士の ICU宿直体制導入 1年を経過しての現状と今後の課題
赤嶺 史郎 1，中村 啓介 2，比屋根 寛 2，瀬名波 栄信 3（1.特定医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院臨床工学部，2.特定
医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院看護部，3.特定医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院心臓血管外科） 

MP11-4 当直体制を開始した臨床工学技士の現状と今後の課題
陶山 真一 1，住田 臣造 2（1.旭川赤十字病院医療技術部第一臨床工学課，2.旭川赤十字病院麻酔科） 

MP11-5 当院 ICUへの臨床工学技士（CE）配置の取り組み
深町 和彦，西原 英輝，浦野 哲哉（東海大学医学部付属病院） 

MP11-6 大規模病院における臨床工学技士の夜勤体制導入と今後の展望
橋詰 英明 1，山田 幸恵 1，加藤 政雄 1，石田 沙織 2，石川 隆志 2，長谷川 みどり 3，湯澤 由紀夫 3，中村 智之 4，山下 千鶴 4，
西田 修 4（1.藤田保健衛生大学病院血液浄化センター，2.藤田保健衛生大学病院ME管理室，3.藤田保健衛生大学
医学部腎内科，4.藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座） 

MP11-7 集中治療室（ICU）業務の現状と今後の課題
清水 重光 1，小田 和也 1，小峠 博揮 1，安達 普至 2，鮎川 勝彦 3（1.株式会社麻生飯塚病院臨床工学部，2.株式会社麻
生飯塚病院集中治療部，3.株式会社麻生飯塚病院救急部） 

10：10～ 11：20
ポスター 12　酸素療法（MP12-1～MP12-7）

座長　石井 宣大（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター臨床工学部）
MP12-1 高流量鼻カニューラと吸気回路の組み合わせにより生じる背圧についての実験的検討 ─生体モデルを用いて─

富田 敏司 1，平尾 収 1，山下 健次 1，田中 成和 1，榎谷 祐亮 1，西村 信哉 1，森 隆比古 2（1.大阪府立急性期・総合医療
センター麻酔科，2.大阪府立急性期・総合医療センター医療情報部） 

MP12-2 ネーザルハイフローシステムの至適絶対湿度についての検討
臼井 幹 1，岡本 洋史 2，宇田 武彦 1，岡田 和宜 1，山下 毅 1，齋藤 真澄 1（1.倉敷中央病院臨床工学部集中治療支援室，
2.倉敷中央病院救急科） 

MP12-3 ネーザルハイフロー（NHF）用回路の性能比較検討
布野 潤一 1，佐々木 慎理 1，高山 綾 1, 2（1.川崎医科大学附属病院MEセンター，2.川崎医療福祉大学医療技術学部臨
床工学科） 

MP12-4 High Flow Nasal Cannula療法中の吸入酸素濃度
近田 優介 1，井澤 眞代 2，奥田 菜緒 2，大藤 純 2，西村 匡司 2（1.徳島大学病院臨床工学技術部門，2.徳島大学大学院
病態情報医学講座救急集中治療医学） 

MP12-5 当院における高流量酸素吸入ネブライザーの導入検討
品田 美緒，並木 陽明，水越 加奈子，三浦 真樹（横浜市立大学附属病院MEセンター） 
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MP12-6 両大血管右室起始症に対し施行した低酸素ガス吸入療法の検討 ～フローアナライザPF-300を用いた回路構成～
磯本 一喜，齋藤 保，矢谷 慎吾（佐世保市立総合病院医療技術部臨床工学室） 

MP12-7 オキシマスク TMによる吸気酸素濃度の性能評価
細谷 裕一 1，山本 信章 1，渡部 雄介 1，小林 祐治 1，斉藤 航 1，秋山 泰利 1，神山 具也 2，渡部 晃士 2，神山 洋一郎 2 
（1.順天堂大学医学部附属浦安病院臨床工学室，2.順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科） 
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【International Session】
JSICM/KSCCM Joint Symposium

2nd day （February 10）

8：40～ 10：10　Room 3　Hotel Nikko Tokyo 1F Jupiter
JSICM/KSCCM Joint Symposium　Sepsis and organ dysfunction　

Chair Naoyuki Matsuda（Department of Emergency & Critical Care Medicine, Nagoya University Graduate School 
of Medicine, Japan）

 Dong Chan Kim（Chonbuk University, Korea）
JKS1 Sepsis-associated encephalopathy

Yasutaka Oda, Ryosuke Tsuruta（Emergency and Critical Care Medicine, Yamaguchi University Graduate School of 
Medicine, Ube, Japan）

JKS2 Sepsis induced cardiac dysfunction
Ho Geol Ryu（Department of Anesthesiology, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea）

JKS3 ARDS in Korea
Sang-Bum Hong（Department of Respiratory and Critical Care Medicine, University of Ulsan, Asan Medical Center, 
Korea）

JKS4 Early inter vention based on prediction formula is ef fective method to avoid unnecessar y transplantation
Kazuaki Inoue1, Shinsyou Yoshiba2（1. Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Showa 
University Fujigaoka Hospital, Yokohama, Japan, 2. Kasai Shoikai Hospital, Tokyo, Japan）

JKS5 Sepsis and acute kidney injur y
Kent Doi（Department of Emergency and Critical Care Medicine, The University of  Tokyo, Tokyo, Japan）

JKS6 Disseminated Intravascular Coagulation and Endothelial Dysfunction
Sungwon Na（Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Korea）

International Oral Session
1st day（February 9）

14：00～ 15：30　Room 3　Hotel Nikko Tokyo 1F Jupiter
International Oral Session 1　Volume overload in acute heart failure: from organ congestion to“decongestive therapy”

Chair Alexandre Mebazaa（Department of Anesthesiology, Hopital Lariboisiere, Paris, France）
 Brian David Porvin（Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, John C. Lincoln Hospital, Phoenix, 

AZ, USA）
1. Overview of pathophysiology of acute heart failure
IO1-1  Acute congestion

Shiro Ishihara（Internal Medicine and Cardiology, Nippon Medical School Musashi-Kosugi Hospital, Kanagawa, 
Japan）

IO1-2  Cardiogenic shock
Tatsunori Taniguchi（Department of Cardiovascular Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine, 
Japan）

2. Treatment strategy
IO1-3  How would I treat acute congestion?

Alexandre Mebazaa（Department of Anesthesiology, Hopital Lariboisiere, Paris, France）
IO1-4 Medical therapies of cardiogenic shock

Keisuke Kida（Department of Cardiology, St. Marianna University School of Medicine Hospital, Japan）
3. Cardiac assist devices
IO1-5  The experience of the percutaneous cardiopulmonar y suppor t system in the ter tiar y medical center, Taiwan ─A 

Single-Center Obser vational Study─
Shih-Chieh Chien1, Wei-Ren Lan2, Cheng-Ting Tsai2, Chi-Yin Lo1, Jen-Yuan Kuo2, Jia-Yin Hou1（1. Department of 
Cardiology and Critical Care Medicine, MacKay Memorial Hospital, Taipei, Taiwan, 2. Department of Cardiology, 
MacKay Memorial Hospital, Taipei, Taiwan）

IO1-6  Impella
Brian David Porvin（Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, John C. Lincoln Hospital, Phoenix, AZ, 
USA）
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15：40～ 17：10　Room3　Hotel Nikko Tokyo 1F Jupiter
International Oral Session 2 

Chair Shyr-Chyr Chen（Department of Emergency Medicine, National Taiwan University Hospital, Taiwan）
 Satoshi Gando（Division of Acute and Critical Care Medicine, Department of Anesthesiology and Critical Care 

Medicine, Hokkaido University Graduate School of Medicine, Japan）
IO2-1  The perioperative risk factors for postoperative pressure ulcer in surgical patients

Namo Kim, Jeongmin Kim, Sungwon Na（Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Severance Hospital, 
Yonsei University College of Medicine, Korea）

IO2-2  Bioelectrical impedance analysis of nutritional status in critically ill patients
Song Mi Lee1, Yoo Jin Lee2, Cheung Soo Shin3（1. Department of Nutrition Services, Gangnam Severance Hospital, 
Korea, 2. Department of Clinical Health Sciences, The Graduate School of Clinical Health Science, Ewha Womans 
University, Korea, 3. Department of Anethesiology and Pain Medicine, Yonsei University College of Medicine, 
Korea）

IO2-3  Dexmedetomidine preconditioning attenuates cisplatin-induced ototoxicity in zebrafish
Too Jae Min, Woon Young Kim（Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Korea University Ansan Hospital, 
Korea University College of Medicine, Ansan, Korea）

IO2-4  Serum Potassium Level and the Outcomes of Medical Critically Ill Patients
Surat Tongyoo1, Permpikul Chairat2（1. Division of Critical Care, Department of Medicine, Siriraj Hospital, Bangkok, 
Thailand, 2. Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand）

IO2-5  How much of fluid accumulation impact adverse outcomes in Surgical ICU
Kaweesak Chittawatanarat1, Tosapon Pichaiya2（1. Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiang Mai 
University, Chiang Mai, Thailand, 2. Department of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Science, Chiang 
Mai University, Chiang Mai, Thailand）

IO2-6  A 7- year retrospective study evaluated the association between seasonal and meteorological change and incidence of 
aneur ysmal subarachnoid haemorrhage in only one hospital

Jung Hee Kim, Kwan Young Song, Se Yon Jang, Min Ho Kong（Department of Neurosurgery, Seoul Medical Center, 
Korea）

2nd day （February 10）

10：20～ 11：50　Room 3　Hotel Nikko Tokyo 1F Jupiter
International Oral Session 3

Chair Sungwon Na（Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Korea）
 Keiichi Tada（Hamawaki Orthopaedic Hospital, Japan）

IO3-1  Impact of Cancer on Sur vival of Patients with AKI on CRRT
Ho Sik Shin, Ye Na Kim, Yeon Soon Jung , Hark Rim （Department of Nephrology, Gospel Hospital, College of 
Medicine, Kosin University, Korea）

IO3-2  Impact of Vitamin D Deficiency on Poor Neurologic Outcome after Sudden Cardiac Arrest
Jin Wi, Hui-Nam Pak, Boyoung Joung, Moon-Hyoung Lee（Yonsei Cardiovascular Research Institute, Division of 
Cardiology, Department of Internal Medicine, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea）

IO3-3  Impact of glucose variability on the treatment outcomes of sepsis and septic shock
Chairat Permpikul1, Pantaree Aswanetmanee2（1. Division of Critical Care, Department of Medicine, Siriraj Hospital, 
Mahidol University, Thailand, 2. Department of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand）

IO3-4  Metformin-associated lactic acidosis: Clinical manifestations and ef fect of renal replacement therapy (RRT) on 
outcome 

Ranistha Ratanarat, Sirichai Jamnongprasatporn, Chairat Permpikul（Division of Critical Care, Department of 
Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand）

IO3-5  Agreement and correlation of ar terial blood glucose level measured by point of care (POC) glucometer and standard 
venous blood measurment in medical critically ill patients

Rungsun Bhurayanontachai1, Kongsak Tangtongbenchasil2（1. Division of Critical Care Medicine, Department of 
Internal Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand, 2. Department of 
Internal Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand）

IO3-6  Can the change of procalcitonin levels predict outcome of severe sepsis and septic shock patients?
Jeong-Am Ryu1, Jeong Hoon Yang2, Kyeongman Jeon3, Chi-Min Park4, Chi Ryang Chung1, Gee Young Suh3

（1. Department of Critical Care Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, 
Seoul, Korea, 2. Division of Cardiology, Department of Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan 
University School of Medicine, Seoul, Korea, 3. Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Department of 
Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea, 4. Department of 
Surgery, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea）
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International Poster Session
2nd day （February 10）

15：50～ 16：50　Room14　Grand Pacific Le Daiba B1F Concerto
International Poster Session 1

Chair　Yasuyoshi Takei（Department of Cardiology, Tokyo Medical University, Japan）
IP1-1  Combining Tissue Doppler Echocardiography and Lung Rockets Sign in the Dif ferential Diagnosis of Acute Dyspnea

Young-Rock Ha, Young-Geun Lee, Jung-Hwan Ahn（Department of Emergency Medicine, Bundang Jesaeng Hospital, 
Korea）

IP1-2  Ef fect of high-dose ulinastatin on postoperative lung function in patients undergoing aor tic valve surger y employing 
cardiopulmonar y bypass: a retrospective study

Tae-Yop Kim, Gayon Yu, Eugene Jung, Nazri Muhammad, Woon-Seok Kang, Yoon Hee Kim（Department of 
Anesthesiology, Konkuk University Medical Center, Korea）

IP1-3  The usefulness of lung ultrasound in dif ferential diagnosis for bilateral dif fuse infiltration on chest X-ray
Jin Jeon1, Younsuck Koh2, Chae-Man Lim2, Sang-Bum Hong2（1. Department of Intensive Care Medicine, Asan 
Medical Center, Korea, 2. Department of Pulmonology & Intensive Care Medicine, Asan Medical Center, Korea）

IP1-4  Optimization serum sodium concentrations in hear t failure patients: the potential role of Tolvaptanv
Masatake Kobayashi1, Kunihiko Teraoka2, Yoichi Iwasaki2, Masataka Watanabe1, Kenji Takazawa2, Akira Yamashina1

（1. The Department of Cardiology, Tokyo Medical University, Tokyo, Japan, 2. The Department of Cardiology, 
Tokyo Medical University Hachioji Medical Center, Tokyo, Japan）

15：50～ 16：50　Room14　Grand Pacific Le Daiba B1F Concerto
International Poster Session 2

Chair Chairat Permpikul（Division of Critical Care, Department of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, 
Thailand）

IP2-1 Clinical Outcomes of Extracorporeal Membrane Oxygenation Suppor t for Patients with Hematologic Malignancies
Seok-Chan Kim, Hwa-Young Lee, Hye-Sun Kang, Chin Kook Lee（Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, 
Department of Internal Medicine, Seoul St. Mary’s Hospital, The Catholic University of Korea, College of Medicine, 
Seoul, Korea）

IP2-2  Downtime and Neurologic Outcome in Comatose Patients Treated with Therapeutic Hypothermia after out-of-Hospital 
Cardiac Arrest

Won Young Kim（Department of Emergency Medicine, Asan Medical Center, Seoul, Korea）
IP2-3  Infectious Complications related to Extracorporeal Membrane Oxygenation in Adult Patients

Yun Seong Kim, Dong Wan Kim, Woo Hyun Cho,  Doo Soo Jeon, Seong Hoon Yoon, Hye Ju Yeo, Bong Soo Son, Do 
Hyung Kim（Department of Internal Medicine, Pusan National University Yangsan Hospital, Korea）

15：50～ 16：50　Room14　Grand Pacific Le Daiba B1F Concerto
International Poster Session 3

Chair　Ho Geol Ryu（Department of Anesthesiology, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea）
IP3-1  The inter-rater reliability of Simplified Acute Physiology Score 3（SAPS3）between intensive care unit nurses

Jung Won Kim, Jun Hyun Kim（Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Ilsan Paik Hospital, Korea）
IP3-2 Incidence and risk factors of immediate prolonged postoperative delirium in a surgical ICU

Hannah Lee, Ho Geol Ryu, Jae-Woo Ju（Department of Anesthesia and Pain Medicine, Seoul National University 
Hospital, Korea）

IP3-3  Safety and feasibility of early physical therapy and mobility for critically ill patients in MICU
Chi Ryang Chung1, Young Jun Ko2, Kyeongman Jeon3, Chi Min Park4, Jeong Hoon Yang5, 6, Gee Young Suh3

（1. Department of Critcal Care Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, 
Seoul, Korea, 2. Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Samsung Medical Center, Korea, 3. Division 
of Pulmonary and Critical Care Medicine, Department of Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan 
University School of Medicine, Seoul, Korea, 4. Department of Critical Care Medicine, Department of Surgery, 
Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea, 5. Division of Cardiology, 
Department of Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea, 6. 
Division of Cardiology, Department of Critical Care Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University 
School of Medicine, Seoul, Korea）

IP3-4  Is fur ther radiographic evaluation for ankle and midfoot fracture detection required in acute ankle injur y patients? 
a comparison of plain ankle radiography and three-dimensional computed tomography in an emergency depar tment 
setting

Seung Whan Kim（Department of Emergency Medicine, College of Medicine, Chungnam National University, 
Daejeon, Korea）
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15：50～ 16：50　Room14　Grand Pacific Le Daiba B1F Concerto
International Poster Session 4

Chair Sang-Bum Hong（Department of Respiratory and Critical Care Medicine, University of Ulsan, Asan Medical 
Center, Korea）

IP4-1  Child-Pugh scores and mechanical ventilation time predict delirium after liver transplantation
Jeong-Moo Lee1, Ho Geol Ryu2, Hannah Lee2（1.Department of Surgery, Seoul National University College of 
Medicine, Seoul, Korea, 2. Department of Anesthesiology, Seoul National University College of Medicine, Seoul, 
Korea）

IP4-2 Video laryngoscope versus direct laryngoscope for tracheal intubation during in-hospital cardiopulmonary resuscitation
Soonyoung Park1, Dong Hyun Lee1, Younsuck  Koh2, Chae-Man Lim2, Jin Won Huh2, Sang-Bum Hong2

（1. Department of Critical Care Medicine, Asan Medical Center, College of Medicine, University of Ulsan, Seoul, 
Korea, 2. Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, College of Medicine, 
University of Ulsan, Seoul, Korea）

IP4-3  Clinical Impact of Early Bronchoscopy in Mechanically Ventilated Patients with Aspiration Pneumonia
Young-Jae Cho1, Hyun Woo Lee1, Jinsoo Min1, Jisoo Park1, Yeon Joo Lee1, Sangheon Park2, Seung-Hye Choi3, 
Jee Young Kim1, Eun Young Lee4（1. Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Department of Internal 
Medicine, Seoul National University College of Medicine, Seoul National University Bundang Hospital, Korea, 2. 
Department of Anesthesiology, Seoul National University College of Medicine, Seoul National University Bundang 
Hospital, Korea, 3. Department of Nursing Science, Suwon University, Korea, 4. Interdepartment of Critical Care 
Medicine, Seoul National University Bundang Hospital, Korea）
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IML

技術連関の発展に伴う医療のあり方と集中治療（ICU & CCU）への期待
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会

細田 瑳一

1）技術連関の発展と倫理の再編
　世界大戦の廃墟から、経済と文明の著しい発展へ転換した社会が、技術連関の肥大化と利便性に安住して環
境変化に対応する新しい倫理の構築と普及が遅れる中で、医学・医療の領域でも診断技術と治療技術開発の目
覚しい進歩があり、1960年代後半に集学的な急性期治療室として集中治療室が普及し、集中治療医学の進展が
見られることとなった。

2）わが国でのCCU・Mobile CCU ─臨床研究と診療精度の向上
　循環器領域の診療密度と精度が著しく向上し、多くの急性期疾患が入院するようになり、その病態を明らか
にした。例えば生理検査は心電図中心から冠動脈シネ造影と心エコー図中心に移り、虚血性心疾患の発症リス
ク、切迫梗塞など現在名称を急性冠症候群としてまとめられているすべての病態の時々刻々の変化を、日常の
密度濃い診察・検査と記録を中心に明らかにし、関与した医師・看護師の急性疾患診療技術を著しく向上させ
た。同時に、冠攣縮性狭心症、不安定狭心症などの新しい疾患単位を確認し、重症不整脈、心破裂、心原性ショッ
ク、心不全、慢性心不全、再梗塞、ST上昇またはST低下型梗塞、高血圧、糖尿病、動脈硬化、大動脈と末梢血管病、
腎障害、血栓塞栓などの合併病態と慢性期の病態についても明らかにして予後改善への生活習慣改善やリハビ
リテーションの技術開発の端緒を開いた。

3）総合医学的臨床研究
　臨床病態を明らかにする過程で、循環器系の生理・生化学的研究のみならず、自律神経・体液性調節、時間生
物学と睡眠脳波の監視、呼吸病態と循環動態の相互関係、腎機能の解析、血栓塞栓学、糖代謝、運動器の機能と
循環動態の関連など総合医学的、集学的臨床研究を進めることができた。

4）薬物療法と非薬物療法の開発研究と適正利用
　各種利尿薬、硝酸薬、カルシウム拮抗薬、αβ遮断薬などの開発にあたって密度濃く詳細に臨床研究し、日常
診察での実地処方の経験から、患者の病態に合わせて適正に使用する努力を重ねたので、薬物の選択と用量、用
法について合理的に非薬物療法と組み合わせることができるようになった。感冒や不眠症の予防と治療につい
ては徹底的に薬物を用いない生活改善を指導した。そのことから自らの施設で行っている治療と診療方針につ
いて、患者の長期予後から評価することを実践して診療の評価基準としている。ここでWHOの掲げた医療の
基本的目標とわが国の法律に則った榊原記念病院での診療実績と評価について触れる。

5）今後の医療にどう貢献するのか
　ここに述べた私の経験は、循環器領域を中心にその技術開発を進め、各専門職の研修をできるだけ具体的に
向上させてリハビリテーションによる生活習慣改善を含め総合医療の立場で展開してきたものである。これか
らの臨床研究にさらに向かうべき方向の例示として以下の項目を述べる。
　a） 小児期から健康の認識と自らの健康を増進へ精神面を含め習慣づけ、50歳代から高齢症候群の予防にリハ
ビリテーションによる生活改善を普及して地域社会で支援。

　b）健康増進のために神経・体液性調節に関する検査法とその調整法の開発研究。
　c）自家臓器幹細胞（resident stem cell）による再生療法の開発研究と実践。

合同プログラム 岩月賢一記念講演 第2日目　13：40～14：20　第1会場（ホテル日航東京 1F ペガサスA+B）
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Improving Sepsis Care in Resource Limited Nations
Department of Critical Care Medicine, Mayo Clinic Arizona, USA

Joseph Christopher Farmer 

Over 75% of the global burden of infectious diseases, as assessed by mortality and disability adjusted life years lost, 
occurs in resource-limited countries. Infectious diseases make up six of the ten most frequent causes of death in 
resource-limited countries. While international guidelines have led to substantial improvements of sepsis mortality 
in developed and industrialized countries, these guidelines cannot be practically implemented in many resource-
limited countries for several reasons, only one of which is actually the lack of resources. As a new element of the 
Surviving Sepsis Campaign, a joint task force of the ESICM and SCCM are developing processes to improve sepsis 
care in resource limited nations. This approach consists of the following three steps: (1) Scan - scanning the region 
of interest for key elements that influence and affect sepsis detection, management, and outcome; (2) Teach - 
implementing public awareness and health care provider educational programs on sepsis; (3) Treat - implementing 
a “Sepsis First Aid kit” into the clinical practice. These efforts are underway, and will be discussed in detail during 
this talk. We will review project details, plan of action, current status, and plans for the future. We will discuss the 
methodologies and data that will be collected and monitored. 

合同プログラム 招請講演1 第1日目　9：00～9：40　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）

合同プログラム 招請講演2 第1日目　9：50～10：30　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）

IL-1
Novelties in acute heart failure

1. Department of Anesthesiology, Hopital Lariboisiere, Paris, France，2. Internal Medicine and Cardiology, Nippon 
Medical School Musashi-Kosugi Hospital, Kanagawa, Japan

Alexandre Mebazaa1, Shiro Ishihara2, Naoki Sato2

Acute heart failure is often seen as a hemodynamic disease and a disease mainly driven by pulmonary edema. 
There are increasing evidence that acute heart failure is also a metabolic disease where glycemia, inflammation, 
metabolic syndrome are playing an important role in the decompensation and the prognosis of heart failure 
patients. More importantly, it is better understood that clinical and biological signs of acute heart failure are mostly 
related to global congestion, both right and left heart congestion rather than low cardiac output. Accordingly, 
decompensated heart failure often combines pulmonary edema, kidney and liver dysfunction, all mostly related to 
heart congestion. New therapeutic strategies should be based on those new concepts. 
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IL-3
The tele-ICU ─ is this our inevitable future?

Baylor Scott & White, USA
Edgar J Jimenez

In the USA, ICU’s are about 10% and 20% of all hospital beds but they represent about 30% of hospital costs. There 
is a growing shortage of critical care physicians and nurses, with a demand that is 6 times the supply.
Tele-ICU can help leveraging the availability of intensivists, particularly in rural areas but can’t take the place 
of bedside clinicians. There has to be a mid-level professional at the bedside to “extend” the expertise received 
electronically. Small hospitals can’t justify the cost of an intensivist, even if they were available and, some hospitals 
need more than one.
Tele-ICU can improve the efficiency and cost/effectiveness of a small ICU by retaining appropriate patients, 
increasing acuity overall and anticipating and better supporting appropriate transfers. 
The best working systems have uniformity in integration of best practices and evidence-based care. Models with 
too many options have failed. Robotic systems appear to resemble closely a traditional proactive bedside approach 
and have gained great acceptance from patients, families and bedside staff. They have been used in rounds, 
teaching rounds, rapid response team support and bedside consults in the Emergency Department.
A serious caveat is that in the US, Medicare and other health payors currently have minimal reimbursement for 
such services and the costs are justified mainly as “soft gains”, such as a decreasing length of stay, complications 
and liabilities and, improving outcomes and throughput.
Summary
Tele-ICU is here to stay as a supplement to the current availability of resources in the US. World-wide, simpler 
interactive systems have been tried by International organizations and could result in teaching and research 
opportunities.

IL-4
“Impella for the Intensivist” A clinical review of Impella in critically ill patients
Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, John C. Lincoln Hospital, Phoenix, AZ, USA

Brian David Porvin 

This is a clinical review of Impella, a percutaneously implanted left ventricular assist device. The review will cover 
this novel technology, goals of therapy and clinical tips for successful use. We will review the pathophysiology of 
cardiogenic shock and compare other technologies used in the treatment of shock. The discussion will include “real 
world” cases as well as clinical management suggestions for starting a successful Impella program. 

合同プログラム 招請講演3 第1日目　10：40～11：20　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）

合同プログラム 招請講演4 第1日目　11：30～12：10　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）
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IL-5

「医療イノベーション」で何を考えるか
国立循環器病研究センター

橋本 信夫 

医療イノベーションを考える上で何が必要かということを考えてみたい。国全体としての戦略的取組や個々の
施設における最先端医療技術の導入などが重要であることは当然であるが、膨大な情報と日々進歩する医療技
術の洪水の中で溺れることなく冷静に判断、行動するために何が必要か、先人の知恵や限界等を紹介しつつ共
に考える機会を持ちたい。

IL-6

脳梗塞の再生医療：脳は甦る！
札幌医科大学神経再生医療科

本望 修 

我々は1990年代初頭より、脳梗塞の動物モデルに対して各種幹細胞をドナーとした移植実験を繰り返し行って
きた。その中でも1990年代後半から、骨髄由来の骨髄間葉系幹細胞を有用なドナー細胞として注目し、経静脈
的に投与することで著明な治療効果が認められるという基礎研究結果を多数報告してきた。現在、自己培養骨
髄間葉系幹細胞を改正薬事法下で一般医療化すべく、治験薬として医師主導治験を実施し、医薬品（細胞生物製
剤）として実用化することを試みている。本治験薬はGLP前臨床試験を実施し、札幌医科大学の細胞プロセッ
シング施設でGMP製造している。本医師主導治験は、2013年2月に治験届を提出し、GCP省令に基づいて治験
（第３相）を実施中である。今後、数年後を目途に薬事承認を受けることを目指している。
http://web.sapmed.ac.jp/chiken-stroke/

合同プログラム 招請講演5 第1日目　14：00～14：40　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）

合同プログラム 招請講演6 第1日目　14：50～15：30　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）
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IL-7
New Insights on VILI coming from imaging and clinical studies

Cardio-Pulmonary Department, Incor - Heart Institute, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, Brazil

Marcelo BP Amato

Several physiological concepts describing risk constellations for VALI (Ventilator associated lung injury) have 
been introduced in recent years, among them tidal-recruitment, tidal-overdistension, volutrauma, lung-stress and 
lung-strain. In this conference, we will discuss the importance and weaknesses of these physiological concepts, 
showing the interaction between such basic mechanisms of lung injury and clinical conditions like: a) the presence 
of spontaneous breaths, b) body positioning, c) recruitment manoeuvres, d) use of optimum PEEP.  We will also 
discuss the new technologies available to monitor and avoid these phenomena at the bedside. 
We will present the original results of 3 clinical randomized trials, encompassing more than 300 patients suffering 
open chest cardiac surgery (PaO2/FIO2 < 250), and more than 500 patients with moderate/severe ARDS (PaO2/
FIO2 < 200). The bedside physiology associated to a successful/unsuccessful recruitment, and clinical outcomes 
like air-leaks, oxygen dependence, length of stay, and lung function tests will be presented. 
A recently completed trial in post-cardiac patients is the first randomized trial showing a significantly improved 
outcome related to lung recruitment, with decreased incidence of pulmonary complications, less oxygen 
dependency and a reduction of 1.5 days in the hospital stay.
We will then present the rationale for 3 take-home messages. First, during controlled or spontaneous mechanical 
ventilation, driving-pressure, calculated as the ratio between tidal-volume and tidal-compliance, represents the 
most integrative information about VALI risks (and lung fibrosis!) at bedside, even for patients with chest-wall 
problems. Driving pressure estimation is equivalent to lung-sizing, i.e. customizing tidal-volume in relation to the 
functional lung size.
Second, Lung recruitment and slightly higher  respiratory-rates (30-50 breaths/minute) are effective tools to 
minimize driving-pressure in most patients with acute-respiratory failure, typically achieving 3-5 cmH2O reduction 
in driving-pressures. 
Finally, the preservation of spontaneous breaths has been promoted as an important strategy to avoid muscle 
atrophy. However, using new imaging technologies, we have showed that the combined presence of severe lung 
disease plus strong diaphragmatic contraction often causes an improved match of regional ventilation/perfusion 
(with better oxygenation), but overstretch of dependent lung regions - equivalent to a tidal volume > 15 mL/kg 
-  and significantly more tidal-recruitment. Surprisingly, this concentrated stress occurs despite a low (global) 
tidal-volume ventilation, along with a disguising high P/F ratio, and explaining why paralysis may be beneficial in 
patients during acute lung injury. Thus, spontaneous breaths during severe ARDS should be carefully examined 
and only applied under close monitoring of diaphragmatic function. The concept of Driving-Pressure should 
be extended to spontaneous ventilation, and estimated breath by breath by novel algorithms that can be easily 
implemented at bedside.

合同プログラム 招請講演7 第1日目　16：30～17：10　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）
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IL-8
The role of abdominal compliance in the critically ill: the neglected parameter

ICU and High Care Burn Unit, ZNA Stuivenberg/St-Erasmus, Belgium
Manu Malbrain

Over the last few decades, increasing attention has been given to understanding the pathophysiology, etiology, 
prognosis, and treatment of elevated intra-abdominal pressure (IAP) in trauma, surgical, and medical patients. 
However, there is presently a relatively poor understanding of intra-abdominal volume (IAV) and the relationship 
between IAV and IAP (i.e., abdominal compliance). According to the World Society on Abdominal Compartment 
Syndrome (WSACS) consensus definitions, abdominal compliance (Cab) is defined as a measure of the ease of 
abdominal expansion, which is determined by the elasticity of the abdominal wall and diaphragm. It should be 
expressed as the change in intra-abdominal volume (IAV) per change in IAP (ml/mmHg). Importantly, Cab is 
measured differently than IAP and the abdominal wall (and it’s compliance) is only a part of the total abdominal 
pressure-volume (PV) relationship. In this lecture the different definitions will be comprehensively reviewed, 
related to IAP (at baseline, during respiratory variations, at maximal IAV), IAV (at baseline, additional volume, 
abdominal workspace, maximal and unadapted volume), and abdominal compliance and elastance (i.e., the 
relationship between IAV and IAP). Measurement of Cab is difficult at the bedside and can only be done in case 
of change (removal or addition) in IAV. The different measurement techniques will be discussed in relation to 
decrease (ascites drainage, hematoma evacuation, gastric suctioning) or increase in IAV (gastric insufflation, 
laparoscopy with CO2 pneumoperitoneum, peritoneal dialysis). More specific techniques using the interactions 
between the thoracic and abdominal compartment during positive pressure ventilation will also be discussed 
(low flow PV loop, respiratory IAP variations, respiratory abdominal variation test, mean IAP and abdominal 
pressure variation). The relation between IAV and IAP is linear at low IAV and becomes exponential at higher 
volumes. Specific conditions in relation to increased or decreased Cab will be listed. The Cab is one of the most 
neglected parameters in critically ill patients, although it plays a key-role in understanding the deleterious effects 
of unadapted IAV on IAP and end-organ perfusion. If we can identify patients with low Cab we can anticipate and 
select the most appropriate surgical treatment to avoid complications. Finally, we suggest possible treatment 
options in situations of unadapted IAV according to existing Cab, which results in high IAP. A large overlap exists 
between treatment of patients with abdominal hypertension and those with low Cab.

合同プログラム 招請講演8 第1日目　17：20～18：00　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）
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IL-9
Recent advances in Pediatric Neurocritical Care

Harvard Medical School, Departments of Neurology and Anesthesiology, Perioperative and Pain Medicine, 
Division of Critical Care Medicine, Boston Children’s Hospital, USA

Robert C Tasker 

Why do we need neurointensivists in the pediatric ICU (PICU) when 15% of the training in pediatric critical care 
medicine is in acute neurology? Can your local practice support such a subspecialization or subdivision within the 
field, in the way that some centers can support a separate pediatric cardiac ICU? Are the lessons learned from 
adult neurocritical care transferable to PICU practice? Last, how will we know whether this intervention or change 
in the way we practice makes a difference and benefits our patients? 
In general, pediatric neurocritical care practice is a collective expertise of multiple disciplines (eg, critical care, 
neuroanesthesia, neurology, neurosurgery, neuroradiology, and neurorehabilitation), and the issue is how best 
to coordinate patient care throughout hospital admission. Around the United States, some PICUs have developed 
a subsidiary team within their faculty focused on the care of patients suffering traumatic brain injury, other units 
have a team focused on monitoring and developing designated beds for continuous electroencephalography and 
seizure care, and others have a team focused on neurosurgery and cerebrovascular care. These recent advances in 
practice and research will be discussed. 

合同プログラム 招請講演9 第2日目　8：40～9：20　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）
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IL-10
Remote Monitoring Trials in HF: Technology vs. Trial Methodology

INSERM, Centre d’Investigation Clinique 9501 and Unité 1116, Centre Hospitalier Universitaire, Department of 
Cardiology, and Université de Lorraine, Nancy, France

Faiez Zannad 

The relatively high hospitalization rate in patients with heart failure (HF) has led to the development of strategies 
to prevent these admissions.  One approach is to use remote monitoring devices that detect early evidence of 
decompensation, allowing implementation of outpatient interventions that might avert hospitalization.  Implantable 
devices can monitor intrathoracic or intracardiac electrical impedance, respiratory rate, activity, and heart rate 
variability; implantable continuous hemodynamic monitors can provide right ventricular, left atrial, or pulmonary 
artery pressures. COMPASS-HF was a randomized, single-blind trial of a right ventricular pressure sensing lead. 
It randomized 274 NYHA class III and IV patients who had been on stable optimal HF therapy for at least 3 months 
and had experienced a HF hospitalization or emergency room visit in the previous 6 months. The primary endpoint 
of combined HF related events did not reach statistical significance.  The CardioMEMS Heart Sensor Allows 
Monitoring of Pressure to Improve Outcomes in NYHA class III HF Patients (CHAMPION) study randomized 
550 patients with NYHA class III HF for at least 3 months (regardless of left ventricular ejection fraction [LVEF]) 
and a HF hospitalization within the previous year. All patients underwent device implantation, and patients were 
blinded to the treatment assignment. The study protocol provided treatment guidelines for elevated (hypervolemic), 
normal (optivolemic), and low (hypovolemic) pulmonary artery pressures. Patients randomized to the treatment 
arm had significantly fewer HF hospitalizations within 6 months and through the follow-up period. The treatment 
group also had a lower risk of death or first HF hospitalization. The device is now approved in Europe and the 
USA.
The Diagnostic Outcome Trial in HF (DOT-HF) was a randomized, open-label trial of patients with NYHA class 
II-IV HF symptoms on optimal medical therapy and a LVEF ≤35% who had been hospitalized for HF within the 
previous year.  All patients had undergone implantation of an ICD or CRT device with the capability of monitoring 
diagnostic variables (Cardiac Compass) and intrathoracic impedance (OptiVol). The primary endpoint was all-
cause mortality or HF hospitalization. Patients randomized to the access arm had a trend towards a higher risk 
of mortality or HF hospitalization compared to the control group. Numerous technologies are being currently 
submitted to clinical trials. Most rely on monitoring physiological signals of congestion. However, the challenge is 
not technological. One of the key problems in designing trials with therapeutic endpoints for diagnostic devices:  
what mechanisms should the trial contain to ensure that the diagnostic information is reviewed and responded 
to by the investigators? One of the main limitations is the lack of decision support system based on an agreed 
algorithmic expert system that integrates monitoring data with other patients’ critical medical data. The area can 
substantially progress only of these methodological challenges are met. One other approach is monitoring simple 
biochemical variables or biomarkers that might guide therapy allowing for frequent checks of patients’ critical 
medical indicators than the routine practice of only occasional distant encounters with the physician. Remote 
monitored-guided therapy allows for dynamic therapy optimisation with frequent up and also down titration of 
life saving therapies with concomitant fine-tuning of diuretic therapy. These could be allowed by simple home-
based monitoring technologies. Electronic health-care tools sampling more frequent individualized information 
intelligently filtered at point of cares should be coupled with decision support tools that provide clinicians with 
options and algorithms to facilitate decisions on the basis of test results.

合同プログラム 招請講演10 第2日目　9：30～10：10　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）
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IL-11
Treatment of right ventricular failure in the intensive care unit, 

lessons from pulmonary endarterectomy surgery
Department of Cardiothoracic Surgery, Papworth Hospital, Cambridge, UK

David P Jenkins 

The right ventricle is designed to cope with varying venous return and to pump against a low resistance. The 
treatment of right ventricular (RV) failure (and pulmonary hypertension) in the intensive care unit is more difficult 
and less well understood than for left ventricular (LV) failure. Papworth hospital have developed experience from 
caring for > 1200 pulmonary endarerectomy (PEA) patients.
There are no RCTs to guide us with respect to inotrope choices, but local experience will be discussed. 
Maintenance of systemic vascular resistance and optimising RV and LV filling and work are important. Reduction 
in pulmonary vascular resistence is key to improving cardiac output and this is why the PEA operation is so 
successful.
Mechanical support for RV failure with temporary ventricular assist (VAD) and extra corporeal membrane 
oxygenation (ECMO) is sometimes necessary and experience and techniques will be described. 

合同プログラム 招請講演11 第2日目　10：20～11：00　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）

IL-12
Targeted temperature management at 33°C vs 36°C after cardiac arrest

1. Department of Anesthesiology and Intensive Care, Skåne University Hospital, Lund, Sweden, 
2. Department of Neurology, Skåne University Hospital, Lund, Sweden, 

3. Department of Anesthesiology and Intensive Care, Helsingborg Hospital, Sweden
Hans Friberg1, Tobias Cronberg2, Niklas Nielsen3

We randomly assigned 950 unconscious adults after out-of-hospital cardiac arrest of presumed cardiac cause to 
either 33℃ or 36℃. The primary outcome was mortality and secondary outcomes included a composite of poor 
neurologic function or death at 180 days. Results: At the end of the trial, 50 % of the patients in the 33℃ group (235 
of 473) had died, as compared with 48 % of the patients in the 36℃ group (225 of 466) (HR 1.06; 95 % CI, 0.89 to 
1.28; P = 0.51). At 180-days, 54 % in the 33℃ group had died or had poor neurologic function as compared with 
52 % in the 36℃ group (RR 1.02; 95 % CI, 0.88 to 1.16; P = 0.78). Conclusions: In unconscious survivors of out-of-
hospital cardiac arrest of presumed cardiac cause, hypothermia at 33℃ did not confer a benefit as compared with 
36℃.

合同プログラム 招請講演12 第2日目　11：10～11：50　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）
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IL-13
Let’s have a break! For how long should we treat our patients with antibiotics?

Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt, Germany
Michael G Meisner 

Negative side effects of antibiotic (AB) treatment (tx) are increasingly evident such that ABtx should be strictly 
controlled. On the ICU, patients are often treated relatively long since no individual end point rules are defined. A 
significant reduction of ABtx can be achieved if the activity of the systemic inflammatory response is monitored, e.g. 
evaluated for procalcitonin, predefined algorithm for end points are used and any prolonged tx is avoided. Hence, 
the following topics should be part of an AB stewardship program: evaluation of success of tx during day 1- 3, the 
use of a procalcitonin-related algorithm between day 3 and 7 to indicate possible end of tx (if there is no sepsis and 
the focus is eliminated) and adding a basic stop rule, e.g. tx > 7 days only for specific reasons. 

合同プログラム 招請講演13 第2日目　15：30～16：10　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）

IL-14
The Aftermath of Severe AKI: Focus on Renal Recovery

Division of Nephrology-Hypertension, Department of Medicine, University of California, 
San Diego, San Diego, California, USA

Dinna N Cruz 

Over the last few years, the incidence and severity of acute kidney injury (AKI) has continued to steadily increase, 
leading to persistently high mortality, morbidity and long-term consequences, including rising incidence of chronic 
kidney disease and ESRD, and mounting costs. Many AKI patients never recover kidney function; in others, kidney 
function improves over a period of many weeks or months. Current AKI management strategies have focused on 
prevention, acute care and short-term mortality, but there has been little attention given to enhancing recovery 
or post-AKI follow up. Studies suggest that initial RRT modality may influence long-term renal recovery. Studies 
also show that early nephrology follow-up is associated with improved survival. Among patients who still require 
dialysis at the time of discharge, modifications in dialysis care specific to AKI patients may also be useful.

合同プログラム 招請講演14 第2日目　16：20～17：00　President’s Room（ホテル日航東京 1F シリウス）
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NIL
Implementing Evidence-Based Best Practices to Prevent Ventilator-Associated Events

Surgery Patient Center, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA
Devin S Carr

Hospitals and healthcare facilities are faced with increased pressure to improve quality and reduce cost. 
Healthcare-associated complications result in increased resource utilization - including higher cost and prolonged 
length of stay - and are associated with a significant increase in morbidity and mortality. One key target area 
for acute care hospitals is the prevention of ventilator-associated events (VAE) including ventilator-associated 
pneumonia (VAP). Implementation of a series of inter-dependent evidence-based interventions - the VAP bundle - 
has demonstrated sustained improvement in patient outcomes. This presentation will discuss a systems approach 
to care with emphasis on the role of people, process, and technology to hardwire best practices. 

看護部門 招請講演 第2日目　10：40～11：40　第8会場（ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A）

NSL

地域包括ケアシステムにおける特定集中治療室の看護の在り方
兵庫県立大学大学院経営研究科

筒井 孝子

医療における統合は、先進諸国の医療改革の主要目標となっている。日本でも2014年6月に「地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」が制定され、医療だけでなく、介護との統合をも意図した地域
包括ケアシステム構築が求められている。
医療制度における看護を評価する指標である「看護必要度」の診療報酬への導入は、平成14年度に「特定集中治
療室管理料」の算定要件に「重症度」の判定基準及び患者割合が導入されたことに始まり、平成26年度診療報酬
改定では、この「看護必要度」が、一般病床、地域包括ケア病棟等ほとんどの病床の算定に利用されることとなっ
た。
今後の地域包括ケアシステム下での地域医療計画の検討には、この「看護必要度」を利活用し、地域の稀少な社
会資源である医療や看護量の適切な配分のための計画が策定されることが望まれる。

看護部門 特別講演 第1日目　14：00～15：00　第8会場（ホテル グランパシフィック LE DAIBA B1F パレロワイヤル A）
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A ～ Z
Ahn, Jung-Hwan IP1-1
Amato, Marcelo Britto Passos 
 IL7*，LS12*
Aswanetmanee, Pantaree IO3-3
Bellani, Giacomo DO9-1
Bellomo, Rinaldo  DO15-5，DSYi-

4-2
Bhurayanontachai, Rungsun 
 IO3-5*
Bullock, Ross  DPDi-3-5
Carr, Devin LS20*，NIL*
Chen, Shyr-Chyr IO2 Chair
Chien, Shih-Chieh IO1-5*
Chittawatanarat, Kaweesak 
 IO2-5*
Cho, Woo Hyun IP2-3
Cho, Young-Jae IP4-3*
Choi, Seung-Hye IP4-3
Chung, Chi Ryang IO3-6，IP3-3
Cronberg, Tobias IL12
Cruz, Dinna N  IL14*，LS23-2*
Doi, Kent JKS5*
Eastwood, Glenn DO15-5，DSYi-

4-2
Fan, Eddy DO9-1
Farmer, Joseph Christopher IL2*
Friberg, Hans ES7*，IL12*
Gajavelli, Shyam DPDi-3-5
Gando, Satoshi IO2 Chair
Ha, Young-Rock IP1-1*
Hong, Sang-Bum IP1-3，IP4 

Chair，IP4-2，
JKS3*

Hou, Jia-Yin IO1-5
Huh, Jin Won IP4-2
Ishihara, Shiro IO1-1*，IL1
Iwasaki, Yoichi IP1-4
Jamnongprasatporn, Sirichai IO3-4
Jang, Se Yon IO2-6
Jenkins, David P IL11*，DSYc-2-

6*，LS25*
Jeon, Doo Soo IP2-3
Jeon, Jin IP1-3*
Jeon, Kyeongman IO3-6，IP3-3

Jiang, Yandong DP80-3，DP80-4
Jimenez, Edgar J EL5*，IL3*
Joung, Boyoung IO3-2
Ju, Jae-Woo IP3-2
Jung, Eugene IP1-2
Jung, Yeon Soon IO3-1
Kacmarek, Robert M DP80-3，DP80-4
Kang, Hye-Sun IP2-1
Kang, Woon-Seok IP1-2
Kida, Keisuke IO1-4*
Kim, Do Hyung IP2-3
Kim, Dong Chan JKS Chair
Kim, Dong Wan IP2-3
Kim, Jee Young IP4-3
Kim, Jeongmin IO2-1
Kim, Jun Hyun IP3-1
Kim, Jung Hee IO2-6*
Kim, Jung Won IP3-1*
Kim, Namo IO2-1*
Kim, Seok-Chan IP2-1*
Kim, Seung Whan IP3-4*
Kim, Tae-Yop IP1-2*
Kim, Won Young IP2-2*
Kim, Woon Young IO2-3
Kim, Ye Na IO3-1
Kim, Yoon Hee IP1-2
Kim, Yun Seong IP2-3*
Ko, Young Jun IP3-3
Kobayashi, Masatake IP1-4*
Koh, Younsuck IP1-3，IP4-2
Kong, Min Ho IO2-6
Kuo, Jen-Yuan IO1-5
Laffey, John DO9-1
Lan, Wei-Ren IO1-5
Lee, Chin Kook IP2-1
Lee, Dong Hyun IP4-2
Lee, Eun Young IP4-3
Lee, Hannah IP3-2*，IP4-1
Lee, Hwa-Young IP2-1
Lee, Hyun Woo IP4-3
Lee, Jeong-Moo IP4-1*
Lee, Moon-Hyoung IO3-2
Lee, Song Mi IO2-2*
Lee, Yeon Joo IP4-3
Lee, Yoo Jin IO2-2
Lee, Young-Geun IP1-1

Lim, Chae-Man IP1-3，IP4-2
Lo, Chi-Yin IO1-5
Malbrain, Manu IL8*
Matsuda, Naoyuki JKS Chair
Mebazaa, Alexandre IL1*，IO1 

Chair，IO1-3*
Meisner, Michael G IL13*，LS2*
Min, Jinsoo IP4-3
Min, Too Jae IO2-3*
Muhammad, Nazri IP1-2
Na, Sungwon IO2-1，IO3 

Chair，JKS6*
Nielsen, Niklas IL12
O’Dea, Kieran P DSYi-4-1
Oda, Yasutaka JKS1*
Pak, Hui-Nam IO3-2
Park, Chi-Min IO3-6，IP3-3
Park, Jisoo IP4-3
Park, Sangheon IP4-3
Park, Soonyoung IP4-2*
Permpikul, Chairat IO2-4，IO3-3*， 

IO3-4，IP2 
Chair

Pham, Tai DO9-1
Pichaiya, Tosapon IO2-5
Porvin, Brian David IL4*，IO1-6*，

IO1 Chair
Ratanarat, Ranistha IO3-4*
Rim, Hark IO3-1
Ryu, Ho Geol IP3 Chair，
 IP3-2，IP4-1，

JKS2*
Ryu, Jeong-Am IO3-6*
Sato, Naoki  IL1
Shin, Cheung Soo IO2-2
Shin, Ho Sik IO3-1*
Son, Bong Soo IP2-3
Song, Kwan Young IO2-6
Suh, Gee Young IO3-6，IP3-3
Tada, Keiichi  IO3 Chair
Takazawa, Kenji IP1-4
Takei, Yasuyoshi IP1 Chair
Tangtongbenchasil, Kongsak 
 IO3-5
Taniguchi, Tatsunori IO1-2*
Tasker, Robert C IL9*，DSYp-1-1*

Ⅰ．EL：教育講演，IL：招請講演，O：口演，P：ポスター，PD：パネルディスカッション，RT：ラウンドテーブル，SY：シンポジウム，
W：ワークショップ

 ※ Ⅰの英字の前に，次の英字がある場合は各部門を表す．D：医師部門，N：看護部門，M：臨床工学技士部門，R：リハビリテーショ 
 ン部門．英字がない場合は合同プログラムを表す．

Ⅱ．CNP：看護部門認定看護師企画，CR：委員会報告，CS：委員会セミナー，ENP：奨励賞，ES：イブニングセミナー，EXP：優秀論文賞，
FC：フレッシュマンズコース，IML：岩月賢一記念講演，IO：International Oral Session，IP：International Poster Session，JKS：
JSICM/KSCCM Joint Symposium，LS：教育セミナー，MBS：臨床工学技士部門基礎セミナー，MDS：臨床工学技士部門ディベートセッ
ション，NEX：看護部門交流セッション，NSL：看護部門特別講演，PA：会長講演，PC：医師部門 Pro-Con，RS：医師部門リフレッ
シャーズセミナー，SS：シミュレーションセッション

 ※ Ⅱで部門の記載がない場合は合同プログラムを表す．

* は筆頭演者を表す．小文字は次を意味する．a：救命救急，c：循環器，i：ICU，p：小児．

索引凡例
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Tatham, Kate C DSYi-4-1
Teraoka, Kunihiko IP1-4
Tongyoo, Surat IO2-4*
Tsai, Cheng-Ting IO1-5
Tsuruta, Ryosuke JKS1
Vercueil, Andre LS4*
Watanabe, Masataka IP1-4
Wesley, Ely E.  NO13-5
Wi, Jin IO3-2*
Wilson, Michael R DSYi-4-1
Yamashina, Akira IP1-4
Yang, Jeong Hoon IO3-6，IP3-3
Yeo, Hye Ju IP2-3
Yoon, Seong Hoon IP2-3
Yu, Gayon IP1-2
Zannad, Faiez DSYc-3-1*，

IL10*，LS28*

あ
藍 公明 DO12-5
相川 玄 NO13-2*
相川 和之 PC2-1
相坂 和貴子 DO28-1*
相嶋 一登 MP9-2，MPD-3*，

MSY-5*
会田 薫子 SY1-5*
相原 啓二 DP49-3，DP66-3，

DP85-5，DP93-3，
DP94-3，DP130-5，
DSYc-4-4

相引 眞幸 DP92-4，DP122-4
相部 真希 DP16-3
相星 淳一 DP17-2，DP50-5
相見 有理 DP147-1
四十物 摩子 DP85-3
青池 泰子 NEX6-2*
青木 一憲 PC6-1*
青木 和裕 DP15-3，SY4-3
青木 久美子 NEX3 座長
青木 智史 DP115-1*
青木 正哉 DP29-2*，DP70-5
青木 優祐 DP141-3*
青木 悠太 DO7-1*，DP79-4，

DP111-6
青木 由理香 NO19-1
青木 瑠里 DP39-4，DP117-3
青嶋 ひろ NP12-5
青野 ひろみ MO1-4
青柳 健一 DO24-2，DP22-2，

DP60-4，DP101-4
青山 琢磨 DP96-6，DP120-3，

DP126-1
青山 武司 DP7-5
青山 正 DP6-4，DP105-5
青山 美保子 DP154-3
赤牛 留美子 NO20-4
赤川 玄樹 DO7-3，DO12-1，

DP88-3*，DP151-5
赤川 友貴 NP10-1
赤坂 理 DP135-4
赤坂 威史 DP136-6*
赤松 伸朗 MBS6*
赤坂 真奈美 DP114-6
赤澤 里美 NP10-5
明石 暁子 DO28-6，DO29-2

明石 貴雄 DP83-7，DSYi-3-4
赤塚 正幸 DP106-4
赤羽 理也 DP137-3*
赤星 朋比古 DO18-3*，DP73-5，

DP89-5，RPD1-1，
RT1-2，DP37-3

赤堀 貴彦 DP40-5
赤松 繁 DP96-4，DP109 座長，

DP123-1，DP129-1
赤松 哲也 DP48-6
赤嶺 逸朗 DP69-5*
赤嶺 和紀 DP24-5
赤嶺 史郎 MP11-3*
亜厂 耕介 MW1-3*，NO11-5*
阿川 幸人 RT3-1
秋沢 宏次 DP12-1
秋田 尚毅 DP122-6
秋久 亜希子 NO10-2
秋保 光利 MO1-4
秋丸 理世 DP14-5
秋本 貴子 DP129-5*
秋本 剛秀 DP65-5
秋元 寛 DP91-5，DP95-5，

RT3-3
秋元 亮 DP21-4，DSYi-6-1
秋山 浩一 DO10-5，DP12-2*，

DP12-5
秋山 苑生 DP57-1，DP139-5*
秋山 大樹 DP119-3
秋山 政晴 DP146-6
秋山 正慶 DO11-1，DO18-6，

DP10-6，DP44-3，
DP72-2，DP113-3，
DSYi-1-5

秋山 泰利 MP2-2，MP12-7
秋山 祐子 RT3-2
秋吉 綾 NO14-3*
日外 知行 DP52-4，DP112-3
圷 宏一 DP2-1，DP32-5
阿久津 智洋 DP17-2*，DP50-5*，

DP79-5，DP82-1
阿古 潤哉 SY7-3
吾郷 哲朗 DO14-5
浅井 明倫 DP52-3，DP69-2，

DP145-5
浅井 篤 RT4-5*
浅井 謙一 MP1-1*
淺井 康紀 DP59-4*，DP131-3，

RPD2-5
浅井 徹 NO3-6
浅井 直人 DP8-5
浅井 英樹 DP43-4，DP110-3*，

DP152-6，DP155-2
浅海 泰栄 DP100-1，DP124-1
浅香 葉子 DP7-6*，DP8-4，

DP19-1
浅賀 健彦 DP46-4，DP84-3，

DP85 座長，DP154-5
浅川 翔子 NP9-3*
麻喜 幹博 DP97-2
朝隈 禎隆 DO24-3，SY7-3
淺田 馨 DO23-4，DP32-4*，

DP76-6
浅田 敏文 DP86-1，DP111-6*，

DP129-3
浅田 秀典 DO15-2

浅田 宗隆 NO12-6*
浅野 奏 DP127-1*
浅野 拓 CR5-4，DO17-3，

DO30-6，DP33-4，
DP98-1*，DP127-4，
DP143-1

浅野 達彦 MP7-1，MP9-4，
MP10-5

浅野 祥孝 DP49-1，DP146-4
朝羽 瞳 DP15-4
浅見 優 DP45-1，DP108-5
薊 隆文 DP149-1，NEX5-5
朝元 雅明 DP144-5
浅利 靖 DO11-5，DO16-3，

DO24-3，DP136-4，
RT3-2，SY7-3

足利 亜莉沙 NO19-1
安心院 康彦 DP18-4，DP63-2*
小豆畑 丈夫 DP74-3，DP77-2，

DP113-1，DSYi-1-1*
東口 隆 DO19-2，DP72-1，

DP86-5，DPDi-1-5，
DSYi-7-4

浅生 かおり NO9-1
麻生 将太郎 DP75-5*
麻生 知寿 DP139-4*
安宅 一晃 DP48-2，DP123-2，

DP152-1，DPDa-4，
DSYi-6 座長，DSYi-
6-2*，MW3 座長，
NPD3-1，NPD3-4，
PD2 座長，SY4 コメ
ンテーター，SY4-4

安達 晶子 NO11-3
足立 健彦 DP9 座長，DP19-2
安達 俊江 DP9-4*，DP90-2
安達 朋宏 DP17-1*，DP17-4，

DP133-1，DP141-1，
DP147-5

安達 普至 DP7-4，DP74-5*，
DP80-1，DP99-4，
MP11-7，NP11-3，
DP51-1

足立 裕史 DP28-4，DP32-4，
DP39-3，DP56-2，
DP76-6*，DP78-1，
DP78-3，DP79-1*

安達 梨香 NO1-4
渥實 潤 DP139-4
渥美 生弘 DO29-4，DP7-6，

DP8-4，DP19-1，
DP64-1，DP70-2，
DP87-4，DSYi-3-5，
DSYi-5-3

穴井 聖二 NO5-1*，SY5-5
穴吹 大介 DP39-5，DP42-5
阿南 英明 DO29-3，DP135-4*
阿波根 絵美 NO11-2
安孫子 進 NO11-5
阿部 絵美 NO4-2
安部 恭子 DP121-2
阿部 琴巳 NP2-3*
阿部 修一 DP52-2
阿部 世紀 DP146 座長
安部 隆国 DP30-1，DP43-6，

DP126-3*
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阿部 忠朗 DPDp-2
阿部 智一 DP125-1*
阿部 尚紀 DO4-1，DP136-1
阿部 直之 DP67-1
阿部 典子 NP9-3
阿部 憲弘 DP38-7，DP128-5*
安部 晴彦 DP22-6
阿部 裕之 DO28-6
阿部 正宏 DP130-1
阿部 勝 DP123-3
安部 美希子 DP103-3*
阿部 結 NP3-1，NP10-2
阿部 祐子 MSY-3
阿部 幸恵 EL4*，NO11-2，SS*
阿部 良伸 DO25-5*，DO29-5，

DP64-5，DP69-6，
DP81-2

安部 隆三 DO24-4，DP5-1，
DP54-1，DP68-3，
DSYi-1-4，DSYi-2-4*，
DSYi-4-4，DSYi-7-2

阿保 勝枝 NP8-2
阿保 勇介 NO12-3
天笠 俊介 DP31-1，DO10-6，

DO21-3，DP1-4，
DP28-3*，DP31-6，
DP78-2，DP145-3，
DPDp-1

天内 絵理香 DP84-6
天羽 康之 DO20-6
天谷 文昌 DP61 座長
雨宮 優 DP7-3，DP125-3，

DP132-2，DP140-4，
DP148-7，

綾部 真由美 NEX6-4
鮎川 勝彦 DP7-4，DP51-1，

DP74-5，DP80-1*，
DP99-4，MP11-7，
NP11-3

新井 紗記子 DP31-6*
新井 隆男 DP4-5，DP47-5
荒井 知子 NP5 座長
新井 朋子 DSYi-2-1
新井 奈々 DP122-5*
新井 治美 NP5-5
荒井 秀明 DP49-3，DP85-5，

DP93-3，DP94-3，
DP130-5

新井 正康 DO5-4，DO11-5，
DO25-4，DP9-5*，
DP59-5，DP81-5，
DSYc-2-4，NPD3-5，
RT3-4，SY4-5*

荒井 裕介 DP11-6，DP124-5，
DP148-4，DSYi-4-3，
DSYi-7-5

荒井 有美 DO3-1，PD2 座長，
PD2-6*

新井 龍 NP11-5，NP11-6
荒尾 正亨 DO1-3
新垣 康 DP61-1，DP149-2
荒川 未友希 DP68-2
荒川 立郎 DP65-3，DP150-6
荒木 尚 DSYp-1-2*
荒木 恒敏 DP45-3
新木 信裕 MP1-4*

荒木 祐一 DP45-5，DP82-6，
DP100-6，MP2-1

荒木 善盛 DP36-2
嵐 弘之 DP126-4，DP148-1
荒田 晋二 MW3-3*
荒竹 慶 DO11-3*，DP21-6
荒谷 麻美 NO15-2
有岡 宏子 DP43-7，DP156-1
有賀 真以子 NP5-3*
有嶋 拓郎 DP70-5，DP138-6*
有薗 信一 DO17-2，RPD2-4*
有高 奈々絵 DP149-5
有馬 勝洋 NO5-2*
有馬 一 RPD1-5
有馬 史人 DP1-1，DP118-1
有村 公一 DP70-2
有村 敏明 DP53 座長，DP155-4
有元 秀樹 CR2-2*，DO2-5，

DO19-1，DO29-3，
DP55-4，DP90-5*，
DP111-2，NPD3-4，
SY4-4

有吉 孝一 DO29-4，DP8-4，
DP19-1，DP64-1，
DP70-2，DP87-4

有賀 徹 DP74-6，DP85-2，
DP87-1，DP92-6，
DP98-1，DP107-2，
DP119-6，DP138-3， 
DP141-2，PD1-1，
SY4-8

粟国 克己 DO4-3
安 健太 DP70-1*
安斉 俊久 DRTi-1-1
安藤 一義 DP107-1
安藤 嘉門 DP97-1，DP101-2*
安藤 献児 DSYc-1-4
安藤 幸吉 DP12-6，DP103-4
安藤 真一 DP130-2
安藤 孝子 DP62-4*
安藤 千恵 NEX1-2
安藤 千尋 DO30-7，DP81-1，

DP86-7
安藤 望 DP132-6
安藤 寿 DO20-6，DP31-4，

DP113-5
安藤 雅樹 DP90-1，DP150-2
安藤 雅規 DP13-2，DP53-3
安藤 美幸 NO7-2*
安藤 宗徳 NO16-5
安藤 守秀 REL5 司会，RW3-4*
安藤 有子 NP11 座長
安東 由喜雄 DP87-5
安藤 維洋 DP118-3
安念 優 DP92-4，DP122-4
安野 誠 MDS3-2*

い
井 清司 DP124-6
飯島 朱音 NO14-1
飯田 淳義 DP10-5，DP29-5，

DP92-1，RT2-2*
飯田 維人 DO22-1，DP54-6
飯田 宏樹 DP64-3，DP89-1，

DP142-4
飯田 裕司 DP112-1，DP143-3

飯田 有輝 NSY-4*，RPD1-5，
RSY-2*

飯田 有紀 NO3-6
飯塚 祐子 NO13-2
飯塚 繁法 DP20-3
飯塚 裕美 DP19-6，NP9-4
飯塚 浩也 DP128-6
飯塚 亮二 DP124-5，DP148-4，

DSYi-4-3，DSYi-7-5
飯富 貴之 DP16-2*
飯野 均 DP130-1
猪飼 哲夫 DP71-1，RPD2-2
井門 千聡 DP108-2
五十嵐 一憲 DP120-7*
五十嵐 聖 DP96-3
五十嵐 貴之 DP9-2
五十嵐 達 DP86-6
五十嵐 季子 NP5-4
五十嵐 利博 RPD2-2
五十嵐 恵 NEX2-1*
五十嵐 豊 DPDi-3-5
猪狩 雄蔵 DO24-3，DP136-4
井草 弘順 DP24-2
生路 あずさ NP14-4
生田 新一郎 DP68-2
井口 亜紀 NO7 座長
井口 篤 DP34-1
井口 秀 MW3-5，NP8-6
井口 直也 DP1-3，DP106-3，

DP107-3*
井口 雅徳 NP8-1*
井口 光孝 DP78-1，DP78-3
伊藝 千紗 DP54-5，DP103-1，

NO21-3*，SY4-9
池浦 司 CR1-2，DP17-7
池上 敬一 DP34-3，DP142-3
池上 志穂子 RPD2-2
池上 之浩 DP75-4
池亀 俊美 SY4-3
池島 まりこ DP85-3*
池田 亜里沙 NO19-4
池田 一樹 DP131-4
池田 幸司 NP7-5
池田 智子 DP94-5，DP136-2
池田 沙穂 NO16-3*
池田 詩織 NO5-2
池田 武史 DO3-5，DP10-4*，

DP58-4，DP58-6，
MP9-3，NP8-5

池田 督司 DO22-6，DP25-2，
DP73-6，DP122-2，
DP135-1*

池田 寿昭 DP14-3，DP84-5，
DSYi-1 座長，ES2 座
長，LS23 座長

池田 奈保子 DSYc-1-5
池田 秀美 NP12-1
池田 紘子 NO16-5
池田 弘人 DP18-4，DP23-3，

DP38-6
池田 身佳 NO13-4*
池田 めぐみ NO7-2
池田 嘉一 DP79-3
池田 理沙 DP8-4，NO12-4*，

NO4-3
池永 翔一 DP139-2
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池松 裕子 NP11-4
池宮城 秀一 DO30-5
池宗 啓蔵 DP18-3，DP61-6，

DP136-1
池山 貴也 DSYi-2-1，
 DSYp-1-6*，DW8*
伊佐 泰樹 DP49-3，DP66-3，

DP85-5，DP93-3*，
DP94-3，DP130-5，
DSYc-4-4

伊在井 淳子 DP42-6，NP7-3
伊坂 晃 DP75-5
井坂 華奈子 DP30-6
井澤 眞代 DP20-4，DP123-7*，

MP12-4
伊澤 祥光 DP34-2
石井 美恵子 NEL3*
石井 香織 DP3-3
石井 圭亮 DP3-4，DP46-2，

DP73-4，DP75-2*，
DP118-2*，DP127-3，

石井 健 DP144-5
石井 賢造 DO8-4*，DP57-4
石井 智子 DO17-1，NPD2-1
石井 早苗 DP61-2，NO6-4
石井 健 DO18-1，DP86-1
石井 南穂子 DP82-4*
石井 宣大 MP12 座長，MSY-5
石井 浩統 DP136-5
石井 房世 NO3-1
石井 正晃 PC2-1
石井 正浩 DO20-6，DP31-4，

DP113-5
石井 瑞恵 DO8-2，DP22-4
石井 梨江 NP13-4*
石井 亘 DP11-6，DP124-5*，

DP148-4，DSYi-4-3
石垣 元気 DP24-5*
石上 耕司 DP138-5*
石川 明子 DP97-1，DP101-2
石川 健 DP114-6*
石川 幸司 NO4-6
石川 浩平 DP95-2
石川 順一 DO19-1，DO2-5，

DP55-4，DP111-2
石川 淳哉 DP138-4，DSYi-6-2
石川 真 NEX1-3
石川 清仁 DP105-4
石川 隆志 MP6-3，MP11-6
石川 岳彦 DP106-5
石川 友規 DO8-2，DP19-4
石川 ひとみ NO16-2，NP5-4
石川 昌弘 DP61-5，DP129-2
石川 康朗 DP111 座長
石川 雄一 DP61-2，NO6-4
石川 遼一 DP138-1*
石川 玲利 DP45-1，DP108-5
伊敷 聖子 DP41-4，DP77-5
石口 祥夫 DO17-1，NPD2-1*
石倉 健 DP18-1
石倉 宏恭 DO10-2，DO14-2，

DO14-4，DO19 座長，
DP76-2，DP153-1，
DRTi-2 座長，LS1 座
長，MO1-5，RS3*

石黒 信久 DP12-1

石崎 卓 DP157-4
石崎 剛 DP48-6
石田 亜矢子 NO3-3*
石田 恵充佳 NP4-2
石田 和慶 DP76-3
石田 弘毅 DO13-3
石田 沙織 MP6-3，MP11-6
石田 千鶴 DP3-3
石田 朋行 MP3-3
石田 祐基 DP105-5
石田 裕介 SY5-2
石田 亮介 DO14-3
石高 拓也 MP10-3
石津 賢一 DP63-1*
石塚 梓 DRTi-1-4
石塚 后彦 MP7-4*
石附 春樹 DP24-4，DP121-4*
石飛 奈津子 DO14-3
石之神 小織 DP14-1，DP116-6
石橋 一馬 MP2 座長
石橋 聡 MP7-1，MP9-4，

MP10-5
石橋 悟 DP8-6，DPDa-1
石橋 直樹 DP146-7
石原 聡 DP53-2，DP70-4
石原 諭 DP13-4，DP37-5，

DRTi-2-3
石原 嗣郎 DP61-5*
石原 正治 DP100-1，DP124-1
石原 理紗 NP14-3
石部 頼子 DP14-5
石松 伸一 CR5-4，DO11 座

長，DP38-5，DP99-
2，DP108-4，DP143-
6，NPD1-3，PD2-4*，
SY4-3

石村 匡崇 DP30-5
石村 理英子 DP3-1，DP127-2
石本 やえみ NP7 座長
石森 由樹 NP10-5
石山 智之 MP9-5*，MPD-4
井代 愛 DO2-1
石綿 清雄 DP3-1，DP127-2
石渡 智子 NO17-5*
出田 眞一郎 DP20-2
泉谷 義人 DO10-2，DP76-2，

DP153-1*
泉 信有 DP110-4，DP110-6
泉谷 聡子 CR5-4
泉野 浩生 DP42-1*，NO17-1
出雲 正治 DP9-2
伊関 憲 DO25-5，DO29-5，

DP25-3，DP43-2，
DP64-5，DP69-6*，
DP153 座長

井関 健 DO18-5
井石 雄三 DP75-4*
磯貝 俊明 DP127-1
磯谷 佳史 MW3-2
五十川 美惠子 NO9-6
五十洲 剛 DP75-3，DP75-4
磯谷 栄二 DP20-6
磯部 光章 DP101-3
五十嶺 伸二 DP38-4
磯本 一喜 DP58-3，MP12-6*
板井 規夫 MW2-6

板垣 篤典 DP3-3*
板坂 竜 MP4-2*
井谷 祐介 DO8-5
板橋 孝 DP68-1
板橋 俊雄 DO30-7*，DPDi-2-3，

FC5*
市川 綾乃 DO21-6，NO17-6
市川 一誠 DP21-4，DP44-1
市川 俊 DP29-3
市川 順子 DP107-1
市川 崇 DP6-4，DP105-5
市川 哲也 DP11-6，DP124-5，

DP148-4，DSYi-4-3
市川 肇 DPDp-2
市川 通太郎 DO30-3，DP116-3
市川 頼子 DO9-3
一條 貞満 DP3-1*
一瀬 廣道 DP106-4
一戸 珠美 NO11-5，NO17-3，

NP8-3
市場 晋吾 DO16-2，DP92-1，

DP109-4，DP140-6，
DRTi-2-1，DSYi-2 座
長，MO2-1，MO2-5，
RT2-2

市橋 孝章 MW3-2
一林 亮 DP99-6
市原 利彦 DP4-3*，DP40-6，

DP70-3，DP75-6，
DP122-1，DP130-3

一宮 優子 DP119-1*
市村 篤 DO16-1
一色 玲 DO18-1*
井筒 隆博 NP9-6
一本木 邦治 DP67-1
井出 康介 NEX1-3
井手 岳 DP41-5
井手 智大 MP2-5
井手 亮太 DP74-6，DP87-1，

DP107-2*，DP119-6，
DP138-3，DP141-2，
SY4-8

出野 智史 DP86-6
井戸 貴久 DP96-6，DP120-3
糸井 利幸 DO20-3
伊藤 明子 NEX2 座長
伊藤 勝博 DP33-1
伊藤 加代子 NO3-1
伊藤 恭太郎 DP38-5，DP99-2，

DP143-6，NPD1-3
伊藤 桂子 NO17-5
伊藤 櫻子 DP149-5*
伊藤 聡子 NEX3 座長
伊藤 智美 NO11-2*
伊藤 さやか MP6-4，MW3-2
伊藤 秀一 DSYp-2-5*
伊藤 彰師 DP90-1，DP150-2
伊東 真吾 DP135-6
伊藤 慎介 DP123-8
伊藤 壮一 DP18-5，DP104-2，

DP153-6
伊藤 壮平 DO5-4，DP9-5，

DO25-4，SY4-5
伊藤 荘平 RT3-4
伊藤 孝子 NP4-6
伊藤 隆史 EL9*
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伊藤 貴公 NO3 座長
伊藤 武久 RPD1-5*
伊藤 達彦 NO13-5，NO13-6
伊藤 辰哉 DP25-4*，DP48 座長
伊藤 史生 DP75-5
伊藤 敏孝 DO30-2，DP110-5，

DP156-3
伊藤 朋晃 MDS2-3*，MO2-4，

MP9-1
伊藤 智範 NP13-2
伊藤 友弥 PD2-2*
伊藤 奈穂 DP42-4
伊藤 伸大 DP153-4*
伊藤 之康 DP7-5*
伊藤 秀和 DP52-3*，DP69-1，

DP149-1
伊藤 英史 MO2-5*，MW2 座長
伊藤 裕美 MP6-1
伊藤 宏保 DP74-1
伊藤 誠 DP102-6*
伊藤 正憲 MP3-4*
伊藤 正道 DO12-2
伊藤 麻里子 NEX5-1，NPD1-5
伊藤 美紗子 NPD1-5
伊藤 美奈 NO5-5*
伊藤 恭史 DP90-1，DP150-2
伊藤 優 DP27-4
伊東 裕貴 NO16-3
伊藤 悠祐 DP148-5
伊藤 裕介 DP124-2，DP124-3
伊藤 雄介 DP132-5，DP145-4
伊藤 百合子 NP2-5
伊藤 嘉章 NP3-3*
伊藤 愛剛 DP4-2
伊藤 嘉彦 DP90-3，DPDa-5
伊藤 良二 DP81-4
伊東 遼平 DP28-5，DP40-1，

DP88-1
井戸口 孝二 DP51-6
井戸田 佳史 DO13-1
糸嶺 京子 NO17-2
稲井 舞夕子 DP143-5*
稲岡 佳子 DSYi-3-5
稲岡 梨乃 NPD1-6
稲垣 泰斗 DO11-5，DP136-4，

NPD3-5，RT3-4
稲垣 伸洋 DP39-1
稲垣 雅昭 DP98-3
稲垣 喜三 DP60 座長，DP141-5
稲川 嵩紘 DO1-1，DP7-2
稲川 博司 DP38-1，DP107-5，

DP150-3
稲熊 大城 DP52-5，DP53-5*，

MP1-1
稲田 雄 DP63-3*，DP90-4*
稲田 捷也 DP14-5
稲留 直樹 DP116-5
稲波 享子 NO3-4*
稲葉 亜希 NEX3-1，NO6-7，

NO13-2，NO14-1
稲葉 英夫 DO30-1*，DP37-6*
稲葉 正人 DP22-5，DP39-3，

DP56-2，DP78-1，
DP78-3，DP105-3*，
DP132-3，DP137-5

稲葉 基高 DP64-2*

稲桝 丈司 CR2-3*
稲村 実穂子 DP89-2
稲吉 礼子 NP4-2
井能 秀雄 MP2-1
井上 明彦 DP13-4，DP37-5*，

DRTi-2-3
井上 彰 DO29-4，DP8-4，

DP64-1，DP87-4*
井上 永介 DP83-2，DP143-2
井上 和生 DO1-2
井上 一由 DP94-5，DP136-2
井上 寛一 DP4-2
井上 清成 SY1-6*
井上 敬 DP86-6
井上 敬太 DP20-5，DP52-1，

DP89-4
井上 浩明 NPD2-4*
井上 聡己 DP24 座長，DP48-2，

DP152-1，DSYi-6-2，
NO6-2，NPD3-1

井上 聡 DP38-2，RT2-1
井上 覚 DP16-3
井上 茂亮 DO16-1，DP73-2，

DP120-1*，DP152-4，
DP156-5

井上 潤一 DO22-6，DP25-2，
DP73-6，DP121-1，
DP122-2，DP135-1

井上 大輔 DO7-6
井上 貴昭 MP2-2
井上 琢海 DP65-4
井上 健 DP9-4，DP42-3，

DP90-2*，DP121-2，
DP122-7，MP3-3，
NPD1-4

井上 照大 DP151-3
井上 稔也 DP139-2
井上 秀範 DP4-5
井上 麻衣 NP4-2
井上 雅史 DP98-3
井上 正隆 DP8-1
井上 美帆 DP144-1
井上 保介 DP39-4，DP117-3
井上 泰豪 DPDi-3-5
井上 ゆみ NO7-5*
井上 貴昭 DO6-2*，DP9-6
井上 芳門 DP26-4，DP27-4*，

DP108-6，DP136-3
井上 義博 DP14-5，DP74-2，

DP103 座長，
 DP133-5，DSYi-1-3
猪口 貞樹 DO16-1，DP73-2，

DP120-1，DP152-4
井ノ口 真理 NP6-3*
井口 竜太 DO7-1，DO15-3，

DP79-4
猪熊 孝実 DP42-1，NO17-1
猪又 孝元 SY7-3
伊波 潔 DP54-5，DP103-1，

NO18-3，NO21-3，
SY4-9

伊波 寛 DO8-1，DP58-5，
DP121 座長，

伊原 慎吾 DP99-5*
井原 善明 DP95-2
今井 一徳 DO13-4*，DO21-1，

DP28-2
今井 秀 DP91-6
今井 徹朗 MP5-6，MP5-3
今井 寛 DO3-3，DP18-1，

DP21-1，NP5-3，
REL4 司会

今井 美智子 DP67-2
今井 靖子 DO13-5，DO30-4*，

DP2-5，DP83-1，
DP98-2，DP102-3，
DRTi-1-2

今井 龍一郎 DP32-3，DP65-2*
今泉 香織 DO26-2
今泉 剛 DP75-3，DP75-4
今泉 均 CR8-1*，CR8-2，

DO19-2，DO27-5，
DO30-7，DP72-1，
DP83-7，DP105-1，
DP106-4，DP108-2，
DP117-2，DP157-4，
DPDi-1-5，DPDi-2-3，
DSYi-3-4，DSYi-7 座
長，DSYi-7-4，EL9
司会，ES3*，ES3 座
長，SY5-2，LS13 座
長

今枝 太郎 DP120-7
今枝 政喜 DP46-6*
今川 憲太郎 DP15-7*
今川 真理子 NP8-1
今宿 康彦 DP55-5，DP57-6，

DP84-1，DP111-4，
DP135-5，DP137-3

今冨 良太 DP78-5
今中 秀光 DO7 座長，DP13-3， 

DP72-5，PC3-2*，
REL3 司会

今中 陽子 NO13-1
今長谷 尚史 DP38-2，RT2-1*
今林 徹 DO4-5
今村 剛朗 DP38-1，DP107-5，

DP150-3
今村 浩 DO30-3，DP65 座長，

DP67-1，DP116-3，
DP142-2

今本 尚之 DP118-6
井村 久美子 DP59-3，NEX5 座長，

RPD2-1
井本 晶太 RPD1-5
井好 昭博 NO16-3
苛原 隆之 DO1-2*
伊良部 真一郎 MP7-1，MP9-4，

MP10-5
伊良部 徳次 DP75-5
入江 利行 DP16-3*
入江 洋正 DO26-1，DP72-6
入江 博之 DP8-1，NPD1-2
入澤 友美 DP87-2
入野 志保 DP150-1
入福浜 由奈 DP49-3，DP85-5，

DP93-3，DP94-3，
DP130-5

岩井 栄美 NEX5-3
岩井 健一 DP9-2，NEX6-1
岩井 英隆 DP115-1
岩井 真奈美 NO5-4*
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磐井 佑輔 DP14-1，DP116-6
岩倉 賢也 DP39-4，DP117-3
岩倉 将 DP71-2*
岩崎 衣津 DP19-4，DP22-4
岩崎 達雄 DO20-1，DP115 座長，

DP115-5，DPDp-4
岩崎 倫明 DSYc-2-6
岩崎 宏俊 DP144-4*
岩崎 正道 DP65-4
岩崎 安博 DO15-6，DP13-1，

DP93-2，DSYa-2
岩崎 泰昌 DO1-1，DO7-4，

DP7-2，DP11-5，
DP120-6

岩崎 陽一 DO17-5*，DP2-4，
DP98-7

岩澤 優子 NO9-3，NO9-4
岩下 耕平 DP116-7
岩下 具美 DP123-6*，DP133-3
岩下 眞之 DP6-1，DP91-4，

DP133-2
岩下 義明 DO3-3*，DP18-1，

DP21-1*，DW9*，
NP5-3

岩瀬 信哉 DO6-6*
岩瀬 直人 DP157-4
岩瀬 弘明 DP73-6
岩瀬 史明 DO22-6，DP25-2，

DP73-6*，DP122-2，
DP135-1

岩田 健太郎 DO26-4，DP59-4，
DP131-3，RPD2-5，
RW1-1

岩田 沙友里 NP14-3
岩田 誠司 NP1-4
岩田 大和 NP10-4*
岩田 博文 DP94-1，DP115-3，

DP154-2，DSYp-2-2
岩田 麻衣子 NO3-1*
岩津 弘太郎 DP71-3*
岩波 裕史 DP127-1
岩橋 徹 DSYc-2-6
岩花 妙子 MO1-4*
岩松 優 NP8-1
岩村 あさみ DP110-3
岩村 高志 DP38-2*，RT2-1
岩元 祐太 DP18-4，DP38-6*，

DP63-2，DP134-2
岩谷 理恵子 MO2-4，MP11 座長，

MW3-1
犬童 隆太 NO6-2*
印南 靖志 DP135-6

う
植木 力 DP65-5*
上木 智博 DP42-1
植木 穣 DP20-6
上木原 健太 DP40-4
上里 杏奈 DP108-2
上嶋 徳久 DP3-3
植嶋 利文 DO16-4
上門 あきの DP54-5，NO18-3，

NO21-3，SY4-9
上門 大介 NP13-1*
上杉 英之 DP8-7*，DP39-6，

NO5-2，NO5-3，

NPD2-6，RPD1-3
上薗 惠子 NO7-1
植田 育也 DO20 座長，
 DP132-5，DP145-4，

DSYi-5-2*
植田 浩司 DP63-1，DP67-6，

DP75-1*，DP82-2，
DP103-2，DP104-3，
DP105-6，DP112-2，
RPD2-5

上田 貴美子 MW2-5
上田 健太郎 DSYa-2
植田 真司 NP7-5
上田 敬博 DP93-6，DP117-4
上田 哲大 DP131-3
上田 朝美 DO12-5，DP135-6
上田 宣夫 DP64-3
植田 広 DP15-4
上田 恭敬 DP66-2
上田 吉宏 DP86-1，DP129-3*
上田 隆太 DP136-6
植西 憲達 DP13-2，DP13-5，

DP45-6，DP53-3，
DP110-2

上西 啓裕 SY5-5*
上野 恵子 DP47-5*，DP152-5
上野 琢哉 DP84-5，IL14 司会
上野 千晶 NP10-2
上野 剛 DP155-4
上野 弘恵 DP9-4，DP42-3，

DP90-2，DP121-2，
DP122-7

上野 雅史 DP68-2
植野 正之 DP76-4
上野 弘惠 NPD1-4
上野 陽子 NP3-5
上林 さゆり NP3-5*
上原 綾乃 NO4-4
上原 泉 NO17-2
上原 秀一郎 MW2-6
上原 真紀乃 NO4-4
上原 舞美 MP5-3，MP5-6*
上原 三佳 NO18-3
上原 萌子 DO17-5，DP14-3*，

DP98-7
上原 康史 NO4-4*
植松 明美 DP3-2
上松 敬吾 DP133-4*，DP134-3
植松 悟子 DP143-2
植松 庄子 DP127-1
上松 友希 DP11-2，DP116-2
植村 桜 NPD3 座長，NPD3-4
植村 樹 DO5-2*，DP153-3
植村 直哉 DP46-4*
上村 由加 NO11-3
植山 徹 DP151-1
上山 昌史 DSYa-6
鵜飼 勲 DP46-6
鵜川 豊世武 DO16-2，DP10-5，

DP29-5，DP92-1，
DP109-4，DRTi-2-1，
MO2-1，RT2-2

右近 好美 NEX6-1
鵜澤 吉宏 DP131-4，RW3-1*
宇治 満喜子 DO9-6，DO13-2
氏川 拓也 DO17-1*，NPD2-1

氏家 良人 DO16-2，DP10-5，
DP29-5，DP92-1，
DP109-4，DRTi-2-1，

 IL5 司会，MO2-1，
MO2-5，PD1-3*，
RT2-2，RW1-3，

 SY1 座長
牛越 博昭 DO22-2
牛島 めぐみ NO8-6*
宇治橋 善勝 DO3-1
宇城 敦司 DP43-5，DP94-1*，

DP115-3，DP154-2，
DSYp-2-2

碓氷 章彦 DO26-3，DP36-2
臼井 章浩 DP71-4，NPD2-2
臼井 麻子 DP9-4，DP90-2，

DP122-7*
臼井 幹 MP12-2*，MPD-6
臼井 雄太 DP66-1
臼元 典子 DP7-4，DP51-1，

DP74-5，DP99-4
宇田 武彦 MP12-2
内倉 淑男 DP6-1*，DP91-4，

DP133-2
打越 裕之 DP130-1
内田 健一郎 DO2-1，DO27-3，

DP5-2*，DP17-3
内田 順子 NEX6-4，NPD1 座長
内田 智子 DP57-3
内田 雅俊 DP11-4*
内田 真弓 MP8-1，NO1-4
内野 滋彦 CR7-1*，DP60-3，

NO19-1
内野 隼材 DP73-3，DP134-1*
内野 博之 DO30-7，DP83-7，

DP105-1，DP108-2，
DP117-2，DP157-4，
DPDi-2-3，DPDi-3
座長，DPDi-3-4，
DSYi-3-4，ES7 座長，
IL12 司会，IL6 司会，
SY5-2

内山 昭則 DO4-2，DO9-4，
DO9-6，DO13-2，
DP1-3，DP4-1，
DP23-2，DP62-1，
DP106-3，DP107-3，
PC5-1*

内山 泉 NEX1-2
内山 沙央里 DO12-4
内山 壮太 DO11-1，DO18-6*，

DP10-6，DP44-3，
DP72-2，DP113-3，
NPD1-1

内山 宗人 DP26-3，DP63-4，
DP155-6

宇津 秀晃 DO15-4，DP152-3
宇都宮 明美 NIL 司会
内海 美智子 MW2-5
卯津羅 雅彦 DP11 座長
宇内 和明 DP20-4*
宇根 一暢 DP7-2，DP54-4，

DP120-6
畝本 恭子 DP14-1，DP116-6
宇野 太啓 DP78-5
宇野 幸彦 DP15-1，DP41-1，
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DP103-5
宇野 里佳 NO3-6
卯野木 健 LS20 座長，
 NEX1-1，NEX3-1，

NO6-7，NO13-2，
NO14-1，NO21-4，
NP3-3，RPD1-2*

馬越 健介 DP92-4，DP122-4*
海野 知洋 MP5-7
海野 仁 DP104-1*
梅井 菜央 RT2-2
梅香 満 DP62-4
梅垣 修 DP15 座長，DP34-1，

DP52-4，DP112-3
梅垣 岳志 DP56-1
楳川 紗里 DP125-2
梅田 千典 DP20-3
梅田 正博 DO24-1
梅田 みゆき NO21-6
梅鉢 梨真子 DO16-1
梅原 直 DO21-4，DP29-4，

DP39-2，DP145-1*，
DP146-3

梅邑 晃 DP62-5*
梅村 武寛 DP93-4
梅村 穣 DP116-5
梅本 富士 DSYc-1-5
浦川 昂大 NO8-6
浦城 由季子 NO12-5
浦田 雅弘 MP4-3
浦野 哲哉 MP11-5
卜部 繁彦 DP51-3

え
江頭 崇 DP51-3
江頭 隆一郎 DP14-4
江上 千晶 NP4-6*
江川 安紀子 NP8-3
江川 和喜 NEX2-5
江川 悟史 DP63-1，DP82-2，

DP103-2*，DP104-3，
DRTi-2-3

江木 盛時 CR1 座長，CR1-5*，
CR9-2*，DP16-5，
DP17-5，DW4*，
LS21*

江口 友英 MW2-2
江口 智洋 DP78-6*
江口 豊 DO28-7，DP50 座長，
 DP55-5，DP57-6，

DP84-1，DP111-4，
DP135-5，DP137-3，
LS6*

江口 善友 DP19-5，DP116-3*
江崎 かおり DP3-4，DP73-4，

DP127-3
江嶋 正志 DO23-4，DP22-5，

DP28-4，DP30-2，
DP32-4，DP39-3，
DP55-1*，DP56-2，
DP86-3，DP91-1，
DP102-5，DP105-3，
DP132-3，DP137-5，
DP139-6，DP150-4，
DP150-5

江田 まどか NP8-3

枝窪 俊輔 DP82-4
越後 整 DO27-1，DP152-3*
越後谷 良介 DP134-1
江藤 敏 DP105-2
江藤 孝史 DP41-5
江藤 政尚 DP66-3
榎田 幸助 NPD2-6*
榎谷 祐亮 DP15-5，MP12-1
榎島 陽子 NEX5-3
榎本 有希 DP83-2，DP143-2
江波戸 孝輔 DP31-4
江濱 由松 DO28-1
江原 淳 DP44-4
海老沢 和俊 DP26-2*
海老島 宏典 DPDp-2
蛯名 正智 DO29-4*，DP70-2，

DP87-4
蛯原 健 NPD2-2
海老原 卓 DP67-3
蛯原 健 DP71-4
海老原 直樹 DP74-6，DP107-2，

DP119-6*，DP138-3，
SY4-8，DP87-1

江間 信吾 MP6-1*
江良 正 DO19-4，DP77-6，

DP94-2*，DP119-2，
DP148-3

円城寺 由久 MP7-3
遠藤 晃生 DO25-3，DP5-3
遠藤 彰 DP17-2，DP50-5，

DP120-2*
遠藤 聡 DP8-6*
遠藤 重厚 CR6-2，DP14-5，

DP25-5，DP66-1，
DP74-2，DP133-5，
DSYi-1-3，ES1 特別
講演司会

遠藤 修平 DP123-8
遠藤 武尊 DP49-3，DP85-5，

DP93-3，DP94-3，
DP130-5*

遠藤 智之 DO28-5，DSYa-7
遠藤 英樹 DP100-4
遠藤 大 DP152-2
遠藤 裕 DO6-3，DP152 座長，

DP92-3*
遠藤 真弘 MP10-2
遠藤 幹也 DP114-6
遠藤 裕子 NO20-3
圓本 剛司 DP40-2*

お
及川 真人 DP36-4，RW3-2
及川 陽平 MP8-3*
王 利明 DP112-4
近江 禎子 NO11-5，NO17-3
大網 毅彦 DP5-1，DP68-3，

DSYi-7-2，DO24-4*
大井 加寿美 NO10-2
大井 秀則 DP1-1，DP46-1，

DP118-1，DPDi-1-6
大井 康史 DO26-5*，DP63-4，

DP78-4，DP101-5，
DP133-2

大石 醒悟 RT4-3*
大石 奏 DO30-3，DP116-3

大石 将文 DO27-2
大石 泰男 DP91-5，DP95-5，

RT3-3
大石 悠理 DO8-2，DP19-4
大石 義英 MSY-2
大石 理江子 DP75-3
大磯 慶高 NO1-2
大岩 雅彦 DO8-2*，DP19-4
大岩 祐介 DP11-6，DP124-5，

DP148-4，DSYi-4-3
大内 元 REL4-1
大内 貴志 DO9-5
大内 尉義 DP127-2
大内田 絵美 DP52-3，DP69-1，

DP149-1
大浦 啓輔 DP36-1*，DP36-3
大江 恭司 DP75-5
大江 理英 DP121-1，NW コー

ディネーター
大金 映予 NO20-5*
大上 眞理子 DP48-5，DP71-3
大萱 俊介 DO20-5*
大川 惇平 DO2-5，DO19-1，

DP55-4，DP111-2
大川 浩文 DO27-2，DP63-5
大川 晶未 RPD1-5
大川 恵 DP112-1，DP143-3
大木 伸吾 DP124-6
大木 浩 DP142-5，NP6-1
大北 沙由利 MP8-1
大久保 淳 MDS1-3*
大久保 公恵 DP54-6
大久保 信司 DP38-7，DP128-5
大久保 豊幸 DP128-5
大久保 祐 DP67-6
大窪 敬久 NO10-5*
大久保 怜子 DO29-5，DP25-3，

DP43-2，DP64-5，
DP69-6

大熊 隆明 DP146-7
大坂 裕通 DP95-2
大崎 友宏 DP11-2，DP116-2
大崎 真樹 DO20-2，DO21-2，

DP113-4，DP146-1，
EL6 司会

大里 祐一 NP2-1
大澤 浩輔 NO10-2*
大澤 さやか DP16-4*
大澤 麻登里 DP28-2*
大下 修造 DP104-6
大島 一太 DO17-5，DP2-4，

DP98-7，FC7*
大島 和馬 DO6-4，DO15-1，

DP26-2，DSYc-4-3*
大嶋 清宏 DP144 座長
大島 拓 DO24-4，DP5-1，

DP54-1，DP68-3，
DSYi-1-4，DSYi-4-4

大島 未也 DP154-3
大嶋 由紀 NP1-4
大下 慎一郎 DO1-1，DO7-4，

DP7-2，DP11-5，
DP120-6，DSYi-2-3*

大城 康一 DP1-2，DP96-2
大須賀 玲美 NO7-1
大関 武 NEX3-1，NO6-7，
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NO13-2，NO14-1，
NO21-4，RPD1-2

大曽根 順平 DP85-3
太田 江里子 NO20-6
太田 慧 DP65-3，DP150-6*
太田 圭亮 DO30-1，DP37-6
太田 権守 DP48-6*
太田 浩平 DO1-1，DO7-4，

DP7-2*，DP120-6，
RPD1-4

太田 淳一 DP19-3，DP115-4
太田 浄 DP76-4*
太田 祥一 EL3 司会
太田 宗一郎 DP64-3
太田 総一郎 NP7-5
大田 大樹 DO10-2，DO14-4，

DP76-2
太田 珠実 DP125-6
大田 典之 DO9-4，DP1-3，

DP107-3
太田 晴子 DO20-4，DPDi-3-4*，

DRTi-2-2
太田 美穂 DP38-2，RT2-1
太田 祐介 DP26-4，DP47-1，

DP108-6，DP136-3*
太田 雄馬 NO13-2
太田尾 剛 DP149-6
大高 真吾 MW2-6
大瀧 聡史 DP1-1，DP46-1，

DP118-1，DPDi-1-6
大竹 一信 DP96-1*
大嶽 康介 DO22-6，DP25-2，

DP73-6，DP122-2*，
DP135-1

大竹 孝尚 DO26-1*，DP72-6
大嶽 浩司 DP97-5，DP111-7，

LS11*，SY2-1*
大谷 晋吉 DP44-5*
大谷 尚之 DP137-2
大谷 直嗣 DP54-4，DP120-6
大谷 朋仁 DO12 座長，
 DSYc-3-3*
大谷 尚之 DP124-2，DP124-3
大谷 典生 CR5-4，DP38-5，

DP99-2，DP104 座長，
 DP108-4，DP143-6，
 NPD1-3，PD2-4，

SY4-3
大谷 征士 DP61-2，NO6-4*
大谷 雪菜 NO19-4*
大地 史広 DP34-1，DP52-4，

DP112-3
大地 嘉史 DP43-6，DP44-2*，

DP56-3，DP126-3
大塚 翔太 DO17-1，NPD2-1
大塚 貴久 DO16-2*
大塚 剛 DO26-5，DP78-4，

DP101-5，DP138-4*
大塚 敏之 DP1-2，DP96-2*
大塚 智久 DO5-4*，DO25-4，

DP9-5，DP81-5，
SY4-5

大塚 尚実 DP124-6
大塚 将秀 CR6-2，DO8 座長，

DP45-1，DP81-4，
DP108-5，REL3*，

SY3-3
大塚 操 NO15-2
大塚 康義 DP43-5，DP94-1，

DP115-3*，DP154-2，
DSYp-2-2

大塚 洋司 DP115-1
大塚 洋平 DP19-5，DP39-6
大塚 良平 DP154-6
大槻 穣治 DP133 座長，NO11-5
大槻 勇真 NP2-4*
大辻 真理 DO10-1，DP115-6*
大坪 里織 DP118-3*
大坪 麗 NO12-4
大鶴 繁 DP82-5
大出 靖将 DP95-2
大寺 祥佑 DP19-6
大藤 純 DP20-4，DP72-5，

DP80-3*，DP80-4*，
MP12-4

大友 元 DP85-3
大友 康裕 DP17-2，DP50-5，

DP120-2，DSYi-6-6
大西 淳司 DP94-5，DP136-2*
大西 光雄 DPDa-4
大西 翠 NP13-6
大西 芳明 MPD 座長，MPD-3
大西 克実 DO17-3，DP33-4
大野 謙介 DP89-2
大野 孝則 DO6-2
大能 祐文 MP8-1
大野 美香 DP24-6
大野 実 DP3-1，DP127-2
大野 雄康 DO29-5，DP64-5，

DP81-2*
大場 一英 NP3-1，NP5-1
大場 次郎 DP124-2，DP124-3
大場 美友紀 NP3-2
大橋 あかね DP14-4*
大橋 一郎 DP15-2
大橋 さとみ DO6-3，DP92-3
大橋 奈尾子 DO28-2，DO29-1
大橋 直紹 DP41-5
大箸 祐子 DP65-5
大橋 祥文 DP112-1，DP143-3
大橋 梨香 NO10-6
大畠 博人 DP64-3
大林 正和 DP104-1
大原 貴裕 DO12-3
大平 智子 DSYp-2-1*
大平 朋幸 MP6-5
大平 直子 DP91-2
大邉 寛幸 DO28-5*，DSYa-6
大曲 貴夫 SY6-3*
大嶺 栄輝 NO17-2
大村 和也 DP57-1，DP139-5
大村 泰史 DP47-5，DP152-5
大村 拓 DO24-4
大村 守弘 MP6-1
大森 一彦 DP95-2
大森 敬文 DP79-5，DP82-1
大森 俊和 DP61-2*，NO6-4
大森 奈奈 NO3-3
大屋 亜美 NO1-4*
大家 宗彦 DP103-3
大矢内 豊 NP2-4
大山 綾乃 NO15-5

大山 慶介 DO7-5，DP137-2
大山 隼人 DP58-1
大山 亘 DP146-6
岡 和幸 DSYi-1-2，DSYi-5-1
岡 啓太 NO9-2*
岡 隆紀 DP96-5*
岡 智 DP17-2，DP50-5
岡 直樹 DP91-6*
岡 夏希 NO5-1
岡 英明 DP106-2*
岡 宏保 DP151-1
岡 正樹 DP93-1
岡 雅行 DP91-5*，RT3-3
岡 義人 DP54-1*，DP75-5
岡口 千夏 DP127-3*
岡崎 薫 MP8-3
岡崎 信樹 DO8-4，DP57-4
岡崎 大武 DO12-4*，DRTi-2-4
岡崎 善則 DP48-5，DP71-3
小笠原 治 DP52-3，DP69-1，

DP149-1*
小笠原 希依子 NEX1-2
小笠原 順子 MP6-5
小笠原 隆 DP42-2*
小笠原 智子 DP68-6
小笠原 徳有 MP2-4*
小笠原 美紀 DP125-6
岡嶋 智也 DP127-3
岡島 正樹 DO17-4，DO23-1，

DO28-4，DP31-2，
DP67-4*，DP83-4，
DP114-5，DP117-1，
DP120-5，DP137-1，
DP140-2，DSYc-4-2*

陵城 成浩 DP116-4
岡田 明子 NO5-5
岡田 一郎 DP68-6
岡田 和宜 MP12-2，MPD-6
岡田 一宏 DP73-1*
岡田 和之 NO6-6
岡田 恭子 DP43-1，DP51-4，

DP85-6
岡田 賢 DP54-4
岡田 修一 DP126-2*
岡田 大輔 DP8-7，NPD2-6，

RPD1-3*
岡田 拓也 MP4-5
岡田 英志 DO22-2
岡田 紘和 NO13-1*
岡田 正人 DO30-6
岡田 真行 DSYi-6-1
岡田 保誠 DP38-1，DP93 座長，

DP107-5，DP150-3
岡田 遥平 DP11-6，DP124-5，

DP148-4，DSYi-4-3
緒方 敬子 NO14-3
緒方 静子 NPD2-5*
緒方 昌平 DO20-6
岡野 将典 DP9-1，DP69-1，

DP69-2*，DP149-1
岡野 雄一 DP124-6*
岡原 修司 MP2-3
岡部 大輔 DP48-1，DP64-6*
岡部 直美 NO7-4*，NO7-6
岡部 悠吾 DP46-4，DP84-3*，

DP154-5
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岡村 昌宏 DP126-5*
岡村 圭子 DP107-1
岡村 賢一 DP34-5*
岡村 美湖 DP120-2
岡本 明久 DP56-1，DP148-6
岡本 彩那 DP93-6，DP109-2，

DP117-4*
岡本 一彦 MW2-2，MW3 座長
岡元 和文 DP116-3，IL2 司会，

RS10 座長
岡本 健 DO6-2
岡本 竜哉 DP110-4，DP110-6，

NPD1-5
岡本 浩 DP65-4
岡本 洋史 DP73-3，DP134-1，

MP12-2，NO7-4，
NO7-6，NP12-1

岡本 浩嗣 DO5-4，DO25-4，
DP81-5

岡本 博之 DO28-1，DP58-1
岡本 雅雄 RT3-3
岡本 愛美 NEX3-4*
岡本 実 DP102-4
岡本 陽子 NP9-3，NP10-3
岡山 香 NO15-4
岡山 大 DP126-4，DP148-1
小川 央 NO16-1
小川 敦裕 DP119-5，DPDi-2-4
小川 理 DP96-3
小川 勝利 NEX1-2
小川 達彦 DP16-4
小川 哲平 NO6-2
小川 智也 DO17-2，RPD2-4
小川 久雄 DP124-1，DRTi-1-1，

DRTi-1-4
小川 雅史 DP38-7，DP128-5
小川 正輝 NO4-1
小川 陽子 DP128-6
置塩 裕子 DP85-1，DP112-5，

DP112-6，DP142-1
沖田 綾乃 DP108-2
沖田 寿一 DP54-2*，DP123-2，

DP157-2
興津 英和 MO2-3*，MP3 座長
荻野 均 DO13-5，DO30-4，

DP100-2，DSYc-2 座
長，DSYc-2-6，IL11
司会，LS25 座長

荻原 幸彦 DP88 座長，DP157-4
奥 和典 DP49-6*，DP87-3，

DP97-5，DP111-7
奥 佳菜子 DP56-1*
奥 格 DO8-2，DP19-4
奥 悟 DP42-3
奥 比呂志 DP137-2
奥 怜子 DP68-1
奥河原 渉 DP85-3
奥田 晃久 MW3-1*
奥田 淳 DP135-6*
奥田 菜緒 DP13-3*，DP20-4，

DP123-7，MP12-4
奥田 牧子 NO6-1
奥田 麻里子 NO20-3
奥田 祐子 DP20-5，DP30-4，

DP52-1，DP89-4
奥谷 圭介 DP81-4

奥地 一夫 DP43-4，DP110-3，
DP152-6，DP155-2

小口 和代 DP121-3
小口 佐代子 NP12-5
奥寺 敬 DP70-5，DP138-6
奥野 友信 DP128-6
奥平 修子 NO10-3
奥間 陽子 DP84-2
奥村 伸二 DP122-6
奥村 貴裕 DSYc-3-2*
奥村 将年 DP43-5，DP94-1，

DP115-3，DP154-2*，
DSYp-2-2，NPD3-4，
SY4-4

奥村 恭男 DO22-1，DP54-6，
DSYc-4-1*

奥山 学 NP5-4
小椋 晶子 NP8-2
小倉 皓一郎 DP68-3*
小倉 信 PC2-1
小倉 真治 DO22-2，DP10-2，

DP41-3，DP56-5，
DP74 座長，DP82-7，
DP103-6，DP134-4，
DP151-6，DP156-5，
DSYa-4

小倉 崇以 DP7-3*，DP67-2，
DP69-4，DP132-2，
DP140-4，DP148-7，
NO4-2

小倉 健 MP9-4*
小倉 裕司 CR9-1，CR9-2，

DPDi-3-6
小倉 玲美 DP81-4
小黒 洋子 NO21-2
尾崎 由佳 DP88-5*
尾崎 孝平 PC5-2*，RSY-1*，

SY5 座長
尾崎 徹 DP19-5
尾崎 眞 DO2-4，DP20-1，

DP21-2，DP21-3，
DP109-6，DP137-4

尾迫 貴章 DP11-3，DP51-5
長田 浩平 DP146-4
長村 生野 NP13 座長
小澤 昌子 DP25-3，DP69-6
小澤 治子 DP97-1，DP101-2
小沢 由佳 NP10-5*
押川 麻美 NP8 座長
押川 満雄 DP149-6
忍田 純哉 DP3-2
鴛淵 るみ DP57-5，DP76-3，

DP100-3
小田 和也 MP11-7
織田 成人 CR8 座長，CR8-1，

CR8-2，DO6-6，
DO24-4，DP5-1，
DP54-1，DP68-3，
DSYi-1 座長，DSYi-
1-4，DSYi-2-4，DSYi-
4-4，DSYi-7-2，ES1
総合司会，LS22 座長，
LS3 座長，NO1-2

織田 順 DSYa-1 座長，
 DSYa-6*
小田 大嘉 DP11-6*

尾田 琢也 CR1-2，DP17-7
小田 浩央 DP109-5
小田 正美 MP4-1
小田 泰崇 DO10-1，DP115-6
小平 真理 DP101-1
小田島 瑞穂 DP154-3
小多田 英貴 DP79-3
越智 明徳 DP98-1
越智 広美 NP4-4*
落合 香苗 DP17-2，DP50-5
落合 陽子 DP6-5
落合 亮一 DP140-6，DSYi-3 座

長，LS18 座長
落葉 佑昌 MP2-3*
尾辻 豊 DPDc 座長
乙宗 佳奈子 DP39-5*，DP42-5
尾中 敦彦 DP151-1*
翁長 朝浩 DP54-5，SY4-9
小貫 龍也 DO17-3，DP33-4，

DP98-1，DP127-4，
DP143-1*

小野 和身 DO8-4，DP57-4
小野 一之 DP11-4，DP46-3
小野 聡 DP43 座長，DP84-5
尾野 敏明 NEX1-1，NPD2 座長
小野 友晴 DP42-4
小野 富士恵 DO7-3，DO12-1*，

DP88-3，DP151-5
小野 稔 DO13-1
小野 雄一 DO18-5，DP12-1，

DP50-3
尾ノ上 直美 NO20-5
小野川 愛 DP24-3
小野高 育子 NO20-6*
小野寺 ちあき DP25-5*，DP74-2，

DP133-5，DSYi-1-4
小野寺 美代 NP3-1
小野寺 睦雄 DP13-3，DP45 座長，

DP72-5，DP123-7，
PC4-2*

小野寺 悠 DP21-4，DP44-1，
DSYi-6-1*，MP9-5

小幡 賢吾 NEX1-1，RW1-3*，
RW3 座長

小幡 由佳子 DP15-4，DP98-6*，
DPDi-2-2*

小畑 友里江 DP77-1*，DP154-7
小幡 良次 DP98-6
尾鼻 康朗 DP103-3
尾林 徹 DP127 座長，DSYc-

2-2
小原 章敏 DO24-2，DP22-2，

DP60-4*，DP71-4，
DP101-4

小原 伸樹 DP75-3，DP75-4，
NP6-2

小日向 麻里子 DP95-2
小美濃 明子 NEX5-1，NPD1-5
尾本 健一郎 DP65-3，DP150-6
親泊 翔平 DP54-5，DP103-1，

NO21-3，SY4-9
小柳 圭一 DO26-4，DP59-4，

DP131-3*，RPD2-5，
RW1-1

小柳 覚 DP45-2
小柳 正雄 DP14-1，DP116-6
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小山 耕太郎 DP114-6
小山 淑正 DP43-6
折田 智彦 DO16-5*，DP37-4，

DP111-3，DP128-2，
DRTi-1-3，DSYa-1

折田 博之 DP35-4
織田 美紀 DP77-2*
折原 雅紀 DP76-4
恩賀 陽平 DP40-3，DP117-5，

DP139-3
恩田 秀賢 DPDi-3-5，DSYp-1-2

か
甲斐 聡一朗 DP13-4，DP37-5，

DRTi-2-3
甲斐 達朗 DO7-5，DP124-2，

DP137-2
甲斐 なつ美 NP7-1
開田 剛史 DP143-4
海塚 安郎 NO12-2，DP35-4，

DP100-5，DP104-4，
DPDi-1-4*

甲斐沼 篤 DP67-6*
貝沼 関志 DO26-3，DP6-4，

DP36-2，DP105-5，
LS26 座長，PC-7 座
長，SY1-1*

貝原 敏江 DP73-3
加賀 慎一郎 DO2-1，DP5-2，

DP17-3*
加賀谷 慎 DP95-1
香河 清和 DP76-1
柿内 佑介 DO7-6
柿崎 隆一郎 DO28-1
鍵崎 康治 DPDp-2
柿沼 孝泰 DP41 座長，DP108-2
柿沼 唯 NO19-1*
垣花 学 DO30-5，DP21-5，

DP109-5，MP4-1，
NO17-2

垣花 泰之 DP50-2，DP78-6，
DP146-5，EL7*，
RS3 座長

我喜屋 徹 DP45-4，DP88-2，
DP134-5

賀来 典之 DP30-5，DP37-3，
DP73-5，DP119-1，
RPD1-1，RT1-2

賀来 隆治 DP62-3
角地 祐幸 DP38-4
嶽間澤 昌泰 DP63-2
各務 美砂 NP8-2*
角本 眞一 DP18-2
影近 謙治 DP24-1，DP57-2
筧 慎吾 DP71-1，RPD2-2
影山 智広 DO26-4，RW1-1
影山 陽子 NO19-2
加古 訓之 DP120-7
笠井 愛 SY4-3
笠井 章次 DP112-4
葛西 毅彦 DO28-1
笠井 正志 DO10-6，DO21-3，

DP1-4，DP28-3，
DP29 座長，DP29-1，
DP31-1，DP31-6，
DP78-2，DP145-3，

DPDp-1，NO17-4
笠岡 俊志 CR5-1*
笠原 正登 DRTi-1-5
鍛冶 有登 DP55-6，DP90-3*，

DP108-1，DP148-2，
DP156-4，DPDa-5*

鍛 良之 DP11-4
柏浦 正広 DO28-6，DO29-2*，

DW3*
梶田 裕加 DP39-4，DP117-3
柏谷 信博 DP146-7
梶谷 美砂 DP88-4，DP88-5
梶野 友世 DP141-3
鹿島 秀明 NEX1-5*
鹿志村 剛 DO5-1
梶山 潔 DP51-1
柏 健一郎 DO7-3，DO12-1，

DP88-3，DP151-5*
柏 庸三 DO4-2，DO9-6，

DP62-1*
柏木 千恵 NO4-3，NO12-4
柏木 康江 DP19-3*
柏木 友太 DP27-5，DP37-1，

DP52-6*
柏木 良子 NO2-3
柏崎 アン NP9-5*
柏瀬 一路 DP66-2*
梶原 絢子 DP20-3
梶原 規子 MP10-3
梶原 真由美 NEX1-4，RT1-2
梶原 吉春 MDS4-3*，MP10-3，

MSY 座長
数馬 聡 DP72-1，DPDi-1-5
糟谷 美有紀 DP75-5
加瀬 加寿美 NO4-6
片岡 健介 DP109-1
片岡 惇 DO3-4，DP110-1，

DP123-8
片岡 剛 DO15-2*
片岡 祐一 DO16-3，DO24-3，

DP136-4，RT3-2*，
SY7-3

片桐 伸将 MO1-2
片桐 弘勝 DP62-5
片倉 友美 DP152-2
片瀬 葉月 MP10-3
堅田 紘頌 DP23-1*，DP58-2
方波見 謙一 DO18-5，DP50-3
片山 明 DO8-4，DP57-4*
片山 香 NO7-5
片山 勝之 DO25-2，DP53-2，

DP70-4，DP129-5
方山 真朱 DP20-1*，DP21-2，

DP21-3，DP109-6*，
DP137-4，RPD2-2，
DO2-4

片山 大輔 DP6-5*
片山 貴晶 DP61-4
片山 望 DP115-5*
片山 浩 DP6-5，DSYi-7 座長
片山 雪子 NP11-2*
勝 博史 DP5-4，DP34-4，

SY5-3
勝木 竜介 DP147-4*
勝野 雄一郎 DP32-1*
勝野 理恵 NO17-4*

勝原 和博 DP51-6*
勝見 敦 DP17-1，DP17-4，

DP133-1，DP141-1，
DP147-5

勝見 紀文 DP48-4
桂 守弘 DO9-2*
勝連 しのぶ NO3-2
嘉手苅 由梨 DP84-2
角 三和子 DO23-4，DP22-5，

DP28-4，DP30-2，
DP32-4，DP56-2，
DP60-2，DP78-1，
DP78-3，DP86-3，
DP91-1，DP102-5，
DP105-3，DP132-3，
DP137-5，DP139-6，
DP150-4，DP150-5

加藤 明子 DP52-5*，DP53-5
加藤 明彦 MP6-1
加藤 彩 NO9-5
加藤 和成 NO14-4*
加藤 果林 DP12-4
加藤 啓一 DP82-4，DP123 座長
加藤 浩太 DP38-7，DP128-5
加藤 純一 NO11-3*
加藤 潤一郎 DP9-2
加藤 正哉 DO15-6，DP13-1，

DP93-2，DP119-5，
DP142-1，DPDi-2-4，
DSYa-2，SY5-5

加藤 妙 DP90-1，DP150-2
加藤 崇央 DO9-5
加藤 貴則 NO16-2
加藤 貴大 DP8-2*
加藤 貴之 DP91-6
加藤 隆之 DP116-4
加藤 朋世 NO21-2*
加藤 規子 DP28-5*，DP40-1，

DP88-1
加藤 久晶 DP10-2，DP134-4
加藤 秀哉 DO10-5*，DP12-2，

DP12-5
加藤 秀之 DP133-3
加藤 裕貴 NO4-6
加藤 宏 DP68-6
加藤 弘美 DP15-4*，DP15-6
加藤 政雄 MP11-6
加藤 雅子 DP118-3
加藤 雅彦 DP126-5
加藤 真優 DO6-5，DP10-1，

DP23-4*
加藤 道久 DP38-3
加藤 由布 DO1-4，DP16-1，

DSYi-7-3
加藤 祐子 DP3-3
加藤 裕子 DP8-5
加藤 祐将 DP142-6，DP147-2
加藤 幸恵 MP9-2*
加藤 之紀 DP76-5，DP80-2，

DW6*
加藤 頼子 DO22-6，DP25-2，

DP73-6，DP122-2，
DP135-1

加藤 利奈 DRTi-2-2，NEX5-5
加藤 隆太郎 MP6-5
門上 俊明 DP130-2
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門田 一繁 DSYc-1-3
門田 美和子 SY4-3
門野 紀子 DP52-4*，DP112-3
角谷 隆史 DO8-2，DP22-4
香取 信之 DO12-5，DP135-6
金井 孝司 DO22-1
金井 隆典 CR1-2，DP17-7
金井 尚之 DP148 座長，PC8-1*
金尾 邦生 DP18-5，DP104-2，

DP153-6*
金澤 綾子 DP49-3，DP85-5，

DP93-3，DP94-3*，
DP130-5

金沢 貴保 DP132-5，DP145-4
金澤 伴幸 DO20-1*，DP115-5，

DPDp-4
金澤 浩子 DP154-3，
金澤 裕子 DO30-7
金本 匡史 DP9-3，DP72-4*，

DP91-3，DP99-1，
DP111-1，DP137-6

金谷 智明 DP124-1
金山 博成 DP153-1
金子 一郎 DP18-4，DP23-3，

DP38-6，DP63-2，
DP134-2*

金子 堯一 DP33-4，DP127-4，
DP143-1

金子 恒樹 SY5-2
金子 吾朗 DP107-1
金子 純也 DP14-1*
金子 唯 DP115-6
金子 達夫 DP126-2
金子 克 MP8-2
金子 友美 DP49-1
金子 秀夫 MP9-3
金子 洋 NO2-2
金子 真由子 DP68-6
金子 芳一 MDS1-1*，MEL1 司

会，MP8-5*
兼坂 茂 DP17 座長
金崎 彰三 DP73-4
金田 和久 DO2-1，DO27-3*，

DP5-2
金田 考 DP27-2
金田 浩太郎 DO10-1，DP115-6
兼久 雅之 DP73-4
金光 尚樹 DP40-3，DP117-5，

DP139-3
金村 剛宗 DP68-6*
金山 博成 DO10-2
狩野 謙一 DO10-4，DP12-3*，

DP17-6，DP47-3，
DP66-4，DP81-3，
DP155-5

狩野 峻子 DP44-1
鹿野 恒 DP5-3
加納 敬 MP10-3
加納 隆 MO2 座長，MP7-2，

MPD-3，MSY 座長，
MSY-5

加納 直明 DSYc-3-2
加納 秀記 DP13-2，DP110-2
椛島 久恵 NP2-1
鹿原 史寿子 DP27-3*
蕪木 友則 DP17-1，DP17-4，

DP133-1*，DP141-1，
DP147-5*

鎌田 太郎 DP65-4
鎌田 有美子 NO21-1
蒲池 正顕 DP76-5，DP80-2
釜野 武志 DP84-2
神移 佳 DP65-1*
神尾 直 DP20-3*，DP69-3
神尾 弘美 NP10-3
神尾 学 DP93-1
神尾 悠美 NO19-2
上岡 晃一 MDS4-1*，MO1 座長，

MO2-4，MW 座長
上岡 将之 MP2-1
上川 竜生 DP143-5
上倉 英恵 DP150-1，DRTi-1-3
上坂 建太 DP36-3
上笹貫 俊郎 DP34-3，DP142-3
神里 興太 MP4-1
神澤 聖一 DP154-7
上條 泰 DP67-1*
神谷 健司 NO9 座長
上野原 淳 DP84-6
上村 友二 DO20-4*，DP69-2，

DP145-5，NEX5-5
上村 吉生 DP65-3，DP150-6
上村 亮介 DP53-2，DP68-4*，

DP70-4
神山 淳子 NO14-5，NSY-2*
神山 治郎 DP9-3，DP72-4，

DP99-1，DP111-1*，
DP137-6

神山 具也 MP2-2，MP12-7
神山 洋一郎 MP2-2，MP12-7
嘉村 洋志 DO23-2，NPD3-3，

SY4-6
亀井 敦 DP114-6
亀井 純 DP85-1，DP112-5*，

DP112-6，DP142-1，
DP153-5

亀井 博紀 NO21-6
亀井 美穂 NO9-6
亀ケ谷 泰匡 NP14-4*
亀山 実希 DP26-1，DP41-6，

DP84-6*
亀山 良亘 DP22-3，DP80-6*，

NP3-1，NP3-2，
 NP5-1
蒲地 正幸 DP49-3，DP66-3，

DP85-5，DP93-3，
DP94-3，DP130-5，
DP139 座長，DSYc-
4-4

蒲原 英伸 DO25-6*，DP31-5，
DP50-4，DP87-5，
DP102-2，DP114-4，
DP122-3，DP149-4*，
DP155-3，NPD2-3

栢木 可奈 NO20-3*
華山 悟 DP95-1*
茅本 洋平 DP35-2*
唐崎 秀則 DP112-4
狩野 亘平 DO19-4，DP77-6，

DP94-2，DP119-2，
DP148-3

刈谷 隆之 DP45-1*，DP81-4，

DP108-5
仮屋 千穂 DP35-1
川井 和哉 DP32-3，DP65-2
河合 恵子 DO26-1，DP72-6*
河合 富士美 CS 講師
川井 廉之 DP43-4，DP110-3，

DP152-6，DP155-2
河合 佑亮 NP11-4
河江 敏広 RPD1-4
川上 潮 DO14-3*
川上 悦子 NO17-1*
川上 将司 DP100-1，DP124-1*
川上 大裕 DP63-1，DP75-1，

DP82-2，DP103-2，
DP104-3，DP105-6*，
DP112-2

川上 真樹子 DP91-5，DP95-5
河北 賢哉 ES5-2*，MSY-3
川口 亜希 NO5-6
川口 敦 DP146-2*
川口 絢子 DP74-6，DP87-1*，

DP107-2，DP119-6，
DP138-3，SY4-8

川口 なぎさ DP90-5，SY4-4*
川口 浩史 DP54-4
川口 昌彦 DO14 座長，DP48-2，

DP152-1，DSYi-6-2，
NPD3-1

川口 竜助 DP123-2，DP139-1*，
DP157-2

川久保 弥知 DP84-6
川崎 志郎 DO17-3，DP98-1，

DP143-1
川崎 忠行 MSY-2
川崎 達也 DP30 座長，
 DP132-5，DP145-4，

DSYi-6-5*，SY4-7*
川崎 智広 DP4-4*，DP97-4*
川崎 祐子 NO15-5
川島 沙織 DP90-1，DP150-2
川島 信吾 DP15-6*
川嶋 隆久 DP116-4*
川瀬 鉄典 DRTi-2-3
川瀬 正樹 DP4-3，DP40-6，

DP70-3，DP75-6，
DP122-1，DP130-3，
MP6-4，NP1-2

川瀬 義夫 DP84-4
川副 友 DO15-6，DP13-1，

DP93-2，DP119-5，
DP142-1，DPDi-2-4*，
DSYa-2*，NO5-1，
SY5-5

河田 耕太郎 DP10-6，DP44-3，
DP72-2，DP113-3，
DSYi-1-5，DSYi-7-3

川田 大輔 DP27-5，DP37-1，
DP52-6，DP81-6*

河田 光弘 DP34-5
河田 将行 DP74-1
川田 稔 DP59-6，DP71-6*
河田 祐佳 DP96-6，DP120-3
川谷 弘子 DO3-1
川谷 洋平 DP154-3*
河内 充 MPD-6
川出 健嗣 DP115-5，DPDp-4
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川名 政実 NP9-5
川名 由浩 DP20-6
川奈部 理美 NO21-1*
川西 進 DP44-5
川西 裕之 DP94-5，DP136-2
河野 育美 NP5-6
河野 圭 DP61-1*，DP149-2
河野 圭史 DP93-5*
河野 了 DP119-3
河野 真二 DP12-6
河野 大輔 DSYi-1-1
川野 マキ NO7-2，NO19-4
河野 真人 DP52-3，DP69-2，

DP145-5
川野 恭雅 DO10-2，DO14-4，

DP76-2*，RS3
川野 雄一朗 DP19-5
河野 雄平 DRTi-1-1，DRTi-1-4
河野 陽介 DP65-3，DP150-6
川上 直哉 DP19-4，DP22-4
川端 晋也 DP58-5
川畑 そら DP152-2
河原 賢治 NP10-3*
河原 小百合 DP60-5
川原 千香子 DP105-1，NEX2-2，

SY4-2*
川原 優 DP102-1
川原 慶子 NEX3-5*
川人 伸次 LS27-2*
川邉 学 MP7-2*
川前 金幸 DP21-4，DP44-1，

DSYi-6-1，MP9-5，
NEX6-3，PC-5 座長，
RS12*

河村 岳 DP144-5
川村 茂之 MP6-1
河村 誠司 MPD-5*，MW3-5
川村 隆枝 DP27-2，SY3- 基調講

演司会
河村 夏生 DP10-3*，DP33-2，

DP154-1，NO5-5
川村 英樹 DP78-6
河村 文夫 DP76-4
河邨 誠 RPD1-5
川村 祐介 DP26-3，DP138-4，

DP155-6
河村 宜克 DO10-1，DP115-6
川本 英嗣 DP18-1，DP125-5，

NP5-3
川本 俊輔 NP3-2
河元 千鶴 NO1-4
河本 昌志 DP8-2
川本 未知 DP131-3
瓦口 至孝 DP152-1
菅 重典 DP14-5*，DP25-5，

DP74-2，DP133-5
姜 貞憲 MP4-5
菅 敏晃 DP94-1，DP115-3，

DP154-2，DSYp-2-2
康 美理 DP127-5*，DP157-3
神應 知道 DO16-3，DO24-3*，

DP136-4，RT3-2
菅家 裕子 DP97-1，DP101-2
神崎 俊治 MO2-4
神崎 秀明 DRTi-1-1，DO12-3
神田 潤 DP85-2*

神田 直樹 NEL4 司会，NEX4
座長，NO21-1

神田 美由紀 NP1-1
丸藤 哲 CR4-1*，CR8-1，

CR8-2，DO18-5，
DP12-1，DP50-3，
DP106-5，RT4 座長，
RT4-1*，SY1 座長

漢那 朝雄 DP45-3，DP89-5
金苗 幹典 DO15-4，DO27-1
神成 美有紀 NO15-2
神野 亜紀子 DP24-1，DP57-2
菅野 麻琴 DP106-4
菅野 雅子 NP6-2
菅野 美幸 DP24-4
菅野 祐子 NEX6-2
上林 哲生 DP95-5，MW2-1*
神原 由依 RT2-2
神戸 賢利 DO15-4
神戸 智子 NP9-5
上村 裕一 DO4-5

き
木井 菜摘 DO19-2，DP72-1，

DP86-5，DPDi-1-5，
DSYi-7-4

木内 耕己 MP9-2
木内 竜太 DP96-7
儀賀 普嗣 DP11-5，DP54-4*
菊田 正太 DP13-4*，DP37-5，

DRTi-2-3
菊池 有史 DP61-5，DP129-2
菊池 佳奈 DO22-3，DP49-1*，

DP131-5
菊池 賢 ES8 座長
菊池 幸太郎 DO4-1，DP136-1
菊池 聡 DP92-4，DP122-4
菊地 純 MP6-5
菊地 俊介 DP64-3*
菊池 忠 DP19-5*，DP39-6，

DP57-3，NO14-3
菊地 剛 DP71-1
菊地 智邦 NP3-1*
菊地 斉 DP132-5，DP145-4*
菊地 正広 DP98-5
菊地 祐子 DP83-5
菊池 陽一郎 DP42-4
菊池 義彦 MP1-2*
木口 雄之 DP116-5
菊野 隆明 DP65-3，DP150-6
菊谷 祥博 DP67-2，DP69-4，

DP125-3
岸 崇之 MP7-4
岸 達也 DP131-2
岸川 洋昭 DP97-3
岸川 政信 DO4-3*
岸川 源直 MP6-6*
岸田 敬子 NEX3-5
岸田 真嗣 DRTi-1-4
岸本 卓磨 DP55-5，DP84-1，

DP135-5，DP137-3
岸本 剛志 DP9-4，DP90-2，

DP121-2*
喜瀬 広亮 DSYp-2-3
北 潔 NP10-3
喜多 大輔 DO17-4，DO25-1*，

DP67-4，DP83-4，
DP114-5，DP117-1，
DP120-5，DP137-1，
DSYc-4-2

北 貴志 DP121-1
木多 秀彰 DP46-3
北 博志 DP16-5，MP2-5*
喜多 理香 DP57-6，DP84-1，

DP135-5*
木田 景子 DP78-5
貴田 智子 NP8-4*
木田 真紀 DO15-6，DP13-1*，

DP93-2，DP119-5，
DPDi-2-4，DSYa-2，
ES1 解説，ES5-1*

木田 佳子 DO7-4*，DP7-2，
DP11-5，DP120-6

木田 好美 DP56-6
北井 豪 NO12-4
北浦 道夫 DP48-1，DP64-6，

DP87 座長
北岡 照一郎 DP151-1
北岡 奈津江 NO3-3
北風 政史 DO12-3，DRTi-1-1
北川 真吾 DP112-4
北川 裕 DP95-2
北川 裕利 DP57-6，DP111-4
北川 康代 NO16-4*
北川 雄一郎 DP56-5，DP82-7，

DP134-4
北川 良憲 DP141-5
北澤 公男 DP123-6
北園 孝成 DO14-5
北田 真己 DO4-3，DO19-4，

DP77-6，DP94-2，
DP119-2，DP148-3*，
MP1-4

北野 敬明 DP16-3，DP30-1，
DP43-6，DP44-2，
DP50-1，DP56-3，
DP126-3，DP135-2

北野 忠志 DO14-3
北野 夏子 DP71-4，NPD2-2
北野 正尚 DPDp-2
北野 光秀 DO16-5，DP37-4，

DP111-3，DP128-2，
DRTi-1-3

北野 夕佳 RT2-4
北橋 章子 DP14-1，DP116-6
北原 佑介 DP139-2，RT3-1
北別府 孝輔 NO15-3
木田 真紀 ES1 解説
北牧 愛美 NO1-4
北村 晶 DP90 座長
北村 律 SY7-3
北村 伸哉 DP83 座長，DP120-7
北村 憲子 DP83-5
北村 誠 DSYi-7-5
北村 真友 DO10-6，DO21-3，

DP1-4*，DP28-3，
DP31-1，DP31-6，
DP78-2，DP145-3，
DPDp-1

北村 光信 DP2-1，DP32-5*
北村 佳子 NO10-1
北村 淑子 NO4-3
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北山 麻祐子 DP123-4
北脇 知己 MO2-1
吉津 郁美 NO6-1*
橘田 要一 DP86-1，DP111-6
木戸 久実子 NEX1-3
城戸 佑実子 NO10-3
鬼頭 英介 DP16-4
喜納 俊介 DP59-3*，RPD2-1
木浪 陽 DO16-2
衣笠 梨絵 DP98-3
絹川 弘一郎 DO13-1
喜納 峰子 DO17-5，DP2-4，

DP4-5，DP14-3，
DP98-7

木ノ内 綾 NO4-1*
木下 綾子 DP137-6
木下 修 DO13-1
木下 佳月 NP5-3
木下 浩作 DO22-1，DP39 座

長，DP54-6，DP74-
3，DP77-2，DP99-5，
DP113-1，DP116-1，
DP118-4，DP125-6，
DSYi-1-1，ES5 座長，
MW3-4

木下 里美 NO21-5*
木下 大輔 DO22-6，DP25-2，

DP73-6，DP122-2，
DP135-1

木下 喬公 DP104-5*
木下 利雄 DP99-6
木下 春奈 DP59-5，MPD-1
木下 浩之 DP40-5
木下 真央 DO10-5，DP12-2，

DP12-5
木下 淑恵 NO1-2
木下 順弘 DO25-6，DP31-5，

DP50-4，DP87-5，
DP102-2，DP114-4，
DP122-3，DP149-4，
DP155-3，NPD2-3，
PD1 座長，PD1-1

黄瀬 ひろみ DO6-1，DP144-1
金 光浩 MP8-1
金 徹 DRTi-2-4
木村 彰夫 DO6-1，DP144-1
木村 昭夫 DO5-2，DP153-3
木村 亜未 NO6-3*
木村 一生 DP32-2
木村 一雄 DP37-2，DP99-3
木村 一貴 DP38-7*，DP101-1*，

DP128-5
木村 聡 DP56-6
木村 純子 DP71-4*，NPD2-2
木村 翔 DP9-6
木村 慎一 DP57-1，DP132-4，

DP139-5
木村 武史 DP12-5
木村 千穂 DP90-5，SY4-4
木村 智樹 DP109-1
木村 友則 奨励賞 *
木村 太 DP64-4*
木村 文彦 DO19-4，DP148-3
木村 真規子 DP70-3*
木村 廷和 DP39-5，DP42-5*
木村 政義 DSYi-3-3*，MO2-4，

MPD-3，MSY-1*，
MW1-4*，RW2-3*

木村 光利 DO13-1*
木村 康宏 DO7-3，DO12-1，

DP88-3，DP151-5
木村 竜介 DP1-2
木村 るみ子 DP96-5
木山 亮介 NO3-3，NP2-3
喜屋武 裕治 NO17-2*
喜屋武 玲子 DSYi-7-4
久野 越史 DP2-3
許 俊鋭 DO13-5，PC2-1*
京 道人 DO1-1
京極 都 DP30-6*
清川 聖代 DP108-2
清住 哲郎 SY7 座長
清田 和也 DP100 座長，DP148-5
幾世橋 美由紀 DP21-5，DP109-5
清原 由希 NO3-6*
清山 知憲 SY2-2*
吉良 浩勝 DO15-2
切田 学 DP138-1，DP46-5*，

DP73 座長，PC8-1，
RT1-1*

切詰 和孝 MSY-3
桐林 真澄 DP106-1*
霧生 信明 DP68-6
木脇 恵子 NO3-6
金城 彩矢 NO18-3，NO21-3
金原 太 DP124-2

く
杭ノ瀬 昌彦 DO30-4，DP100-2
九鬼 覚 DP156-2
久木田 一朗 DP52 座長，DP54-3，

REL4-1
釘本 智史 NO9-2
草浦 理恵 DP20-3
日下 祐介 DP34-1*，DP52-4，

DP112-3
日下部 賢治 DP11-2*
日下部 貴 NP7-4*
草野 沙矢香 SY4-4
草野 静香 NO19-2*
草間 宣好 DP9-1，DP69-1
櫛方 哲也 DP85-4
串崎 浩行 DP19-3，DP115-4
具嶋 泰弘 DP19-5，DP57-3，

DP116-3
久志本 成樹 DO1-5*，DO28-5，

DO29-3，DP132-1，
DPDa-1，DSYa-1 座
長，DSYa-7*，LS2
座長

久城 正紀 DO5-3*，DP56-4，
DP74-4

楠岡 英雄 DP22-6
楠 歩 NO20-2*
楠 さくら NP4-2*，CNP コメ

ンテーター
楠 宗矩 DP56-1
楠見 千佳 DP131-2
楠本 耕平 DP103-4
工藤 可奈子 DO3-1*
工藤 弦 DP71-1*
工藤 光生 NO16-2

工藤 淳 NP5-1*，NP10-2
工藤 大介 DO28-5，DSYa-7，

DW7*
工藤 雄洋 DP132-4
工藤 とし子 NEX6-3
工藤 由子 DO23-2，NO11-4，

NPD3-3*，NPD3-6，
SY4-6*

工藤 良子 NO1-2
クナウプ 絵美里 DP10-5，DP29-5，

DP92-1
国沢 卓之 LS10*
国武 彩 DP90-2，DP122-7
國友 史雄 MP9-4
國本 秀樹 DP13-1
国元 文生 DP9-3，DP72-4，

DP91-3，DP99-1，
DP111-1，DP137-6，
RS6 座長

久野 将宗 DP14-1，DP116-6，
DP84 座長

久場 良也 DP84-2*，NO3-2
久保 貞祐 DP142-6，DP147-2*
久保 慎吾 DO20-3
窪川 渉一 DP65-2
久保田 絢子 NO5-6
久保田 恵理 NO3-3，NP2-3
久保田 健太 DP16-5
久保田 麻由 DP49-1
久保田 喜秋 DP3-5*
熊井 優人 DP2-4*，DP96-6，

DP120-3
熊岡 琴音 NO3-1
熊谷 常康 DP39-4，DP117-3
熊谷 萌 NO14-4
熊谷 謙一 DP35-4
熊坂 謙一郎 DP153-2
熊澤 淳史 DO24-2，DP22-2，

DP60-4，DP101-4*
熊澤 香織 NO19-1
熊田 恵介 DO22-2，DP10-2，

DP41-3*，DP64-3，
DP82-7，DP156-5

熊田 佳孝 DP96-4
熊野 穂高 DP123-4，DP138-2
公文 啓二 DP103-3，EL7 司会
倉迫 敏明 DP143-5
倉敷 達之 DP106-1
倉島 直樹 MBS7*，MDS3-1*，

MP6-2，MP10-4
倉田 二郎 DP18 座長
倉橋 清康 DO9-1*，DP45-1，

DP108-5，PC-3 座長
蔵満 薫 DP17-5
蔵満 昭一 DSYc-1-4
栗田 かほる DO3-1
栗田 聡 DP86-4，DP88-6，

DP157-1
栗田 茂顕 DP48-3
栗田 健郎 DP68-1*
栗田 直子 DP102-7
栗田 康寿 DP74-1
栗林 由英 DP30-1，DP50-1*，

DP126-3，DP135-2
栗原 敦洋 DP55-6，DP90-3，

DP108-1，DP148-2，
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DP156-4，DPDa-5
栗原 郁実 DP131-5
栗原 早苗 NO10 座長
栗原 拓也 MP7-4
栗原 智宏 DP150-1，DRTi-1-3
栗原 正人 DP130-1
栗原 知己 NO4-2
栗山 明 DO9-2，DP95-6，

DP134-1，NO7-4，
NO7-6

栗山 桂一 DP20-6
栗山 千愛里 NO19-3
栗山 直英 DO1-4，DP10-6，

DP16-1，DP113-3，
DSYi-1-5，DSYi-7-3

呉原 弘吉 DP54-2，DP123-2，
DP157-2

黒岩 政之 DO3-1，DO5-4，
DO11-5，DO25-4，
DP9-5，DP81-5，
DSYc-2-4*，NPD3-5，
RT3-4，SY4-5

黒川 桂子 DP107-1
黒川 修二 DP40-5*
黒川 貴幸 SY7-1*
黒坂 了正 DO10-6，DO21-3，

DP1-4，DP31-1，
DP28-3，DP31-6，
DP78-2，，DP145-3*，
DPDp-1

黒嵜 健一 DPDp-2*
黒澤 慶子 DP3-4，DP46-2，

DP73-4，DP75-2，
DP118-2，DP127-3

黒澤 伸 DP75-3，DP75-4
黒須 唯之 MP5-4
黒須 三惠 NEL5*
黒住 悟之 DP140-5
黒住 祐磨 DP48-5*，DP71-3
黒田 浩佐 DO17-1，DO18-2，

DP55-2*，NPD2-1
黒田 浩光 DP106-4*
黒田 泰弘 CR2 座長，CR3 座長，

CR3-2*，DPDi-3 座
長，LS9*，MSY-3*，
REL4-2*，RS5*

黒田 友紀 MP1-1
黒瀧 健二 DP14-4
黒沼 幸恵 NO8-4
黒羽根 彩子 DO30-4，DP2-5
桑迫 勇登 DP49-6，DP87-3
桑城 貴弘 DO14-5
桑名 司 DP77-2，DP113-1，

DP125-6*，DSYi-1-1
桑原 淳子 NEX3-3
桑原 正篤 DP156-2*
桑原 政成 DP3-1，DP127-2*
桑原 勇治 DP49-4，NEX1 座長，

NO16-4
桑本 健太郎 DP116-6
軍神 正隆 DO29-1

け
下司 映一 NP11-5，NP11-6
玄 運官 DP125-4
剱持 雄二 NSY-1*

こ
小網 博之 DO19-3*，DP38-2，

RT2-1
伍井 由夏 DP76-4
小池 薫 DO1-2，DP82-5，

DP143 座長
小池 俊明 DP139-4
小池 朋孝 DO11-5，DP9-5，

DP21-1，NPD3-5，
RT3-2，RT3-4*，
SY4-5

小池 奈央 DP109-5*
小池 秀樹 DP99-6
小池 雅人 NO3-6
小池 由美子 DP15-1，DP103-5
小泉 敬一 DSYp-2-3*
小泉 沢 DO21-2*
小泉 なつ美 NO10-5
小泉 信達 DO30-4，DP6 座長，

DP100-2，DSYc-2-6*
小泉 雅子 NO9-5
小泉 三輝 DP83-5*
小泉 素子 NEX3-3
小磯 昭一 NO15-5*
小板橋 俊哉 DO9-5
小出 雅雄 DP22-6
小出 康弘 DPDc-4*
小井土 雄一 DP68-6
鯉沼 俊貴 DP34-2
黄 俊憲 DP128-3*
向後 隆章 DO22-1，DP54-6
香西 節子 NP2-2
香西 功丈 MPD-6
香西 慰枝 NO21-1
香坂 俊 DP32 座長，PC1-1*
國府田 泉 NP12-4
幸田 剣 SY5-5
江田 陽一 DP1-6，DP68-7，

MP6-6，RPD2-6
合田 慶介 DP94-5*
高津 慶子 NO18-1
神津 成紀 DP11-4
神津 玲 DP36-4，REL2-2*，

RPD1 座長，RW3-2
高沼 和幸 MP8-4
河野 透 DP112-4
河野 秀和 DP140-5
河野 寛幸 DP26-6
鴻野 公伸 DP46-6
河野 通大 DP26-5
神戸 晃男 DP24-1，DP57-2
幸部 吉郎 DP151-4
郷間 厳 DP49-5*，NPD2-2
幸村 英文 DP150-2*，DP90-1*
小尾口 邦彦 DP76-5，DP80-2
古賀 史郎 DP5-4，DP34-4，

SY5-3
古賀 聡人 DP13-4，DP37-5，

DRTi-2-3
古賀 寛教 DP43-6，DP44-2，

DP50-1，DP126-3
古賀 広道 DP118-6
古賀 麻衣子 DP110-3
古賀 美佳 DP51-2*
古賀 靖卓 DO10-1*

古賀 雄二 NO13-5*，NO13-6*，
NP4-3，NSY 座長，
RW1-4*

古賀 理恵子 NEX6-4
古川 力丸 MW3-4
小北 直宏 DP27-5，DP37-1，

DP42 座長，DP52-6，
DP81-6，MO1-3

五木田 昌士 DP148-5
國分 二三男 DO7-6
小暮 圭佑 NP14-3
小桑 一平 MW2-3*
古家一 洋平 DP152-6
小坂 誠 DO6 座長
小坂 麻里子 DP30-1，DP56-3，

DP135-2
小坂 康晴 DO25-4
小堺 昭 MP6-2
小崎 吉訓 DP44-5
小鹿 恭太郎 DO9-5*
小鹿 雅博 DSYi-1-4
越崎 雅行 DO14-3
越田 嘉尚 DO17-4，DO23-1，

DP31-2，DP67-4，
DP77-3，DP83-4，
DP114-5，DP117-1*，
DP120-5，DP137-1，
DP140-2，DSYc-4-2

小柴 真一 DP45-4*，DP88-2，
DP134-5

小島 明子 DP96-4，DP123-1*，
DP129-1

小嶋 高志 DP122-5
小島 直樹 DP38-1，DP107-5，

DP150-3
児島 範明 DP8-3，DP59-2*，

RW1-5*
輿水 健治 DP1-1，DP46-1
古謝 真紀 NO11-2
古謝 安子 NO17-2
小杉 志都子 DP86-6
小関 翠 DP21-4，DP44-1
五関 善成 DP98-2，DP98-4
小高 光晴 DP107-1
小竹 良文 CR4-2*，DP19 座長，

DP60-5
古田島 太 REL1 司会
小谷 聡司 DP137-2*
小谷 穣治 CR8-1，CR8-2*，

DP11-3，DP51-5，
DP93-6，DP109-2，
DP117-4，DPDi-1 座
長，DPDi-1-7*，ES1
コメンテーター，
ES3 座長，LS1*，
REL1*

小谷 透 DO2-4，DP20-1，
DP21-2，DP21-3，
DP71-1，DP109-6，
DP137-4，DSYi-4
座長，EL10 司会，
LS18*，PC7-2*，
RPD2-2

古谷 光久 DP70-1
小谷 祐樹 DP85-1*
児玉 英一 DP107-6*
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児玉 隆秀 DP3-1，DP127-2
児玉 貴光 DP125-5，DPDa-4*，

DSYi-6-2，PD2-3*
児玉 典彦 DO8-5
児玉 善之 DP120-7
後長 孝佳 DP13-2*，DP53-3
小寺 厚志 DO25-6，DP31-5，

DP50-4，DP87-5，
DP102-2，DP122-3*，
DP149-4，DP155-3，
NPD2-3*

後藤 明子 DP38-2，RT2-1
後藤 京子 DO19-2，DO27-5，

DP72-1，DP86-5，
DPDi-1-5，DSYi-7-4

後藤 孝治 DO2 座長，DP3-4，
DP16-3，DP30-1，
DP43-6*，DP44-2，
DP50-1，DP56-3，
DP126-3，DP135-2

後藤 順子 DP7-1
後藤 泰二郎 DP123-3*，DP157-3
後藤 隆司 CR1-2，DP17-7
後藤 隆久 DP109-3，LS11 座長
後藤 武 MP6-5
後藤 紘葉 DP28-5，DP40-1，

DP88-1
後藤 麻希 NO5-6
後藤 正美 DP45-1，DP81-4，

DP108-5
後藤 雅之 DP38-7，DP128-5
後藤 真奈美 NP7-6*
後藤 眞理亜 DP38-4
後藤 美咲 DO9-3
後藤 道子 NO19-4
後藤 安宣 DP54-2，DP123-2*，

DP139-1，DP157-2
後藤 祐也 DO2-4，DP20-1，

DP21-2，DP21-3，
DP109-6，DP137-4*

後藤 由香里 NEX1 座長
後藤 葉一 DRTi-1-1
小峠 博揮 MP11-7
粉川 竜也 NP12-4
小西 周 DO4-1，DP18-3
小西 宏伸 DP34-1
小沼 睦代 NO19-6*
小橋 和彦 MP2-1
小橋 秀一 MP4-4*，MP5-5*
小橋 真司 DP56-6
小橋 雄一 DP131-2
小畠 久和 DO24-2*，DP22-2，

DP60-4，DP101-4
小畑 慎也 DP54-5*，DP103-1，

NO21-3，SY4-9
小畑 仁司 DP91-5，DP95-5，

RT3-3*
小濱 華子 DP41-5
小波本 直也 NP7-4
小林 敦子 DP78 座長
小林 厚志 DP37-1
小林 綾子 DP81-4*
小林 巌 DP85-3
小林 克也 DP97-3，DP129-4，

DP140-6，DP144-4
小林 聖典 DO26-3，DP36-2

小林 邦子 NO9-5
小林 恵子 CNP 座長
小林 賢輔 DP15-4
小林 憲太郎 DO5-2，DP153-3
小林 順二郎 DRTi-1-4
小林 信吾 DP146-4*
小林 尊志 DP67-1
小林 孝史 DP14-4，DP122 座長，

NP7-6
小林 辰輔 DO22-6，DP25-2，

DP73-6，DP122-2，
DP135-1

小林 利通 DP20-6
小林 智美 NO8-1*
小林 直美 NO15-5
小林 直哉 DP42-4，DP131-2
小林 宣明 LS5-1*
小林 裕 DO17-5，DP2-4，

DP4-5，DP14-3，
DP98-7

小林 浩之 DO8-2，DP22-4
小林 誠人 DO27 座長，
 DSYi-1-2，DSYi-5-1*，

RS7*
小林 正夫 DP54-4
小林 正和 DP8-6，DPDa-1
小林 正紀 DO18-5
小林 匡 DP132-5
小林 正武 DO13-5，DP83-1*，

DP98-2，DP102-3，
DRTi-1-2*

小林 未央子 DO28-6
小林 美紗代 NO19-5*
小林 道生 DP8-6，DPDa-1*
小林 未奈 NO18-5
小林 めぐ美 NO20-5
小林 求 DP35-3，DSYi-2-2
小林 靖孟 DP54-4
小林 裕子 DP154-3
小林 祐治 MP2-2，MP12-7
小林 由 DP149-3*，MP1-2
小林 洋一 DO17-3，DP33-4，

DP97-2，DP98-1，
DP127-4，DP130-4，
DP143-1

小林 洋二 DP112 座長
小林 陽介 DO16-5，DP111-3
小林 佳郎 DP88-5
小林 喜郎 DP140-4
小林 伶 DP11-5
小原 成美 DP131-4*
駒 夏香 DP121-1
小牧 千人 DP129-1
小正 江里奈 NP14-1*
駒澤 伸泰 DP52-4
小松 一貴 CR5-4，DO30-6
小松 研郎 DP26-6*
小松 聖史 DO11-1，DP44-3，

DP105-4*，DP113-3，
NPD1-1

小松 孝行 DP149-5，DP151-3*
小松 徹 DP40-5
小松 智英 DP74-3，DP99-5，

DSYi-1-1
小松 久男 DP138-2
小松 由佳 NEX1-1*，RSY-3*

小松 義輝 NPD1-6
小松 美彦 SY1-4*
小松崎 朗子 SY4-3
小松崎 崇 DO12-5*
古光 翔 DP42-4
古味 秀美 NPD3-2*
小宮 良輔 DP110-5
小宮山 浩大 DP97-2*
小村 三千代 NO17-5
小室 一成 DO12-2
小室 哲也 DP12-6，DP20-3，

DP69-3，NO2-1
五明 佐也香 DP34-3，DP142-3
小森 万希子 DP107-1
小森 由紀子 NO17-1
子安 聡子 DP60-1*
小柳 靖裕 DP35-4
小山 明里 DO11-5，NPD3-5，

RT3-2，RT3-4
小山 薫 DO22-3，DP27-3，

DP46 座長，DP49-1，
DP131-5

小山 和宏 DO1-1
小山 寛介 DP34-2
小山 純子 NO4-6
小山 二郎 DP4-2
小山 富生 MDS2 座長
小山 英彦 DP30-6
小山 洋史 DP69-3，NO2-1
小山 昌利 MP6-4*，MW3-2*
小山 泰明 DP119-3，NO21-4
小山 祐介 DO8-4，DP57-4
小山 有紀子 DO4-2，DO9-4，

DP62-1
小山 佳久 DPDi-3-6
是恒 之宏 DP22-6
是永 章 DP85-1，DP112-5，

DP112-6*，DP142-1，
DP153-5

金 達郎 DP24-4*，DP121-4
近田 祐介 DO9-3*，DP73-1
近藤 彰彦 DP151-3
近藤 香 DP18-2
近藤 丈二 NO17-1
近藤 末美 DP42-4，DP131-2
近藤 貴士郎 DP6-3
近藤 司 DP13-5*，DP45-6
近藤 丈博 DO7-2*，DP140-5
近藤 紀子 NP7-3
近藤 裕美 NP7-6
近藤 文麿 MP8-4
近藤 真理 DP42-4
近藤 康博 DP109-1，MP6-4
近藤 豊 DP54-3，REL4-1
今野 健一郎 DP99-2，DP143-6，

NPD1-3
紺野 大輔 DP22-3*
紺野 寿 DO20-6*
今野 眞理 DO23-2，NO11-4，

NPD3-3，SY4-6
紺野 幸哉 MP6-5*
紺家 千寿子 NO10-1

さ
崔 英姫 DP117-2
齋木 巌 DP117-2
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西周 祐美 DP45-1，DP108-5*
斎田 健一 NO19-3
再田 ちづる DP61-2，NO6-4
齊田 真理 DP132-4*
財津 昭憲 DP27-1，DP45-3，

DP60-6*
斉藤 伊都子 DP9-6
齋藤 江利子 NP12-4
齊藤 修 DO13-4，DO21-1，

DP28-2，DP31 座長，
DSYi-2-1，DSYp-1-3

斎藤 浩二 DP22-3，DP80-6，
NP3-1，NP3-2，

 NP5-1
齋藤 繁 DP9-3，DP91-3，

DP72-4，DP92 座長，
DP99-1，DP111-1

斎藤 淳一 DO27-2*，DP85-4
齊藤 伸介 MP3-4
齋藤 大輝 DO6-6
齋藤 大輔 NO17 座長
齋藤 大蔵 CR8-1，CR8-2
斎藤 岳志 DP71-1，RPD2-2
齋藤 保 MP12-6
斎藤 智誉 MP4-2，DP5-3，DP7

座長，DO25-3
齋藤 伸行 CR1-4*，DO9-3，

DP73-1，DRTi-2-4*，
DSYa-2，NEX4-2*

齋藤 憲輝 DP141-5，DP47 座長
斎藤 倫子 DP127-5，DP157-3
斉藤 仁志 DP106-5*
齋藤 洋 DP19-6
斎藤 眞樹子 DP127-5，DP157-3*
斉藤 真季子 NO19-3
齊藤 正和 DP36-3*，RW1 座長
齋藤 真澄 MP7 座長，MP12-2，

MPD-6*
齊藤 真実 NEX2-3
斉藤 麻里 NO17-3
齋藤 美香 DO13-4，DO21-1，

DP28-2
斎藤 美希 NP7-6
齋藤 道子 MP8-1*
齋藤 美和 NO15 座長
齋藤 龍 DP35-5*
斉藤 夕布子 DP14-4
齋藤 豊 DP82-4
斉藤 洋司 DP56 座長，DP19-3，

DP115-4
齋藤 龍史 DP82-5
斉藤 航 MP12-7，MP2-2*
佐浦 隆一 RT3-3
佐伯 紘子 DP9-4，DP42-3，

DP122-7，NPD1-4
佐伯 美奈子 DP152-2
佐伯 有香 DO30-2，DP110-5，

DP156-3*
酒井 佳奈紀 DO4-2，DO9-6，

DP106-3*
酒井 拓磨 DP6-1，DP91-4*，

DP133-2
酒井 武志 NP9-4*
酒井 俊和 DO1-4，DP16-1*
堺 正仁 DP53-1*
酒井 基弘 MSY-5

境田 康二 DP38-4
境田 優子 DP24-1
寒河江 麿 NO4-6
坂上 祐子 NEX1-2
榊原 学 DP19-3
榊原 謙 DP11-6，DP124-5，

DP148-4
榊原 毅彦 DP118-5*
榊原 利博 DP109-1
榊原 雅義 DP128-6
坂口 彩子 NP14-6*
坂口 元一 DP65-5
坂口 栞 NEX1-2
坂口 大起 DP22-6*
坂口 健 DP40-4
坂口 千鶴 NEL4*
坂口 平馬 DPDp-2
坂口 雄哉 DP131-3
坂口 嘉郎 DP1-5，DP27 座長
坂倉 建一 DSYc-1-5
阪越 信雄 DP41-2*
坂下 加奈 NP2-2
坂下 浩太 MP5-2
阪田 純司 DP128-4*
坂田 園子 DP54-4
坂田 寛之 DP11-3，DP51-5*，

DP93-6，DP117-4
坂田 泰史 DSYc-3-3，EL8*，

IL1 司会，LS17*
阪田 安代 NO8-5
酒谷 佳世 DP13-1，DP119-5，

DPDi-2-4，DSYa-1
坂野 康人 PC2-1
坂平 英樹 MP10-1
佐上 祐介 DP77-1，DP154-7*
坂本 篤裕 DP97-3，DP129-4，

DP138 座長，
 DP144-4
坂本 一路 DP8-5
坂本 和裕 DP6-1
阪本 浩平 DP97-1，DP101-2
坂本 翔太 DP154-3
坂本 成司 DP126-5，DP141-5
坂本 壮 DP149-5，DP151-3
坂本 千尋 NP3-2，NP5-1
坂本 千代織 DP11-4
坂本 哲也 CR2 座長，CR6-2，

DP18-4，DP23-3，
DP38-6，DP63-2，
DP134-2，IL8 司会，
LS9 座長

坂本 照夫 DO15-4，DO27-1，
DP145-2，DP152-3，
LS14 座長，MP5-3，
MP5-6，RS7 座長

坂本 知浩 DP130-2
坂本 裕規 DO26-4，DP59-4，

RPD2-5*，RW1-1
坂本 裕樹 DP128-4
坂本 麻衣 NO10-1
坂本 美賀子 DP8-7，NO4 座長，

NO5-2，NO5-3
坂本 美紀 DO30-7
阪本 雄一郎 DO19-3，DP38-2，

LS22*，RT2-1
坂本 理恵子 DP114-4*

坂本 里沙 DP48-1，DP64-6
坂本 麗仁 PD2-1*
相楽 明宏 DO28-4，DP77-3，

DP83-4*，DP114-5
相良 義弘 DP9-4
鷺島 克之 DO25-6，DP31-5*，

DP50-4，DP87-5，
DP102-2，DP122-3，
DP149-4，DP155-3，
NPD2-3

崎本 聖美 DP9-2，NEX6-1
佐久田 豊 DP39-6*，DP67-3，

DP97-6
佐久間 貴裕 DP3-2
佐久間 瞳 DO23-2，NPD3-3，

SY4-6
佐久間 浩樹 NO19-2
佐倉 考信 DP70-4*
櫻井 亜沙子 DP152-2
櫻井 淳 CR3-1*，DO28-3，

DO29-2，DP74-3，
DP99-5，DP113-1，
DP118-4，DP125-6，
DSYi-1-1

櫻井 文乃 NW コーディネー
ター

櫻井 静佳 DP116-7
櫻井 寛久 DP154-6
櫻井 聖大 DO19-4*，DP77-6，

DP94-2，DP119-2，
DP148-3，MP1-4

櫻井 ともえ DP95-3*
櫻井 宣子 DP105-1
櫻井 一 DP154-6
櫻井 啓暢 DP17-2，DP50-5
櫻井 裕教 DP86-6
櫻井 将継 DP69-5
櫻井 淑男 DP114-3*，DP146-4，

PC-6 座長
桜木 伶佳 NPD1-2*
桜沢 貴俊 MP8-4*
桜澤 忍 DP125-3
櫻田 弘治 DP3-3
櫻田 春水 DO29 座長，DP97-2
櫻本 秀明 NEX3-1，NO6-7，

NO13-2，NO14-1，
NO21-4，NP3-3

櫻谷 正明 DO7-2，DP10-3，
DP33-2，DP140-5，
DP154-1*，NO5-5

提嶋 久子 DP5-3
酒見 大輔 DP90-2，NPD1-4*
迫田 典子 NP11-5*，NP11-6*
笹井 香織 NO6-6*
笹井 正宏 DP2-3
笹尾 健一郎 DP150-1，DRTi-1-3*
佐々木 愛 DO23-2，NO11-4，

NPD3-3，NPD3-6*，
SY4-6

佐々木 勝教 DP18-4，DP23-3*，
DP38-6，DP63-2，
DP134-2

佐々木 貫太郎 DP111-5
佐々木 康二 DP123-2
佐々木 康介 RPD1-4
佐々木 小奈江 NP9-3
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佐々木 純 DO7-6
佐々木 淳一 ES8*
佐々木 慎理 MP12-3，MW2-4*
笹木 晋 DP45-6
佐々木 庸郎 DP38-1，DP107-5*，

DP150-3
佐々木 誠 DP109-3
佐々木 美圭 DP126-3
佐々木 満仁 CR1-2，DP17-7
佐々木 みなみ DP3-4*，DP127-3
佐々木 祐美 NEX5-4
佐々木 亮 DO5-2，DP153-3
笹倉 裕輔 NP6-4
笹沼 直樹 DO8-5*，DP59-1，

RW2-4*
笹野 信子 DP8-5*
笹野 寛 DP149-1，DP20 座長，

NEX5-5
笹野 幹雄 DO2-2，DP47-4*
笹橋 望 DP47-3，DP66-4
指田 由紀子 DP126-4，DP148-1
佐島 威行 DP141-4
笹生 亜紀子 MP7-4
佐宗 誠 DP116-7
佐多 竹良 DP14 座長
貞広 智仁 DO15 座長
定光 大海 DPDa 座長
貞森 拓磨 DP11-5
定行 由美子 NO14-2*
佐塚 孝之 NO7-3
里井 陽介 DP58-5，NO11-2，

NO8-3，NP13-1
佐藤 昭生 DP75-5
佐藤 聡子 DO30-7
佐藤 章 PD1-1*
佐藤 明 DO2-2，DP47-4
佐藤 亜耶 MO2-2，MPD-2
佐藤 彩 DP149-2，DP61-1
佐藤 育子 NP13-3
佐藤 恵理子 DP149-5
佐藤 香菜子 DP93-1
佐藤 圭路 DP10-5*，DP29-5，

DP35-2，DP92-1，
DP109-4，DRTi-2-1，
MO2-1，RT2-2

佐藤 景二 MO2-3
佐藤 啓太 DP148-5
佐藤 康次 DO17-4，DO23-1，

DO28-4*，DP31-2，
DP67-4，DP77-3，
DP83-4，DP114-5，
DP117-1，DP120-5，
DP137-1，DP140-2，
DSYc-4-2

佐藤 公亮 DP93-1*
佐藤 重仁 DP15-4，DP15-6，

DP86-2
佐藤 秀峰 DP124-3
佐藤 昌太 DO19-2，DP72-1，

DP86-5，DPDi-1-5，
DSYi-7-4

佐藤 太亮 DP128-3
佐藤 大輔 DP99-6
佐藤 大三 DP132-6*
佐藤 高央 DP153-2*
佐藤 貴志 DP94-6*

佐藤 貴彦 MO1-3
佐藤 琢紀 DO5-2，DP153-3
佐藤 琢郎 DP98-5
佐藤 武揚 DO28-5，DP132-1*，

DPDi-1-1
佐藤 武志 MEL3 司会，MSY-5
佐藤 千秋 NP3-2
佐藤 千恵 DP136-4
佐藤 千聡 DP2-3
佐藤 千春 NO3-6
佐藤 哲哉 DO28-5
佐藤 督忠 DP2-3*
佐藤 智子 NP5-4*
佐藤 智洋 DO16-5，DP37-4*，

DP111-3，DP128-2，
DSYa-1

佐藤 智行 DP13 座長
佐藤 朝之 DP5-3
佐藤 直己 MP8-2*
佐藤 直樹 CR5-2*，DP61-5，

DP102 座長，DP129-
2，LS28 座長，RS2*

佐藤 望 MP9-2
佐藤 信枝 NEX1-2
佐藤 格夫 DO1-2，DP82-5，

ES6-1*
佐藤 寿穂 DSYi-1-3
佐藤 英樹 DP5-4，DP34-4，

SY5-3
佐藤 英博 DP131-1
佐藤 仁信 DP45-4，DP88-2，

DP134-5*
佐藤 裕一 DP133-4，DP134-3
佐藤 弘樹 DO14-3
佐藤 博文 DP65-5
佐藤 宏行 DSYc-1-2
佐藤 史淑 NO2-1*
佐藤 正顕 DO12-5
佐藤 雅子 NO21-4*
佐藤 雅人 DSYc-2-5
佐藤 公則 DO10-6，DO21-3，

DP1-4，DP28-3，
DP31-6，DP78-2*，
DP145-3，DPDp-1

佐藤 正幸 DP66-1
佐藤 美樹 NP10-5
佐藤 幹久 DP35-2
佐藤 瑞樹 NO2-1
佐藤 未来 NP6-2*
佐藤 萌 NEX6-3
佐藤 康弘 DO22-4
佐藤 悠 DP86-6
佐藤 有希子 MP10-3
佐藤 幸博 MP4-3*
佐藤 由利 MP6-2*，MP10-4
佐藤 庸子 DO2-4，DP20-1，

DP21-2，DP21-3，
DP109-6，DP137-4

佐藤 善一 DP64 座長
佐藤 諒 DP14-5，DP74-2，

DP133-5
佐藤 玲子 DP123-1
里田 雅彦 DP128-6*
里見 和浩 DO17-5，DP1 座長，

DP98-2，DP98-7，
DSYc-4 座長

眞田 千穂 DP103-4*
讃井 將満 CR1-2，CR1-4，

DO3-3，DP12-6，
DP17-7，DP20-3，
DP69-3，DPDi-1-1，
DSYi-5-4*，DW 座
長，LS13*，MO2-4，
MW2 座長，NO2-1，
NO13-5，NO13-6，
RPD1 座長

佐野 行助 NO13-3
佐野 秀史 DP47-5，DP69-5
佐野 博昭 DP86-4，DP88-6*，

DP157-1
佐野 宏樹 DO25-1
佐野 文昭 DP52-3，DP69-1*，

DP69-2
佐野 真樹子 DP118-3
佐野 美奈子 DP115-1
佐橋 佳子 NPD3-4
鮫島 由梨子 DP107-1*
皿田 和宏 RPD1-4*
更谷 紀思 DP68-2
佐和 貞治 DO6-1，DO10-5，

DP12-2，DP12-5，
DP92-5，DP137 座長，
DP144-1

澤 芳樹 DSYc-3-3
澤井 啓介 DP135-4
澤下 泰明 DP85-3
澤田 重信 DP91-6
澤田 知広 MP3-1*，MW1-2
澤田 奈実 DP113-1*，DP77-2
澤田 麻衣子 DO6-1*
澤野 宏隆 CR1-2，DO7-5*，

DP17-7，DP124-2，
DP124-3，DP137-2，
DP156 座長

澤登 慶治 DP46-4
澤村 昭典 DSYc-3-2
澤村 淳 DO18-5，DP12-1*，

DP38 座長，DP50-3
澤村 成史 DP15-1，DP41-1，

DP103-5
澤村 匡史 DO22-5*
椹木 愛美 NO6-5*
三田 祥寛 DP100-1
三近 淑美 NO4-3*
三瓶 智美 NP6-2
三本木 勝 NO18-2

し
CTG 委員会 CR1-1
椎名 一紀 DP101-1
椎葉 邦人 DP128-6
塩入 裕樹 DP4-2
塩川 泰啓 DP149 座長，EL2 司

会
汐崎 末子 NO2-3
塩崎 美波 DP95-3
塩島 裕樹 DP18-5，DP104-2*，

DP153-6
塩田 直史 DP131-2
塩田 陽子 DP131-2
塩田 将 DP109-3
塩塚 潤二 DPDi-1-1
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塩月 一平 DP46-2，DP73-4
汐月 信仁 DP63-2
塩原 まゆみ NP12-5
塩屋 秀子 NO3-2*
塩屋 悠斗 DP60-2*，DP76-6，

DP79-1，DP91-1*，
DP102-5*

志賀 卓弥 DP14-4
志賀 英敏 DP105 座長，DP149-

3，MP1-2
四方 公亮 DP9-2*
鹿野 敏雄 DP147-1*
軸丸 美香 DP87-5
重川 周 DP30-6
重松 研二 DP116-7*
重松 明香 DP38-4
重松 由紀子 NP9-3
重見 研司 DP77-1，DP154-7
重見 千紘 DP42-4
重光 修 DP46-2
重光 胤明 DO2-5*，DO23-3，

DP55-4，DP90-5，
DP111-2，NPD3-4，
SY4-4

重村 奈央 NO12-5
志田 恭子 DP9-1*，DRTi-2-2，

DSYi-3-1，NEX5-5
七野 力 DP60-1
七戸 康夫 DO27-5，DP75 座長
日域 佳 DP95-2
蔀 亮 DP50-1，DP56-3
品田 卓郎 DO12-4，DRTi-2-4
品田 美緒 MP12-5*
地主 継 DO27-2
篠内 和也 DP22-6
篠崎 広一郎 DSYi-1-4
篠崎 正博 DP36-5，DP55-6，

DP90-3，DP108-1，
DP148-2，DP156-
4，DPDa-5，MPD-
5，MW3-5，NP8-6，
RPD2-3

篠田 健 DP79-5*，DP82-1
篠原 一彰 DP81-2
篠原 慶子 DP81-5*
篠原 奈都代 MSY-3
篠原 真史 DP114-1
篠原 理沙 DP91-3*
芝 直基 DP10-5，DP92-1，

DP109-4，DRTi-2-1，
RW1-3

柴 優子 NEX3-1，NO21-4
島田 佐苗 NPD3-2
芝 陽介 DP133-4，DP134-3
柴尾 嘉洋 NO14-3
柴田 愛歩 NO12-5
柴田 啓智 DP8-7
柴田 あみ DO9-3
柴田 純平 DO18-6，DP10-6，

DP16-1，DP86 座長，
NPD1-1

柴田 晶カール DO4-2，DO9-6，
DP1-3*

柴田 宗一郎 DP116-4
柴田 智隆 DP73-4
柴田 尚明 DP13-1，DP93-2，

DP119-5*，DPDi-2-4，
DSYa-2

芝田 紀子 NO18-1
芝田 正道 MP5 座長
柴田 麻理 DP62-3*
柴田 麻理絵 MO1-4
柴田 美由紀 NO4-3，NO12-4
柴田 隆一郎 NO8-6
渋江 明美 NO15-3
澁谷 淳介 DP32-5
渋谷 伸子 DP29-2，DP70-5*，

DP138-6
渋谷 真紀 NO13-2，NO6-7*
澁谷 誠 DP26-3，DP155-6
島 弘志 DP45-3
嶋 雅範 NP5-2*，NP5-5
島 幸宏 DO15-6，DP13-1，

DP93-2，DP119-5
島井 健一郎 DP123-7
嶋岡 英輝 DP43-5，DP90-5，

DP94-1，DP113 座長，
DP115-3，DP154-2，
DSYi-6-2，DSYp-2-2，
EL1 司会

島居 傑 DP68-1
島添 裕史 DP35-4
島田 啓介 MP5-2
島田 佐登志 DP4-2*
島田 二郎 DO29-5，DP25-3，

DP43-2，DP64-5，
DP69-6，DP81-2

島田 忠長 DO6-6
島田 朋和 DP86-5，MP5-1
嶋田 奈々 NO10-3
嶋田 正子 NO9-5
島田 由美子 NP11-1*
島田 亮 DP34-1
島谷 竜俊 DP11-5*
嶋津 岳士 DPDa-5，DPDi-3-6
島津 友一 DP119-4
島袋 界智 NO5-4
島袋 泰 DP22-1
嶋本 早希 DP82-3*，DP92-5
自見 宣郎 DPDp-3*
清水 一好 DO20-1，DP115-5，

DPDp-4*，MP2-3
志水 清和 DP3-5，DP6-2，

DP128-1，RT1-4
清水 敬樹 DP34-4，DP5-4，

DP65-6，DP92-6，
DP127-1，DP140 座
長，SY5-3

清水 弘毅 DP53-6
清水 彩里 DP62-2
清水 重光 MP11-7*
清水 孝宏 DP58-5，NEX1-1，

NO8-3，NP1 座長，
NP13-1

清水 太郎 DP67-5
清水 剛 PC2-1
清水 智明 DP121-1
清水 直樹 DO13-4，DO21-1，

DO28-3，DP28-2，
DSYi-2-1，DSYp-1
座長，DSYp-1-3，
DSYp-1-6

清水 奈巳 NP9-5
清水 裕子 DO18-2
清水 優 DO10-5，DO6-1，

DP12-5*
清水 美帆 DO26-3，DP36-2*
清水 由希 NP8-2
清水 義之 DP30-6
清水 梨江 DP121-1*
清水 渉 DO12-4，DP2-1，

DP32-5，DP61-5，
DP128-3，DP129-2，
EL12*，LS17 座長

志馬 伸朗 CR6 座長，CR6-2*，
DO10-4，DP12-3，
DP12-6，DP17-6，
DP29-1，DP47-3，
DP66-4，DP81-3，
DP155-5，ES1 コ
メンテーター，IL9
司会，LS8 座長，
LS15*

下稲葉 みどり PC8-1
下雅意 崇亨 DP59-6*，DP71-6
下川 亮 DP15-5
下里 アキヒカリ DP83-6
下地 清史 DO7-2，DP140-5*
下地 圭 NP14-4
下條 信威 DP119-3
下条 芳秀 DO27-1*，DP152-3
下瀬川 徹 DO27-4
下園 佳代美 NO12-3*
下薗 崇宏 DP63-1，DP75-1，

DP82-2，DP103-2，
DP104-3，DP105-6，
DP112-2，NO12-5，
RPD2-5

下村 毅 DP40-5
下村 剛 DP46-2
下村 泰代 DO1-4，DP16-1，

DP44-3
下村 陽子 CR6-2，NSL 司会
下山 雄一郎 DP52-4，DP112-3
謝 慶一 DP102-7
朱 祐珍 DP59-4，DO26-4，

DP7-6，DP8-4*，
DP63-1，DP112-2，
RW1-1

城 嘉孝 DP136-6
庄古 知久 DP100-4
庄司 創馬 DP110-5
庄田 恵子 NO3-3，NP2-3
庄野 敦子 DP19-3
生野 雄二 DO14-5*，DP37-3，

DP73-5，DP89-5，
RPD1-1

城方 宏美 MW3-5
白井 邦博 DP56-5，DP82-7，

DP134-4，DP151-6，
DP156-5，DSYa-4*，
ES6-2*

白井 伸一 DSYc-1-4*
白井 純宏 DP19-5
白井 幹康 MP1-3
白石 淳 DP120-2，DSYi-6-6*
白石 公 DPDp-2
白石 浩子 NO8 座長
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白石 義人 DP125 座長
白神 幸太郎 DO15-2
白方 恵 NO10-6*
白壁 章宏 DO12-4
白神 豪太郎 DP46-4，DP84-3，

DP154-5
白紙 伸一 DP91-6
白川 明日香 DP131-2*
白澤 彩 DP26-3，DP155-6*
白砂 由美子 NP3 座長
白塚 秀之 DP45-2
白水 春香 DP94-4*
新 友香子 NO7-3*
進 吉彰 DP19-4*，DP22-4
神 久美子 NP2-4
新貝 和也 DO17-2
新宮 興 DP56-1，DP148-6
新宮 千尋 DP44-2
神宮司 成弘 DP45-6
神経集中治療ガイドライン作成委員会  

CR2-1*
新里 彰 DP93-4
新里 盛朗 DP93-4*
新城 響 DP52-5，DP53-5
新谷 歩 NO13-5，NO13-6
新谷 恒弘 DP65-5
進藤 俊哉 DP4-5
新福留 理恵 MW3-5，NP8-6
神保 一平 DP68-6
新屋 苑恵 DP102-6
晋山 直樹 DO2-1，DP5-2

す
吹田 晃享 DP143-5
吹田 奈津子 NSY 座長
水津 英仁 MW2-4
水津 悠 DP60-1
須江 宣俊 DP149-6
居石 崇志 DSYi-2-1*
末永 慶子 NP7-6
末永 大介 DP122-5
末永 司 NP1-4，NP7-2*
末廣 栄一 DP115-6
末松 宏美 NP14-4
末松 義弘 DP34-5
末吉 孝一郎 DO6-2
菅 淳 DP100-3*
菅 規久子 DP97-1，DP101-2
須賀 恭子 MP9-5，NEX6-3*
菅 なつみ DP5-1*，DSYi-2-4，

DSYi-4-4
菅 広信 NO16-2*，NP5-4
須賀 将文 DP64-1*
須賀 美華 DO1-4*，DP16-1，

DSYi-7-3
須加原 一博 DP109-5
洲鎌 正子 NO3-2
菅原 昭憲 DP28-5，DP40-1*，

DP88-1
菅原 誠一 MP4-5
菅原 久徳 DP7-1
菅原 洋子 DP150-1
菅原 養厚 DO13-3，DSYc-1-5
杉浦 純也 DP154-6
杉浦 孝広 DP88-5
杉浦 健之 DP9-1，DP69-1，

DP145-5*
杉浦 剛志 RT1-4*
杉浦 なおみ NP9-3，NP10-3
杉浦 美佐子 DP53-3
杉江 亮 DP91-5，RT3-3
杉木 馨 DP15-1，DP41-1，

DP103-5*
杉木 大輔 DP34-3，DP142-3*
杉田 篤紀 DP99-5
杉田 完爾 DSYp-2-3
杉田 慎二 DP97-3，DP129-4，

DP144-4
杉田 学 DP69 座長，DP149-

5，DP151-3
杉野 貴彦 DSYi-1-2，DSYi-5-1
杉野 達也 DP46-6
杉原 博子 DP10-2
杉村 朋子 DP19-1*
杉村 洋子 DP28-1*
杉本 篤史 NO11-3
杉本 憲治 DP26-4，DP27-4，

DP47-1*，DP53-5，
DP108-6，DP136-3

杉本 健太郎 DP115-5，DPDp-4
杉本 洋一郎 DSYc-1-2
杉森 宏 DO14-5，DO18-3，

DP89-5
杉山 和宏 DO28-6*，DO29-2
杉山 邦夫 DP99-6
杉山 聡 DP1-1，DP46-1，

DP118-1，DPDi-1-6
杉山 淳一 DP44-5
杉山 温人 DP110-4，DP110-6
杉山 陽子 DP89-1
管田 塁 DP8-7，MDS4-2*，

MP3-2
助永 親彦 DP124-4*
瑞慶覧 貴子 DP1-2，DP96-2
須崎 紳一郎 DP17-1，DP17-4，

DP133-1，DP141-1，
DP147-5

図子 博美 DP49-4，NO16-4
鈴川 正之 DP80 座長
鈴木 昭広 DP27-5，DP81-6
鈴木 皓佳 DP108-4*
鈴木 照 DP11-2，DP116-2
鈴木 淳 MP6-4
鈴木 慶 DO1-1*，DO7-4，

DP7-2
鈴木 啓介 DP50-5
鈴木 圭太 DP96-6，DP120-3
鈴木 慧太郎 DP55-6，DP108-1，

DP148-2，DP156-4*，
DPDa-5

鈴木 健一 DP140-6，NEX4-3*
鈴木 堅悟 DP56-1
鈴木 健介 DP14-1
鈴木 浩大 DP56-5，DP103-6，

DP134-4，DP156-5*，
DSYa-3

鈴木 耕太郎 DP102-1
鈴木 梢 NEX2-2*
鈴木 聡 DO15-5*，DSYi-4-

2*，DW2*
鈴木 秀一 DP6-3，DP24-6
鈴木 隼 DSYc-2-5

鈴木 章悟 DP6-4*，DP105-5
鈴木 崇生 DP82-5*
鈴木 貴子 NP5-6
鈴木 武志 DO12-5，DP58 座長，

DP86-6*，DP135-6，
LS7 座長，NP10-3，
NP9-3

鈴木 達彦 DP34-3，DP142-3
鈴木 千晴 SY4-3
鈴木 勉 DP48-1*，DP64-6
鈴木 剛 DO29-5，DP25-3，

DP43-2，DP64-5*，
DP69-6

鈴木 俊成 DO22-3
鈴木 智恵 NO18-2
鈴木 智子 DSYi-3-2*，NO15-4
鈴木 直樹 SY5-2
鈴木 陽世 DP95-4*
鈴木 秀典 MO2-2，MPD-2
鈴木 洋 DP2-3
鈴木 博人 DP21-4，DP44-1，

DSYi-6-1，MP9-5
鈴木 洋通 MP5-2
鈴木 裕之 DP7-3，DP67-2，

DP69-4，DP125-3，
DP132-2，DP140-4*，
DP148-7，NO4-2

鈴木 誠 DSYc-1-1
鈴木 政子 DO3-1
鈴木 学 DP110-4*，DP110-6
鈴木 真奈美 DP14-4
鈴木 光洋 DP34-3*，DP142-3
鈴木 みゆき NEX6-1
鈴木 茂利雄 DP5-4，DP34-4，

DP65-6*，DP92-6，
SY5-3

鈴木 泰 DSYi-1-3*
鈴木 康之 DP28 座長
鈴木 悠太 DP3-2*
鈴木 雄太 MP6-5
鈴木 優太朗 DO5-4，DO25-4*，

DP9-5，DP81-5，
SY4-5

鈴木 裕也 DP35-4
鈴木 友里恵 NP10-2*
鈴木 理央 MP4-5
鈴木 龍介 DP40-4
鈴木 亮 DP65-3，DP150-6
須田 志優 DP61-4*
須田 慎吾 DP84-5
酢谷 朋子 DP11-2，DP116-2
須東 光江 NP3-2，NP5-1，

NP10-2，NPD1 座長
須藤 亜也子 DP9-6
首藤 聡子 DP87-2
首藤 誠 DP108-3*
須藤 晃正 DO22-1，DP54-6
須永 茂樹 DP14-3
砂川 将直 DP102-6
砂川 知咲 NO18-3
砂原 聡 DP54-1
春原 梨沙 NO7-3
角 千恵子 DP102-6
隅 智子 MP1-1
角 由佳 DO6-2
澄田 奏子 DP38-1*，DP107-5，
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DP150-3
住田 臣造 DP85-3，DSYi-3 座長，

MP11-4
隅田 英憲 DP42-6，NP7-3
隅田 幸佑 DO18-3
住吉 公洋 DP16-4
陶山 真一 MP11-4*
陶山 恵 DSYi-3-2，NO15-4
諏訪 邦夫 LS27 座長
諏訪 早苗 NEX2-3
諏訪 潤子 DP82-4

せ
制野 勇介 DO21-5，DO21-6，

DP53-4*，NO4-4，
NO17-6

瀬尾 勝弘 DP18-2，DP91 座長，
MP9-1

瀬尾 龍太郎 DO26-4，DO29-
4，DP7-6，DP8-4，
DP12-6，DP19-1，
DP63-1，DP70-2，
DP75-1，DP82-2，
DP103-2，DP104-3，
DP105-6，DP112-2，
DSYi-3-5*，DSYi-5-3，

 NO4-3，NO21-6，
RPD2-5，RW1-1

瀬川 一 DP25-1，DP62 座長，
DP95-4，DP140-3

関 晃裕 DO17-4，DO28-4，
DP77-3，DP83-4，
DP114-5，DP140-2*

関 敦 DSYc-1-1
関 久美子 DP88-2
関 啓輔 DP39-5，DP42-5
関 秀一 DP65-2
関 貴弘 MP5-4
關 匡彦 DP43-4，DP110-3，

DP152-6，DP155-2*
関 千雅 NO3-6
関 元成 NP7-5
関 義元 DP147-3
関井 肇 DP149-5，DP151-3
関川 清一 RPD1-4
関田 昭彦 DP81-5
関戸 祐子 DP57-3
関根 和彦 DP150-1*，DRTi-1-3
関根 広介 DP131-4
関根 秀介 DP83-7，DP105-1，

DP117-2*，DP157-4，
DPDi-2-3*，DSYi-3-
4，SY5-2*

関根 龍一 RT4-2*
関根 玲子 MW2-2
関根 良介 DP147-3*
関野 元裕 DO24-1，DP43-1，

DP51-4，DP85-6*
関原 宏幸 MP8-4
関谷 理 MP10 座長
関谷 慶介 DO4-1，DP61-6
関谷 芳明 DP45-5，DP82-6，

DP100-6*
瀬田 公一 DP83-5
瀬田 尚子 DP30-1*，DP50-1，

DP135-2

瀬田 宏哉 NP11-1
瀬戸 雅子 NO3-6
背戸 陽子 NP6 座長，NP14-4
瀬名波 栄信 MP11-3
妹尾 聡美 DP65-3*，DP150-6
世良 俊樹 DP17-2，DP50-5
芹田 晃道 DP59-3，MW1-5*，

RPD2-1
芹田 良平 DO9-5，DP22 座長
瀬脇 純子 NO6-3
銭 昆 DO15-3
千住 秀明 DP36-4
仙田 正博 DP143-5
千田 篤 DP100-4
千田 多絵子 NPD3-4
千田 麻里子 DO8-3*
仙頭 佳起 DO20-4，DP69-2，

DRTi-2-2，NEX5-5*
仙波 和記 DP120-4

そ
曽 紅 NP7-5*
徐 民恵 DO20-4，DP9-1，

DSYi-6-4*
荘園 雅子 DP34-1
相馬 泉 MDS1-4*
相馬 良一 MO2-2*，MPD-2*
宗万 孝次 MO1-3*，MP11-1*，

MPD 座長，MPD-3，
MW1 座長

添田 博 DP83-7，DSYi-3-4
添野 多恵子 NP6-4
蘇我 孟群 DP38-4
曽我 芳光 DSYc-1-4
曽川 正和 DP96-3
十河 大悟 DP135-6
岨手 善久 DP133-3*
曽根 教子 DP61-5，DP129-2
園 真廉 DSYi-3-5
園生 智弘 DO15-3*
園田 俊二 DP112-1，DP143-3
園田 陽子 NO16-1，DP155-4
園部 奨太 DP79-3*
祖父江 和哉 DO20-4，DP9-1，

DP52-3，DP69-1，
DP69-2，DP90-1，
DP145-5，DP149-1，
DP150-2，DPDi-1-1，
DPDi-3-4，DRTi-2-
2，DSYi-3-1*，DSYi-6
座長，DSYi-6-4，
NEX5-5

た
代田 浩之 DSYc-1-1，PD1-2
對東 俊介 RPD1-4
大道寺 洋顕 DP98-5*
平 幸輝 NO6-6，NO14-5
平 さゆり NP6-2
平良 隆行 DO16-1*，DP73-2，

DP120-1
平 泰彦 DO5-1*，DP23-1，

DP44-4，DP58-2，
DP125-2，RT2-4

妙中 信之 DP156-2
田尾 伸幸 MW2-5

多賀 直行 DP115-1，DPDp 座
長

高井 智子 DP24-2
高氏 修平 DO25-3，DP5-3*，

MP4-2
高内 裕司 DO9-6
高尾 晃輔 MW2-5
高尾 佳美 NO21-6
高岡 宏一 NO4-3
高岡 秀幸 DP96-5
髙岡 勇子 NO1 座長，NO4-6
高岡 祐子 PC2-1
高木 治 MPD-5
高木 俊介 DP109-3
高木 浩史 MP5-3
高木 厚 DSYc-1-6
高木 宏治 DP61-5，DP129-2*
高木 沙央里 DO11-1，DP10-6，

DP44-3，DP105-4
高木 茂樹 MP1-1
高木 俊介 SY3-3
高木 俊成 DP27-6*
高木 政雄 MP8-3
高木 美由紀 NO6-2
高倉 康 DP77-1，DP154-7
高倉 俊二 DP12-4，ES1 出題
高崎 康史 DP120-4
高崎 裕介 DP131-1*，NP13-6
高澤 謙二 DP2-4，DP4-5，

DP14-3，DP98-7，
DO17-5

高志 賢太郎 DP8-7，DP39-6，
NO5-2，NPD2-6

高階 織恵 NO19-3
高島 尚美 NEL2*，NP1-3，

NW*
高須 修 DO4-3，DO15-4*，

DO27-1，DP152-3，
MP5-3，MP5-6

高須 宏江  DP26-4，DP27-4，
DP47-1，DP52-5，
DP53-5，DP95-3，
DP108-6，DP122-5，
DP136-3，MP1-1

高瀬 凡平 DO17 座長，DP32-2*
高田 康輔 DP76-4
高田 早苗 NEX1-4*，RT1-2
高田 智子 DP9-4，DP42-3，

DP122-7，NPD1-4
高田 正雄 DSYi-4-1
高田 佳史 DP4 座長，DRTi-1-2
高田 彰 DP114-6
高田 佳澄 NEX3-3*
高田 研 DP15-2
高田 幸治 DP76-1
高田 真二 DP15-1，DP103-5
高田 忠明 DP139-2，RT3-1
高田 智佐子 NP7-2
高田 眞紀子 DP107-4*
高田 基志 DP11-2，DP91-6，

DP116-2*，NO14-6
高田 弥寿子 NO7-1
高田 由以子 DP41-6，DP115-2*
高田 裕 DP68-2
高田 亮 DP76-4
高谷 悠大 DP22-5，DP39-3，
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DP78-1*，DP78-3*，
DP105-3，DP132-3，
DP137-5

高津 光 DP93-1
鷹取 誠 DP26-1，DP41-6，

DP84-6，DP115-2，
DP141 座長

高梨 秀一郎 DPDc 座長，DPDc-
3*

高野 耕志郎 MSY-3
高野 信二 DP104-6*
高野 照夫 PA 司会
高野 裕美子 NEX5-1，NPD1-5
高野 理映 NO11-2
高場 章宏 DO29-4，DP70-2*
高橋 梓 DP38-4
高橋 亜由美 MO1-4
高橋 郁恵 NP13-2
高橋 功 DSYc-1-2
高橋 栄治 DP7-3，DP67-2，

DP69-4，DP125-3，
DP132-2，DP140-4，
DP148-7

高橋 恵利香 DP151-3
高橋 学 DP14-5，DP25-5，

DP74-2，DP133-5，
DSYi-1-3

高橋 科那子 DO19-2，DO25-3*，
DP72-1，DPDi-1-5，
DSYi-7-4

高橋 完 DO28-7，DP55-5，
DP57-6，DP84-1，
DP111-4*，DP135-5，
DP137-3

高橋 公子 DP139-2
高橋 恭平 DP58-1
高橋 敬子 DO8-5
高橋 啓歩 MW2-5
高橋 孝太郎 DP128-4
高橋 耕平 DP63-4
高橋 幸子 MP3-1，MW1-2*，

NP3-4，NP10-4
高橋 聡 DSYc-2-6
高橋 茂清 DP96-6，DP120-3，

DP126-1
高橋 信 DP114-6
高橋 聡介 DO17-5，DP2-4
高橋 毅 DO19-4，DP77-6，

DP94-2，DP95 座長，
DP119-2，DP148-3，
MP1-4

高橋 千枝 NP7-3
高橋 知左 DP24-3
高橋 哲也 DP36-3，DP59-1，

NEX1-1，RSY 座長，
RW1-3

高橋 徹 DO18-2，DP64-7，
NP13-5

高橋 利和 DP95-1
高橋 智弘 DP66-1*，DSYi-1-3
高橋 尚彦 DP3-4
高橋 菜々子 DP21-4*
高橋 希 DP148-5
高橋 のり DP2-5，DO30-4
高橋 英夫 DP6-4，DP32-4，

DP78-1，DP78-3，

DP105-3，DP105-5
髙橋 栄樹 NPD3 座長
高橋 弘江 NP10-5
高橋 大 DP44-1
高橋 弘美 NP1-1*
高橋 宏行 DP57-1，DP85-2，

DP132-4，DP139-5，
MO2-2

高橋 宏之 DP20-6*
高橋 政夫 DO12-2
高橋 大雄 DP45-5，DP82-6，

DP100-6
高橋 雅人 MW2-5
高橋 昌宏 DP83-5
高橋 実希 DP36-1
高橋 充 DP6-1，DP91-4，

DP133-2
高橋 未来 DP150-1，DRTi-1-3
高橋 保裕 DP128-3
高橋 優菜 NO8-2
髙橋 由典 MBS5*，MDS2-4*，

MO2-4
高橋 梨奈 NO20-2
高橋 和香 DO24-4，DP5-1，

DP54-1，DP68-3，
DSYi-1-4，DSYi-4-4，
DSYi-7-2

高畑 智浩 MW2-6
高原 有貴 NP12-5
高平 篤法 MP4-2
高平 尚伸 DO3-1
高淵 聡史 DO3-2，NO6-5
高松 愛 DP6-3
高松 純平 DP144-2*，DP144-3*
高松 道生 DP49-2*，DP101 座

長
高松 由佳 DO5-1，DP44-4，

DP125-2*，DP125-5
高見 彰淑 DP58-1
高見 一勲 DP71-5*
高見 浩樹 DP149-5，DP151-3
高谷 陽一 DRTi-1-1*
高安 弘美 DO7-6*
高山 綾 MP8 座長，MP12-3，

MW2-4
高山 忠輝 DO22-1，DP54-6
高山 千尋 DO2-2，DP47-4
高山 隼人 DO11-2，DP94-4
高山 浩史 DO30-3，DP67-1，

DP116-3，DP142-2
高山 守正 CR5 座長，CR5-5*，

DSYc-1-1*，
 DSYc-1-6，DSYc-2-2，

IL10 司会
高山 泰広 DSYp-1-2
高山 裕喜枝 NO16-4
高山 洋平 NO5-2，NO5-3*
寶田 明日香 NP3-5
宝田 顕 DP98-2*，DP98-4
瀧 賢一郎 DP77-6，DP94-2，

DP119-2，MP1-4
瀧 健治 DP45-3
瀧 康則 DP151-2
滝井 利勝 MP6-1
瀧聞 浄宏 DP1-4
田北 無門 DO5-1，DP44-4，

DP125-2
瀧浪 將典 CR6-3*，DP60-3，

DP141-4，MW3-1，
NO19-1

滝本 浩平 DO9-4，DP23-2
瀧本 浩樹 DP46-6
田切 恭平 MP5-4*
田口 聡久 DP96-4*，DP129-1
田口 敦丈 DP147-4
田口 茂正 DP148-5
田口 真也 DO8-4，DP57-4
田口 智章 DP30-5
田口 学 DP26-4，DP52-5，

DP53-5，DP136-3
田口 瑞希 DP13-5，DP45-6*，

DP110-2
田口 利恵 DP24-1，NO10-1
田窪 一誠 DP84-6
田熊 清継 DP18-5，DP104-2，

DP153-6
武井 佐和子 NO15-6
武居 哲洋 CR1-3*，DO3 座長，

DO30-2，DP110-5，
DP156-3，DW 座長，
SY3-1*

武居 宏樹 DP83-7，DSYi-3-4
武井 康悦 DO30-4，DP2-5*，

EL11 司会，FC6*
武市 梨絵 DP58-2
竹内 昭憲 DP39-4，DP51 座長，

DP117-3
竹内 一郎 DO24-3，DP136-4，

SY7-3*
武内 克憲 DP70-5
武内 克則 DP29-2
竹内 聡史 MP8-1
竹内 純子 NO1-2
竹内 慎哉 NP11-1
武内 龍伸 NO12-3
竹内 仁 DO3-5*
竹内 広幸 DP83-6*
竹内 護 DP115-1，RS1 座長
竹内 宗之 DP30-6，EL2*，

MEL2*，RS1*
竹内 泰代 DP128-4
竹上 徹郎 DP30-4*
武川 仁子 DP16-2
武貞 博治 DO27-3
武士 昌裕 NPD1-6
竹下 秀祐 DO6-1，DP144-1
竹下 淳 DO10-4，DP12-3，

DP17-6，DP47-3，
DP66-4，DP81-3，
DP155-5

竹下 裕二 DP117-2
武田 明子 DP81-1，DP86-7*
竹田 健太 DP41-5
武田 康二 DP152-2
武田 純三 RS4 座長
竹田 晋浩 DP97-3，DP129-2，

DP129-4，DP140-6，
DP144-4，DSYi-2 座
長，DSYi-2-1，IL7 司
会，LS4 座長，RS4*

武田 親宗 DP63-1，DP67-6，
DP82-2，DP103-2，
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DP104-3，DP105-6，
DP112-2*

竹田 智子 NP11-3
竹田 寛恵 DP129-4
竹田 宏 NO17-3
竹田 雅彦 DP5-1，DSYi-2-4，

DSYi-4-4*
竹田 正秀 NP5-4
竹田 政史 DP102-7
竹田 みちる DP112-1，DP143-3*
竹田 雄一郎 DP110-4，DP110-6
武田 陽平 DP24-3*
武智 かおる DP136-2
武智 健一 DO4-1*，DP61-6*
竹中 千恵 NP10 座長
竹中 洋幸 DP48-5，DP71-3
竹中 隆一 DP46-2*
武信 洋平 DP82-5
竹葉 淳 DP92-4，DP122-4
武部 裕美 NEX1-3*
武部 元次郎 DP150-1，DRTi-1-3
竹村 成秀 DP18-5
竹村 博文 DP151-6
武山 直志 DO16 座長，DP13-

5，DP45-6，DP53-3，
DP110-2

武山 佳洋 DO28-1，DP58-1
武輪 能明 MO1-2，MP1-3
田崎 哲 DP14-2*
田崎 修 DP42-1，NO17-1
田澤 和雅 DO22-3，DP49-1，

DP131-5*
田路 麗子 NP8-1
田嶋 一喜 DP52-5
田島 恭子 DP4-5*
田島 吾郎 DO4-3，DP42-1
田島 文博 REL2 司会，SY5-5
田嶋 実 DP48-3*
多治見 公高 NP5-4，RS12 座長
田代 恵太 DO15-4，DO27-1
田代 貴大 DO25-6，DP31-5，

DP50-4，DP87-5，
DP102-2*，DP122-3，
DP149-4，DP155-3，
NPD2-3

田代 博崇 MP1-4
田勢 長一郎 DO25-5，DO29-5，

DP25-3，DP43-2，
DP64-5，DP69-6，
DP81-2，DP99 座長，
DPDa-2*，RS8 座長

多田 朋弥 DP128-4
多田 文彦 DP104-6
立木 規与秀 DP43-5*
立花 栄三 DSYc-1-1
橘 一也 DP30-6，DP114 座長，

EL6*，MEL2
橘 直人 DP133-4，DP134-3
立川 弘孝 DP7-5
立野 里織 DP54-2，DP123-2，

DP157-2
立野 淳子 PD1-4*
巽 英介 MO1-2，MP1-3
辰巳 仁美 DP17-5*
巽 博臣 DO19-2，DO27-5，

DP72-1*，DP86-5*，

DP106-4，DPDi-1
座長，DPDi-1-5*，
DSYi-7-4，FC11*, 
MP5-1

立石 浩二 DO25-2，DP53-2，
DP70-4，DP129-5

立石 奈己 DP58-3
立石 順久 DSYi-1-4
立川 茂樹 DP91-2
舘田 武志 DO1-3
立山 真吾 DP30-3，DP31-3
田中 亜季 DP96-4，DP123-1，

DP129-1
田中 暁子 DP92-5
田中 明美 DP8-5
田中 敦 DP116-4
田中 清美 DP58-1
田中 久美子 DP120-7
田中 恵子 MW3-3
田中 啓司 DP141-2
田中 光一 DP133-4，DP134-3*
田中 早紀 NO2-3
田中 智子 DP66-3*
田中 成和 DP15-5，MP12-1
田中 忍 NP13-2
田中 潤一 DO14-4，MO1-5
田中 隆史 DO8-5
田中 卓 DP103-6*
田中 拓 DO5-1
田中 知恵 DP17-1，DP17-4，

DP133-1，DP141-1*，
DP147-5

田中 千春 DO8-4，DP57-4
田中 俊生 DP74-6*，DP87-1，

DP107-2，DP119-6，
DP138-3，SY4-8

田中 智子 MW3-3
田中 具治 DP25-1*，DP95-4，

DP140-3
田中 信大 DO13-5，DO30-4，

DP2-5，DP35-5，
DP83-1，DP100-2，
DP102-3，LS16 座長

田中 秀輝 MO1-4
田中 秀樹 DP90-2，DP121-2
田中 宏和 DP35 座長，DP38-7，

DP128-5
田中 裕 DO6-2
田中 宏典 DP116-5
田中 宏幸 DO7-3*，DO12-1，

DP88-3，DP151-5
田中 博之 DO10-4，DP12-3，

DP17-6，DP47-3，
DP66-4*，DP81-3，
DP127-1，DP147 座
長，DP155-5，DSYc-
1-6

田中 裕之 DP38-5，DP99-2，
DP143-6，NPD1-3

田中 真生 DP13-1，DP93-2*，
DP119-5，DSYa-2

田中 真里 NO21-1
田中 睦郎 DP102-4*
田中 めぐみ DP153-2
田中 優 RPD2-2
田中 優 NPD3-1

田中 裕 DP4-2
田中 雄己 NO4-3
田中 優子 NO14-2
田中 裕子 DO17-2
田中 行夫 DP151 座長
田中 由基子 DP67-2，DP140-4
田中 弓子 DP45-2
田中 洋輔 DP47-5，DP69-5
田中 淑恵 DP8-6
田中 好美 NP13-4
田中 理絵 NO7-4，NO7-6
棚木 直人 DP151-2*
棚橋 順治 DP26-4，DP53-5，

DP95-3，DP108-6
田鍋 佳菜 NO6-2
田邊 久美 MO1-2
田邉 弦 DP96-6，DP120-3*
田邉 三思 DP3-4，DP46-2，

DP73-4*，DP75-2，
DP118-2，DP127-3

田邉 孝大 DO28-6
田邉 毅 DP45-2
田邉 大明 DP19-6，DP70-1
田邉 康宏 DP33 座長，DSYc-2-

2*
田邊 優子 DO1-1
田辺 裕二郎 DP38-7，DP128-5
谷 大輔 DP76-1
谷 崇史 DP8-6
谷 真規子 DSYi-2-2*
谷岡 野人 DO18-2
谷上 博信 DP112-1，DP143-3
谷川 攻一 DO1-1，DO7-4，

DP7-2，DP11-5，
DP54-4，DP120-6，
RPD1-4

谷川 義則 DP1-5
谷口 淳一郎 DP50-2，DP146-5
谷口 翔太 MW3-2
谷口 真一郎 NO8-6
谷口 巧 DO17-4，DO23-1*，

DO25-1，DO28-4，
DP31-2，DP55 座
長，DP67-4，DP77-
3，DP83-4，DP114-5，
DP117-1，DP120-5，
DP137-1，DP140-2，
DSYc-4-2，PC-8 座長

谷口 俊雄 DP3-5，DP6-2，
DP128-1，RT1-4

谷口 直樹 DP41-4
谷口 隼人 DO26-5，DP63-4，

DP101-5
谷口 博之 DP109-1，MP6-4
谷口 正彦 DP149-6
谷口 由布子 NP5-5*
谷口 陽介 DO13-3
谷口 由枝 DP141-4*
谷尻 淑子 NO21-6
谷野 雅昭 DP15-2
谷林 満美子 NO6-1
谷村 慈哉 NO8-6
谷本 圭司 DP25-1，DP95-4，

DP140-3
谷本 裕美 NPD1-4
谷本 和香奈 DO8-4，DP57-4，
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DP115-2
谷脇 和歌子 NPD1-2
田沼 小百合 NP14-3*
田根 なつ紀 DP13-3
種市 哲吉 DP154-6
種市 尋宙 DP13-6*
田上 正 DO30-7
田上 幸生 DP121-2
田端 志郎 DP117-6，DP122-6*
田畑 貴久 DO28-7，DP55-5，

DP84-1，DP111-4，
DP135-5

田畑 麻里 DP45-4，DP88-2，
DP134-5

田畑 雄一 DO6-1，DO20-3*，
DP29-1*，DP144-1，
NO8-5

田原 将之 DP36-3
田原 良雄 CR5-3*，DO22 座長，

DO29-2，DP100-1，
DP124-1

田平 一行 DO17-2，RPD2-4
田渕 昭彦 DP142-6*，DP147-2
玉井 亜美 NO4-1
玉井 小百合 DP10-2
玉井 直 DP23 座長
玉井 路子 NP12-5
玉石 順彦 DP124-2
玉木 綾乃 NEX2-3
玉城 佑一郎 DP54-3，REL4-1*
玉城 正弘 DP22-1
民田 浩一 DP2-2*
田村 綾子 NP12-3
田村 圭 CR6-1*
田村 貴彦 DP61-3
田村 哲也 DP9-1，DP149-1
田村 暢一朗 DP73-3*，NO10-6，

DP134-1
田村 典子 NP12-4
田村 尚 DP102-6
田村 富美子 NEL3 司会，NP14-2，

SY4-3
田村 正徳 DP114-3，DP146-4
田村 真奈美 MPD-6
田村 美沙紀 MPD-1
田村 有人 DO23-4，DP22-5，

DP30-2，DP32-4，
DP39-3，DP56-2，
DP86-3，DP91-1，
DP102-5，DP132-3，
DP137-5，DP139-6，
DP150-4，DP150-5

田村 佳久 DP89-3*
為近 舞子 DP95-3
爲廣 一仁 DP45-3*，DO4-3
多森 靖洋 DP102-4
田谷 侑司 DO13-5*，DP83-1，

DRTi-1-2
田山 聡子 NP9-3，NP10-3
多羅尾 健太郎 DP67-5*
垂石 智重子 DP11-2，DP116-2
罇本 浩司 DP53-6
俵 祐一 DP36-4
丹治 優子 NP2 座長，NP6-2
丹保 亜希仁 DP27-5*，DP37-1，

DP52-6，DP81-6

段村 雅人 DP45-5，DP82-6，
DP100-6

ち
近田 優介 DP20-4，MP12-4*
千木良 佑介 DP24-2*
千代 孝夫 DP85-1，DP112-5，

DP112-6，DP142-1，
DP153-5*

千田 勝一 DP114-6
千々岩 みゆき DPDi-3-3
父川 拓朗 DP9-4，DP42-3*，

DP90-2
秩父 千春 NO9-3，NO9-4
知名 定治 NP2-5*
知念 蛍 NO17-2
千葉 晶奈 MP7-3，MP10-2*
千葉 紀之 DP33-1
千葉 二三夫 MP4-5*
千葉 路子 NP10-5
千原 伸也 DP86-5，MDS3-4*，

MP5-1
中條 朱子 NP3-4，NP10-4
張 京浩 DP107-5
趙 晃済 DP82-5
張 尓泉 DP21-1
趙 祟至 NO12-6

つ
塚田 泰彦 DO29-5，DP25-3，

DP43-2，DP64-5，
DP69-6

塚原 紘平 DO16-2，DP10-5，
DP29-5，DP92-1*，
DP109-4，DRTi-2-1，
MO2-1，RT2-2

塚原 大輔 NEX1-1，NO20 座長
塚原 恵 NO19-3*
塚本 功 LS24-1*，MP5-2，

MP7-2
塚本 茂人 DP33-4，DP127-4，

DP130-4*
塚本 菜穂 DP127-3
佃 順子 NO3-5，NO12-1，

NP4-4
津久田 純平 DO3-4，DO23-2*，

DO23-3*，DP110-1，
DP123-8，NO11-4，
NP11-1，NPD3-3，
NPD3-6，SY4-6

佃屋 剛 DP78-6
柘植 雅嗣 DP15-2
辻 一宗 MW2-2
辻 佐恵子 NP14-1
辻 佐世里 NO1-4
辻 達也 DP52-3，DP69-1，

DP149-1，DRTi-2-2*
辻 史子 DP51-3
辻田 裕昭 DP33-4*，DP127-4，

DP130-4，DP143-1
辻田 靖之 DO28-7*，DP55-5，

DP57-6，DP84-1，
DP111-4，DP135-5，
DP137-3

辻本 雄大 NO6-2
辻本 哲也 SY7-2

辻本 登志英 DP85-1，DP112-5，
DP112-6，DP142-1，
DP153-5

津田 恵香 SY1-2*
津田 大輔 DP65-4*
津田 匠 DP148-6
津田 雅庸 DP13-2，DP110-2
津田 雅世 DP30-6
土江 聡美 NP4-1*
土川 洋平 DO26-3*，DP36-2
槌田 圭一郎 DP82-3，DP92-5
土田 真史 DP54-5，DP103-1*，

NO21-3，SY4-9
土村 まどか NP7-3
土本 薫 NP1-2*
土谷 飛鳥 DP138-5
土屋 聡 DP4-2
土屋 志保 NEX2-5*
土屋 典生 DP79-3
土屋 博史 SY2-3*
土屋 洋之 DP93-4
土谷 真基 MP6-6
土屋 守克 DP118-1，DPDi-1-6
土屋 陽平 MP5-2，MP7-2
筒井 孝子 NSL*
筒井 徹 DP33-2*
筒井 春奈 NO2-3*
都築 誠一郎 DP45-6
堤 貴彦 DO10-4，DP12-3，

DP17-6，DP47-3，
DP66-4，DP81-3，
DP155-5*

堤 タマエ NP7-2
堤 晴彦 DP46-1
堤 悠介 DP138-5
堤 理恵 DP72-5*
綱野 祐美子 DP13-3
常深 孝太郎 DP96-5
恒吉 勇男 DP149-6
角田 絢美 NEX2-3
角田 泰彦 DP2-4
椿 康輔 DP54-2，DP123-2，

DP157-2*
坪 敏仁 DO27-2，DP63-5
坪井 英之 RT1 座長
坪口 裕子 DP49-5
坪田 貴也 DP99-6
坪田 昌幸 DP58-6*
局 隆夫 DP50-1，DP56-3
津村 龍 DP11-5
津留 香里 DP75-6*
弦切 純也 DP4-5，DP69-5，

DP152-5*，DP153-2，
FC8*

鶴田 啓亮 DP43-4，DP155-2
鶴田 友加里 MP2-5
鶴田 良介 CR1-6*，DO10-1，

DO26 座長，DP115-
6，NO13-5，NO13-6

鶴見 昌史 DO12-4，DRTi-2-4

て
出口 志保 DP34-1，DP52-4，

DP112-3*
出口 善純 DP151-4
出崎 陽子 DP18-3，DP61-6，
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DP136-1*
勅使川原 勝伸 DP148-5
手嶋 英樹 NPD1-2
手塚 正美 NO9-3，NO9-4
寺内 英真 NO7-3
寺尾 嘉彰 DP51-3
寺岡 邦彦 DP2-4
寺岡 麻梨 DP106-1
寺坂 勇亮 DP83-6
寺崎 貴光 DP62-2
寺澤 貴美子 DP46-6
寺澤 無量 DO17-5，DP98-7*
寺澤 篤 DP26-4，DP47-1，

DP52-5，DP53-5
寺島 嗣明 DP39-4*，DP117-3
寺嶋 真理子 DP109-2，DP117-4
寺島 良幸 DP141-3
寺田 夏子 NP13-2
寺田 恵美 NO18-1*
寺田 晋作 DP50-2，DP78-6，

DP146-5*
寺田 貴史 DO2-1
寺田 智祐 DP137-3
寺田 直子 NO10-5
寺田 統子 DP26-1，DP41-6*，

DP84-6
寺田 雄紀 DP152-1*
寺田 類 DP89-2*
寺戸 通久 DP109-4，DRTi-2-1
寺西 智史 DP142-6，DP147-2
寺町 由美 DP131-1，NP13-6*
照井 克生 DP27-3
照井 克俊 DP66-1，DSYi-1-3
照屋 孝二 DO30-5，DP21-5*，

DP109-5，MP4-1，
NO17-2

天願 俊穂 DP41-4*，DP77-5

と
土井 賢治 DP18-5*，DP104-2，

DP153-6
土井 研人 DO12-2*，DO18-1，

DO29-1，DP79-4，
DP86-1，DP111-6，
DP129-3，DP144-5，
DSYi-7-1*，LS23-1*

土居 幸乃 NPD1-2
土井 貴仁 DP100-1*
土井 智章 DSYa-4，DP151-6*
土井 智喜 DO26-5，DP78-4*，

DP101-5，DP138-4，
DPDa-3

土井 房恵 MP10-4*
土井 松幸 CR6-2，DP15-4，

DP15-6，DP86-2，
DPDi-2 座長，MP6-
1，RS11*

土居 義典 DP65-2
問田 千晶 DO26-5，DO28-3*，

DP101-5，DP114-1，
DPDa-3*

登 本祥 DP123-1，DP129-1
籐 雅文 DP110-5
堂口 琢磨 MO2-5
東久保 良美 DP42-3
峠 正義 DP29-2

東郷 好美 MO1-2*
東條 圭一 MPD-1*
東田 悠佳 NO10-1
藤内 まゆ子 DP148-5*
桃原 志穂 DO30-5
桃源 哲也 DSYc-1-1
當麻 麻美 DPDi-2-1*
堂前 圭太郎 NO3-5
道明 武範 DSYc-1-4
道免 和久 DO8-5
遠山 一喜 DP151-2
遠山 昌平 DP8-6
遠山 真吾 DP24-3
渡海 裕文 DP131 座長，MP10-

1，NO3-3，NP2-3
冨樫 英晶 DP83-7*，DSYi-3-4*
時岡 宏明 DO8-2，DP19-4，

DP22-4，DP79 座長
戸北 正和 NO17-1
釋舎 和子 DP41-6
徳田 賢太郎 DO18-3，DP37-3，

DP73-5，DP89-5*，
RPD1-1，RT1-2

戸口 佳代 DSYc-2-6
得津 裕俊 DP18-2
徳永 蔵人 DO6-4，DO15-1
徳平 夏子 DO6-1，DO20-3，

DP144-1，DSYp-1-3
徳嶺 梨香 NEX2-2
徳毛 健太郎 DP140-5
徳山 榮男 DP61-5，DP129-2
土倉 万代 NP7-2
渡慶次 さやか DO8-1
渡慶次 賀博 DP54-5，DP103-1，

NO18-3，NO21-3，
SY4-9

土佐 泰祥 DP98-1
利川 亜弥 NO21-6
戸田 孝子 DSYp-2-3
戸田 成志 DP48-1，DP64-6，

MP5-7
戸田 雅也 DO25-4
戸田 雄一郎 DO20-1，DP115-5，

DPDp-4
栃井 都紀子 DP105-4
土手 健太郎 DP18-3*，DP61-6，

DP71 座長，DP136-
1，LS15 座長

十時 崇彰 DP116-7
渡名喜 拓也 DP58-5
戸部 賢 DP9-3，DP72-4，

DP91-3，DP99-1，
DP111-1，DP137-6

戸部 理絵 NO7-3
渡真利 仁菜 NO8-2*
富井 啓介 DSYi-3-5
富岡 智子 DP4-2
冨岡 正雄 RT3-3
富川 千絵 DP96-3
富田 明子 DP48-4
富田 和憲 DO12-4，DRTi-2-4
富田 啓介 DO24-4，DSYi-4-4
富田 重之 DP96-7
富田 敏司 MP12-1*
冨田 麻衣子 DP69-2，DP145-5，

NEX5-5

富田 康弘 DP3-1，DP127-2
富田 守 DO10-3*
富永 直樹 DP116-6*，DP140-6*
富野 敦稔 DP13-2，DP53-3，

DP110-2
富野 美紀子 DP117-2
富山 洋 DO8-1
冨山 博史 DP101-1
朝長 鮎美 DP18-4*，DP23-3，

DP134-2
朝野 和典 ES2-1*
友原 千恵 NEX1-2
外山 卓二 DP126-2
外山 雅章 DP70-1
豊田 泉 DO22-2，DP10-2，

DP41-3，DP56-5，
DP82-7，DP103-6，
DP134-4，DP156-5，
DSYa-4

豊田 大介 DP60-5
豊田 幸樹年 DO16-5，DP37-4，

DP111-3，DP128-2*，
DRTi-1-3，DSYa-1

豊冨 雄也 MP2-5
豊原 隆 DO28-1
虎本 三佳恵 DP24-1，NO10-1*
鳥井 直子 DP112-1，DP143-3
鳥越 史子 DP4-1
鳥越 勇佑 DP111-5

な
内藤 敦 DP42-6*
内藤 圭祐 DP100-5
内藤 貴基 DO3-4*，DO23-2，

DP110-1*，DP123-8*，
 NO11-4，NP11-1，

NPD3-3，SY4-6
内藤 宏道 DP44-5
内藤 祐介 DP48-2*，NPD3-1
直塚 博行 DO26-2*
中 公三 MP5-7*
中井 浩司 MP3-1，MW1-2
仲井 健朗 DP40-2
中井 俊宏 DP98-3*
中井 美喜子 NO20-3
長井 孝二郎 DO15-4，DO27-1，

DP145-2*，MP5-6
永井 孝輔 DP26-5*
永井 利幸 DP100-1，DP124-1，

NO7-1
永井 佑典 DP36-5*，RPD2-3
永井 陵子 DP8-5
中永 士師明 NP5-4
長江 久美子 NO15-3*
長江 翔平 DP40-6*
長江 優介 DO17-2，RPD2-4
中尾 篤典 DP11-3，DP51-5，

DP93-6，DP109-2
中尾 浩一 DP8-7，DP39-6，

DP67-3，DP97-6，
DP130-2，IL4 司会，
RPD1-3，RS9*

中尾 慎一 DP26 座長
中尾 優 DP126-4，DP148-1
長尾 明紘 DO30-7
長尾 健 DO29-2，DO29-3，
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DSYc-1-1，DSYc-1-6，
DSYc-2-2，PC-2 座長

長尾 進一郎 MP8-6*
長尾 真希 NP8-3
中川 五男 DP111-5
中川 弘大 DP156-2
中川 幸太朗 DP36-5，RPD2-3*
中川 さつき NO20-2
中川 聡 DP83-2，DP143-2，

EL1*，PC6-1
中川 晋 DP128 座長
中川 隆 DP39-4，DP117-3，

DP150 座長
中川 十夢 DO13-3
中川 温美 DP20-3
中川 遥 NEX3-1，NO14-1*
中川 秀美 NO9-2
中川 ひろみ NP7-1
中川 富美子 MW3-4*
中川 元文 DP97-5*，DP111-7
中川 儀英 DO16-1，DP152-4
永川 寛徳 DO5-3，DP56-4，

DP74-4*
中川内 章 DP1-5
永迫 望 NP5-6*
中里 桂子 DP97-3*，DP144-4
中沢 弘一 DO8-3，DP79-5，

DP82-1
中路 俊 NO8-6
中嶋 いくえ DP19-5，DP57-3
中島 研 DP18-2
中嶋 辰徳 MDS4 座長
中島 強 DO15-6，DP93-2，

DPDi-2-4，DSYa-2
中島 弘光 DP9-4
中島 侑子 NEX1-2
中島 義仁 DP4-3，DP40-6，

DP70-3，DP75-6，
DP122-1，DP130-3*

中嶋 淑心 DP102-2
中島 竜太 DP39-1*
中島 謙 NP5-3
中島 悟史 NP13-2
中島 成隆 NP3-4
中嶋 駿介 DP37-1
中島 勧 DO15-3，DO29-1，

DP79-4，DP86-1，
DP111-6，DP129-3，
DP144-5

中島 久雄 NO14-1，NO21-4，
SY5-4*

中島 真治 DO17-1，NPD2-1
中島 正順 DP96-5
中嶋 麻里 DSYi-1-2，DSYi-5-1
中島 基弘 MW3-2
中島 有香 DP124-3，DP137-2
中島 義博 MP10-3*
長嶋 一樹 DP135-4
永嶋 太 DSYi-1-2，DSYi-5-1
長島 史明 DP81-1*，DP117-2
長島 道生 DP110-5
永住 尚華 NO4-3
長瀬 亜岐 NO2-2*
仲宗根 正人 DP141-5
中田 一之 DP1-1，DP46-1，

DP118-1，DPDi-1-6

中田 諭 NEX1-1，NP14 座長，
MSY-4*

中田 孝明 DP16 座長，DP51-6
永田 明恵 NPD3-1*
永田 功 DP110-5*
永田 一真 NO21-6
長田 雄大 DP152-5
長田 圭司 DP49-3，DP66-3，

DP85-5*，DP93-3，
DP94-3，DP130-5，
DSYc-4-4

永田 健一郎 DP127-1
永田 紗弥子 DP93-5，DP129-4*
永田 高志 DO18-3，DP73-5
長田 直人 DP149-6
長田 大雅 NP10-3
中谷 桂治 DP86-4，DP88-6，

DP157-1
中谷 研斗 DO24-3
永谷 創石 DO23-2，NO11-4*，

NPD3-3，NPD3-6，
SY4-6

長谷 洋和 DP15-1*，DP41-1，
DP103-5

中塚 秀輝 DP15-2
中坪 真倫 NP6-4
長門 優 DP20-5，DP52-1，

DP89-4*
長友 香苗 DP144-5
中西 和雄 DP18-3
中西 加寿也 DP68-1，DP155 座長
中西 俊人 DP50-4，DP87-5*
中西 美鈴 DP72-6
中西 由利恵 NEX6-4*
中根 正樹 DO9 座長，DP21-

4，DP44-1，DSYi-6-
1，MP9-5，NEX6-3，
RW1 座長

中野 あけみ NP4 座長，NP12-3
中野 皓太 DP86-5，MP5-1*
中野 諭 DO20-2*，DP113-4，

DP146-1
中野 志保 DP41-3，DP82-7*，

DP103-6，DP134-4，
DP156-5，DSYa-4

中野 貴文 DO14-2*
中野 宏己 DP98-4*
中野 真結 NO12-5
中野 通代 DO22-2，DP41-3，

DP56-5，DP103-6，
DP156-5，DSYa-4

中野 美津子 NP2-2*
中野 実 DP7-3，DP67-2，

DP69-4，DP125-3，
DP132-2，DP140-4，
DP148-7，SY3 座長，
SY7 座長

中野 美幸 NO5-1，SY5-5
中野 八重美 NEL5 司会
中野 由惟 DO22-3，DP131-5
中野 裕子 DP75-3
中野 由美子 NO8-4
長野 修 DP109-4
長野 恭子 NO16-1*
永野 達也 DP115-1
永野 雅英 DP39-6，DP67-3，

DP97-6*
永野 由紀 NO2 座長
中橋 奨 NP5-3
長畑 敏弘 DP102-7
長浜 真澄 DP149-6
中原 邦晶 DO16-3
中原 光三郎 DP30-2*，DP76-6，

DP79-1
中原 貴志 DO10-1
中原 毅 MP5-4
永渕 弘之 DO18-4*，DO21-4，

DP29-4，DP39-2，
DP72-3，DP145-1，
DPDi-2-5*，DSYp-2
座長，DSYp-2-4*

仲間 清美 RT3-1
仲間 康敏 DP22-1*
中間 楽平 DP57-1
長見 英治 MP7-1*，MP9-4，

MP10-5*
中道 親昭 DO11-2，DP94-4
中道 嘉 DO16-5，DP37-4，

DP111-3*，DP128-2
仲嶺 洋介 DP41-4，DP77-5
長嶺 歩 DP137-6*
中村 明代 DP25-4
中村 篤雄 DO27-1，DP152-3，

MP5-3
中村 造 DP105-1*，FC10*，

MEL1*
中村 公秀 DP1-5
中村 恭子 MPD-1
中村 京太 DO26-5，DP78-4，

DP99-3，DP101-5，
DP114-1，DP138-4，
DPDa-3

中村 久美子 DP102-6
中村 啓介 MP11-3，NO11-2
中村 健 DP102-1*
中村 賢二 DP50-4，DP155-3*
中村 謙介 DO6-4，DO15-1*，

DO15-3，DP26-2，
DP43-3，DP79-4，
DP98-5，DSYc-4-3

中村 健太郎 DP50-2，DP78-6，
DP146-5

中村 公輔 DP93-5
中村 幸子 NP14-4
中村 敏子 DRTi-1-4
中村 覚粛 DP51-2
中村 周道 DO5-3，DP56-4，

DP74-4
中村 俊介 DP141-2
中村 貴 DP68-2
仲村 尚司 DP61-1，DP149-2*
中村 禎志 DP30-3，DP31-3，

DP68-5，DP83-3
中村 達也 DP151-1
中村 利秋 DP51-3*
中村 智弘 DO13-3*，DSYc-1-5
中村 友哉 MP4-4，MP5-5
中村 智之 DO1-4，DP16-1，

DP44-3，DP113-3*，
DSYi-1-5，DSYi-7-3，
MP11-6，NPD1-1

中村 直晶 DP90-3
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中村 直久 DP21-4，DP44-1
中村 教人 DP3-2，DP123-3，

DP135-6
中村 仁 DP94-5，DP136-2
中村 不二雄 DP141-3
中村 文人 DP115-1
中村 真央 NEX2-3*
仲村 将高 DO6-6
中村 正人 DSYc-1-1
中村 真理子 MO2-3
中村 充輝 MDS3 座長
中村 光伸 DP7-3，DP67-2，

DP69-4，DP125-3，
DP132-2，DP148-7

中村 美穂 DO28-4，DP31-2，
DP77-3，DP114-5*，
DP120-5

中村 元行 DP66-1
中村 有希 DO13-2
中村 悠太 DP57-3
中村 ゆかり MO1-4
仲村 佳彦 DO10-2*，DO14-2，

DP153-1，MO1-5，
RS3

中村 竜 DO18-2
中本 あい DP91-2
永盛 裕佳子 DO20-6
長屋 佳奈子 NEX1-2*
中山 正吾 DO30 座長
中山 伸一 DRTi-2-3
中山 秀 DP26-6
中山 尚貴 DP37-2*，DP99-3
中山 祐子 DO13-4，DO21-1，

DP28-2
中山 雄司 MBS1*，MP9 座長，

MP10-3
中山 雄二朗 DP19-5，DP57-3*
長山 雅貴 NO18-3
長山 雅俊 DP36 座長
長柄 祐輝 DP28-5，DP88-1*
長櫓 巧 DO4-1，DP18-3，

DP61-6，DP136-1
南雲 さくら DP2-3
奈倉 武郎 DP1-1，DP46-1*，

DP118-1，DPDi-1-6
名越 秀樹 DP35-1
那須 敏裕 MP4-5
那須 道高 DP139-2，RT3-1*
名知 祥 DP10-2*
夏川 知輝 DO7-5，DP124-2，

DP124-3，DP137-2
名取 良弘 DP118-6
七尾 大観 DO7-3，DO12-1，

DP88-3，DP151-5
七里 守 DP52-5
名原 功 DP115-5
南淵 明宏 DP1-2，DP96-2
鍋田 雅和 DO15-4
並木 陽明 MP12-5
並木 みずほ DP127-5，DP157-3
奈良 理 DSYc-1-2
奈良 岳志 DO30-2，DP156-3
楢原 創 DP9-3，DP72-4，

DP99-1*，DP111-1，
DP137-6

成田 孝行 MO1-3

成田 知大 DP100-4*
成松 英智 DO5 座長
成尾 浩明 DP30-3*，DP31-3，

DP32-1，DP68-5，
DP83-3

成瀬 智 DP15-4，DP15-6
鳴海 篤志 DO4-3
鳴海 翔悟 DP38-2，RT2-1
成宮 博理 DP11-6，DP124-5，

DP148-4，DSYi-4-3，
DSYi-7-5*

名和 由布子 DP145 座長
縄田 寛 DO13-1
南学 正臣 DO18-1，DSYi-7-1
南條 裕子 NO12-3
難波 健利 DP16-4
南波 仁 DP85-3
南日 伶奈 NEX2-2

に
新津 健裕 DO13-4，DO21-1，

DP28-2，DSYi-2-1，
PC6-2*

新沼 廣幸 CR5-4*，DO30-6，
DP2 座長，DP47-2，
DP101-3

新納 教男 DO14-3
新美 太祐 DO1-4，DO11-1，

DP10-6*，DP16-1，
DP72-2，DSYi-1-5，
NPD1-1

新見 秀美 NP12-3*
新森 大佑 DO25-6，DP31-5，

DP50-4，DP87-5，
DP102-2，DP122-3，
DP149-4，DP155-3，
NPD2-3

丹生 治司 MP9-1
二階 哲朗 DP19-3，DP115-4
西 憲一朗 DP56-1，DP59 座長，

DP148-6，MP8-1，
NO1-4

西 信一 DO8-5，DP41-5，
DP59-1，DSYi-5 座長，
RW2-1*

西 友典 NO9-2
西 真裕子 DO2-3*
西 裕太郎 DP101-3
西 裕太郎 CR5-4，DO30-6，

DP33-3，DP47-2，
RT1-3

西浦 猛 DP27-5，DP37-1*，
DP52-6，DP81-6

西尾 万紀 SY4-1
西尾 陽子 NO14-6*
西岡 博志 DP124-4
西垣 厚 DP61-3*
西垣 恵美子 NO8-5*
西上 和宏 DP8-7，DP39-6，

DP67-3，DP97-6，
MP3-2，NO5-2，
NO5-3，NPD2-6，
RPD1-3

西上 昌美 MPD-5，MW3-5*
西川 麻衣 NP9-3
西川 裕喜 DP120-4*

西川 隆介 DP128-4
西嵜 政仁 NP11-4*
西迫 良 DO25-2*，DP53-2，

DP70-4，DP129-5
西澤 加奈子 NO8-2
西澤 英雄 DO7-3，DO12-1，

DP88-3，DP132 座長，
DP151-5

西澤 義之 DP141-3
西島 功 DP54-5，DP103-1，

NO18-3，NO21-3，
SY4-9*

西田 修 CR1 座長，CR1-1*，
CR9 座長，CR9-
1*，CR9-2，CS 司
会，DO1-4，DO11-
1，DO18-6，DP10-
6，DP16-1，DP44-3，
DP72-2，DP105-4，
DP113-3，DSYi-1-5，
DSYi-7-3，ES1 解説，
ES2-2*，ES6 座長，
LS19 座長，LS24 座
長，MP11-6，NPD1-
1，RS10*，RSY 座長

西田 賀津子 DP155-1*
西田 健朗 LS27-1*
西田 幸司 DP49-5
西田 沙織 NO21 座長
西田 武 DP76-2
西田 武司 DO14-4*，DP153-1
西田 翼 DP111-5*
西田 俊彦 DO22-1*，DP54-6*
西田 朋代 DP76-1
西田 博 DO13 座長
西谷 佑也 NP2-3
仁科 健 DP40-3，DP117-5，

DP139-3
仁科 典子 NEX5 座長
西野 衆文 DP119-3
西野 裕紀 NP3-4
西橋 富美江 NP5-6
西畑 庸介 DO30-6*
西林 知恵 NO3-3，NP2-3
西原 英輝 MP11-5
西原 浩真 DO26-4*，DP8-4，

DP59-4，DP131-3，
RPD2-5，RW1-1*

西部 俊哉 DP70 座長，DP100-2
西堀 正洋 DP55-2
西村 佳穂 DO13-2*，DP62-1
西村 祐枝 NEX2 座長，NO20-

1*，NSY-3*
西村 信哉 DP15-5，MP12-1
西村 隆 DO13-5，DP126 座長，

PC2-1
西村 健 DP93-6*，DP117-4
西村 奈穂 DP83-2，DP113-2，

DP143-2，DSYa-5，
PC6-1

西村 匡司 CR1-1，CR1-5，
DP13-3，DP20-4，
DP72-5，DP123-7，
IL3 司会，MP12-4

西村 真人 DP36-5，RPD2-3
西村 摩理子 NO14-3
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西村 光生 DP79-2*
西村 祐紀 MPD-5
西村 陽介 DP66-3
西本 香王里 DP95-5
西本 拓真 DP68-2
西本 裕二 DP66-2
西山 和孝 DO6-2，DP9-6*
西山 謹吾 DP16-2，DP24-3，

DP119-4
西山 久美江 NO16-5*
西山 慶 DO29-3，DP30-5，

DP82-5
西山 圭子 DP107-1
西山 隆 DP118-3
西山 隆久 DP117-2
西山 友貴 DP107 座長
西山 実希 NO13-3*
西山 光郎 DP100-3
西山 遼太 SY5-2
西脇 公俊 DP6-4，DP105-5
西和田 忠 DP152-1
西和田 史子 DP54-2，DP123-2，

DP157-2
新田 憲市 DO30-3*，DP67-1，

DP116-3，DP142-2
新田 正和 DO6-3*
新田 雅彦 DSYp-1-4*
二藤部 英治 MW2-2
二宮 典久 DP46-6
二宮 万理恵 DP76-1
二瓶 俊一 DP49-3，DP66-3，

DP85-5，DP93-3，
DP94-3，DP130-5，
DSYc-4-4

仁平 知保 NEX5-1，NPD1-5
日本救急医学会 セプシスレジストリー 

DO1-5
日本版重症敗血症診療ガイドライン
　2016 作成特別委員会
 CR9-1，CR9-2
日本版敗血症診療ガイドライン作成
　特別委員会 CR8-2
丹羽 公一郎 DO30-6，DP33-3，

DP101-3
丹羽 崇 DP96-4，DP123-1，

DP129-1*
丹羽 英智 DP64-4

ぬ
布宮 伸 DP34-2，DPDi-2 座

長，NO14-5，NO6-
6，REL5*

沼口 敦 DO20-5，DO23-4，
DP22-5，DP28-4*，
DP30-2，DP32-4，
DP55-1，DP56-2，
DP60-2，DP76-6，
DP78-1，DP78-3，
DP79-1，DP86-3，
DP91-1，DP102-5，
DP105-3，DP132-3，
DP137-5，DP139-6，
DP150-4，DP150-5

沼里 淳平 MP7-3，MP10-2
濡木 真一 DP46-2

ね
根岸 梓 NO19-1
猫宮 伸佳 MP4-2
音成 芳正 DP39-5，DP42-5
根津 知行 MP7-3，MP10-2
根武谷 吾 DP21-1
根本 慎太郎 DP34-1
根本 千秋 DO29-5*，DP25-3，

DP43-2，DP64-5，
DP69-6，DP81-2

根本 真人 DP46-3*
根本 佳子 DP32-3，DP65-2

の
野入 英世 DO18-1，DSYi-7-1，

LS24-2*
野垣 晴彦 DP96-4，DP123-1
野口 智子 DP85-4*
野口 隆之 DP16-3
野口 隆之 DP3-4，DP30-1，

DP43-6，DP44-2，
DP46-2，DP50-1，
DP56-3，DP73-4，
DP75-2，DP118-2，
DP126-3，DP127-3，
DP135-2，MP9-1

埜口 千里 DP38-4
野口 輝夫 DP102-7*
野口 知美 NP2-2
野口 裕記 DP39-4，DP117-3
野口 裕幸 MW1 座長
野口 将 FC9*
野坂 宜之 DP29-5*
野崎 惇貴 DP58-4*
野崎 哲 DP64-2
野崎 万希子 DP135-4
野里 寿史 DO22-4*
野里 同 NP13-2
能芝 範子 NO12-1，NO19 座長，

NP4-4，RT4-4*
野島 宏悦 DP44-5
野田 英一郎 DO18-3，DP37-3，

DP73-5，DP89-5，
DP119-1，RPD1-1*，
RT1-2*

野田 聖子 SY3- 基調講演 *
野田 透 DO17-4，DO23-1，

DP31-2，DP67-4，
DP83-4，DP114-5，
DP117-1，DP120-5，
DP137-1*，DP140-2，
DSYc-4-2

野手 英明 DP52-3，DP69-2，
DP145-5

野中 隆広 DP127-1
野中 利通 DP154-6*
野中 裕子 DP16-4
野々上 愛 NEX3-5
野々木 宏 DSYc-1 座長，PD1-

2*
野々山 忠芳 DP49-4*
野原 淳司 DP151-2
野堀 耕佑 MW3-2
登 祐哉 DP104-3*
野間 大督 DP6-1

野間 未知多 DP148-5
野見山 由美子 NP11-3
野村 主弥 DP42-6
野村 岳志 DP142 座長
野村 智久 DP149-5，DP151-3
野村 美紀 NO15-6
野村 実 PC2-2*
野村 泰充 DP152-1
野村 祐子 DP141-3
野村 亮介 DO28-5，DSYa-7
野本 万祐子 DP152-2
則尾 弘文 DO4-3，DO5-3，

DP56-4，DP74-4
則末 泰博 DO3-4，DO23-2，

DP110-1，DP123-8，
NP11-1，PD2-5*

則本 和伸 DP43-4，DP110-3，
DP152-6*，DP155-2

は
灰野 美和 NP2-3
ハイランド Ｋ ダーレン 

DP42-6，DPDi-1-6
芳賀 大樹 DP125-6
芳賀 芳夫 DP102-4
芳賀 了 NO17-4
羽飼 富士男 NP9-3
萩 亮介 NP12 座長
萩尾 康司 DP40-4
萩岡 信吾 DP44-5
萩野 裕夏 NO11-5，NO17-3*，

NP8-3*
萩原 信太郎 DP155-4*
萩原 竹一 DP93-1
萩平 哲 DO9-6
萩谷 圭一 DO14-1，DP119-3
萩山 明和 DP35-3*
萩原 明子 NPD1-5
萩原 里実 DP16-3
萩原 誠久 DP126-4，DP148-1，

EL12 司会
萩原 祥弘 DP5-4*，DP34-4*，

DP65-6，DP92-6，
SY5-3*

白 晋 DP143-4
朴 有紀 DP83-1，DP98-2，

DP102-3*，DRTi-1-2
伯水 崇史 DP79-5
箱崎 貴大 DP75-3*，DP75-4
橋口 清明 DP136-6
橋崎 孝賢 SY5-5
橋詰 哲広 DP136-5
橋田 知明 DP54-1，DP68-3，

DP151-4，DSYi-1-4，
DSYi-7-2

橋詰 菜摘 RT1-1
橋詰 英明 MP11-6*
橋爪 誠 DO18-3
端野 琢哉 DP8-3，DP59-2，

DP104-5，RW1-5
橋場 英二 DO27-2，DP54 座

長，DP63-5，DP64-
4，DP85-4

羽柴 克孝 DP37-2，DP99-3*
波柴 尉充 DP13-2，DP53-3，

DP110-2



－ 196 －

索

引

索

引

橋村 一彦 DO12-3，DP3 座長
橋村 俊哉 DP79-3
橋本 篤徳 DP93-6，DP117-4
橋本 香織 DP87-1，DP107-2，

DP119-6，DP138-3，
DP141-2，SY4-8

橋本 佳苗 MP5-1
橋本 圭司 DP57 座長
橋本 圭司 MP10-1*
橋本 賢吾 DP84-1，DP135-5，

DP137-3
橋本 聡 DO19-4，DP77-6，

DP94-2，DP119-2，
DP148-3

橋本 悟 CR4 座長，CR7 座
長，DO6-1，DO20-
3，DP12-5，DP144-
1，DSYi-4 座長，ES2-
3*，LS19-1*，NO8-5

橋本 修一 MP5-1
橋本 章子 DO19-4，DP77-6，

DP94-2，DP119-2，
DP148-3

橋本 貴礼 MP7-4
橋本 武昌 DP117-5
橋本 忠幸 DP55-6，DP90-3，

DP148-2*，DP156-4，
DPDa-5

橋本 徳也 NO1-1
橋本 信夫 IL5*，SY2 座長
橋本 将幸 MP8-6
橋本 亘 DP24-5
筈井 寛 DP91-5，RT3-3
蓮田 淳 DP11-2，DP116-2
長谷川 栄寿 DP68-6
長谷川 かおり NP3-5
長谷川 和子 DP6-4，DP105-5
長谷川 景子 DO2-2，DP47-4
長谷川 拓也 DO12-3
長谷川 猛 MP11-2
長谷川 敏彦 MP6-1
長谷川 英男 DP9-2
長谷川 みどり MP11-6
長谷川 裕貴 DP19-6*
長谷川 豊 DP126-2
長谷川 義治 DP76-4
長谷川 里里 DP97-3
長谷川 隆一 DP109-1，MP6-4，

RPD2-4，RT3 座長
櫨川 友梨 NP14-2
櫨木 大佑 DP146-1，DO20-2，

DO21-2
長谷部 直幸 DP37-1
長谷部 洋平 DSYp-2-3
畑 貴美子 CNP 座長
畠 信哉 DSYc-1-2
畑 典武 DO12-4，DRTi-2-4
秦 広樹 NO4-5
羽田 朋人 DP128-3
畠中 直子 DP131-1，NP13-6
畠山 淳司 CR1-3，DO30-2，

DP12-6，DP110-5，
DP156-3，DW5*

畑山 聖 DP157-4
畠山 慎也 DP148-1*
畠山 登 DP40-5，PC4-1*

畑迫 伸幸 NEX6-5*
籏智 武志 DP30-6
畑中 哲生 NO2-2
畑中 祐也 MBS2*
畑中 美博 DP16-3
幡野 翔 NP11-1
波多野 俊之 DO23-4，DP22-5，

DP28-4，DP30-2，
DP32-4，DP39-3*，
DP56-2，DP86-3，
DP91-1，DP102-5，
DP132-3，DP137-5*，
DP139-6，DP150-4，
DP150-5

波多野 将 DO13-1
畑林 絵梨香 MP4-4，MP5-5
籏本 恵介 DP141-6*
蜂谷 聡明 DO28-4，DP31-2，

DP77-3*
八田 誠 DP142-6，DP147-2
服部 潤 DO11-5*，DO16-

3，DP9-5，DP136-
4，NPD3-5，RT3-2，
RT3-4，SY4-5，SY7-
3

服部 淳一 DP142-5*，NP6-1
服部 友紀 DP13-2，DP53-3*，

DP110-2
服部 憲幸 DO24-4，DP5-1，

DP54-1，DP68-3，
DSYi-1-4，DSYi-2-4，
DSYi-4-4，DSYi-7-2*

服部 陽 DSYa-3
鳩本 広樹 MO1-5
花岡 勅行 DP105-2*
花川 志郎 DP42-4，DP131-2
花木 祥二朗 DP83-6
花隈 淳 MP3-1，MW1-2
花崎 元彦 DP6-5
花島 亜弥 NP7-1*
花島 資 DO24-3
花城 和彦 DP54-3，REL4-1
花田 智 DP35-1*
花田 尚子 NP12-1*
花田 裕之 DP33-1
花田 匡利 DP36-4*，RW3-2*
花田 みずほ NO20-4
馬場 和美 NO13-1
馬場 磨陽 NP13-2*
馬場 晴久 DP119-1
馬場 洋 DP62-4
馬場 洋行 DP47-2*
馬場 裕一 DP67 座長
馬場 義行 DO11-3，DP21-6*
羽原 誠二 DSYc-1-3*
濱岡 早枝子 DO10-5，DP12-2，

DP12-5
濱川 俊朗 DP30-3，DP31-3*，

DP32-1，DP68-5，
DP83-3

濱口 純 DP65-6
濱口 満英 DO16-4
濱崎 順一郎 DP155-4
浜崎 俊明 DP142-1，DP153-5
濱崎 敬文 DO18-1
浜崎 幹久 DP76-5，DP80-2

浜重 直久 DP65-2
濱洲 穂積 DP146-5
濱田 愛 NO5-6
濱田 暁 DP16-4
濱田 篤郎 SY6 座長
濱田 郁子 NO9-6*
濱田 幸一 DP114-1
濱田 貴子 DP152-2
濱田 毅 CR1-2，DP17-7
濱田 奈保 DP16-4
濱田 宏輝 DP95-5*
濱田 雅美 MP5-2
濱田 ゆう子 MBS8*
浜田 隆太 DO30-7
濱中 訓生 DO10-4，DP12-3，

DP17-6，DP47-3*，
DP81-3

濱中 裕子 DO2-5，DO19-1，
DP55-4，DP111-2

濱野 宣行 DP56-1，DP148-6
浜野 由花子 DP43-3
濱邊 祐一 DO28-6，DO29-2
濱見 原 DP133-4，DP134-3
浜本 徹 DO28-7，DP55-5，

DP111-4，DP137-3
濱本 奈央 DO20-2，DO21-2，

DP113-4*，DP146-1
濱本 実也 NP1-2，NEX4-1*
濱谷 英幸 MSY-3
早川 桂 DO23-3，DP148-5
早川 聖子 DO11-1，DO18-6，

DP10-6，DP72-2，
DP113-3，DSYi-1-5

早川 尚宏 DP35-2
早川 峰司 DO18-5，DP12-1，

DP50-3
早坂 朋彦 DP82-2*，DP104-3
林 和子 DP82-3，DP92-5*
林 久美子 MO2-1，MW1-1*
林 慶州 DP142-4*
林 啓介 MW2-5*
林 健一郎 DP83-2*
林 賢二 DP10-2
林 大介 NP10-4
林 孝俊 DP65-4
林 拓也 DO18-4，DO21-4*，

DP29-4*，DP39-2*，
DP72-3，DP145-1，
DP146-3*，DPDi-2-5

林 智子 DP6-4
林 直子 DP121-1
林 直人 MP7-3，MP10-2
林 温子 DP85-3
林 裕樹 MP11-1
林 昌孝 DP34-1
林 勝知 DP147-4
林 真理 NO12-2*
林 美鈴 DP109-5
林 実 DP18-1*
林 美彌子 DP15-4
林 宗貴 DO7-6
林 明聡 DP98 座長
林 靖之 DO7-5，DP124-2，

DP124-3*，DP137-2
林 祐輝 NO2-4
林 悠介 DO6-3，DP92-3
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林 友香 NO4-2*
林 裕美 DSYi-3-2
林 洋輔 DO6-5*，DP10-1，

DP23-4
林 淑朗 DO2-2，DO10 座長，

DP47-4，DP131-4，
PC1-2*，SY6 座長，
SY6-1*

林田 和之 DO9-3，DSYa-3
林田 健太郎 DPDc-2*
林田 咲 DO24-1*
林田 敬 優秀論文賞 *
林田 真 DP30-5
林谷 学 NO15-2*
早瀬 直樹 DP86-1*
速水 元 MP9-2
速水 宏樹 DP34-3，DP142-3
原 あかね NEX5-1*
原 俊輔 DP17-1，DP17-4，

DP133-1，DP141-1，
DP147-5

原 真也 DP119-4
原 卓也 DP83-3*
原 哲也 DP43-1，DP51-4，

DP85-6
原 寿郎 DP30-5，DP119-1
原 直美 DP108-2，DPDi-3-3*
原 祐介 DP60-1
原 義明 DO9-3，DP73-1
原 嘉孝 DO1-4，DO18-6，

DP16-1，DP44-3*，
DP72-2，DSYi-1-5*，
DSYi-7-3*，NPD1-1

原 理恵 NP10-2
原 りさ DP60-1
原木 俊明 DP8-2
原口 剛 DP123-5，DP140-1
原口 昌宏 NO2-4
原口 義座 RT2-3*
原澤 朋史 DP7-3，DP69-4，

DP132-2*，DP148-7，
NO4-2

原田 愛子 NO4-5*
原田 亜希 NEX2-5
原田 郁 DP76-3
原田 大 DP9-2
原田 大希 DP7-1
原田 俊和 MSY-2*
原田 尚重 DP17-1，DP17-4，

DP133-1，DP141-1，
DP147-5

原田 真希 NP5-4
原田 正公 DO19-4，DP77-6，

DP94-2，DP119-2*，
DP148-3，MP1-4

原田 樹 DP74-1
原田 美樹 NEX4 座長，NO14

座長
原田 由美 MO1-4
原田 佳実 DP87-2
原田 龍一 DP93-1
原戸 美佐子 DP40-5
原野 由美 DP43-7*，DP156-1*
原山 信也 DP49-3*，DP66-3，

DP85-5，DP93-3，
DP94-3，DP130-5，

DSYc-4-4*
針井 則一 DP7-1
播磨 恵 DO20-4，DRTi-2-2
春木 伸太郎 DP126-4*，DP148-1
春田 良雄 MP6-4，MW3-2
春成 伸之 DP78-4，DP114-1，

DPDa-3
范 惟 DO8-3
半谷 康子 DP9-2，NEX6-1
坂西 佐久子 NEX3-1*，NO6-7，

NO13-2
番匠谷 友紀 DSYi-1-2*，DSYi-5-1
半田 麻有佳 MO2-2，MPD-2

ひ
日宇 宏之 DO11-2，DP94-4
日生下 由紀 DP112-1，DP143-3
日永田 里恵 NP7-2
檜垣 聡 DP11-6，DP124-5，

DP148-4，DSYi-4-3*，
DSYi-7-5，LS8-2*

檜垣 暢宏 DP136-1
東 龍哉 DP93-5
東 倫子 DO23-4，DP22-5*，

DP28-4，DP30-2，
DP32-4，DP39-3，
DP55-1，DP56-2*，
DP78-1，DP78-3，
DP86-3，DP91-1，
DP102-5，DP105-3，
DP132-3*，DP137-5，
DP139-6，DP150-4，
DP150-5，DPDi-1-2*

東口 知加 NP10-1*
東島 潮 DP43-1*，DP51-4，

DP85-6
東別府 直紀 DP42-6，DPDi-1-1*，

NO12-4，NO12-5
東村 悠子 DP32-2
引田 美恵子 NO18-2，NP14-3
樋口 圭子 NP11-3
樋口 慧 DP97-5，DP111-7
樋口 知之 MW3-2
樋口 義治 DO22-1，DP54-6，

LS5-2*
肥後 真介 NP10-4
久木 基至 DP127-1
飛田 文 DP87-2*
比田井 理恵 NO18 座長
日高 正剛 DP30-1，DP43-6，

DP44-2，DP56-3*，
DP126-3，DP135-2

日高 秀邦 DO8-4，DP57-4
秀 道広 DP120-6
日南川 喜恵 NEX5-3*
日南 友花 DP131-1，NP13-6
日根野谷 一 DP15-2*
日野 耕介 DO26-5
日野 博文 DO1-3*
日下 琢雅 DO23-4，DP30-2，

DP39-3，DP76-6，
DP86-3，DP91-1，
DP102-5，DP139-6*，
DP150-4，DP150-5，
DSYi-6-3*

日野原 宏 DP9-3，DP72-4，

DP91-3，DP99-1，
DP111-1，DP137-6

日比 菜々子 DP141-3
日尾野 誠 DP52-5
一二三 亨 DO23-3，MSY-3，

RT2 座長
比屋根 寛 MP11-3
兵頭 真 DSYc-1-4
辺 奈理 DP3-5，DP6-2，

DP128-1，RT1-4
平井 克樹 DSYp-1-5*，DSYp-2

座長，DSYp-2-1
平井 勝治 DP12 座長
平井 昂宏 DP105-5*，DP6-4
平井 美香 NP9-1*
平尾 収 DP15-5，MP12-1
平尾 朋仁 DP42-1
平岡 栄治 DSYc-4 座長
平川 昭彦 DP13-2，DP45-6，

DP53-3，DP110-2，
REL6 司会

平河 朝美 NO2-4
平川 雅章 DP1-6
平木 咲 DSYi-4-3
平木 咲子 DP11-6，DP124-5，

DP148-4*
平木 照之 DPDi-3-2*
開 正宏 MP6 座長
平崎 盟人 DP94-5，DP136-2
平澤 純 DO17-2*，RPD2-4，

RW3-3*
平澤 博之 DO6-6，ES4*，IL13

司会
平田 晶子 DP2-1
平田 晶子 DO30-2*，DP156-3
平田 旭 DO8-6*，DP10-3，

DP33-2，DP154-1，
NO5-5

平田 淳一 DP103-3
平田 法之 DP35-2
平田 学 DP20-5，DP30-4，

DP52-1，DP89-4
平田 悠一郎 DP119-1
平塚 明倫 MW3-1
平塚 孝宏 DP73-4
平手 博之 DO20-4，DP9-1，

DSYi-3-1
平手 裕市 MP3-1，MW1-2
平出 律子 DP115-4
平沼 進 DP1-2，DP96-2
平野 友紀 MP8-6
平野 了子 NO15-5
平畑 枝里子 DO12-5
平林 茉莉奈 DP74-3*
平部 久貴 NO20-2
平松 大典 DO4-2*，DO9-4，

DP1-3，DP107-3
平本 有美 DP27-1*
平山 篤志 DO22-1，DP54-6，

DSYc-4-1，RS2 座長
平山 敬浩 DP10-5，DP29-5，

DP92-1，DP109-4，
DRTi-2-1，MO2-1，
RT2-2

平山 隆浩 MO2-1*，MW1-1
平山 千佳 MP4-1*
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平山 統一 DP39-6，DP8-7，
RPD1-3

平山 治雄 DP52-5
平山 美和 DO1-3
平山 裕美 NEX6-1
平山 亮 DP40-4*
廣 高史 DO22-1，DP54-6
廣江 成欧 DO16-5，DP37-4，

DP111-3，DP128-2
廣岡 慶治 DP22-6
廣上 貢 DP34 座長，DSYc-1-

2*，LS16*
廣川 誠 NP5-4
広木 公一 DO21 座長
廣島 謙一 DSYc-1-4
廣瀬 郁恵 DP154-3
廣瀬 圭一 DP117-5*，DP139-3，

DP40-3
廣瀬 皓介 DP51-1
廣瀬 友美 NP2-1*
廣瀬 春香 DO2-3
廣田 和美 DO27-2，DP63-5*，

DP64-4，DP85-4
廣田 喜一 DP56-1
廣田 幸次郎 MP3-4
廣田 誠二 DP119-4
廣田 衛久 DO27-4*
廣橋 伸之 DO1-1，DO7-4，

DP11-5，DP120-6，
DP7-2，RPD1-4

ふ
深川 博志 DP140-3*
深沢 学 DP102-1
深瀬 明日香 NEX6-3
深谷 眞彦 DP65-2
深津 百合 NO18-1
深野 久美 NO14-2
深堀 晋 DP112-4
深町 和彦 MP11-5*
深町 大介 DO22-1，DP54-6
冨加見 昌隆 DP54-3*，REL4-1
深谷 兼次 DSYc-3-2
福井 淳一 DP148-6*
福井 次矢 DP47-2
福井 治子 NO13 座長
福井 秀公 DP21 座長，SY5-2
福井 英人 DP139-2，RT3-1
福井 道彦 DP76-5，DP80-2，

DO4 座長
福井 悠 NP11-1
福石 大 DP49-1
福岡 直 DP45-2
福岡 敏雄 DP59-6，DP71-6，

DP73-3，DP95-6，
DP134-1，NO10-
6，NO7-4，NO7-6，
NP12-1，RW3 座長

福岡 裕人 DP127-4，DP130-4
福崎 誠 DP51-3
福島 聡一郎 DP109-5
福島 東浩 DP60-3*
福島 臣啓 DO8-2，DP19-4
福島 英賢 DP43-4，DP110-3，

DP152-6，DP155-2
福島 紘子 DO30-2，DP156-3

福島 美奈子 DO11-1*，DO18-6，
DP10-6，DP72-2，
DP105-4，NPD1-1

福島 亮介 DP135-4
福田 哲也 DP56-5，DP82-7，

DP103-6
福田 靖 DP38-3
福田 充宏 DP41-3
福田 幾夫 DSYc-2-3*
福田 和彦 DP25-1，DP95-4，

DP140-3
福田 幸人 NEX2-3，NP9-5
福田 聡史 DO2-4，DP71-1，

DP137-4，RPD2-2
福田 龍将 DO6-4，DO15-1，

DO28-2*，DO29-1*， 
DP26-2，DP43-3，
DP79-4，DP98-5，
DSYc-4-3

福田 哲也 DP100-1
福田 直樹 DP6-5
福田 直子 DP104-6
福田 久子 NO8-1
福田 真樹子 RT3-3
福田 有希 DP121-2
福田 侑子 NO14-5*
福田 令雄 DP14-1，DP116-6
福地 綾乃 DO8-1
福永 崇 DP57-3
福永 寛恵 NO5-3
福本 剛之 DP102-6
福山 達也 DP27-3，DP49-1，

DP131-5
福山 哲広 DP28-3，DP31-1*
福家 顕宏 DO19-1，DO2-5，

DP55-4，DP111-2
福家 伸夫 DP149-3，MP1-2，

RS5 座長
福家 良太 DP135-3*
藤 重夫 LS3*
藤井 恵美 DO3-2，DP55-5，

DP57-6，DP84-1*，
DP111-4，DP135-5，

藤井 栄 NO14-2
藤井 園子 DP18-3
藤井 達也 DP68-1
藤井 知昭 DP153-4
藤井 智章 DP108-6*，DP136-3
藤井 尚子 DP112-1，DP143-3
藤井 裕人 DP63-4，DP155-6，

DP26-3*
藤井 洋泉 DP62-3
藤井 雅士 DO10-4，DO3-2*，

DP12-3，DP17-6，
DP47-3，DP66-4，
DP81-3*，DP155-5，
NO6-5

藤井 正実 MPD-1
藤井 真広 DP74-1
藤井 美幸 NP12-2*
藤井 豊 MO1-2，MP1-3*
藤井 由美恵 NO15-6*
藤井 玲子 NW コーディネー

ター
藤岡 智恵 DP80-1，LS7-2*，

NP11-3*

藤岡 直昭 NO4-3
藤掛 数馬 DP145-5，DRTi-2-2，

NEX5-5
藤川 葵 DP15-3*
藤川 優紀 NP8-1
藤川 由梨 NO7-5
伏木 亨 DO1-2
藤木 伸也 DP96-3
藤崎 修 DSYi-1-2，DSYi-5-1
藤崎 宣友 DP109-2*，DP117-4，

DP93-6
藤崎 浩行 DP123-5*
藤澤 未樹 NP3-4
藤澤 美智子 DO30-2，DP156-3
藤田 和也 DP78-5
藤田 晃輔 DP68-2*
藤田 耕平 MP2-5
藤田 智 DP27-5，DP37-1，

DP52-6，DP68 座長，
DP81-6，MO1-3

藤田 次郎 REL4-1
藤田 真也 DP128-4
藤田 知幸 NP13-5*
藤田 知之 NO4-5
藤田 直久 DP12-5
藤田 延江 NO10-2
藤田 裕美 NO15-1*
藤田 昌子 NP10-1
藤田 基生 DO28-5
藤田 基 DO10-1，DP115-6
藤田 泰宣 DP112-1*，DP143-3
藤田 恭久 SY5-5
冨士田 康宏 DP98-2
藤田 幸 DPDi-3-6
藤田 喜久 DP15-2
藤田 義人 DO20-4，DP9-1，

DP69-1，DP116 座長
藤田 理恵 DP3-3
藤谷 茂樹 DO23-2，DO23-3，

DO3-4，DO5-1，
DP44-4，DP110-1，
DP123-8，DP125-
2，DP125-5，DPDa-
4，DSYi-6-2，NO11-
4，NP11-1，NPD3-
3，NPD3-6，RT2-4，
SY4 座長，SY4-6

藤谷 太郎 DP87-2
藤塚 健次 DP7-3，DP69-4，

DP125-3，DP132-2，
DP140-4，DP148-7*

藤中 和三 DP26-1
藤永 潤 DP95-6*
藤永 純一 DP95-5
藤縄 学 DP130-1*
藤野 和典 DO28-7
藤野 智子 NEL2 司会，NO21-5
藤野 光洋 DO10-4，DP12-3，

DP17-6*，DP66-4，
DP81-3

藤野 裕士 優秀論文賞・奨励賞
座長，DO1 座長，

 DO4-2，DO9-4，
DO9-6，DO13-2，
DP1-3，DP4-1，
DP23-2，DP62-1，
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DP106-3，DP107-3，
LS12 座長，PC7-1*，
SY3-2*

藤林 哲男 DP45-4，DP88-2*，
DP134-5

藤原 さやか DP102-7
藤原 友紀子 NP6-3
藤見 聡 DP116-5
藤村 直幸 DP27-1
藤本 枝里 DP119-4*
藤本 一弘 DP48-4*
藤本 正司 DP39-5，DP42-5
藤本 大地 DP20-2
藤本 拓也 DP57-5*，DP76-3
藤本 智子 DP38-3*
藤本 肇 DSYc-1-1
藤本 雄飛 DP32-5
藤本 陽 DP3-1，DP127-2
藤本 佳久 DP20-5，DP52-1，

DP89-4
藤本 亘 DP65-4
藤吉 哲宏 DO18-3，DP37-3*，

DP73-5，DP89-5，
DPDi-3-1*，RPD1-1，
RT1-2

藤芳 直彦 DP105-2
藤原 久美子 NO21-6
藤原 周一 DP104-5
藤原 紳祐 DO23-3，DP125-2
藤原 大輔 DP77-4*
藤原 崇 DP43-3*
藤原 瑛世 DP16-4
藤原 俊文 DP64-2
藤原 直樹 DO21-5*，DO21-6*，

DP53-4，DSYp-1-3，
NO17-6，NO4-4

藤原 麻美子 NPD2-2*
藤原 満里子 NO1-2*
藤原 豊 DP114-1
藤原 祥裕 DP40-5
布施 明 DPDi-3-5，DSYp-1-2
布施 貴司 DP51-6
二神 幸次郎 DO14-2
二川 圭介 DP127-1
二木 貴弘 DP50-2，DP78-6，

DP146-5
二味 覚 DP125-4，DP63-6*
二村 英斗 DP147-4
札本 篤 DP68-7，RPD2-6*
渕上 貴正 DP74-1*
渕上 竜也 DO30-5，DP21-5，

DP109-5，MP4-1，
NO17-2

筆田 廣登 DP103-4
普天間 誠 NO8-3，NO11-2，

NP13-1
舟岡 宏幸 DP85-6
舩木 一美 DP126-5，DP141-5
船木 俊孝 DO7-6
舟久保 岳央 DP116-5
舟越 勇介 DP118-6
舟橋 あゆ美 NP8-2
船原 まどか DO24-1
船曳 知弘 EL3*，DO16-5
船山 大 DO13-3，DSYc-1-5
布野 潤一 MP12-3*，MW2-4

冬田 昌樹 DP117-6，DP122-6
降旗 ことみ NP12-5*
古市 結富子 DP144-4
古川 エミ MW2-2
古川 大祐 DP32-3*
古川 拓朗 DO17-2，RPD2-4
古川 壽亮 DO9-2
古川 智美 NO9-5*
古川 博一 MP4-5
古川 ひろみ DP114-6
古川 誠 DP116-1*，DSYi-1-1
古川 みさき NO8-6
古川 豊 DSYi-2-4
古澤 武彦 DP133-3
古沢 身佳子 NO11-5
古島 夏奈 DP143-5
古瀬 領人 DO12-4
古田 弘二 DP58-3*
古田 裕子 DP108-6
古根 慶子 DP3-3
古野 渉 DP30-5
古別府 裕明 DP146-5
古見 健一 DP155-6，DP26-3
古宮 伸洋 SY6-2*
古屋 智規 DO11-4*
古谷 良輔 DP6-1，DP91-4，

DP120 座長，DP133-
2，NO15-6

文野 友美 NEX5-3

へ
米花 伸彦 DP146-7
平敷 好史 DP58-5，NO11-2，

NO8-3，NP13-1
別宮 小由理 DP46-4，DP84-3，

DP154-5
別府 賢 DO29-3，DO10-4，

DP12-3，DP17-6，
DP47-3，DP66-4，
DP81-3，DP155-5

平安山 直美 DP5-3

ほ
帆足 考也 DPDp-2
放生 雅章 DP110-4，DP110-6
寶住 肇 DP46-3
外 須美夫 DP37-3，DPDi-3-1
星 邦彦 DP22-3，DP72 座

長，DP80-6，NP3-
1，NP3-2，NP5-1，
NP10-2

星 拓男 DP81 座長
星合 美奈子 DSYp-2-3
干川 祐樹 MP5-2
星野 あつみ DP104-1
星野 江里加 DP140-4
星野 久美子 NP3-2*
星野 虎生 DP35-5，DP83-1，

DP100-2*，DP102-3
星野 竜広 MO1-4
星野 哲也 DP57-1，DP132-4，

DP139-5
星野 春奈 MP6-2
星野 正巳 DP89 座長
星野 康弘 DO13-1
細井 拓海 MP6-5

細萱 順一 NO5 座長，NP14-4
細川 幸子 NP10-5
細川 雄亮 DP2-1，DP32-5
細田 彩花 NEX3-5
細田 瑳一 IML*
細田 勇人 DP65-2
細野 敦之 DP75-3，DP75-4
細見 早苗 DPDi-3-6*
細谷 裕一 MP2-2，MP12-7*
細谷 浩 DP41-1*
堀田 明希 NO15-3
堀田 有沙 DP91-2*
堀田 蘭 DP40-5
堀 隆樹 DP154-3
堀 智行 DO20-6
堀 直人 DP41-5*
堀 雅俊 DP43-4*，DP155-2
堀 泰雄 DP86-4，DP88-6，

DP157-1*
堀内 あゆみ DP71-3
堀内 大志郎 DP120-4
堀内 俊孝 DP102-7
堀川 彩夏 DP38-4*
堀口 敦史 MP6-4，MW3-2
堀越 佑一 DP37-1
堀米 慎吾 MP4 座長，MSY-5
堀田 昇吾 NO17-5
堀部 達也 DP71-1，LS19-2*，

RPD2-2*
堀部 昌靖 CR1-2*，DP17-7*
本郷 卓 DP97-3，DP144-4
本郷 裕美 NO4-1
本澤 大志 DP17-1，DP17-4*，

DP133-1，DP141-1，
DP147-5

本庄 郁子 DO4-2，DO9-6*，
DP1-3，DP62-1，
NO1-4

本田 泉 DP14-4
本田 怜史 DP100-1，DP124-1
本多 忠幸 DO6-3，DP92-3
本田 尚典 DP1-2，DP96-2
本多 英喜 DP63-4*
本田 英樹 DP93-1
本田 博之 DO6-3，DP92-3
本多 満 DP99-6*，DP134 座

長
本多 康人 DP119-4
本多 ゆみえ DP152-4*
本田 義昌 MP3-4
本間 加菜 NO18-2
本間 順 DSYp-1-3
本間 仁 DO10-6，DO21-3*，

DP1-4，DP28-3，
DP31-6，DP78-2，
DP145-3，DPDp-1

本間 真由美 NO15-4
本間 洋輔 DO23-3
本望 修 IL6*

ま
前川 享子 REL6*
前川 邦彦 DO18-5，DP50-3
前川 剛志 SY2 座長
前川 哲志 NO14-3
前川 利雄 DO26-4，RW1-1
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前川 奈々 DP11-4，DP46-3
前川 慶之 DP52-2*
前澤 翔太 DP8-6
前島 亨一郎 DP15-2
前島 拓 DP112-4
前田 明倫 DP86-1，DP129-3
前田 亜沙子 NO21-2
前田 敦雄 DP2-3
前田 英里 DP76-1
前田 紘一朗 DO22-3*，DP131-5
前田 紫帆里 NO18-5*
前田 淳子 DO2-2，DP47-4
前田 正一 SY1-3*
前田 省悟 CNP コメンテーター
前田 隆求 DO11-1，DO18-6，

DP105-4，DSYi-1-5
前田 琢磨 DP107-4
前田 武俊 DP1-2，DP96-2
前田 鉄之 DP45-5*，DP82-6，

DP100-6
前田 知美 NP14-5*
前田 智美 MDS1 座長，MO1-1*
前田 夏希 NO5-6
前田 倫厚 NO9-2
前田 秀博 DP8-1*，NPD2-4
前田 舞 DO11-1，DO18-6，

DP72-2，DSYi-7-3，
NPD1-1

前田 幸 NP12-2
前田 純依 DP129-1
前谷 和秀 DO5-3，DP56-4，

DP74-4，NP1-4，
NP7-2

前泊 秀斗 DP103-1，DP54-5，
NO21-3，SY4-9

前中 則武 MP4-2
前野 良人 DP123-2
前畠 慶人 DO4-2，DO9-6，

DP1-3，DP4-1*
前原 潤一 DP19-5，DP39-6，

DP57-3，NO14-3，
DP116-3

前原 信也 MO1-4
前原 喜彦 DO18-3，DP30-5，

DP37-3，DP73-5，
DP89-5，DP119-1，
RT1-2

前山 博輝 DSYi-1-2，DSYi-5-1
前山 佳子 NO12-5*
牧 誉将 DP57-3
牧 裕一 DP139-5，DP57-1，

DP60-5*
牧瀬 博 DO25-3，DP5-3
槇田 徹次 DP8 座長，DP58-3
巻野 将平 DP16-5*
牧野 剛典 DP56-3
槇野 裕也 MP7-1，MP10-5
牧ノ内 崇 MP7-1，MP9-4，

MP10-5
正岡 光智子 DP108-3
正木 明子 NEX5-3
益子 一樹 DP73-1，DSYa-3
増井 亜紗実 DP18-1，NP5-3
増田 和之 DP136-6
舛田 今日子 NP6-4*
増田 純一 DP97-1，DP101-2

増田 孝広 DP79-5，DP82-1
増田 崇光 DP20-6
増田 卓之 DP14-5，DP74-2*，

DP133-5
増田 智成 DO24-3
増田 衛 DP140-4
増田 真理 NEX2-1
増田 幸子 DO11-2，DP94-4
升田 好樹 CR8-1，CR8-2，

DO19-2*，DO23 座
長，DO27-5，DP72-
1，DP86-5，DP106-
4，DPDi-1-5，DSYi-7-
4*，ES1 解説，FC3*，
MP5-1

舛友 一洋 DP3-4
増野 智彦 DP106 座長，DP136-

5，DP140-6，DPDi-3-
5

益本 憲太郎 DP108-2*，DP157 座
長，DPDi-2-3，FC1*

増山 素道 DP71-1
又吉 重彰 DP131-5
又吉 愛美 NO3-2
真玉橋 由衣子 DP109-5
町田 香緒里 NO18-5
町田 圭介 DP67-1
町田 維明 NO10-4*
町田 紀昭 DO8-1
町田 浩志 DP7-3，DP69-4*，

DP125-3，DP132-2，
DP148-7，

町田 李菜 DP50-4*
町野 麻美 DP143-4*
松井 亨 DP132-5
松井 恒太郎 DP138-6
松井 淳琪 DP118-5
松井 寿美 DP118-5
松井 大作 DSYi-1-2，DSYi-5-1
松井 泰樹 DO17-3，DP33-4，

DP127-4*，DP130-4，
DP143-1

松井 孝拓 MW3-4
松井 俊憲 DP58-1
松井 俊尚 DP5-3
松井 智文 DP104-1
松井 彦郎 DO10-6，DO21-3，

DP1-4，DP28-3，
DP31-1，DP31-6，
DP78-2，DP145-3，
DPDp 座長，DPDp-
1*，DSYp-1 座長，
NO17-4

松井 陽子 NO20-2
松浦 有希子 MP1-1
松浦 誠史 DP42-6，NP7-3
松浦 優 DP21-4，DP44-1*
松枝 秀世 DP1-1*，DP118-1
松尾 佳那子 DP20-5，DP52-1，

DP89-4
松尾 耕一 DP123-5，DP140-1*
松尾 浩志 DP66-2
松尾 幸治 NO13-5，NO13-6
松尾 知洋 DO17-1，NPD2-1
松尾 昌 MP9-3*，NP8-5
松尾 瑞恵 DP100-5，DP104-4*

松岡 慶太 DP41-4，DP77-5
松岡 修平 DP157-4
松岡 哲也 DP51-6
松岡 宏晃 DP9-3*，DP72-4，

DP99-1，DP111-1，
DP137-6

松岡 博史 DP149-6
松岡 幹晃 DP73-5
松岡 豊 DP20-5*，DP52-1，

DP89-4
松川 舞 DP40-4
松木 恵里 NP11-5，NP11-6
松木 悠佳 DP77-1，DP154-7
松木 良介 DP8-3*，DP59-2
松窪 将平 DP12-6
松倉 早知子 NO9-1*
松阪 正訓 DP151-1
松崎 昇一 DO26-5，DP78-4，

DP101-5，DP114-1，
DPDa-3

松崎 孝 DP62-3
松崎 芳美 NO7-1*
松澤 真由子 NO17-3
松下 千紘 NPD3-4，SY4-4
松下 誠人 DP128-3
松嶋 麻子 DP116-5*
松島 暁 DP55-1，DP104-1，

DP139-6
松嶋 真哉 DP23-1
松島 知秀 DO16-4
松島 久雄 DP11-4
松島 裕美 NO1-4
松田 真太郎 MEL4 司会，MP5-2*
松田 幸広 NP3-2
松田 潔 DP129-2
松田 佳 NEX2-1
松田 健一 DP93-6，DP117-4
松田 兼一 DP7-1，DSYi-5 座長，

DSYi-5-5*，DSYp-2-
3，ES4座長，LS6座長，
MEL4*，PC-4 座長

松田 繁 DO6-2，DP9-6
松田 淳也 DP32-5
松田 俊明 DP109-1
松田 知之 DP18-6*，NO9-2
松田 直之 CR8-1，DO20-5，

DO23-4，DP22-5，
DP28-4，DP30-2，
DP32-4，DP39-3，
DP55-1，DP56-2，
DP60-2，DP76-6，
DP78-1，DP78-3，
DP79-1，DP86-3，
DP91-1，DP102-5，
DP104-1，DP105-3，
DP132-3，DP137-5，
DP139-6，DP150-4，
DP150-5，DPDi-1-2，
DSYi-1-6*，DSYi-4-
5*，DSYi-6-3，ES1 司
会，ES2-5*，LS14*，
SY5-1*

松田 憲昌 DP57-5，DP76-3，
DP100-3，NP4-3

松田 斉 NO6-5
松田 武賢 NEX3-1，NO6-7，
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NO13-2，NO14-1，
NO21-4，RPD1-2

松田 靖弘 DP108-1*
松田 優子 DP80-5*，DP109-3
松田 悠司 DP122-1*
松田 祐典 DP27-3
松田 莉瑛子 DP155-4
松平 宗典 DP58-3
松永 明 DO4-5*
松永 綾子 DP28-1
松永 渉 DP69-3*
松浪 薫 DP57-6
松浪 周平 DP46-6
松野 幸博 DP151-6
松葉 晃平 NO6-2
松原 祥平 DP1-2*，DP96-2
松原 全宏 DO18-1，DO28-2，

DO29-1，DP86-1，
DP129-3

松原 広己 DSYc-2 座長，DSYc-
2-5*

松原 康弘 DO14-3
松前 宏信 DP128-4
松丸 陽子 NO14-2
松宮 直樹 DP45-5，DP82-6，

DP100-6
松村 一弘 DO28-7，DP55-5，

DP111-4
松村 京子 DP90-5，NPD3-4，

SY4-4
松村 雅史 DP24-3
松村 由季佳 NO7-6*，NO7-4
松村 洋輔 DO24-4，DP5-1，

DP54-1，DP68-3，
DSYi-1-4*，DSYi-2-
4，DSYi-4-4，DSYi-7-
2，NO1-2

松村 陽亮 NO11-5
松村 怜生 DP155-6
松本 昭憲 DP24-4
松本 明憲 DP121-4
松本 厚子 NO4-1
松本 充弘 DP76-1*
松本 笑佳 NO17-6*
松本 英里 NO8-6
松本 学 DO22-6*，DP25-2*，

DP73-6，DP122-2，
DP135-1

松本 浩一 DP1-5*
松本 聡 DP57-5，DP76-3*，

DP100-3
松本 重清 DP16-3
松本 重清 DP44-2，DP135-2，

MP9-1
松本 慈寛 DO5-4，DO25-4，

DP9-5，SY4-5
松本 周平 DP43-1，DP51-4，

DP85-6
松本 順 DP63-4，DPDa-3
松本 松圭 DO16-5，DP37-4，

DP111-3，DP128-2，
DSYa-1*

松本 正太朗 DP113-2*，DSYa-5
松本 聡治朗 DP43-1，DP51-4*，

DP85-6
松本 隆 NO1-1*

松本 千佳 NP2-1
松本 千香江 NEX2-3，NP9-5
松本 知沙 DP101-1
松本 智子 DP16-4
松本 尚也 DP14-5，DP25-5，

DP74-2，DP133-5*，
DSYi-1-3

松本 徳彦 DO14-4，DP76-2，
MO1-5

松本 尚 DO9-3，DP73-1，
DRTi-2-4，DSYa-3

松本 紘典 DP92-4*，DP122-4
松本 泰幸 DP100-5*
松本 優 DP87-4，DP131-3
松本 美志也 DP57-5，DP76-3，

DP100-3
松本 睦子 DP143-5
松本 悠 DP1-3，DP23-2*，

DP62-1
松本 侑也 MP4-4，MP5-5
松本 幸枝 NEL1 司会
松本 幸夫 NP1-1
松本 幸久 DP25-4
松森 響子 DP101-5
松森 淳 DP131-2
松山 薫 DP84-6
松山 克彦 DO30-4，DP100-2，

DSYc-2-5
松山 法道 MPD-3
松山 広樹 DP20-5，DP30-4，

DP52-1，DP89-4
松吉 健夫 DP38-1，DP107-5，

DP150-3*
間藤 卓 DP1-1，DP46-1，

DP118-1*，DPDi-1-
6*

政所 祐太郎 DP50-2，DP78-6
間淵 圭 DSYc-2-2
眞渕 敏 DO8-5，DP59-1，

RW2 座長
眞々田 賢司 DO6-6
真山 剛 DO5-2，DP153-3*
眞弓 健吾 DSYi-7-1
真弓 俊彦 CR1-2，DP17-7，

DP135 座長
丸井 輝美 DP49-6，DP87-3，

DP97-5
丸岡 正則 MP11-2*
丸川 征四郎 DP116-4，NO2-2
丸島 愛樹 DP119-3
丸谷 幸子 NO3-1，NO12 座長
丸野 恵太 DSYc-2-6
丸橋 隆行 DP9-3
丸渕 貴仁 DP107-1
丸谷 聡子 NO20-6
丸山 一男 DP21-1，DP110 座長，

NP5-3
丸山 征郎 DO4-3
丸山 弘美 NO19-1
丸山 史 DP79-5，DP82-1*
満保 直美 DP109-2

み
三井 純雪 DO20-6
三井 誠司 DO6-1，DP144-1
三池 徹 DP38-2，RT2-1

見井田 和正 DO3-1，DO16-3，
DP59-5*，RT3-2

三浦 航 RT3-1
三浦 康一郎 DP126-4
三浦 慎也 DO20-2，DO21-2，

DP113-4，DP146-1*
三浦 大介 DP1-5
三浦 直也 DO16-1，DP73-2*，

DP120-1
三浦 昇 MP3-3*
三浦 規雅 NO2-4*
三浦 弘之 DP22-6
三浦 真樹 MP12-5
三浦 政直 DP121-3，DP141-3
三浦 瑞樹 DSYc-1-1
三枝 秀幸 DP22-4*
水枝谷 一仁 DP144-5*
三尾 直樹 DP36-4，RW3-2
實金 健 DO8-2，DP22-4
三上 哲 DP38-5*，DP99-2，

DP108-4，DP143-6，
NPD1-3

三上 淳子 NO15-2
三上 貴子 DP84-4
三鴨 肇 DP147-4
三鴨 廣繁 ES1 解説
三木 隆弘 MSY-5，MW2-2*
三木 初美 DP24-3
三木 靖雄 DP39-4，DP117-3*
三木 竜介 DP13-4，DP37-5，

DRTi-2-3*
三里 卓也 DP96-5
三澤 賢治 MP9-3，NP8-5
三澤 裕 SY2-4*
三島 健一 DO14-2
三島 健太郎 DP95-2
三嶋 卓也 DO17-2，RPD2-4
三代 英紀 DP90-2，MP3-3
水 大介 DSYi-5-3*
水落 美智雄 NO4-2
水落 雄一朗 RPD1-5
水柿 明日美 DP50-3*
水上 暁 NP9-4
水上 奈緒美 NP9-4
水上 祐貴子 NO10-3*
水口 市子 DP115-6
水口 壮一 DP30-5*，DP37-3，

DP119-1，RPD1-1
水越 加奈子 MP12-5
水島 靖明 DP51-6
水田 麻美 NO8-4*
水田 明日香 LS8-1*
水谷 健司 DP109-3，SY3-3
水谷 崇 DP128-1*
水谷 卓史 NP8-2
水谷 太郎 DO14-1，DP119-3，

NO21-4，PD1 座長
水谷 知泰 SY7-3
水谷 美保 NO6-3
水沼 真理子 DO10-2，DO14-4
水野 明宏 DP40-3，DP117-5，

DP139-3
水野 篤 CR5-4，DO30-6，

DP33-3，DP47-2，
DP101-3，DPDi-1-1，
DSYc-2-2，RT1-3*
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水野 圭一郎 DPDp-3
水野 慶子 DP149-5，DP151-3
水野 樹 DP64-7*
水野 秀一 DP76-3
水野 祥子 DP6-4，DP105-5
水野 隆芳 DP57-6*
水野 真依 DP27-2
水野 雅之 DP126-4，DP148-1
水野 優美 DP45-4，DP88-2，

DP134-5
水野 由佳子 DP42-4*
水野 洋佑 DP82-7，DP134-4*
水野谷 和之 DP53-2*，DP70-4
三住 拓誉 DP17-5，DP20-2，

DP77 座長，MP2-5
水本 領 DP43-4，DP155-2
水盛 邦彦 MW3-4
水山 勇人 DP7-4，DP51-1，

DP74-5，DP99-4*
水山 有紀 DP7-4*，DP51-1，

DP74-5，DP99-4
御園生 与志 DO12-5，DP135-6
溝端 康光 DO2-1，DO27-3，

DP5-2，DP17-3
溝渕 知司 CR1-5，DP16-5，

DP17-5，DP20-2
三田 亜希子 NO15-5
三田 篤義 DP62-2*
三田 範勝 DP95-1
三高 千惠子 CR4 座長，DP79-5，

DP82-1，DP140-1，
ES2 座長，RS6*，
SY3 座長

三谷 治夫 DP3-1，DP127-2
三谷 英範 DP38-5，DP99-2*，

DP143-6，NPD1-3
道越 淳一 DP16-3，MP9-1*
道又 元裕 NEX1-1
光井 聡 DP56-6*
三井 裕介 DP65-6
光島 モトエ NO7-4，NO7-6，

NO10-6，NP12-1
満園 智加 NP1-4*
光藤 和明 DSYc-1-3
三橋 武司 DO13-3，DSYc-1-5
三溝 慎次 DP51-2
三山 麻弓 NP1-4，NP7-2
水戸 のぞみ NO4-6*
湊口 信也 DO22-2
南 悦子 DP96-4，DP123-1，

DP129-1
南 絵里子 DP19-4，DP22-4
南 公人 DP89-1*，DP142-4
南 浩太郎 DP19-3，DP115-4
南 三郎 DO2-2*，DP47-4
南 盛一 DP112-4
南 雄一郎 DP126-4，DP148-1
南 ゆかり DP141-5*
三浪 陽介 DP17-1，DP17-4，

DP133-1，DP141-1，
DP147-5

南川 典子 NP8-6*
南嶋 しづか DP86-6
南野 初香 DP132-5
南野 真紀 NO10-3
南村 智史 DP132-4

源本 尚美 NO4-1
峰尾 恵梨 DO20-6，DP31-4*，

DP113-5*
峯木 隆志 DO22-1，DP54-6
峰原 宏昌 DP136-4
箕浦 拓 NP7-4，RW1-2*
三原 亨 DP19-3，DP115-4
三原 由裕 MP7-3*，MP10-2
美馬 裕之 DP63-1，DP67-6，

DP75-1，DP82-2，
DP103-2，DP104-3，
DP105-6，DP112-2，
DP117 座長，RPD2-
5

御室 総一郎 DP15-4，DP15-6，
DP86-2*

宮 顕 DP119-3
宮 卓也 DP132-5*，DP135-4
宮市 功典 DO2-5，DO19-1，

DP55-4，DP111-2
宮内 克己 DSYc-1-1，DSYc-1-6
宮内 清司 DO19-1*，DP94-1，

DP115-3，DSYp-2-2
宮内 崇 DO10-1，DP115-6
宮内 雅人 DP119 座長，DP136-

5*
宮内 善豊 DP63 座長
宮川 乃理子 DO28-5
宮城 恵子 MP7-3，MP10-2
宮城 翔太 NO18-3*
三宅 啓 DPDp-2
三宅 芙由 DP29-3*
三宅 康史 DP5-4，DP25 座

長，DP34-4，DP65-
6，DP74-6，DP85-2，
DP87-1，DP92-6，
DP98-1，DP107-2，
DP119-6，DP138-
3，DP141-2，SY4-8，
SY5-3

三宅 悠香 DP133-4，DP134-3
都 弓恵 NPD1-6*
宮越 亮子 NP13-3*
宮崎 敬太 DP43-4，DP155-2
宮崎 宏一 DP22-6
宮崎 俊一 CR5 座長，DP68-2，

RS9 座長
宮崎 俊一郎 NP4-3*
宮崎 大 DP7-3，DP44 座長，

DP67-2，DP69-4，
DP125-3*，DP132-2，
DP148-7

宮崎 岳之 DP26-3
宮崎 弘志 DP6-1，DP91-4，

DP133-2，NO15-6
宮崎 博之 NP6-2
宮崎 道輝 DO16-3*，DP59-5，

RT3-2
宮崎 勇輔 DP76-5*，DP80-2
宮崎 裕也 DO2-4*，DP20-1，

DP21-2，DP21-3，
DP109-6，DP137-4

宮崎 善史 DO22-6，DP25-2，
DP73-6，DP122-2，
DP135-1

宮崎 嘉也 DP19-2

宮澤 正明 MP1-2
宮澤 靖 DPDi-1-3
宮澤 雄也 DP154-3
宮下 佳子 DP88-4，DP88-5
宮下 徹也 DP80-5，DP109-3
宮下 照美 NO1-3*
宮下 徳久 DO21-1*
宮下 光令 NP10-2
宮下 亮一 DP49 座長，DPDi-2-

3，FC4*，SY5-2
宮島 功 DPDi-1-3*
宮島 栄治 DO2-3
宮庄 浩司 DP146-7*
宮田 和人 DP96-7*
宮田 茂樹 DP107-4
宮田 周作 DP96-6，DP120-3，

DP126-1
宮田 裕史 DO8-1*，DP58-5，

NP13-1
宮田 佳之 NO17-1
宮武 祐士 DP16-5
宮地 なつめ DSYi-2-4
宮地 秀樹 DP2-1，DP32-5，

DSYc-1-1，DSYc-1-6
宮地 洋介 DP41-4，DP77-5
宮津 大輔 DP1-6*
宮津 光範 DO20-4，DP149-1，

DRTi-2-2，DSYi-3-1，
DSYi-6-4，NO3-1

宮永 沙織 NO18-2
宮野 聡子 MP8-1
宮原 聡子 DP90-5，NPD3-4*，

SY4-4
宮平 宗勝 DP59-3，RPD2-1*
宮部 浩道 DP13-2，DP45-6，

DP53-3，DP110-2*
三山 浩 DP67-1，DP123-6
宮道 亮輔 DP38-5，DP99-2，

DP108-4，DP143-6*，
NPD1-3*，PD2-4

宮本 和幸 DP74-6，DP87-1，
DP107-2，DP119-6，
DP138-3，DP141-2*，
SY4-8

宮本 恭兵 DO15-6*
宮本 聡美 DSYa-5*
宮本 昇太郎 DP50-2*，DP78-6
宮本 大輔 DP12-1，DP50-3
宮本 大輔 DP132-5
宮本 大輔 MW2-6
宮本 拓 DP53-6
宮本 将 DP84-6
宮本 裕治 MO1-2
宮本 裕里 DP80-5
宮本 欣倫 DP35-2
宮脇 宏 DP18-2*，MP9-1
明星 康裕 DO30-1，DP37-6
明神 哲也 NO11 座長
三好 壮太郎 DP95-1
三好 寛二 DP8-2
三好 梨惠 NO13-1
三輪 立夫 DP141-3

む
向井 信貴 DP112-4*
麦生田 百代 DP93-2
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六車 崇 DO26-5，DO28-3，
DP63-4，DP78-4，
DP101-5，DP114-1*，
DPDa-3

牟田 隆則 DP51-2
武藤 渚 DP93-5
武藤 典子 DP115-5，DPDp-4
武藤 光範 DO17-3
武藤 雄一郎 DSYp-2-1
宗次 裕美 DO17-3，DP33-4，

DP127-4，DP130-4，
DP143-1

村井 映 DP153-1，MO1-5，
DO4-3，DO29-3，
RS3

村井 亮介 NO12-4
村石 真起夫 DP131-3
村尾 佳則 DO16-4*
村上 幸一 DP143-5
村上 幸司 MW2-5
村上 紗羅 DP22-2*
村上 隆啓 DP41-4，DP77-5*
村上 翼 DP119-4
村上 啓雄 DP41-3
村上 信哉 DP118-6
村上 弘則 DSYc-1-2
村上 路代 NEX6-2
村上 和歌子 DP49-6，DP87-3*
村川 雅洋 DP75-3，DP75-4，

DP124 座長
村社 瑞穂 DP68-5*
村崎 聖弥 NO13-3
村田 健介 DP9-6
村田 聡樹 MP3-3
村田 聖一郎 DP40 座長
村田 直隆 DP83-1
村田 洋章 NO6 座長，NO13-5，

NO13-6
村田 真紀 DP83-5
村田 光繁 DP96 座長，EL11*
村田 祐二 DP103-4
村田 裕 DP19-2*
村谷 俊幸 DP24-1*，DP57-2
村中 好美 NO5-5
村西 謙太郎 DP76-2，DP153-1，

MO1-5
村橋 一 DP26-4*，DP47-1，

DP136-3
村山 亜弥 NP12-4
村山 寿彦 DP102-4
室岡 由紀恵 DP76-4
室園 美智博 DP81-1，DP86-7
室野井 智博 DP34-2*
室橋 高男 MP5-1
室原 豊明 DSYc-3-2
文 一恵 DP30-6

め
米良 千春 DP107-6

も
毛利 智好 DP46-6
毛利 英之 DP20-3，DP69-3，

NO2-1
毛利 英之 DW1*
毛利 雅治 DP40-4

最上 翠 DP75-4
茂谷 悠太 MP8-1
望月 勝徳 DO30-3，DP116-3，

DP142-2*
望月 慶子 MO1-1
望月 聡之 DP6-1，DP91-4，

DP133-2*
望月 俊明 CR5-4，DP38-5，

DP99-2，DP108-4，
DP143-6，NPD1-3，
NPD3-3，PD2-4，
SY4-3*

望月 宏樹 DP106-4
茂藤 智美 NP6-3
本岡 眞琴 DP128-4
元野 憲作 DO21-2
本村 和也 NO3-5*
本村 友一 DP73-1，DSYa-3
本村 誠 DO13-4，DO21-1，

DP28-2
百村 伸一 DO13-3，DSYc-1-5，

DSYc-3 座長
森 絵里子 NO12-5
森 潔 DRTi-1-5*
森 啓介 DP129-4
森 浩一 DO14-3
森 浩介 DP63-4
森 聡史 MW2-6*
森 茂 DP147-4
森 秀治 DP55-2
森 隆比古 DP15-5，MP12-1
森 珠美 DP129-1
森 智治 DP82-5
盛 直博 DP97-5，DP111-7*
森 伸晃 DP150-6
森 久剛 DP142-6，DP147-2
森 英明 DP19-3，DP115-4*
森 寛暁 DSYc-3-2
森 敬善 DP2-3
森 康一郎 DP143-4
森 友紀子 DP45-2*
森 庸介 DO2-4，DP20-1，

DP21-2*，DP21-3*，
DP109-6，DP137-4

森 涼子 DP75-2
森尾 友宏 DP120-2
森岡 貴勢 DO27-3
森岡 真美 DP67-3*
森川 一恵 DO10-6*，DP1-4，

DP31-6，DP145-3，
DPDp-1

森川 健太郎 DP5-4，DP34-4，
DP65-6，DP92-6*，
SY5-3

森川 洋平 DP45-4，DP88-2，
DP134-5

森川 亘 DP23-3
森口 武史 DP7-1
森口 由紀子 NP14-5
森㟢 浩 CR6 座長，CR6-2，

DO12-5，DP86-6，
DP135-6，LS10 座長，
LS21 座長，NP10-3

森定 淳 DP29-5
森實 敏夫 CS 講師
森實 雅司 DP139-5，MBS4*，

MDS2-1*，MO2-2，
MO2-4*，MPD2-1*，
MSY-5

森澤 健一郎 DO23-3，DO5-1，
DP44-4，DP125-2

森沢 知之 DO8-5，DO17-1，
DP8-3，DP59-1*，
DP59-2，RW1-5，
RW2 座長

森澤 祐己子 NO5-1
森下 健太郎 DO22-2*，DP156-5
森下 淳 DP123-4*，DP138-2
森下 洋子 DP18-6
森島 恒雄 DSYi-2-1
森島 徹朗 DO20-4，DP9-1
森住 誠 DP34-5
森田 耕司 MP6-1
守田 誠司 DO16-1
森田 敏夫 DP152-3，MP5-3，

MP5-6
森田 正人 DP142-6，DP147-2
森田 恭成 DP6-3*，DP24-6
森田 泰正 DO6-5，DP10-1*，

DP23-4
森田 慶久 DP97-1，DP101-2
森野 禎浩 NP13-2
森松 博史 DO8-4，DO15-5，

DO18 座長，DO18-
2，DO20-1，DP55-2，
DP62-3，DP115-5，
DPDp-4，DSYi-2-2

森村 尚登 CR3 座長，DO26-
5，DO28-3，DO29-
2，DP63-4，DP78-4，
DP99-3，DP101-5*，
DP114-1，DP138-4，
DPDa 座長，DPDa-
3，RS8*

森本 一生 DP75-3
森本 伸一 DO10-2，DP153-1
森本 健 DO2-5，DO19-1，

DP55-4，DP111-2
森本 直樹 DP44-5，DP76 座長
森本 裕二 DP106-5，DP118 座

長
森本 陽介 DP36-4，RW3-2
森本 竜太 DSYc-3-2
守谷 俊 DO22-1，DP37 座

長，DP54-6，DP74-
3，DP77-2，DP99-5，
DP113-1，DP118-4*，
MW3-4

守谷 千明 NO9-5
森谷 学 DP3-1，DP127-2
森安 恵実 DO11-5，DP9-5，

NEX2-5，NPD3-5*，
RT3-2，RT3-4，

  SY4-5
森山 潔 DP10 座長
森山 直紀 DP92-4，DP122-4
森山 直樹 DP141-5
森脇 克行 DP48-3
森脇 秀明 DP128-4
森脇 龍太郎 DP82 座長，MP7-1，

MP9-4，MP10-5
茂呂 悦子 NO6-6，NO14-5，
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SY5 座長
諸江 雄太 DP14-1，DP116-6
師岡 誉也 DO2-5，DO19-1，

DP55-4，DP111-2*
萬木 真理子 DO15-4，DO27-1，

DP152-3
諸見里 勝 DP58-5，NO8-3*，

NO11-2，NP13-1
文字 香織 NP5-5

や
八井田 豊 DP143-5
矢数 芳英 DP108-2
矢加部 大輔 DSYc-1-2
八木 貴典 DO9-3，DP73-1，

DSYa-3
八木 雄史 DO10-1
八木 哲也 DP78-1，DP78-3
八木 正晴 DP139-2，RT3-1
屋宜 亮兵 DP139-2*，RT3-1
八木橋 智子 NO2-1，NP9 座長，

DP20-3
薬師寺 泰匡 DP55-6*，DP90-3，

DP108-1，DP148-2，
DP156-4，DPDa-5

矢口 有乃 DO29-2，DP94 座長，
DP123-3，DP127-5，
DP157-3

矢口 慎也 DP33-1*
八鍬 純 MP7-4
矢坂 泰介 NP10-3
八坂 有起 DO21-5，DO21-6，

DP53-4，NO4-4，
NO17-6

矢崎 義直 DP98-2，DP98-4
矢嶋 恵理 MP9-3，NP8-5*
矢島 千年 DO2-3
安岡 なつみ DP105-4，DSYi-7-3
安岡 やよい DP119-4
安田 聡 DP100-1，DP124-1，

DRTi-1-1，EL8 司会，
DRTi-1-4

安田 貢 DP138-5
安田 考志 DP84-4*，NO12-6
安田 智嗣 DP50-2，DP78-6，

DP146-5
安田 則久 DP30-1，DP43-6，

DP44-2，DP50-1，
DP56-3，DP126-3，
DP135-2*

安田 英人 DO2-2，DO23-3，
DO29-3*，DP12-6*，
DP17-1，DP17-4，
DP47-4，DP131-4，
DP133-1，DP141-1，
DP147-5，MEL3*

安田 昌和 DP68-2
安田 雅美 DP8-5
安田 光宏 DO18-3，DP37-3，

DP73-5*，DP89-5，
DP119-1，RPD1-1，
RT1-2

安田 善一 DP77-1，DP154-7
安田 吉孝 DP40-5
安田 立 DP56-5*，DP82-7，

DP134-4，DSYa-4

安富 き恵 DP61-1，DP149-2
安松 比呂志 DP73-1，DSYa-3*
安水 大介 DP40-3，DP117-5，

DP139-3
安村 大拙 DP58-5*
安村 公均 NO3-2
安村 良男 DP22-6，DP130 座長
安本 寛章 DO10-5，DP12-2，

DP12-5，DP144-1*
安元 浩 DP41-4，DP77-5
矢田 匡 DP40-3*，DP117-5，

DP139-3
矢谷 慎吾 MP12-6
矢田部 智昭 DP61-3
谷津 しのぶ NO15-4
谷津 祐市 DP94-5，DP136-2
八塚 秀彦 DP56-6
柳井 真知 DO5-1，DP44-4*，

DP125-2
柳瀬 洋一 MP2-1*
柳川 洋一 DP95-2*
柳 明男 DO18-6，DP72-2*，

DP105-4，DP113-3
柳澤 晃広 DP9-3，DP72-4，

DP99-1，DP111-1，
DP137-6

柳澤 智義 SY7-3
柳沢 政彦 DP7-1*
柳沢 八重子 DP143-6，NP14-2*，

NPD1-3
柳田 国夫 DP81-1，DP86-7，

DP154 座長
柳田 素子 DRTi-1-5
柳田 多美子 NP13-3
柳田 雄一郎 DO18-5，DP12-1，

DP50-3
柳原 栄子 NPD2-2
柳原 永子 DP71-4，NEX5-3
柳元 孝介 DP50-2，DP78-6，

DP146-5
柳瀬 豪 DO5-3，DP56-4*，

DP74-4
簗瀬 正伸 DP5 座長
柳本 惣市 DO24-1
矢野 喜一 DP82-4
矢野 諭美 NP5-5
矢野 武志 DP149-6*
矢野 徹宏 DO29-5，DP25-3，

DP43-2*，DP64-5，
DP69-6

矢野 雅起 DP87-2
矢野 雄大 DP36-4，RW3-2
矢野 倫太郎 DP43-1，DP51-4，

DP85-6
矢作 直樹 DO7-1，DO12-2，

DO13-1，DO15-3，
DO18-1，DO28-2，
DO29-1，DP79-4，
DP86-1，DP111-6，
DP129-3，DP144-5，
DSYi-7-1，NO12-3

八幡 兼成 DP83-5
八幡 真由子 DP38-2，RT2-1
薮内 晃子 ES1 解説
薮田 浩一 DP79-3
矢部 光一郎 DP104-5

山内 千奈 DP60-1
山内 康太 DP35-4*
山内 昌喜 DP24-5
山内 典子 NEL1*
山内 治雄 DO13-1
山内 文武 DP126-2
山内 正憲 DP22-3，DP80-6，

DP103-4
山内 ゆり NP3-4*，NP10-4
山浦 健 DP116-7
山浦 誠 DP96-6，DP120-3，

DP126-1*
山岡 綾子 RW2-2*
山岡 正和 DO18-2*，DP143-5
山岡 正慶 DP146-6*
山香 修 MDS3-3*，MO2-4，

MP5-3*，MP5-6
山賀 聡之 DO7-4，DP7-2，

DP54-4，DP120-6*
山蔭 道明 DO27-5，MP5-1
山形 泰士 CNP コメンテーター
山形 友里 NO20-4*
山上 文 DO30-6
山川 耕司 DP133-3
山川 誠 DP87-5
山木 壮 DP56-1
山木 良一 DP123-4，DP138-2*
山岸 一也 DP45-2
山際 武志 DO16-1
山口 充 DP1-1，DP46-1，

DP118-1，DPDi-1-6
山口 綾子 DP102-7
山口 綾乃 DP31-4
山口 修 DO24 座長，DP109-

3，SY3-3*
山口 和将 DP38-1，DP107-5，

DP150-3
山口 桂司 DP50-2，DP146-5
山口 哲 DP26-6
山口 淳一 DP126-4，DP148-1
山口 俊一郎 DP155-4
山口 順子 DP99-5
山口 征吾 DO6-3，DP92-3
山口 聖次郎 DP96-7
山口 大介 DP140-6，SY7-2*
山口 大介 NO14-3
山口 典子 DO24-1，NO16 座長
山口 春菜 DP68-7*，RPD2-6
山口 弘子 SY4 座長
山口 真依 MP5-1
山口 昌紘 DPDi-3-5
山口 優 NO21-6*
山口 裕一 DP121-3*
山口 由美 DO17-4，DO28-4，

DP31-2*，DP77-3，
DP83-4，DP114-5，
DP117-1，DP120-5，
DP137-1

山口 庸子 NO13-6，NO19-1
山口 嘉一 DP80-5，DP109-3*
山國 遼 DP25-3*
山崎 茜 DP118-3
山崎 和雅 DP141-5
山崎 慎太郎 MO1-5*
山崎 浩史 DP119-4
山崎 正雄 DSYc-1-1，DSYc-1-6
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山崎 正記 DP20-5，DP30-4，
DP52-1，DP89-4

山崎 優 DP24-3
山崎 裕一朗 DP119-3*
山﨑 明 DP130-1
山崎 敦子 NO18-2，NP14-3
山崎 貴 MP7-4
山崎 一幸 DP85-1，DP112-5，

DP112-6，DP142-1*，
DP153-5

山崎 和夫 DP7-6，DP8-4，
DP63-1，DP67-6，
DP75-1，DP82-2，
DP103-2，DP104-3，
DP105-6，DP108 座
長，DP112-2

山崎 早苗 NO9-6
山崎 潤二 DP98-3
山崎 大 MP4-5
山崎 治幸 DP88-4*，DP88-5
山崎 学 DP38-5
山崎 光章 DP70-5
山崎 元靖 DO16-5，DP111-3
山崎 裕一郎 DO14-1
山崎 洋平 DO7-6
山地 芳弘 DP151-4*，DSYi-2-4
山下 朗 DO30-1，DP37-6
山下 理比路 DP20-5，DP52-1*，

DP89-4
山下 和範 DP42-1
山下 健次 DP15-5*，MP12-1
山下 健太郎 DP65-4
山下 幸一 DP61-3
山下 康次 DP58-1*，RPD2 座長
山下 茂樹 DO26-1，DP72-6
山下 淳 DO13-5，DP35-5，

DP83-1，DP97 座長，
DP100-2，DP102-3，
DSYc-1-1，DSYc-1-6*

山下 淳二 DP50-4
山下 進 DO23-3，DP53-6*
山下 創一郎 DO14-1*
山下 貴宏 DP146-7
山下 千里 NP6-1*
山下 千鶴 DO1-4，DP44-3，

DP105-4，DP113-3，
DP136 座長，DSYi-
1-5，DSYi-7-3，MP11-
6，NPD1-1*

山下 毅 MP12-2，MPD-6
山下 俊英 DPDi-3-6
山下 友子 DP51-2
山下 智範 DO4-2，DO9-4*，

DP1-3，DP62-1
山下 智幸 DP5-4，DP34-4，

DP65-6，DP87-1，
DP92-6，DP107-2，
DP119-6，DP138-3，
DP141-2，SY4-8*，
SY5-3

山下 直美 NP6-4
山下 典雄 DO15-4，DP152-3，

MP5-3，MP5-6
山下 真史 DP13-1，DP119-5，

DPDi-2-4
山下 まり DP116-7

山下 亮 NP9-6*
山科 章 DO12-3，DO13-5，

DO17-5，DO30-
4，DP2-4，DP2-5，
DP35-5，DP83-1，
DP98-2，DP98-4，
DP98-7，DP100-2，
DP101-1，DP102-3，
DRTi-1-2，DSYc-1-6，
IML 司会，PA*

山科 周介 DP65-2
山城 知明 MP6-3*
山城 範洋 RPD2-1
山城 匡史 NP12-4*
山城 亮子 NO17-6
山勢 博彰 NO13-5，NO13-6
山添 真志 DSYa-2
山添 正博 CR5-4，DO30-6，

DP33-3，DP38-5，
DP101-3*

山田 綾乃 NO18-3
山田 育美 NO20-4
山田 勇 DP93-6
山田 香里 DO21-4，DP29-4，

DP39-2，DP72-3*，
DP146-3，DPDi-2-5

山田 加奈子 NO2-3
山田 かの子 NEX2-4*
山田 浩二 NPD2-6，RPD1-3
山田 光樹 MW2-4
山田 幸恵 MP11-6
山田 治広 DP14-3
山田 周 DO19-4，DP77-6*，

DP94-2，DP119-2，
DP148-3，MP1-4

山田 祥子 DP46-4，DP84-3，
DP154-5*

山田 晋也 DP3-2
山田 純生 DP36-2，DP71-3，

EL10*，LS26*
山田 太平 DP11-3*，DP51-5，

DP117-4
山田 高成 DP86-6
山田 武宏 DP12-1
山田 雄大 DP96-6*，DP120-3
山田 親代 NP14-5
山田 哲久 DP118-6*
山田 友子 DP1-5，LS7-1*
山田 知見 DP92-5
山田 知美 NP5-3
山田 成美 DO11-2*，DP94-4
山田 法顕 DO22-2，DO29-3，

DP41-3，DP103-6
山田 均 DP45-5，DP82-6*，

DP100-6
山田 宏 DP152-2*
山田 広之 DO30-2，DP110-5，

DP156-3
山田 将志 MP7-3，MP10-2
山田 茉美 DP51-6
山田 眞由美 MEL2 司会，MP1 座

長
山田 実貴人 DP126-1
山田 元大 DP55-6，DP90-3，

DP108-1，DP148-2，
DP156-4，DPDa-5

山田 裕彦 DP74-2，DP133-5
山田 裕樹 DP85-1，DP112-5，

DP112-6，DP142-1
山田 芳嗣 DP144-5
山田 利恵 NP5-5
山田 梨香子 SY5-2
山田 和香奈 NEX6-1*
山名 孝治 DP154-6
山中 絵里子 NO15-4*
山中 一朗 DP40-3，DP117-5，

DP139-3*
山中 大樹 DP61-3
山中 浩史 DP84-5*
山中 真知子 NEX6 座長
山中 光昭 MW2-2
山梨 哲弥 NO18-5
山根 崇史 NO7-1，NO12-4
山根 堂代 NP4-1
山根 毅郎 DP18-6，NO9-2
山根 哲信 DO28-7，DP55-5*，

DP57-6，DP84-1，
DP111-4，DP135-5，
DP137-3

山根 真央 DP153-4
山野 修平 DP42-1
山之井 智子 DP93-5
山内 聡 DO28-5
山内 英雄 DP10-5，DRTi-2-1
山内 雅人 MP7-1，MP9-4，

MP10-5
山野辺 みち子 NEX2-5
山部 美沙子 NO20-2
山村 仁 DO2-1，DO27-3，

DP5-2，NO6-3
山室 早紀 NO7-1
山本 章貴 DP18-1
山本 篤史 DP116-5
山本 亜矢 DP157-4*
山本 一郎 NP7-3
山本 一博 DP126-5，DSYc-3 座

長
山本 加奈子 NEX5-2*，NO9-3*，

NO9-4*
山本 久美子 DP48-1，DP64-6
山本 慧 DO30-5*
山本 圭吾 MP6-5
山本 修司 DP106-4
山本 俊介 DP43-6，DP44-2，

DP78-5*
山本 章太 DP110-4，DP110-6*
山本 真吾 DSYc-1-5*
山本 泰史 DP12-6
山本 大輔 DP74-6，DP87-1，

DP107-2，DP119-6，
DP138-3*，DP141-2，
SY4-8

山本 剛史 DO17-4，DO28-4，
DP31-2，DP67-4，
DP77-3，DP83-4，
DP117-1，DP120-5*，
DP137-1，DSYc-4-2，
PC8-2*

山本 尚範 DO23-4*，DP22-5，
DP30-2，DP56-2，
DP86-3，DP91-1，
DP102-5，DP132-3，



－ 206 －

索

引

索

引

DP139-6，DP150-4，
DP150-5

山本 敬洋 DP18-4，DP38-6，
DP63-2，DP134-2

山本 高代 NO3-6
山本 拓巳 DP41-3，DP64-3，

DP89-1，DP116-2，
DP142-4

山本 剛 CR6-2，DP2-1，
DP32-5，DP129 座長，
DSYc-2-2

山本 朋納 DO2-1*，DO27-3，
DP5-2

山本 直美 NO16-3
山本 信章 MDS4-4*，MP2-2，

MP12-7
山本 陽菜 DSYi-6-6
山本 泰史 DP76-1
山本 浩継 DP135-4
山本 啓雅 DO2-1，DO27-3，

DP5-2，DP17-3
山本 裕之 DP65-4
山本 真 MP9-1
山本 雅代 NO16-4
山本 美也子 CNP コメンテーター
山本 幸 DO6-4*，DO15-1，

DP26-2，DP111-6，
DSYc-4-3

山本 幸 DP79-4*
山本 素希 MP6-2
山本 有紀 NO6-3
山本 裕子 MBS3*
山本 雄大 DP79-5
山本 豊 DP125-4*
山本 貴子 NO12-1*
山本 良平 DO2-2，DP47-4
山本 航 DP6-2*
山森 祐治 DO14-3，SY4-1*
山谷 立大 DO24-3，DP136-4*
屋良 美紀 DP117-2

ゆ
由井 菜津美 NP14-3
行岡 哲男 DSYa-6
行岡 秀和 REL2-1*，RS11 座長
行光 昌宏 MDS1-2*
湯口 聡 DO17-1，DP36-3，

NPD2-1
湯澤 由紀夫 MP11-6
柚木 知之 DP12-4*
油布 克巳 DP78-5
由布 邦夫 DP3-4
弓野 大 DSYc-3-4*
湯本 哲也 DO16-2，DP10-5，

DP29-5，DP92-1，
DP109-4*，DRTi-2-
1*，MO2-1，RT2-2

由良 正幸 MP6-1

よ
与都 英美 NP14-6
葉 秀寿 MP5-2
横井 健太郎 DP146-6
横井 秀基 DRTi-1-5
横井 英人 DP6-1，DP91-4，

DP133-2

横井 佑樹 DP131-3
横尾 あずさ DP30-1，DP50-1，

DP135-2
横川 真理 DO10-6，DO21-3，

DP1-4，DP28-3，
DP31-6，DP78-2，
DP145-3，DPDp-1

横島 啓幸 DP24-4，DP121-4
横田 喜美夫 DO26-1，DP72-6
横田 駿 DP65-4
横田 泰佑 DP34-3
横田 大将 MP8-4
横田 裕行 DO1-2，DO22-6，

DO9-3，DP25-2，
DP73-1，DP136-5，
DP140-6，DPDi-3-5，
DSYa-3，DSYp-1-2，
PD1-1

横田 美幸 DP125-4
横田 友希 DO3-1
横田 幸成 MPD-5
横地 律子 DO2-2，DP47-4
横手 淳 DP28-5，DP40-1，

DP88-1
横堀 將司 DSYp-1-2，DPDi-3-5*
横室 浩樹 DP99-6
横山 和人 DP18-1
横山 真也 DO12-4
横山 健 DO25-2，DP53-2，

DP68-4，DP70-4，
DP129-5，MP4-5

横山 達也 DP11-4
横山 太郎 DO28-6
横山 俊樹 DP109-1*，MP6-4
横山 朋大 MP2-5
横山 仁志 DP23-1，DP58-2*，

NEX4-4*，RPD2 座
長

横山 広行 DRTi-1-1
横山 誠 NO17-1
横山 正尚 DO25 座長，DP61-3
横山 幸房 DP28-5，DP40-1，

DP88-1
吉岡 淳 MP9-5，MPD-4*
吉岡 大輔 NO3-5
吉岡 宏恵 DP88-4
吉岡 祐希 DP40-4
吉川 和秀 DP20-6
吉河 久美子 DP76-1
吉川 健治 DP117-6*，DP122-6
吉川 健太郎 DP33-3*
吉川 俊輔 DP17-2，DP50-5，

DP120-2
吉川 大輔 DP72-4，DP111-1
吉川 大太郎 DP112-4
吉川 範子 DP91-2
吉川 雅智 DSYc-1-6
吉里 孝子 PD1-4
吉眞 孝 DP2-1*，DP32-5
吉澤 佐也 DRTi-2-2，NEX5-5
吉田 和寛 NEX1-3，NO18-4*
吉田 研一 DO7-2，DP10-3，

DP33-2，DP140-5，
DP154-1，NO5-5

吉田 浩輔 DO10-4*，DP12-3，
DP17-6，DP47-3，

DP66-4，DP81-3，
DP155-5

吉田 淳子 DP62-1
吉田 省造 DO22-2，DP10-2，

DP41-3，DP56-5，
DP82-7，DP103-6，
DP134-4，DP151-6，
DP156-5，DSYa-4

吉田 真一郎 DO27-5*
吉田 太治 DO17-4*，DP31-2，

DP67-4，DP77-3，
DP117-1，DP120-5，
DSYc-4-2，DO28-4

吉田 隆浩 DP10-2，DP56-5，
DP103-6

吉田 拓司 DSYi-2-1
吉田 拓也 DP60-2，DP76-6，

DP79-1，DP86-3*，
DP150-4*，DP150-5*

吉田 健史 DO9-4，DP62-1，
DSYi-4-6*，PC3-1*

吉田 剛 MP10-1
吉田 哲也 DP24-1，DP57-2*
吉田 知由 DP153-4
吉田 英樹 DO5-1，DP125-2，

DP125-5*
吉田 仁 DP33-1
吉田 昌弘 DP74-1
吉田 昌義 DP130-2*
吉田 恵 DP81-4
吉富 惠美 DP64-2
吉永 彩子 NP5-5
吉永 修平 MP3-2*
吉永 雄一 DO7-5，DP124-2*，

DP124-3，DP137-2
吉成 奈央子 NO13-4
吉野 和久 DO5-4，DO25-4，

DP9-5，DP81-5，
SY4-5

吉野 華菜 DP97-1*，DP101-2
吉野 淳 DP27-1
吉野 大智 NO17-1
吉野 秀朗 DSYc-1 座長，LS5 座

長
吉原 克則 DP99-6
吉原 史樹 DRTi-1 座長，DRTi-

1-1，DRTi-1-4*
嘉松 翔 MP5-6
吉松 裕子 NP4-3
吉見 誠一 DP16-2
吉村 香映 DO17-1，NPD2-1
吉村 季恵 DP86-4*，DP88-6，

DP157-1
吉村 旬平 DP116-5
吉村 真一朗 DP83-6，DP145-5，

DPDi-1-1
吉村 有三 DP155-1
吉本 昭 DP39-5，DP42-5
吉本 広平 DP7-4，DP51-1*，

DP74-5，DP99-4
吉本 信也 DP98-1
吉山 直政 DO27-1，DP152-3
與那覇 哲 DP149-6
米倉 寛 DP52-3，DP69-2，

DP145-5
米澤 広美 DO2-3
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米澤 みほこ DP26-1*，DP41-6
米澤 裕子 NO19-1
米廣 由紀 NEX5-1，NPD1-5*
米丸 裕樹 DP149-2
米満 尚史 DP93-2
米本 直裕 DO28-3，DO29-2
米盛 輝武 DP139-2，RT3-1
米山 久詞 DP68-6
萬家 俊博 DO4-1，DP18-3

ら
羅 秀玉 DP157-4

り
李 光浩 MP7-1，MP9-4，

MP10-5
李 守永 DP89-5，DP119-1，

RT1-2
力本 優紀 NP12-1
劉 啓文 DP67-2*
林下 浩士 DO2-5，DO19-1，

DO28 座長，DP55-
4*，DP90-5，DP111-2

ろ
六角 由紀 DP38-4

わ
若狭 太一 NO10-4
若杉 雅浩 DP138-6
若竹 春明 RT2-4*
若月 信 DP15-1
若槻 信 DP103-5
吾妻 俊弘 DP22-3，DP80-6，

NP10-2
若林 健二 DSYi-4-1*
若林 公平 DP2-3
若林 潤二 DP20-2*
若林 世恵 NEX5-4*，NEX6 座

長
若林 奈美 NO19-3
若林 侑起 NO5-6*
若松 弘也 DP57-5，DP76-3，

DP100-3，NO13-5，
NO13-6

若松 正樹 DP143-4
若宮 里恵 DO12-5
脇本 藍 NO10-6
脇本 泉 NO21-6
和氣 晃司 DP11-4
和氣 秀徳 DP55-2
和田 翔 DP43-5，DP94-1，

DP115-3，DP154-2，
DSYp-2-2*

和田 伸介 DP46-2
和田 剛志 DO18-5*，DP12-1，

DP50-3
和田 亨 DP76-5，DP80-2
和田 英大 MP8-6
和田 浩 DO13-3，DSYc-1-5
和田 政彦 DP34-2
和田 美咲 RPD1-4
和田 泰格 DP114-6
渡辺 彰 ES1 特別講演 *
渡邊 篤 DP116-5
渡邊 亜矢子 DP9-6
渡辺 郁子 NPD2 座長
渡邉 伊知郎 DSYi-2-1，DSYp-1-3*
渡邉 栄三 DO24-4，DP5-1，

DP54-1，DP68-3，
DSYi-1-4，DSYi-2-4，
DSYi-4-4，DSYi-7-2，
ES2-4*

渡邊 一也 DP42-6，NP7-3*
渡邉 圭介 DP4-5，DP98-7
渡邊 剛 DP96-7
渡部 晃士 MP2-2，MP12-7
渡部 悟 MP4-5

渡邊 志乃 NO18-2*
渡辺 伸一 DP24-6*
渡邉 伸二 NO8-4
渡邉 誠之 DP82-1
渡辺 隆明 DP38-1，DP107-5，

DP150-3
渡辺 太郎 DP143-2*
渡辺 俊明 DP40-4
渡辺 直樹 DSYc-3-2
渡辺 則和 DO17-3*，DP33-4，

DP98-1，DP127-4，
DP130-4，DP143-1

渡邊 仁史 NO5-6
渡部 広明 DP51-6
渡邉 宏樹 DP76-5，DP80-2*
渡辺 弘之 DPDc-1*
渡邉 文雄 DP141-3
渡邉 文子 DO17-2，RPD2-4
渡邊 昌子 NO15-2
渡邉 雅貴 DO12-3*，DO13-5，

DP66 座長，DP83-
1，DP98-2，DP102-3，
DRTi-1-2，EL4 司会，
FC2*，PC-1 座長

渡辺 雅之 DP57-1*，DP132-4，
DP139-5

渡辺 真由美 NP1-3*
渡邊 恭通 MDS2-2*
渡部 雄介 MP2-2，MP12-7
渡辺 裕輔 MP5-2
渡邉 裕美子 NO4-5
渡辺 洋子 DP27-2
渡邉 陽介 DP23-1，DP58-2
渡辺 律雄 DP96-3*
綿引 奈苗 DP27-2*
渡部 亮 DP153-4
渡部 直史 DPDi-3-6
和智 万由子 DO30-2，DP156-3



－ 208 －

索

引

日本集中治療医学会雑誌
Vol. 22  Supplement

2015 年 1 月 15 日 発行

一部金 3,240 円 送料 510 円

編集人

発行者

製 作

日本集中治療医学会 
機関誌編集・用語委員会委員長 小竹 良文

一般社団法人 日本集中治療医学会
〔〒 113-0033〕 東京都文京区本郷 3-32-6 ハイヴ本郷 3 階
TEL．03-3815-0589 FAX．03-3815-0585
E-mail：jimu@jsicm.org
Web site：http://www.jsicm.org/

株式会社学研メディカル秀潤社
〔〒 141-8414〕 東京都品川区西五反田 2-11-8

TEL．03-6431-1200（代表）
FAX．03-6431-1214
E-mail：jjsicm@shujunsha.co.jp

本書の著作権は一切学会が所有しています．したがって，当学会
の許諾を得ないで本書を転載刊行することを禁じます．

落丁，乱丁などがありましたらいつでもお取り替えいたします．

第 42 回日本集中治療医学会学術集会会長 山科 章


	00表紙.pdf
	01会員受付票.pdf
	02前付.pdf
	03タイムテーブル.pdf
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