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[蒙忌】 (次の患者には投与しないこと)
(1):本剤の成分によるショックの既往歴のあ
る患者
(2 ) パルプ口酸ナトリウム投与中の患者 [f相
互作用」の項参照]

[l原則祭忌】 (次の患者には投与しないことを
原則とするが、特に必要とする場合には慎重
に投与すること )
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のあ
る患者

l効能・効果]
ブドウ疎菌属 、 レンサ疎菌属 、腸琢菌属、ベプトストレプ卜コ ・ノ
カス属、ブランハメラ ・カヲラーリ ス .大腸菌、シトロパ ?9ー
属、ヴレヲシェラ属、工ンテロパク 9ー属、 セラチア属、プロテ
ウス属、モルガネラ属.プロピデンシア属、シュードモナス属、
インフルエンザ菌、パヲテロイデス属のうち本剤感性菌による
下記感染症
0敗血症 、感染性心内膜炎O丹毒 、鎌巣炎 、 リンパ管 (節 ) 炎
0[[門周囲膿傷、外傷・鱗傷・手術創などの表在性二次感染、
骨髄炎、関節炎O咽曝頑炎(咽喉頭の血蕩)、急性気管支炎、肩
桃炎 (薦桃周囲炎、肩桃周囲膿傷)、慢性気管支炎、気管支舷張
症(感染時)，1針生呼吸器疾患の二次感染、肺炎、腕化腺症、!I胸
O腎孟腎炎、勝脱炎、前立腺炎、副豊丸炎O胆E耳炎 、胆管炎、肝
膿梅0腹膜炎 、骨鍍腹膜炎、 ずグラス寓膿窃O子宮付属器炎、
子宮内感染、子宮穿結合繊炎、バルトリン腺炎O髄膜炎O眼寓
感染、全眼球炎(含 、限内炎)0中耳炎、副島腔炎、化膿性唾液腺
炎O顎炎 、顎骨周辺の鈴巣炎

l用法・周量]
成人には通常 、パニベネムとして 1 日 19 (力価) を 2固に分割し 、
30分以上かけて点滴静注する。
なお ‘ 年齢 ・症状に応じて適宜増減するが、 重症または雛治性
感染症には J 日 2g (力価) まで地量し2固に分割し投与するこ
とができる。 ただし、成人に 1 回 19 (力価)彼与する渇合は60分
以上かけて投与すること。
小児には通常、パニベネムとして 1 日 30-60mg (力価)/kg を3回

に分割し、30分以上力、けて点滴僻;主する.
なお 、年齢・症状に応じて適宜t曽滅するが、重症または様治性感
染症には 、 1 日 1 00mg (カ価)lkgまで増量し3-4固に分割して投
与できる。ただし 、投与畳の上限は 1 日 2g (力価) までとする。
〈注射液の銅製法}
カルベニン点滴周0.25g及び0.59を通常 1 00mL以上の生理食
極液、5%ブドウ舗注射漉等に溶解する。ただし 、注射用蒸留水
は溶液が等張とならないので使用しないこと
〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉
本膏lの使用にあたっては 、原則として感受性を確Uし 、疾病の治
療上必要な最小限の期間の投与にとどめること[耐性薗の発現
等を防ぐため。] 。

[使用よの違憲] ー抜粋ー
1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

(1)カルパベネム系、 ペニシリン系又はセフ工ム系抗生物質
に対し過敏症の既往歴のある患者
(2) ;本人又は両親、 兄弟に気管支端息、 発疹、 事麻疹等の
アレルギー症状を起こしゃすい体質を有する患者
(3 ) 高度の腎陣害のある患者[護軍、 意檎障害等の中値神
経障害が起こりやすL 、。 ]
( 4 ) 肝障害のある患者[肝障害が悪化するおそれがある。]
( 5) 経口摂取の不良な患者又は非経口栄養の患者、 全身

状態の悪い患者[ピ空ミンK欠乏症状があらわれることがある
ので観察を十分に行うこと。]
(6 ) 高齢者 [r高齢者への投与jの項参照]

2. 重要な基本的注意
(1)ショックがあらわれるおそれがあるので、 十分t..:問診を行
うこと。 なお 、 事前に皮腐反応を実絡することが望ましい。
(2 ) ショッヲ発現時に救急処置のとれる準備をしておくこと。
また投与後患者を安静の状態に保たせ、 +分な観察を行
うこと。

3 . 相互作用
併用禁忌(併用しないこと)
パルプロ酸ナ トリ ウ ム

4. 副作用 (本項には頻度が算出できない副作用報告を吉む。)
総症例20 ， 258例中副作用 {臨床機査情異常を含む) が報
告されたのは2， 11 9例 ( 10.46% ) で、 その主なものはGPT上
昇 ( 3.24% ) 、 GOT上昇 ( 2 .97% ) 、 好齢球泊多 ( 1. 1 3% ) 、
AI - P上昇 ( 0 . 98 %に Y-GTP上昇 ( 0 . 86% ) 、 LDH上昇
(0.82% ) 等であ っ た。 [再審査申締時]
( 1)腫大な11)作用
1)ショ yヲ (0.0 1 %未満) ショッ ヲ (初期症状不快感、 口

カルパベネム系抗生物質製剤 |薬価基準収載 l

nルペ=zJMoZ
指定医薬品 要指示医薬品:注意一医師等の処方せん ・指示により使用
すること 一般名:Jí.二ベネム/ベタミプ口ン 略号 : PAPM/BP

内異常感、 哨晴、 舷.、 便意、 耳鳴、発汗等)を起こすこと
があるので観察を十分に行い、 異常が!.I!められた喝合には
直ちに投与を中止し 、 適切な処置を行うこと 2) 皮膚粘血
眼症候群 (頻度不明)、 中毒性表皮犠死症 (鋪度不明) : 皮
膚粘膜限症候群 (Slevens-Johnson症候務)、 中毒性表皮
綴亮症 (Lyel l症候務)があらわれることがあるので、 このよう
な症状があらわれた喝合には直ちに投与を中止し、 適切立
処置を行うこと。 3) 急性腎不全 (0 . 1 %未満) 急性腎不全
等の重篤な腎陣曹があらわれることがあるので、 定期的に
検査を行うなど観察を十分に行い、 異常が認められた場合
には直ちに投与を中止し 、 適切な処置を行うこと。 4) 1!.
(0 . 1 %未満)、 意態障害 (0 .0 1 %未満) 窪灘、 意識障害等
の中枢神経症状があらわれることがあるので、 このような症
状があらわれた喝合には 、 直ちに投与を中止し 、 適切な処
置を行うこと。 特に腎障害や中枢神経障害のある患者に起
こりやすいので 、 投与する嶋合には注意すること
5) 偽膿性大腸炎 (0 . 1%未満) :偽腕性大脇炎等の血便を
伴う重篤な大腸炎 {初期症状 : 腹痛、 頻回の下痢) があら
われることがあるので観察を十分に行い、異常が隠められ
た喝合には直ちに投与を中止し 、 適切主処置Eを行うこと
6)肝情書 (0. 1 %未満) 劇症肝炎等の賃篇な肝障害、賞痘
があらわれることがあるので 、 定期的に検査を行 う など
観察を+分に行い 、異常が腿められた渇合には投与を中
止するなど適切な処置を行うこと 7) 無頼粒琢症 (0.01%
未満)、 汎血琢減少症 (0 .0 1 %未満)、 溶血性貧血 (0 .01%
未満) :無頼粒球症‘ 汎血球減少症、 溶血性貧血があらわ
れることがあるので、 定期的に織査を行う主ど観察を十分に
行い、 異常が!.I!められた11合には直ちに投与を中止し、 適切
な処置を行うこと。 8 ) 筒質性肺炎 (0 .01%宋満) 発熱、 咳
徹、 呼吸困縦、 胸部X線異常、 好酸球I首多等を伴う間質性
肺炎があらわれることがあるので、このような症状があらわれ
た喝合には直ちに投与を中止し、 11)瞥皮質ホルモン劃lの投
与等の適切な処置を行うこと。
(2 ) 重大な !il)作用 (類薬)
1) PIE症候群:他のカルパベネム系抗生物質において、 発
熱、 政敵、 呼吸困縦、 胸部X線異常、 好酸球増多等を伴う
PIE症候群があらわれることがあるので、 このような症状が
あらわれた場合には投与を中止し、 副腎皮質ホルモン剤の
投与等の適切な処置を行うこと。 2)血栓性静脈炎他のカ
ルパペネム系抗生物質において、 血栓性静脈炎があらわれ
ることがある。

※その他の {山 11 r_の it .iâ:平についてはi添付
文: ， 1?をご参l!(!くださ l 、 。
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'TORAY' 
敗血症(感染によるSIRS) にともなう病態改善の第一選択として・. . 

医.周奥iJlZ醤号20500BZZ00926000号

販売元

東レ・メ歩イカル株式会社
医療材営業本部

仕織および組成

トレミキシンl孟ポリスチレン鴎灘体(α・クロロ

アセトアミドメチル化ポυスチレン)銀総に抗生

物質ポリミキシンBを共有結合によって固定化

した鎌絡を売却闘しており、この固定化ポリミキ

シンBによって血中エンドトキシンを体外循環

により選択的に限焔隊去する血渡浄化器です。

製造元

東レ椋王究会社
人工債総事業部

東京都盛田区錦糸一丁目2番1号アJレカセントラル21F 干 130 - 0013 東京都中央区日本橋室町二T目2香1号 干 103 - 8666

東京 TEL. (03) 3847-7239 名古屋 TEL. (0568) 21 ・ 5088
大 阪 TEL. (06) 6253-7004 京都 TEL. (075) 323-2342 
札暢 TEL. (011) 251-2233 神戸 TEL. (078) 334-1165 
仙台 TEL. (022) 261-4207 広島 TE仁 ( 082 ) 876-1827 
大宮 TEL. (048) 262-6565 高松 TEL. (0878) 81-7247 
情浜 TEL. (045) 471-2365 九州 TEL. (0942) 73 -3900 
立川 TEL. (042) 528-2571 熊本 TEL. (096) 383 -1380 
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編集・天羽 敬祐 (東北大学名誉教授 ・ 東京医科歯料大学名誉教授〉

執筆者 138 名 85 判・ 544 頁(上製本・函入〉定価〈本体 23.500 円

本邦集中治療医学の第一人者ガ，日進月歩してゆく同分野の「標準」を書<.でき

だけ図・表を用い視覚的にも理解しやすいよう構成.医学部高学年生から，研修医，

実地医家まで，集中治療の今を知りだい万に.

本書の内容
1 集中治療の歴史と変遷
2. I白血管系の障害と治療

3. 呼吸器系の障害と治療

11.急性中毒
l司=------=由明百一市

4. 内臓臓器障害

5. 感染症

6. 皿渡・内分泌 ・ 代謝系の障害

7. 全身性障害の病態と治療

8. 中枢神経系障害

9. 移植の集中治療
10. 外傷

12. 熱傷，化学損傷，電撃傷
13. 環境異常による障害

14. ICU におけるモニタリング
15. 集中治療における鎮静・鎮痛

旬.治療手技

17. 新しい人工補間療法
18. 救急蘇生

19. 集中治療をめぐる諸問題

i 標準集中治燦医学 ! :

出却..町

改訂新版 図説ICU-循環管理編一
編集/清水耀誇 自治医科大学麻酔科， 福家伸夫 帝京大学市原病院集中治療センタ

B5 判 350 頁定価(本体 9， 200 円 +税)

新版 図説ICU-呼吸管理編-
編集/沼田克雄 自治医科大学名誉教授 湖南ホスピタ/レ院長，奥津芳人 横浜市立大学医学部麻酔科

B5 判 536 頁定価(本体 8. 800 円+税)

麻酔・救急・集中綿 専門医のわざ
ーひとつレベルアップしたとっておきのコツ，ヒミツ一
編著/貝沼関志 藤田保健術生大学医学部麻酔科 ・ 救命救急センター

A5 判 168 頁定価(本体 3. 800 円 +税)

麻酔・救急・集中綿 専門医の極意
ーさらにここまではやる c同tical care 凶ys厄踊n への按術と思想一
編著/貝沼関志藤田保健衛生大学医学部麻酔科・救命救急センター

A5 判 140 頁定fiHi(本体 3， 600 内+税)

麻酔・救急・集中綿 専門医の秘伝
-oR から ER ヘ， ER から OR ヘ一刻も早くー
編著/貝沼関志 藤田保健衛生大学医学部麻酔科・救命救急センタ-

A5 判 162 頁定価(本体 3， 600 円+税)

手術侵聾とその防御前世紀の指針 | ニューミレニアムの輸血腕話誠聞と安全性一
編集/小) 1 /能 日本医科大学麻酔}教授， 弓削孟文広島大学医学部麻問機生科教授編集/橋本保彦 東北大学名誉教授・ fl!iJ:i総合病院名誉院長

締)1/笠史京都府立医科大学麻酔平』助教授 B 5判 218 頁定締(本体 5， 200 円+税 IA5 判 228 頁 定価(本体 5， 600 円+税)

外国人への麻酔説明ガイドブック 術中覚醒回避可能な麻酔の麓とし穴
院修/間二 JL馬ぽ31T思tM部長 lLHTilft話私立品i学官官FTZぷfS詰fJ悶
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甲， l 己
Intensive & Critical Care Medicine 

【編集】日本集中治療医学会

85判 / 596頁 (オール2色刷) 定価(本体8，500円+税)

-目次
A 総論
集中治療医学概論/基本的な患者

管理/必修の基本的手技/モニタ

リング/各種緊急検査/画像診断

/インターベンショナル・ラデイ

オロジー/必要な人工補助療法/

特殊療法/重症度評価と予後予測

/集中治療と看護

B 各種重症患者の病態とクリ
テイカルケア

心肺停止と心肺脳蘇生/意識障害

/頭部外傷・脳血管疾患の病態と

クリテイカルケア/不整脈/狭心

症/急性心筋梗塞/J心不全/急性

呼吸不全/肝不全/腎不全/消化

管不全/免疫不全/凝固線溶異常

/内分泌異常/ SIRS と敗血症/

ショック/多臓器不全/ Oncologic

emergencies/特殊感染症/水分・電

解質・酸塩基平衡異常/多発外傷・

重症外傷/重症熱傷/体温異常/

各種薬物中毒

C 周術期管理

脳外科/肺外科/関心術(成人) /

先天性心疾患の術後管理/大血管

/消化管の周術期管理/肝胆勝/

産婦人科/小児外科/腎移植/肝

移植/造血細胞移植/小外科の術

後集中治療

D 医の倫理と社会的側面

脳死と生命倫理/集中治療と患者の

プライバシーおよびアメニテイ /集

中治療と医療経済/集中治療におけ

るコンビュータ
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宇.2 -lコヲコ
胸腔内圧を自動制御ノ

=.ダブルアームウォーターシール



主な規格・仕様

型式 排液チューブ

Q-13m(L) X1本(透明)

Q-2 1.3m (L) X2本(透明)

※エチ レンオキサイド滅菌済。

製造発売元

NYB 
エヌ・ワイ・ビ一株式会社

43-0012 神奈川県厚木市幸町1-17-903

キヱーインワンの水封郡には薪即発の
ダブ1/，-ア'-j，.， ウォーターシーJ/，-を採用Lてpまず。

ターア1/，-ア'-j，.， ウォーターシーJ/，-には

胸腔内圧を自動制御す石8書館があります:

このS書館11.、患者が咳をLた緩や1Itl波チュープをミルキングLた後に生じ石

胸腔内の過剰陰圧を速やかに解消Lます:

| ディスポーゲ.ブル胸腔ドレアージ・ 2ニット |目

宇2 ..，.コヲコ

〈オプション〉

液貯留容量(cc)

2,200 

1 ，400+ωo 

パlレブセット
(吸弓 |調節用)

設定吸引圧(cmH，O)

。--20

充実した移動オプション

[使用例]

| 電池式服引ポンプ |

サクションワン S・ 1 型
医療用具承認番号

21000BZZ00290000 

点滴スタンド用

11] 
ポールアーム

本体寸法(cm) 総重量(kg) 入数/箱(個)

0.8 
25.3WX 33.9H X 5.8D 一一一一一一一一 5 

0.9 

※チュープ材質ご指定の特注品もお受けします。



深在性真菌症治療剤
|指定医薬晶、要指示医薬晶(注意ー医師等の処方せん・指示により使用すること) 1

ミ〆ヲJ~1J!I
DI"U'訓培
(フルコナゾール製剤)

カヲ01:!JI， 50mg .100mg 

"注漉 O.唱%・ 0.2%

産車至極言E

-効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については裏面0.1.をご参照ください。

作成 2001年 11



頼性踊症j捕剤 圃亘圃

ジヲJI;1JミJ r::?な32r
(フルコナゾール製剤)

因:ジフルカンカプセル
圃:ジ7)レカン静注液
無印両剤共通

領b
|指定医薬品、要指示医薬品(注意 医師等の処方せん・指示により使用すること )1 .,,"",, 

和名
ジフJレカン@カプセJレ 50mg ・ 100m旦 日;本梅準商品分類番号 87629 

ジフJレカン@静注液 0.1% ・ 0.2% 承 (承徳留 年月番日 ) 号 カプセル 50mg : (01 AM) 200、カプセル 100mg : (OIAM) 201 
商品名

Diflucan"'Capsules 静注液 0.1% : ( 0IAM ) 202、静注液 0.2% : (0IAM)203 ( 1989年3月31 日 )
洋名

Diflucan"'lntravenous Solution 薬価基準収蔵 1989年5月 |販売開始 1 1989年6月 |再審査結果 1 1998年3月 12日

一般名
和名 7)レコナソ-)レ 使 周 期 間 悶5年 ~3年 |国際誕生 1 1988年5月
洋名 fluconazole 使 用 期 限 国外箱に記載圃フベル、外箱に記載 |貯 法 |室温保存

禁 ~ 
(次の患者には投与しないこと) ※(t) 次の薬剤を投与中の患者 卜リアゾラム、シサプリド、テルフェナジン [r相互作用J (t)の項参照] (2) 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者

(3 ) 妊婦文は妊娠している可能性のある患者 [r妊婦、産婦、授乳婦等への投与J (1) の項参照]

販売名 [1成カ分プセ・分ル量中] 色/剤形/識別コド
販売名 成分・骨量 カンジダ属 、 ?リプトコ ッカス属及び

効能 アスペJレギJレス属による下記感染症フルコナゾーJレジフルカン静注液[500m1g%] 
ジフルカン キャップ:白色、ポテ2ィ 白色

50mg/ l パイアjレ (50mL) 効果 真菌血症、呼畷器真菌症、消化管
フルコナソール 真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎カプセル 4号硬カプセル/ 伺D ジ7)レカン静i主液 02g%] フルコナゾール

50mg 
50mg [100m 100mg/ l バイアル (50mL)005 

カンジダ症:通常、成人にはフJレコ

ジフJレカン
フルコナゾール キャ yプ:だいだい色、ボディ ・だいだい色

ジフルカン商事i主[液20029%] フルコナ、ノール
Omg]1 200mg/l パイアJレ ( 100mL) ナゾールとして50-100mgを1 日 1 固

経口または静脈内に投与する。
組成・性状 カ プセ Jレ 3号硬カプセル/伺D

100mg 
100mg 

販売名 p外H、連透圧比観・ ウリプトコッカス症、アスペルギル006 
用法

ス症 .通常、成人には7)レコナゾー
50mgl阜、添加物としてラウリル硫酸ナトリウム 、 亜硫酸水素ナトリウムを含有する。 ジフルカン静注液 01g%] 無色澄明のパイアjレ入り水性注射液 用量 jレとして50-200mgを 1 日 1 回経口

[50m pH 5 . 0-7.0、浸透圧比約1100mgl~、添加物としてラウリル硫酸ナトリウム、来色102号、黄色5号を含有する。 または静脈内に投与する。 なお、重
ジフJレカン静注液 0m2g%] 無色澄明のパイアJレ入り水性注射液 症文は難治性真菌感染症の場合

[100mg ・ 200 pH 5 . 0-7 口、浸透庄比約1 には、 1 日量として400mgまで地量
*生理責塩漉に対する比 できる(カプセル、静注液共通)。

使用上の注意

1 慎重投与(次の患者には慎重に投与する」と) 薬剤名等 臨床症状.j昔置方法 繊序・危険因子 官邸 頻度不明刺 1 %以上 0.1 - 1 %未満
( 1)アステミゾールを投与中の患者 [r相互作用 J ( 2 ) の項参

ジドブジン ジドブジンの血中濃度上昇 本剤はジドブジンの代照] ( 2 ) 薬物過敏症の既往歴のある患者 ( 3 ) 腎障害のある 熱感、痘媛、 浮腫、発熱'2、

患者[血中濃度が持続するので、投与量を減ずるか、投与間隔を
の報告がある。 謝を阻害するので、ジ

※その 他 脱毛障、墜害堂盤鐙、 倦怠感
ドブジンの血中濃度

あけて使用すること ( r薬物動態J6 の項参照)0] (4 ) 肝障害のあ が上昇することがある。
意識

る患者[肝障害を悪化させることがある。 ]

2 重要な基本的注意
リファンヒ.シン 本剤の血中濃度の低下浸 リファンヒ.シンはf-\;;謝 -静，主液

(t)腎障害のある患者に投与する場合は、投与前lこフレアチニン・
ぴ血中濃度半減期の減少 酵素であるチトウロ

おそ? 1頻%度以不上明又刺はの報告がある。 ム P450を誘導する。 0.1-1%未満 0 . 1 %未満
7リアランス試験を行い、投与量及び投与間隔に+分注意す その結果、本剤の肝
ること [r薬物動態J6 の項参照] 0 ( 2 ) 本剤の投与に際しては 代謝が増加すると考

肝 脇
GOT、 GPT、AトP、 LDH、 黄痘

適宜、血液横査、腎機能・肝機能検査等を行うことが望ましい。 えられる。 ビリJレビンの上昇
※ ( 3 ) 本剤の投与に際しては、アレルギー既往歴、薬物過敏症等 過敏症'2 発疹

4 副作用について十分な問訟を行うこと。 (固に追加 、両剤共通)
しゃっくり刷、 幅気、 下痢、腹痛、

3 相互作用 困開発時及び承認後6年間 (平成元年3月 31 日~平成7年3月 30日)
( 1 ) 併用禁思(併用しないこと) の調査 (再審査終了時)(こおいて、 989例中63例 ( 6.37%) に副作※ 消化器 昼腹1部1、不盤快盛感盤刷星、ご温盆至 食欲不振 亜止

用文は臨床検査値異常が認められた。 副作用の主なものは、唖気
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 (0初%)、下痢 (0.3O'lも)、発疹 (O.~も)、頭痛 (0.20%)、浮腫 (0.20%) ※

精神・神経系
頭痛判、手指のこわば

トリアゾラム トリアゾラムの代謝遅滞による血本剤はこれらの 等であった。 臨床検査値異常の主なものは、 GPT上昇 ( 1. 52%)、 り刷 、 めまい牢1

(ハJレシオン等) 中濃度の上昇、作用の増強友 薬剤の肝臓にお
ぴ作用時間延長の報告がある。 ける主たる代謝

シサプリド OT延長、心室性不整脈
酵素であるチトク

(アセナリン等) (torsades あdeるpointesを含む)
ロムP450を阻

等の報告が
害するので、併
周によりこれらの

※ ァルフヱナジン 本剤400mg/日以上とテJレフェ 薬剤の血中濃
(トリルダン) ナジンとのf井用により 、 ァルフ工 度が上昇するこ

ナジンの血中濃度上昇の報告 とがある。

まがたあ、る他。 のアゾーJレ系抗真菌剤
(イトフコナ、ノール、ミコナ‘ノ-)レ)
とのf専用により、OT延長、心室
性不整脈 (torsades de pointes 
を含む)、 あるいは外国では心
停止 (苑亡を含む)等の心血管
系副作用の墾告がある♀

(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

※アスァミソーJレ OT延長、心室性不整脈 本剤はこれらの薬剤

瞳盤i ntesを のる代肝謝臓醇における主た
系副作 素であるチ

トヲロ ム P450を阻

※ ワJレ77'リン の延長
害するので、併用に
よりこれらの薬剤の

及び出血傾向童生連 血中漫度が上昇する
出血、 消化管出 ことがある。
主血笠j の報告がある。

※空ヲロリムス これらの薬剤の血中灘度
水和物、 上昇の報告がある。

※シヲロスポリン また、 i置恩により賢瞳賓の
報告がある。

フェニトイン フェ トインの血中濃度上
昇の報告がある。

※ スJレホニJレ尿素 ス下ル薬ホの二血J中レ尿濃素度系上血昇糖の降報
系{ヲ血口J糖レプ降ロ下パ薬ミ十三 告がある。
ヴリベンヲラミドミ また、併用により低血糖の
トJレブ空ミド等) 報告がある。

リトナビル リトナビルの血中濃度・時
問幽線下面積 (AUC ) 上
昇の報告がある。

※ミダゾラム ミダゾラムの血中濃度上
昇の菰喜がある。

※ テオフィリン ァオフ王リンの血生温度上
昇の報告がある。

※経口避妊薬 エチ ル工ストフジオ Jレ 、
レボノルゲストレルの血中
濃度上昇の報告がある。

- 禁忌を含む使用上の注意の改訂に+分ご留意ください。
・詳細は添付文書をご覧ください。

GOT上昇 ( 1 . 21 %)、 AI.P上昇 ( 1 . 01 %) 等であった。
腎 臓

BUNの上昇 ヲレ?チーン 乏尿
園開発時及び承認後6年間 (平成元年3月 31 日~平成7年3月30日 ) の上昇
の調査(再審査終了時)において、 2.473例中279例 ( 11 .28%) に 高コレスァロル血症刷、 盤血左症盟主副作用文は臨床検査値異常が認められた。 副作用の主なものは、発 ※ 代謝異常 高トリダリセフイド血症判

熱 (0.20%) 、唖気 (0.16% ) 、 食欲不振 (0.16%に発疹 (0.12%) 等 ※ 血 液 好酸球増多 好中球減少
であった。 臨床機査値異常の主なものは、 GPT上昇 (3.92%) 、 GOT "'1 - '-1....., も

浮腰、脱毛、上昇 (3.6肌)、 AI.P上昇 (2.5刷 、 BUN上昇 ( 1.74%) 等であった。 ※そ の 他熱感へ血管Jl*痘筆:1、発AA.2
(1) 重大な劃作用 ※1)ショック・ァナフィラキ観シ察ーを反十応分lに血行堂いÆ、 昧覚倒錯$ 、意識障害 倦怠感

題、顔面浮腫、産1草等)を起こすことがあるので、 *1 自発報告のため頻度不明。
異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと (自 業2: 発現した場合には投与を中止すること。
発報告のため頻度不明 ) 0 2 ) 皮膚粘膜眠症候群 ( Stevens- 5 高齢者への投与
Johnson症候群)、 中毒性hn表so皮n症壊候死群症)((L圃yeoH症候群) : 皮膚粘膜 本剤は主として腎臓から排池される(f薬物動態J2 の項参照) が、
Di症候群 (Stevens-JohnsonllÏ~M) (1Ol 0 . 04%) 、 中毒性表皮 高画告者では腎機能が低下している'とが多いため高い血中潰度が
捜死症 (Lyell症候苧) があらわれることがあるので、このfうな症状 持続するおそれがあるので、用量主Zひ1こ投与問障に留意するなど
があらわれた場合Lは投与を中止し、適切立処置を行う』と (困自 慎重「投与する守と
発報告のため頻度不明、聞Lyell症候群は自発報告のため頻度不 .....，.ll.."，... " -....<- 。

明) 。 ※ 3 ) 害:無頼粒疎症、汎血球減少症、血小板減少、 6 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
白血球減少 血滋障害があらわれることがあるので、 (1) 催奇形性を疑う症例報告があるので、妊婦文は妊娠している
定期的に検査をf を十分L行い、異常が認められた場合 可能性のある婦人には投与しないこと。 (2 ) 母乳中に移行するこ
には投与を中止し、適切な処置を行うこと(自発報告のため領度不明) 。 とが認められているので、授乳中の婦人には本剤投与中は慢乳を
※4) 急性腎不全:急性腎不全等の重篤な腎陣害が報告されてい 避けさせること。
るので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認めら 7 小児等への投与
れた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと (自発報告 未熟児 、 新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立して
のため頻度不明) 。 ※ 5 )肝障害:黄痘、肝炎、胆汁うっ滞性肝炎、 いなし、(使用経験が少ない) 。

肝壊死、肝不全等の肝障害が報告されており、これらの症例のうち 8 過量投与
死亡に至った例も報告されている。 これらの発症と1 日投与量、治療 症状: (1) 外国の癌患者での過量投与 (フルコナゾーJレ 1 ，200-
期間、 患者の性別・年齢との関連性は明らかではない。 本剤による 2,6O0000mmgg/ /目 、 経口投与 )の症例報告では 、 7)レコナゾール
肝障害は通常 、投与中止により回復している。 投与にあたっては 、 1, 日投与例において、肝機能検査値上昇がみられた。 また、
観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切 2 ，OOOmg/日投与例において、中枢神経系障害(錯乱、噌眠、見当
な処置を行うこと (自発報告のため頻度不明) 。 識障害、不眠、悪夢、幻覚)、多形性紅斑、悪心・唱吐、肝機能検査
(2 ) その他の劃作用 次のような副作用が認められた場合には、必
要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。

-カプセル

種三「週空 頻度不明刷 1 %以上 0. 1 - 1 %未満

肝 臓糞痘 GOT、 GPT、 LDH、 ヒリJレビン
AI -Pの上昇 の上昇

過敏症叫 発疹

彊鼓止腸放、温鹿生至阜、 咽気、しゃっくり、

※ 消化器 食欲不振、下痢、
腹部不快感、腹痛

金主主ユ 頭痛、
※精神・神経系

手指のこわばり

BUN、 ヲレアチー
腎 臓 ンの上昇、乏尿

晶コレステロール 低カリウム血症
※ 代謝異常 血症、 晶トリグリセ

ライド血症

※ 血 液
好E量球増多、
好中球減少

「 Lth お ourlife's work ---, 
盆<fte.n;ø:ð岨;e õø6!<ftτ'1'，

ファイザー製薬株式会社
東京都新宿区西新宿2-1-1 〒 163-0461
資料情求先・マーケテインヅサービス部

値上昇等がみられたとの報告がある。 (2 ) フルコナ‘Bノ時ー間Jレの8 ，2経0過Om観g 
経口摂取後、幻覚、 妄想行動の症状があらわれ、4

察が行われた結果、症状は回復したとの報告がある (自殺企図例)。
処置: ( 1) 、 ( 2 ) とも対症療法を行う。 フ Jレコナゾ-)レは、大部分
が腎から排池される。 3時間の血液透析により、約50%が血清よ
り除去される。

9 適用上の注意
困(1)薬剤交付時: PTP包装の薬剤はPTPシ トから取り出して
服用するよう指導すること ( PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部
が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤
な合併症を併発することが報告されている)。 圃(1)銅製時-'本
剤は生理食塩液に溶解してあるため、 注射用アムホテリシン日と
併用すると白濁を生ずるので混注を避けること。速圃度(2 ) 投与速度:
静注する場合は、 1 分間に 10mしを超えない で投与すること
が望ましし、。

ジフJレカンカプセル 50mg : 50カプセル (PTP)
包 ジフルカンカプセル 100mg : 50カプセル (PTP)

ジフJレカン静注液 0 1 %[ 50mggg/// 50mL] 5パイアル
ジフjレカン静i主液 0.2% [100mQ/ 50m Ll ・ 5パイアル装
ジフJレカン静注液 0.2% [200mg/l00mLl : 5パイアル

※2000年3月改訂 (第3版)
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第 29 回大会

プログラム・抄録

会長 平川方久

会期平成14年2月28日(木)， 3月 1 日(金)， 2白(土)

会場 岡山コンペンションセンター

ホテルグランヴィア岡山

ラヴィール岡山





日本集中治療医学会第 29 回大会開催にあたって

日本集中治療医学会第29回大会を岡山で開催させていただくことになりました。伝統ある本学会

を開催させていただく機会を与えてくださいました会員の皆様方に厚くお礼申し上げます。

第 29 回大会学術集会のテーマは， I生命(いのち)の世紀， 21 世紀の集中治療J といたしました。

21世紀は，地球環境を含めヒトを取り巻くあらゆる“いのち"を守る世紀であると思っていました。

しかし，アメリカへの航空機による同時テロ，アメリカを中心とする報復攻撃，我が国では構造改

革と景気の低迷，私たちの身近な問題では医療制度の改革など，明るい話題の見あたらない21世紀

の幕開けとなりましたが，このような時こそ“いのち"の意味を考える時であるということもでき

ます。

集中治療は“いのち"を守る最終の砦ともいうべき医療分野であることは当然ですが，これをさ

らに発展させるために我々は何をすべきかを今一度考えてみたいと，思っています。近年の医療機器，

医療技術のめざましい進歩は，いたずらに延命のためだけの治療に陥る危険性があります。 患者の

いのち，患者の尊厳を守ることも集中治療の一つの大きな使命ではないかと，思っています。 特別講

演(市民公開講座)をお願いしたデーケン先生には，このような気持ちを含めた講演をお願いしま

した。

学術集会の企画，運営についてはとくに目新しいことは考えていません。 基調講演とシンポジウ

ムの組み合わせ，会員参加型のワークショップを中心に特別講演，教育講演などを予定しています。

特にシンポジウムでは，集中治療の現場にすぐに役立つ最新の情報を提供することを目指しました。

その結果，焦点のない学術集会という批判もあるかもしれません。 しかし今回の学術集会により，

21 世紀の集中治療のあり方を模索し，将来に向けての提言ができればと考えています。

会場は岡山駅を中心に3カ所に分散するためご参加し、ただくみなさまには多少のご不便をおかけ

することになると思いますが，多数のご来岡を心からお待ちしています。

日本集中治療医学会第 29 回大会会長

岡山大学大学院医歯学総合研究科

麻酔・蘇生学分野教授

平川方久



日本集中治療医学会第29回大会

一会期・会場のご案内ー

平川 方久(岡山大学大学院医歯学総合研究科麻酔・蘇生学分野教授)

2002 年(平成 14 年) 2 月 28 日(木)， 3 月 1 日(金)， 2 日(土)

岡山コンペンションセンター

(干 700・0024 岡山市駅元町 14・1

ホテルグランヴィア岡山

(干 700・8515 岡山市駅元町 1・5

ラヴィール岡山

(干 700・0024 岡山市駅元町 1-10

TEL: 086-214-1000) 

TEL: 086・234・7000)

長
期
場

A
A
-
A
A

玄
A一
品

ホテルグランヴイア岡山 I 階，

総合受付: ホテルグランヴイア岡山 1 階

参加登録受付:岡山駅新幹線改札口前，岡山コンペンションセンター 1 階，

ラヴイール岡山 1 階

岡山コンペンションセンター 4 階小会議室 (4)

ホテルグランヴイア岡山 3 階サファイアの間

TEL: 086-231-110I) 

総会本部:

平成 14 年 2 月 27 日(水) 14: 30 -16 : 00 

ホテルグランヴイア岡山 4 階オーキッドの間

平成 14 年 2 月 27 日(水) 16: 00 -18 : 00 

ホテルグランヴイア岡山 3 階クリスタルの間

平成 14 年 3 月 1 日(金) 11: 30 -12 : 30 

岡山コンペンションセンター3階コンベンションホール(第 l 会場)

平成 14 年 2 月 28 日(木) 12: 00 -14 : 00 

ホテルグランヴイア岡山 4 階オーキッドの間

平成 14 年 2 月 28 日(木) 18: 00 -20 : 00 

ホテルグランヴイア岡山 4 階フェニックスの間(第 5 会場)

平成 14 年 3 月 1 日(金) 11: 30 -12 : 30 

ホテルグランヴィア岡山 4 階フェニックスの間(第 4 会場)

平成 14 年 3 月 1 日(金) 18: 00-

倉敷チボリ公園内アンデルセンホール

1.理事会

2. 評議員会

4. 看護部常任委員会

7. 会員懇親会

5. 看護部会委員会

6. 看護部会総会

3. 総会

学会会議:

岡山コンペンションセンターイベントホール，他

会場内事務局連絡先(大会開催期間のみ)

ホテルグランヴイア岡山

器械展示:

Tel. 086-233-3443 

Fax.086-233-3145 
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一会場までの交通案内一

-航空機での所要時間

東京より 一一一一一一一一 1時間10分

札幌より 一一一一一 2時間10分

仙台より一一一一一一一一 1時間30分

宮崎より 一一一一一 1時間20分

鹿児島より 一一一一一ー 1時間25分

沖縄より一一一一一ー --2時間05分

※会場へは岡山空港より車で約30分

-新幹線(のぞみ)での所用時間

東京より一一一一一一一一 3時間15分

名古屋より 一一一一一一ー 1時間37分

新大阪より一一一一一一ー 43分

広島より 一一一一一一一一 39分

惇多より一一一一ーー ー 1 時間48分

く岡山への交通〉

・自動車での交通

276km 

※会場へはJR岡山駅より徒歩約3分 ※会場へは山陽自動車道岡山I.C より約20分

く会場配置図〉

• 出石小学校

岡山コンベンションセンター :JR 岡山駅西口より徒歩 5 分

〈岡山コンベンションセンター11
医痕機器展示会場一一一一一一一一一 1F イベントホール，

2F ロビー.ガレリア.
3F ロビー

第1 会場 一一一一一一一一一 3F コンベンションホール

第2会場 一一一一一一一一 3F 会.室 B

第3会場 一一一一一一一一一 3F 会書室 A

第12会濁 一一一一一一一一一 2F 展示ホール

第13会場 一一一一一一一一 4F 会穣室C

第14会場 一一一一一一一一- 4F クリ工イティブルーム

第15会場 一一一一一一一一-4F スヲジオ

望書加費受付 一一一一一一一一一 1F ロビー

圏直画量虐彊盟彊E画~
第4会場 一一一一一一一一一- 4F フェニックス2/3

第5会場 一一一一一一一一-4F フ工二ツクス 1/3

第B会場 一一一一一一一一一 3F クリスタル

第7会場 一一一一一一一 3F パール

総合受付 一一一一一一一一一一 1F フロン トロビー

学会本部 一一一一一一一一 3F サファイア

(くラヴィール岡山
第8会場

第9会場

一一一一一一一一 3F 事祥

一ー一一ーーー一一一- 4F 芳樹

第10会場 一一一一一一一一一 5F ランス

第11会場 一一一一一一一一一 5F ロアール

参加費受付 一一一一一一一一一 1F ロビー

ホテルグランヴイア岡山 :JR 岡山駅 2F (新幹線改札口)より，駅連絡ブリッジにて直結

ラヴィール岡山 :JR 岡山駅より徒歩 3 分，ホテルグランヴィア岡山西隣
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-岡山市内のホテル配置図一
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@密造事ZFル岡山
町議鵠lkJ ト岡山

@詔五部品岡山
@杭ibASy官岡山

(086)223-8211 

@需ZJL伊 @鰍ltzh志拙ホテル @問主主FJ33ンホテル
(086) 4どtj-ö l l 1 - (086)426-1111 - (086)425 ・ 2525

( 交通のご案内 TRA岬叩TAnONωDE ) 

J 月期~罫dhWEl塁思駅 [JR山陽本線l : 約 15分 (1Smi叫 JR SANYO UNE) 
[タクシー] 約45分 (45 min. byT削)
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一岡山コンベンションセンターへの経路一

ホテルグランヴ‘ィア岡山・岡山コンペンション

センター聞の移動は，下記の方法をご利用下さい。

1. シャトルパス

シャトルパスは8時か518時30分まで，運行します。

所用時間は約 15分ですが，交通事情により異なります。

2. 徒歩

図の赤線に沿って岡山駅 2 階構内をお通り下さい。

会期中. 2 階在来線改札口および西改札口は， 参加証を

提示すれば自由に通ることができます。

連
絡

コ
ン
コ
ー
ス

t 

:rr: 

新幹線で岡山ヘ到着された方へ

1. 参加登録をされる方， ホテル夕、ランヴィア方面に行かれる方

岡山駅 2 階新幹線改札口を通り 赤線に沿ってお進み下さい。 参加登録受

付は，改札口正面にあります。 タクシー，パスをご利用の方は . 1 階に下

りて下さい。

2. 岡山コンペンションセンター方面に行かれる方へ

岡山駅2階在来線乗換改札口を通り . 赤線に沿って西改札口へお進み下さい。

-5-
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一会場案内図一
く岡山コンペ、ンションセンター〉

エレベーター

1F 

血日

2F 

邑展
)鵬

昨
昌一一
汁

療
但
「
し
凶

医

• 3F • エスカレーター

第 1 会場
(コンペンションホール)

4F 

エスカレーター
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1F 

4F 

くホテルグランヴィア岡山〉

入口
(ラヴィール側)

• • • 
第4会場

(フ工ニックス囲

入口
(ラヴィール側)

3F 
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岡山コンペンションセンターへの
連絡通路は2階です。

第フ会場
(パール)

• 
第6会場
(クリスタル)



1F 入口

3F 

4F 

5F 

• 

第10会場
(ランス)

くラヴィール岡山>

• • 

第8会場
(事祥)

第9会場
(芳樹)

第 11 会場
(ロアール)
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一学術集会参加者へのご案内一

1. 参加資格

本総会における学術集会は全て参加者に公開されております。 本総会に参加される方は全て参加登録をし

て下さい。

一般演題における演者および共同演者，ならびに発言者は日本集中治療医学会の会員に限ります。 該当者

でまだ会員になっていない方は，至急，日本集中治療医学会への入会手続きをおとりください。 なお，大会

期間中の日本集中治療医学会への新入会は，ホテルグランヴイア 1 階総合受付で受け付けます。

日本集中治療医学会

2. 参加登録

干 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 

参加登録は，岡山駅新幹線改札口前，岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴイア岡山およびラ

ヴイール岡山の参加受付で行います。受付時間は下記のとおりです。参加費は，正会員 15，000円，その他12，000

円です。 受付にてお支払い下さい。 参加費と引き換えに参加証をお渡しいたします。 参加証のない方の会場

への入場はお断りいたします。

受付設置場所 2 月 27 日 2 月 28 日 3 月 1 日 3 月 2 日

岡山駅新幹線改札口前 11 時~20 時 8 時 30 分~ 18 時 8 時 30 分~ 12 時

岡山コンペンションセンター 8 時 30 分~ 18 時 8 時 30 分~ 18 時 8 時 30 分~ 12 時

ホァルグフンヴイア岡山 12 時~20 時 8 時 30 分~ 18 時 8 時 30 分~18 時 8 時 30 分~ 12 時

ラヴィール岡山 8 時 30 分~ 18 時 8 時 30 分~ 12 時

3. 年会費

日本集中治療医学会年会費の受付は，ホテルグランヴイア岡山 1 階総合受付で行います。 未納の方はお

納め下さい。 年会費は正会員 10，000 円，看護部会員 10，000 円，準会員 7，000 円です。

4. 抄録集

会員には前もってお送りしてありますので，会場ではお渡しいたしません。 必ずご持参下さい。 なお，当

日会場で新入会手続きを取られた方には受付にてお渡しいたします。会場での別売りは3.000円を頂戴します

が，数に限りがあります。

5. 会員懇親会

会員の皆様にお楽しみいただける懇親会を用意いたしました。 参加ご希望の方は，ホテルグランヴイア岡

山 1 階総合受付にお申し出いただき，参加費 3，000 円を受付にてお支払い下さい。

6. 会場開の移動

岡山コンペンションセンター(第 1-第 3会場，第 12~ 15 会場)とホテルグランヴイア岡山(第4~第 7

会場)聞の移動は，下記の経路をご利用下さい。

1)徒歩の場合(所要時間 10-15 分) :岡山駅 2 階の在来線改札口(参加証を提示して下さい)から，駅

構内を通って西口に出て下さい。 岡山駅西口からは，徒歩 5分です。 逆の経路も通行可能

です。 (詳細は 5 ページの地図を参照して下さい。 )

2) シャトルパス利用の場合(所要時間 15~ 20 分) :ホテルグランヴイア岡山。岡山コンベンションセン

ター聞のシャトルパスを，約 5~ 1O分間隔で運行します。
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一演者・座長の皆様へのお願いー

[特別講演，基調講演，教育講演，シンポジウムについて]
1.各セッションとも口頭発表です。

2. 各セッションの進行は，座長にご一任いたします。セッション予定時間内に十分検討ができるよう，

事前の打ち合わせをお願いいたします。

3. 発表時間などの詳細は，前もってお知らせした通りですが，各打ち合わせ会にて再度ご確認下さい。

なお，発表時間は厳守して下さい。

4. スライドは 35mm と し，プロジェクターは 1 台， 1 面のみの映写となり ます。

5. スライドの指示は演者が行って下さい。

6. スライドは遅くとも 当該セッション開始の 30分前までに各会場のスライド受付で，所定のフ レー

ムに入れ，ご自身による試写後，提出して Fさい。 確認後，預かり証をお渡しいたします。

7. セッション終了後， 60分以内にスライド受付に預かり証を提出し，スライドをお受け取り下さい。

8. パーソナルコンビュータ (PC) 用のプロジェクターによる発表を希望される方は，事前の事務局

からの書面による問い合わせの返信にて，必ずお知らせ下さい。 お知らせのない場合，発表できな

いことがあります。 PC の作動確認については，申込者に直接ご連絡いたします。

[優秀演題の発表について]
1.優秀演題の発表は，医師部門，看護部門とも第 1 日日午前 9 時から開始します。

2. 会場および発表時間は，以下の通りです。

1) 医師部門 会 場: 第 7 会場(ホテルグランヴイア岡山パール)

発表時間: 講演時間 8 分，討論時間 7 分です。

2) 看護部門会 場: 第 8会場(ラヴィ ール岡山 嘉祥)

発表時間: 講演時間 8 分，討論時間 7 分です。

[一般演題の発表について1
1. 口頭発表の方へ

I)発表時間 6 分，討論時間 4 分です。 発表時間を厳守して下さい。

2) スライドは， 35mm スライド， 1 面， 10 枚以内でお願いします。 同じスライドを繰り返して使用

することはできません。 必ず必要枚数をご準備下さい。

PC による発表は受け付けません。

3) スライドの受付・返却は，各会場の「スライド受付J で行います。 演者は発表セッション開始の

30 分前までに，各自が順序・方向を確認の上，スライド受付に提出して下さい。 発表終了後は，

60 分以内に「スライド受付」で受け取って下さい。

4) 演者は各発表の開始 10 分前までに会場内左前方の「次演者席J に着席して下さい。

2. ポスタ一発表の発表者の方へ

1)発表者は，各ポスター会場の受付で「発表者用リボン」と「画鋲j をお受け取りの上，所定の場

所にポスターを掲示して下さい。 リボンは前胸部に付けて下さい。

2) ポスターの掲示時間は第 1 日目および第 2 日目は， 9 時-17時，第 3 日目は 9 時-12 時 30 分です。

掲示および撤去は以下の時間に行って下さい。
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掲示: 9 : 00 --10 : 00 

撤去:第 1 日目 (2 月 28 日) ，第 2 日 (3 月 1 日) 17: 00 --18 : 00 

第 3 日 (3 月 2 日) 12: 30 --13 : 00 

時間内に撤去されないポスターは，大会事務局で処分します。

3) ポスター貼付用パネルの大きさは縦160cm，横90cmです。本部で左上

角に演題番号 (20cm x 30cm の大きさ)を付けますので，このスペー

スには何も貼らないで下さい。 演題名，所属，演者名は演者が用意し

て下さい。

4) 座長制の討論形式発表を行います。発表者は，セッション開始予定時

刻の 10 分前までに，発表会場にお集まり下さい。

5) 発表時間は6分，討論時間は 4分です。セッションの進行は座長にお任

せしますが，発表時間は厳守してください。

6) ポスターは2m離れていても判読できるよう，見やすくして下さい。文

字や図表も十分読みとれる大きさにして下さい。

f 一一一一 90cm 一 ¥ 

m
 

p
しnu 

つ
&

-30cm I 

160cm 

3. 座長へのお願い

1) 口演セッションの座長は，担当セッション開始予定時刻の 10分前まで

に各会場の受付に出席の旨をお知らせの上，次座長席にご着席下さい。

2) ポスターセッションの座長は，担当セッション開始予定時刻の 10 分前までに各ポスター会場の受

付で座長用リボンをお受け取り下さい。

3) 各セッションの進行は，座長に一任します。発表順の変更や発表時間の調節などを行っていただい

ても結構です。時間内に十分な討論ができるようご配慮下さい。

1 セッションは 6題を原則としていますが，セッションによっては， 6題未満のことがあります。討

論時間を調節し， 60 分間を有効にお使い下さい。

4) ポスター発表については，場内アナウンスは行いませんので，所定の時刻になりましたら適宜開始

して下さい。
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-各種打ち合わせ会のご案内一

【医師部門}
【シンポジウム]

S・D・1 血液浄化法の将来

S・D・2 重症患者の栄養管理

S-D・3 小児心臓手術の術後管理

S-D-4 集中治療医学と細胞情報伝達

S・D・5 ARDS の治療戦略

S・D・6 冠症候群の病態と治療

S-D・7 脳虚血の治療

S・D・8 劇症肝不全の病態と治療

[ワークショップ]

W-1 救急医療

2 月 27 日(水) 12: 30 --14 : 30 ホテルグランヴイア 4 階桜の間

2 月 28 日(木) 9 : 00 --11 : 00 ホテルグランヴイア 3 階ルビーの間

2 月 28 日(木) 7 : 30 -- 8: 30 ホテルグランヴイア 3 階ルビーの間

2 月 28 日(木) 9 : 00 --11 : 00 ホテルグランヴイア 4 階董の間

3 月 1 日(金) 9 : 00 --11 : 00 ホテルグランヴイア 4 階桜の間

3 月 1 日(金) 9 : 00 --11 : 00 ホテルグランヴイア 4 階董の間

3 月 1 日(金) 15 : 00 --17 : 00 ホテルグランヴイア 4 階董の間

3 月 1 日(金) 15 : 00 --17 : 00 ホテルグランヴイア 4 階桜の間

2 月 27 日(水) 15: 00 --16 : 30 ホテルグランヴイア 3 階ルビーの間

ホテルグランヴィア 3 階ルビーの問W-2 医用統計学 (EBM 入門) 2 月 27 日(水) 16: 30 --1 8 : 00 

W-3 循環器領域における集中治療-非虚血性心疾患を中心として-

2 月 28 日(木) 9 : 00 --10 : 30 

W-4 急性血液浄化法:ウソ?ホント? 2 月 28 日(木) 13: 00 --14 : 30 

W-5 血液製剤の使い方 2 月 28 日(木) 14: 30 --16 : 00 

W-6 ICU における感染症と感染対策 2 月 28 日(木) 16: 00 --17 : 30 

ホテルグランヴイア 4 階桃の間

ホテルグランヴイア 4 階桃の問

ホテルグランヴイア 4 階桃の間

ホテルグランヴイア 4 階桃の間

【看護部門】
[シンポジウム]

S-N・1 看護におけるリスクマネージメントーリスクマネージャーの役割と課題一

2 月 27 日(水) 16: 00 --18 : 00 ホテルグランヴイア 4 階桜の閑

S-N-2 クリテイカルケアの質一日常生活援助:清潔一

2 月 28 日(木) 9: 00 --11 : 00 ホテルグランヴイア 3階トパーズの間

S-N-3 感染院内サーベイランスの現状と今後の課題

2 月 28 日(木) 9: 00 --11 : 00 ホテルグランヴイア 4階オーキッドの間

S-N-4 よりよい学会発表と論文作成を求めて

2 月 28 日(木) 7: 30 -- 9: 30 ホテルグランヴイア 4 階桜の問

S-N・5 インフォームド・コンセントの諸問題

3 月 1 日(金 9 : 00 --11 : 00 ホテルグランヴイア 3階トパーズの間

S-N・6 看護の視点からみた鎮静マネージメント

2 月 28 日(木) 15: 00 --17 : 00 ホテルグランヴイア 4階オーキッドの問

S-N-7 小児集中治療における看護の安全性

3 月 1 日(金 9 : 00 --11 : 00 ホテルグランヴイア 4階オーキッドの間

S-N-8 専門性を生かしたチーム医療のあり方

3 月 1 日(金 15 : 00 --17 : 00 ホテルグランヴイア 3階トパーズの問

S-N-9 根拠に基づいた看護- Evidence-based Practice ー カテーテル管理

3 月 1 日(金 15 : 00 --17 : 00 ホテルグランヴイア 4階オーキッドの間

[同時通訳]

米国におけるリスクマネージメント (Deborah Morrison Gill) 

2 月 27 日(水) 16: 00 --18 : 00 ホテルグランヴイア 4 階董の間

リスクマネージメントからみた看護婦教育 (Byron Atkinson) 

2 月 28 日(木) 15: 00 --17 : 00 ホテルグランヴイア 4 階桜の間
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サテライトセミナーのご案内

第 1 日目

LS-1 12:30 ,...., 13:30 第 1 会場

「敗血症性 DIC の新しい治療戦略」

座 長 丸藤哲(北海道大学大学院医学研究科救急医学)

演 者射場敏明CJlI貢天堂大学医学部浦安病院外科)

共催 日本オルガノン株式会社

LS・2 12:30 ,...., 13:30 第 4 会場

iMedical Error Prevention in ICU J 

座 長 武津純(名古屋大学大学院医学研究科救急・集中治療医学)

演者 Albert W. Wu (The Johns Hopkins University, USA) 

共催 フクダ電子株式会社

LS・3 12:30 ,...., 13:30 第 5 会場

「敗血症性 DIC における凝固制御因子の動態と治療展望」

座長 島崎修次(杏林大学医学部救急医学)

演者江口豊(滋賀医科大学医学部附属病院集中治療部)

共催 アベンティスベーリングジャパン株式会社

LS・4 12:30 ,...., 13:30 第 6 会場

「侵襲と好中球エラスターゼ」

座 長 相川直樹(慶慮義塾大学医学部附属病院救急部)

演者小川道雄(熊本大学医学部外科学第二講座)

共催小野薬品工業株式会社

LS-5 12:30 ,...., 13:30 第 7 会場

「新生児感染症と中枢神経障害予防(血液浄化法と脳低温療法を中心に)J

座 長 田村正徳(長野県立こども病院総合周産期母子医療センター)

演者茨聡(鹿児島市立病院周産期医療センター)

共催 束レ株式会社/東レ・メデイカル株式会社

LS・6 12:30 ,...., 13:30 第 9 会場

iThe Less Invasive PiCCO Technology for Continuous Heamodynamic Monitoring of Critically III PatientJ 

座 長 西村匡司(大阪大学医学部附属病院集中治療部)

演者 David Bihari (Intensive Care Unit, Prince of Wales Hospital, Australia) 

共催(株)東機貿

第 2 日目

MS・ 7:30""" 9:00 第 5 会場

「自発呼吸下の人工呼吸J

座 長 氏家良人(岡山大学大学院医歯学総合研究科救急医学)

演者 星 邦彦(東北大学医学部附属病院集中治療部)

落合亮一 (慶慮義塾大学医学部麻酔科学)

共催 ドレーゲル光電株式会社

LS・7 12:30 ,...., 13:30 第 1 会場

iPatient-Ventilator Synchrony J 

座 長 武津純(名古屋大学大学院医学研究科救急・集中治療医学)

演者 Marcelo B.P. Amato (S瓦o Paulo University, Brazil) 

共催(株)東機貿
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LS・8 12:30 ,...., 13:30 第 4 会場

「よりよい鎮静と鎮痛を目指して一鎮静の質を考える一」

座長並木昭義(札幌医科大学医学部麻酔学)

演 者堀越勝(元ハーバード大学メデイカルスクール)

江口豊(滋賀医科大学医学部附属病院集中治療部)

河原千鶴(市立旭川病院集中治療室)

共催 アストラゼネカ株式会社

LS・9 12:30 ,...., 13:30 第 5 会場

「脳梗塞急性期の脳保護療法」

座長前川剛志(山口大学医学部救急医学)

演 者成富博章(国立循環器病センター内科脳血管部門)

共催三菱ウェルファーマ株式会社

LS・10 12:30""" 13:30 第 6 会場

銈linical Experience and Efficacy of End-Diasolic Volume Monitoring (仮題)J

座 長森田潔(岡山大学大学院医歯学総合研究科麻酔・蘇生学)

演者 ]oseph Bander (Harper Hospital, Detroit Medical Center, Wayne State University, USA) 

共催バクスター株式会社

LS・11 12:30 ,...., 13:30 第 7 会場

「この症例をどうするか? -Bacterial translocation によると思われる Bacteremia， Septic Shock の 1 例」

司 会平津博之(千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

討論者 山本俊郎(横浜市立大学医学部救命救急センター)

金子高太郎(県立広島病院救命救急センター)

松田兼一 (千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

共催鳥居薬品株式会社

LS・12 12:30""" 13:30 第 8 会場

鋹nfection Caused by Intravascular Devices Used for Infusion Therapy: 

Pathogeneseis, Prevention and ManagementJ 

座 長松川周(東北大学医学部附属病院集中治療部)

演者 Dennis G. Maki (University of Wisconsin Hospital and Clinics) 

共催スリーエムヘルスケア株式会社

LS・13 12:30 ,...., 13:30 第 10 会場

「心臓手術周術期における PDE III 阻害薬の役割一小児から成人まで一」

座 長多田恵一 (広島市民病院麻酔・集中治療科)

演 者竹内護(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

謝慶一 (奈良県立医科大学麻酔学)

共催エーザイ株式会社

第 3 日日

LS・14 12:30""" 13:30 第 5 会場

「救命救急領域における感染症の診断と治療」

座長 岡元和文(信州大学医学部救急医学)

演 者遠藤重厚(岩手医科大学医学部救急医学)

共催 ファルマシア株式会社

LS-15 12:30""" 13:30 第 6 会場

「医療現場の労働災害:血液曝露/針刺し」

座 長草野展周(岡山大学医学部附属病院中央検査部)

演者木戸内清(名古屋市生活衛生センター)

共催 日本メデイコ株式会社
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一関連学術集会のご案内一

第 4 団法に基づく脳死判定に関する勉強会

3 月 2 日(土) 14 : 00 --16 : 00 ホテルグランヴイア岡山 4 階フェニックス(第 4 会場)

Evidence-based Nursing 実践講座

3 月 2 日(土 13 : 30 --17 : 00 岡山コンベンションセンター会議室 B (第 2 会場)

参加資格:事前申込者

市民公開講座

「生と死とユーモアー患者の QOL を考える -J

上智大学文学部教授アルフォンス・デーケン

2 月 28 日(木 18 : 00 --19 : 30 ホテルグランヴイア岡山 4 階フェニックス(第 4 会場)

第 12 回 PCPS研究会

会長浅井康文(札幌医科大学救急集中治療部)

3 月 2 日(土) 14 : 00-- ホテルグランヴイア岡山 3 階パール(第 7 会場)

第 11 回組織酸素代謝研究会

会長前川剛志(山口大学医学部救急医学)

3 月 2 日(土) 14 : 00-- ホテルグランヴイア岡山 3 階フェニックス(第 5 会場)

第 3 回周術期時間医学研究会

会長弓削孟文(広島大学医学部麻酔・蘇生学)

3 月 2 日(土) 14 : 00-- ホテルグランヴイア岡山 3 階クリスタル(第 6 会場)
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第1 日 2月 28 日(木)

第 1 会場
開
会

'
レホ、

/
ヨ、

ン
、
/

べ、
/

コ

9:0 0 0 : 0 0  11 :00 12:00 

KL-0-1 

8ellomo 

8-0-1 

血液浄化法の将来

0-02 

血液
0-03 
内分泌

第 2 会場|会議室B 0-01 
気道管理

第 3 会場|会議室A
0-04 
移植医療

8-N-1 
看護におけるリスクマネージメント

第 4 会場|フェニックス西
KL-N-1 

、 éGiII

W-1 

救急医療

l…| 上村秀樹

か07 優秀演題
(医師部門)

N-Q1 優秀演題
(看護部門} ，

トー一

第 5 会場|フェニックス東

第 6 会場|クリスタル

第 7 会場|パール

ト一一

第 8 会場|嘉祥

第 9 会場|芳樹 N-Q2 

精神的援助 (1 ) 

N-Q7 
その他 (1 ) 

第10会場|ランス 崎
一
時
一

N

叫

第11会場|口アール

0-05 
患者管理 (1 ) 

0-06 
患者管理 (2)

W-2 
医用統計学

5-0-3 
小児心臓手術の術後管理

ICU設置基準
説明会

t ~ti~. 山より洗練された論文を目指して

ル03 N-Q4 
精神的援助 (2) I 家族面会・患者満足度

N-Q6 

口腔ケア

ひ心8

溺水・外傷
0-09 
熱傷

第 12・ 1 会場

第 12・2 会場

展示室

第 12・3 会場

第 12-4 会場

貼付

第 13・ 1 会場

会議室C

第 13・2 会場

クリエイ|第 14・ 1 会場
ティフル

ーム |第 14・2 会場

スタジオ|第 15 会場

閲覧

9:00 10:00 11 :00 12:00 
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13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

S-N-2 

クリテイカルケアの質
SL-1 

アルフォンス・デーケン

S-N-3 
感染院内サーベイランスの

現状と今後の課題

S-D--4 
集中治療医学と細胞情報伝達

lM|  0-12 急性冠症候群(1 )急性冠症候群(2) 不整脈

0-13 lMl  肺塞栓症 hAMP，PDE阻害薬 循環系の評価

0-16 0-17 0-18 

呼吸:基礎研究 肺保護戦略 AROS 

0-19 0-20 0-21 

換気モード BiPAP 長期人工呼吸

N-Q8 精神的N-援09助 (3) N-10 
撤去

看護の質・他 小児

N-11 N-12 N-13 

祷癌 抑制・体温 リハビリテーション

0-22 0-23 0-24 
脳虚血 脳保護 心肺蘇生

0-25 0-26 0-27 
小児 (1 ) 小児 (2) 患者評価

0-28 
患者管理 (3) 患者管理 (4) 患者管理 (5)

13:00 14・00 15 ・00 16:00 17・00 18・00 19:00 
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第2 日 3月 1 日(金)

9:00 10:00 11 :00 12:00 

よ 斗 1 1 

コンベンションホール SL-2 
会長講演 総会第 1 会場

Barker 

0-31 0-32 第 2 会場 会議室B
患者管理 (6) 患者管理 (7)

0-33 0-34 
第 3 会場 会議室A 中毒 (1 ) 中毒 (2)

EL-N-2 EL-N-3 看護部第 4 会場 フェニックス西
林優子 Atkinson 総会

フェニックス東 W-4 第 5 会場
急性血液浄化法

第 6 会場 クリスタル S-Nー6
看護の視点からみた鎮静マネージメント

EL-0-1 EL-0-2 第 7 会場 1'\ール
中津博江 新井達潤

嘉祥 N-14 N-15 第 8 会場
安全対策 その他， (2) 

第 9 会場 芳樹 日韓合同シンポジウム

N-16 N-17 第10会場 ランス
呼吸 (1 ) 呼吸 (2)

N--18 N-19 第11 会場 口アール
看護管理・教育 教育

第 12-1 会場

第 12・2 会場

展示室

第 12-3 会場 貼付 閲覧

第 12・4 会場

第 13-1 会場

会議室C

第 13・2 会場

クリエイ 第 14・ 1 会場

ティフル

一ム 第 14・2 会場 貼付 閲覧

スタジオ 第 15 会場

9:00 10:00 11 :00 12:00 
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19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 

S-N-5 

インフォームド・コンセントの諸問題
SL-3 
辻本好子

W-6 
ICUにおける感染症

と感染対策

W-5 
血液製剤の使い方

5-0-6 
冠症候群の病態と治療

KL-O-6 
松崎益徳

S-N-7 

小児集中治療における看護の安全性
優秀論文
受賞講演

会
員
懇
親
会
(
倉
敷
チ
ボ
リ
公
園
)

EBN実践講塵 (1 ) 

プレワークショップレクチャー

日韓合同シンポジウム

日韓合同シンポジウム

0-36 0-37 
モニタリング (1) 1 モニタリング (2)

0-35 
栄養管理

0-40 
環境・経済

0-39 
教育・コンビュータ

0-38 
管理・運営

0-43 
血液浄化:循環動態噛|

0-42 
血液浄化 :PMX

0-41 
急性腎不全 撤去

0-44 0-45 0-46 
血液浄化:溶質の移動(1)1 血液浄化:溶質の移動{21 血液浄化:症例

N-22 

症例・他
N-21 

看護システム
N-20 

チーム医療・他

0-49 
患者管理 (8)

0-48 
敗血症

0-47 
悪性症候群・他

撤去0-52 
鎮静・鎮痛

0-51 
臨床研究 (2)

0-50 
臨床研究 (1 ) 

E-3 
保守・管理

E-2 
人工呼吸器

E-1 
呼吸管理
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第3 日 3月 2 日(土)

9:00 10:00 11 :00 12:00 

コンベンションホール KL-D-7 5-0-7 
閉会第 1 会場

Ginsberg 脳虚血の治療

第 2 会場 会議室B

輪文検索演習 論文検索演習
第 3 会場 会議室A (1 ) (2) 

J 

KL-0-8 S-0-8 第 4 会場 フェニックス西
東俊宏 劇症肝不全の病態と治療

フェニックス東 EL-E-1 S-N-8 第 5 会場
梶谷文彦 専門性を生かしたチーム医療のあり方

第 6 会場 クリスタ jレ EL-D-3 根拠にS基-づN-'い9た看護
大江透

第 7 会場 j ，\ール

第 8 会場 嘉祥

第 9 会場 芳樹

第10会場 ランス

第11会場 口アール

0-53 0-54 第 12-1 会場
感染:サーベイランス 感染:予防

0-55 0-56 第 12・2 会場
貼付 感染:症例 (1 ) 感染:症例 (2) 撒

展示室 去
閲覧 0-57 0-58 第 12・3 会場

感染:症例 (3) 感染:真菌症

0-59 0-60 
第 12-4 会場 多臓器不全 侵襲と生体反応、

第 13・ 1 会場

会議室C

第 13・2 会場

0-61 0-62 
クリエイ 第 14・ 1 会場

CABG ・関心術管理 心・大血管術管理

ティブル
撒貼付

0-63 0-64 一ム 第 14・2 会場
PCPS ショック 去

閲覧

E--4 E-5 スタジオ 第 15 会場 循環・他 血液浄化・他

9:00 10:00 11 :00 12:00 
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13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

看護部門サテライトセミナー
EBN実践講座 (2)

ーに基づく脳死判定に…強会|
LS~14 

第11 回組織酸素代謝研究会|匂がマシ弁

日九 本L長$デ15ィコ 第3回周術期時間医学研究会

第12固 PCPS研究会

13:00 14・00 15:00 16:00 17:00 18:00 19・ 00
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E
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【医師部門】

特別講演

第 1 日目 (2 月 28 日)

SL-1 18:00"""'19:30 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)
「生と死とユーモア-患者の QOL を考える一」

アルフォンス・デーケン(上智大学文学部)

司会平川方久(岡山大学大学院医歯学総合研究科麻酔・蘇生学)

第 2 日目 (3 月 1 日)

SL-2 10:00.......11 :00 第1会場(岡山コンペンションセンター コンペンションホール)

伃ediatric Intensive Care: Past, Present and FutureJ 

Geoffrey A Barker CUniversity of Toronto, Canada) 

司会 田村正徳(長野県立こども病院総合周産期母子医療センター)

SL-3 14:00"""'15:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「患者・家族が医療に望むこと」

辻本好子(ささえあい医療人権センター COML)

司会松田尚子(岡山大学医学部附属病院)

基調講演

第 1 日目 (2 月 28 日)

KL-0-1 9:00"""'10:00 第1会場(岡山コンペンションセンターコンペンションホール)
鍈lood purification in ICU: State of artJ 

Rinaldo Bellomo CAustin & Repatriation Medical Center, Melbourne, Australia) 

司会平津博之(千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

KL-0-2 14:00"""'15:00 第1 会場(岡山コンペンションセンター コンペンションホール)

仼utritional therapy in Acute Respiratory Distress Syndrome: Polyunsaturated fatty acids and oxidantsJ 

Michael J Murray CMayo School of Health-Related Science) 

司会 島田康弘(名古屋大学大学院医学研究科麻酔・蘇生学)

KL-0-3 9:30"""'10:00 第6会場(ホテルグランヴィア岡山 3階クリスタル)

「小児心臓手術の周術期管理」

上村秀樹(国立循環器病センタ一心臓血管外科)

司会竹内護(岡山大学医学部附属病院麻酔科蘇生科)

Kし0-4 14:00"""'15:00 第7会場(ホテルグランヴ‘ィア岡山 3階パール)

銈arbon monoxide: Can it be used for diagnostic biomarker or therapeutic modality in critical care illnesses? J 

Augustine M.K. Choi CUniversity of Pittsburgh, School of Medicine, USA) 

司会佐藤哲雄(防衛医科大学校麻酔学)

。
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第 2 日目 (3 月 1 日)

KL-D-5 14:00---15:00 第1会場(岡山コンペンションセンターコンペンションホール)

IMechanical ventilation: From barotrauma to biotrauma to bedsideJ 

KL-D-6 14:00---15:00 

Arthur S Slutsky (St. Michael's Hospital, University of Toronto, Canada) 

司会 山田芳嗣(横浜市立大学医学部麻酔科学)

第6会場(ホテルグランヴィア岡山 3階クリスタル)

I Acute Coronary Syndrome :最近の話題」

第 3 日目 (3 月 2 日)

KしD-7 9:00---10:00 

松崎益徳(山口大学大学院医学研究科器官病態内科学)

司会岩坂蕎二(関西医科大学第二内科・心臓血管病センター)

第1会場(岡山コンペンションセンターコンペンションホール)

IModulatory influences affecting the outcome of cerebral ischemic insu1tsJ 

Myron D Ginsberg (Cerebral Vascular Disease Research Center, 

University of Miami, School of Medicine Florida, USA) 

司会 阿部康二(岡山大学大学院医歯学総合研究科神経病態内科学)

KL-D-8 9:00---10:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「劇症肝不全の病態と治療一内科医の立場から -J

東俊宏(岡山市立市民病院)

司会鍋物修(北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学)

教育講演

第 2 日目 (3 月 1 日)

EL-D-1 9:00---10:00 第7会場(ホテルグランヴ‘ィア岡山 3階パール)

「活性酸素 /NO と臓器障害」

中津博江(東海大学医学部生理科学)

司会前川剛志(山口大学医学部救急医学)

EL・0・2 10:00---11 :00 第7会場(ホテルグランヴィア岡山 3階パール)

「新しい心肺蘇生法」

新井達潤(愛媛大学医学部麻酔・蘇生学)

司会勝屋弘忠(名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学)

第 3 日目 (3 月 2 日)

EL-D-3 9:00---10:00 第6会場(ホテルグランヴ.ィア岡山 3階クリスタル)

「重症不整脈の診断と治療」

大江透(岡山大学大学院医歯学総合研究科循環器内科)

司会平盛勝彦(岩手医科大学第二内科)

EL-E-1 9:00---10:00 第5会場(ホテルグランヴ.ィア岡山 3階フェニックス)

IME 計測の発展と医療への貢献」

梶谷文彦(岡山大学大学院医歯学総合研究科システム循環生理学)

司会丸川征四郎(兵庫医科大学救急・災害医学)
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シンポジウム

第 1 日日 (2 月 28 日)

8-0・ 10:00--12:00 第1会場(岡山コンペンションセンターコンペンションホール)
「血液浄化法の将来」

座長篠崎正博(和歌山県立医科大学救急・集中治療部)

平津博之(千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

「ブレークスルーを目指したマシンが血液浄化を変える」

竹j宰真吾(鈴鹿医療科学大学医用工学部医用電子工学科)

「生体腎に匹敵する血液浄化量を求めて」

川西秀樹(あかね会土谷総合病院)

「血液浄化法 (BP) による各種 humoral mediator 除去の可能性について」

松田兼一(千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

「急性血液浄化法の近未来」

中敏夫(和歌山県立医科大学救命救急センター)

「安全な血液浄化のための方策」

福島臣啓(岡山労災病院麻酔科)

8-0-2 15:00--17:00 第1会場(岡山コンペンションセンターコンペンションホール)
「重症患者の栄養管理」

座長長谷部正晴(帝京大学医学部附属病院救命救急センター)

妙中信之(大阪大学医学部附属病院集中治療部)

「重症患者管理における経腸栄養成功のテクニック」

七戸康夫(札幌医大救急集中治療部)

「心臓移植・肺移植適応患者の栄養管理」

福罵教偉(大阪大学大学院医学系研究科機能制御外科学)

「血液浄化法施行症例に対する栄養管理」

志賀英敏(千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

「重症熱傷患者の栄養管理」

桜井洋一(藤田保健衛生大学医学部外科)

「中枢神経の制御による術後患者の体蛋白喪失抑制の試み」

吉田祥吾(久留米大学外科)

8-0-3 10:00--12:00 第6会場(ホテルグランヴ‘ィア岡山 3階クリスタル)

「小児心臓手術の術後管理」

座長竹内護(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

深江宏治(福岡市立こども病院心臓血管外科)

上園晶一(東京女子医科大学麻酔科)

門崎衛(岩手医科大学循環器病センター麻酔科)

岩崎達雄(岡山大学医学部附属病院麻酔科蘇生科)

志馬伸朗(京都府立医科大学小児疾患研究施設 ICU)

上村秀樹(国立循環器病センタ一心臓血管外科)

8-0-4 15:00--17:00 第7会場(ホテルグランヴィア岡山 3階パール)

「集中治療医学と細胞情報伝達」

座長小川龍(日本医科大学医学部麻酔科学)

今井孝祐(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)
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「手術侵襲による各種メデイエーターの変化と生体反応」

竹田晋浩(日本医科大学集中治療室、麻酔科)

「生体侵襲が肺胞マクロファージに及ぼす影響」

小谷直樹(弘前大学医学部麻酔科学教室)

「集中治療医学と IL-18J

小池薫(東北大学大学院医学系研究科救急医学分野)

rSepsis, MODS, ARDS 病態へのケモカイン、サイトカインの関与:細胞情報伝達の面から」

藤島清太郎(慶慮義塾大学医学部救急部)

「急性腎不全においてストレス蛋白:ヘムオキシゲナーゼが果たす役割」

高橋徹(岡山大学大学院医歯学総合研究科麻酔蘇生学分野)

8-N -3 15:00--17:00 第6会場(ホテルグランヴィア岡山 3階クリスタル)

「感染院内サーベイランスの現状と今後の課題」

座長境美代子(富山医科薬科大学医学部附属病院看護部)

武津 純(名古屋大学大学院医学研究科救急・集中治療医学)

「院内感染対策における ICN の役割」

渡遺都貴子(岡山大学医学部附属病院看護部)

「厚生労働省「院内感染対策サーベイランス事業」について」

荒川宣親(国立感染症研究所細菌・血液製剤部)

「国立大学感染対策協議会サーベイランスについて」

安田文子(弘前大学医学部附属病院看護部)

「国立大学病院集中治療部協議会 ICU 感染対策ガイドラインについて」

松川周(東北大学医学部附属病院集中治療部)

「厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業 ICU 部門からの報告」

武津 純(名古屋大学大学院救急・集中医学)

「院内感染対策の行政の取り組み」

佐藤敏行(厚生労働省医薬局安全対策課)

第 2 日目 (3 月 1 日)

8-0皿5 15:00--17:00 第1会場(岡山コンペンションセンター コンペンションホール)
rARDS の治療戦略」

座長 山田芳嗣(横浜市立大学医学部麻酔科学)

時岡宏明(岡山労災病院麻酔科)

rARDS に対する肺保護戦略の換気様式」

長野修(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

rOpen lung approach における圧容量曲線と recruitment maneuver の役割」

藤野裕士(大阪大学医学部附属病院集中治療部)

rARDS 発生機序の生化学的側面と薬物療法について」

橋本悟(京都府立医科大学集中治療部麻酔科)

「非侵襲的陽圧人工呼吸」

近藤康博(公立陶生病院呼吸器・アレルギー科)

8-0-6 15:00--17:00 第6会場(ホテルグランヴィア岡山 3階クリスタル)

「冠症候群の病態と治療」

座長高野照夫(日本医科大学医学部第一内科学)

岩坂蕎二(関西医科大学第二内科・心臓血管病センター)

「再潅流療法の現状と展望」

一色高明(帝京大学医学部内科)
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「急性冠症候群のリスク層別と初期治療」

安武正弘(日本医科大学附属病院第一内科)

「内視鏡および血管内超音波による成因の分析」

平山篤志(大阪警察病院循環器科)

「吸引血栓の病理学的考察」

大井田史継(濁協医科大学心血管肺内科)

rSlow flow の機序と対策」

伊藤浩(桜橋渡辺病院循環器内科)

「血管新生療法:臨床応用への道」

神畠宏(関西医科大学第 2 内科心臓血管センター)

第 3 日目 (3 月 2 日)

8-0-7 10:00--12:00 第1会場(岡山コンペンションセンターコンペンションホール)

「脳虚血の治療」

座長坂部武史(山口大学医学部麻酔・蘇生学)

阿部康二 (岡山大学大学院医歯学総合研究科神経病態内科)

「頭部外傷の虚血 / 低酸素病態と治療」

中木村和彦(山口大学医学部麻酔・蘇生学)

r diffusion MRI は全脳虚血後の早期変化をとらえることができるか?J 
武田吉正(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

「クモ膜下出血後の脳血管撃縮に対する薬物療法-脳虚血の治療として一」

土肥守(国立療養所釜石病院脳神経外科)

「脳梗塞の血栓溶解療法」

山口武典(国立循環器病センター名誉総長)

「神経栄養因子を用いた脳梗塞の遺伝子治療」

佐藤 圭子(岡山大学医歯学総合研究科神経病態内科学)

8-0-8 10:00--12:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フ工二ックス)

「劇症肝不全の病態と治療」

座長今泉 均(札幌医科大学医学部附属病院救命集中治療部)

東 俊宏(岡山市立市民病院内科)

「劇症肝不全 (FHF) に対する集中治療の現状と問題点」

平野 剛(千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

「亜急性型劇症肝炎 (SFH) に対する内科的集中治療の現状と限界」

兼坂茂(昭和大学藤が丘病院救急医学科)

rHGF, AFP，アシアロシンチを用いた劇症型肝不全の評価法と持続的血柴交換の意義」

佐藤守仁(札幌医科大学医学部附属病院救急集中治療部)

「劇症肝不全に対する肝臓移植の適応と問題点」

上本伸二 (京都大学医学部附属病院臓器移植医療部)

「劇症肝不全に対する肝移植と集中治療」

松三 昌樹(岡山大学医学部附属病院麻酔科蘇生科)

8-N-8 10:00--12:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「専門性を生かしたチーム医療のあり方」

座長金子正子(群馬大学医学部附属病院中央手術部)

氏家良人(岡山大学大学院医歯学総合研究科救急医学)

「専門性を生かしたチーム医療-看護婦の立場から -J

前田靖子(社会保険紀南綜合病院)

円iヮ
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iICU における臨床工学技士の役割について」

藤原綾(川崎医科大学附属病院医療機器管理センター)

「理学療法士の立場から」

虞測敏(兵庫医科大学附属病院リハビリテーション部)

「歯科口腔外科専門医の ICU における役割について一口腔ケアの重要性を介して -J

森英雄(千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

iICU における専門性とチーム医療」

磨田裕(横浜市立大学医学部附属病院集中治療部)

ワークショップ

第 1 日目 (2 月 28 日)

W-1 9:00.......10:30 

「救急医療」

第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

コーデイネータ 氏家良人(岡山大学大学院医歯学総合研究科救急医学)

講師荒川穣二(北見赤十字病院救命救急センター)

加藤博之(佐賀医科大学救急医学)

川崎貞男(和歌山医科大学高次救命救急センター)

金子高太郎(県立広島病院救命救急センター)

W-2 11 :00.......12:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「医用統計学 (EBM 入門)J

コーデイネータ 津田敏秀(岡山大学大学院医歯学総合研究科衛生学・予防医学)

W-3 14:30.......16:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フ工二ックス)

「循環器領域における集中治療-非虚血性心疾患を中心として一」

コーデイネータ 江森哲郎(岡山大学医学部附属病院循環器内科)

第 2 日日 (3 月 1 日)

W-4 9:30.......11 :00 第5会場(ホテルグランヴ‘ィア岡山 4階フェニックス)

「急性血液浄化法:ウソ?ホント ?J

コーデイネータ 片山浩(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

講師嶋岡英輝(大阪市立総合医療センター)

鷹取誠(社会保険広島市民病院)

W-5 14:00.......15:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「血液製剤の使い方」

コーデイネータ 奥格(岡山大学医学部附属病院高気圧治療部)

講師半田誠(慶慮義塾大学輸血センター)

宮尾秀樹(埼玉医科大学総合医療センター麻酔科)

W-6 15:30.......17:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

iICU における感染症と感染対策」

コーデイネータ 草野展周(岡山大学医学部附属病院中央検査部)
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一般演題

第 1 日目 (2 月 28 日)

第 2 会場(岡山コンベンションセンター会議室B)
<口演>

9:00 ~ 10:00 

0-01 気道管理(0・0-01 ~0-0-06) 座長近畿大学医学部麻酔学古賀義久

O・D・01 ブジ一法による新しい経皮的気管切開キット (Ciaglia Blue Rhino™)の使用経験
和歌山県立医科大学附属病院救命救急センター 高江洲秀樹，他7名

O・D・02 気道感染患者に対する経皮的気管切開の安全性
社会保険小倉記念病院救急・集中治療部 若松弘也，他7名

Q-D-03 経皮気管切開術に伴う早期合併症の検討
兵庫医科大学救急災害医学・救命救急センター 山内順子，他7名

Q-D-04 気管内チューブカフ上部吸引。持続的吸引と間歌的吸引の比較
日本医科大学集中治療室 赤田信二，他10名

Q-D-05 頚椎の後方固定術後に上気道閉塞のため気管切開となった症例
北海道大学大学院医学研究科 棲谷文香，他2名

Q-D-06 食道癌頚部リンパ節転移の圧排による気管狭窄を気管内ステントで解除した 2 症例
大阪府済生会吹田病院 小林敦子，他3名

1 0:00 ~ 11 :00 

0・02 血液(0-0-07~0-0-12) 座長藤田保健衛生大学医学部麻酔科貝沼関志

Q-D-07 特発性血小板減少症に抗リン脂質抗体症候群を合併した患者の周術期管理
姫路赤十字病院麻酔科 八井田豊，他5名

O・D・08 術後に発症した薬剤性血小板減少症の一例
群馬県立がんセンター麻酔科 高橋利文，他3名

Q-D-09 意識障害が遷延した血栓性血小板減少性紫斑病の治療経験
山口大学医学部附属病院総合治療センター 山豚朋宏，他6名

Q-D-10 アンチトロンビン通常量投与が播種性血管内凝固症候群の経過、予後に及ぼす影響
東京大学医科学研究所附属病院手術部 西山友貴，他1名

Q-D-11 異なる転帰をとった EB virus により惹起された血球貧食症候群 (VAHS) の 2 症例
札幌医科大学医学部救急集中治療部 岡沼水緒子，他8名

Q-D-12 ソノクロットで管理した血友病B患者の Total Hip Arthroplasty (THA) の一症例
琉球大学医学部附属病院麻酔科集中治療部 武智晶子，他5名

11 :00 ~ 12:00 

0-03 内分泌(0-0-13~0-0-18) 座長弘前大学医学部麻酔科学石原弘規

Q-D-13 非常に急激に発症した重篤糖尿病性昏睡、急性腎不全のー救命例
長野県がん検診・救急センター救急部 平林秀光，他1名

Q-D-14 心房内腫蕩摘出術後に判明した甲状腺ホルモン剤による甲状腺クリーゼと考えられた 1 症例
社会保険広島市民病院麻酔・集中治療科 野上悟史，他2名

Q-D-15 精神分裂病患者に生じた SIADH により短期間に二度の入院を繰り返した 1 例
大宮赤十字病院救命救急センター・集中治療部 杉田学，他4名

O・D・16 診断に難渋した副腎不全の一例
日本赤十字社和歌山医療センター救急集中治療部 戸城仁一，他2名

O・D・17 重症救急疾患に伴う耐糖能障害例に対するグルコースクランプ法の意義
東京警察病院救急集中治療部 星野正巳，他4名
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O-D-18 高度骨粗懸症に伴う多発性肋骨骨折，胸郭変形から難治性重症呼吸不全を呈した Cushing 病の一例
日本医科大学付属病院集中治療室 清水哲也，他14名

第 3 会場(岡山コンペンションセンター会議室A)
<口演>

9:00 --10:00 
0-04 移植医療(0-0・19--0・D・24) 座長信州大学医学部麻酔・蘇生学小田切徹太郎

O・D・19 ABO 不適合生体腎移植術の周術期管理
国家公務員共済組合連合会呉共済病院麻酔科 石川雅巳，他5名

O-D-20 生体肝移植例での血清 1L18 の変動とその臨床的意義
兵庫医科大学病院集中治療部 奥谷龍，他4名

O・D・21 肝移植後の気道狭窄を伴った低酸素血症の 1 症例
北海道大学医学部救急部・集中治療部 越後谷雄一，他2名

O-D・22 生体肝移植後に促進型急性拒絶反応を呈した原発性硬化性胆管炎の一症例
岡山大学医学部附属病院麻酔科・蘇生科 賀来隆治，他7名

O-D・23 PTLD 治療中に，重症拒絶反応による肝不全を来たした血液型不適合生体肝移植の一例
岡山大学医学部附属病院麻酔科蘇生科 土井顕，他6名

O-D-24 生体部分肺移植術後管理の経験
岡山大学医学部附属病院麻酔科・蘇生科 溝淵知司， 14名

10:00 --11 :00 
0-05 患者管理(1)(0-0-25--0-0-30) 座長岩手医科大学医学部麻酔科学盛直久

O-D-25 平坦脳波の患者において B1S 偽高値を示した 1 症例
岡崎市民病院麻酔科 石原哲郎，他7名

0心-26 神経性食思不振症の経過中に盲腸潰蕩穿孔が生じ、術後に橋中心性髄鞘崩壊症を合併した l 例
大阪市立大学医学部附属病院救急部 加藤昇，他3名

O・D・27 低ナトリウム血症の補正により橋中心髄鞘崩壊症 (CPM) をきたした 2 症例
大阪市立大学大学院医学研究科麻酔・集中治療医学分野 田中伸和，他5名

O-D-28 高齢者人工骨頭置換術中に発生した冠動脈撃縮による脳虚血が原因で重度の意識障害を残した症例
草加市立病院麻酔科 松津吉保，他1名

O-D-29 胸腹部大動脈癌術後スパイナルドレナージによる神経障害をきたした 2 症例
神戸大学医学部附属病院集中治療部 出団員一郎，他2名

O・D・30 重症多臓器不全に進行した神経性食思不振症のー救命例
手稲渓仁会病院麻酔科集中治療室 片山勝之，他7名

11 :00 --12:00 
0-06 患者管理(2)(0-0-31--0-0-36) 座長市立旭川病院内科平沢邦彦

O・D・31 たこっぼ型心筋症がクモ膜下出血に合併した症例
宇部興産中央病院麻酔科 脊戸山景子，他2名

0・D-32 左冠動脈第 1 対角枝閉塞に合併した前乳頭筋完全断裂により生じた重症心不全の 1 症例
北海道大学大学院循環病態内科 岸本憲明，他5名

O-D-33 心電図変化を認めず心筋 perfusion MR1 法にて診断された急性心筋梗塞の一例
防衛医科大学校第一内科 高瀬凡平，他9名

O-D・34 y グロプリン大量療法により救命しえた劇症型急性心筋炎の 2 症例
手稲渓仁会病院集中治療部 横山健，他6名

O-D-35 糖尿病性腎症による慢性腎不全に合併した脚気衝心の一例
高松赤十字病院救急部 島田二郎，他1名

O-D-36 骨髄移植後に発症した劇症型ウイルス性心筋炎の l 救命例
千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 横井健人，他14名
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第 7 会場(ホテルグランヴイア岡山パール)
<口演>

9:00 '-10:30 

0-07 優秀演題(0-0-37'-0-0・42)

O-D-37 急性冠症候群の 30 日死亡率と BNP

座長関西医科大学麻酔科学新宮興

日本大学医学部第2内科学 古屋真吾，他8名

O・D・38 心筋症に対する実験的心筋保護:肝細胞成長因子の電気穿孔法による心筋症モデル動物に対する遺伝子導入
国立循環器病センター研究所循環動態機能部 駒村和雄

Q-D-39 アポトーシスからみたアナンダマイドの培養肺胞上皮細胞への影響
大分医科大学医学部麻酔学教室 山口亜紀子，他7名

O-D-40 経気管支鏡マイクロサンプリング法を用いた急性呼吸窮迫症候群/急性肺損傷症例における肺内生化学情報評価
京都府立医科大学集中治療部 松田知之，他7名

O-D-41 術後患者における鎮静度とエネルギー消費量との間の定量的解析
長崎大学医学部麻酔学教室 三浦耕資，他4名

O-D-42 エンドトキシンショックの肺血管透過性充進に対する NFKB 遺伝子治療- NO と VEGF の異なる転写発現-
北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座 松田直之，他2名

第 11 会場(ラヴィール岡山ロアール)
く口演>

1 0:00 '-11 :00 

0-08 溺水・外傷(0-0-43'-0-0-47)

O-D-43 強酸性水 (pHl-2) の溺水の 1 例

座長兵庫医科大学救命救急センター切田学

岩手県高度救命救急センター 及川浩平，他6名

0・D-44 浴槽内溺水患者についての検討
旭川赤十字病院救急部 小林康夫，他5名

O-D-45 皮下および縦隔気腫を合併した胸部外傷例の検討
濁協医科大学第2麻酔学教室 林堅二，他6名

O-D-46 当院における外傷性肝損傷に対する治療法の変遷 ~TAE 施行後の治療に難渋した症例を通して~
医療法人豊田会刈谷総合病院麻酔科・集中治療部 安藤雅樹，他8名

O-D-47 骨盤骨折に対する動脈塞栓術後に急性腎不全を発症した 2 症例
総合病院岡山赤十字病院麻酔科 岩崎衣津，他9名

11 :00 '-12:00 

0-09 熱傷(0・0-48'-0-0-53) 座長岡山赤十字病院麻酔科若林隆信

0・D-48 広範囲熱傷患者の初期治療における酢酸リンゲル液と乳酸リンゲル液の比較
香川労災病院麻酔科 北浦道夫，他4名

O-D・49 重症熱傷での低体温麻酔療法における予後規定因子としての腎機能
愛知医科大学附属病院高度救命救急センター救命救急科 三木靖雄，他10名

O-D-50 札幌医科大学医学部救急集中治療部における広範囲熱傷治療の治療成績について
札幌医科大学医学部救急集中治療部 宮田 圭，他3名

O・D-51 DIC を合併した熱傷症例における hematopoietic factor 
岩手医科大学救急医学講座 山田裕彦，他5名

Q-D・52 両下肢切断を施行した全身熱傷の検討
香川医科大学附属病院麻酔救急集中治療部 川口秀二，他6名

O-D-53 熱傷急性期における連続心拍出量測定装置 (PiCCO) の使用経験
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター救命救急センター 水谷健司，他4名
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第 12・1 会場(岡山コンペンションセンター展示室)
<ポスター>

14:00 -----15:00 

0・10 急性冠症候群(1) (P-D-001-----P-D-005) 

P・D・001 心筋梗塞発症時刻と急性期生命転帰

座長東京医科大学第二内科山科章

厚生連佐久総合病院内科 高松道生，他2名

P・D・002 急性心筋梗塞症における尿中ビリルビン酸化生成物 (Biopyrrin )動態の検討
新宮市立医療センター循環器内科 森田寛，他6名

P-D-003 急性心筋梗塞と不安定狭心症の背景因子とその意義
大阪警察病院心臓センター内科 宇佐美雅也，他12名

P-D-004 来院時心肺停止状態であった急性心筋梗塞症例
福井循環器病院内科 守内郁夫，他3名

P-D-005 急性心筋梗塞症における胸痛センター (Chest Pain Center) の有用性
関西医科大学心臓血管病センター内科 湯浅文雄，他3名

15:00 -----16:00 

D-11 急性冠症候群(2) (P-D-006-----P-D・011) 座長東京都済生会中央病院内科木村満

P-D・006 Primary PTCA にて TIMI3 の再潅流を得た急性心筋梗塞症患者における

TIMI frame count と左室機能改善との関係
関西医科大学心臓血管病センター 伊室祐介，他14名

P-D-007 不安定狭心症 (UAP) に対する経皮的冠動脈形成術 (pcn のタイミング
済生会熊本病院心臓血管センター 野崎勝宏，他10名

P-D-008 急性冠症候群症例における血栓吸引療法の有用性
大阪警察病院心臓センター内科 飯沼義博，他12名

P-D-009 急性冠症候群における IABP 使用による合併症
大阪警察病院心臓センター 溝手勇，他12名

P-D-010 冠インターベンション後の安静が下肢静脈還流に与える影響についての検討
兵庫医科大学循環器内科 舛谷元丸，他1名

P-D-011 非保護左主幹部病変による急性心筋梗塞に対しステントによる再潅流療法を施行した 2 症例
聖路加国際病院ハートセンター 西裕太郎，他9名

16:00 -----17:00 

D-12 不整脈(P-D-012-----P-D-017) 座長 自治医科大学大宮医療センター循環器科斎藤宗靖

P-D-012 ニカルジビンが誘因となり徐脈を来した一症例
岡崎市民病院麻酔科 有馬 一，他5名

P-D-013 塩酸ニフェカラントが著効した難治性 VT のー症例
東京医科大学麻酔科学教室集中治療部 関根秀介，他8名

P-D・014 難治性不整脈に対する塩酸ニフェカラント注(シンビット @)の使用経験
日本医科大学付属病院集中治療室 亀山幹彦，他14名

P-D-015 冠動脈バイパス術後の心房細動に対する心外膜両心房ベーシングの抑制効果
群馬県立心臓血管センター心臓血管外科 荻野隆史，他12名

P・E-016 抗カルジオリピン抗体値と心危険因子(第 2 報)
防衛医科大学校研究センター医療工学部門 石塚俊晶，他5名

P・D・017 多彩な不整脈フォロー中、房室ブロックにて急死した一例
JR東京総合病院循環器内科 伊藤敦彦，他6名
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第 12・2 会場(岡山コンベンションセンター展示室)
<ポスター>

14:00 --15:00 
0-13 肺塞栓症CP心-018--P-0-023)

P-D・018 肺塞栓症を合併した下大静脈血栓症の検討

座長市立室蘭総合病院循環器科東海林哲郎

大分医科大学医学部救急医学 重光修，他7名

P・D・019 肺動脈血栓塞栓症手術の周術期管理経験
藤田保健衛生大学医学部麻酔科 角野宏佳，他11名

P・D-020 術前 over systemic を呈した肺高血圧を伴なう慢性肺梗塞に対する肺動脈血栓内膜摘除術一術後管理を中心

公立陶生病院心臓血管外科 進藤有一郎，他3名

P-D・021 肺血栓塞栓症に対するインターベンションならびに一時的下大静脈フィルターの有用性についての検討
日本医科大学附属千葉北総病院集中治療部 今泉孝敬，他6名

P-D-022 肺血栓塞栓症を合併した破傷風の一例
市立釧路総合病院麻酔科 和田浩輔，他2名

P-D・023 肺動脈血栓吸引術により救命し得た急性肺血栓塞栓症の 1 症例
日本赤十字社医療センター麻酔科 滝津大介，他3名

15:00 --16:00 

0-14 hAMP , POE阻害薬CP-0-024--P-0-029)
P-D-024 関心術中の低容量 hANP 持続投与の効果

座長 日本医科大学付属病院集中治療室田中啓治

徳島赤十字病院麻酔科 加藤道久，他4名

P-D・025 腎機能障害を合併したうっ血性心不全に対する心房性ナトリウム利尿ペプチドの効果
国立東静病院循環器科 田近研一郎，他8名

P・D・026 心房性ナトリウム利尿ペプチドはイヌ腎動脈上大動脈遮断一再潅流モデルにおいて腎血流量、尿量を維持する
東京都立広尾病院救命救急センター 羽深鎌一郎，他5名

P・D・027 心不全治療プロトコール作成の試み~ミルリノンを中心として~
大阪警察病院心臓センター内科 竹田泰治，他13名

P-D・028 CABG 術後ミルリノン持続静注の薬物動態 / 薬動力学
大阪市立大学大学院医学研究科麻酔・集中治療分野 森正信，他4名

P・D・029 重症患者に続発する心不全に対する olprinone の使用経験
日本医科大学付属病院高度救命救急センター 上田康晴，他4名

16:00 --17:00 
0・ 15 循環系の評価CP-0-030--P-0-034) 座長東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循環器内科笠貫宏
P-D・030 弁置換手術後の抗凝固療法中に脳梗塞を発症したー症例-抗凝固療法のモニターはACT、 PT活性で十分か?

奈良県立医科大学附属病院集中治療部 平井勝治，他7名

P-D・031 大動脈弁位人工弁機能不全における HITS 測定の意義:人工弁機能不全の診断への応用
久留米大学医学部外科 青柳成明，他6名

P・D・032 胸部 X 線写真による腹部大動脈癌術後症例の循環血液量評価
慶謄義塾大学医学部麻酔学教室(現けいゅう病院麻酔科) 柏木政憲，他4名

P・D・033 心疾患時の心臓前負荷の指標としての中心部血液量とぶどう糖初期分布容量の比較検討
弘前大学医学部麻酔科 石原弘規，他5名

P・D・034 連続心拍出量 ・右室駆出率測定 Swan-Ganz カテーテルによる心機能評価

-RVAD 離脱時期の決定要因について一
札幌医科大学救急集中治療部ICU 高橋典之，他7名
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第 12・3 会場(岡山コンペンションセンター展示室)
<ポスター>

14:00 --15:00 

0-16 呼吸:基礎研究CP-0-035--P・0-039) 座長東京医科歯科大学救命救急医学三高千恵子

P-D-035 プロポフォールが培養 E 型肺胞上皮細胞の増殖及びサイトカイン産生に及ぼす効果
神戸大学大学院医学系 三川勝也，他5名

P-D-036 HSP47 アンチセンスを用いた肺線維症軽減モデル
大分医科大学医学部麻酔学教室 萩原聡，他5名

P-D-037 左側迷走神経切断による神経原性肺水腫の発生抑制
名古屋大学大学院医学研究科麻酔・蘇生医学講座 鴻国剛，他5名

P-D・038 テルブタリンならびにドブタミンが敗血症ラットの横隔膜収縮力に及ぼす影響
札幌医科大学麻酔学講座 藤村直幸，他6名

P・D・039 Bacterial DNA に含まれる CpG motif による炎症反応とその抑制
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター麻酔科 山田宏，他3名

15:00 --16:00 

0-17 肺保護戦略CP-0-040--P-0-044) 座長帝京大学医学部附属溝口病院麻酔科大村昭人

P・D・040 ARDS/ ALI に対する open lung approach と経腸栄養の早期導入は予後を改善する
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 山口修，他4名

P・D・041 ARDS/ ALI に対する腹臥位療法短期効果について- CT 所見と酸素化能の相関-
和歌山県立医科大学救命救急センター 那須英紀，他7名

P-D-042 Stress Index strategy based on pressure-time curve analysis can be more protective than NIH strategy 
福島県立医科大学医学部麻酔科学講座 中根正樹，他4名

P-D-043 緑膿菌肺炎に対する protective ventilation の効果
横浜市立大学医学部麻酔科学講座 倉橋清泰，他7名

P-D-044 下側肺障害部位の経時的変化-経食道心エコーを用いた観察-
弘前大学医学部附属病院集中治療部 坪敏仁，他4名

16:00 --17:00 

0-18 AROSCP-0-045--P-0-050) 

P-D-045 食道癌術後 ARDS 症例の検討

座長秋田大学医学部救急医学多治見公高

東京医科歯科大学医学部集中治療部 野坂俊寿，他4名

P-D-046 術後入院経過中に発症した ARDS 6 症例の検討
香川県立中央病院麻酔科 高島武燦，他11名

P・D・047 NO 吸入による酸素化能の経時変化
群馬大学医学部附属病院集中治療部 日野原宏，他4名

P-D-048 緊張性気胸後の遷延性低酸素血症に NO 吸入が奏効した一例
富山医科薬科大学附属病院集中治療部 渋谷伸子，他2名

P・D・049 高 PEEP と気道内圧の制限により高炭酸ガス血症をきたしたが意識回復した ARDS の一症例
横浜南共済病院麻酔科・ICU 関野長昭，他6名

P-D-050 重症 ARDS の加療中に肺梗塞を合併した 1 例
日本医科大学付属病院高度救命救急センター 林幹彦，他5名

第 12-4 会場(岡山コンペンションセンター展示室)
<ポスター>

14:00 --15:00 

0・19 換気モードCP-O・051--P-0-055) 座長川崎医科大学麻酔・集中治療医学左利厚生

P-D-051 高気道抵抗患者が pressure support ventilation 時に二段呼吸となる原因と対策ーモデル肺による検証
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター集中治療部 大塚将秀，他5名
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P-D-052 PAV モードにおける最適な条件設定について
横浜市立大学医学部附属病院集中治療部 佐々木勝教，他4名

P・D・053 覚醒時の PSV の呼吸パターンの変化
川崎医科大学麻酔・集中治療医学教室 藤田喜久，他4名

P・D・054 換気モードの違いによる人工呼吸管理症例の検討 ~PSV と SIMV との比較~
熊本市医師会熊本地域医療センター麻酔科 成松紀子，他3名

P・D・055 LTV1000 (Pulmonetic Systems) を用いた心臓外科術後患者の人工呼吸器からの離脱
長崎大学医学部附属病院集中治療部 中村利秋，他6名

15:00 ~ 16:00 

D-20 BiPAP(P-D-056~P-D-060) 座長筑波大学臨床医学系麻酔学豊岡秀訓

P-D・056 Minitracheostomy を介しての BiPAP による人工呼吸管理の試み
聖路加国際病院麻酔科・集中治療室 青木和裕，他6名

P-D-057 Minitracheostomy を介した器械的人工呼吸における換気測定法
聖路加国際病院麻酔科・集中治療室 片山正夫，他6名

P-D-058 リーク存在下での NPPV 人工呼吸器と ICU 人工呼吸器の性能比較
大阪大学医学部附属病院集中治療部 三好恵理子，他5名

P-D-059 人工呼吸器からのウイーニングに換気補助として BiPApTM が有用であった 3 症例
福山市市民病院麻酔科 宮庄浩司，他3名

P・D・060 簡易型 NIPPV の一般病棟における普及一院内出張 NIPPV -
大宮赤十字病院救命救急センター・集中治療部 清水敬樹，他3名

16:00 ~ 17:00 

0・21 長期人工呼吸(P-D-061 ~P-D-066) 座長鳥取大学医学部麻酔・蘇生学石部裕一

P-D・061 髄膜炎から重症呼吸不全を呈し、管理に難渋した 1 症例
東京慈恵会医科大学第三病院麻酔科 生田目英樹，他3名

P-D-062 長期人工呼吸管理を要した症例の検討
国立浜田病院 山森祐治，他1名

P・D・063 集中治療を要した在宅酸素療法中の肺気腫急性増悪患者の予後
日本赤十字社和歌山医療センター救急・集中治療部 辻本登志英，他7名

P-D・064 間質性肺炎の増悪にて ICU に入室した症例の検討
日本赤十字社和歌山医療センター救急部第三外科部 堀口真仁，他7名

P-D-065 HME ブースターの加温加湿性能の検討
近畿大学医学部麻酔科 白井達，他5名

P・D・066 下側肺障害に対するローリングベッドの有用性
濁協医科大学集中治療部 小林光太郎，他7名

第 14・1 会場(岡山コンベンションセンタークリエイテイブルーム)
<ポスター>

14:00 ~ 15:00 

D-22 脳虚血(P-D-067~P-D-072) 座長富士脳研附属病院天野悪市

P-D-067 虚血性脳血管障害に対する治療- MRI 診断に基づいた治療の選択一
県立広島病院脳神経外科 佐藤秀樹，他5名

P・D・068 一過性不完全脳虚血病変の大きさと転帰(生死)の関係 (MRI を用いた転帰の予測の試み)
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 石川晴士，他2名

P-D-069 重症くも膜下出血急J性期における脳虚血病態の把握と治療応用ーベッドサイド脳内グルタミン酸測定の有用性一
日本大学医学部救急医学教室 守谷俊，他6名

P-D-070 発症 3 時間以内の血栓溶解療法後に出血性梗塞で死亡した脳幹梗塞の一例
武蔵野赤十字病院救命救急センター 稲田異治，他8名
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P・D・071 脳冷凍損傷モデルにおけるアクアポリン発現の変化と脳浮腫への関与
名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学教室 祖父江和哉，他6名

P-D-072 細胞内 pH 低下時における脳スライスの高エネルギー燐酸維持能
大分医科大学麻酔科学教室 北野敬明，他6名

15:00 ---16:00 
0-23 脳保護(P-0-073---P-0-077) 座長東京医科大学麻酔科一色淳

P・D・073 近赤外線分光法によるチトクロームオキシダーゼの還元状態を指標にした新たな脳管理の試み
鹿児島大学医学部集中治療部 垣花泰之，他6名

P・D-074 S100 ﾟ protein を指標とした PGE1 の脳保護作用に関する検討
鹿児島大学医学部麻酔・蘇生学講座 尾前毅，他6名

P-D-075 重症頭部外傷に対する脳低温療法、大量 Mg 療法の併用- Convention~therapy 併用との比較
国家公務員共済組合連合会呉共済病院麻酔科 御川安仁，他6名

P-D-076 演題取り下げのため欠番

P-D-077 ラット脊髄虚血にともなう運動機能と組織変化の長期的観察

16:00 ---17:00 
0-24 心肺蘇生(P-0-078---P-0-083)

P-D-078 演題取り下げのため欠番

奈良県立医科大学付属病院集中治療部 坂本尚典，他7名

座長福岡大学医学部救命救急医学田中経一

P-D-079 院外心停止患者における疾患の推測と vascular biology 
日本大学医学部救急医学 境純，他12名

P-D・080 院外心臓性心停止生存例の Vascular biology 
日本大学医学部救命救急科 海老原貴之，他12名

P-D-081 心肺停止蘇生後患者の赤血球機能と組織酸素代謝動態の検討
日本大学医学部救急医学科 雅楽川聡，他4名

P-D・082 経皮ペーシングが有効であった救急搬入時 asystole の 2 症例
第二岡本総合病院麻酔科集中治療室 松本裕則

P-D-083 重度蘇生後患者の在宅医療 5 例の経験
帝京大学医学部附属市原病院集中治療センター 藤田正人，他2名

第 14・2 会場(岡山コンベンションセンタークリエイティブルーム)
<ポスター>

14:00 ---15:00 
0-25 小児(1)(P-0-084---P-0-089) 座長神奈川県立こども医療センター麻酔科広木公一

P・D・084 三次救命センターにおける小児哨息死の検討
昭和大学藤が丘病院救急医学科 刑部義美，他6名

P・D・085 救命センターにおける乳児救急症例の分析と問題点の検討
日本赤十字社和歌山医療センター救急部 千代孝夫，他4名

P-D-086 救命救急センターで集中治療を必要とした小児症例の検討
大阪市立総合医療センター救命救急センター 鍛冶有登，他8名

P-D-087 人工呼吸器管理が必要となった百日咳肺炎- 3 症例の検討-
自治医科大学集中治療部 百瀬和子，他5名

P・D・088 挿管呼吸管理を要した小児重症百日咳症例の検討
滋賀医科大学医学部附属病院集中治療部 高代良一，他5名

P-D・089 小児心臓手術における ECLHA 装着症例の検討
名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学教室 湯本美穂、，他5名
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15:00 ~ 16:00 

0-26 小児(2) (P-0-090~P-0-095) 座長大阪府立母子保健総合医療センター麻酔科北村征治

P-D・90 小児における Pressure Support Ventilation の圧と換気パラメータの関係
東北大学医学部附属病院集中治療部 星邦彦，他6名

P-D・091 乳児における呼吸管理モニター Ventrak と SV300 の表示 1 回換気量の関係
東北大学医学部附属病院麻酔科学講座 伊藤洋介，他8名

P・D-092 外科的治療を必要とした気管気管支軟化症乳児の術前・術後管理
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター集中治療部 下山哲，他3名

P・D-093 中鎖アシル -CoA 脱水素酵素欠損症により心肺停止をきたし交換輸血により著明に改善した 1 症例
社会保険広島市民病院麻酔集中治療科 久利順子，他4名

P-D-094 持続血液透析i慮、過 (CHDF) が有効で、あったメチルマロン酸血症の 1 症例
名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学教室 草間宣好，他6名

P-D-095 持続胸膜外ブロックによる小児開胸手術後の鎮痛の試み
北海道大学医学部附属病院集中治療部 石川岳彦，他9名

16:00 ~ 17:00 

0-27 患者評価(P-O・096~P-0-101 ) 座長帝京大学医学部附属市原病院集中治療センター福家伸夫

P・D・096 造血幹細胞移植後合併症症例に対する APACHE スコアによる患者評価
国立がんセンター中央病院幹細胞移植科 金成元，他2名

P-D・097 APACHE II スコアによる肝移植術後 ICU 入室患者の評価
京都大学医学部附属病院麻酔科 美馬裕之，他5名

P-D-098 血清プロカルシトニン濃度は ICU 入室患者の予後予測に有用である
札幌医科大学医学部救急集中治療部 紅露伸司，他8名

P・D・099 関心術後の多臓器不全の検討ーその術後の指標と術前因子について-
公立陶生病院心臓血管外科 市原利彦，他2名

P-D-100 心電図 R-R 間隔ゆらぎの線形・非線形解析法の確立とその臨床解析結果の検討
済生会熊本病院救急センター 前原潤ー，他4名

P-D-101 重症患者における心拍・血圧変動の検討
山口大学医学部附属病院先進救急医療センター 笠岡俊志，他11名

第 15 会場(岡山コンベンションセンタースタジオ)
<ポスター>

14:00 ~ 15:00 

0-28 患者管理(3) CP-0-1 02~P-0-1 06) 座長東京慈恵会医科大学第三病院麻酔部根津武彦

P-D-102 端息重積発作におけるイソプロテレノール、マグネシウムの有用性
埼玉医科大学総合医療センター麻酔科 小山薫，他4名

P・D・103 吸入麻酔Cisoflurane) により治療した Status Asthmatucus の臨床的検討
昭和大学藤が丘病院呼吸器内科 倉石博，他13名

P・D-104 重症端息発作症例における bronchoalveolar lavage (BAL) の有用性
東京医科大学霞ヶ浦病院麻酔科・集中治療部 柳田国夫，他9名

P-D-105 人工呼吸管理を行った sudden asphyxic asthma 5 症例の検討 \
愛媛県立中央病院麻酔科 本多亮子，他6名

P-D・106 体外式肺補助療法 (ECLA) が有効であった重症肺炎の 1 例
琉球大学医学部麻酔科学講座 大城匡勝，他4名
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15:00 ....... 16:00 
0-29 患者管理(4) (P・D・ 107.......P-0-111) 座長九州大学医学部附属病院救急部財津昭憲

P・D・107 術後の再潅流性肺水腫に対し recruitment maneuver と high PEEP が有効で、あった慢性肺動脈血栓塞栓症の

1 症例
国立循環器病センター外科系集中治療科 橘一也，他4名

P-D・108 重症肺炎の人工呼吸管理中に全身性空気塞栓 (SAE) を来した症例
県立岐阜病院麻酔科 糟谷由紀子，他4名

P-D-109 化学療法後に肺炎をきたした急性骨髄性白血病患者の長期呼吸管理の経験
静岡県立総合病院麻酔科 佐野秀樹，他4名

P-D-110 Nuss 法による漏斗胸挙上術術後に膿胸を合併した症例
愛知県厚生農業協同組合連合会更生病院麻酔科 井村奈美，他5名

P・D・111 横隔膜縫縮術で人工呼吸離脱に成功した横隔神経麻揮の一症例
琉球大学医学部附属病院麻酔科集中治療部 高良到，他4名

16:00 ....... 17:00 
0・30 患者管理(5) (P-O・ 112.......P-0-116) 座長八戸市立市民病院麻酔科前田朝平

P・D・112 全身性エリテマトーデス (SLE) の治療経過中に S 状結腸穿孔を起こし多臓器障害を併発した 1 例
真生会富山病院麻酔科 大津武

P-D-113 集中治療室管理を必要とした原発性腹膜炎の 3 症例
大津市民病院救急集中治療部 鶴田宏史，他4名

P-D-114 プロポフォールにより緑色尿を呈した 2 症例
前橋赤十字病院救急部・集中治療科・麻酔科 小池俊明，他8名

P-D-115 生体肺移植後の肺胞出血を伴う重症呼吸不全に対して ECMO で救命し得た一例
岡山大学医学部第二外科 小谷一敏，他7名

P-D-116 食道癌術後に胸部 X 線で間質性陰影の増強を認めた症例
大分医科大学医学部附属病院 松本重清，他5名

第 2 日目 (3 月 1 日)

9:00 .......10:00 

第 2 会場(岡山コンペンションセンター会議室 B)
<口演>

ひ31 患者管理(6)(0-0-54.......0-0-59) 座長昭和大学医学部第3内科片桐敬

O-D・54 輸液フィルターが原因で不安定な血行動態を示した 1 症例
大阪大学医学部附属病院集中治療部 山口大介，他8名

O・D・55 中心静脈カテーテルによる内頚静脈血栓症の 2 症例
新潟大学大学院医歯学総合研究科救命救急医学分野 大橋さとみ，他4名

O-D・56 P-ANCA 関連血管炎の治療中に深部静脈血栓症をきたしたー症例
鹿児島市医師会病院麻酔科 稲留昌彦，他5名

O-D-57 術後コンパートメント症候群と動脈血栓症を合併し治療に難渋したー症例
大阪府立病院麻酔科 平松大典，他9名

O-D-58 腹部大動脈閉塞をきたした心室内血栓症の 1 例
金沢大学医学部附属病院麻酔科蘇生科 山田圭輔

O-D・59 異常肺高血圧と右心不全で CCU 入室した Kugelberg-Welander 症候群の 1 例
静岡県立総合病院麻酔科 乗松祐佐，他4名
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10:00 --11 :00 

0-32 患者管理(7) (0心ー60--0-0・65) 座長徳山中央病院麻酔・集中治療科 宮内善豊

O-D-60 急性心筋炎に合併した両心室内血栓を外科的に除去した一症例
厚生連広島総合病院 柴田康之，他5名

O-D・61 心臓及び大血管同時手術後の多臓器不全に対し多角的治療で救命し得た一例
久留米大学医学部外科 岡山慶一郎，他7名

O・D・62 巨大陰性 T 波を有する手術患者の周術期管理
大館市立総合病院麻酔科 村川徳昭，他1名

O・D・63 硫酸マグネシウムの術中予防投与が上室性不整脈の発生におよぼす影響
慶慮義塾大学病院麻酔科・一般集中治療室 香取信之，他4名

O・D・64 経陸的子宮全摘術術後出血に対し内腸骨動脈塞栓術が有効で、あった 1 症例
福山市市民病院麻酔科 石井賢造，他3名

O-D-65 原発性肺高血圧症を合併した妊婦の妊娠中絶に PCPS を使用した 1 症例
神戸大学医学部附属病院麻酔科集中治療部 夜久英明，他3名

第 3 会場(岡山コンペンションセンター会議室 B)
<口演>

9:00 --10:00 

0-33 中毒(1) (0-0-66--0心ー71) 座長筑波大学附属病院救急部山下衛

O・D-66 旭川赤十字病院救命救急センターにおける過去 5 年間の薬物中毒患者の検討
旭川赤十字病院救命救急センター 高橋稔之，他10名

O・D・67 当院における急性薬物中毒- 2 次救急医療機関での現状-
春日部市立病院内科 川俣博文，他13名

O-D-68 六一Oハップ中毒の救命例
綜合病院社会保険徳山中央病院麻酔・集中治療科 宮内善豊

O-D-69 急J性循環不全を呈した重症有機リン中毒のー救命例
鹿児島市立病院救命救急センター 竹原哲彦，他3名

O・D・70 有機リン中毒と血液浄化
山口県立中央病院麻酔科 岡英男，他6名

O・D-71 急性シアン中毒の 1 症例
日鋼記念病院麻酔科 前田利昭，他4名

10:00 --11 :00 

0-34 中毒(2) (0-0-72--0-0-77) 座長福島県立医科大学附属病院救急科国勢長一郎

O-D-72 酢酸中毒の一例
山口県立中央病院麻酔科 吉冨郁，他6名

O-D・73 テオフイリン中毒の臨床的検討
倉敷中央病院麻酔科 増田直樹，他5名

O-D・74 ストリキニーネ中毒による多臓器不全の一例
熊本市立熊本市民病院救急診療部 演口正道，他2名

O-D-75 心筋障害を来したヘロイン中毒の一例
東京都立墨東病院救命救急センター 清田和也，他6名

O-D-76 塩酸フェニルプロパノールアミン (PPA) 中毒により急性心筋障害を認めた 1 例
聖路加国際病院救命救急センター 田中和豊，他6名

O-D-77 血液製剤投与を拒否したアセトアミノフェン中毒の 1 症例
高知医科大学医学部附属病院集中治療部 山下幸一，他6名
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14:00 --15:00 

第 12・1 会場(岡山コンペンションセンター展示室)
<ポスター>

0-35 栄養管理(P-0-117--P-0-121 ) 座長 北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学(救急医学) 丸藤哲

P-D-117 侵襲度からみた食道癌術後アミノ酸大腿動静脈較差の推移
大分医科大学医学部附属病院集中治療部 吉武重徳，他4名

P・D・118 高脂肪含有経腸栄養剤の有効性，安全性の検討
新日銭八幡記念病院集中治療室 海塚安郎

P-D-119 関心術後重症患者に対する栄養療法の有用性
済生会熊本病院心臓血管センター外科 上杉英之，他6名

P-D-120 関心術後の重症例に対する栄養管理ーその指標と戦略内容の相違からみた管理法一
公立陶生病院心臓血管外科 市原利彦，他2名

P-D-121 原因不明のショック，アシドーシス，意識障害を呈した 1 症例 ----TPN 管理患者に生じたビタミン Bl 欠乏症~
旭川赤十字病院救急部 小林康夫，他5名

15:00 --16:00 

0-36 モニタリング(1) (P-0-122--P-0-127) 座長社会保険広島市民病院麻酔科集中治療科多田恵一

P-D-122 Bispectral lndex は脳波のイ可をみているか?
帝京大学医学部附属市原病院麻酔科 後藤隆久，他3名

P・D-123 呼吸管理中に Bispectral lndex モニターが異常変動を呈した症例の検討
東京医科大学麻酔科学教室集中治療部 福井秀公，他8名

P-D-124 心肺停止蘇生後患者における Bispectral lndex による検討
日本大学医学部救急医学教室 楼井淳，他4名

P・D・125 集中治療における鎮静の客観的評価に対する Bispectral lndex モニターの応用
東京医科大学麻酔科学教室集中治療部 小津拓郎，他8名

P-D-126 肺経由動脈熱希釈法を用いた循環管理一 PiCCO@ カテーテルの有用性-
大阪市立総合医療センター集中治療部 安宅 一晃，他5名

P-D-127 肺動脈カテーテルの挿入できない症例への圧波形解析による連続心拍出量測定 PiCCO の使用経験
岡山大学医学部集中治療部 小坂誠，他6名

16:00 --17:00 

0-37 モニタリング(2) (P-O・ 128--P-0-133) 座長産業医科大学附属病院手術部佐多竹良

P・D・128 右室拡張末期容量係数 (RVEDVI)の連続モニタリング
日本大学救急医学 冨永善照，他10名

P-D・129 インジゴカルミンを指示薬としたパルスダイデンジトメトリーの開発
川崎医科大学麻酔・集中治療医学教室 藤田喜久，他1名

P-D-130 Ga シンチグラフィーを用いての ARDS の評価
札幌医科大学医学部救急集中治療部 兵子早苗，他8名

P・D・131 食道癌根治術周術期における血管内水分量と血管透過性の評価
慶慮義塾大学医学部麻酔学教室一般集中治療室 小竹良文，他8名

P-D-132 気管支ファイバーによる吸疲時の気管内リドカイン投与によるリドカイン血中濃度の検討
岡山大学医学部附属病院集中治療部 倉迫敏明，他7名

P-D-133 人工呼吸器のガスミキサーの故障が中央配管の圧縮空気酸素濃度に影響を及ぼした一事例
新潟大学医学部附属病院集中治療部 小村昇，他4名
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第 12・2 会場(岡山コンベンションセンター展示室)
<ポスター>

14:00 --15:00 

0-38 管理・運営CP-0-134--P-0-139)

P-D-134 緊急 ICU 入室症例についての検討

座長大阪大学医学部附属病院集中治療部妙中信之

近畿大学医学部麻酔科 目仲毅至，他3名

P-D-135 当院における術後病棟患者の ICU 緊急入室例
香川県立中央病院麻酔科 松下幹晴，他11名

P-D-136 術後死亡における集中治療室の役割の検討
明石市立市民病院麻酔科 上藤哲郎，他3名

P-D・137 集中治療における家族の同意について
岡山赤十字病院救命救急センター 石井史子，他9名

P-D-138 PHS を用いた簡易な特定行為指示システムの試み
春日部市立病院内科 有馬健，他13名

P-D-139 患者情報システム CareVue@ を利用したカンファランス
横浜市立大学医学部市民総合医療センター集中治療部 山口修，他3名

15:00 --16:00 

0-39 教育・コンビュータ CP-O・ 140--P-0-145) 座長 佐賀医科大学医学部麻酔・蘇生学 十時忠秀

P・D-140 医学生の集中治療科および集中治療科医師に対する意識調査
前橋赤十字病院麻酔科・集中治療科・救急部 中野実，他11名

P-D-141 インド地震における国際災害救援医療の経験と問題点
日本赤十字社和歌山医療センター救急部 千代孝夫，他4名

P-D-142 集中治療専従医の救急医療への関わりについて
濁協医科大学病院集中治療部 木多秀彰，他8名

P・D・143 ICU における鎮痛・鎮静の評価と実状: ICU ナースに対するアンケート調査
大阪市立大学医学部附属病院救急部 行岡秀和，他3名

P・D・144 インターネットがかかわった薬物中毒と総首例
都立府中病院救命救急センター 佐々木勝，他1名

P・D・145 術後患者管理における北大病院集中治療部患者情報システムと手術部患者情報システムの相互関係と問題点
北海道大学医学部附属病院集中治療部 岡村篤，他6名

16:00 --17:00 

0-40 環境・経済CP-0-146--P-0-150) 座長島根医科大学医学部附属病院集中治療部費藤洋司

P・D・146 ICU における室内環境の実態調査一気温・湿度・照度・騒音の同時連続測定による動態解明一
大阪大学医学部附属病院MEサービス部 富田敏司，他4名

P-D-147 ICU 内における電磁波環境の測定について
東京慈恵会医科大学麻酔部 桜井淑男，他4名

P-D-148 人工呼吸安全対策の必要性とその効率的実行
徳島大学医学部附属病院救急部集中治療部 黒田泰弘，他8名

P-D-149 人工鼻導入にあたっての加温加湿効果とコストの臨床的検討
名古屋第一赤十字病院集中治療部 堀田毒郎，他1名

P-D・150 客観的予後評価を援用した治療撤退が医療資源投入量に与える影響の試算
山口大学医学部附属病院総合治療センター 立石彰男，他6名
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第 12-3 会場(岡山コンペンションセンター展示室)
<ポスター>

14:00 ~ 15:00 

0-41 急性腎不全(P-0-151~P・D・156) 座長市立札幌病院救命救急センター松原泉

P・D・151 ICU で血液浄化を行なった急性腎不全症例の検討
名古屋第二赤十字病院麻酔科・集中治療部 小林零，他8名

P-D・152 当院における急性腎不全の現況-原因病態と治療成績-
札幌医科大学医学部救急集中治療部 吉田英昭，他9名

p戸D-153 急性腎不全の予後は改善したか?一山形大学 ICU における過去 16 年間の成績一
山形大学医学部附属病院集中治療部 三浦美英，他4名

P・D・154 急性腎不全としての横紋筋融解症の治療法・予後についての検討
大阪市立総合医療センター救命救急センター 島津和久，他8名

P・D・155 血清クレアチニン孟 3mg/dl の急J性腎不全患者の治療と予後について
岐阜大学医学部附属病院集中治療部 仁田豊生，他5名

P-D-156 hANP 持続投与における利尿効果および腎保護作用について
日本医科大学付属病院高度救命救急センター 上田康晴，他4名

15:00 ~ 16:00 

0-42 血液浄化: PMX(P-0-157~P-0-162) 座長千葉大学医学部附属病院救急部・集中治療部織田成人

P-D-157 エンドトキシン吸着療法 (PMX) 施行時における単球と臨床効果に関する検討
佐賀医科大学内科 藤崎大整，他7名

P-D-158 ポリミキシン吸着カラムによる血液浄化が単球系に及ぼす影響一症例からの考察一
名古屋市立大学医学部麻酔蘇生学教室 加納正也，他7名

P-D-159 食道癌根治術後に生じたショック状態に対するエンドトキシン吸着療法に関する考察
鹿児島大学医学部集中治療部 和田貴志，他5名

P-D-160 僧帽弁置換後の敗血症性ショックにエンドトキシン吸着療法が有用で、あった一症例
宮崎医科大学附属病院集中治療部 浜川俊朗，他6名

P・D・161 エンドトキシン吸着 (PMX) が有効であった劇症型 A 群溶連菌感染症の 1 症例
大田原赤十字病院救命救急センター 小野田昇，他3名

P-D-162 PMX が奏功した高サイトカイン血症を伴う原因不明の敗血症性ショックの一例
沖縄ハートライフ病院麻酔科 久場良也，他2名

16:00 ~ 17:00 

0-43 血液浄化:循環動態・他(P-0-163~P-0-167)座長 日本医科大学付属多摩永山病院救命救急センター 黒川顕

P-D-163 血液透析時の門脈血行動態測定による小腸血流の評価
愛知医科大学医学部第二外科 宮地正彦，他4名

P-D-164 二重減過血柴交換 (DFPP) 施行中における循環動態の検討
徳島大学医学部附属病院薬剤部 阿部真治，他14名

P・D・165 敗血症患者における CHDF 施行中の PA1 -1 と BNP の変化について
東京医科大学八王子医療センター救命救急部 池田一美，他7名

P-D-166 連続的ヘマトクリットモニタへの脂肪乳剤の影響に関する実験的検討
徳島大学医学部第二内科 居和城宏，他13名

P-D-167 ICU 入室症例における好中球 (PMN) apoptosis と CHDF によるその制御(第 1 報)
千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 平野剛，他11名
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第 12・4 会場(岡山コンベンションセンター展示室)
<ポスター>

14:00 --15:00 

0・44 血液浄化:溶質の移動(1)(P-D-168--P-D-172) 座長大阪市立総合医療センター麻酔科佐谷誠

P-D-168 持続血液漣過療法によるアドレノメデユリンの変動
鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部 斎藤憲輝，他6名

P-D・169 持続血液鴻過透析中のウリナスタチンの体内動態の検討
日本医科大学救急医学 小井土雄一，他6名

P・D・170 急性腎不全における血液持続鴻過透析中のフルコナゾールの血柴濃度推移
北海道大学大学院薬学研究科医療薬学講座 矢ケ崎和明，他7名

P・D・ 171 持続減過法 (CHF) 施行中における PAPM/BP の至適投与法の検討
和歌山県立医科大学救急集中治療部 篠崎真紀，他8名

P-D-172 急性肝不全患者に対する血柴交換では炎症性サイトカインは除去できない
秋田大学医学部救急医学講座 和田博，他4名

15:00 --16:00 
D-45 血液浄化:溶質の移動(2)(P-D-173--P-D-177) 座長弘前大学医学部麻酔科学坪敏仁

P・D・173 サイトカイン，内因性 cannabinoids から見たエンドトキシン吸着療法による生体反応調節機序
大阪府立千里救命救急センター 小林誠人，他6名

P・D・174 急性血液浄化と情報技術との融合一質の高い急性血液浄化の実現を目指して-
徳島大学医学部第二内科 岡久稔也，他10名

P-D-175 血液悪性疾患に続発した臓器障害症例に対する持続的血液漉過透析 (CHDF) の意義と限界
千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 仲村将高，他14名

P-D-176 血液浄化療法を要した高齢者 (80 歳以上)多臓器不全症例の検討
島根医科大学附属病院集中治療部 橋本圭司，他7名

P・D・177 敗血症性ショック症例に対する High Volume Continuous Hemodialysis の早期昇圧効果
川崎医科大学附属病院腎センター 小野淳一，他6名

16:00""'" 17:00 

0・46 血液浄化:症例(P-D-178--P-D-183) 座長公立置賜総合病院麻酔科・高度医療室加藤混

P-D-178 潰蕩性大腸炎症例に対する白血球除去器(セルソーバ EX) の使用経験
徳島大学医学部第二内科 居和城宏，他10名

P・D・179 透析導入により腸管出血を繰り返した被殻出血後の一例
北海道大学医学部附属病院救急科 松田直之，他6名

P・D・180 総胆管結石販頓を契機に発症した急性肝不全に血液浄化法を計 11 団施行し救命しえた一例
高知県立中央病院麻酔科 銅前崇平，他6名

P・D-181 急性腎不全を合併したマムシ佼傷の l 例
浜松医科大学附属病院救急部 仁科雅良，他8名

P・D・182 重症呼吸不全、腎不全を合併し、 CHDF をはじめとする集中治療を要した AIDS の 1 救命例
君津中央病院救急・集中治療科 疋田聡，他3名

P-D-183 二重漉過血柴交換療法 (DFPP) 施行前後において謬質浸透圧の変動が見られた一例
徳島大学医学部附属病院薬剤部 清水ゆかり，他14名

今
、υ

A
4
I
 



第 14・1 会場(岡山コンベンションセンタークリエイテイブルーム)
<ポスター>

14:00 --15:00 

D-47 悪性症候群・他(P-D-184--P-D-188)

P-D-184 当院における悪性症候群の実態

座長大阪赤十字病院麻酔科山岡久泰

春日部市立病院 向山剛生，他4名

P・D・185 精神・神経疾患の既往をもっ熱中症の 2 症例
島根医科大学医学部附属病院集中治療部 越崎雅行，他7名

P-D-186 抗精神薬服用患者に生じた重症熱中症の 1 例
高岡市民病院麻酔科集中治療科 明星康裕，他2名

P-D-187 ICU で鎮静目的に投与された propofol で CK 上昇をきたした 1 例
静岡県立総合病院麻酔科 白石義人，他3名

P-D・188 プロポフォールを用いた脳外科患者の急J性期及び周術期管理一非ICU施設における有用性についての検討-
順天堂大学浦安病院麻酔科 三浦邦久，他4名

15:00 ---16:00 

0・48 敗血症(P-D・ 189--P・D・ 194) 座長 岡山大学大学院医歯学総合研究科麻酔・蘇生学高橋徹

P-D-189 敗血症時における各種血管の収縮薬に対する反応性の経時的な変化
長崎大学医学部附属病院集中治療部 横田徹次，他6名

P-D-190 血管内皮細胞機能からみた敗血症性多臓器不全症例の検討- PAI-1 を中心として-
東京医科大学八王子医療センター救命救急部 池田寿昭，他5名

P・D・191 単球上 HLA-DR 発現率低下敗血症症例の検討
日本大学医学部救急医学教室 吉田省造，他7名

P-D-192 敗血症性 DIC，多臓器不全の治療戦略-ラットモデルにおける凝固抑制因子の局在とその動態一
滋賀医科大学集中治療部 江口豊，他4名

P・D-193 敗血症患者におけるサイトカインの動向と免疫グロプリン投与の影響
東京医科大学八王子医療センター救命救急部 鈴木秀道，他4名

P-D-194 MRSA 敗血症，薬剤過敏症を併発した成人発症 Still 病 (AOSD) の一症例
大阪厚生年金病院麻酔科 林正則，他5名

16:00 --17:00 

D-49 患者管理(8) (P-D-195--P-D-199) 座長手稲渓仁会病院麻酔科棲谷憲彦

P-D-195 ミノサイクリンによる無頼粒球症から多臓器不全に陥った一例
岡山大学医学部附属病院集中治療部 大町直樹，他8名

P・D・196 神経障害が危倶されながらも，分娩後の多臓器障害から回復した 1 症例
岩手医科大学医学部麻酔科 相浮純，他2名

P・D・197 当院での重症急性勝炎の 9 症例の検討
島根県立中央病院救命救急科 豊嶋浩之，他2名

P-D-198 2 本の動注カテーテルによる持続動注療法と PL (Peritoneal Lavage) が有効であった重症勝炎の一例
香川医科大学医学部附属病院集中治療部 関啓輔，他8名

P-D-199 Second attack により MODS を呈した横紋筋融解症の 2 症例
京都市立病院循環器科 立川弘孝，他4名

第 14・2 会場(岡山コンベンションセンタークリエイティブルーム)
くポスター>

14:00 --15:00 

D-50 臨床研究(1) (P-D-200--P-D-204) 座長帝京大学医学部附属市原病院麻酔科森田茂穂

P-D・200 Perfluorocarbon は血小板凝集能を抑制する
福島県立医科大学附属病院救急科 川前金幸，他6名
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日本医科大学集中治療室 松村純也，他9名
P-D-201 ミルリノンによる肺コンブライアンスに対する効果

P-D-202 マンニトールの投与速度が血清カリウムに与える影響
財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院麻酔・集中治療科 五十洲剛，他1名

P-D-203 高照度光の消化管活動に及ぼす影響一胃電図による解析-
大阪大学医学部附属病院集中治療部 西村信哉，他4名

P・D-204 自然環境濃度の活性酸素吸入による血中乳酸値低下作用
総合会津中央病院麻酔科 岩間裕，他3名

15:00 --16:00 

ひ51 臨床研究(2) (P-0-205--P-0-209) 座長鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部粛藤憲輝

P-D-205 重症頭部外傷患者に発生する全身酸素代謝障害
日本大学医学部救急医学 牧野桂花，他5名

P-D-206 劇症肝炎における血中 Cytokine 濃度と Artificial Liver Support (ALS) によるその変化
千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 肥田誠治，他14名

P・D-207 肝臓でのウリナスタチンの mRNA 産生に及ぼすサイトカインの影響
香川医科大学麻酔・救急医学講座 植木正明，他6名

P・D・208 血清HGF値と 99mTc-GSA肝アシアロシンチグラフイーを用いた肝細胞評価法は肝不全の生命予後を判定しえ

るか?
札幌医科大学救急集中治療部 西森英史，他11名

P-D-209 ‘情緒バイタル指数意識障害患者の‘こころ'を数値で示す試み
愛知医科大学麻酔科学 後藤幸生，他6名

16:00 --17:00 

0-52 鎮静・鎮痛(P-0-210--P-0-215)

P-D・210 Fentanyl 持続投与の効果と患者満足度

座長大垣市民病院麻酔科集中治療室高須昭彦

濁協医科大学越谷病院救命救急センター 元宿めぐみ，他4名

P・D・211 心臓血管外科の術後鎮痛法- Target Controlled Infusion (TCI)によるフエンタニル投与の検討
東京医科大学麻酔科学教室集中治療部 平林清子，他9名

P-D-212 CHDF 施行時におけるプロポフォール持続鎮静の検討
日本医科大学付属病院高度救命救急センター 上回康晴，他3名

P-D-213 長期ミダゾラム鎮静の副作用に対するプロポフォールの有用性
長崎大学医学部附属病院集中治療部 蔚藤将隆，他7名

P・D-214 脳低温療法中における Midazolam の体内動態の検討
徳島大学医学部救急部・集中治療部 佐藤由美子，他14名

P・D・215 ミダゾラムとケタミンを併用した長期間の鎮静終了後に、退薬症状を呈した 1 例
昭和大学横浜市北部病院麻酔科 鈴木尚志，他6名

第 3 日目 (3 月 2 日)

第 12-1 会場(岡山コンペンションセンター展示室)
<ポスター>

10:00 --11 :00 

0-53 感染:サーベイランス(P-0-216--P-0-221) 

P-D-216 ICU 入室時における MRSA 検出患者の検討

座長大阪市立大学医学部附属病院救急部行岡秀和

川崎医科大学救急医学 青木光広，他6名

P-D・217 集中治療室における検出細菌の動向一特にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌を中心に一
大阪市立総合医療センター集中治療部 嶋岡英輝，他4名
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P-D-218 当施設で検出されたメタロ F ラクタマーゼを産生する Serratia mαrcescens に関する検討
鹿児島大学医学部附属病院集中治療部 川上雅之，他9名

P・D・219 蘇生後脳症に対する脳低温療法施行患者における検出細菌の検討
日本大学医学部救急医学 大槻穣治，他8名

P-D-220 救急・集中治療領域における続発性サイトメガロウイルス感染症
兵庫医科大学救命救急センタ一 切田学，他7名

P-D-221 ICU でのガウン・キャップと下履き履き替え不用の室内環境に及ぼす影響について
宮崎県立日南病院麻酔科集中治療室 長田直人，他4名

11 :00 "-' 12:00 

0-54 感染:予防(P-0-222"-'P-0-227) 座長濁協医科大学第2麻酔科学崎尾秀彰

P-D・222 救急患者における薬物動態モデルを用いたアルベカシン投与有効性の検討
濁協医科大学越谷病院救急医療科 山田浩二郎，他4名

P-D-223 CDC ガイドラインに基づいた，心臓手術後創感染予防の抗生剤使用法
小牧市民病院心臓血管外科 津崎優

P-D-224 輸液加温装置ホットラインの循環水中の細菌増殖について
岡山大学医学部附属病院集中治療部 奥格，他3名

P・D-225 ]MS 社製閉鎖式輸液システム(プラネクタ TM) の注入ポートの消毒方法について
藤田保健衛生大学坂文種報徳曾病院麻酔科 秋田宏樹，他6名

P-D-226 感染症の起因菌分析における新たな指標
札幌医科大学医学部救急集中治療部 紅露伸司，他7名

P・D・227 壊死性軟部組織感染症を起こす Aeromonas 属細菌の病原性の検討
宮崎医科大学附属病院集中治療部 松岡博史，他4名

第 12-2 会場(岡山コンベンションセンター展示室)
<ポスター>

1 0:00 "-' 11 :00 

0-55 感染:症例 (1) (P-0-228"-'P-0-233) 

P-D-228 脳炎患者の管理

P-D-229 ウイルス性脳炎に対する脳常温管理の検討

座長 山梨医科大学附属病院救急部・集中治療部 田中行夫

東京都立神経病院麻酔科 .ICU 三宅奈苗，他2名

香川医科大学医学部麻酔・救急医学講座 田家諭，他5名

P-D-230 頭部 MRI、臨床症状で診断のついた非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の 1 症例
香川医科大学医学部附属病院救急部 中野通代，他5名

P-D-231 当院における小児ウイルス性脳炎脳症の検討
大阪市立総合医療センター麻酔科 中尾美保，他5名

P-D-232 意識障害の原因として Bickerstaff 型脳幹脳炎が疑われた一例
高知県立中央病院麻酔科 小幡典彦，他6名

P-D-233 妊娠に合併した急性脳炎・急性脳症の 2 例
大阪市立総合医療センター救命救急センター 池田雄一郎，他8名

11 :00 "-' 12:00 

0-56 感染:症例(2)(P-0-234"-'P-0-239) 座長聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター山中郁男

P-D-234 抗生剤感受性良好にもかかわらず重症化した Klebsiellα 肺炎の一例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター 関一平，他4名

P-D-235 アデノウイルス (ADV) 感染が疑われた骨髄移植後の間質性肺炎のー症例
東北大学医学部附属病院集中治療部 吾妻俊弘，他5名

P-D-236 肝硬変に合併したレジオネラ肺炎の 1 例
千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 菅谷明子，他14名
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P-D-237 下肢切断をすることなく救命し得た G 群溶血性レンサ球菌による toxic shock like syndrome の一例
総合病院北見赤十字病院麻酔科 小塚雄史，他6名

P-D-238 G 群溶血性連鎖球菌感染症による toxic shock like syndrome 様症状を呈したー症例
国家公務員共済組合連合会呉共済病院麻酔科 難波亜紀子，他6名

P・D・239 高 exotoxin 血症を呈した Toxic Shock Syndrome に対して血柴交換が著効した 1 症例
札幌医科大学医学部救急集中治療部 大塚尚実，他8名

第 12-3 会場(岡山コンペンションセンター展示室)
<ポスター>

1 0:00 --11 :00 

0-57 感染:症例 (3) (P-0-240--P-0由245) 座長愛知医科大学高度救急救命センター野口宏

P・D・240 壊死性筋膜炎から急速に多臓器不全に陥った Aeromonas 属感染症の 1 例
順天堂大学附属順天堂伊豆長岡病院麻酔科 酒井宏明，他1名

P-D-241 劇症型 A 群連鎖球菌感染症の一例
京都第一赤十字病院麻酔科 斉藤朗子，他5名

P-D-242 敗血症性ショックに陥るも救命し得た Vibrio vuln i.βcω 感染症の 1 例
千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 大島拓，他14名

P-D-243 当救命センターで経験した壊死性筋膜炎症例の検討
佐賀県立病院好生館救命救急センター救急科 藤田尚宏，他3名

P・D・244 急性虫垂炎よりガス壊痘を発症した 1 例
新潟大学大学院医歯学総合研究科救命救急医学分野 本多忠幸，他4名

P-D-245 治療に難渋した猫ヲ l っ掻き病による痘撃の一例
北海道大学医学部附属病院集中治療部 青山真樹，他10名

11 :00 --12:00 

0・58 感染:真菌症(P-0-246--P-0-251) 座長都城市郡医師会病院ICU 矢埜正実

P・D・246 深在性真菌症の High risk 例における Early Presumptive Therapy としての抗真菌剤投与
東京医科大学救急医学 金井尚之，他8名

P-D-247 中心静脈カテーテル挿入例における Candida 血症の早期診断
和歌山県立医科大学救急集中治療部 乾晃造，他9名

P・D-248 手術侵襲によるトロンビン活性の上昇は ß -D-glucan の測定値に影響を与えるか?
北海道大学医学部附属病院集中治療部 石谷利光，他10名

P-D-249 アメーパ性大腸穿孔とアスペルギルス肺炎を併発した 1 例
千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 大谷俊介，他14名

P・D・250 アスペルギルス感染により心筋炎を呈した白血病患者の一例
旭川市立旭川病院麻酔科 並木正伸，他5名

P-D・251 剖検により診断できた播種性アスペルギルス症の 1 例
都城市郡医師会病院内科 木村友昭，他5名

第 12-4 会場(岡山コンベンションセンター展示室)
<ポスター>

10:00 --11 :00 

0-59 多臓器不全(P-0-252--P-0-257)

P-D-252 重症頭部外傷にみられる臓器障害

座長信州大学医学部救急集中治療医学岡元和文

日本大学医学部救急医学科 斎藤豪，他5名

P・D-253 重症クモ膜下出血発症に伴う multiple organ dysfunction 
日本大学医学部救急医学教室 古川誠，他5名

P・D・254 人工呼吸器関連肺炎死亡症例における臓器障害の検討
川崎医科大学救急医学 木村文彦，他7名
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P・D-255 当 ICU における SIRS 症例の変遷- secondary MOF は減少したか
千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 新田正和，他14名

P-D-256 好中球の活性酸素産生能の経過を追えた肝膿療の一例
和歌山県立医科大学救命救急センター 島幸宏，他2名

P-D-257 The actions of hydrogen peroxide on rabbit mesenteric resistance arteries 
名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学教室 服部友紀，他4名

11 :00 ,....., 12:00 

0-60 侵襲と生体反応cP-O・25S"""'P-0-263) 座長群馬大学医学部麻酔・蘇生学後藤文夫

P-D・258 開腹手術後の副腎皮質活性化機構の解析
京都大学医学部附属病院麻酔科 瀬川 一，他5名

P-D-259 血中ホスホリバーゼ Az 活性が酸素代謝に与える影響
長崎大学医学部麻酔学教室 寺尾嘉彰，他4名

P-D-260 Interleukin-6 (IL-6) 血中濃度の性差の検討
千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 森田泰正，他14名

P-D-261 PGE1 が股関節手術患者の血中サイトカイン濃度に及ぼす影響 - IL・6 ， IL-10，ヘルパー T サブセット比を指

標として-
青森県立中央病院集中治療部 木村太，他6名

P-D-262 種々の病態における単球表面 HLA-DR 発現量と発現率との関係
札幌医科大学医学部救急集中治療部 升田好樹，他8名

P-D・263 生体侵襲と細胞情報伝達システム
日本大学医学部救急医学 櫛英彦，他5名

第 14-1 会場(岡山コンペンションセンタークリエイテイブルーム)
<ポスター>

10:00 ,....., 11 :00 

0-61 CABG・関心術管理CP-0-264"""'P・D・269) 座長大分医科大学麻酔学野口隆之

P-D-264 冠動脈バイパス術の周術期の心房細動一人工心肺使用の有無による比較一
社会保険小倉記念病院麻酔科，救急・集中治療部 新田憲市，他7名

P-D・265 術後メトヘモグロビン値の推移関心術とオフポンプ冠動脈バイパス術との比較
社会保険広島市民病院麻酔・集中治療科 内藤博司，他1名

P-D-266 off-pump CABG の術後経過からみた低侵襲性の検討
鹿児島大学医学部隊属病院集中治療部 菊池忠，他6名

P-D-267 関心術後患者の動脈血乳酸濃度についての検討
新潟大学医学部附属病院集中治療部 佐藤一範，他4名

P-D-268 人工心肺使用手術周術期における乳酸値の変動ーカテコラミン使用量との関連一
北海道大学医学部附属病院救急部集中治療部 小林繁明，他7名

P-D-269 関心術後の一時ペーシングリードの使用状況の検討

11 :00 ,....., 12:00 

0-621じい大血管術後管理cP-O・270"""'P-0-275)
P-D-270 透析患者の心臓手術の周術期管理の検討

国立東静病院臨床研究部 梅本琢也，他6名

座長 国立函館病院北海道地方循環器病センター公文啓二

川崎医科大学麻酔集中治療医学 木村素子，他5名

P-D-271 心臓外科術直後の慢性腎不全患者に対する持続血液透析法の有効性
大阪市立大学大学院医学研究科麻酔・集中治療医学分野 中筋正人，他4名

P-D・272 心臓大血管手術後における CHDF の検討
河内総合病院心臓センター外科 阪越信雄，他5名
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P-D-273 心大血管術後腸管虚血症例の検討
市立旭川病院胸部外科 大場淳一，他5名

P-D-274 高齢者の腹部大動脈癌手術の検討・若年者との比較
大阪府立病院麻酔科 西原秀信，他9名

P-D-275 高齢者 (80 歳以上)胸部大動脈癌緊急手術の 3 症例
滋賀県立成人病センター麻酔科 鬼頭幸一，他4名

第 14・2 会場(岡山コンペンションセンタークリエイティブルーム)
<ポスター>

10:00 --11 :00 
0-63 PCPSCP-0-276--P-0-281) 座長東京医科大学八王子医療センター心臓血管外科工藤龍彦
P・D・276 当院 ICU 過去 3 年間における経皮的心肺補助 (PCPS) 使用状況の検討

弘前大学医学部附属病院集中治療部 大川浩文，他4名

P・D・277 虚血性心疾患外科手術における周術期 PCPS 使用症例の検討
千葉県循環器病センター心臓血管外科 村山博和，他7名

P-D-278 PCPS, L V AD 症例に対する NO 吸入療法
榊原記念病院心臓血管外科 加藤久晶，他8名

P・D・279 重症左心不全に陥った大動脈弁狭窄症患者に対し PCPS 導入後大動脈弁置換術を行い救命しえた 1 例
愛知県立尾張病院循環器病センター外科 鈴木秀一，他3名

P-D・280 人工弁感染性心内膜炎に対し経皮的人工心肺補助装置 (PCPS) により救命し得た一症例
濁協医科大学集中治療部 高橋宏行，他4名

P・D・281 鯵原病を有する若年者の心肺蘇生に経皮的心肺補助を使用したが成功しなかった 2 症例
宮崎医科大学医学部附属病院麻酔科 柏田政利，他7名

11 :00 --12:00 
0・64 ショック CP-0-282--P-0-286) 座長九州大学大学院医学研究院麻酔・蘇生学高橋成輔

P-D-282 エンドトキシンショックで肺動脈収縮が生じるヒスタミンを介した病態生理
北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座 松田直之，他2名

P-D-283 LPS 誘発エンドトキシン血症マウスにおける RAGE投与の効果
大分医科大学医学部麻酔学教室 鵜島雅子，他6名

P・D・284 Shock' Hypotension の 3 型と vasoactive mediators 動態
日本大学救急医学 山口順子，他10名

P・D-285 SIRS 患者における HMG・1 遺伝子発現の検討
大分医科大学医学部麻酔学教室 岩坂日出男，他7名

P-D-286 予期せぬ副腎クリーゼを発症した胆管癌の一症例
香川労災病院麻酔科 戸田成志，他4名
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【看護部門】

特ßU講演

第 1 日目 (2 月 28 日)

SL・ 18:00--19:30 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「生と死とユーモア-患者の QOL を考える -J

アルフォンス・デーケン(上智大学文学部)

司会平川方久(岡山大学大学院医歯学総合研究科麻酔・蘇生学)

第 2 日目 (3 月 1 日)

SL・2 10:00--11 :00 第1会場(岡山コンペンションセンター コンペンションホール)

iPediatric Intensive Care: Past. Present and FutureJ 

Geoffrey A Barker (University of Toronto, Canada) 

司会 田村正徳(長野県立こども病院総合周産期母子医療センター)

SL-3 14:00--15:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「患者・家族が医療に望むこと」

辻本好子(ささえあい医療人権センター COML)

司会松田尚子(岡山大学医学部附属病院看護部)

基調講演

第 1 日目 (2 月 28 日)

KL-N-1 9:00--10:00 第4会場(ホテルグランヴ‘ィア岡山 4階フェニックス)
「米国におけるリスクマネージメント」

Deborah Morrison Gill (Providence Hospital, Washington, DC) 

司会住吉蝶子(札幌医科大学保健医療学部看護学科)

教育講演

第 1 日目 (2 月 28 日)

EL-N-1 14:00--15:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「現場の看護実践を見直そう」

菱沼典子(聖路加看護大学)

司会深谷智恵子(東京慈恵会医科大学医学部看護学校)

第 2 日目 (3 月 1 日)

EL-N-2 9:00--10:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「臓器移植患者と家族のスピリチュアリテイの視点-アメリカにおける現場での取り組みから一」

林優子(岡山大学医学部保健学科)

司会 山田佐登美(岡山大学医学部附属病院看護部)
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EL-N-3 10:00--11 :00 第4会場(ホテルグランヴ‘ィア岡山 4階フェニックス)

I Competency: A Mechanism for Risk ReductionJ 

Byron G. Atkinson (Providence Hospital, Washington, DC) 

司会池松裕子(山梨県立看護大学)

EしD-2 10:00--11 :00 第7会場(ホテルグランヴィア岡山 3階パール)

「新しい心肺蘇生法」

新井達潤(愛媛大学医学部麻酔・蘇生学)

司会勝屋弘忠(名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学)

シンポジウム

第 1 日目 (2 月 28 日)

S-N-1 10:00--12:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「看護におけるリスクマネージメント-リスクマネージャーの役割と課題 -J

座長高木三保子(愛知医科大学医学部附属病院看護部)

安田信彦(東京慈恵会医科大学)

「ヒューマンファクターに基づく新しいリスクマネージメント」

佐久間秀武(日本航空(株)総合安全推進室)

「品質管理の視点で捉えた医療事故の防止」

棟近雅彦(早稲田大学理工学部)

「リスクマネージメントの実際」

三宅祥三 (武蔵野赤十字病院)

「インシデントレポートを事故防止策に活用する」

伊藤恵子(名古屋大学医学部附属病院看護部)

「ゼネラルリスクマネージャーの役割と今後の課題一フィードバックの実践から一」

倉山富久子(千葉大学医学部附属病院看護部)

S-N-2 15:00--17:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「クリテイカルケアの質一日常生活援助:清潔 -J

座長原 千鶴(日本医科大学付属病院集中治療部)

松月みどり(日本大学医学部附属板橋病院救命救急センター)

IICU 入室患者の清拭方法の検討一蒸しタオルによる清拭と石鹸清拭との比較から -J

村田亜夕美(前橋赤十字病院集中治療室)

「新しい清潔ケアへの試み-洗浄ケアの導入一」

根本友重(昭和大学藤が丘病院集中治療センター)

「清潔援助における副次的効果-クリテイカルケアで期待される効果 -J

神成田朝美(医療法人明芳会板橋中央総合病院重症集中ケア)

「看護ケアにおける清潔援助の捉え方」

棲井利江(聖路加看護大学大学院看護研究科)

「医師の立場から見た清拭の重要性と問題点」

雅楽川聡(日本大学医学部板橋病院救急科)

「日本人の風呂のルーツ」

松平誠(立教大学アジア地域研究所)

S-N-3 15:00--17:00 第6会場(ホテルク‘ランヴ‘ィア岡山 3階クリスタル)

「感染院内サーベイランスの現状と今後の課題」

座長境美代子(富山医科薬科大学医学部附属病院看護部)

武津純(名古屋大学大学院医学研究科救急-集中治療医学)

-51 -



「院内感染対策における ICN の役割」

渡遺都貴子(岡山大学医学部附属病院看護部)

「厚生労働省「院内感染対策サーベイランス事業」について」

荒川宣親(国立感染症研究所細菌・血液製剤部)

「国立大学感染対策協議会サーベイランスについて」

安田文子(弘前大学医学部附属病院看護部)

「国立大学病院集中治療部協議会 ICU 感染対策ガイドラインについて」

松川周(東北大学医学部附属病院集中治療部)

「厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業 ICU 部門からの報告」

武津 純(名古屋大学大学院救急・集中医学)

「院内感染対策の行政の取り組み」

佐藤敏行(厚生労働省医薬局安全対策課)

S-N-4 10:30---12:00 第8会場(ラヴィール岡山嘉祥)

「より洗練された論文(研究)を目指して」

座長丸山美津子(兵庫医科大学病院中央手術部)

講師丸川征四郎(兵庫医科大学救急・災害医学)

福家伸夫(帝京大学医学部附属市原病院集中治療センター)

相馬ー亥(北里大学医学部救命救急医学)

第 2 日日 (3 月 1 日)

S-N-5 15:00---17:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 3階フェニックス)

「インフォームド・コンセントの諸問題」

座長三浦昌子(名古屋大学医学部附属病院看護部)

太田吉夫(岡山大学医学部附属病院医療情報部)

「集中治療現場でのインフォームド・コンセントの問題と看護婦の役割」

梶j青友美(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

「よりよいインフォームド・コンセントを目指した活動経過」

真弓俊彦(名古屋大学医学部附属病院救急部集中治療部)

「患者の立場から~入院児をもっ親として--J

菅俣弘道(医療事故被害者)

「リスクマネジメント担当者の立場から」

安田信彦(東京慈恵会医科大学)

「法律家の立場から見た、インフォームド・コンセント」

菊元成典(リード法律事務所)

S-N-6 9:00---11 :00 第6会場(ホテルグランヴィア岡山 3階クリスタル)
「看護の視点からみた鎮静マネージメント」

座長福光和美(川崎医科大学附属病院集中治療部)

並木昭義(札幌医科大学麻酔学)

「人工呼吸器装着患者の持続鎮静に対する評価の検討」

水木幸子(弘前大学医学部附属病院集中治療部)

「看護の視点からみた鎮静について~臨床的評価と BIS 値の有用性について--J

榊原麻弓(横浜市立大学医学部附属病院集中治療部)

「せん妄評価尺度による群馬大学版睡眠覚醒スコアの評価と改善」

片貝智恵(群馬大学医学部附属病院集中治療部救急部)

iISP 行動分類からみた看護の鎮静マネージメント」

渡遁仁美(鳥取大学医学部附属病院集中治療部)
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「鎮静マネジメントにおける看護の役割とその効果」

高岡勇子(北海道大学医学部附属病院集中治療部)

「医師からみた鎮静、看護婦からみた鎮静、患者からみた鎮静」

土手健太郎(愛媛大学医学部附属病院集中治療部)

S-N-7 15:00--17:00 第7会場(ホテルク‘ランヴ‘ィア岡山 3階パール)

「小児集中治療における看護の安全性」

座長足羽孝子(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

羽鳥文麿(千葉県こども病院麻酔科集中治療科)

「小児の挿管チューブの管理」

山本保恵(倉敷中央病院集中医療センター)

「小児 ICU での安全管理と鎮静、鎮痛-症例を通して -J

中嶋諭(長野県立こども病院集中治療室)

「小児の呼吸管理」

長内佐斗子(日本赤十字社医療センター NICU)

iICU における重症患児の輸液管理の工夫」

難波由美子(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

「持続的血液透析法施行中の小児の看護J

萩原美恵子(大阪市立総合医療センター集中治療部)

第 3 日目 (3 月 2 日)

S-N-8 10:00--12:00 第5会場(ホテルグランヴ‘ィア岡山 4階フェニックス)

「専門性を生かしたチーム医療のあり方」

座長金子正子(群馬大学医学部附属病院中央手術部)

氏家良人(岡山大学大学院医歯学総合研究科救急医学)

「専門性を生かしたチーム医療一看護婦の立場から -J

前田靖子(社会保険紀南綜合病院)

IICU における臨床工学技士の役割について」

藤原綾(川崎医科大学附属病院医療機器管理センター)

「理学療法士の立場から」

虞測敏(兵庫医科大学附属病院リハビリテーション部)

「歯科口腔外科専門医の ICU における役割について一口腔ケアの重要性を介して -J

森英雄(千葉大学医学部附属病院救急-集中治療部)

iICU における専門性とチーム医療」

磨田裕(横浜市立大学医学部附属病院集中治療部)

S-N-9 10:00--12:00 第6会場(ホテルグランヴィア岡山 3階クリスタル)

「根拠に基づいた看護- Evidence-based Practice ーカテーテル管理」

座長丸山美津子(兵庫医科大学病院中央手術部)

藤井 昭(鳥取大学医学部附属病院中央手術部)

「重症集中ケア領域における血管内留置カテーテルのケアの現状と問題」

矢吹道子(国家公務員共済組合連合会虎の門病院看護部)

iCV ラインに由来する血流感染サーベイランスの方法と検討」

芳尾邦子(滋賀医科大学附属病院看護部)

「血管カテーテル感染サーベイランスをするための信頼性のあるデータ採取」

境美代子(富山医科薬科大学医学部附属病院看護部)

「中心静脈ラインの管理」

坪内旬子(愛媛大学医学部附属病院集中治療部)
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「動脈ライン採血部カバーの有効性の検討」

久松明美(都城市郡医師会病院 ICU)

「中心静脈カテーテル管理法変更の効果について」

井上善文(大阪大学医学部第 1 外科)

EBN 実践講座プレワークショップレクチャー

第 2 日目 (3 月 1 日)

15:00--17:00 第8会場(ラヴィール岡山 3階嘉祥)

1 I科学的な臨床看護研究」

川村孝(京都大学保健管理センター)

2 I臨床論文を ICU での看護・医療に役立てよう:医療情報の探し方、読み方、使い方」

福岡敏雄(名古屋大学大学院医学研究科救急-集中治療医学)

論文検索実習

第 3 日目 (3 月 2 日) 同じ内容で 2 回行います

第1 回目 9:00--10:30 第3会場(岡山コンペンションセンター 会議室A)

第2回目 10:30--12:00 第3会場(岡山コンペンションセンター 会議室A)

ワークショップ

第 1 日目 (2 月 28 日)

W-1 9:00--10:30 

「救急医療」

第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

コーデイネータ 氏家良人(岡山大学大学院医歯学総合研究科救急医学)

講師荒川穣二(北見赤十字病院救命救急センター)

加藤博之(佐賀医科大学救急医学)

川崎貞男(和歌山医科大学高次救命救急センター)

金子高太郎(県立広島病院救命救急センター)

W-2 11 :00--12:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「医用統計学 (EBM 入門)J

コーデイネータ 津田敏秀(岡山大学大学院医歯学総合研究科衛生学・予防医学)

第 2 日目 (3 月 1 日)

W-5 14:00--15:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「血液製剤の使い方」

コーデイネータ 奥格(岡山大学医学部附属病院高気圧治療部)

講師半田誠(慶慮義塾大学輸血センター)

宮尾秀樹(埼玉医科大学総合医療センター麻酔科)

W-6 15:30--17:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

IICU における感染症と感染対策」

コーデイネータ 草野展周(岡山大学医学部附属病院中央検査部)
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一般演題

第 1 日目 2 月 28 日(木)

第 8 会場(ラヴィール岡山嘉祥)
<口 j寅>

9:00 --10:30 
N-01 優秀演題(Q-N-01--Q-N-06) 座長神奈川県立看護教育大学校興良登美代

0・N・01 ICU 入室後の VAP 発症率の検討~サフラニン試薬を用いた術前の口腔ケアを導入して~
群馬大学医学部附属病院集中治療部 佐藤綾子，他5名

Q-N-02 抑制実施におけるアセスメント情報シートの実用化に向けて
札幌医科大学医学部附属病院救急集中治療部救急部門 山中沙織，他2名

0・N・03 頭蓋内圧充進に伴う頭痛が精神性発汗におよぼす影響
藤田保健衛生大学病院救命救急センター 道藤エミ，他3名

Q-N・04 くも膜下出血術後の急性期における座位耐性訓練が身体に及ぼす影響
岩手医科大学附属病院集中治療部 須藤ルミ子，他7名

Q-N-05 時間軸を「ステージ」にした急性心筋梗塞急性期クリニカルパスの妥当性についての検討
昭和大学病院CCU 松木恵里，他3名

0・N・06 ICU 看護婦の充実感を阻害する要因と自己教育力の関係について
奈良県立医科大学付属病院集中治療部 石飛悦子，他4名

第 9 会場(ラヴィール岡山 芳樹)
<口演>

9:00 --10:00 
N-02 精神的援助 (1)(Q-N-07--Q-N-12) 座長信州大学医学部附属病院集中治療部宮沢育子

Q-N-07 当 ICU における心臓血管術後患者のせん妄の実態
財団法人倉敷中央病院集中医療センター 山本保恵，他2名

Q-N・08 解離性大動脈癒患者のせん妄の前駆症状と発症のきっかけとなるスタッフの関わり方の分析
日本医科大学付属病院集中治療室 池田恵美子，他2名

Q-N-09 心臓血管外科患者の術後安全確保への取り組み ---ICU ナースによる術前面接の施行を通して~
慶慮義塾大学胸部外科 浜田真帆，他2名

Q-N・10 緊急入院した虚血性心疾患患者の ICU 入室期間中における夜間の想起内容の分析(1)
日本医科大学付属第二病院看護部集中治療室 康津なぎさ，他3名

Q-N-11 緊急入院した虚血性心疾患患者の ICU 入室期間中における夜間の想起内容の分析 (2)
日本医科大学付属第二病院看護部集中治療室 宮野ひとみ，他3名

Q-N・12 ICU 入室患者における不穏移行スケール作成の試み 第 2 報ースケールの実用化にむけての検討-
福島県立医科大学医学部附属病院集中治療部 斎藤由実，他6名

10:00 --11 :00 
N冒03 精神的援助(2) (Q-N・ 13--Q-N-18) 座長弘前大学医学部附属病院集中治療部樋口三枝子

Q-N-13 急性心筋梗塞患者の入院時オリエンテーションの検討
千葉県救急医療センター ICU ・ CCU 清水博和，他2名

Q-N・14 ビデオを用いた術前オリエンテーションの検討
仙台厚生病院心臓センター ICU 小竹涼子，他5名

Q-N-15 患者が参加しやすいオリエンテーションを目指して~入室オリエンテーションにビデオを導入して~
旭川医科大学医学部附属病院 ICUナースステーション 合田恭子，他7名

Q-N-16 後期高齢者患者をもっ家族のニードの分析
福井赤十字病院集中治療室 石田克子，他1名
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。圃N-17 ICU 入室患者家族のニード調査
新潟大学医学部附属病院救急部・集中治療部 村山沙織，他2名

0・N・18 急性心筋梗塞で緊急治療を受けた患者家族の入院当日のニーズと理解度
群馬県立心臓血管センタ -ICU ・ CCU 田中玲子，他1名

11 :00 -12:00 
N-04 家族面会・患者満足度(0・N-19-0・N-24) 座長 岡山大学医学部附属病院集中治療部 真鍋佳子

Q-N-19 看護婦(士)の立つ位置が及ぼす面会中の家族の心理的影響 第2報~家族のニードを満たす働きかけとは~
名古屋大学医学部附属病院集中治療室 新川花絵子，他2名

Q-N-20 重症患者を持つ家族の面会についての意識調査
宮崎医科大学附属病院集中治療部 中山雄貴，他2名

Q-N・21 ICU の面会時間の検討~よりよい面会時間をめざして~
山梨医科大学医学部附属病院集中治療室 橘田雅美，他4名

Q-N-22 重症患者の家族のニードに応える面会とは~面会方法の変更と緩和基準表を作成して~
近畿大学医学部集中治療部 安田優子，他3名

Q-N-23 ICU 入室患者の家族援助の実際一患者家族満足度調査を行なって-
島根医科大学医学部附属病院集中治療部 梶谷要子，他3名

0・N・24 ICU における患者満足度調査
長崎大学医学部附属病院集中治療部 張岳輝子，他2名

第 10 会場(ラヴィール岡山 ランス)
<口演>

9:00-10:00 
N-05 感染(0・N-25-0-N-30) 座長埼玉医科大学附属病院高山ちづ子
Q-N-25 手洗いに対する実態調査一手洗い方法の統一と意識の向上を目指して一

綜合病院社会保険徳山中央病院集中治療部 三吉由起，他5名

Q-N-26 ICU における手洗いの実態調査一啓蒙活動を行って一
群馬県立がんセンター 石川恵，他2名

Q-N-27 ICU における尿路感染症に対する取り組み
鹿児島市医師会病院ICU 花倉かおり，他3名

Q-N-28 勝脱留置カテーテル装着患者の尿中細菌検出状況
大阪市立大学医学部附属病院ICU 島本千秋，他1名

Q-N-29 重症集中ケア領域における血管内留置カテーテルのケアに対する看護婦・士の意識調査結果報告
川崎市立川崎病院ICU ・ CCU 高橋貴子，他7名

0・N・30 救命救急センターにおける MRSA サーベイランス~感染発生要因の分析と感染防止対策の評価~
川崎医科大学附属病院高度救命救急センタ -ICU 坪井早苗，他10名

10:00 -11 :00 
N-06 口腔ケア (0・N-31-0-N-36) 座長大分医科大学医学部附属病院集中治療部尾野敏明

Q-N・31 重症集中ケア領域の口腔ケアに対する看護者の意識と行動~口腔ケアの実態調査から~
横浜市立大学医学部付属病院集中治療部 稲葉桜，他8名

0・N-32 挿管患者へのお茶による効果的な口腔ケアの再検討
国立東静病院ICU 渡遺真紀，他7名

0・N-33 口腔ケア評価に PCR (Plaque control record) を用いて
千葉大学医学部附属病院救急部集中治療部 上野博章，他3名

0・N・34 挿管患者の口腔ケアーブラッシング技術の見直しと実施時間の検討-
名古屋第二赤十字病院集中治療部 村崎由佳，他4名

Q-N-35 当 ICU におけるオーラルケアの効果と問題点-オーラルケアの効果を UST の有無により比較検討する一
済生会宇都宮病院 ICU病棟 入江浩子，他2名
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Q-N-36 ICU における術後患者の口腔内細菌管理一術前口腔内洗浄効果について一
名古屋大学医学部附属病院ICU 袴田恵美子，他2名

11:00--12:00 
N-07 その他(1)(Q-N-37 --Q-P-41) 座長大垣市民病院山本洋子

Q-N-37 重症集中ケア看護者が直面する倫理的課題に関する意識調査
福島県立医科大学医学部附属病院集中治療部 脇屋友美子，他1名

Q-N-38 クリテイカルケアを受ける意識不明患者とその家族に生じる倫理的問題への援助
大阪府立看護大学博士前期課程 北村愛子，他1名

松本協立病院ICU病棟 森山崇子，他3名
Q-N-39 当院 ICU におけるカルテ開示の現状

Q-N-40 集中治療室における看護ケアの評価基準J の検討
日本集中治療医学会看護部会看護基準検討小委員会 尾野敏明，他5名

Q-N-41 看護学生のクリテイカルケア看護に対する認識
山梨県立看護大学看護学部 池松裕子

第 13・1 会場(岡山コンベンションセンター 会議室 C)
<ポスター>

14:00 --15:00 
N-08 看護の質・他(P-N-1--P-N-6) 座長北海道大学医学部附属病院高岡勇子
P-N-Ol 心臓外科患者の周術期の対処行動-集中治療を受けている時期を中心に一

東北大学大学院医学系研究科医療管理学分野 佐藤裕子，他I名

P-N-02 家族の録音メッセージが患者に及ぼす影響
総合病院北見赤十字病院ICU 佐々木美奈子，他3名

P-N-03 ICU 看護記録の監査と担当ナースの自己評価の分析
鳥取大学医学部附属病院集中治療室 岩永弘子，他2名

P-N-04 サマリーによる情報提供について
山形県立救命救急センター 伊藤美恵，他3名

P-N-05 集中治療室におけるプライマリーナースとしての意識向上を目指して~退室後訪問への取り組みを行って~
済生会熊本病院心臓血管センター集中治療室 木崎智代，他5名

P-N・06 看護診断の accuracy (正確性，正当性)についての研究-当救急部過去 1 年間の酸素化ケアに関する看護診

断から一
札幌医科大学医学部附属病院救急集中治療部救急部門 五百蔵三奈，他1名

15:00 --16:00 
N-09 精神的援助 (3)CP-N-07 --P-N-12) 座長大阪大学医学部附属病院集中治療部河野総江

P-N-07 集中治療室で治療を受けるがん患者のストレスに対する看護婦の認識
国立がんセンター中央病院8A病棟(集中治療室) 森田麻紗子，他5名

P-N・08 鎮静を施された ICU 入室患者に対する看護婦の認識
国立がんセンター 8A病棟(集中治療室) 外塚順子，他6名

P-N・09 ICU におけるターミナルケアの一考察一遺族へのアンケート調査より-
福井赤十字病院集中治療室 新保比奈子，他2名

P-N-IO 危機的状態に陥らなかった家族への看護介入の分析
長野市民病院 竹内ミカ，他I名

P-N-ll 弁置換術後集中治療を受ける患者・家族の苦痛緩和について
大阪府立看護大学大学院博士前期課程急性看護学 森本朱実

P-N-12 ICU における生体肝移植後の家族への看護介入ープライマリーナースの関わりを通して一
自治医科大学附属病院 野村正江，他5名
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16:00 ........ 17:00 

N-10 小児(P-N-13........P-N-16) 座長岡山大学医学部附属病院集中治療部足利久美子

P-N・13 小児が ICU に入室中の家族の援助
名古屋第一赤十字病院 ICU 須永康代，他1名

P-N・14 不慮の事故により両親を亡くした小児への関わりを通して
沖縄ハートライフ病院ICU 玉城淑子，他3名

P-N-15 緊急入室した患児、家族へのターミナルケア
近畿大学医学部附属病院看護部 中種真里，他4名

P-N・16 小児集中治療における樗癒予防の重要性を考える~体圧測定調査を行って~
京都府立医科大学附属病院こどもICU 藤田一美，他6名

第 13・2 会場(岡山コンベンションセンター 会議室 C)
<ポスター>

14:00 ........ 15:00 

N-11 祷嬉(P-N-16........P-N-21 ) 座長千葉大学医学部附属病院看護部内貴恵子

P-N-17 集中治療センターにおける祷療予防の取り組み
函館五稜郭病院集中治療センター 坂野亮子，他6名

P-N・18 CCU における祷痛減少の原因
関西医科大学心臓血管病センター 大北沙由利

P-N-19 ベッド上座位における座面の状況とその対策
旭川医科大学医学部附属病院 ICUナースステーション 山田智美，他7名

P-N-20 気管チューブ固定に対する皮膚保護剤の効果~デュオアクテイブドレッシングを使用して~
八戸市立市民病院集中治療室 工藤孝子，他5名

P-N・21 改良型バイトブロックの効果一口腔粘膜損傷の予防及び固定力の強化をめざして-
市立札幌病院救命救急センター 村井幸恵，他7名

15:00 ........ 16:00 

N-12 抑制・体温(P-N-22........P-N-26) 座長 自治医科大学付属病院治験事務室金升子

P-N-22 抑制に対する看護婦の意識調査
京都大学医学部附属病院 井津ひとみ，他1名

P-N-23 安全な看護のための抑制とは 第 2 報~看護婦(士)の抑制判断と患者行動を基に抑制基準の作成を試みて~
名古屋大学医学部附属病院集中治療部 蔵下宏美，他3名

P-N-24 抑制の説明と同意の意識の違い
(財)太田綜合病院附属太田西ノ内病院救命救急センター 加藤和歌子，他3名

P-N・25 持続的血液浄化法 (CRRT) 中の体温低下に対する四肢保温の効果
川崎医科大学付属病院集中治療部 岡本亜紀，他3名

P-N-26 側臥位におけるメデイサームを使用した冷巷法

16:00 ........ 17:00 

N-13 リハビリテーション(P-N-27........P-N-31 ) 

P-N-27 早期離床へのアプロ}チ

札幌医科大学医学部附属病院 成田厚子，他5名

座長 日本医科大学付属病院集中治療室鈴木智恵子

医療法人近森会近森病院 CCU 沖律子，他4名

P-N-28 回復期心臓リハビリテーションに対する看護婦の意識
東海大学医学部付属病院循環器内科病棟 宮越美和

P-N・29 心臓リハビリテーションプログラムの作成
岡崎市民病院救命救急センター 山下幸一郎，他3名

P-N・30 関心術後の患者の QOL 評価
大阪市立大学医学部附属病院9階東CCU病棟 山田章子，他4名
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P-N・31 血栓閉塞型胸部大動脈癒で保存的療法を受ける患者の安静度について~患者のストレスを軽減するための方

法~
]A広島厚生連広島総合病院循環器科 奥林理恵，他2名

第 2 日日 3 月 1 日(金)

9:00 ........10:00 

N-14 安全対策(Q-N-42........Q-N-47)

Q-N-42 インシデント・アクシデントレポートに対する意識調査

座長京都第一赤十字病院香月多枝子

第 8 会場(ラヴィール岡山嘉祥)
<口演>

東京医科大学病院 田口裕子，他5名

0・N-43 医療事故防止を目的とした投薬のビデオマニュアルを作成して
旭川赤十字病院集中治療室 深尾枝美，他8名

Q-N-44 ICU における注射輸液マニュアルの作成
山口県立中央病院ICU 山根聡子，他3名

Q-N・45 医師指示録の改善一注射・点滴の与薬事故を防ぐ
王子総合病院集中治療室 鈴木春香，他9名

0・N-46 点滴注射に関するリスク防止への取り組み第二報~指示受け，情報伝達に関するエラー防止の実際~
北里大学病院ICU'CCU 樽松久美子，他5名

0・N-47 医療事故防止対策を考える-医療事故発生報告書を W4 つの Mj に基づいて分析した結果から一
自衛隊中央病院集中治療室 浦部誉子

10:00 ........ 11 :00 

N-15 その他(2)(Q-N-48........Q-N-53) 座長福島県立医科大学附属病院関口妙子

Q-N・48 気管チューブ自己抜去を未然に防ぐための一考察一インシデントレポートの振り返りより-
山口大学医学部附属病院総合治療センタ一 山田映子，他4名

Q-N-49 ICU における体位変換のあり方--2 時間毎の体位変換を通して~
神戸徳洲会病院 古j宰梓，他3名

Q-N-50 患者に生かせる安静度板の作成とその有用性
市立旭川病院看護科集中治療室ナースステーション 上山 圭子，他3名

。岨N-51 ICU 患者への全身清拭がバイタルサイン及びエネルギー代謝に及ぼす影響
産業医科大学病院集中治療部 浜田和枝，他2名

Q-N-52 鼻腔内ケア導入による鼻腔内分泌物，咽頭粘液，略疾における菌の推移
横浜南共済病院 ICU 久保洋子，他2名

Q-N-53 看護職における静脈注射・静脈路確保の実施状況と意識に関する研究
筑波大学大学院修士課程医科学研究科 上原美樹，他3名

第 10 会場(ラヴィール岡山ランス)
<口演>

9:00 ........10:00 

N-16 呼吸(1) (Q-N-54........Q-N-58) 座長済生会宇都宮病院ICU 入江浩子

0・N・54 ウサギ無気肺モデルにおける呼気胸郭圧迫手技と気管内吸引が排疲量、動脈血ガスに及ぼす影響
筑波大学大学院修士課程医科学研究科 卯野木健，他2名

0・N-55 肺合併症における術前リスクチャートの有効性の検討
NTT東日本関東病院集中治療部 石岡明子，他4名

Q-N・56 呼吸理学療法における看護婦の意識調査一継続シートの作成に向けて-
兵庫医科大学病院集中治療部 樋川洋一，他4名
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0・N圃57 肺理学療法における効果的なマスク CPAP の検討
大阪府立病院 ICU 加井沙織，他4名

O-N・58 術後無気肺予防の体位変換プログラムの有効性
大阪府済生会吹田病院集中治療室 川内麻里子，他3名

10:00""'" 11 :00 

N-17 呼吸(2) (O-N-59.......0-N-62) 座長聖路加国際病院5階西病棟高屋尚子

0・N-59 ネブライザー使用時の人工鼻の安全性と加温加湿の検討
鹿児島大学医学部附属病院集中治療部 時任陽子，他7名

O-N-60 人工呼吸器回路の結露と汚染について-加温加湿器と人工鼻の比較-
信州大学医学部附属病院救急部集中治療部 石井留美子，他5名

0・N・61 閉鎖式気管内吸引システムと人工鼻装着時の加温加湿能力の検討
札幌医科大学医学部附属病院集中治療部 水口加奈子，他4名

0・N-62 気管内チューブのカフ圧管理と看護一容量管理から圧管理へー
社会保険小倉記念病院看護部(CCU) 鄭永喜，他13名

第 11 会場(ラヴィール岡山ロアール)
<口演>

9:00""'" 10:00 

N-18 看護管理・教育(O-N・63--0-N-68) 座長横浜市立大学医学部附属病院看護部幸田登美子

O-N-63 ON CALL 勤務体制による看護婦(士)の疲労調査
福井循環器病院救命センター 佐藤小百合，他1名

O-N・64 ICU 看護婦におけるストレス実態調査
岡山赤十字病院 ICU 三笠美保，他I名

O-N-65 新人看護婦のより良い職場適応をめざしてーストレスマネージメントプログラム介入を試みて一
春日井市民病院集中治療部 古川麻紀，他4名

0・N・66 ICU 看護情報システムの導入にともなう看護業務の変化
名古屋大学医学部附属病院集中治療室 横山恵，他6名

0・N・67 注射チェックリストを活用した新採用者への指導効果
大阪市立大学医学部附属病院 ICU 宮本摂，他2名

0・N・68 当院ICUのインシデント・アクシデントレポートの傾向と今後の課題一看護管理者として教育的介入から考

える
名古屋第一赤十字病院集中治療部 秋江百合子，他2名

10:00 --11 :00 

N-19 教育(O-N・69.......0-N ・68) 座長横浜市立市民病院看護部平田明美

O-N・69 有効なリフレクションの検討ーリフレクションプラクテイスを導入して一
公立陶生病院集中治療部 柴原由紀枝，他4名

0・N-70 当院 ICU におけるチェックリストの見直し・作成について一新卒者評価・指導を有効にするために-
総合病院岡山赤十字病院 ICU 岡崎理恵，他1名

O-N・71 新人教育におけるクリテイカルパスの導入
大阪市立総合医療センター ICU 妹尾順子，他7名

O-N-72 スタッフとの連携による新人教育の効果
大津市民病院救急集中治療部 平田康之，他2名

0・N-73 個別的な新人教育とは~新人達の成長過程から得たもの~
医療法人財団康生会武田病院 大関由貴子，他2名

O-N・74 急性期クリニカルパスにおけるスタッフ教育-スタッフへパスアンケートを実施して
済生会熊本病院心臓血管センター集中治療室 白鷹雅美，他4名
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第 13-1 会場(岡山コンペンションセンター 会議室 C)
<ポスター>

14:00 "-' 15:00 

N-20 チーム医療・他CP-N-32"-'P-N-36) 座長 関西医科大学附属病院杉本敬子
P-N・32 救命救急センターにおける精神・心理的ケアへの新しいアプローチ

濁協医科大学越谷病院救命救急センター 尾崎玲子，他6名

P-N-33 救急医療における看護、精神・心理スタッフ、ソーシャルワーカーと身体医の連携による精神・心理ケア
濁協医科大学越谷病院救命救急センター 鞠線、淳子，他6名

P-N-34 集中治療室に入室した虚血性心疾患患者の社会復帰後の実態調査~社会面へのアプローチを目指して~
日本医科大学付属病院集中治療室 平原隆子，他2名

P-N-35 ICU に緊急入室した高齢者の転帰について
新日銭八幡記念病院集中治療部 林真理，他3名

P-N-36 ハイリスクの心疾患患者・家族に対する救急講習会~事前調査と G2000 導入の試み~
東海大学医学部附属病院循環器病棟 飯塚瑞恵，他4名

15:00 "-' 16:00 

N-21 看護システム(P-N-37"-'P-N-41 ) 座長高知医科大学医学部附属病院救急部・集中治療部楠瀬伴子

P-N-37 新救命救急センター棟の開設に伴う ICU の個室化-全個室の ICU を経験して一
名古屋第二赤十字病院 井嶋康子，他5名

P-N-38 ICU シーリングシステム導入の評価
筑波大学附属病院集中治療部 石塚純子，他5名

P-N-39 心臓手術後患者のベッドサイド移動における安全性の検討~トータルケアベッドシステムの導入を試みて~
金沢循環器病院集中治療室 中村真佐子，他4名

P-N-40 看護支援システムトラブル発生時の対応
厚生連高岡病院救命救急センター 俣本静華，他2名

P-N-41 Care Vue 患者情報システム導入における測定値に対する意識調査一新人指導方法の検討-
栃木県立がんセンターICU 浦田朋美

16:00"-' 17:00 

N圃22 症例・他(P-N-42"-'トN-47) 座長愛媛大学医学部附属病院集中治療部菊池幸

P-N-42 PCPS 施行中の肺血栓塞栓症症例に対しローリングベッドにて体位変換を行った 1 例
山形県立救命救急センタ一CCU 高橋修一，他6名

P-N-43 高齢者におけるペースメーカ一重症感染症患者介護の 1 例
防衛医科大学校附属病院7階西病棟 山脇恵美子，他7名

P-N-44 急性期脳血管障害患者の峡下機能評価に取り組んだ 1 症例
日本赤十字広島看護大学 安楽和子，他4名

P-N・45 ICU におけるベットサイドの環境整備の徹底への取り組み
大阪大学医学部附属病院集中治療部 石川順子，他4名

P-N-46 集中治療を受ける患者の寝衣作成
青森県立中央病院集中治療部 秋田美紀，他3名

P-N-47 当院 ICU の高齢者に対する栄養介入の現状
新日銭八幡記念病院 ICU 大久保恵子，他3名
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【臨床工学技士部門】
特別講演

第 1 日目 (2 月 28 日)

SL-1 18:00--19:30 第4会場(ホテルク、ランヴ.ィア岡山 4階フェニックス)

「生と死とユーモア-患者の QOL を考える -J

アルフォンス・デーケン(上智大学文学部)

司会平川方久(岡山大学大学院医歯学総合研究科麻酔・蘇生学)

第 2 日目 (3 月 1 日)

SL-2 10:00--11 :00 第1会場(岡山コンペンションセンター コンペンションホール)

rPediatric Intensive Care: Past. Present and FutureJ 

Geo妊rey A Barker CUniversity of Toronto, Canada) 

司会 田村正徳(長野県立こども病院総合周産期母子医療センター)

SL-3 14:00--15:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「患者・家族が医療に望むこと」

辻本好子(ささえあい医療人権センター COML)

司会松田尚子(岡山大学医学部附属病院看護部)

教育講演

第 2 日目 (3 月 1 日)

EL-N-2 9:00--10:00 第4会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「臓器移植患者と家族のスピリチュアリティの視点-アメリカにおける現場での取り組みから -J

林優子(岡山大学医学部保健学科)

司会 山田佐登美(岡山大学医学部附属病院看護部)

EL-D-2 10:00--11 :00 第7会場(ホテルグランヴィア岡山 3階パール)

「新しい心肺蘇生法」

新井達潤(愛媛大学医学部麻酔・蘇生学)

司会勝屋弘忠(名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学)

第 3 日目 (3 月 2 日)

EL-E-1 9:00--10:00 第5会場(ホテルク‘ランヴ‘ィア岡山 3階フェニックス)
rME 計測の発展と医療への貢献」

梶谷文彦(岡山大学大学院医歯学総合研究科システム循環生理学)

司会丸川征四郎(兵庫医科大学救急・災害医学)
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シンポジウム

第 1 日目 (2 月 28 日)

S・D・ 10:00--12:00 第1 会場(岡山コンペンションセンターコンペンションホール)

「血液浄化法の将来」

座長篠崎正博(和歌山県立医科大学救急・集中治療部)

平津博之(千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

「ブレークスルーを目指したマシンが血液浄化を変える」

竹j宰真吾(鈴鹿医療科学大学医用工学部医用電子工学科)

「生体腎に匹敵する血液浄化量を求めて」

川西秀樹(あかね会土谷総合病院)

「血液浄化法 (BP) による各種 humoral mediator 除去の可能性について」

松田兼一(千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学)

「急性血液浄化法の近未来」

中敏夫(和歌山県立医科大学救命救急センター)

「安全な血液浄化のための方策」

福島臣啓(岡山労災病院麻酔科)

第 3 日目 (3 月 2 日)

S-N-8 10:00--12:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)
「専門性を生かしたチーム医療のあり方」

座長金子正子(群馬大学医学部附属病院中央手術部)

氏家良人(岡山大学大学院医歯学総合研究科救急医学)

「専門性を生かしたチーム医療-看護婦の立場から -J

前田靖子(社会保険紀南綜合病院)

iICU における臨床工学技士の役割について」

藤原綾(川崎医科大学附属病院医療機器管理センター)

「理学療法士の立場から」

虞測敏(兵庫医科大学附属病院リハビリテーション部)

「歯科口腔外科専門医の ICU における役割について一口腔ケアの重要性を介して一」

森英雄(千葉大学医学部附属病院救急・集中治療部)

IICU における専門性とチーム医療」

磨田裕(横浜市立大学医学部附属病院集中治療部)

ワークショップ

第 1 日目 (2 月 28 日)

W-1 9:00--10:30 
「救急医療」

第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

コーデイネータ 氏家良人(岡山大学大学院医歯学総合研究科救急医学)

講師荒川穣二(北見赤十字病院救命救急センター)

加藤博之(佐賀医科大学救急医学)

川崎貞男(和歌山医科大学高次救命救急センター)

金子高太郎(県立広島病院救命救急センター)
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W-2 11 :00--12:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「医用統計学 (EBN 入門)J

コーデイネータ 津田敏秀(岡山大学大学院医歯学総合研究科衛生学・予防医学)

第 2 日目 (3 月 1 日)

W-4 9:30--11 :00 第5会場(ホテルク‘ランヴ‘ィア岡山 4階フ工ニックス)

「急性血液浄化法:ウソ?ホント?J 
コーデイネータ 片山浩(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

講師嶋岡英輝(大阪市立総合医療センター)

鷹取誠(社会保険広島市民病院)

W-5 14:00--15:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

「血液製剤の使い方」

コーデイネータ 奥格(岡山大学医学部附属病院高気圧治療部)

講師半田誠(慶慮義塾大学輸血センター)

宮尾秀樹(埼玉医科大学総合医療センター麻酔科)

W-6 15:30--17:00 第5会場(ホテルグランヴィア岡山 4階フェニックス)

iICU における感染症と感染対策」

コーデイネータ 草野展周(岡山大学医学部附属病院中央検査部)
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一般演題

第 2 日目 3 月 1 日(金)

第 15 会場(岡山コンベンションセンタースタジオ)
<ポスター>

14:00 "-' 15:00 

E-1 呼吸管理(P・E・ 1 "-'P-E-5) 座長横浜市立大学医学部麻酔科奥津芳人

P・E・01 パーカッションベンチレーター (IPV) 長時間使用の経験
東京都立府中病院救命救急センター 堀典子，他1名

P-E-02 ARDS における ASV (Adaptive Support Ventilation) の臨床使用
日産厚生会玉川病院臨床工学科 井上博満，他10名

P・E-03 気管内吸引時における気管内チューブのカフ圧とシール効果についての検討
社会保険小倉記念病院技師部ME室 道越淳一，他13名

P-E・04 閉鎖式吸引により気道内吸引力は影響されるかートラックケア TMの使用経験-
東北大学医学部附属病院集中治療部 開米秀樹，他7名

P-E-05 人工鼻装着患者の吸入気絶対湿度に影響を及ぼす因子
駿河台日本大学病院 古川エミ，他9名

15:00 "-' 16:00 

E-2 人工呼吸器(P-E-6"-'P-E-11 ) 座長岡山大学医学部附属病院高気圧治療部五藤恵次

P-E・06 呼吸管理モニターを用いた VCV と PCV の比較
東京医科大学八王子医療センター臨床工学部 山下 一好，他10名

P-E-07 当院 ME センターにおけるサーボ i の評価
横浜市立大学医学部附属病院 MEセンター 田中千年，他3名

P・E・08 ベンチレーター 840 の新機能、 TC についての検討
総合病院北見赤十字病院臨床工学課 好井透，他3名

P-E-09 当院における人工呼吸器回路の変遷
日本大学医学部付属板橋病院臨床工学技士室 中川富美子，他4名

P-E-10 人工呼吸器の清浄度とバクテリアフィルタの必要性
兵庫医科大学病院臨床工学室 木村政義，他2名

P-E-11 人工呼吸器の呼吸回路内汚染の検討
徳島大学医学部材料部 上田雅彦，他6名

16:00"-' 17:00 

E-3 保守・管理(P-E-12"-'P-E-17) 座長川崎医療短期大学臨床工学科立花博之

P-E-12 人工呼吸器専用加温加湿器の性能における実験的検討
群馬大学医学部附属病院材料部 田島行雄，他8名

P・E-13 人工呼吸器の保守管理システムの開発とその有用性
徳島大学医学部救急部・集中治療部 大西芳明，他10名

P-E-14 パルスオキシメーターの精度管理~機種間の測定値の差の検証~
日本大学医学部附属板橋病院臨床工学技士室 土井麻友子，他4名

P・E-15 パルスオキシメータの経時的変化管理の検討について
日本医科大学付属病院高度救命救急センター臨床工学技士 野口裕幸，他5名

P-E-16 当院集学治療病棟におけるインフュージョンポンプの保守管理一ライフサイクル管理を目指して-
徳島大学医学部救急部・集中治療部 大西芳明，他8名

P-E-17 シリンジポンプの充電支援システムの有用性
徳島大学医学部材料部 上田雅彦，他8名
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第 3 日日 3 月 2 日(土)

10:00 --11 :00 

第 15 会場(岡山コンベンションセンタースタジオ)
<ポスター>

E-4 循環・他CP-E-18--P-E-22) 座長徳島大学医学部麻酔学大下修造
P・E・18 修正大血管転位症根治術後 V-A バイパス、 IABP を施行し救命し得たー症例

手稲渓仁会病院臨床工学部 千葉二三夫，他13名

P-E-19 IAB カテーテルセントラルルーメンにおける周波数特性の比較
北里大学医療衛生学部臨床工学 田口元健，他4名

P・E・20 PCPS エアー抜きラインを利用し血液浄化並びに下肢への血流確保を施した一例
広島市立安佐市民病院 MEセンター 原和信，他1名，

P-E-21 PCPS 装置 エマセブの機能向上について
群馬県立心臓血管センタ -ME管理室 安野誠，他3名

P-E-22 集中治療室開設時の臨床工学技士の関わりについて
済生会山形済生病院 ME機器管理室 伊藤治，他5名

11 :00 --12:00 
E-5 血液浄化・他CP-E-23--P-E-28) 座長 岡山大学医学部附属病院集中治療部片山浩
P-E-23 CHDF 施行時の抗凝固剤の使用についてーソノクロットを用いて-

東京医科大学八王子医療センター臨床工学部 久野木忠，他12名

P-E・24 頭蓋内出血を合併した透析患者に対する CHF の経験
川崎医科大学附属病院医療機器管理センター 青木郁香，他9名

P-E-25 連続的ヘマトクリットモニタ情報システムの開発
徳島大学工学部電気電子工学科 井上和俊，他9名

P・E・26 DFPP 施行時における循環血液量変化率(ム BV%) の連続モニタリングの必要性
徳島大学医学部救急部・集中治療部 大西芳明，他10名

P-E-27 敗血症性ショックに対して短時間大量液置換を目的とした ON-LINE CHDF システムの考案と施行
札幌医科大学手術部臨床工学科 大江祥，他7名

P・E・28 模擬患者マネキンの臨床実習における有用性・第二報
東京女子医科大学医学部麻酔科学教室 藤原太郎，他6名
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特別講演 (SL・1) 第 1 日目 18 : 00 ....... 19 : 30 第 4会場

上智大学文学部

アルフォンスデーケン

生と死とユーモア

ー患者の00しを考える一

1.出会いと別れの意義を考える:

この世に生を享けた以上、誰でも必ず死を迎える。自分自身の死と、愛する人の死に直面する時に備える「死

への準備教育 (death education) J は、決してニヒルな思考ではない。人生の有限性を知り、自分に与えられた時

間をいかにより良く生きるかを考えるライフ・エデュケーションにほかならない。この教育は①知識のレベル、

②価値観のレベル、③感情のレベル、④技術のレベルを並行して行うべきであり、死を①心理的な死、②社会的

な死、③文化的な死、④肉体的な死の 4つの側面から総合して考え、患者の QOL を高める音楽療法や読書療法、

芸術療法などのアプローチを有効に用いるべきであろう。次に愛する人との死別体験に伴う悲嘆のプロセスを、

私は 12段階に分析した。この悲嘆のプロセスへの理解を深め、「悲嘆教育 (grieí education) J の重要な役割への

認識を促し、特に「配偶者の死に備える教育 (pre-widowhood education) J の必要性を強調したい。

2. 生きがいと希望の探求:

価値観の見直しと再評価を行なうことは、患者自身の生きがいの探求に役立つ。思いわずらいからの解放を心

がけ、人生の各段階における自分自身の課題への積極的な挑戦を提案したい。だれもが、遅くとも中年期からは、

「第三の人生」への 6 つの課題に取り組む必要がある。その項目を挙げると、①手放すこころ~執着を断つ、②

ゆるしと和解、③感謝の表明、④さよならを告げる、⑤遺言状の作成、⑥自分なりの葬儀方法を考え、それを周

囲に伝えておく、の 6点である。また、日常的な希望と根源的希望を区別し、患者の刻々の希望の変化への対応

も重視すべきであろう。

3. 心の鮮を結ぶユーモア:

ユーモアは人間的な生活に欠かせぬ要素であり、多くのストレスを緩和し、人間関係を円滑にしてコミュニ

ケーションを深める良き手段となる。ユーモアと笑いは人間だけに与えられた貴重な能力であり、医療関係者の

健康維持にも役立つ。ユーモアの原点は他者に対する愛と思いやりである。笑顔は無言のコミュニケーションを

築き、ユーモアには人と人とを結ぶ働きがある。私の母国ドイツには“ユーモアとは「にもかかわらず」笑うこ

とである"という有名な定義がある。現在自分は苦しんでいても、相手には笑顔を向けるやさしい心の態度が真

のユーモアである。自己風刺のユーモア感覚は、あるがままの自分を受け入れる上でも大切な役割を果たす。こ

れからは、まず医療関係者の側から発想の転換を図り、病院や在宅介護の場を、もっとユーモアと笑いに満ちた

心温まる環境に変えて行って戴きたいと願っている。
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特別講演 (Sし2)

Pediatric Intensive Care 

Past, Present and Future 

University of Toronto, Canada 

Geoffrey A. Barker 

第 2 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 1 会場

Although Pediatric Critical Care Medicine is a relatively new specialty, it has become apparent that integration and coordiｭ
nation of a system of high quality patient management is essential for good outcomes. Pediatricians are well aware that 

infants and children with serious illness creating an unstable clinical status can lead to rapid and often unpredictable clinical 

deterioration. Decompensation can occur silently and rapidly. In order to achieve optimal outcomes and to avoid threat to life 

or subsequent development of vital organ systems failure, a well coordinated, timely and smooth system of delivery of 
appropriate health care needs to be established. This should be immediate and continuous. Rapid and early diagnosis and 

implementation of appropriate early treatment protocols has a profound impact upon subsequent outcomes within an 

Intensive Care Unit. Delays in diagnosis and management and inadequate resuscitation and trea加lent will increase morbidｭ

ity and mortality. 

There is now considerable accumulation of published outcome studies clearly demonstrating that specialized services by 

critical care and emergency experts reduces mortality and improve outcomes (1 ，2ふ4) reduces short and long term costs of 

illness (5). 

Infants and children with life threatening illness who are managed within non specialized Intensive Care Units have a 2 to 4 

times higher risk of mortality when compared to those infants admitted to a specialized tertiary care Intensive Care Unit (1, 
2). Other studies demonstrate that outcomes of severely injured children are significantly improved when admitted to 

specialized pediatric centers (3). 

The survival of seriously ill infants and children improve when admitted to tertiary care Pediatric Intensive Care Units. The 

status of teaching hospitals and the presence of pediatric intensivists are also significantly associated with patients improved 

chance of survival (4). 

The key to good outcomes of potentiallife threatening illness is early recognition and treatment, early and complete 

resuscitation and stabilization within Emergency rooms and early transfer to Intensive Care Units or a tertiary care critical 

care facility with appropriate resources available to manage any further deterioration and subsequent complications. This 

system of patient management requires a team of specialized experts and the coordination of resources within each region. 

The period of the 1960's and early 1970's was the "genesis" of pediatric critical care. This was a period of excitement and 

opportunity as anesthetists established new technology and new techniques of life support leamt within the operating rooms 

and applied them to their Pediatric Intensive Care Units world wide. The rules of simple techniques of prolonged naso廿acheal

intubation and airway management, vascular access techniques, application of technologies used in the OR's (ECG monitors, 

invasive pressure monitoring, ventilation techniques) were established by anesthetists. 

During the 1980's, there was consolidation of fundamental knowledge and the early development of new body of knowledge 
specific to pediatric critical care. Fellowship training programs, research programs and specialty certification in a number of 

countries were established. 

Critical Care remains expensive care and issues of Quality Improvement remain one of the elusive challenges. "With little 

fanfare, a gathering revolution is transforming the everyday practice of medicine. Owing more to laptops than lab coats, this 
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There are many factors driving this increased demand for excellence. 

The question of "doing the right thing and doing the thing right" has become increasingly important. Increasing autonomy 

of patients rights, increasing public concem and skepticism, increasing investigative probing by popular press, increasing 

legislative demands, the increase in "evidence based" medicine, changing socio・economic circumstances with escalating 

hea1th care costs have contributed to the need for Risk Management and Quality assurance programs in medicine, particuｭ

larly in high patient risk areas of Hospitals. 

is an information revolution one that is beginning to yield answers to the most basic questions that haunt those that are sick: 

Who shalllive and who shall die? Who shall have pain and who will be free from pain? Who will become disabled and who 

will regain normal functioning?" (6) 

Quality care starts with physicians. 

All physicians, particularly those involved in high risk patient care have to practice safe and effective care to their patients. 

Leadership is essential artd this should come from the medical profession in creation of QA programs. Defining performance 

measures, setting priorities, creating structure to these programs, measuring outcomes and providing solutions and adjustｭ

ments of management are all components that physicians should be collaborating with experts. Unfortunately, unless these 

activities occur there will be ongoing erosion of public support and respect, increasing legislative interference and regulation 
and a c1imate of siege through probing by investigative exposure and other techniques that adds to suspicion and fear. 

Quality assurance has been seen as a threatening process by some. 

The majority of issues in health αre 訂e unintended but undesirable variations. The unintended variation is often not caused 

by lack of knowledge or expertise and if documented and appropriate action taken, new knowledge is acquired that can 
preventrepeatocc町民nces. This is a positive and rewarding result of QA programs and Critical Care physicians have always 

endorsed finding better ways of creating healing without harm. 

References: 

1. G. Pearson, F. Shann, P. Barry, J. Vyas, D. Thomas, C. Powell, D. Field: The Lancet, Apri126,1997, Vo1349, 1213-1217. 

Editorial: R. Gemke 

2. M. Pollack et al: Critical Care Medicine, 1991, Vol. 19, 2, 150・ 159.

3. J. Hall, H. Reyenes, J Meller, D Loeff, R Dembek: Journal of Pediatric Surgery, Vol. 31, 1, 1996, 72・77.

4. M. Pollack et al: JAMA, Vol. 272, 12, 941・946.

5. C. Hanson, C. Deutschman, H Anderson, P Reilly, E Behringer, C Schwab: Critical Care Medicine, 1999, 27: 2, 270・274 .

6. Demanding Medical Excellence -Michael L Millenson 1997 
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特別講演 (SL・3)

患者・家族が医療に望むこと

ささえあい医療人権センターCOML

辻本好子

1 時代の大きな曲り角一一医療者も、利用者も「変わらなくっちゃ! J 

第 2 日目 14 : 00 --15 : 00 第 4会場

パターナリズム(父権性温情主義)医療から、語り合いの医療(インフォームド・コンセント)ヘ

権利・コスト意識の向上 患者ニーズの世代の違い

2 利用者たちが“いま医療に望むこと"

「安全で、安心と納得のできる医療」 自分の気持ちを大切にしたい

「確かな医療技術J I患者の個別性の尊重」 自分のことは自分で決めたい

「情報開示J I コミュニケーション」 揺れる心、不安に寄り添う医療の支援

3 利用者の揺れる心一一不安の裏側

知識、情報、経験

権限がないと(勝手に)思い込んでいる

誰も代わってくれない苦痛と孤独を抱えて

4 安心と納得の基準一一こんな医療者(医療機関)に出会いたい

利用者の「知る権利」を尊重してくれる

わかりやすい説明が努力されている

プライバシーが守られている

「ノーJ rちょっと待って」と拒否や前言撤回が遠慮なく言える

セカンド・オピニオンは“当然の患者の権利"

5 rインフォームド・コンセント」について

「説明と同意J (1990 年 1 月日本医師会生命倫理懇談会発表)

「説明と同意&理解と選択J (COML の解釈の提案)患者・利用者の主体的医療参加

わかりやすく「知らせる」ことと、患者の「知りたいこと」への対応

6 I賢い患者になりましょう! J 5 つの提案
病気の持ち主である <自覚>

自分の気持ちを知る <意思の確認>

医療者に思いを伝える <言語化の努力>

一緒に歩む <コミュニケーション能力>

一人で悩まない <相談できる人を探す>

『医者にかかる 10 箇条J からの提案

? ともに築く“信頼"と“協働"の医療

双方向(お互いの努力)

継続(関係性を保つ努力)

役割分担(立場と役割の違いを認め合い、責任を担い合う協働作業)

* COML の電話相談に届いた、患者や家族の「なまの声」をご紹介させていただきます。
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基調講演 (KL-D-1) 第 1 日目 9 : 00 -10 : 00 第 1 会場

Blood Purification in ICU: State of Art 

Austin & Repatriation Medical Center, Melbourne, Australia 
Rinaldo Bellomo 

The field of blood purification has been the focus of much research in the last few y伺rs triggered by some important forces. 

The first force has been the widespread introduction of continuous renal replacement therapy. This development has made 

extracorporeal therapy "routine" within the ICU and has opened the door to much experimentation. 

The second force has been the conceptual development of the humoral theory of sepsis. According to this theory, mediators 

of inflammation, which normally act in a paracrine or endocrine manner, start acting in a systemic or endocrine fashion when 

severe sepsis or septic shock develop. Under such circumstances, there is a state of immune toxemia and a rationale of blood 

purification. The third force has been the development of better technologies for blood purification. Such technologies involve 

the use of newer machine, better membranes and sorbents. 

In response to these forces blood purification studies have focussed on several areas: 1. Improving the quality of renal 

replacement therapy, 2. Developing new approaches to blood purification for sepsis, 3. Developing new approaching to blood 

purification for liver support. 

Despite continuing and unresolved conflict over the use of intermittent hemodialysis or continuous hemofiltration, imｭ
provements in renal replacement therapy have been directed at studying the e妊'ect of increasing the intensity of plasma water 

exchange. 

This development has been classified under the term of high-volume hemofiltration. A large single centre randomized 

control1ed study of > 400 patients has been recently published, which tested the hypothesis that increasing UF rate would 

affect mortality in ICU patients with ARF. This study showed a 270/0 relative decrease in mortality when UF rate was 

increased from 15ml/kg/hr to 35 ml/kg/hr. These findings have encouraged physicians to study so-called high volume 

hemofiltration even more. A recent phase 1 study assessed its efficacy in 10 patients with septic shock and found that an 

ultrafiltration rate of 75ml/kg/hr induced a significant improvement in blood pressure. A further phase 1 investigation in 

patients with refractory septic shock using approximately 100 ml/kg/hr also showed beneficial hemodynamic e妊ects.

Sorbent technology has also been applied to the treatment of septic shock. Such technology has included hemoperfusion 

with polymixin B in ]apan and cou 
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基調講演 (KL・0・2) 第 1 日目 14 : 00 ...... 15 : 00 第 1 会場

Nutritional Therapy in Acute Respiratory Distress Syndrome: 

Polyunsaturated Fatty Acids and Oxidants 

Department 0 f Anesthesiology, Mayo Clinic, ]acksonville, FL, USA 

Michael]. Murray, M.D., Ph.D. 

Despite the benefits of using low tidal volumes to ventilate patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS), 

the mortality rate from ARDS remains unacceptably high. We have evidence from animal studies (1) and clinical studies (2, 
3) that enteral nutrition with fish oil, borage oil, and antioxidants may improve outcome in patients with ARDS. 

The basis for these findings is predicated on anthropologic and epidemiologic insights into human nutrition (4) and 

extrapolated from other investigations (5). Anthropologic evidence suggests that omega (ω)-3 fatty acids were important 

in the evolution of humans from their non-human primate ancestors. Some anthropologists believe that humans evolved 

based on their consumption of fish as evidenced by the differences in theirnasal anatomy, amount of subcutaneous fat, and 

lack of body hair, reflecting anatomical adaptation to swimmingjfishing and consumption of fish in an ancient, African, 
inland sea. Based on this premise, perhaps one of the reasons for the high incidence of ARDS has to do with the high amount 

ofω-6 fatty acids that modern humans consume. 

In our original studies ofω-3 fatty acids, we found that fish oil, in and of itself, is protective very early in the 
development of acute lung injury.. The addition of select ω ・6 polyunsaturated fatty acids (gammalinolenic acid, which is 
highest in content in borage seed oil) offers additional therapeutic benefit. In our original animal study, we were able to 

demonstrate in a porcine model of acute lung injury that a diet containing 55 % fat, the majority derived from fish oil and 

borage oil, along with antioxidants protected against hypoxemia, pulmonary hypertension, and production of select di-ienoic 
eicosanoids (1). 

These observations were extended to two human studies, one of which, a prospective, randomized, controlled trial 
conducted in five centers in the United States, demonstrated a benefit in oxygenation, a decrease in leukocytosis and 

pulmonary lavage fluid, and a decrease in number of days on the mechanical ventilator. There was a nonstatistical trend (p 

= 0.065) di妊érencein outcomes between the experimental fish oiljborage oil group and the con廿01 group which was fed a diet 

containing 55 % fat from a corn oil source (2). 

An additional study which was nonrandomized, but prospective and controlled, demonstrated a similar decrease in 

mortality rate in patients with severe 

References 

1. Murray M], Svingen BA, Yaksh TL, Holman RT: E百'ects of endotoxin on pigs prefedω 幽3vs.ω ・3 fatty acid-enriched 

diets. Am] Physiol 265 (Endocrinol Metab 28):E920・E927， 1993. 

2. Gadek ]E, DeMichele S], Karlstad MD, et al. Effect of enteral feeding with eicosapentaenoic acid, -linolenic acid, and 
antioxidants in patients with acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med 27:1409-1420, 1999. 

3. Untapped Potential for a Common Herb. The New Y ork Times. Science Times, Tuesday, October 26, 1999. 
4. Sears B, Lawren W: The Zone. Chap. 9. HarperCollins Publishers, New Y ork, 1995, pp. 99・104.

5. Tashiro T, Yamamori H, Takagi K, et al. n-3 versus n・6 polyunsaturated fatty acids in critical illness. Nu仕ition 14:551・

553, 1998. 
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基調講演 (KL・0・3) 第 1 日目 9 : 30 .......10 : 00 第 6会場

小児心臓手術の周術期管理

国立循環器病センタ一 心臓血管外科

上村秀樹

【総論】先天性心疾患に対する外科治療は、近年、その成績向上が目覚ましい。その要因として、術前からの

morphology と physiology の理解が進み、治療戦略が適切になってきたことがまず挙げられる。体外循環装置の低

充填量化や人工呼吸器の改良などの技術的進歩も忘れることができない。人工心肺の低充填量化により、明らか

に、術中の尿量は増加して術後急性期の浮腫や臓器不全状態は軽減し、術後管理はより容易になった。また、手

術後の血行動態的特徴の詳細な把握により、呼吸管理や循環作動薬の適用が改良されてきたことも重要な点であ

ろう。

【各論】(1)フアロー四徴修復手術:フアロー四徴と表現される疾患群の中にも、形態学的および血行動態的ス

ペクトラムがあることを理解する必要がある。古典的な低肺血流量のフアロー四徴では、左室拡張末期容積は正

常よりも小さく、特に心房中隔欠損合併例ではこれが顕著で、あることが多い。修復後には左室容量負荷は増大す

るので、左室不全状態になりやすい。 心室中隔欠損閉鎖部に有意な遺残短絡があると、左室容量負荷増大を助長

するので、これを避けなければならない。術後管理では、ペーシングにより頻脈管理とすることが基本である。

多量のカテコラミン投与は、肥厚した右室心筋により作用してしまい、左室機能改善には逆効果となることがあ

る。手術術式の面からは、右室切聞は必要最小限に抑えることが一般的であり、これによる右室機能不全が術後

早期に問題となることはむしろ少ない。肺動脈低形成や末梢性肺動脈狭窄あるいは体肺側副血行路増生と合併す

る肺動脈弁逆流に関連した右室負荷の方が、術後経過を遷延させる原因となりやすい。高肺血流量のフアロー四

徴では、術後に左室容量負荷は軽減するので、術後管理はより容易である。無輸血手術を目指す際には、貧血が

循環不全を助長し、血行動態上も hyper-dynamic となり、輸液管理や循環作動薬の使用に工夫を要する。修復時

年齢は、乳児期早期にまで拡張されてきているので、より繊細な管理が要求される。 (2) 完全大血管転位に対す

る動脈スイッチ手術:フアロー四徴の修復手術成績が向上するにつれて、近年では完全大血管転位に対する動脈

スイッチ手術が、先天性心疾患の手術を担う外科医・施設の力量を測る一つのバロメーターとなっている。手術

手技の上からは、冠状動脈に関連した工夫が未だに議論される。術後は、ニトログリセリンの大量投与による十

分な左室容圧負荷軽減と肺高血圧発作の予防、そして頻脈管理を主体とした循環の維持により、定型化した管理

が可能となっている。 (3) Fontan型手術:機能的単心室を有する疾患群に対する Fontan型手術は、これまでの術

式の工夫・変遷や、様々な疾患への適応拡大により、その多様性が概念的混乱を招くことがある。肺循環・肺血

管抵抗の術前条件がどのようものであるのか、主心室形態や房室弁構造がどういうタイプであるのか、 Fontan循

環達成のための手術術式の種類と手術侵襲の程度、そして術後の心・肺以外の臓器のFontan循環への適応はどう

か、について総合的に把握する必要がある。低体温やー酸化窒素吸入による術後管理が重用された時期があるが、

近年では Fontan 型手術の低侵襲化と早期陽圧呼吸管理からの離脱が基本方針となっている。 Fontan 型手術到達

の低年齢化や無輸血手術も試みられており、術後管理の占める役割は大きい。外科医の立場からは、治療戦略が

もっとも重要で、 Fontan型手術へ向けて肺循環・心室機能を最適化するような、準備手術・手術時期の選択に十

分に気を配る必要がある。 (4) 新生児期・乳児期早期関心姑息手術:左心低形成症候群や内臓錯位症候群のよう

に、新生児期・乳児期早期に関心姑息手術を要するような疾患群では、術後の肺循環は不安定であり、体・肺循

環をバランスよく維持することが一つのポイントである。また心室機能に余力がなく、体・肺双方の血管抵抗の

経時的変化に対して十分な適応ができない可能性があることが、もう一つの困難な問題である。術中の体外循環

の改良や手術術式の工夫で、ある程度の成績向上が得られているものの、未だ議論の多く残る領域である O 術前

状態や手術術式を鑑みて、一人ひとりの患児において、術後管理の方法を模索しているのが現状である。明らか

に、きめ細やかな人工呼吸条件設定と循環作動薬の調節、そして水分出納管理が不可欠である O 定型的な術後管

理の指針は、今のところ決め難い。

【まとめ】小児心臓手術の周術期管理は、各疾患の特徴と各患者の状態そして手術術式に応じて、最適な手法を

選択する必要がある。今後の技術革新にも呼応して、さらに周術期管理の様式が変貌していくことが予想される

ので、多様な条件・情報を総合的に認識・判断する姿勢が肝要と考える。
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基調講演 CKL-D・4) 第 1 日目 14 : 00 --15 : 00 第 7 会場

Carbon monoxide: Can it be used for diagnostic biomarker or therapeutic modality 

in critical care illnesses ? 

University of Pittsburgh School of Medicine, USA 

Augustine M. K. Choi 

The discovery of the gaseous molecule nitric oxide (NO) in 1987 unraveled intense investigations in the biology and 

chemis廿yof NO in the pathogenesis of a wide spectrum of biological and pathological processes. The novel concept then that 

endogenous production of a gaseous substance such as NO can impart such a diverse and potent effects on cellular and 

molecular proved to be very fruitful in enhancing our understanding of many disease processes including lung disorders. 

Interestingly though we have known for a longer period of time that there exists another gaseous molecule which is also 

generated endogenously; that is, the heme oxygenase enzyme system generates the majority if not all of endogenous αrbon 

monoxide (CO). Since the isolation of HO, the primary focus of investigations in the HO field has been on its' role in heme 

metabolism for obvious reasons in that the HO enzyme is the rate limiting enzyme involved in the degradation of heme. 

However, in recent years, because of the emerging role of HO in a variety of disease processes and recent accumulating data 

supporting the possible role of CO, interest in HO and CO have continued to emerge in many fields including CNS, cardiovasｭ

cular, transplantation biology and lung biology. 

In recent years, similar type of intensity has been seen in biological processes relevant to lung injury and multiorgan 

failure system. We demonstrate here thatαrbon monoxide (CO), a byproduct released during the degradation of heme by HO, 

plays a major role in mediating the cytoprotection against oxidant-induced lung injury. Using an in vivo model of hyperoxia, 
we show that CO at low concen廿ation not only protects the lung from tissue injury as assessed by protein leakage, wetj dry 
ratio and lipid peroxidation but also extends the survival of animals to hyperoxic oxidant stress. We further demons仕ate that 

CO exerts potent anti-inflammatory effects with reduced inflammatory cell influx into the lungs and production of proｭ

inflammatory cytokines. Hyperoxic stress activates the major mitogen activated protein (MAP) kinases, including E悶仁1/

ERK2, JNK, and p38, in vivo in the lung. Furthermore, using gene deleted mice for these various stress kinases, we 

demonstrate that the cytoprotective and anti-inflammatory effects of CO are mediated by the MKK3jp38 MAP kinase 

pathway. We have observed similar actions of CO in models of sepsis and multiorgan failure system. We will review 

potential application of CO, diagnostic or therapeutic, in human disease. 
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基調講演 (KL-D-5) 第 2 日目 14 : 00 --15 : 00 第 1 会場

St. Michael's Hospital, University of Toronto, Canada 

Arthur S. Slutsky, M.D. 

Mechanical Ventilation: From Barotrauma to Biotrauma to the Bedside 

Mechanical ventilation is life-sustaining therapy that has been used for decades in the treatment of respiratory failure; 

however, as with any therapy, mechanical ventilation is associated with side e妊ects including worsening of the underlying 
lung injury -so called, Ventilator-Induced Lung Injury (VILI). One of the first types of VILI to be recognized was gross air 

leaks (pneumothorax, pneumomediastinum, etc.) -so called barotrauma, with damage to the lung due to an increased 
pressure difference across the membrane interposed between the alveoli and the bronchovesicular sheath. Mechanical 

ventilation can also cause di妊usealveolar damage, associated with increased alveolar-capillary pe口neability and pulmonary 

edema due to overdistention of parts of the lung. Injury can also be caused by a mechanism called atelectrauma -the 

recruitmentjderecruitment of lung units. More recently a very subtle form of injury has been described -biotrauma, 

referring to the biologicaljbiochemical consequences of mechanical ventilation. Specifically, ventilation can lead to the 
release of a number of mediators: pro-inflammatory cytokines, chemokines and anti-inflammatory cytokines. 

Thee妊'ects of mechanical ventilation are not just limited to the lungs. There can also be systemic consequences including 

release of cytokines from the lung into the circulation, translocation of bacteria and endotoxin to the circulation, and e妊ects

on host defense leading to increased susceptibility to ventilator associated pneumonia and bacteremia. These systemic 

consequences are important because the high mortality in patients with ARDS is not due to respiratory failure but to endｭ

organ failure. 

Based on the large body of evidence collected from basic animal studies, the concept of using lung protective strategies at the 
bedside in patients with ARDS developed. A number of clinical studies have demonstrated that lung protective strategies can 

decrease cytokines levels in bronchoalveolar lavage, and in serum of patients with ARDS, as well decreasing the development 

of multiple organ dysfunction. Most importantly, a large multi-centered clinical trial demonstrated a 220/0 decrease in 

mortality in patients 仕切tedwith a ventilatory s仕ategy using 6 mljkg predicted body weight compared to a control strategy 

using a tidal volume of 12 mljkg. 

What does the future hold? Clearly, we have to continue to develop new and better lung protective strategies. However, in 
ARDS, the lungs are heterogeneously affected and it is impossible in some patients to have a ventilatory s廿ategy that does 

not injure some p訂t of the lung while providing protection for another. For these patients, the concepts developed in the basic 
science laboratory will hopefully lead to novel therapies that will be aimed at minimizing the inflammatory component of 

mechanical ventilation as well as minimizing the effects of mechanical ventilation on development of multiple organ dysfuncｭ

t卲n. 
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基調講演 (KL・D・6) 第 2 日目 14 : 00 --15 : 00 第 6会場

Acute Coronary Syndrome 最近の話題

山口大学大学院医学研究科器官病態内科学

松崎益徳

急性冠症候群 (Acute Coronary Syndrome :以下 ACS) の主病態は冠動脈粥状プラークの破綻とそれに引き続く血

栓形成であると言われている。 ACS には不安定狭心症、急性心筋梗塞並びに虚血性の心臓突然死が含まれるが、

このプラークの破綻は冠動脈内のどこにいつどのように出現するのかについては未だ不明の点が多い。

プラークの破綻は、主として粥状プラーク表面を覆う繊維性被膜の断裂による脂質コアの内腔への露出で、ある

とされる。しかしながら、脂質コアに達しないわずかな亀裂(びらん)でも大量の血栓形成を来している例も散

見される。また繊維性被膜の断裂は偏心性プラークの肩領域に起こる事が多いが、プラーク表面の中心部に近い

ところでも見受けられる。このように繊維性被膜の裂聞の深さや場所を直接決定する因子は明らかになっていな

い。繊維性被膜が亀裂するメカニズムを考えるにあたっては、その強度が脆弱化する理由と、外力がある点に集

中(応力集中)しやすくなる理由に分けて考える必要がある。

繊維性被膜の局所的脆弱化に関しては部検による病理学的研究が進められて射る。破綻したプラークの繊維性

被膜にはマクロファージや泡沫細胞の集積、 neutrophil の浸潤、 Matrix Metal Lopreteinase (乱仏1P)などの蛋白分

解酵素の異常分泌、局所参加 LDL や ACE濃度の上昇などが認められている。 ACS においては高度感CRPが高値

を呈していることが明らかになり、冠動脈プラークになんらかの炎症が起きていると考えられる。しかしながら、

なぜ繊維性被膜内のある局所にこれらの変化が集中するかについては未だ不明な点が多い。血流方向に対してブ

ラークの近位側にマクロファージが集積しやすいとの報告があり、 shear stressなどの局所不均衡がヲ|き金になっ

ているかもしれない。

また、有限要素法などを用いた物理学的シミュレーションによる研究も進んで、いる。それによると、脂質コア

が大きい程、繊維性被膜が薄いほど、あるいは偏心性のプラークであるほど、ストレスが繊維性被膜の表面に集

中しやすくなり、かっ集中点が偏心性プラークの肩領域に移動することが示されている。しかしながら、破綻点

が、必ずしもストレスの最大点で起きているとは限らないとの報告もある。

繊維性被膜の断列する時期、ないしトリガーについては、交感神経緊張説、局所スパスム説、構造疲労による

偶発説などが示されているが、運動時や冠撃縮試験で心筋梗塞が必ずしも起こらないことより、前二者に対して

は疑問の声もある。一方、破綻と血栓形成は一瞬に起こるものではなく、数日聞かかった後に完成される場合が

あり得ることが最近示された。

以上のように冠動脈粥状プラークの中には破裂しやすい不安定なもの(不安定プラーク;unstable plaque) と、

破裂しにくい安定プラーク (stable plaque) があると考えられる。それを臨床的に破裂する前に同定しようとい

う試みが近年精力的に行われている。血管内エコーでは低輝度プラークに、あるいは血管内視鏡では黄色プラー

クに不安定プラークが多いとされているが、その所見だけではオーバーラップが大きく、どのプラークが今にも

破綻しやすい不安定なプラークかを決定するには限界がある。そこで、血管内エコー法を用いて得られた画像の

最近 IB 値、減衰定数、超音波入射角度依存性などをカラーマッピングして、プラークの繊維性被膜や脂質コア

をビジュアルに同定する手法が開発されるようになった。また血管内視鏡では黄色度を定量化する試みもなされ

ている。さらに、不安定プラークの可視化を目指して、 MRI、 Optical Coherence Tomography (OCT) 、 Infrared

Spectroscopy、 Intravascular Thermography などの技術開発が進み、いずれも in viωで、用いられるようになりつつ

ある。
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基調講演 (KL・0・7) 第 3 日目 9: 00-10: 00 第 1 会場

Cerebral Vascular Disease Research Center 

University of Miami School of Medicine 

Miami, Florida USA 

Myron D. Ginsberg, M.D. 

MODULATORY INFLUENCES AFFECTING THE OUTCOME 

OF CEREBRAL ISCHEMIC INSULTS 

Brαin temDerαture -hUDothermiα!. Brain temperature is one of the most important modulatory influences 

determining the outcome of a cerebral ischemic insult. Profound degrees of whole-body cooling have been used to confer 

organ protection during neurosurgical and cardiac procedures, but are limited by cardiac and hematological complications. 

More recently, however, abundant experimental studies have shown that even small decreases in brain temperature during 
ischemia are highly neuroprotective and, conversely, that small increases in brain tempぽature may be profoundly deleteriｭ

ous in the context of ischemia or injury. In global ischemia, Our laboratory and others have shown that a brain temperature 

decr町田nt as small as 2(C confers marked protection against histological injury. Moderate hypothermia has also proven to 

be neuroprotective in large-animal models ofαrdiac-a汀est ischemia. While moderate intraischemic temperature reduction 

confers permanent neuroprotection, the effects of similar degrees of hypothermia instituted in the postischemic period are 

more complex. Following limited (e.g., 3・h) cooling after global ischemia, early histopathological examination suggests 

apparent neuroprotection of CAl pyramidal neぽons， but these neぽons eventually undergo delayed cell death when animals 

are allowed to survive for several weeks to months. If the period of postischemic cooling is extended to 24 hours or more, 

however, permanent neuroprotection may result. In addition, by delaying the evolution of neuropathological changes, 

postischemic cooling appears to widen the therapeutic window of opportunity for pharmacological neuroprotectants when 

used conjointly. Moderate hypothermia is also neuroprotective in the setting of experimentalfocal ischemia, particularly if 
vascular occlusion is temporary. In the clinic, moderate therapeutic hypothermia has been shown to be feasible in patients 
with ischemic stroke and appears to lessen mortality when used in patients with malignant MCA infarction. The recent 

development of catheter-based intravascular cooling devices will facilitate controlled clinical trials of hypothermia. 

Brαin temDerαture -hUDerthermiα!. Hyperthermia of even moderate degree is profoundly deleterious to the 

ischemic or injured brain. For example, raising brain temperature to 39
0

C during ischemia significantly augments neuroｭ

pathological damage, inducing multi-focal infarction, enhanced blood-brain barrier breakdown, and accentuated excitotoxic 

neurotransmitter release and free radical production. The postischemic brain retains its sensitivity to moderate tempぽature

elevations for at least several days. For example, when focal or global ischemia is followed, one day later, by transient 

t臼npぽature elevation, the extent of cerebral injury is markedly augmented. A number of clinical studies have shown that the 

outcome of ischemic stroke is adversely affected by fever during the first several days. Therefore, it is now inωmbent for 

clinicians to maintain scrupulous normothermia in patients with ischemic stroke or head injury for at least several days. 

HuDeralucemiα: In n山nerous experimental studies, hyperglycemia, if present during an ischemic event, dramatiｭ

cally accentuates brain injury, enlarges brain infarcts, transforms selective neuronal neαosis to 企ank infarction, and exacerｭ

bates edema. The effect appears to be mediated by increased tissue lactic acidosis. Brain as仕ocytes initially buffer hydrogen 

ion, but later their buffering capacity becomes overwhelmed. Hyperglycemia-mediated injury is favored by conditions of 

residual flow with continued glucose delivery via collateral channels. In some studies, however, elevated glucose levels may 

exert a paradoxical, beneficial effect by promoting survival of substrate-starved neurons at the margins of an ischemic focus. 
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基調講演 (KL・D・8) 第 3 日目 9: 00-10: 00 第 4会場

劇症肝不全の病態と治療一内科医の立場から一

岡山市立市民病院

東俊宏

集中治療管理の向上により劇症肝不全患者の救命率が改善されている。しかし、厚生省特定疾患難治性の肝疾

患調査研究班による平成 11 年度報告によると、その救命率は急性型 51.1%、亜急性型 25.6%、 LOHFO% となお亜

急性型では満足で、きる成績とは言い難い。 1995年以降に岡山大学第一内科での白験例の成績でも、従来の治療法

では急J性型 16 例中 5例、亜急性型 4例中 1 例が救命できたにすぎない。

近年、劇症肝不全に対しでも肝移植がおこなわれ、自験例でも急性型2例が肝移植により救命されている。こ

の際、 1 例は脳浮腫を伴う意識障害が強く、肝移植後の脳死に不安を抱きながら肝移植をおこなった。もう 1 例

は逆に Highflow continuous hemodiafiltration (CHDF) をおこなって意識は全く清明ながら、肝細胞の荒廃が激し

く肝移植に踏み切った。また、医療費削減の中で、血柴交換や CHDF を中心とした劇症肝不全に対する血液浄化

療法は 10 回に限られ、 ドナー確保の倫理的問題と保険上認められていない成人の劇症肝不全の肝移植にも問題

があり、やむなく血液浄化療法を打ち切って亡くなられた症例も経験した。

一方、 B型肝炎ウイルスに対するラミブジンの登場により、亜急性型の劇症肝不全に近い症例が救命できたが、

いずれにしても上記の大きな制約の中で、集中治療管理と肝移植により劇症肝不全の救命率の向上を目指す必要

があるが、とりわけ集中治療管理と内科的治療のさらなる発展が期待されるところである。

本シンポジウムでは、劇症肝不全に対する血液浄化療法、内科的集中治療、病態把握と治療方針、肝移植の適

応と問題点などを論じていただく。私は、その前座として、急性肝炎の劇症化の予測、劇症肝不全の病態把握に

重要な所見、岡山大学における劇症肝不全における肝移植適応基準の作成に至った経緯、新たな内科的治療の可

能性、集中治療と肝移植との問題点につき、厚生省班会議の成績も交えて自験例を中心に内科医の立場から問題

提起をおこないたい。
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教育講演 (EL-D・1) 第 2 日目 9 : 00 --1 0 : 00 第 7会場

活性酸素/NOと臓器障害

東海大学・医学部・生理科学

中津博江

はじめに

従来活性酸素による臓器障害はスーパーオキサイド (02- ・)を基点とする過酸化反応によって説明されてきた。

しかし全臓器で一酸化窒素 (NO) が恒常的に生成されていることが明らかとなり、これまで 02- ・によると考え

られてきた種々の障害において、 NO と関連させた解析が必要となってきた。

1) 02 --と NO の反応

。2 一・は H202 を経て反応性の高いヒドロキシルラジカル(- OH) を生成し、感染防御の役割を担う反面、組織

障害も惹起する。 NOも血管拡張作用や血小板接着・凝集抑制作用などの重要な生理作用を持つ一方で、cytotoxicな

作用もある。また 02 ・と NO はともにラジカルで、拡散律速で反応し、 ONOO- (パーオキシナイトライト)を

生成する。 ONOO-の酸化力は H202 の 1000倍強い。なかでもチオール化合物に反応しやすく、タイロシン残基に

親和性を持ち、ニトロ化させる(ニトロタイロシン生成)。ヒトの蛋白には 4mol% タイロシン残基が含まれてお

りタイロシンは重要な細胞内シグナル伝達の経路であることを考慮するとタイロシンのニトロ化の生体機能への

影響は大きいと考えられる。加えて ONOO は、 DNA の塩基とも反応し、 -OH と同様に脂質過酸化や DNAstrand 
break を起こす。本講演では 02- ・、 NO、 ONOO-、ニトロタイロシンの基礎的反応から延べ、動物実験と臨床例

の結果を示す。

2) 02 一・、 NO、 ONOO-の生成

炎症の場における 02- ・は、主として NADPH オキシダーゼによって生成される。 NADPH オキシダーゼは好中

球、マクロファージに特異的な酵素と考えられてきた。しかしながら、この分野の測定方法の感度の上昇などに

より血管内皮細胞、平滑筋細胞、神経細胞などにも NAD (p) H を基質とする 02-- 生成酵素が存在することが明

らかになった。炎症の場で生成される好中球由来の 02- -は μM レベルになるがこれらの細胞での 02- -生成は非

常に少量で、生成酵素は low-outputNAD (p) H オキシダーゼと呼ばれる。この low-output NAD (p) H オキシダー

ゼによって生じる 02- -とその派生物は細胞障害ではなく細胞内シグナル伝達のレドックス制御に関わる。

我々はヒトの好中球は、 PMAの刺激により 02- ・と NO を生成し、 02 一・と NO の反応により ONOOーも生成され

ることを証明した。これを基礎として多岐にわたる炎症における ONOO-の関与を検討したのでその成績を紹介

する。

3) ONOO ーが関与する疾患

ONOO-の半減期は短く、組織中での直接測定は困難で、ニトロタイロシンを ONOO ーの foot print として測定

する。ニトロタイロシンは、その特異的抗体を用いた組織染色で示すことが出来る。またニトロタイロシンを

HPLC またはELISA によって定量することも可能で、ある。筋萎縮性側索硬化症、 ARDS、敗血症、アルツハイマー

病、ハンチントン病モデル、脳塞栓症動物モデル、心筋炎動物モデル、 Radiation pneumonitis 動物モデルでニト

ロタイロシンの増加が示されている。その中で我々の研究室で、行った実験を述べる。

(1) 敗血症症例における血中ニトロタイロシン生成

敗血症時には血中の NO代謝産物が上昇する。また 02- ・生成も充進することから敗血症による多臓器障害に

ONOOーが関与する仮説をたて、血中ニトロタイロシンを測定した。慢性腎透析患者で、ショック合併例と非合

併例を比較したところ、ショック合併例ではニトロタイロシンも NO代謝産物 (N02-+ N03 -) も有意に上昇し
ていることが判明した。

(2) Radiation Pneumonitis 実験(ラット)
ラットの左肺に 20Gy 照射後 2週日に肺障害を評価した。照射肺では右肺に比較し水分量の増加、 BALF 中の

LDH の上昇など pneumonitis の所見を呈した。また eNOS と iNOS の mRNA が上昇し、 BALF 中の N02 一 +N03 ーも

高値であった。組織所見では障害肺でニトロタイロシン染色が陽性であった。また肺組織のニトロタイロシンも

上昇していた。
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(3) 心筋炎(犬)

1L-1 ß を coat したビーズを犬左冠動脈に注入する心筋炎モデルを用い注入7 日後に心筋障害とニトロタイロシ

ン生成の関連を検討した。 LVEDPで評価した心機能と左室心筋のニトロタイロシン量は相関し、心エコーで評価

した駆出率とは逆相関した。

(4) 脳虚血、再潅流実験(ラット)

右総頚動脈の完全結索に右中大脳動脈2時間閉塞+再潅流を施行したラットにおいて脳血流をモニターし、経

時的に sacrifice して虚血中心部、周辺部、非虚血部のニトロタイロシンを測定した。虚血中心部と周辺部では再

潅流3時間後にニトロタイロシンの上昇を認めた。その後、 NOSの合成阻害剤である L-N乱仏1Aを投与してさらな

る生成を抑制した群でニトロタイロシンの減少カーブを検討した所、ニトロタイロシンの半減期は約 2.2 時間で

あった。

4) ONOO-以外のニトロタイロシン生成経路

我々は ニトロタイロシンを ONOOーの foot print と考えているが、好中球の分泌頼粒であるミエロペルオキシ

ダーゼ(乱1PO) も NOzーの存在下にニトロタイロシンを生成する為、上述した実験で示されたニトロタイロシン

の生成経路は必ずしも ONOO-由来とは結論できない。また、ヒト好中球によって生じるニトロ化は MPO-NOz

経路であるとする報告がある。これは、前述した我々の結果と相反する所見である。この議論に決着をつけるた

め MPO の完全欠損患者の好中球を検討し、ニトロ化反応が起こる事を証明した。

おわりに

今後活性酸素 jNO の臓器障害性に検討には過酸化反応に加え、 ONOOーから、タイロシンのニトロ化の病的意

義の解析が重要である。
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教育講演 (EL・0・2) 第 2 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 7会場

新しい心肺蘇生法

愛媛大学医学部麻酔・蘇生学

新井達潤

米国心臓協会 (AHA) の心肺蘇生法ガイドラインが2000年に改訂された (G2000) 。日本心肺蘇生法協議会 QRC)

ではG2000に基づき日本の実状に合わせ、日本の心肺蘇生法の基準となる新指針を作成した。新指針で、はEvidence

based Medicine が強調され各手技、薬剤の有効性が根拠に基づいて評価された。

1. 脳卒中の早期治療

脳卒中が心筋梗塞と同様に、救急における第一優先疾患となった。脳梗塞に対する線維素溶解薬等の効果が確

立したことによる。脳梗塞の発症後 1 時間以内に病院へ搬送し、 3 時間以内に線維素溶解療法を行う。

2. 早期除細動

成人の突然の心停止の 80--- 90%は心室細動で、生存率は発症後 7 ---10%/分で減少する。このため救急コール

から除細動までの時間は 5分以内が望まれる。除細動を早く行うためには、①早く救急隊を呼ぶ、あるいは、②

現場の一般市民が除細動を行う必要がある。

①に関しては、できるだけ早く除細動を行うという点から、 1 分間 CPR を行った後、救急隊を呼ぶ phone fast 

ではなく、直ちに救急隊を呼ぶ phone first が推奨された。

②については、米国では一般市民がAED (automated external defibrillator) を用いて行う public access defibrilｭ

lation (p AD) がすでに始まっており、好成績を挙げている。

しかし ]RC の指針では AED、 PAD は取り上げられていない。

3. 口対口人工呼吸の換気量

G1992 の 800 ---1200 ml から 700 ---1000 ml (10ml/kg) へ減少された。換気量が少なければ空気が胃に入り胃内

容物を逆流させることが少なくなる(噴門部括約筋は20 cmH20の庄で、開く)こと、また心停止中は代謝が下がっ

ており酸素の消費・二酸化炭素の排出は少なくなるからである。

4. 循環停止の確認

一般市民は胸骨圧迫を行う前に頚動脈を触知し、循環停止を確認する必要がなくなり、代わりに循環のサイン

をチェックすることになった。一般市民の頚動脈触知の正確性は約50% と低く、脈拍が無いのにあると診断した

のも約 10%あった。このような信頼性の低い手技に循環停止の診断を委ねることはできない。このため“循環の

サイン"が導入された。無呼吸で反応のない傷病者に遭遇したとき、まず 2 回の人工呼吸を行う。ついで、この人

工呼吸に反応して、正常な呼吸をするか、咳をするか、あるいは動くか(これらを循環のサインと呼ぶ)をみる。

もし循環のサインがなかったら直ちに胸骨圧迫を行う。

一方、救急隊員を含めた医療従事者はこれまで通り頚動脈触知法も行う。

5. 胸部圧迫回数と人工呼吸回数

成人における胸部圧迫回数と人工呼吸回数の比率は、救助者が 1 人の場合も 2人の場合も 15対 2 となった。心

拍出量は胸部圧迫が連続して長く行われるほど多くなるからである。 1分間の心拍数も 15対 2 の方が多い。圧迫

は 100 回/分の速さで行う。気管内挿管された場合には胸部圧迫は 100/ 分で行い、比率は 5:1 にする。このとき

換気と圧迫をシンクロナイズさせる必要はない。

小児の胸部圧迫回数、換気回数およびその比は、それぞれ、 8---1 歳では約 100、 20、 5:1 で、 1 歳以下では 100

(少なくとも)、 20、 5:1、新生児は約 120、 30 ---60、 3:1 である。

6. 押すだけの CPR

口対日人工呼吸ができない場合、押すだけの CPR (Compression-only CPR) でもよい。これにより今後日本に

おいても一般市民が CPRへ積極的に参加することが期待される。

7. 気道異物

一般市民の気道異物の対処法が簡略化された。傷病者が気道異物で苦しんでいるときはこれまでと同様に異物

除去の各手技(ハイムリック法、背部叩打等)を行う。 QRC の指針ではこれに“指交差法による開口と指拭法"
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が加えられている。)しかし傷病者の意識/反応が無くなったときには、異物の除去ではなく CPR を行うことに

なった。通常のCPR と違うところは、呼気吹き込みに障害があったときには、呼気吹き込みで気道を開くたびに

口の中を覗き、閉塞物が見えたら除くことである。

この簡略化の理由は、様々な状況に合わせてそれぞれの対応法を教えると混乱し、最も重要なCPRのコア技術

修得の妨げになること、米国で窒息死が少ないことが挙げられる。

一方、医療従事者の気道異物に対する処置は従来と同じである。

8. 二相性電流の除細動器

現在日本で用いられてきたー相性波形の電流よりも二相性波形の電流 Cbiphasic waveform defibrillation) が除

細動効果が優ることが明らかになり、諸外国では臨床に採用されている。近い将来、日本の医療現場に登場して

くることは間違いない。

(心肺蘇生に用いられる薬剤はここでは省略)
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教育講演 (EL・0・3) 第 3 日目 9 : 00 --1 0 : 00 第 6会場

重症不整脈の診断と治療

岡山大学大学院医歯学総合研究科循環器内科

大江透

失神やショックを来す重症不整脈は、極度の徐脈あるいは非常に早い頻脈によるものである。臨床的には、 1) 徐脈性不

整脈、 2) 上室性頻拍性不整脈、 3) 心室性頻拍性不整脈、のいずれかに分類される。診断は発作時の心電図記録が最も重

要であるが、確定診断には電気生理学的検査が必要となることもある。治療は薬物と非薬物治療に大別されるが、大規模

試験で薬物治療の限界が報告されてから非薬物治療が急速に普及してきた。この講演では重症不整脈を上記の 3群に分け

て、各々の診断法と至適治療法を述べる。

1.徐脈性不整脈

徐脈性不整脈は、洞機能不全症候群と房室ブロックに大別される。洞機能不全症候群は、 j同結節自体の障害とその周囲

組織の障害を含むので多彩な不整脈を呈する。 洞機能不全症候群は、心電図(発作時)の特徴、原因・経過、洞結節・心

房の病理から分類されているが、心電図上の分類 (Rubenstein) が一般的に用いられている。房室ブロックの場合も、心電

図上のブロックの程度と障害部位から分類するが、正確な障害部位の診断にはヒス束心電図の記録が必要である。

徐脈性不整脈の治療はまず増悪因子の除去や原因治療を試みるが、慢性の場合はペースメーカー植込みが最も確実な治

療法である。

11.上室性頻拍性不整脈

上室性頻拍性不整脈には、 1) 心房細動、 2) 心房粗動、 3) 心房頻拍、 4) 房室回帰性頻拍、 5) 房室結節回帰性頻拍、 6)

接合部頻拍が含まれる。上室性頻拍性不整脈は症状が軽く良性の場合が多いが、心拍数が特に速い場合や心機能が低下し

ている場合は重症となる。このうち、 WPW症候群に合併する心房細動・心房粗動・心房頻拍 (pseudo VT) および正常伝

導路の房室伝導が1:1 の心房粗動は、特に、失神やショックなど重篤な病態を呈することが多い。診断は発作時の心電図

である程度推定されるが、確定診断には電気生理学的検査が必要である。上室性頻拍と心房粗動に対しては、 1) カテーテ

ルアブレーションで完全治癒する可能性が高い、 2) 手技として確立している、 3) 合併症が比較的少ない、の理由から最

近ではこの非薬物治療を第一選択としている施設が多い。心房細動の治療として、1)抗凝固療法と心拍数コントロールで

QOLの改善を試みる、 2) 積極的に洞調律の維持を試みる、のいずれかを選択している。心房細動の非薬物治療として外科

手術 (maze 手術)とカテーテルアプレーションが開発されたが、後者は理論と手技がまだ確立していない。

111.心室性頻拍性不整脈

心室性頻拍性不整脈には、 1) 心室細動、 2) 心室粗動、 3) 心室頻拍、が含まれる。心室頻拍の分類は、心電図の特徴を

中心に臨床的(治療、予後、機序)意義を加えたものが用いられている(単形性、多形性、持続性、非持続性、多源性、

torsades de pointes、 2 方向性など)。このうち、単形性心室頻拍(頻拍中の QRS波形が一定)と多形性心室頻拍(一拍ごと

に QRS波形が変化する)の鑑別は、両者の発生機序・病態・病因が異なっている事が多いので特に重要である。

単形性心室頻拍脈の治療は、 1) 慢性不整脈基質に対する治療、 2) 頻拍の直接の引き金因子(増悪因子)に対する治療

に大別される。引き金因子としては期外収縮、自律神経、心筋虚血、電解質バランス、代謝異常などがあり、これらの一

過性の引き金因子が慢性不整脈基質に作用して心室性不整脈が発生する。交感神経の関与が認められる場合は F 遮断薬が

有効である。慢性不整脈基質に対する非薬物治療としては手術とカテーテルアブレーションが確立されている。近年、血

行動態が破綻する心室頻拍や心室細動に対して、植込み型除細動器が開発されたO 致死的心室性不整脈患者を対象にした

最近の大規模試験では、植込み型除細動器は最も有効な抗不整脈剤であるアミオダロンよりも死亡率を減少する結果が発

表され今後その適応が拡大するものと考えられる。

多形性心室頻拍の発生も、単形性の場合と同様に、 1) 慢性不整脈基質、 2) 頻拍の直接の引き金因子(増悪因子)、に大

別される。先天性QT延長症候群の慢性不整脈基質はイオンチャネルの分子レベルの異常であるが、このタイプの違いか

ら発作の引き金や臨床的特徴の違いが明らかになってきた。その結果、従来の F 遮断薬に加えてそれぞれのタイプに特異

的に有効な薬剤が選択出来る可能性がでてきたO 後天性 QT延長症候群の場合の慢性不整脈因子は不明で、あるが、原因治

療で発作が抑制される。原因が明らかでない場合や緊急の場合は Mg の静注が有効である。
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シンポジウム (5・D・1) 第 1 日目 1 0 : 00 --12 : 00 第 1 会場
血液浄化法の将来

ブレークスルーを目指したマシンが血液浄化を変える

鈴鹿医療科学大学

竹津真吾

現在の血液浄化では腹膜透析 (PD) と血液透析 (HD、 HDF、 HF) 、さらには血柴交換 (PEx、 DFPP) を同一のマシンで行う

ことができない。近い将来、 on-line HDF、 HFも含めて完全自動化されたオールインワンタイプのマシンが普及すべきと考

える。そこで、完全自動化を目指した試作PDマシンを例にとり、血液浄化法の将来について検討する。

新しいPDマシン:現在行われているPDは高濃度のグルコースを浸透圧剤として使用しており、腹膜にとっては過酷な条

件での治療が行われている。そこで、排液中のアルブミンを回収し、浸透圧剤、腹膜保護剤、低アルブミン血症対策として

再び腹腔へ入れる装置を開発した。回路はカセット型とし、自動プライミング後治療を開始、腹腔内圧を常にモニタしなが

らコンピュータ制御を行っている。カセットにはポンプヘッドがあらかじめ付いており、カセットの交換のみによって治療

方法を変更することが可能である。

将来像:透析液作成機能を搭載することによって、多種の治療をこなすことが可能である。将来はカセットの交換のみに

よって患者急変時に対応するばかりでなく、通常の慢性治療においても簡便な手技として普及をはかりたい。

生体腎に匹敵する血液浄化量を求めて

あかね会土谷総合病院

川西秀樹

血液浄化量を規定するものは、血流量 (Qb) 、透析液流量 (Qf) 、 i慮過流量 (Qf) および吸着量(鴻過膜への)と治療時間であ

る。 Criticalな状態で、は血行動態が不安定で、Qbを上昇させることに困難が伴うため、必然的に治療時間の延長が計られ持続

的治療となる O しかし持続的治療と言え異化の克進した状態では血液浄化量を最大限増加させる必要がある O 基本処方は最

大Qd<=Qb、 Post Qf <= 1/4Qb、 PreQf <= Qb となる。この条件を達成するためには清浄化した透析液を置換液として

用いるon-line CHDFが必須となる。また血液浄化量増加に伴う、いわゆる不均衡症候群による血行動態の不安定化を避ける

ために、小分子量物質と大分子量物質の効率を分離することを行なわなければならない。その手法として前希釈 (Pre) また

は前後希釈 (Pre&Post) HDFが推奨される。

慢性血液透析においては、間駄的治療の欠点を補うべく、高効率の手法が開発され臨床応用されてきた。この手法を、持

続的治療が標準的なものとされている Critical Care領域に用いることにより、病態に応じた血液浄化量を得ることが可能と

なり、さらなる救命率向上が期待できる。

血液浄化法(SP)による各種humoral mediator除去の可能'性について

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

松田兼一，平津博之，織田成人，志賀英敏，中西加寿也，仲村将高，横張賢司，

肥田誠治，平野剛，平山陽，森口武史，渡遁栄三，新田正和，森田泰正，横井健人

重症SIRSやMOFにおける病態の重症化にhumoral mediatorが深く関与することが明らかになるにつれ，各種mediator を

除去を目的にBPが施行されるようになってきた.今回BPによる mediator除去の可能'性について，我々のデータ及び文献的

考察を交え検討する.我々は従来より PMMA膜hemofilterを用いたCHDFによって各種mediatorを除去し得ること， MOF症

例の予後を改善し得ることを報告してきた.現在，重症急性豚炎，重症敗血症，敗血症性ショック，欝血性心不全， ARDS 

などの高mediator血症に対してCHDFを施行し効果を挙げている.一方，諸外国においてもCHFやCHDFなどのCRRT ，

PMX-DHPやFresenius Systemなどの血液吸着， DEDAやMDSなどの血紫吸着，持続的血柴交換，その他BioLogic DTPF 

system , MARS等の各種BPによってmediatorを除去しようとする試みが盛んに行われている.しかし，これらBPによって

mediatorが除去される可能性は認められているものの， mediatorを除去することによる臨床効果についてprospective

randomized controlled trialがなされていないのが現状であり，このtrialの実施が急務と考える.
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急性血液浄化法の近未来

和歌山県立医科大学救命救急センター、血液浄化センタ一事

中敏夫、島幸宏、川崎貞男、篠崎正博、秋津忠男$

近年、急性血液浄化法の適応は拡大の一歩をたどっており、本来の腎補助 (renal indication) から、 SIRS等へ適応が拡大

されようとしている (non renal indication) 。ただしその適応については意見が分かれており一定の見解を得ていない。炎症

性サイトカインの除去ひとつをとってもその有効性の評価についての根拠はあいまいで万人を納得させるものではない。有

効性を発揮するための具体的な数字がどこにも示されていないのである。

そもそも急性血液浄化法が侵襲時の炎症反応を制御しうるものであれば炎症性サイトカインのみに着目するのは適当で、は

ない。侵襲がSIRSを招き炎症性サイトカインを放出させ、全身で好中球の非特異的活性化をきたすのがその本体で、その一

方で単球の細胞性免疫能を低下させCARSへ向かわせる一面もある。

今回、われわれは侵襲時における急性血液浄化法とくに緩徐式持続血液浄化法が炎症反応を制御できるかについて多方面

から検討を加えたい。

安全な血液浄化のための方策

岡山労災病院麻酔科

福島臣啓

腎不全は、未だに集中治療を受ける患者における重大な合併症であり、不幸な転帰の直接あるいは間接的な原因となって

いる。これに対して、透析を初めとする血液浄化法が導入され、その生命予後の改善に寄与している。また、肝不全や免疫

疾患等の腎不全以外の病態においても、各種の血液浄化法が用いられ、その効果が示されつつある。

一方、血液浄化は集中治療において必要とされる膨大な知識・技術のなかのごく一部に過ぎず、慢性透析のように理論的

にも方法論的にも確立されているわけではなく、必ずしも熟練したスタッフによって施行されているわけでもない。

全ての医療処置はその治療により得られる利益がその危険性を上回る場合にのみ適応となる。従って、血液浄化法も安全

性が高くなればなるほど広い適応を持ち、逆に十分な安全性が確保されなければ、優れた治療効果が期待される治療法も意

味を持たないことになる。

この発表では、集中治療領域における血液浄化法の危険性を、全ての血液浄化法に含まれる危険性、集中治療領域で行わ

れることによる危険性、比較的新しい治療法であるために生じる危険性などに分けて検討し、これらそれぞれに対する方策

を求めていきたい。
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シンポジウム (5・D・2) 第 1 日目 15 : 00 -17 : 00 第 1 会場
重症患者の栄養管理

重症患者管理における経腸栄養成功のテクニック

札幌医大救急集中治療部l、日鋼記念病院救急センター2

七戸康夫1.2、今泉均l、佐藤守仁l、浅井康文l

【緒言}経腸栄養が重症病態の改善に有用であるとの報告が多いが、実施に際して困難な点がある。1.重症病態における腸管

機能。 2.水分出納バランス。 3. SDDの効果。以上の問題を空腸栄養チューブが解決する。

【対照と方法】札幌医大ICU入室患者を、経静脈(n=23、 APACHEII score 17.4:t 4.0) ・経胃 (25、 17.5 :t 5.1)・経空腸栄養 (41 、

18.5:t 5.3) を行った3群に分け、予後、 ICU在室日数、経腸栄養の成否などについてretrospectiveに比較した。経空腸栄養は

X線透視下にTreitz靭帯を越えて空腸内に留置したチューブを用いた。経腸栄養剤に先んじて高浸透圧製剤、非吸収性抗生

物質を投与し、 Intestinallavage を行った。

[結果】経空腸栄養群が他の2群に比して40日後の生存率、胃内細菌検出率の点でより優れていた。空腸栄養チューブの挿入

は容易であったが、内視鏡的に挿入した例も見られた。挿入に伴う合併症は見られなかった。

【結語】重症病態において経空腸栄養は病状の改善に有用であったO 従来経腸栄養不能の要因とみられていた腸管運動の低下

は殆ど見られなかった。

心臓移植・肺移植適応患者の栄養管理

大阪大学大学院医学系研究科機能制御外科学(第一外科)

福罵教偉、大竹重彰、津芳樹、太田三徳、南正人、

高橋俊樹、西村元延、松宮護郎、松田輝

呼吸循環不全が長期化すると栄養障害をきたし、 cachexiaに至ると移植適応から除外されるため、待機中の適切な栄養管

理は重要である。当施設では、急性期には静脈栄養を、呼吸循環状態が落ち着いても栄養障害を認める場合には経腸栄養を

行っている。

[対象12001年9月までに登録した心・肺移植適応患者 (30例: DCM16例、 dHCM6例、 16例 :LAM、 PPH、 IP各3例)0 【結果}

心・肺移植を各4、 5例施行し全例生存中。薬物・外科治療が奏功しない心臓移植適応患者19例に補助人工心臓 (LVAS) を装

着し、 18例でLVAS装着後循環動態が安定し栄養管理は必要となくなった。内3例で心臓移植を施行し翌日から経口摂取でき

た。 1例は埋込型 LVASが消化管を圧迫して経口摂取が不良となり静脈栄養を要した。肺移植適応患者では、呼吸負荷のた

めに十分な経口摂取ができず、多くの症例で経腸栄養剤を補給した。胃亜全摘後に肺移植の登録をした肺線維症の1例では、

静脈栄養と経腸栄養を行いながら栄養状態を維持しながら左片肺移植を施行したo [まとめ]移植待機中に適切な栄養管理を

行うことが移植成績の向上に重要であると考えられた。

血液浄化法施行症例に対する栄養管理

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

志賀英敏，平津博之，織田成人，中西加寿也，松田兼一，仲村将高，

横張賢司，肥田誠治，平野剛，平山陽，森口武史，渡遁栄三，

新田正和，菅谷明子，大島拓

持続的血液鴻過透析 (CHDF) をはじめとした血液浄化法は，集中治療において今や必要不可欠の治療法となっている.そ

こで血液浄化法施行重症症例に対する栄養管理につき検討した. CHDFは腎不全合併時の水分・電解質および、Cre ， UN等の

溶質の除去のみならず，肝不全合併時の肝性昏睡物質の除去，多臓器不全の原因としてのhumoral mediatorの除去等にも有

効であり，重症症例に対する血液浄化法として広く用いられており，特に腎不全と肝不全に対して施行されることが多い.

腎不全ではCHDFの施行と腎不全用アミノ酸製剤の使用により，栄養管理上の問題となる投与エネルギー量の制限とアミノ

酸の利用制限の問題をほぼ解決した.肝不全では複雑なエネルギー代謝動態および重症症例の栄養管理上必須であるエネル

ギー消費量，エネルギー基質を代謝モニター， AKBR，ケトン体量， NH3, UN等を用いて把握し，それらに立脚した栄養管

理を行っている.また栄養投与経路としては，種々の利点から経腸栄養を第一選択とすべきであるが，実際は静脈栄養に頼

らざるを得ない場合が多い.最近では早期に経腸栄養への移行を試みている.
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重症熱傷患者の栄養管理

藤田保健衛生大学医学部外科

桜井洋一、落合正宏

TBSA 40%以上の重症熱傷は生体に対する最大の代謝ストレスであるとされている。その代謝動態は典型的な
hypermetabolism と protein catabolismで、あり著明なnegative net protein balanceで、ありこれらを改善しないと創傷治癒の

遅延、生存率の低下をきたす。重症熱傷患者に対する栄養管理はbacterial translocationの防止、 protein balance (PB) の改

善を目的に受傷後早期から経腸栄養が行われているがpositive PBまで、への改善はきわめて困難である。われわれはこれまで

安定同位元素標識アミノ酸トレーサを用いて生体内各種代謝動態の測定を行ってきたが、この測定系を用いて重症熱傷患者

における過剰カロリー投与、各種anabolic hormone (AH)投与の蛋白代謝、とくに骨格筋におけるアミノ酸トランスポート

に対する効果を検討した。重症熱傷患者の骨格筋では蛋白合成に必須である細胞内へのアミノ酸トランスポートの著明な傷

害がみられ、過剰カロリー投与のみではこれが改善きれなかった。しかしAHであるインスリンと経腸栄養を併用するとア

ミノ酸トランスポートが有意に改善され、 PBも改善した。今回これら安定同位元素トレーサを用いた一連の研究成果を総論

的に解説する。

中枢神経の制御による術後患者の体蛋白喪失抑制の試み

久留米大学外科

吉田祥吾、石橋生哉、田中克明、田尻鉄郎、亀井英樹、白水和雄

術後患者の低栄養状態を改善するためには、術後栄養管理のほかに、手術侵襲による異化反応を抑制することが重要で、あ

る。我々は、術後脳内サイトカイン産生と脳内サイトカインの制御によって体蛋白の喪失を抑制することが可能か否かにつ

いて検討した。方法:雄のC57BL/6マウスまたはSDラットを用いて検討した。 1) マウスの開腹術後に脳内TNF-αmRNA発

現量をRT-PCR法にて測定、 2) ラットの脳室内にステロイドホルモンを投与し、開腹術を施行し、尿中窒素排池量を測定。

3) 迷走神経の切除を施行し、開腹術後の脳内TNF-αmRNA発現量と尿中窒素排池量を測定。結果:マウスの開腹術後には

脳内TNF-αmRNA発現量は対照群に比べて有意に増加し、創部が長いほど、発現量が増加した。術前にステロイドを投与

し、術後脳内サイトカインの産生を抑制すると術後尿中窒素排池量が抑制された。迷切によって術後の脳内TNF-αmRNA

発現量が減少し、尿中窒素排池量が減少した。結語:中枢神経はサイトカインの産生によって侵襲の程度を認知し、脳内の

サイトカインの産生を制御することで体蛋白の喪失を抑制することが可能で、ある。
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シンポジウム (5・D・3)

小児心臓手術の術後管理

司会者かう

岡山大学医学部附属病院集中治療部

竹内護

第 1 日目 10 : 00 --12 : 00 第 6 会場

今回は、新しい試みとして演題なしのフリーデイスカションを企画させて頂きました。過去のこうしたシンポジウムにお

いては、演題発表の時間が超過し、会場の聴衆も十分討論に参加できず、議論が白熱しかけた頃に皆が不完全燃焼のままに

終了するものが多かったように思います。このシンポジウムにおいては、まず国立循環器病センタ一心臓血管外科先天性心

疾患、グループ主任の上村秀樹先生に「小児心臓手術の術後管理」についての基調講演引き続き、じっくり討論したいと考えて

おります。

日本の最先端の小児心臓手術を行っている施設から以下の先生方にお集まり頂きました。

福岡市立こども病院心臓血管外科 深江宏治先生

東京女子医科大学麻酔科 上園晶一先生

岩手医科大学循環器病センター麻酔科 門崎衛先生

岡山大学医学部医学部附属病院麻酔科蘇生科 岩崎達雄先生

京都府立医科大学集中治療部 志馬伸朗先生(順不同)

焦点、を絞るため、今回は以下の代表的な4つの疾患、手術について討論させて頂きます。

1) フアロー四徴症根治手術

2) 大血管転位症: ]atene手術

3) Fontan手術

4) 左心低形成症候群: Norwood手術

会場の先生方からのご意見、ご質問も広くお受けします。
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シンポジウム (8・D・4) 第 1 日目 15 : 00 --17 : 00 第 7会場
集中治療医学と細胞情報伝達

手術侵襲による各種メデ‘ィ工ーターの変化と生体反応

日本医科大学集中治療室、麻酔科*、第 1 外科**

竹田晋浩、中西一浩*、坂本篤裕*、池崎弘之*、金徹、

田中啓治、宮下正夫**、笹島耕二**、小川龍*

生体侵襲が生じると様々な反応が生体に生じる。炎症性サイトカイン、抗炎症性サイトカイン、 nitric oxide, car bon 

monoxide，凝固線溶系因子など非常に多くのメデイエーターが放出され、この情報伝達により生体反応を起こす。今回我々

はmajor surgeryの 1 つである食道癌手術を対象に各種メデイエーターがどのような臨床所見を引き起こすかを検討した。

[方法】食道癌による食道亜全摘手術を対象とした。各種サイトカイン、凝固線溶系因子を測定し、臨床所見と比較検討した。

{結果】術後IL・6 ， IL-8は上昇、抗炎症性サイトカイン IL-10 も上昇。このうちIL・6の上昇はstroke volume index, right 

ventricular ejection fraction の減少と有意に相関し、 IL-6が心機能の抑制を招いたことを示唆した。 凝固系ではTATが上

昇。 TAT/PICが高値であった症例では感染症を合併する割合が高かった。これは微小血栓形成による臓器血流障害を引き

起こしていること考えられる。

{考察】現段階では侵襲に対するすべての障害をカバーできるような治療方法は存在せず、それぞれ炎症に対してはステロイ

ド、凝固系の更新に対してはヘパリンの投与などの予防策を検討すべきである。

生体侵襲が肺胞マクロファージ、に及ぼす影響

弘前大学医学部麻酔科学教室

小谷直樹

手術麻酔などの生体侵襲は肺胞マクロファージ (AM) の炎症反応を惹起する。事実手術時間が遷延するにつれて、 AMの凝

集が著しく充進し (Anesth Analg 1995;81:1255-62) 、好中球の肺胞内流入、炎症性サイトカインの遺伝子発現が増強する (Anesth

Analg 1999;89:1250・6) 。一方，貧食能や殺菌能などAMの抗菌能は著しく抑制される (Anesthesiology 1998;89:1125-32) 。

上記の反応は様々な要因で変化する。 AMが吸入抗原に強く反応することは良く知られているが、実際わずか2時間の加圧呼

吸下の揮発性麻酔薬吸入が、炎症性サイトカインの遺伝子を発現させる (Anesthesiology 1999;91:187-97) 0 高濃度の酸素吸入は

AMの炎症反応、抗菌能とも増強させる (Anesthesiology 2000;93:15・25) 。人工心肺による肺障害は、肺胞気管洗浄液中の炎症

物質の多寡と相関し (Anesth Analg 2∞0;90:104ら51)、肺の炎症反応が全身のそれよりも高度である (Anesth Analg 2αぬ;90:1039・

45) 。

喫煙は術後肺合併症の大きな危険因子である。動物実験(Anesthesiology 1999;91:1823-33) および、臨床研究 (Anesthesiology 2側;

92:1268・77) の知見から、喫煙が周術期AMの抗菌能を著しく抑制し、正常化には6月を要することも報告した (Anesthesiology

2001;94:999・1006) 。今後周術期の肺合併症予防のため、抗菌能を抑制することなく、炎症反応を抑制する周術期管理が望まれ

る。

集中治療医学とIL-18

東北大学大学院医学系研究科救急医学分野、日本医科大学 救急医学教室‘

小池薫、吉田竜介ヘ佐藤格夫ヘ鈴木崇生ヘ山崎元靖、篠津洋太郎、山本保博‘

インターロイキン 18 (IL-18) はIL-1 ß と類似した細胞内情報伝達機構を持ち、 IL-12 と相乗的にIFN- y の産生やTh1型ヘル

ノ~-T細胞への分化を誘導し、細胞性免疫、炎症反応に重要な炎症性サイトカインである。一方、 IL・18はIL-12の非存在下で

Th2型サイトカインのIL-4、・10、・13やPGE2の産生も誘導し、ユニークなサイトカインである。熱傷、腹膜炎、外傷、多臓

器障害の症例で血清IL・18値を経時的に測定し、生化学や生理機能のデータとの関係を調べると、血清IL-18値は、外傷症例

でISS(損傷程度の指標)と、熱傷・腹膜炎・多臓器障害症例で、Pa02/Fi02と、熱傷・外傷でSOFA(多臓器障害の指標)と、熱

傷・腹膜炎・外傷でCRPと相関を示すので、 IL・18値が生体の受けたストレスの程度を反映することがわかる。 IL-18は活性

酸素、 NO、 TNF-α の産生やCOX-2遺伝子の転写の促進にも関係することから、組織傷害をもたらす反応と制御する反応の

両方に関与するのであろう。 IL-18が関係する細胞間情報伝達経路が解明され、集中治療医学の発展につながることが期待さ

れる。
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Sepsis, MODS , ARDS病態へのケモ力イン、サイト力インの関与:
細胞情報伝達の面から

慶慮義塾大学医学部救急部

藤島清太郎、相川直樹

SIRS、 sepsis病態下で、は、過剰に産生された各種ケモカイン、サイトカインが、 MODS特にARDSの発症と増悪へ深く関

与している 。 我々は、単球系培養細胞、ヒト隣帯静脈血管内皮細胞に対し刺激伝達系抑制剤を用いた検討から、特にprotein

kinase C (PKC) と mitogen activated protein (MAP) kinaseのp38が、 C-x-Cケモカインであるinterleukin 8 (IL-8) の産生に

重要な役割を担っていることを確認した。 一方、昨年度sepsisに対する有効性が示された活性化プロテインCも、抗凝固作用

以外に細胞間情報伝達の制御により発揮する多彩な抗炎症作用が、病態の改善に役立つた可能性が指摘されている。さらに

現在臨床治験中の多種サイトカイン産生抑制剤JTE・607は、マウス熱傷後sepsisモデルの病態と予後を著明に改善したが、そ

の作用は細胞内刺激伝達系を介すると推測される 。 このように、細胞内・細胞間情報伝達の制御は、 MODS、 ARDSの誘因

となる過剰なケモカイン、サイトカイン産生の新たな治療手段として極めて有望と考えられる。

急性腎不全においてストレス蛋白:ヘムオキシゲナーゼが果たす役割

岡山大学大学院医歯学総合研究科・麻酔蘇生学分野

高橋徹、清水裕子、戸田成志、溝測知司、片山浩、平川方久

血液浄化法をはじめとする全身管理法の長足の進歩にも関わらず、急性腎不全 (ARF) の死亡率は依然として高い。 ARF

の現在の治療法はいずれも生体の恒常性を維持しながら腎機能の回復を待つ保存的療法であり、腎細胞機能の回復を促す積

極的治療法は未だ無い。虚血性ARFにおいては虚血再潅流時に発生する活性酸素による酸化的ストレスが腎細胞傷害に大き

な役割を果たしている 。 近年、酸化的ストレスにより細胞にストレス蛋白が誘導され細胞保護的に働くことが報告され注目

を集めている 。 ヘムオキシゲナーゼ (HO) はチトクロームP450等、ヘム蛋白の必須構成要素であるヘム分解の律速酵素であ

るのみならず、その遺伝子解析によりストレス蛋白:HSP32で、あることが明らかとなっている 。 我々は、ラット虚血性ARFモ

デルを作成し、1)虚血腎にHOが誘導され、 2)HO活性の抑制が腎障害を増悪化させること、 3) 重金属のスズが腎毒性を来す

こと無く尿細管細胞特異的にHOを誘導すること、 4) 虚血性ARFモデルへのスズ投与が腎障害を改善すること、を明らかに

し、 HOが虚血性ARFに対して細胞保護的に機能することを明らかにしたので報告する 。
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シンポジウム (5-0-5)

ARDS の治療戦略

ARDSに対する肺保護戦略の換気様式

岡山大学医学部附属病院集中治療部

長野修

第 2 日目 15 : 00 --1 7 : 00 第 1 会場

ARDS network (NEJM 2000) と Amato ら (NEJM 1998) によって有効性が示された肺保護戦略の内容は、①lung

recrui tmen t :必要十分なPEEP と recruitment maneuverによる肺容量の確保、②low stretch ventilation : 1回換気量また

は吸気プラトー圧の制限、の2点である。換気モードは、 VCV(ARDS network) 、 PCV(Amato ら)ともに用いられており、

基本的に優劣はなさそうである。気道内圧制限の点からはPCVが用いやすいが、吸気努力の存在で1回換気量(経肺圧)の制

限が困難になる場合があり、 sedationが問題となる。 PSVを用いる場合も同様である。また、速い吸気流速や多い換気回数

は肺保護上不利になることが動物実験で示されており、臨床上留意すべきであろう。 Open lung approach と low stretch 

ventilationを施行する上で高頻度振動換気 (High-frequency oscillation; HFO) も注目されており、本邦でも多施設共同研究

が予定されている。

Open lung approachにおける圧容量曲線とrecruitment maneuverの役割

大阪大学医学部附属病院集中治療部

藤野裕士

ARDS患者における虚脱した肺胞を開くための気道内圧は肺障害を起こさない安全とされる圧より高いことがある。 Open

lung approachの基本的考え方はrecruitableな肺胞は呼吸の全サイクルで可能な限り含気を保つことが肺障害の予後にとっ

て望ましいと考えるものである。 Recruitment maneuver (RM) は短時間だけ通常の人工呼吸では容認しない高い気道内圧を

かけることにより虚脱肺胞にそのopening pressureを越える圧を与え開く目的で行う。しかし個々の肺障害に対して必要な

気道内圧、時間を知る方法はなく標準的な手技も決まっていない。またRMによる肺障害の危険性も否定できず気道内圧の

安全限界も不明である。 RMにより 一度開いた肺胞もその後の人工呼吸におけるPEEPが不十分であれば再び虚脱する。肺胞

を聞き続けるための最適なPEEPを知る手段として肺/胸郭の圧容量曲線を用いる方法が古くから模索されてきた。圧容量曲

線の問題点としては測定前のvolume-historyに依存し臨床の場で測定しようとすると測定前の換気様式、測定法により得ら

れる曲線が異なったものになる可能性がある。また静的に測定した圧容量曲線は動的な人工呼吸中の状態を反映しない可能

性があることなどが指摘されてきた。現状では圧容量曲線は実験的な位置を越えないが、障害肺についての生理学的理解を

深める道具としての価値は高いと考えられる。

ARDS発生機序の生化学的側面と薬物療法について

京都府立医科大学集中治療部麻酔科、東京電力病院臨床検査科I

橋本悟、松田知之、小林敦子、小尾口邦彦、北村佳博、上野博司、石坂彰敏1

急性呼吸窮迫症候群(以下ARDS) は発症初期の急性炎症期を経て最終的な線維化に至るまで多彩な症状を呈する。その病

態は従来言われていた活性化多核白血球および肺胞マクロファージを主体とした炎症性サイトカイン群とともにFas/FasL

をはじめとするアポトーシス関連因子が炎症の初期および線維化の過程で重要な役割を果たしていることが判明し、さらに

複雑なものであることが明らかになってきた。その一方、近年の死亡率の低下はARDSを取り巻く各種病態に対する対症的

な薬物療法や人工呼吸管理を含めた患者管理技術の進歩によるものと考えられ、未だ多施設無作為コントロール試験でARDS

の予後を改善したとされる薬剤はない。米国のARDSネットでは後期ARDSに対する少量ステロイド持続療法について検討

され2001年11月に中間結果の発表が待たれている。またactivated protein Cの敗血症に対する有効性が示されたがこの研究

では 8 割近い患者が人工呼吸管理されており ARDSにおける肺の微細動脈血栓の存在などを勘案すれば有望な薬剤となると

期待できる。我が国においても好中球阻害剤ONO・5046の急性肺損傷での有効性が実証されつつあり今後臨床使用可能にな

ると予想される。
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非侵襲的陽圧人工呼吸 (NPPV)

公立陶生病院 呼吸器・アレルギー内科

近藤康博、西山理、谷口博之

近年、人工呼吸管理により惹起される肺傷害と、これを防ぐ呼吸管理(肺保護戦略)の意義が注目されている 。 NPPVは、

主に挿管・人工呼吸およびその合併症を回避し、死亡率を下げることを目的としているが、われわれは、 ARDS/ALI症例に

対して、肺保護戦略の観点から応用した。 NPPVには、 BiPAP Visionを用い、十分に肺胞が開存するよう CPAP/EPAPを 12

cmH20程度で、管理することを基本とした。 CPAP IEP AP 12 での管理は多くの症例で認容可能で、生存率は77%であった。

CPAP 12の意義を検討するため、 CPAP4で管理する群とCPAP 12で管理する群に分け、その後24時間の経過を比較した。

改善、悪化をP/Fの20以上の変化で判定すると、 CPAP4 群は24時間後に、全例が悪化(挿管2例を含む)したのに対し、 CPAP

12 群は3例が改善、 2例は不変で、 1例のみ悪化した。 また、 TNF， IL-1 ß, IL・6， IL-8 といったサイトカインも CPAP 12の管

理で減少する症例を認めている 。 NPPVでの低いCPAPでの管理はガス交換の悪化を招くのに対し、高めのCPAPではガス交

換の悪化を防ぎ、肺に保護的に働くと思われる 。 今後、 ARDS/ALIにおける、肺保護戦略を意識してのNPPVの有効性と限

界について検討する意義があろう 。
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シンポジウム (S・D・6) 第 2 日目 15 : 00 ~ 17 : 00 第 6会場

冠症候群の病態と治療

再濯流療法の現状と展望

帝京大学内科

一色高明、竹下聡、丸山泰幸、佐川俊世、上妻謙、

鈴木将敏、河村裕、遠藤悟郎、三寺隆之、古川泰司

急性心筋梗塞に対する再潅流療法は短期的長期的に予後を改善することが明らかとされている。中でも TIMI3の血流は

TIMI2よりも予後が良いことが証明され、 TIMI3血流を目標に治療方針が組みたてられている。その観点からは血栓溶解療

法単独の効果は十分で、なく、経皮的冠インターベンション (PCI)が多く選択されている。中でもステントは急性冠閉塞を減

少させて高率にTIMI3血流を得られることに加え、慢性期再狭窄も減少させる点で有用性が高い。しかし、来院からPCI施

行までの時間を補完する目的で、血栓溶解療法を先行させて少しでも早期の再濯流を追及する戦略の有用性が報告されてい

る。血栓を多量に含む病変は従来の治療法では十分な有効性を示してこなかったが、最近ではパルスインフージョンカテー

テルを用いた血栓溶解療法や、専用カテーテルによる血栓吸引療法が試みられている。血栓吸引療法は再潅流療法後にしば

しば出現する slow flowやno・reflowに対しでもその有効性が期待されている。 PCI手技中の末梢塞栓防止のためのdistal

protection deviceが当面の興味の対象で、ある。

急性冠症候群のリスク層別と初期治療

日本医科大学付属病院第一内科 l 、集中治療部 2

安武正弘 1 、田中啓治 2、山本剛 2、笠神康平 2

佐藤直樹 2、高山守正 l 、清野精彦 1 、高野照夫 1

急性冠症候群 (ACS) はST上昇ACSと非ST上昇ACSに大別されその病態，治療指針は必ずしも同一ではない。 ST上昇ACS

の重症度はKillip ， Forrester分類などで層別されるが初期治療目標は可及的早期再潅流である。一方，不安定狭心症を含む

非ST上昇ACSは薬物による抗虚血療法のみで十分なものから緊急バイパス手術が必要なものまで重症度のスペクトラムが

広く，早期のリスク層別とそれに応じた適切な治療の選択が必要である。非ST上昇ACSのリスク層別には胸痛の持続時間，

ST低下の程度，心機能のほかに心筋トロポニンなどの心筋マーカも重要とされる。我々の施設では1998年より ACS全例に

心筋トロポニンT全血迅速診断法を実施し，早期診断・リスク層別に利用できるか否かを検討した。また一部の患者では心

臓型ヒト脂肪酸結合蛋白 (h FABP) の全血迅速診断法を同時に試み， トロポニンTとの比較検討を行った。心筋トロポニン

Tは非ST上昇ACSの独立した予後規定因子でありリスク層別に重要であることが示唆された。一方， hFABPはリスク層別

よりむしろST上昇ACSの早期診断に有効であった。

内視鏡および血管内超音波による成因の分析

大阪警察病院循環器科

平山篤志、上回恭敬、清水政彦、大谷朋仁、児玉和久

急性心筋梗塞の責任血管を血管内視鏡で連続的に観察することにより，梗塞責任部位には必ず黄色プラークと赤色・混合

血栓を認め、血栓溶解療法後に白色血栓が認められることから、黄色プラークが不安定プラークであり、その破綻により白

色血栓が形成され閉塞する過程で混合~赤色血栓が形成される過程が推測される。その白色血栓が、再潅流後のフローパター

ンから血小板血栓であることが示唆され、さらにその部分で形成される血栓量と梗塞サイズに関連があることが示された。

心電図のST-Segmentの改善度から血栓多量群では、組織レベルでの再潅流不成功が示唆され、末梢での血栓塞栓との関連

性が考えられた。血栓多量群では、血管内超音波で、Positi ve Remodelingを認める症例が60%を占め、血栓少量群では頻度が

少なかった。このことは、急性期に冠動脈造影にて閉塞血管として認識される病変が単一なものでなく、脂質コアの大きな

不安定プラークの破綻による多量の血栓形成が閉塞に至らしめる機序やプラークの破綻が極めて軽度、あるいは内皮剥離に

伴い血栓が形成される機序が複雑に関与している可能性を示唆するものと考えられる。
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吸引血栓の病理学的考察

濁協医科大学心血管肺内科

大井田史継、星俊安、杉村浩之、田口功

金谷智明、小川研一、金子昇

2000年1月 1 日より 10月までの聞に当院へ搬送された急J性心筋梗塞110例に対し59例にRescue-cathを使用して血栓吸引を施

行した。そのうち明らかに採血ボトルにclotとして採取できた27症例につき、病理学的検討をした。 clotをホルマリン固定後

HE染色にて検鏡した。検鏡所見のうち血小板血栓 (p) 、赤色血栓 (R) 、混合血栓(M) 、フイプリン (F) 、粥腫 (A) 、弾性線維

(E) につき冠動脈病変の特徴との対比を検討したo 3例にEを認めうち 1例はspontaneous dissectionによる AMIであったO

Initial-TIMI分類で、II以上ものは殆どP、 F、 Aのみ吸引された。 RやMが認められるものは全てinitial-TIMI : 0であった。再

還流までの時間が短いもの (3時間以内)はPの割合が多く、粉砕された形で吸引された。 R と Mの割合が多い血栓はRCAに多

く、棒状を呈していたO 棒状に吸引されたものではPを基盤としてFが何層にも形成され、血管内腔をMやRが塞いでいた。

以上より、吸引された血栓には血小板のみで構成されるものと、何層にも血小板血栓が出来その後に赤色血栓が中を塞ぐ形

があることが観察された。

Slow flowの機序と対策

桜橋渡辺病院循環器内科

伊藤浩、岩倉克臣、川野成夫、岡村篤徳、藤井謙司

急性冠症候群に対して冠動脈インターペンションが有効な治療法であることに関しては論を待たない。しかしながら、良

好な再疎通が得られたにもかかわらず冠動脈造影で、slow flow (TIMI-2 flow) を呈する症例が存在する Q このようなslow flow 

は微小循環障害を反映する現象と考えられ、このような症例の心機能改善や予後が不良であることが報告されている。 Slow

flow の原因として、

① thrombusやプラークの内容物による細動脈レベルの塞栓

( capillary damage による no reflow現象

がある。冠動脈血流速波形の解析や心筋コントラストエコー法により両者を識別することは可能である。

機序が異なれば治療法も異なる。 Thrombus burdenに対しては血栓吸引療法やGP2b3aなどの抗血小板薬が有効と考えら

れている。それに対し、 no reflow現象に対しては心筋保護を目的としてアデノシン、 KATP関口薬が臨床で、用いられ有効性

が報告されている。本シンポジウムでは両者の鑑別や治療の要点に関して述べる予定である。

血管新生療法:臨床応用への道

関西医大第二内科・心臓血管病センター

神畠宏、松原弘明、西上尚志、宮坂陽子、藤山総一郎、伊庭理、岩坂毒二

PCIやCABGが困難な、重症の薬剤抵抗性狭心症例に対して、 VEGFなどの血管成長因子を用いた血管新生療法が脚光を

浴びている。これは血管内皮前駆細胞 (EPC) が、組織虚血や血管成長因子に応答して骨髄から動員され、虚血部に集積し新

生血管が生じるメカニズムを利用したものである。われわれは、 EPCに分化可能な骨髄単核球(BM-MNC) を虚血心筋に自家

移植し、血管新生を促す新たな治療法の確立を目的として基礎的検討を行った。l.ミニブタを用いて梗塞モデルを作製し関

胸下に移植を行った。移植群は対照群に比し、慢性期に有意に新生血管が増加しており、梗塞の縮小化や心機能の改善が認

められた。 BM-MNCは血管分化するのと同時に、血管成長因子を分泌し、相乗的に血管新生を促進した。 2.家畜ブタの慢性

虚血モデルを作製し、 NOGAシステムによる injection catheterを用いた経皮的細胞移植を行った。移植群では慢性期に有意

に血流が増加し、虚血域は19%縮小し心機能の改善が認められたのに対して、対照群では10%の虚血域の拡大を認めた。骨

髄細胞移植は、冠動脈疾患に対する新たな治療戦略として有用な方法であると考えられた。
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シンポジウム (S・D・7) 第 3 日目 1 0 : 00 --1 2 : 00 第 1 会場

脳虚血の治療

頭部外傷の虚血/低酸素病態と治療

山口大学医学部麻酔・蘇生学教室l、同附属病院総合診療部2

中木村和彦I、立石彰男2

頭部外傷の病態は複雑で、呼吸・循環との臓器連関に配慮した治療が必要である。特に、受傷後早期の脳血流量減少や、

血腫病変周囲の相対的低酸素状態が知られているため、虚血/低酸素病態の関与に注意する必要がある。

[頭蓋内圧の制御]頭蓋内圧 CICP) 克進があれば、まずその制御が必要である。薬物治療として、標準的な浸透圧利尿薬に

加えて、プロポフォールによる鎮静、高張ナトリウム液などが注目される。

【脳潅流庄の維持]脳潅流圧 (CPP=平均動脈圧 -ICP) の維持が強調されているが、目標値を正常値の範囲(約60mmHg) と

するか、やや高く (70--90mmHg) すべきか一定の見解はない。 演者らは実験的血腫モデルで、 Cppの維持が神経学的予後に

影響することを示したが、臨床応用にあたっては呼吸機能障害の発生に注意が必要である。

{呼吸管理】過換気によるICP下降効果は限られており、通常PaC02を 30mmHg以下にはしない。

【体温管理】急性期の高体温を防ぐ。頭部外傷後の神経学的予後に対する低体温療法 (33~350C) の有効性は確立されていな

いが、酸素需給バランスを乱すことなく、治療抵抗性のICP充進を抑制する急性効果が期待できる。合併外傷時の血小板減

少と長期にわたる場合の易感染性に注意を要する。

diffusion MRIは全脳虚血後の早期変化をとらえることができるか?

岡山大学医学部附属病院集中治療部

武田吉正

{目的】心停止蘇生後の虚血性脳障害がMRIで早期に検出可能か検討した。

【動物実験】ラットに 10分間の4-vessel occlusionを施行した。再潅流1 、 3 、 7 日後にMRIを撮影し、潅流固定施行後に組織所

見を観察した。再潅流 3 日後の組織学的観察で、海馬CA1錐体細胞に最初の異常所見(空包変性(が観察された。 MRIでは拡

散強調画像で同部位に異常高信号が観察された。再潅流7日後、虚血性細胞障害が進展し、錐体細胞の核及び細胞質は凝集

し空包は消失していたO またグリア細胞の浸潤が認められた。拡散強調画像の異常高信号は空包の消失に伴い低下したO

{臨床】心停止 (10- 20分間(蘇生後の患者3名で、蘇生当日、 3、 7、 14、 21 日後にMRIを撮影した。蘇生3日後に大脳皮質の側

頭葉及び後頭葉に拡散強調画像で高信号が観察された。蘇生7、 14 日以降、拡散強調画像の高信号は消失した。蘇生14日以

降、同領域にT1強調画像で線状高信号が観察され、 laminar necrosisの発生が推測された。

【結論]拡散強調画像は空包変性の出現を捉え、心停止蘇生後の組織障害の進展を早期に検出することが可能であると考えら

れた。

クモ膜下出血後の脳血管準縮に対する薬物療法

-脳虚血の治療として一

国立療養所釜石病院脳神経外科l、岩手医科大学医学部脳神経外科2

土肥守1、小笠原邦昭2、小川彰2、山口一彦l

破裂脳動脈癌によるクモ膜下出血後に発生する脳血管撃縮は、クモ膜下腔への出血とその後の変化によって引き起こされる

病態であり、一旦発生すれば、脳虚血・脳梗塞が引き起こされる。

その治療は、クモ膜下腔からの血腫の早期除去、脳血管筆縮の発生に対する予防的治療、脳血管撃縮発生初期の脳虚血に

対する治療、虚血後に発生した脳梗塞に対する治療に分けられる。

まず、クモ膜下腔の血腫除去には、早期手術や血腫の溶解・排出療法が行われている。次に脳血管撃縮の発生を予防する

治療には、脱水や血柴浸透圧の低下を来さないよう全身の循環管理を行う治療と脳血管の収縮抑制や脳血管撃縮の発生を抑

制する目的の薬物療法(全身および局所への投与(がある。また、脳血管撃縮初期の脳虚血に対する治療としては、血管を拡

張させ血流を再開させる治療法と脳の虚血耐性を向上させる治療法が行われている。脳梗塞が発生した後では、脳梗塞の拡

大を抑制する治療と、脳浮腫や頭蓋内圧充進への治療が行われる。

今回は、脳血管撃縮の病態と薬物療法を中心として、当科における成績と、現在、脳神経外科領域で行われている治療法の

概説を行う。
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国立循環器病センター

山口武典

脳梗塞の血栓溶解療法

脳梗塞の基本的な治療は， 1) 虚血の改善と， 2) 虚血障害の軽減に分けられ，前者が血栓溶解療法で，後者は脳保護療法で

ある.

脳虚血発症3時間以内の限られた症例に対するrt-PA点滴静注の有効性が証明され，米国FDAに認可されたのは1996年であ

る.我が国ではそれ以前に国際的評価に耐えうる治験が行われたが，特許の関係で製造中止となり，未だに認可されていな

い情況である.

米国のデータによると， rt-PAの使用によって極めて著しい改善を示す症例が約50%増えるとされている.ただし，副作

用としての症候性脳出血の頻度は6--10倍となる.血栓溶解療法の適応決定に当たっての問題点は，1)治療開始許容時聞が

短い(豆3時間)， 2) 症例選択の範囲が狭い， 3) 出血性合併症が多いことなどである.

米国のデータを利用し， bridgingを念頭に置いた治験が来春にも始まる予定である.また， urokinaseの選択的動脈内注入

法についても randomized trialが始まろうとしている.両者が認可された後は，脳保護薬との併用による治療許容時間の延

長と効果の増強，および、合併症の減少を狙った大規模試験が行われることが期待される.

神経栄養因子を用いた脳梗塞の遺伝子治療

岡山大学医歯学総合研究科神経病態内科学

佐藤圭子、岩井正憲、張文日、大森信彦、阿部康二

脳梗塞の新しい治療法を開発する目的で、神経栄養因子遺伝子を組み込んだアデノウイルスベクターの効果を検討した。

我々は、最も強力な神経細胞保護作用をもっglial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF)蛋白による脳浮腫軽減効果

や脳梗塞縮小効果を確認し、その作用は主としてアポトーシス抑制機序によることを示した。今回は、 GDNF遺伝子を組み

込んだアデノウイルスを作成し、あらかじめ作成した頭蓋骨窓よりラット脳梗塞巣に投与し脳梗塞抑制効果を調べた。 投与

2 日後、脳内でGDNFが発現する時期に、ナイロン栓子を用い右中大脳動脈90分閉塞後に再還流した。 再還流24時間後に取

り出して梗塞巣をTTC染色で比較すると、 GDNF遺伝子を組み込んだアデノウイルスを投与されたラットでは、対照ラット

群に比べて梗塞巣の体積が約48%と半分以下に小さくなっていた。 また、このような脳保護作用は脳虚血・再還流後の投与

でも再現され、アポトーシス抑制機序を介することが示された。 遺伝子治療による神経栄養因子遺伝子の導入により動物実

験レベルで顕著な脳梗塞軽減効果が確認され、将来的なヒト脳梗塞治療への可能性が示唆された。
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シンポジウム (5・D・8) 第 3 日目 1 0 : 00 --12 : 00 第 4会場
劇症肝不全の病態と治療

劇症肝不全(FHF)に対する集中治療の現状と問題点

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

平野剛

【はじめに]現在当科で施行している slow PE (SPE) +high flow dialysate CHDF (HFCHDF) は強力なALSであり， FHFに対

する意識覚醒率の向上や，長期集中治療を可能とした.そこで今回， FHFに対する集中治療の現状と問題点について検討し

た. [対象および方法]FHF58例のうち死亡予測症例51例を対象に， FHFの治療におけるALSの有用性と問題点につき検討し

た.【結果]集中治療により 7例を，移植にて4例を救命し得た. SPE+ HFCHDF施行により頭蓋内圧を約7割の症例において

コントロールし得，肝性昏睡・度以上の症例の約6割において意識覚醒を得た.また，集中治療の長期化に伴い，感染の増

加傾向が認められ，同時に医療費も高額化し，全例において1000万円を超過した. [考察および結語]l)ALS施行により，死

亡予測群においても救命例を得，約6割の覚醒例を得た. 2) 集中治療の長期化は移植待期可能時間を延長させ得るが，一方

で感染の合併を引き起こし，肝移植の適応をはずれる可能性がある. 3)今後，より正確な予後予測を導入することで，集中

治療のみにては救命し得ないと予測される症例に対し，速やかに肝移植を施行し集中治療の長期化を回避する必要がある.

4) 医療経済の面から， ALSによって意識レベルが保たれている症例に対する集中治療の中止時期などについても検討が必要

である.

亜急性型劇症肝炎(SFH)に対する内科的集中治療の現状と限界

昭和大学藤が丘病院救急医学科、消化器内科*

兼坂茂、渡辺綱正ヘ井上和明*、刑部義美、与芝箕*、高橋愛樹

[目的】SFHに対し血柴交換 (PE) と血液鴻過透析 (HDF) を組み合わせた人工肝補助をしてきた。自験例の現状より限界につ

いて考察した。【対象]36例を生存 (A) 群12例と死亡 (D) 群24例に分けて比較した。また肝移植適応基準値を満たした割合を

検討した。 45歳以上はA群の6例と D群の16例で61%を占めた。ウイルス型がA、 BまたはC、非ABCかは、 A群では9対3例、

D群では8対16例であった。発症から脳症2度までの期間はA群で平均21.9 日、 D群で33.0 日であった (p=.0097) 。【方法】PE と

HDFはA群で平均19.1 と 18.6回、 D群で平均20.0 と 19.2団施行した。人工肝補助の開始前と施行翌朝の最悪値を比較した。[結

果】肝性脳症はA群で平均2.1から 2.3度へ、 D群で平均2.0から 3.8度へ (p<.OOOl) 増加した。 Prothrombin時間活'性 (PT) はA群で

平均25.5から 35.7%へ増加し (p=.0499) 、 D群で平均23.7から 17.3%へ減少した (p=.0086) 0 PT<10%は8例 (22%) であった。総

Bilirubin (TB) はA群で平均17.1から 14.3 mg/dlへ、 D群で平均21.5から 23.1 mg/dlへ変化した。 TB孟 18 mg/dlは26例 (72%)

であった。直/総比 (D/T) はA群で平均.74から .56へ (p=.0076) 、 D群で平均.68から.41へ (p<.OOOl) 減少したo D/T三67は31

例 (86%) で、あったO 【考察】人工肝補助療法は肝性脳症の軽減だけでなく生命維持に役立つた。しかし、その聞に原因への治

療またはドナー確保が必要であった。

HGF, AFP，アシアロシンチを用いた劇症型肝不全の評価法と持続的血祭交換の意義

札幌医科大学救急集中治療部

佐藤守仁，今泉均，江副英理，西森英史，

四十物摩呼，七戸康夫，升田好樹，浅井康文

{目的】我々は劇症型肝不全(FHF) の維持療法に持続血液鴻過透析(CHDF) と持続的血紫交換 (CPE) との併用療法を施行し，

臓器不全や出血等を合併せず安定的管理を行っている.今回FHFの症例において経時的に測定した αfeto・protein(AFP) , 

肝細胞増殖因子 (HGF) ，およびアシアロシンチグラムと予後との関係を検討した. [対象]FHFでCPEを施行した34例(生存

(S) 群12例，死亡 (D) 群22例)で血清HGF， AFP値を測定し ， AFPI HGF ratio の推移と，アシアロシンチによる評価と予

後との関係から検討した. [結果]AFP IHGF ratioの推移はS群で、有意に高値を示し， cut-o妊値を 1 とした場合の感度，特異度，

有用度はすべて高値を示し，予後を反映していた.またアシアロシンチのLHL15は予後と相関を認め，残存肝機能の補助診

断に有用であった.【幸吉論]CPE+ CHDF は循環・代謝面で安定的管理を可能にし，肝の障害と予後予測にはAFPIHGF ratio 

およびアシアロシンチが優れていることが示唆された.
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劇症肝不全に対する肝臓移植の適応と問題点

京都大学医学部臓器移植医療部 1 、同移植外科 2

上本伸二 1 、田中紘一 1 ， 2

最近の内科的治療の進歩によって、劇症肝不全の成績は改善してきているが、一方で、亜急性型および非A非B型劇症肝

不全に対する内科的治療の成績は依然として不良で、あり、肝移植が適応されることが多い。現在までに63例の劇症肝不全症

例(成人34例、小児29例)に生体肝移植を行っている。急性型20例、亜急性型40例、遅発型3例で、成因はA型肝炎ウイルス 2

例、 B型16例、非A非B型42例、単純ヘルペスウイルス、 EBウイルス、クロム中毒が各1例であった。生存率は60%であり、

死因として成人症例では過小グラフトによる移植後肝不全と術前からの他臓器不全症例における感染症が多く、小児症例は

拒絶反応と肝炎再発の可能性がある肝不全が多かった。過小グラフトは右葉グラフトの使用で克服され得るが、他臓器不全

合併症例における移植適応および移植時期の再検討が必要である。小児症例における肝炎再発は非A非B型に起こっており、

非A非B型劇症肝不全の原因究明が必要である。が考慮されるべきであり、さらなるフォローアップが必要である。

劇症肝不全に対する肝移植と集中治療

岡山大学医学部付属病院麻酔科蘇生科

松三昌樹、大橋一郎、賀来隆治、片山浩、森田潔、平川方久

本邦における生体肝移植は、その適応も年少児から成人へと拡がり、ウイルス性肝硬変症例や肝悪性腫蕩さらに劇症肝炎

に対する肝移植が増加している。

岡山大学でも 1996年から37例の生体肝移植が行われ、 6例の劇症肝炎(小児1例、成人5例)に対して生体肝移植が行われた。

原因は、 B型2例、 nonBnonC4例で、あった。当院ICUでの1996年からの劇症肝炎の症例数は、 15例である。 ICU入室直後より

小児の1例を除き、内科的治療に加えCHDF、 HFCHDF と PE、 CPEを施行した。うち軽快した症例は2例、生体肝移植症例

は6例、その他の症例は最終的には死亡したが、ほとんどは肝移植の適応とされた症例であった。

劇症肝炎の予後を大きく規定する因子は脳障害である。移植後の不可逆的脳障害を防ぐため、いつでも移植可能な体制を

維持し、モニターリングを続けることが重要である。当大学では、劇症肝炎患者は肝移植を念頭に置き、内科、外科、集中

治療医が一体となり移植判定を行っている。また、今回の検討でも問題となっているが、金銭的な問題から移植が行われなつ

かった症例も多くあり、公的保険による経済的サポートなど大きなシステムづくりが必要である。
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ワークショップ (W・1) 第 1 日目 9 : 00 ......10 : 30 第 5会場

救急医療

岡山大学大学院医歯学総合研究科救急医学分野

氏家良人

近年、救急医療のいくつかの領域において、米国を見習い治療の標準化の動きが盛んとなっています。例えば、心肺停止

症例に対するBLSやACLSはすでにその教育プログラムに従って各地で講習会が行われています。今後、卒後研修の必修化

とともに、すべての医療者が同じ価値観と考え方を持って心肺停止に対応できる日が来ると思われます。また、外傷に対す

る初療教育プログラムもBTLSやATLSとして米国ではすでに1980年代はじめから開発され、わが国でも、これらを取り入

れた教育が開始されつつあります。しかし、 ACLSやATLSはわれわれ救急医療や集中治療に身を置く者にとって今更必要

なものなのでしょうか。

今回のワークショップでは、救急外来に搬入されたCPA症例と外傷症例の2例を呈示し、それぞれに2名の治療者を配置し

ます。彼らには、時々刻々と進行する中で、数回に渡り治療行為や診断・検査項目の選択してもらい、その根拠を述べても

らいます。聴衆の皆さんも、タッチパネルを用いてその選択に意思表示をしてもらいます。

どれが正しい選択であるのか判断は難しいのですが、とりあえず、 ACLSやATLSに基づく項目を皆さんが選択できるもの

かどうか調査してみましょう。その結果、意外と大切なことを知らないことに気づくかもしれません。また、わが国の救急・

集中治療に携わる医療人は今更ACLS、 ATLSなぞ必要ないとなるかもしれません。

皆さんの治療の水先案内人は、次の方々です。

1. CPA症例

北見赤十字病院救命救急センター 荒川穣二先生

佐賀医科大学救急医学 加藤博之先生

2. 外傷症例

和歌山医科大学高次救命救急センター 川崎貞男 先生

県立広島病院救命救急センター 金子高太郎先生

最後に、お願いがあります。このために、決してACLSやATLSを予習することなどせずに参加してください。

ワークショップ (W・2) 第 1 日目 11 : 00 ...... 1 2 : 00 第 5会場

医用統計学(E8M入門)

岡山大学大学院医歯学総合研究科社会環境生命科学専攻

津田敏秀

本ワークショップは、集中治療室を中心とした日々の医療活動の経験をどのようにすれば他の集中治療室で働く仲間に効

率よく伝えることができるか、また他の集中治療室から発せられた医療情報(エピデンス:根拠)を、どのように自らの職場

での医療活動に生かすことができるかというルールの骨格を紹介する試みである。そのために、 EBM(根拠に基づく医学)の

基本である、根拠(エピデンス)について、仮説とその検証について、研究デザイン、症例数、結果の提示方法、などを解説

する。また、影響の指標としてオッズ比などの相対危険度の指標を解説する。根拠に基づく医学を学ぶことにより、日常医

療の経験をコンパクトにまとめて学術雑誌に発表できるようになり、また学術発表の内容を直接的に学会誌から仕入れるこ

とができるようになる。日常診療の経験をまとめて発表することは知見を共有することで重要で、ある。研究デザインなど、

これらの方法の基本的論理を知っておけば、現場で効率よくデータを集めることができ、またせっかく集めたデータを無駄

にすることなく示すことができるようになると考えられる。
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ワークショップ (W・3) 第 1 日目 14 : 30 -16 : 00 第 5会場

循環器領域における集中治療一非虚血'性心疾患を中心として一

岡山大学附属病院循環器内科

江森哲郎

通常、道遇する機会は少ないが、集中治療や管理に知識を必要とする非虚血性心疾患のうち 1)急性心筋炎による重症左心

不全、 2) 原発性肺高血圧症による急性右心不全、 3)低心機能例に合併した重症心室性不整脈を取り上げる。 1)急性心筋炎に

よる重症左心不全で、は、特に左心補助装置の導入、管理方法について、 2) 原発性肺高血圧症による急J性右心不全では、血行

動態指標の見方とプロスタグランデイン12の投与を含めた治療方法について、 3)低心機能例に合併した重症心室性不整脈で

は、各種抗不整脈剤の特徴と不整脈の発生機序を考慮した薬剤選択について各々検討する予定である。聴衆の方々に参加し

ていただき有意義なワークショップにしたいと願っている。

ワークショップ (W・4)

急性血液浄化法:ウソ?ホン卜?

岡山大学医学部附属病院集中治療部

片山浩

第 2 日目 9 : 30 -11 : 00 第 5会場

今や血液浄化の行われない1CUは無いと言っていいほど盛んに行われるようになった急性血液浄化であるが、適応や方法、

膜素材や開始時期の選択など様々な変化を内包したままで広まって来ている。本会では、シンポジウムでも急性期の血液浄

化が取り上げられ、 21世紀の血液浄化法について討論される予定である。このワークショップでは、第一線病院で多くの症

例を手がけ、以前よりこの領域に造詣の深いお二人、大阪市立総合医療センター:嶋岡英輝先生と社会保険広島市民病院:

鷹取誠先生に講師をお願いし、現在までにEBMとして示しうること、専門家の意見として有利・有用だ、と考えられているこ

と、多くの施設で行われている可能性があるが、無駄であったり有用で、ないと考えられることなどを、鴻過や拡散を用いた

血液浄化と、エンドトキシンなどの吸着療法の双方について広くお話し=ただく予定である。会場に入られた皆様には、貴施

設で行われていることに関しての質問、その根拠と考えていることなどについて解答を頂き、話題としていきたい。

ワークショッブ (W・5)

血液製剤の使い方

岡山大学医学部附属病院高気圧治療部

奥格

第 2 日目 14 : 00 -15 : 00 第 5会場

集中治療の現場では毎日のように血液製剤・代用血柴製剤が使用されている。これらの製剤は高価であると同時にウイル

ス感染、アレルギー反応などの副作用も有しているためその使用は厳重に規定されるべきであると考えられる。血液製剤の

一般的な使用に関しては厚生省あるいは血液製剤調査機構からガイドラインが出されているが、集中治療という特殊な状況

下ではどのようなコンセプトでこれらの製剤を使用すればよいのであろうか。本ワークショップの目的は、実際の症例を呈

示し輸血、血液製剤、代用血柴の適切な投与基準を考察することである。聴衆の皆さんもタッチパッドシステムを使用し呈

示された症例の診療上のDecision Makingに参加したり、演者からの質問に答えることができる仕組みになっている。適切

な使用法を理解するためのナピゲーターとしてお二人の専門家にアドバイスをいただく予定である。慶慮義塾大学輸血セン

ターの半田誠先生には赤血球、 FFP、血小板などの血液製剤の使用に関して、埼玉医科大学総合医療センター麻酔科の宮尾

秀樹先生にはアルブミン、でんぷん製剤の使用に関しての知見. Evidenceをご教授いただく予定である。
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ワークショップ (W・6)

ICUにおける感染症と感染対策

岡山大学医学部附属病院中央検査部

草野展周

第 2 日目 15 : 30 '" 17 : 00 第 5 会場

院内感染としては、呼吸器感染症、尿路感染症および敗血症が重要である。その中でも院内肺炎は頻度が高く、重症の場

合にはICUでの管理が必要になるが、 ICUでの発生頻度も一般病棟に比べて高い。 ICUで頻度が高い肺炎としては、 MRSA

や緑膿菌などの耐性菌によるもの、易感染状態での弱毒菌や真菌などによるもの、人工呼吸器などの医療器具によるものな

どがある。

ICUにおける感染症は患者が易感染状態であることが多く、重症化しやすく、耐性菌の関与する頻度が高いために治療に

難渋することが多い。そこで、いかに効率よく起炎菌の検索の進め、適切な抗菌薬療法を早期に開始するかなどについて症

例を通して検討していきたい。特に近年問題となっている耐性菌や日和見感染起炎微生物についても、適切な診断を導くた

めの起炎微生物の検索方法を提示し、起炎微生物に対応した治療について討論したい。また、これらの起炎微生物に関する

院内感染対策についても討議していきたいと考えている。
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0・01 気道管理

O・D・01 ブジ一法による新しい経皮的気管切開キット (Ciaglia Blue 
Rhino™)の使用経験

I)和歌山県立医科大学附属病院救命救急センター

高江洲秀樹(たかえすひでき)])，篠崎真紀])，乾晃造])，那須英紀])，

中敏夫])，川崎貞男I)，友測佳明I)，篠崎正博1)

[はじめに]人工呼吸からの離脱困難例に対する呼吸管理法として気管切聞
が選択されるが、手技には外科的処置の習熟を要する。平成13年5月より
我々はブジーイングによる経皮的気管切開キット (Cook社製 Ciaglia Blue 

Rhino™)を用いた気管切開を導入したのでその使用経験を報告する。[対象
および方法]平成13年5月から9月までの5ヶ月間に気管切開を要する症例全
例に対しCiaglia Blue Rhino ™による気管切開を施行した。対象患者は14例
(男性10例、女性4例)であった。気管切開手技は臨床研修医l名、 ICU専属
医l名の2名で行い、研修医は原則として気管切開の未経験者で、あった。[結
果]手技に要した時間は皮膚切開から気管カニューレ留置まで平均6分50秒
であり、気管切開に伴う合併症は皮下気腫がl例、皮膚切開部からの出血が
l例に認められたのみで重篤な合併症は認められず、対象全例に施行可能で
あった。[考察]Ciaglia Blue Rhino ™は従来の外科的気管切開や順次切開孔
を拡張していく穿刺気管切開法と異なり、 l回の拡張手技で気管カニューレ
を挿入でき、手技的に簡便でかつ迅速に気管切聞が施行できる気管切開
キットであると考えられた。

O・D・02 気道感染患者に対する経皮的気管切開の安全性

I)社会保険小倉記念病院救急・集中治療部 2)社会保険小倉記念病院麻酔

科

若松弘也(わかまっひろや)I)，宮脇宏2) ，中島研I)，金子秀一2) ，

新田憲市2) ，角本虞ー])，村中健二1)，瀬尾勝弘1)

[はじめに]気道感染患者に対する気管切開は呼吸管理上有用であるが，気
管切開孔から感染が全身に波及し予後を悪化させることも危倶される.そ
こで，外科的気管切開と比較して低侵襲といわれる経皮的気管切開の，気
道感染者に対する安全性について検討した. [対象]1999年3月 -2001年9月
(2年7ヶ月)に経皮的気管切聞を施行した75例(気管切開までの人工呼吸期間
8 :t 3 日). [方法]気管切開直前，気管切開後1週間の疲培養，気管切開部の
培養を施行した.また，各時点で生理学的諸量の測定，血液検査を行っ
た. [結果]気管切開前にSIRSの診断基準を満たし ， P/F ratio<300で，疲
培養で菌の発育を認めたのは11例であった.気管切開1週間後にP/F ratio 

が改善したのは8例(気管切開後3ヶ月以上生存)であり，このうち， 2例は
SIRSから脱した . P/F ratioが改善しなかった3例は，気管切開後2週間以内
に死亡した. [考察】気道感染に伴う呼吸不全をきたしていた 11例のうち，
8例は肺酸素化が改善した.死亡した3例は気管切開前から2-3臓器の障害
があり，気管切聞が死亡の直接的原因ではないと思われた. [まとめ]経皮
的気管切開は，気道感染患者に対しでも安全に施行できる.

O・D・03 経皮気管切開術に伴う早期合併症の検討

1)兵庫医科大学救急災害医学・救命救急センター

山内順子(やまうちじゅんこ)1)，丸川征四郎])，切回学1)，細原勝士1)，

上野直子1)，平田淳一1)，米田雅洋])，横山陽子1)

穿刺による経皮気管切開法が開発されて以来、従来の外科的切開法に比較
して簡便に、かつ短時間での気管切開術が可能になった。われわれの施設

では1998年頃より経皮気管切開法を導入した。体位呼吸療法の促進、鎮静
薬の減量、四肢抑制の軽減などの利点があるため、最近では意識低下や重
症呼吸不全などで入院時に気管内挿管を要し、長期間の気道確保や人工呼
吸管理が予想される症例に対して早期から積極的に気管切開を実施してい

る。今回、経度気管切開術に伴う早期合併症を検討した。[対象]平成12年
4月から平成13年9月の聞に当施設で、経皮気管切聞を行った45例。{結果と考
察]入院から気管切開実施までの日数は平均6.8 :t 3.3 日であった。合併症は
皮下気腫4例 (8.9%) 、術後出血2例 (4.4%)、緊張性気胸I例 (2.2%) 、気切創

感染5例(11.1%)で、あった。皮下気腫、術後出血、緊張性気胸はいずれも術

後24時間以内に確認された。経皮気管切開術では合併症の発生率は低い
が、手術手技が穿刺という盲目的操作であるため、出血点や組織損傷など

の確認が不十分となりやすく、ときに重大な気道トラブルをひきおこす。

O・D・04

第 1 日目 9: 00-10: 00 第 2会場

気管内チューブカフ上部吸引。持続的吸引と間駄的吸引の

比較。

1)日本医科大学集中治療室 2) 日本医科大学麻酔科 3) 日本医科大学第1

内科

赤田信二(あかだしんじ)1)，竹田晋浩1)，池崎弘之1)，小川龍2) ，

原千鶴I)，鈴木智恵子1)，前原茂子1)，大林香I)，遠藤晴子])，金徹])，

田中啓治1)

[目的】人工呼吸患者における ventilator associated pneumonia (V AP) の予
防は非常に重要である。最近、カフ上部より吸引できる気管内チューブが
ある。これによりカフ上部からの吸引を行い気管内へのたれ込みを少なく
しVAPの発生を防ぐ試みがされている。しかし時間を決めシリンジにて間

欠的吸引を行った場合と専用の吸引機により持続的吸引を行った場合の比
較はされていない。[方法]対象は人工呼吸管理を受けている患者。ハイ・
ロー・エパック気管内チューブまたはトラキオソフト気管切開チューブ(い

ずれもマリンクロット社製)を用いカフ上部よりの吸引を行った。シリンジ
にて間欠的吸引を行う場合は 1 時間おきに5mLのシリンジにてゆっくりと
吸引を行った。専用の吸引機(ソラシック・サクション・レギュレータ一、
デーテックス・オメダ)により持続的吸引を行い24時間を 1サイクルとし比

較検討した。[成績】平均年齢は72歳。 24時間における吸引量は持続吸引群
で間欠的吸引群に比べ有意に多く吸引できた (4.7 mL124 hr vs 2.2 mL124 

hr. p<0.05) 0 [結論】カフ上吸引は専用吸引機による持続吸引の方がより多
く吸引できる。

O・D・05 頚椎の後方国定術後に上気道閉塞のため気管切開となった

症例

1)北海道大学大学院医学研究科

棲谷文香(さくらやふみか)])，真弓享久1)，鍋物修j)

[症例]63歳、女性。 C2/3硬膜外脊髄腫傷と診断され、腫傷摘出・後方固定
術(後頭骨~第4頚椎)が予定された。気管内挿管後3点ピンで頭部を中間位
に固定し、腹臥位にて手術を行った (6時間40分)。終了後、仰臥位にて抜管
したが、直後より気道閉塞症状が見られ、下顎挙上で気道を確保した。し
かしPaC02の上昇を伴う呼吸困難が生じ、開口障害のため再挿管は不可能
で、気管切開を施行した。第2病日、左上肢の挙上不能に対し、固定ネジの
調節目的で後方固定再建術が行われたが、気切部より末梢側の気道閉塞の
状態は持続した。 MRIにより、頚部の過度の前屈とそれに伴う下顎骨の後
方移動、舌根部・中咽頭後壁間隙の狭小が認められ、第44病日、気道閉塞
解除の目的で再度固定術を施行した。術中に気管支鏡と X線透視にて気道
狭窄が改善されたことを確認し、手術は終了した。第47病日に気管カ
ニューレを抜去したが、下咽頭から上部食道の括約筋不全が原因と見られ

る礁下困難は、改善していない。[考察、結語]本症の上気道閉塞の原因と
して、過度な頚椎後方固定が考えられた。頚椎後方固定術では、術中にも
頭部XPや気管支鏡による気道の評価を考慮する必要がある。

O・D・06 食道癌頚部リンパ節転移の圧排による気管狭窄を気管内ス

テントで解除した2症例

1)大阪府済生会吹田病院

小林敦子(こばやしあっこ)])，高野泰明1)，松山広樹1)，川村光喜 1)

症例1は66歳の女性。平成12年1月から3月にかけて食道癌の化学療法及び放
射線療法を受けていた。平成12年12月になり呼吸困難を訴え、気管支ファ
イパーで食道癌頚部リンパ節転移の圧排による気管狭窄と診断された。平
成13年1月 24 日麻酔科管理の下気管内ステント留置し、 ICUに入室。順調に
回復し現在に至る。症例2は59歳の男性。平成13年5月より風邪様症状でさ
声を自覚していた。 6月 8日呼吸困難にて耳鼻科を受診。頭部CTで頚部に腫
揚が存在し窒息寸前であったためICU に収容し気管支ファイパー下に挿
管。食道内視鏡で食道癌を認め頚部リンパ節転移の圧排による気管狭窄と

診断された。その後気管内ステントを留置し挿管チューブを抜去した。現

在放射線治療を開始し、順調に回復している。以上2例の気管内ステントで
救命できた食道癌を経験した。特に2例目では原病巣の発見が遅れ、頚部リ
ンパ節転移が気管を圧排してはじめて診断がついた。気管狭窄は極めて重
篤な合併症で適切な処置を怠ると致死的であるが救命できるとその後の放
射線治療で相当の延命効果がありその治療は極めて効果的である。気管内
ステントの意義について考察を加えて提示したい。
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0・02 血液

O・D・07 特発性血小板減少症に抗リン脂質抗体症候群を合併した患

者の周術期管理

j)姫路赤十字病院麻酔科 2)姫路赤十字病院外科

八井田豊(やいだゆたか)])，黒田早苗1l，大川雅麿J)仁熊敬枝1)，

松本睦子1)，棲間一史2)

症例は50歳，女性。昭和59年に特発性血小板減少症 (1TP) と診断されステ

ロイド療法を開始した。平成7年に肺梗塞および脳梗塞を合併し，抗リン脂
質抗体症候群と診断された。血栓溶解療法および抗凝固療法により改善
し，以後プレドニゾロンに加え，ワーファリン，アスピリンを内服してい
た。平成11年に子宮筋腫に対して腹式単純子宮全摘術が全身麻酔下で施行
された。肺梗塞の予防のため，術前に下大静脈フィルター(永久型)を挿入
し，術中より間欠的ニューマティックカフを使用し，術後は活性化凝固時

間 (ACT) 200秒を目標にヘパリンの持続投与を行った。術中，術後ともに
合併症はみられなかった。平成13年， 1TPの急性増悪(血小板数4000) に対
して，牌臓摘出術が全身麻酔下で施行された。前回と同様に，術前および
術後はACT200秒を目標としたヘパリンの持続投与を行い，血栓症や出血
などの合併症はみられなかった。 本症例では， 1TPによる出血傾向と抗リ
ン脂質抗体症候群による血栓症の両方を考慮した周術期管理が必要で、あっ

た。今回，下大静脈フィルター，間欠的ニューマティックカフおよびヘパ

リンの持続投与で良好な周術期管理を行えたので，文献的考察を加えて報
告する。

O・D・08 術後に発症した薬剤性血小板減少症の一例

])群馬県立がんセンター麻酔科

高橋利文(たかはしとしふみ)1l，大山晃弘J)，猿木信裕1l，戸津隆司1)

術後の抗生剤が原因と考えられる急激な血小板減少をきたした症例を経験
したので報告する. [症例】口腔底がん手術の79才男性患者である.手術直
後の血小板数は25.6万Imm3で、あったが、 1CU入室後の血算で、は2.8万Imm3

まで急激に減少していた.このおよそ2時間の聞にはペントシリンとダラシ
ン S の2剤が投与されていた.術後にも関わらず出血増加等の臨床的な出血
傾向は認められなかった.抗生剤による血小板減少症を疑って以後の抗生
剤を変更し、ステロイド投与も開始した.翌日には血小板数は5.2-9.6万/
mm3まで回復し、 9日目には術前値に戻った . [まとめ}原因と考えられる薬
剤を投与してから2時間以内に劇的な血小板減少が起こった.しかし今回の
ように血小板のみが減少し、他の凝固因子の活性化と消費を伴わない場合

は臨床的な症状が現れないことも多い.そのため血算が行われず血小板減
少に気付かない場合には原因薬剤が再度投与されて重大な結果を招くこと
も考えられる.抗生物質など原因となりうる薬剤の投与では頻度は多くな
いが血小板減少も念頭に入れておく必要がある.

O・D・09 意識障害が遷延した血栓性血小板減少性紫斑病の治療経験

1l山口大学医学部附属病院総合治療センター

山県系朋宏(やまがたともひろ)])，国広充ll ，副島由行1)，立石彰男1)，

佐藤智充])，今井一彰1) ，福本陽平J)

血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP) に対し，血紫交換 (PE) にメチルプレドニ
ゾロンパルス療法 (MP) ，ピンクリスチン (V)投与を併用した症例を経験し
た。[症例]60歳，男性。感冒様症状，頭痛にて発症。近医で血小板減少を
伴う溶血および意識障害を認め， TTPを疑い当院1CUへ緊急搬送された。
[経過]3 日間のPEにより意識レベル(JCS 20→1)，血小板数 (0.8→7.0 x 10101 

L) が改善し，第5病日に一旦1CUを退室した。第7病日に再び意識レベル低
下，血小板減少をきたして1CUへ入室した。連日のPEにプレドニゾロン投
与を併用したが症状は改善せず，第10病日からMP，第11病日からV投与を
開始した。第14病日から血小板増加，意識レベル改善を認め，計16回のPE
施行後，第27病日に1CUを退室した。[まとめ】TTPは，血小板減少，溶血
性貧血，腎障害等を主徴とする症候群で，脳微小循環障害によると考えら
れる特徴的な精神神経症状を合併する。 PEが治療の主体で，多くの場合10
回程度で改善するが，中止後に再燃する症例がある。本症例ではPEにより
一旦症状が改善した後に再燃し，その後はPEの効果が充分でなかった。難
治，再発例では，免疫抑制剤を含む薬物療法の併用も考慮する必要があ
る。

O・D・10

第 1 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 2会場

アンチトロンピン通常量投与が播種性血管内凝固症候群の
経過、予後に及ぼす影響

1)東京大学医科学研究所附属病院手術部 2)東京大学医学部麻酔学教室

西山友貴(にしやまともき)1l，花岡一雄2)

[目的]アンチトロンピン (AT -III) は大量投与で播種性血管内凝固症候群
(D1C) 、敗血症、多臓器不全に有効と言われている。今回、本邦で認可さ

れている AT-IIIの通常量投与がDIC症例の経過に及ぼす効果をレトロスペク
テイブに干食言すした。
[方法]腹膜炎あるいは多発外傷でD1C と診断され、 AT-IIIを投与した11症例
(AT-III群)と投与しなかった23症例(対照群)で、凝固・線溶系、呼吸、肝、
腎機能、炎症の指標、予後を比較検討した。
[結果]AT-III群が対照群に比べ、前値においてAT-III活性、 base excess 
(BE) が低く、白血球数、 C反応性タンパク (CRP) 、血中尿素窒素 (BUN) 、

クレアチニン (Cr) が高かった。経過中AT-ill値は両群間に有意差を認めな

かった。 AT-III群がフイブリノーゲン増加が遅く、 D-ダイマー、フイプリ

ン・モノマー、 DICスコア低下、動脈血酸素分圧、 BEの増加が早かった。

白血球数、 CRP、 BUN、 CrはAT-III群で、経過中有意に低下した。生存率は
AT-III群 (10/11) が対照群 (15123) に比べて高い傾向を示した。
{結論】 AT-IIIの通常量投与は、凝固・線溶系、炎症反応、臓器障害の改善を
早める効果を有する可能性が示唆された。

O・D・11 異なる転帰をとったEB virus により惹起された血球貧食症
候群 (VAHS) の2症例

II札幌医科大学医学部救急集中治療部

岡沼水緒子(おかぬまみおこ)1)，今泉均1l，升田好樹1l，吉田英昭1l，

紅露伸司])，西森英史])，高橋典之1l，佐藤守仁川浅井康文1)

VAHSはウイルス感染に続発するT細胞，マクロファージの異常活性化によ

る高cytokine血症と汎血球減少， D1C , MOFに至る予後不良な疾患であ
る.今回，転帰の異なるEBV感染によるVAHSの2症例を経験したので報告
する. [症例1]15歳女性. 40度台の発熱後，感冒の診断で薬物治療後，汎血
球減少， D1Cとなり，骨髄生検にて血球貧食症候群 (HPS) と診断されたた

め発熱から 1 ヶ月後に当院1CUに入室した. [症例2]28歳男性. 40度台の発
熱のため薬物治療後，汎血球減少， D1C，肝機能障害が出現した.骨髄生
検にてHPSと診断され，発熱より一週間後に当院1CUに入室した. [経過]
症例IのEBV量は176，540，症例2では4，010 EBVcopies/lO万cells，症例1の
フェリチン濃度は86，467，症例2では4，026 ng/mlで、あった.症例1の1L-lO，
s1L-2Rは1L-61こ比して異常高値であった.両症例とも治療はPE ， CHDF , 
y globulin大量療法， cyclosporin A，リポ化ステロイドの投与を行った
が，症例2は救命されたが，症例1は治療に反応せず死亡した. [結語】予後
を決定する因子としてVirus量とそれに伴う高cytokine血症の程度，発症か

ら治療開始までの期間やMOFの有無が予後に関連する可能性が示唆され
た.

O・D・12 ソノクロットで管理した血友病B患者のTotal HipA氏hroplasty
(THA) のー症例

1)琉球大学医学部附属病院麻酔科集中治療部

武智晶子(たけちあきこ)])，高良到 1) ，大城匡勝1)，伊波寛1)，

久木田一朗1)，須加原一博))

血友病B患者の手術時の第 K 因子製剤補充療法に関する報告は多数発表が
あるが、今回我々は、周術期の凝固能の変化をソノクロットで観察したの
で報告する。症例は51歳男性、変形性股関節症に対し全股関節置換術が予

定された。術前に第 K 因子製剤の投与前、投与直後、 1時間後、 8時間後、
24時間後の時点で凝固能を測定し、そのプロフィールをもとに周術期の投
与計画を立てた。ソノクロットは手術前日、麻酔導入後(製剤投与1時間

後)、 8時間後、 24時間後に第lX因子活性、 APTT、 ACT とともに測定し
た。術中ACTの延長は認めなかった。ソノクロットではコントロールで

Onset Timeの延長、 Clot Rateの低下、そしてTime To Peakの延長を認
めたが、第9因子製剤投与後正常化し、時間経過に沿ってOnset Time 、
Time To Peakが延長した。出血による影響は認められなかった。ソノク
ロットでの測定により ACTでは拾えない凝固系の変化を観察することがで
きた。今後症例を重ね、この凝固系変化の臨床的意義について検討してい
きたい。
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0-03 内分泌

O・D・13 非常に急激に発症した重篤糖尿病性昏睡、急性腎不全のー
救命例

1)長野県がん検診・救急センター救急部

平林秀光(ひらばやしひでみつ)1)，清水幹夫1)

[症例]53歳の男性、糖尿病を指摘されたことなし。[経過]感冒様症状後、
意識障害、呼吸状態悪化のため緊急入院した。来院時血糖値1134mgld1 PH: 
6.925 BE:・28mmol/L と著明な代謝性アシドーシスであり、 BUN:119mg/d1

Cr:4.8mgl d1 と腎不全も認め、血清カリウムも 7.4mEq/1 と上昇していた。

(Na:109mEq/1 C1:76mEq/1 HbA1C:6.8%) 意識レベルはGCSでE1V1M5であ
り、呼吸器管理、大量のインスリン(レギュラーインスリン:232U124Hr )、

カリメートを投与しCHDF を開始した。 CHDF開始後9時間で、血糖:
433mg/d1 Na:120.5 K:3.92 C1:89.9 PH:7.323まで改善し、意識状態も次第に
改善した。第3病日 BUN:66mg/d1 Cr:1.7mg/d1 Na:136 K:3.0 C1:98 PH:7.51O 
BE:9.7mmol/L まで改善。第5病日には呼吸器から離脱し腎機能も正常と
なった。[考察]本症例は糖尿病は指摘されていなかったが、上気道感染を
契機に重篤な糖尿靖性昏睡で発症し、急性腎不全を合併した症例である。
入院時血糖が1134mg/d1 とかなり高値であり、血清カリウム :7.4mEq/1 と著
明な電解質異常も認めたが、インスリン大量投与、 CHDF、呼吸器管理な
どで救命することができた。現在も外来においてインスリン投与によりコ

ントロール中である。

O・D・14 心房内腫蕩摘出術後に判明した甲状腺ホルモン剤による甲

状腺クリーゼと考えられたI症例

1)社会保険広島市民病院麻酔・集中治療科 2)高知県立幡多けんみん病院

麻酔科

野上悟史(のがみさとし)1)，多田恵一1)，安積知世2)

[症例}既往歴にH8年甲状腺癌で甲状腺全摘、チラージン内服、 Hll年頚部
郭清、 H12年脳梗塞。今回、 Af、左房内腫蕩に対し、 MAZE、左房内腫蕩
摘出術施行された。術前意識レベル低下と 39

U

C の熱発があった。大量フエ

ンタニル麻酔にて術中問題なく経過した。術後 1CUにて覚醒不良、熱発続
き、強制冷却、ステロイド投与した。fT3低値(1.12pg/ml)にてチラージン

を再開した。意識レベルは徐々に改善、体温も低下 (37
0

C 台)し、 6 日目に
1CU退室した。 7日目に意識低下、呼吸状態悪化、四肢振戦、頻脈、 40

0

C の
熱発を認め、 1CUに再入室し全身管理を開始した。fT3は低値であるがTSH
の低下 (0.03μU/ml)、臨床症状より甲状腺クリーゼを疑い、チラージン休
薬、イソプロテレノール、ステロイド投与、強制冷却を行った。脈は安

定、熱は37
0

C台となり、 9日目に意識レベルの改善を認め、クリーゼを脱し
たと判断した。甲状腺ホルモン補充療法を開始し、臨床症状、甲状腺機能

検査を参考に投与量のコントロールを行った。[考察]発熱の鑑別診断は腫
傷熱、重症感染症が考えられた。抗甲状腺ホルモン剤の代わりにチラージ
ンを休薬とした。甲状腺機能検査が低値でも、クリーゼの可能性が考えら
れる。

O・D・15 精神分裂病患者に生じたS1ADHにより短期間に二度の入院
を繰り返した1例

j)大宮赤十字病院救命救急センター・集中治療部

杉田学(すぎたまなぶ)1)，清水敬樹1)，贋田和成1)，横手龍1)，

三宅康史1)

精神分裂病患者に生じたS1ADHにより短期間に二度の入院を繰り返したl
例を経験した。{症例]34歳男性、精神分裂病で治療中。意識障害を主訴に
救急搬送され、直後に全身性症撃が見られた。意識障害は低Na血症による
ものであり S1ADHあるいは水中毒との診断で水制限による治療を開始。そ
の後血清Naの上昇が速いこと、横紋筋融解症を合併したことで、水制限に
よる治療から等張液輸液に切り替えた。第3病日には意識改善し、以後、横

紋筋融解症の治療を続け第10病日軽快退院。 ADH値などから低Na血症の原
因は向精神病薬によるS1ADH と心因性多飲の両方の関与があると考えら
れ、家族に多飲に注意するよう促した。しかし退院2日後に再度意識障害で
救急搬送、自宅での管理は難しいと考え第4病日に精神病院転院となった。

[考察]低Na血症は精神分裂病患者の合併症として知られ水中毒やS1ADHが
その機序といわれているが、本症例では両者の関与が示唆された。本症例

では横紋筋融解症を合併したが、その治療がS1ADHの水制限と相反するた
めに熟慮を要した。精神分裂病患者に生じたS1ADHは再発の可能性がある

ことを留意すべきである。

第 1 日目 11 : 00 ....... 12 : 00 第 2会場

O・D・16 診断に難渋した副腎不全の一例

1)日本赤十字社和歌山医療センター救急集中治療部

戸城仁一(としろじんいち)1)，辻本登志英1) ，千代孝夫1)

[はじめに]副腎不全は意欲低下や脱力、低血圧、幅吐、色素沈着といった
症候とともに高カリウム血症、低ナトリウム血症、低血糖などのデータか
ら疑われることが一般的であるが、結核やステロイド療法の病歴がない上
に輸液療法や下痢などによりデータが修飾された場合診断は難しい。今回
診断に難渋した副腎不全症例を経験したので報告する。[症例]74歳女性。
2001年8月 2 日から全身倦怠、発熱、幅吐下痢が生じ、数日でせん妄となっ
たため救急入院した。低血圧、著明な脱水、強い炎症反応を呈し、消化管

感染症と診断し1CUにおいて輸液・カテコラミン・抗生剤投与を行った。
約一週間で症状は改善したが、その数日後から意識障害、脱力・寡動、水
様下痢が続くようになった。データは炎症反応の再燃と好酸球増多を示し
たが、細菌・真菌・寄生虫感染は明らかでなく、薬剤中止による改善も得
られなかった。不明熱として自己免疫疾患、悪性腫揚の検索とともに内分

泌学的検索も行い、入院から約2か月後に4者負荷試験によって副腎皮質機
能不全の診断を得た。{結論]急性期を離脱した後新たに生じた意識障害や
寡動に対しては副腎機能の評価も必要と考えられた。

O・D・17 重症救急疾患に伴う耐糖能障害例に対するグルコースクラ
ンプ法の意義

1)東京警察病院救急集中治療部 2) 国立病院東京災害医療センター 3)千葉

大学大学院医学研究院救急集中治療医学

星野正巳(ほしのまさみ)1)，原口義座2) ，酒井基広l)，三枝弘志1)，
平津博之3)

{目的]G1ucose C1amp、法 (GC) を用い耐糖能障害を1nsu1in (1n) 代謝、 1n感受
性、血糖値 (BG) の糖利用効果から分類しGCの有用性を検討した. [方法I
C1amp 血糖値を80mg/d1、 1n注入率 (IIR) 1.12mU/kg.min時の血中1n濃度 (μ

U/ml)をIl、 M値 (G1ucose代謝率: mg/kg.min) を Ml 、 IIRが3.36時を 13、
M3とした.対象はM1<3(5孟正常値)の26例 (GC計35団施行). 1 日平均血
糖値 (BGm) 、耐糖能指標としてのI1E(投与1nsu1in/Energy (G1ucose) 比:
mU/kcal)、 1n感受性指標のM1/Il 、 M3/13を用いた. [車吉果]血中1n濃度と
1/Eで4型に分類した.Ilが70以上または13が200以上で、I1Eが60以上 (A
型 :6回， BGmは 196 ::t 7) 、 60未満 (B型 :5回， 139::t8). Ilが70未満かつ13
が200未満で、I1Eが60以上 (C型: 14回， 207::t 27) 、 60未満 (D型 :10回，

166::t 20). A+B型はC+D型より M3/13(x 1000) が低く (19.2 ::t 12.8vs48.0::t 

39ふ p<0.05) 、 B ， D型はA ， C型より BGmは低かった (p<0.005). [考察1
M値低下の主因はA. B型は1n感受'性低下、 C ， D型は1n代謝充進であり、
B , D型は軽度BG上昇で糖が良く利用されていると考えられた. [結語]重
症患者に対するGC法は血糖管理上有用と思われた.

O・D・18 高度骨粗軽症に伴う多発性肋骨骨折，胸郭変形から難治性

重症呼吸不全を呈したCushing病の一例

1)日本医科大学付属病院集中治療室 2) 日本医科大学第一内科

清水哲也(しみずてつや)l)，山本剛1)，江原彰仁川亀山幹彦1)，

高木啓倫Il，林明聡1) ， :l:"f宏一1)，笠神康平1)，中島祐史1)，池崎弘之1)，

佐藤直樹l)，竹田晋浩1)，安武正弘l)，田中啓治1)，高野照夫2)

症例は56歳，女性.平成13年7月 Cushing病と診断され，下垂体腺腫摘出目
的にて入院. しかし呼吸不全のため手術困難と判断され. 8月 8日ガンマナ
イフを施行.施行翌日より呼吸困難が増悪したため集中治療室へ入室し
た.胸部単純X線・ CTでは両側の肺炎，胸水貯留，背側無気肺を，さらに
多発性肋骨骨折に伴う胸郭の変形，縮小を認めた.曙疾培養からは耐性緑
膿菌が検出された.カルパベネムとアミノ配糖体抗生剤の併用，人工呼吸

器管理に加えpercussion venti1ationを施行したが全く改善しないため，当
初肋骨骨折を懸念し断念していたprone position ventilationを行ったとこ
ろ，背側無気肺，肺炎は著明に改善した.その後順調に人工呼吸器より離
脱でき， 9月 8日一般病棟へ転室した. Cushing病に伴う高度骨粗繋症に伴う
多発性肋骨骨折，胸郭変形から重症呼吸不全を呈した報告は無く，これに
対してprone position venti1ationをはじめとする集中呼吸管理が奏功した
貴重な一例を経験したので報告する.
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0・04 移植医療

O・D・19 ABO不適合生体腎移植術の周術期管理

])国家公務員共済組合連合会呉共済病院麻酔科

石川雅巳(いしかわまさみ) J)，川西進])，難波亜紀子])，安保佳苗])，

東龍哉1)，宮崎峰生])

ABO不適合生体腎移植術は、近年の免疫抑制薬や移植技術の進歩により、

ABO適合生体腎移植術と比較しでも大きなリスクを伴うものではない。し
かし、依然として、その周術期管理には注意を要する。今回我々は、 1997
年1月から2001年8月までに当院で行われたABO不適合生体腎移植13例に対
し、その周術期管理、特に血紫交換と免疫抑制薬について検討した。
術前管理として、全例に2重鴻過血紫交換 (DFPP) または全血柴交換を行っ
た。免疫抑制薬はmetylprednisolone (MPSL)と tacrolimus (TL) もしくは
ciclosporinの2剤併用を基本とし、症例により gusperimus (GP) 、抗ヒトリ

ンパ球抗体(ALG) などを使用した。術後の血柴交換 (PE) は2例に行った。
7回のPEにより移植腎の機能が回復した症例について詳細を提示する。 52

歳女性。術前管理としてDFPPを行い、免疫抑制薬はMPSL、 TL、 GP 、
ALGを使用した。術後2日目、移植腎の機能が低下したが、 PEと免疫抑制
薬の追加投与によって機能は回復した。
ABO不適合生体腎移植では、免疫抑制薬は多剤併用となり、その副作用に
注意を要する。術前、術後のPEは、血管型の拒絶に対して有効であると考

えるが、その合併症には注意を要する。

O・D・20 生体肝移植例での血清1Ll8の変動とその臨床的意義

])兵庫医科大学病院集中治療部

奥谷龍(おくたにりゅう )1) ，植木隆介1)，平井康純])，野間秀樹J)，

太城力良1)

はじめに: 1L-18は1L-12 と共同して、 NK細胞を含むリンパ球からの1NF- y 
を誘導するとともに、 1L-18はNK細胞の細胞障害性を増強する。肝移植に

おいて、移植肝が機能するに従い1L-18濃度の低下を認めることも報告さ
れ、移植肝機能を評価する指標として有用かも知れない。今回、演者は肝

移植周術期での血清1L・18の臨床的意義について考察したので報告するとと
もに、特異的に1L-18高値を示した症例も呈示する。対象および方法:生体

肝移植症例に対し、術前から術後長期にわたり、経時的に血清1L-18および
肝機能を測定した。結果:術前の血清1L・18濃度は200-500pg/ml と若干高
値であったが、血清ピリルピン濃度とは相関を認めなかった。術後には、

肝機能の正常化に相応し緩慢ではあるが、血清1L-18濃度も低下した。症例
呈示: 20歳女性でStill病と診断され、生体肝移植が実施された。術前、 1L-
18は 13.606pg/ml、術後30病日には1.593pg/mlまで低下した。考察: 1L-18 
は移植肝機能が正常化するに伴い低下し、移植肝の状態や拒絶反応に対す
る評価の指標としての有用性が示唆された。

O・D・21 肝移植後の気道狭窄を伴った低酸素血症の1症例

1)北海道大学医学部救急部・集中治療部 2)北海道大学医学部付属病院麻

酔科 3)北海道大学医学部付属病院麻酔科

越後谷雄一(えちごやゅういち)1)，真弓享久2)，鯛物修2)

症例は58歳女性 151cm、 77kgo 48歳時にPBCと診断され右葉グラフト生体
肝移植が施行された。移植グラフト 700g、手術時間25時間21分、出血量

17070mlであった。術後の大きな問題点は術中から続く高度の低酸素血症で
あった。 (F102 1.OにてPa0285mmHg)術後の胸部X線所見で、左肺の無気肺
所見があり、気管支ファイパーで確認した所気管が狭窄しており、両側気
管支は高度な浮腫を伴っていた。左主気管支を超えては浮腫が高度のため
ファイパーが通過できないほどであった。そのためPEEPの使用、 CHDFに
よる除水、利原剤、ステロイドの使用を行った。その後ウイーニングを進

めることが可能となった。病日4日目の気管支ファイパ一所見で浮腫も改善
しF102 0.4、 PEEP 8cmH20にて酸素分圧100mmHg程度まで回復。病日 7 日
目抜管しその後も呼吸狭窄音は聞かれず呼吸状態は問題がなかった。病日
13日目状態が安定化したため病棟へ帰棟となる。<結語>肝移植後に高度
の気管狭窄をきたし低酸素血症に陥った症例を経験した。術後の呼吸機能
障害として輸液負荷による肺水腫は稀に見られるが、気道狭窄をきたすほ

どの例は報告がない。この症例に関し文献的考察を加えて報告する。

O・D・22

第 1 日目 9: 00-10: 00 第 3会場

生体肝移植後に促進型急性拒絶反応を呈した原発性硬化性
胆管炎のー症例

1) 岡山大学医学部附属病院麻酔科蘇生科

賀来隆治(かくりゅうじ)1)，藤井洋泉1)，大橋一郎1)，奥格1)，

松三昌樹1)，片山浩1 ) ，森田潔1)，平川方久1)

一般に肝移植では他臓器と比較して拒絶の程度が軽く、難治性の拒絶は少

ない。今回我々は促進型急性拒絶反応を呈した症例を経験したので報告す
る。症例は38歳の男性。原発性硬化性胆管炎に対して、配偶者をドナーと

して生体肝移植が施行された。術中特に問題なく、 1CU入室。術後1 日目に
気管内チューブ抜去。その後順調に経過していたが、術後8日目よりエコー
上門脈血流の低下、肝機能障害みられ、急性拒絶反応としてステロイドパ
ルス、免疫抑制剤投与した。その後も肝血流改善せず、側副血行路遮断術
施行。その後血紫交換、持続血液漉過を行ったが、拒絶反応のコントロー

ル不可能で肝機能回復みられず、移植から37日後に永眠された。細胞性免
疫が関与している急性拒絶反応は約60%に起こるとされており、当院でも
現在まで36例中10例に認められたが従来までのステロイド、免疫抑制剤の
投与によりコントロール可能で、あった。しかし今回の症例のように促進型

急性拒絶反応は多くの要因が関与していると考えられており、治療に抵抗
性で、非常に予後が悪い。肝移植における拒絶反応についてはその全てが

明らかになっておらず、今後の検討が必要である。

O・D・23 PTLD治療中に、重症拒絶反応による肝不全を来たした血

液型不適合生体肝移植の一例

1) 岡山大学医学部附属病院麻酔科蘇生科

土井顕(どいあきら )1 ) ，大橋一郎1)，賀来隆治1)，藤井洋泉1)，

松三昌樹1) ，森田潔])，平川方久1)

生体肝移植術後に移植後リンパ腫 (PTLD) を来たし、化学療法を施行中に、

重症の拒絶反応からグラフト不全を来たした小児の一例を経験したので報

告する。[症例] 6 ヶ月、男児。[疾患名]劇症肝不全(原因不明)0 [現病歴]
生来健康であったが、平成13年2月 24 日、 38度台の発熱を生じ近医で突発性
発疹と診断された。その後黄痘、意識レベルの低下を来たした為、劇症肝
不全と診断、 2回の交換輸血にて意識レベルの改善を見た為、当院紹介さ

れ、緊急生体肝移植が施行された。父親をドナーとしたが、血液型不適合
であった。[術後経過]順調に経過し一時退院していたが、サイトメガロウ
イルス感染症の為再入院、次第に口蓋扇桃が腫大、気道を閉塞するように

なった。 7月 10日呼吸停止を来たした為、緊急挿管の上1CU入室となった。
PTLD を疑いリンパ節生検、扇桃摘出術施行した。タクロリムス減量の
上、 8月 12日より化学療法を開始したが、肝機能悪化のためすぐに中止、拒

絶反応を疑い、ステロイドパルス療法、 OKT3投与するも制御できず、次
第に移植肝の硬化が進行、肝機能不全、門脈圧の上昇から吐血下血を来た
し、 9月 8 日永眠された。[考察]この症例に伴った諸問題について考察す
る。

O・D・24 生体部分肺移植術後管理の経験

1)岡山大学医学部附属病院麻酔科蘇生科

溝i期知司(みぞぶちさとし)1)，五藤恵次1)，大江克憲1)，片山浩1)，

大橋一郎1)，土井顕1)，鈴木理恵1)，賀来隆治1)，奥格1)，中塚秀輝1)，

倉迫敏明1)，長野修1)，松三昌樹1)，森田潔1)，平川方久 1) ，

生体部分肺移植術の術後1CU管理10例を経験した。年齢は10歳から53歳(男:
女=1 : 4) 0 10歳の原発性肺高血圧症 (PPH)患者のみ右片肺への肺葉移植が

行われたが、それ以外はすべて両肺への肺葉移植で、あった。原疾患はPPH3

例、気管支拡張症、特発性間質性肺炎各2例、閉塞性細気管支炎、肺リンパ
脈管筋腫症、 S臼teve印nル吋1ト吋-Joh凶ms叩on症候群各1例で、あつた。 1CU滞在日数は6日から
57日であり、人工呼吸器からの離脱に要した日数は2日から37日であった。
人工呼吸中は全例にNOを投与した。人工呼吸器からの離脱に37日を要した
症例はPPHであり術後15日目に肺出血をおこし分離肺換気、 ECMOを施行し
た。 ECMOを施行したのはこのI例のみであったが、分離肺換気は計3症例に
施行されていた。術前から既に気管切開されていた1例を含め長期になると
考えた4例では気管切開術を施行した。また、 9症例で1CU入室中に拒絶が疑
われ (biopyを行ったのは1例のみ)high dose steroid療法が行われたが、拒絶
の治療に難渋することはなかった。今回の学会では10症例の経過を述べ、特
に人工呼吸器の離脱、拒絶および感染対策の注意点を報告する。
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0-05 患者管理 (1 ) 

O・D・25 平坦脳波の患者においてBIS偽高値を示した1症例

1)岡崎市民病院麻酔科 2)岡崎市民病院救急救命センター 3)名古屋市立大学

医学部麻酔・蘇生学教室

石原哲郎(いしはらてつろう)))，祖父江和哉1)，森島徹朗J)，竹内直子)) ，

安藤浩])，有馬ー1)，浅岡峰雄2)，勝屋弘忠3)

近年， BIS (Bispectra1 index) モニタは，麻酔中だけでなく. ICUにおける
鎮静度あるいは脳機能評価に使用されている 。 今回，我々は脳波が平坦に

もかかわらずBIS高値を示した症例を経験したので報告する。 症例は52歳，
男性。 緊急CABG施行後のICU管理中に，気道内分泌物による換気不能のた
め心停止，低酸素脳症となった。 脳機能評価のための脳波検査では，波形
は平坦であったが， BIS値は92-98 と高値を示していた。 BISモニタは
SQI90%以上， EMG30・50% ， SR値0を示しており，シグナルクオリテイは
問題ないと考えられた。 理学所見上筋輩縮等は認められなかったが，筋電
図のBIS値への影響が考えられたため，ベクロニウム4mg静注したところ，
数分後にはBIS値10台まで低下し，約20分で90台に戻った。 以上のように理
学所見上筋輩縮等が無い場合でも， BISモニタ上EMG値が比較的高値を示
しているときは， BIS値が異常高値を示す可能性があり， BISモニタをICU

における鎮静度あるいは脳機能評価に用いる場合には注意が必要である 。

O・D・26 神経性食思不振症の経過中に盲腸潰蕩穿孔が生じ、術後に

橋中心性髄鞘崩壊症を合併したl例

1)大阪市立大学医学部附属病院救急部

加藤昇(かとうのぼる)))，行岡秀和1)，吉田玄1) ，栗田聡))

患者は29歳、女性。 8年前より神経性食思不振症のため、当院神経精神科で

加療中で、あった。 平成13年7月 16日夜から腹痛が生じ、翌17 日早朝に緊急入
院となる 。 るいそう著明(体重19.8kg) で、腹部全体に圧痛と腹膜刺激症状

を、 CTで腹腔内に多量の遊離ガスと少量の腹水を認めた。 最高血圧68
mmHgと低く、腎不全(BUN 99、 Cr 6.45 mg/ dl)、電解質異常 (Na 119、

K 2.5、 C1 76 mEq/l)があったため、持続的血液透析を行った後、 18 日開
腹手術を行った。 盲腸穿孔による汎発性腹膜炎で、人工旺門(盲腸棲)を造
設した。 病理学的には潰蕩穿孔であった。 経過は良好であったが、 7月 30 日
頃から四肢のしびれ、脱力、発声障害が出現した。 8月 7 日 MRIで橋に病変
を認め、入院時に低Na 血症の補正を行っている(但し、血中Naは 7/ 18
123、 7/19129、 7/22 133 mEq/1 と緩徐に補正した)ことから橋中心性髄鞘

崩壊症(以下CPM) と診断した。 8月 21 日頃を境に神経学的に徐々に回復し
つつある。 我々が調べ得た範囲では、神経性食思不振症の経過中に腸穿孔

やCPMを合併したという報告は認められなかった。 基礎に重症栄養障害が
あったことが、低Na 血症を緩徐に補正しても CPMを合併した要因と推察
される 。

O・D・27 低ナトリウム血症の補正により橋中心髄鞘崩壊症(CPM) を

きたした2症例

) )大阪市立大学大学院医学研究科麻酔・集中治療医学分野

田中伸和(たなかのぶかず) ]) ，東浩司])，田中克明)) ，新藤光郎J)，

西信一])，浅田章1)

【症例1117歳女性、生後6ヵ月時にファーパー病と診断され、当院小児科に
入退院を繰り返していた。 平成12年10月、当院で肺炎と診断され入院治療
していたが、肺炎が進行するため、 ICUに入室した。 ICU入室時、血清

Na124mEq/lに対し補正を行い、補正5 日目に 134 mEq/l 、 11 日目に 148
mEq/1 と最も高くなった。 1 ヵ月後意識の低下を認め、 CT、 MRIで、橋中
心髄鞘崩壊症(以下CPM) と診断された。 [症例2129歳女性、身長153cm、体
重19k9。 平成6年から神経性食思不振症で当院精神神経科に外来通院してい
た。 平成13年7月 17 日、消化管穿孔の診断でICUに入院した。 入院時、腎機
能の低下、 Na1l9mEq/l と低ナトリウム血症がみられ、持続血液透析と、低
ナトリウム血症の補正をおこなった。 入院8 日目に 142mEq/ l と最も高く

なったO 入院14日目両手足のしびれが出現し、続いて構語障害が出現、入
院22日目のCT、 MRIでCPMと診断された。 {結語1CPMの発症を防止する
には、低ナトリウム血症の補正速度を、 1 日 8 mEq/1以下にとどめるとされ
ている 。 今回、低ナトリウム血症に対し、緩徐な補正を行ったにもかかわ

らず、 CPMを発症した2症例を経験した。

O・D・28

第 1 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 3会場

高齢者人工骨頭置換術中に発生した冠動脈壁縮による脳虚

血が原因で重度の意識障害を残した症例

))草加市立病院麻酔科 2)東京医科歯科大学大学院心肺統御・麻酔学

松i宰吉保(まつざわよしやす)])，横田浩史2)

高齢者手術中に、冠動脈撃縮が原因と思われる脳虚血により重度の意識障

害を残した症例を経験したので報告する 。 [症例]86歳女性。 右大腿骨頚部
骨折に対して、腰椎麻酔下に左側臥位にて人工骨頭置換術が施行された。

骨頭挿入のほぼ直前に、突然血圧低下、房室ブロックによる高度徐脈が出
現。 手術中断し、可及的に閉創している聞に、エビネフリン投与、 LMによ
る気道確保を行った。 仰臥位に戻した直後に、血圧回復した。 心電図にて

II、 III、 aVFにてST上昇が一過性にみられた。 その後の経胸壁心エコーで
は異常はなかった。 大量のカテコラミン補助下に手術を完遂した。 しかし
術後も意識レベルJCS200のまま変わらず、広範な大脳皮質の障害が脳波で
も確認され、高次機能の障害が残存した。 [考察]右冠動脈の一過性撃縮に
よる血圧低下 05分以内)が原因の脳虚血と推測された。 出血がみられる術
操作段階であったため、仰臥位に戻すまでに時間を要し、血行動態の回復

が遅れたことは否めない。 [結論]本手術では、冠動脈輩縮の危険因子が多
く存在する(高齢者、動脈硬化、高血圧、脊椎麻酔等)こと、ひとたび出現
すると短時間で重篤な脳障害に陥りかねないことを銘記する必要がある 。

O・D・29 胸腹部大動脈癌術後スパイナルドレナージによる神経障害

をきたした2症例

])神戸大学医学部附属病院集中治療部

出田虞一郎(いずたしゃいちろう) 1) ，夜久英明])，尾原秀史)l

胸腹部大動脈癌手術の重大な合併症に脊髄障害があり、脊髄障害の予防に

スパイナルドレナージ(以下SD) が行われている。 今回我々はSDを実施した
胸腹部大動脈癌手術後、中枢神経障害を来した3症例を経験したので報告す
る 。 (症例1) 59歳女性。 麻酔覚醒後左下肢の運動麻樺を認めた。 MRI検査で
Ll-L3に硬膜外血腫を認めた。 保存的治療のみで運動麻樺は改善した。 (症

例2)67歳女性。 手術中、 SDから約400m1(1 日の産生量に相当)の髄液が排出

された。 術後約1時間で覚醒。 術後貧血が進行したため輸血を行ったが改善
しなかった。 またSDから血性髄液の排出を認めた。術後5日、めまい、脱
力感を訴えたため頭部CT検査実施。 硬膜下血腫を認め穿頭血腫除去術実
施。 両症例とも術前日にSDカテーテルを挿入した。 考察・結語)症例1は手

術中のへパリン投与に起因した硬膜外血腫であると考える 。 また、症例2に
ついては多量の髄液排出による頭蓋内ブリッジングベインの断裂による硬
膜下血腫と考えられた。 SDに起因すると考えられる腰部硬膜外出血および

頭蓋内出血を経験した。

O・D・30 重症多臓器不全に進行した神経性食思不振症のー救命例

) )手稲渓仁会病院麻酔科集中治療室

片山勝之(かたやまかつゆき) )) ，本田尚典)) ，梅内明子1l，土屋健二])，
武田美和子]) ，横山健])，岩波悦勝]) ，棲谷憲彦))

神経性食思不振症(以下AN) は、重症化した場合生命を失う可能性をもっ重

篤な精神疾患であり、根本的な治療は非常に難しい。 今回我々は、心肺蘇
生を受けながら救急搬入された重篤な神経性食恩不振症のー救命例を経験
したので、若干の文献的考察を加えて報告する 。 症例は18歳の女性。 修学
旅行前にダイエットを始めたことをきっかけにANを発症した。 近医を受診
していたが、約1年後には通学もできなくなり、体重22kg(身長163cm) まで
減少、当院搬入前日から歩行困難となり、意識喪失、血圧低下を来たし、

救急車内でCPRを受けながら救急搬入された。 意識覚醒後1週間、救急病棟
でIVH管理が行われたが、心不全、腎機能、呼吸不全が悪化してICUに入室
した。 EFは22%まで低下していたが、 CHF、経腸栄養などにより徐々に心
機能改善し、 二度の人工呼吸器離脱失敗の後、気管切開を経て第55病日
ICUを退室した。
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0-06 患者管理 (2)

O・D・31 たこつぽ型心筋症がクモ膜下出血に合併した症例

1)宇部興産中央病院麻酔科

脊戸山景子(せとやまけいこ)Il，上田聡子Il，山本由香Il

たこつぽ型心筋症は、ストレス後に発症するといわれ、急性心筋梗塞と鑑

別を要する疾患である。今回我々は、たこつぼ型心筋症を合併したくも膜
下出血症例で、脳動脈癌クリッピング手術が行われ、その麻酔管理を経験

したので報告する。

[症例]60歳女性。意識障害。頭部CT検査でくも膜下出血を、脳血管撮影
で、右中大脳動脈に動脈癌(再破裂)を認めた。術前の心電図は、1， II , 
III、 aVF、 V2-V6でST上昇を認めた。心エコーでは、心尖部を中心とした壁
運動欠如を認め、駆出率は約30%であった。急性心筋梗塞を疑ったが、壁
運動の異常領域が冠動脈の支配領域と一致せず、 CPKの上昇もないため、

たこつぽ型心筋症と診断した。麻酔導入は、チオペンタール、フエンタニ
ル、ベクロニュウムで行い、イソフルランと亜酸化窒素で維持した。術中

は、ニトログリセリン、 ドパミン、 PGE1を持続静注した。導入後、スワン
ガンツカテーテルを挿入し、肺動脈圧、心拍出量はそれぞれ35/21mmHg、

2.2LI分であったが、術終了時には、それぞれ20/11mmHg、 3.4LI分に改善
した。壁運動異常は、術後徐々に改善し、 1週間後には正常化した。

O・D・32 左冠動脈第1対角枝閉塞に合併した前乳頭筋完全断裂によ
り生じた重症心不全の1症例

Il北海道大学大学院循環病態内科 2)砂川市立病院循環器科 3)北海道大

学大学院侵襲制御医学

岸本憲明(きしもとのりあき)Il，北畠顕J)，佐々木基2)，平林高之2) ，

丸藤哲3)，鯛物修3)

症例は68歳男性。突然の胸部圧迫感を自覚し近医を受診。急性心筋梗塞が
疑われたため当院へ緊急搬送。来院時心電図より急性側壁心筋梗塞を疑っ
たが血管造影室使用中のためモンテプラーゼ静注による再湛流療法を試み
た。搬入1時間後に緊急冠動脈造影を施行したところ、左冠動脈前下行枝第
1対角枝に完全閉塞病変を認めた。来院時よりプレショック状態ではあった

が帰室後もショック状態遷延し、カテコラミンを使用するも改善みられず
大動脈内バルーンポンプを留置。翌日も血行動態改善みられず、心エコー

図検査にて僧帽弁前尖逸脱による重症僧帽弁閉鎖不全症を認めた。引き続
き施行した経食道心エコー図検査では僧帽弁前尖臆索の左房内陥入像を呈
した。急性心筋梗塞に合併した乳頭筋断裂による急性僧帽弁閉鎖不全症と
診断し、第5病日僧帽弁人工弁置換術および、冠動脈バイパス術を施行した。

今回我々は急性心筋梗塞後に生じた乳頭筋完全断裂を術前に診断し、診断
42時間後に外科的治療により救命に成功し得た1症例を経験したので若干の
文献的考察を加え報告する。

O・D・33 心電図変化を認めず心筋perfusion MRI法にて診断された

急性心筋梗塞の一例

J)防衛医科大学校第一内科 2)入間ハート病院 3)防衛医科大学校研究セ

ンター

高瀬凡平(たかせぽんぺい)J)，野矢久美子2)，木原照厳2)，永田雅良2) ，

亀沢晃2) ，椎員勝J)，松島吉宏J)，里村公生J)，大鈴文孝J)，栗田明3)

心筋perfusion MRI法による delayed enhancementが心筋梗塞の診断に有用
であると報告されている。心筋梗塞を疑わせるが心電図変化を認めず心筋
perfusion MRI法によるdelayed enhancementを示した急性心筋梗塞の1症例
を経験したので報告する。症例は73歳、男性。主訴は胸痛。既往歴に十二指
腸潰蕩切除術、心房細動を有する。平成13年6月 9 日胸痛発作を認め近医受
診、 AST 125 IU/L. AL T 41 IU/L.CPK 527 IU/Lと急性心筋梗塞を疑わせる
検査所見を有するも胸部症状は軽快し、心電図にて異常変化を認めなかっ
た。 AST.CPKの異常高値が続いたため、 GE社製1.5T-Cardiac MR scanner 
(CV 10 にてgadolinium(0.1 mmol/kg)投与下にFastCard EchoTrain法

Gnversion recovery法)にて心筋perfusion MRIを撮像したところ後側壁に
delayed enhancementを認め心筋梗塞の診断にて入院加療を行った。慢性期
の冠動脈造影では有意狭窄は認めず、冠筆縮による機序が考えられた。結

語;心筋perfusion MRI法による delayed enhancementは心筋壊死を反映す
ると報告されている。本症例のごとく心電図変化と血液検査所見が解離する
症例において心筋perfusion MRI法は、今後有力な診断法と示唆された。

O・D・34

第 1 日目 11 : 00 -12 : 00 第 3会場

Y グロプリン大量療法により救命しえた劇症型急性心筋炎
の2症例

Il手稲渓仁会病院集中治療部

横山健(よこやまたけし)!l，本田尚典Il，土屋健二Il，武田美和子J)，
岩波悦勝J)，片山勝之1) ，模谷憲彦J)

Y グロプリン大量療法は、川崎病などで有効な治療法として確立してき
た。最近では、急性心筋炎に対する有効性が報告されており注目されてい
る。

症例l 、 16歳女性。平成13年3月、 1週間の風邪症状持続し、冷汗、脱力が出
現し当院救急部来院。心エコー所見より心外膜心筋炎、心不全の診断にて
循環器内科入院。第2病日より心不全悪化、心タンポナーデとなり ICU入
室。
症例2、 29歳男性。 3歳時より無 Y グロプリン血症の診断にて Y グロプリン

投与をしていたが、 25歳時より定期受診せず放置。平成13年5月、風邪症状
のため近医受診した際、歯肉、翼突筋の腫脹を認め抗生剤投与されてい
た。しかし高熱、恒吐のため当院救急部来院。来院後、 40度の高熱、血圧
低下あり。無頼粒球症、無 Y グロプリン血症、敗血症の診断にて血液内科
入院。第2病日、胸痛、心電図上ST変化、心エコー所見にてEF17%の心機

能低下を認めICU入室。
2症例とも IABP、大量カテコラミンの補助を必要としていたが、 y グロプ

リン (2g/kg/48h)投与後、急速に心機能が回復し、救命しえた。

O・D・35 糖尿病性腎症による慢性腎不全に合併した脚気衝心の一例

Il高松赤十字病院救急部

島田二郎(しまだじろう)J)，伊藤辰哉Il

[症例147歳、男性。 1987年糖尿病発症。 2000年秋頃より糖尿病性腎症に対
し透析導入を勧められていたが拒否し、 2001年3月からは受診もせず放置。
9月になり全身倦怠感が強いため近医受診。頻呼吸と著明なアシドーシスを
認めたため当院を紹介された。[入院時現症]意識は清明。血圧801
32mmHg、脈拍120回/分、呼吸数40回/分。{入院時検査所見]pH:6.844、
BE:-32 、 PC02:9.6、 BUN:104、 Cre:lO.4o [経過]人工呼吸下にCHDFを施行
もアシドーシスは継続し、多量のカテコラミン投与もショックが進行し血
圧は50 mmHg台となった。心筋炎を疑ったが心エコーでは収縮は良好、 S
Gカテでは右心不全 (CO:8.7 、 SVR:229 、 CVP:20、 mPAP:24、 PWP:5、
RVSWI:2) を呈した。次第に3度のA・V block となり心拍数が30台となった
ためPCPSの準備を始めながら、脚気衝心を疑いビタミンBIを投与したとこ
ろ、循環動態、アシドーシスは劇的に改善した。[考察}血清ビタミンBI値
は23ng/ml と正常下限であったが、投与により劇的に症状が軽快したため
脚気衝心と診断した。糖尿病患者ではビタミンBIの吸収障害や利用障害が
あるとされ、本患者では放置された腎不全とともに症状を悪化させた可能
性があると思われた。

。圃0・36 骨髄移植後に発症した劇症型ウイルス性心筋炎のI救命例

Il千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

横井健人(よこいたけひと)Il，平津博之Il，織田成人Il，志賀英敏Il，

中西加寿也Il，松田兼一Il，仲村将高Il，横張賢司Il，肥田誠治Il，

平野剛Il，平山陽Il，森口武史Il，渡遺栄三Il，新田正和J)，菅谷明子j)

[はじめに]骨髄移植後に発症した劇症型心筋炎を経験し救命しえたので報告
する. [症例]56歳，男性.急性骨髄性白血病に対し同種骨髄移植を施行し
た.移植35日目より GVHDを発症しsteroidが投与された.その後GVHDは軽
快したが44 日目より不整脈が出現し， 48日目には心原性ショックとなった
為，同日当院ICU入室となった.入室時BP 56/40mmHg, UCG上左室壁の浮
腫及び著しい壁運動低下を認めた.また右心心係数は 1.0L/min/m2であっ
た.劇症型心筋炎による重症心不全と考え，直ちに IABP ， PCPSを導入し
た.またCHDFも導入し体液補正に努めた.徐々に左室壁運動は回復し導入
93時間後にPCPSを離脱した.その後の経過も順調で、IABP， CHDFも離脱し
た.尚，経過中の精査にて血中cytomegalovirus抗原陽性が判明した. [考察]
劇症型心筋炎は治療困難であるが，その心筋障害は可逆性の場合が多く急性
期を乗り切れば回復が見込めると考えられる.本症例は積極的にPCPSを導
入し，さらにIABPやCHDFを併用した結果，心機能が回復するまで各重要臓
器機能を維持することができ，救命したと考えられた.
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0-07 優秀演題

O・D・37 急性冠症候群の30 日死亡率とBNP

])日本大学医学部第2内科学 2) 日本大学医学部救急医学

古屋真吾(ふるやしんご)])，長尾建2) ，菊池学])，渡辺和宏1 ) ，

向山剛生2)，富永善照2)，矢崎誠治2)，林成之2) ，上松瀬勝男])

(目的)BNPは心室の負荷、心筋障害因子により分泌充進し、急性心筋梗塞
(AMI)の長期予後の規定因子となる (Circulation1996 ; 93) 。 しかし、急性
冠症候群 (ACS)30日死亡率と BNPの関係を検討した報告はない。 そこで、
かかる点を検討した。 (方法)対象はACSで収容した505例を心停止 (CA) 、
AML 不安定狭心症 (UA) に3分した。そして、収容時に採血したBNPを分
析した。 (結果)1.患者背景:年齢62.8 :t 12.5歳、男性78.1% 、 CA129例、
AM1256例、 UA120例。 2.BNP (pg/ml)の比較(1) ACS3型 ;CA平均

185vsAM1248vs U A58でUAが有意に低値。 (2)CA vsShock ; 185vs284(ns) 

(3) 死亡vs生存; ACS全体302vs143 (p<0.05) 、 AM1vsUA 507vs150(p< 

0.05) (4)30 日死亡に対する層別解析; BNP注80pg/ml(基準値上限の4倍)の

死亡率は、 ACS全体では41% (BNP<80pg/mlは 16.3%) 、 AM1と UAでは17

% (BNP<80pg/mlは5.6%) であった。 (結論)ACS発作早期のBNPから30 日
死亡率が推定可能で、 80pg/ml以上に増加していた例は、それ未満の例に

比し死亡率は2.5-3.0倍となった。

O・D・38 心筋症に対する実験的心筋保護:肝細胞成長因子の電気穿

孔法による心筋症モデル動物に対する遺伝子導入

])国立循環器病センター研究所循環動態機能部

駒村和雄(こまむらかずお)])

[目的]肝細胞成長因子(HGF) は肝臓の再生に関わるのみならず、諸臓器で
血管新生作用、アポトーシス抑制作用、また線維化の抑制作用も報告され
ている 。 拡張型心筋症モデルハムスター (TO・2) の骨格筋への、電気穿孔法

によるHGF遺伝子導入の心機能・心筋線維化に対する効果を検討した。 [方
法]12週齢のTO・2に対しプラスミドHGF遺伝子を骨格筋に電気穿孔法によ
る遺伝子導入を3週にわたり施行した。 対照群のTO-2には空のプラスミド
を電気穿孔導入した。 4週日に血行動態、心機能(心エコー指標)、病理組織
所見(心体重比、 MT染色、 MMP-1活性、ハイドロキシプロリン含量、毛細
血管密度)を両群間で比較した。 {成績]投与4週間の死亡率、血行動態に群間
差はなかった。 血中HGF濃度はHGF群において>750pg/mLを維持した。
心エコー指標の収縮・拡張機能とも HGF群で、良好で、あった。 病理組織学的

には対照群において心肥大傾向と心筋線維の増生を認めた。 [結論]肝細胞
成長因子の電気穿孔法による骨格筋への遺伝子導入は血中へのHGF放出を
介して心筋症モデル動物に心筋保護的に作用した。

O・D・39 アボトーシスからみたアナンダマイドの培養肺胞上皮細胞

への影響

II大分医科大学医学部麻酔学教室

山口亜紀子(やまぐちあきこ) ])，岩坂日出男 ll，鵜島雅子ll，萩原聡ll ，
吉良慎一郎1)，森正和ll ，北野敬明 ll，野口隆之1 )

敗血症時の肺障害の原因の一つに肺胞上皮細胞のアポトーシスの関与が示

唆されている 。 敗血症時の病態形成の原因の一つにアナンダマイドの関与
が注目されている 。 培養肺胞上皮細胞を用いアナンダマイドの肺胞上皮細

胞のアポトーシス誘発作用とその経路について検討した。 [方法]ヒト肺胞
上皮細胞由来NC1-A549培養肺胞上度細胞を用いた。 アナンダマイドを培養
液中で最終濃度0.1， 1, 10, 100μMになるように添加し、各濃度での影響を
見た。 またFas抗体を添加した群も作製した。 24時間後に細胞を回収し、
FACSにてアポトーシス細胞の比率を求めた。 [成績]アナンダマイドの各
0.1.1.0，10μM血中濃度で、アポトーシス率は4-5% であったが100μM で45.8%
へとアポトーシス率の克進が認められた。 100μMにFas抗体を添加すると

アポトーシス率は12.8%へと減少した。 [結論}アナンダマイドは培養肺胞上
皮細胞にアポトーシスを誘発し、この経路にはFasの関与が示唆された。

O・D・40

第 1 日目 9 : 00 --1 0 : 00 第 7会場

経気管支鏡マイクロサンプリング法を用いた急性呼吸窮迫

症候群/急性肺損傷症例における肺内生化学情報評価

II京都府立医科大学集中治療部 2)東京電力病院内科

松田知之(まつだともゆき)1)，橋本悟 1 ) ，木村彰夫1)，坂野英俊 1 ) ，

尾崎容子ll，井上静香川田中義文ll ，石坂彰敏2)

{目的]我々の開発した経気管支鏡マイクロサンプリング (BMS) 法は肺胞気
管支洗浄に比べ非侵襲的に肺上皮被覆液 (ELF) を採取し得る 。 そこで、
ARDS/ALI症例に本法を応用し、経時的に採取したELF中の生化学物質濃
度を測定し検討を加えた。
{方法]本研究を施行するにあたり本院医学研究審査委員会の承認をうけ
た。 (1) ARDSI ALI 6例でELF中のアルブミン (ALB) 、 LDH、 1L-6、線維

芽細胞増殖因子 (FGF) 、好中球エラスターゼ濃度を測定した。 (2)ARDSI

ALI 18例で経時的にBMSを施行し、血管内皮透過性の指標としてALB濃度
を、またII型肺胞上皮細胞傷害と肺線維化の指標としてKL-6濃度を測定し
た。

[成績]ELF中のALB、 LDH、 1L-6、 FGF、好中球エラスターゼは対照群と
比 LARDS/ALI群で有意に増加していた。 またALB及びKL-6は病初期に高
値を示し、特にKL-6はARDS/SLIの経時的な病態変化と相関している可能
性が示唆された。

[結論]BMSによる ELF採取による肺内各種診断マーカーはARDS/ALIの病
態把握に有用であると考えた。

0・0・41 術後患者における鎮静度とエネルギー消費量との聞の定量
的解析

1 )長崎大学医学部麻酔学教室 2)長崎大学医学部附属病院集中治療部，

3)長崎労災病院麻酔科

三浦耕資(みうらこうすけ)1 ) ，寺尾嘉彰ll，斉藤将隆へ福崎誠3) , 
澄川耕二 II

深い鎮静によって酸素消費量が低下し、エネルギー消費量が低下すること

が報告されているが、鎮静度と酸素消費量、エネルギー消費量との問の関
係については評価されていない。 そこで今回、我々は鎮静度とそれらの関
係を定量的に解析したので報告する 。 対象は術後3日以上、人工換気が必要

な患者27人である 。 鎮静はミダゾラムによって行い、 4時間毎にラムゼーセ
デーションスコア (RSS) で3・5になるように調整した。酸素代謝は間接熱量
測定器によって30分の安定期の後、 1 日 1回午前中に測定し、同時にRSSを
評価した。 測定は計114回行なわれた。 鎮静深度を浅い鎮静 (L群) (RSS;2・
3 ， n=47)、中等度の鎮静 (M群) (RSS;4.n=31)、深い鎮静 (H群) (RSS;5・

6.n=36) の三つの状態に分け、 三つの群間で統計処理を行い、危険率1%未
満を有意とした。 酸素消費量係数 (mL/min/m2) はL群で150 :t 18、 M群で

134:t 22、 H群で122 :t 15 と鎮静度に従って低下した。 またエネルギー消費
量係数 (kcallmin/m2) も L群で1026 :t 119、 M群で917 :t 146、 H群で841 :t 99 
と鎮静度に従って低下した。 術後の投与カロリー量は鎮静度によって決定
され、また酸素消費量は鎮静度の客観的なモニターになりうる可能性が示
唆された。

O・D・42 エンドトキシンショックの肺血管透過性克進に対するNF

KB遺伝子治療 -NO と VEGFの異なる転写発現一

1 )北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座

松田直之(まつだなおゆき ) ll ，丸藤哲 ll，鍋物修II

エンドトキシンショックの肺血管透過性充進に対してNFKBデコイ型核酸
で遺伝子治療を行い，肺血管透過性を抑制した.代表的血管透過性物質の

転写レベルを評価し，機能的検討を加える. [方法と結果]8・ 12週齢雄性マ
ウスにLPS10mg/kgを尾静脈より投与しショックを作成した.対照群には

その溶媒を投与し，遺伝子治療群にはLPS投与と同時にNFKBモチーフの
anti-senseオリゴヌクレオチドをH]Vリボゾーム法で導入した. LPS投与10
時間後を研究対象とした. iNOS，ヒスタミンH1受容体， VEGF. Flt- l, 
KDRをノーザンブロット解析した結果，ショック群で各々約3.3倍， 2.7倍，
0.51倍， 0.38倍， 0.44倍に変化していたが，遺伝子治療により対照群レベル

に発現調節できた.遺伝子治療群では1251_アルブミンを用いたpermeabili ty 
index(摘出肺BAL中 12511血中 1251放射活性比)が減少した. [結論]NFKB活
性化により肺血管透過性が充進することを遺伝子治療で確認した.血管透
過性充進に関与するNO ， H1受容体の転写充進が認められたが， VEGFとそ
の受容体は転写段階で減少した.肺血管透過性に対するNFKBデコイ型核
酸遺伝子導入の有効性とNO と VEGFが異なる転写発現をする可能性が示唆
された。
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0・08 溺水・外傷

O・D・43 強酸性水 (pHl-2) の溺水のI例

1)岩手県高度救命救急センター 2)岩手医大第二病理

及川浩平(おいかわこうへい)1)，青木英彦1)，菊池研1)，佐藤紀夫1)，

房崎哲也1)，佐藤衛2) ，遠藤重厚1)

[症例169歳、女性。[既往歴168歳、外傷性脳挫傷。抗てんかん薬を服用
中。[現病歴]平成13年6月 2日昼、療養中の玉川温泉内でうつぶせに浮いて
いるのを友人が発見した。意識はなく、けいれんしていた。まもなく呼名

に反応し、激烈な胸部灼熱感を訴えた。前医を経由して、同夕方当セン
ターを受診した。[身体所見1JCS2、血圧82/38、呼吸数26/分、起座呼吸、
肺野全体に水癌音を聴取した。[検査所見]心電図は洞性頻脈、胸部X線写真
では肺うっ血を認めた。 10/1酸素下で、 pH7.0、 PC02 65 、 P02であった。
血液検査では白血球数増多があり、電解質は正常であった。[経過]急患室
で人工呼吸管理としたが低酸素血症が改善せず、 PCPSを適用した。流量3-
411分の維持でも、病状の改善はみられず、多臓器不全に陥り第4病日に死亡
した。経過中、気管内チューブから悪臭のある赤褐色の液体を多量に吸引
した。[まとめ]入浴中のてんかん発作によると思われる溺水の1例を経験し
た。玉川温泉の泉質は、酸性一含二酸化炭素・鉄アルミニウム一塩化物泉
で、強酸性水 (pHl-2) である。強酸性水の溺水による肺損傷の報告はまれであ

る。剖検肺の所見などを含めて症例を呈示したい。

O・D・44 浴槽内溺水患者についての検討

1)旭川赤十字病院救急部 2)旭川赤十字病院麻酔科

小林康夫(こばやしやすお)1J，住田臣造1)，南波仁2) ，小林巌1)，

須佐泰之1)，黒田浩光2)

平成10年1月から平成13年4月までの聞に当院に搬送された浴槽内溺水患者
37名について検討を行った.このうち32例が自宅での入浴中に発生してい

た.平均年齢は72.4歳で男性が64.9%を占めた.発生時期は11月から3月ま
での冬期間が64.9% と多く，特に12月と 1月で35.1%を占めていた. CPAOA 

であった患者は28名で， 26名が蘇生不能， 2名が一時蘇生したが後日死亡し
た.残りの9名は意識障害や低酸素血症はあったものの血圧や自発呼吸は維

持されていた.この9名のうち7名は生存退院したが， 2名は後日死亡した.
全死亡患者30名の死亡診断書の直接死因は， 22名が溺水(その原因として急
性心筋梗塞を挙げたのが3例，急性心不全がI例，脳幹梗塞がl例)， 3名が急
性心筋梗塞， 2名が急性心不全， 3名が不詳の死と記載されていた.入浴中
に発生するCPAは冬季に多く発生しており，これは脱衣室と浴槽との温度
較差により生ずる循環動態の変化が影響しているものと考えられた.入浴

中CPA患者の死因は溺水としてしまいがちであるが，実際には内因性の心
臓死などが多く含まれているものと思われる.真の死因を決定するには血
液検査や画像診断，理学的所見の把握が必要かつ重要であると思われる.

0・0-45 皮下および縦隔気腫を合併した胸部外傷例の検討

1)濁協医科大学第2麻酔学教室 2)濁協医科大学集中治療部

林堅二(はやしけんじ)1J，中村義孝1)，高橋宏行1)，大津敏1J，

崎尾秀彰1J，和気晃司2)，木多秀彰2)

胸部外傷は、迅速かつ適切な診断と治療が要求される緊急度の高い病態で

ある。今回、我々は過去3年間に当院集中治療部に入室した皮下および縦隔
気腫を伴った胸部外傷症例について検討を加えた。症例は1999年4月から
2001年3月までの過去3年間で男性4例、女性1例の計5例(年齢16~51歳)で、
交通外傷3例、転落事故2例であった。全例に血気胸を認め、胸腔ドレーン
を留置した。 4例に肋骨骨折があり、肋骨骨折を合併していなかったl例は

血気胸の原因検索に苦慮した。本症例は交通事故により前頚部から胸部を
強打していた。原因精査目的に気管支鏡検査を施行したところ、腫癌状占

拠性病変による声門直下の部分的気管狭窄および声帯浮腫の所見を認め、
喉頭気管損傷と診断した。皮下および縦隔気腫と血気胸を合併した胸部外
傷例では、喉頭気管損傷の有無についても精査が重要であることが示唆さ
れた。文献的考察を含めて報告をする。

O・D・46

第 1 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 11 会場

当院における外傷性肝損傷に対する治療法の変遷 ~TAE

施行後の治療に難渋した症例を通して~

1)医療法人豊田会刈谷総合病院麻酔科・集中治療部

安藤雅樹(あんどうまさき)1)，湯本正人1)，山内浩輝1J，

加藤通子1)，江良京子1)，棚橋順治1)，大久保一浩1) ，梶野友世1)，

中村不二雄1)

当集中治療部では平成6年から平成13年9月までの過去8年間で19例の外傷性
肝損傷を経験した.出血性ショックを呈した重症例に対して平成9年までは

ほとんどの症例で緊急開腹止血術が施行された.平成10年より重症例に対
する緊急TAE (transcatheter arteria1 em bo1ization) が施行可能となり，外
傷性肝損傷に対する治療法の選択が広がった.これに伴い平成10年以降

TAE例の増加とともに救命率は増加した.しかしTAE施行後に出血が少量
ながら持続したり ACS(abdomina1 compartment syndrome) を来した症例
に対し，再度TAEを施行すべきか，開腹止血あるいはドレナージ術を施行
すべきか，またどのようなタイミングで施行すべきか判断に苦慮すること

も多い.今回我々はTAE施行後の持続出血により ACSを来した症例に対
し，受傷1週後に開腹ドレナージ術を施行し，管理に難渋したものの良好な
経過をたどった症例を経験した.本症例を通し文献的考察を含めて外傷性
肝損傷に対する治療法を考察する.

O・D・47 骨盤骨折に対する動脈塞栓術後に急性腎不全を発症した2
症例

1)総合病院岡山赤十字病院麻酔科

岩崎衣津(いわさきえつ)1)，清水啓子1)，谷口新IJ ，井谷智1)，

内田寛昭IJ，物部容子IJ ，下回豊1)，越智辰清1J，石井史子1)，若林隆信1)

[症例1131歳、男性。交通事故による骨盤骨折と右榛骨脱臼骨折にてICUに
入室。入室時血圧は触診で、65mmHg、直ちに創外固定を行ったが、骨盤骨
折により出血性ショックをきたしたため、動脈塞栓術を緊急に施行した。

入室2日目より急性腎不全に対し、血液透析を23回施行し腎不全は改善し
た。その後、尿道損傷による陰部感染症状が遷延したが抗生物質投与とド

レナージにより全身状態は安定した。[症例2133歳、男性。自損事故による
骨盤骨折、右大腿骨開放性骨折、右足関節脱臼骨折、左腎損傷により ICU
に入室。入室時血圧は触診で60mmHg、骨盤骨折による出血性ショックに
対して創外固定と動脈塞栓術を緊急に施行した。入室2日目より急性腎不全
に対し、血液透析を34回施行し、さらに高ピリルピン血症に対し血紫吸着
を5回施行した。また腎損傷後の腎周囲膿傷に対してドレナージを施行し軽
快した。[結語]動脈塞栓術は骨盤内出血の止血方法として非常に有効であ
るが、支配組織の虚血性壊死の発生に留意しなければならない。重症骨盤
骨折の場合、骨盤内臓器の合併損傷に十分注意して感染の遷延を防ぐ必要
カまある。
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0-09 熱傷

O・D・48 広範囲熱傷患者の初期治療における酢酸リンゲル液と乳酸

リンゲル液の比較

])香川労災病院麻酔科

北浦道夫(きたうらみちお) J)，戸田成志1l，佐藤健治1l，佐牟田健1) ，
西本雅彦1 )

(はじめに) hypovolemiaを，輸液により乗り切ることが広範囲熱傷の初期治
療の基本であるが，それに乳酸リンゲル液 (LR群)または酢酸リンゲル液
(AR群)を使用した場合を retrospectiveに比較検討した. (対象)過去5年間
に当院ICUに入室した広範囲熱傷患者(受傷面積20%以上)13名(男性12名，
女性1名)，平均年齢49歳， LR群5名， AR群8名.開始輸液量はBaxterの公
式により計算され，時間尿量， CVp，全身状態等を考慮し適宜変更し，コロ
イドも追加投与した. (結果)入室後48時間までの尿量を各12時間ごとに比
較したが，すべてのtime pointでAR群ではLR群に対し，有意に尿量は少な
く，その結果総輸液量は多かった. (考察と結語)酢酸リンゲル液は乳酸リ
ンゲル液と比較してその代謝速度が速く有用であるとする報告は多い.し
かし，広範囲熱傷患者の輸液のような非生理的な大量投与時の報告は少な
い.大量の酢酸により，血管が拡張し血管内に大量にpoolingされるため，
尿量が確保できないのではないかと思われる.広範囲熱傷患者の初期治療
には酢酸リンゲル液は不適当であると思われた.

O・D・49 重症熱傷での低体温麻酔療法における予後規定因子として
の腎機能

])愛知医科大学附属病院高度救命救急センター救命救急科

三木靖雄(みきやすお) 1l，窪田淳一円山田桂子])，野口裕記1) ，
高木省治])，山田隆書ll，山本康裕ll，岩田健]) ，井上保介1)，中川隆1)，

野口宏1 )

重症熱傷においては受傷早期より交感神経緊張状態が惹起され、全身の血
管透過性が克進する 。 これに対して大量の輸液療法が必要となる 。 当院で

は輸液量の減量や交感神経緊張状態の軽減、浮腫の軽減を目的に受傷後24
時間低体温麻酔療法をおこない良好な結果を得ていることを報告してき
た。 今回熱傷患者に対する低体温麻酔療法を行った症例に関して、その予

後規定因子について検討を行った。 勝脱温34~35 0C 、麻酔はフエンタネス
トの持続静注にて行った。 輸液は低体温麻酔療法中尿量を0.5~1.0ml/kg/h 

を目標に行った。 1996~2000年における熱傷患者は72症例で、このうち低
体温麻酔療法を行った症例は19症例であった。 平均年齢は53.4:t 26、 PBIは
113.3:t 27ふ平均在室日数は13.2:t 8ふ生存率は52.6%であった。 生存群は
10症例、死亡群は9症例で、生存群と死亡群のPBIの平均は10 1.4 と 113.8で
あった。 死亡群では血液透析を6症例に行い、生存群では1例も行っていな

い。 すなわち、急性期に尿量が得られず、血液透析を必要とされた症例で
は死亡に至るケースが多く見られた。 以上より低体温麻酔療法中に尿量が

確保され、腎機能の悪化が認めなければ予後は良いと考えられる 。

O・D・50 札幌医科大学医学部救急集中治療部における広範囲熱傷治
療の治療成績について

])札幌医科大学医学部救急集中治療部

宮田圭(みやたけい) Jl，武山佳洋1)，森和久1) ，浅井康文1l

[目的]当施設は北海道各地から重症熱傷患者を多数受け入れている 。 熱傷
治療の現状と問題点、そして今後の展望について考察する 。 [対象]2000年
12月までの5年間で当施設に入院となったburn index (BI) 25以上の広範囲
熱傷患者22例[方法]BI別の死亡率、 Prognostic Burn Index (PBI)、手術時
期および回数、死因、合併症、搬入経路などについて検討した。 [結果]死
亡率は45.4%でBI別死亡率は、 BI25~30 :死亡率0%、 BI30~40 : 14.2% 、
BI40~50 : 33.3%、 BI50以上の8症例は全例死亡した。 死亡例のPBIは82.5
~ 142 (ave. 113.5) 、生存例のPBIは29~108.5 (ave. 67.8) で、気道熱傷を15
例に、 ARDS2例、急性腎不全を3例に合併した。 受傷から当施設搬入まで
平均4.1日要し、転院搬送18例(うち 14例は航空機搬送で4例は道内の他の3次
医療圏からの広域搬送)で、あった。 [結論]広範囲熱傷患者の救命には、適切
な初期治療と早期の壊死組織除去、創閉鎖が必須である 。 本検討ではBI50

以上は全例死亡したが、健常皮膚が少ない為に植皮術が施行できないのが
最大の原因であり、今後スキンバンクを含めた熱傷治療ネットワークの確
立と航空機搬送の整備が急務である 。

第 1 日目 11 : 00 --1 2 : 00 第 11 会場

O・D・51 DICを合併した熱傷症例における hematopoietic factor 

1l岩手医科大学救急医学講座 2)秋田大学医学部救急医学

山田裕彦(ゃまだやすひこ) 1) ，遠藤重厚Jl，青木英彦])，井上義博Il ，

中永士師明2)，皆川幸洋Jl

[はじめに]血小板増殖に作用するサイトカインとして， interleukin 3 (IL-

3) , interleukin 11 (IL-11) , thrombopoietin (TPO) , leukemia inhibitory 
factor (LIF) およびちtem cell factor (SCF) を測定したので報告する. [対象
と方法]24例の重症熱傷を対象とした.熱傷面積は平均51.4%，熱傷指数は
平均42.8，平均年齢は53.0歳であった.それぞれのサイトカインはELISAに

て測定した. (結果]非感染期では， IL-1 1, TPO , SCFともにDIC群が有意
に高値を示し， IL-3 と LIF は検出きれなかった.感染期では， IL-1 1, 
TPO , SCFともにDIC群が有意に高値を示し， IL-3はDIC群の5例に， LIFは
DIC群の7例に検出された.感染期のTNF-α 値と IL-11値， TPO値， SCF値
にはそれぞれ有意の相関関係を認めた. DIC群でIL-11 , SCF, TPOとも感
染期で有意に高値を示した.【考察]DICのような血小板の減少する病態で
血小板増加作用を有するサイトカインが増加することがわかった.これら

のサイトカインの産生にTNF・ α が関与している可能性が窺えた.しかし，
これらのサイトカインが増加するのが合目的な生体反応か炎症反応を反映

しているのかは不明で今後の検討が必要である.

O・D・52 両下肢切断を施行した全身熱傷の検討

1)香川医科大学附属病院麻酔救急集中治療部

川口秀二(かわぐちしゅうじ)0，中野通代Il，田家諭Il，山木良一 1 ) ，

関啓輔Il，小倉真治0，前川信博o

[症例] : 21歳男性両上下肢顔面の熱傷にて当院に搬送、熱傷面積は約50
%(左下肢から瞥部にかけ3度15% 2度7%、右下肢も同様に3度14%、 2度5
%、右上肢4%、左上肢5%、顔面1%) で、Indexは 42%であった。 Baxtad去

による輸液、挿管、下肢の減張切開を施行した。 また、入室直後よりミオ
グロビン尿、翌日より尿量の減少が見られた。 CPKは、入院時3874U、翌

日 11650U となり、コンパートメント症候群を考え、 CHDFの導入を行なっ
た。 第2病日両下肢を膝下にて切断、更に第4病日に両下肢を大腿で切断を

行なった。 第15病日より尿の流出が見られ、 CHDFを中止した。 {結語及び
考察]当施設において、全身熱傷患者を治療したが、今回のようにコンパー
トメント症候群を来たし、 CHDFの導入を施行した症例を始めて経験し
た。 また、 2度の両下肢の切断を施行により、患者の救命をしたが、下肢切
断の時期、場所に関しては、検討すべき点が多いと思われた。

O・D・53 熱傷急性期における連続心拍出量測定装置 (PiCCO) の使用
経験

1)横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター救命救急センター 2)横浜

市立大学医学部附属市民総合医療センター熱傷センター

水谷健司(みずたにけんじ)Il，森村尚登0，千島康稔2)，安瀬正紀2) ，

杉山貢o

今回熱傷急性期輸液療法中に、連続心拍出量測定装置 (PiCCO PULSION 

Medical Systems) を用いて胸腔内血液量 (ITBV) と肺血管外水分量(EVLW)
を測定したので報告する 。 [症例]64歳、男性。 30%2~3度熱傷。 右鎖骨下
静脈に冷却水温度センサーを組み込んだカテーテルを、また右大腿動脈に
4Frの熱希釈カテーテルを挿入し各々 PiCCO本体に接続して受傷6~92時間
のITBV、 EVLWを測定した。 輸液は0.5~1ml . kg-I ・ h- Iの尿量確保を目標

に高張乳酸ナトリウム溶液 (HLS300 (Na300mEq ・ 1- 1 )) を、また受傷約12時
間後から膝質液を投与した。 [結果】 EVLW / (ITBV + EVL W) は受傷約 12
時間後の24.3%を最高値として以後低下傾向を示し、約48時間以降は一定と
なった。 [まとめ】 EVLW / (ITBV + EVL W) はいわゆる利尿期に一致して低
下し以後一定値を示したことになり今後、胸腔肉体液分布のモニタリング
となる可能性がある 。
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0・10 急性冠症候群 (1 ) 

P・D・001 心筋梗塞発症時刻と急性期生命転帰

])厚生連佐久総合病院内科

高松道生(たかまつみちお)])，田村真])，岡田邦彦])

[研究の背景]心筋梗塞は突然発症するために治療体制が十分でない時間帯
にも受診することが多いが、発症時刻による急性期生命転帰への影響を考
察した。[対象と方法] 1980年から2001年に当院にて急性期治療を行った心
筋梗塞661例(男性465例、女性196例、男女比2.4)を対象とし、発症時刻と発
症28日以内の急性期生命転帰を調査した。統計処理はSPSS統計パッケージ
を用いて行った。[結果]発症時刻は8時と 18時にピークを有するニ峰'性のパ
ターンをとり、深夜帯での発症は少なかった。一方、受診時刻は10時に

ピークを有する単峰性パターンを示し、日勤時間帯での受診が多いことを
示している。発症28日以内の急性期死亡は105例 (15.9%) に認められ、男性
62例 03.3%) 、女性43例 (2 l.9%) と女性例に多かった。 Pearsonの相関係数を
用いた検討では発症時刻と急性期死亡率との間に有意の相関は認められ

ず、性差も認められなかった。[結論]心筋梗塞急性期治療には、時間帯を
問わず医師・看護婦・放射線技師・臨床工学技士からなる治療チーム体制
の確立が大きな意義を有している。

P・D・002 急性心筋梗塞症における尿中ピリルピン酸化生成物
(Biopyrrin) 動態の検討

])新宮市立医療センター循環器内科 2)関西医科大学第二内科 3)関西医科

大学病態検査科

森田寛(もりたゆたか)])，山本克浩1)，朴幸男1)，神畠宏2)，岩坂書二2) ，

原克子円高橋伯夫3)

[目的】生体が酸化ストレスに曝されると、抗酸化物質としてピリルピンの
産生が充進し、尿中ピリルピン酸化生成物 (Biopyrrin) の排出が増加する。

近年我々は冠輩縮やPTCAによる心筋虚血ストレスに関連し、 Biopyrrinが
上昇することを見出した。今回我々は急性心筋梗塞症 (AMI)における
Biopyrrin動態について検討した。[方法]direct PTCAを施行したAMI(l枝
病変のみ) 21例について、入院時、 PTCA直後、 PTCA後6時間、第2、 3、
4、 5、 6、 7、 14病日に採尿し、 ELISA法により Biopyrrinを測定し、尿中ク
レアチニン補正を行った。また初回造影時 TIMI grade 0 or 1 (group 1 ; 

12 例)と TIMI grade 2 or 3 (group II ; 9 例)に分類し比較した。[成績]尿
中Biopyrrin値は第4、 5 、 6、 7病日でgroup IIがgroup 1に比べ有意に高値
であった (p<0.05) 。全症例間で血清CPK最高値は第2病日の尿中Biopyrrin
値と有意な負の相関を示した (r=0.6 1， p<0.05) 。左室駆出率(EF) はは第7、
14病日の尿中Biopyrrin値と有意な正の相関を示した (r=0.70. p<O.O l, 
r=0.56. p<0.05) 0 [幸吉論]AMIにおいてBiopyrr・inlま'慢'性期左心機能と関連
しており、 direct PTCAにより salvage された心筋と関連すると考えられ
た。

P・D・003 急性心筋梗塞と不安定狭心症の背景因子とその意義

1)大阪警察病院心臓センター内科

宇佐美雅也(うさみまきや)])，平山篤志])，金銅伸彦])，上田恭敬J)，

山元博義1)，黒飛俊哉1)，小松誠ll，清水政彦九大谷朋仁川飯沼義博川
竹田泰治J)，溝手勇1)，児玉和久J)

(目的)急性心筋梗塞や不安定狭心症などの急性冠症候群は冠動脈プラーク
の破綻とそれに続く血栓形成が原因となることが知られている。これまで
の内視鏡による観察では、責任部位の血栓性状に差の有ることが示されて
はいるが、病態の差が生じる原因については明らかでない。そこで急性心
筋梗塞、不安定狭心症での背景因子を検討し、その差違の考察を試みた。

(方法)対象は2000年度、急性冠症候群で緊急入院し、急性期冠動脈造影を
行った268例。 Q波梗塞181例、非Q波梗塞49例、不安定狭心症38例の三群に
分け、背景因子、病変枝数、慢性期予後(致死的不整脈発生率、心不全発生
率)を検討した。(結果および考案)各群間で、リスクファクタ一等背景因子
や慢性期予後は有意な差は認めなかった。しかし不安定狭心症症例は他2群
に比較して3枝病変が有意に高率に認められた。またQ波梗塞症例は他2群に
比較して1枝病変が有意に高率に認められた。 2枝病変では各群間で有意な
差は認めなかった。以上より急性冠症候群において、背景因子に差は認め
なかったが、急性心筋梗塞と不安定狭心症の発症機序に病変枝数が影響し
ていることが示唆された。今後この意義についての検討が必要である。

第 1 日目 14 : 00 ....... 15 : 00 第 12-1 会場

P・D・004 来院時心肺停止状態で、あった急性心筋梗塞症例

1)福井循環器病院内科

守内郁夫(もりうちいくお)J)，村上達明J)，高橋美文])，大中正光1)

[目的}来院時心肺停止 (CPAOA)状態であった急性心筋梗塞 (AMI)症例の
臨床的特徴についての検討。[対象および方法]1984年から2000年までに、
当院にAMIの診断で入院した2220例のうちCPAOA56例(平均年齢69 士 11
歳、男性39例、女性17例)を後ろ向きに検討した。[結果]頻度:全AMI症例
の2.5%。生死の有無 :4例 (7%) が生存退院したが、残り 52例 (93%、総死亡
334例に対する割合は15%) は救命出来ず。心肺停止に陥った場所:自宅20
例 (36%) 、外出先4例 (7%) 、前医7例 03%) 、搬送中25例 (44%) 。入院時

asystoleで、あった症例は43例 (77%) でそのうち26例 (asystole症例の60%) に
心拍再開が認められたが全例死亡。生存例の内訳 :4例すべて入院時
asystoleではなく、そのうち2例は過去に冠撃縮性狭心症が証明された。過
去の冠動脈造影所見: 21例 (37.5%) あり、 0枝病変4例、 1枝病変3例、 2枝病

変4例、 3枝病変10例。入院前に血栓溶解剤を投与された症例は2例 (4%、と

もに死亡)のみであった。[総括]CPAOA症例は予後不良であるが、搬送中
に心肺停止状態になる症例が多いことから、今後さらに救急車内の適切な
処置およびプレホスピタルケアーの重要性が示唆された。

P・D・005 急性心筋梗塞症における胸痛センター (Chest Pain Center) 
の有用性

1)関西医科大学心臓血管病センター内科

湯浅文雄(ゆあさふみお)1)，神畠宏J)，湯山令輔1) ，岩坂書二1)

[目的】米国では胸痛患者を対象に胸痛センターが開設され、急性心筋梗塞
症 (AMI)の早期診断・治療に著しい成果を上げている。今回我々は胸痛セ
ンターを開設し、 AMIの診断・治療への有用性を検討した。[方法]救急隊
より胸痛センターに直接搬送されたAMI例 (Group A) と、同時期に他医療

機関を経由して搬送されたAMI例 (Group B) を対象に、臨床背景・発症か
ら入院までの時間・発症から再疎通までの時間・入院から自由歩行までの
日数・左室駆出率の改善度を比較検討した。[結果]臨床背景は両群間で差
を認めなかったが、梗塞部位はGroup Aにおいて下壁梗塞が有意に多かっ
た (p<0.05) 0 Group Aにおいて、発症から入院までの時間は有意に短かく
(l.6:t 0.9 vs 4.3:t 4.3時間)、発症から再疎通までの時間も有意に短縮され
た (2.9 :t 0.7 vs 5.6:t 4.6時間)。さらに、 Group Aにおいて、入院から自由

歩行までの日数は有意に短縮され (15 :t 3 vs 21 :t 3 日)、左室駆出率の改善
度は大であった。{結語]胸痛センター開設後、 AMI例は発症後早期に搬送
され、極めて短時間に再疎通を得ることができた。この結果、循環器専門
施設での胸痛センターはAMIの診断・治療面で大変有用であると考えられ
た。
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0-11 急性冠症候群 (2)

P・D・006 Primary PTCAにてTIMI3の再濯流を得た急性心筋梗塞症

患者におけるTIMI frame countと左室機能改善との関係

Il関西医科大学心臓血管病センター 2 )高知医科大学臨床検査部 3)福井

赤十字病院内科

伊室祐介(いむろゅうすけ)1)，賓田信一3 )，中村誠志1 )，西上尚志 1 ) ，

松本典子1)，栗原裕彦 1 ) ，味村純Il，河村晃弘 1 ) ，畑田憲吾1)，

山田光一1)，三好宏典1 ) ，酢谷保夫1)，神畠宏1)，杉浦哲朗2) ，岩坂署二1)

Corrected TIMI frame count (CTFC)法はAMIの再湛流療法直後での冠血流
を定量する簡便な方法である。 一方、実験的検討では再湛流直後の梗塞心筋に
対する冠血流の増加(反応性充血)は局所機能改善と関係する報告がある 。

CTFC法を用いてP巾n訂yPTCAにて再疎通を得た急性心筋梗塞(A恥任)患者で
の反応性充血と左心機能改善との関係を評価した。 初回AMIで、p出n訂yPTCA

にてTIMI3を得た連続104症例で再疎通直後のCTFCを計測した。 左室壁運動
障害 (WMSI)は再疎通直前と一ヶ月後に心エコーで評価した。 正常冠動脈の平
均CTFC(23 :t 3) を関値として患者をTIMIslow群 (45例4O>CTFC>お)と Tllv恒
fast群( 59例 CTFC<23 )の2群に分割した。 WMSIは再疎通前に両群差は認め
なかったが一ヶ月後TIMI fast群はTIMI slow群に比し改善した(1.33 :t 0.52 vs. 

0，ω :t 0.34, p< O.∞1) 。 またTllv恒 slow群はTTh但 fast群に比しうっ血'性心不全や
心嚢水貯留頻度が有意に多かった。 連続変数として評価したCTFCはWMSIの
改善量と相関関係を認めた (r=O.ωl， p<O;∞1) 0 CTFC法は心筋梗塞慢性期の心
機能改善を定量的に予測できる簡易な指標となり得た。 またCTFC法を用いた
ニコランジルの効果についても検討を加える。

P・D・007 不安定狭心症 (UAP) に対する経皮的冠動脈形成術 (PCI)の
タイミング

Il済生会熊本病院心臓血管センター

野崎勝宏(のざきかっひろ )1 )，中尾浩一 1 ) 新井清仁Il，厚地信彦1)，

小林弘1l，岡秀樹川田山信至人津村匡史1l，庄野弘幸1l，堀内賢二1l，
本田喬1 )

[背景]UAPにおける早期PCIの是非については、 一定の見解が得られてい
ない。{目的]UAP (Braunwald分類typeIII-B) の治療において入院24時間以
内のPCI施行 [early invasive strategy (I群)]と、 24時間以降のPCI施行
[early conservative strategy (C群)]の初期および遠隔期成績を比較検討す
ること 。 [対象]1998年1 月 -2001年3月に当院に入院しPCIを施行したUAP
(III-B) 連続176例、 204病変。 [結果1 1.1群、 C群の2群間で性別、年齢、冠危
険因子、冠動脈造影所見に有意差はなかった。 2.入院時ST上昇例がI群で有

意に多かった。 3.C群でのPCI施行時期は入院後7.0 :t 6.1日であった。 4.両群
で良好なPCIの初期成功率 (96%vs98%) が得られた。 5.C群で16例(15%) が薬
剤抵抗性狭心症発作の為、緊急PCIを必要とした。 6.PCIに伴う MI合併をI
群 1 例、 C 群 7 例に認めた 。 7.6 ヶ月予後では I 群、 C 群の死亡率

(2.9%vsO.95%) ・ MI発症率 (5.7%vs3.8%) であり有意差はなかった。 8.CAG
上の再狭窄率 (40.8%vs46.4%)・ TLR率 (2 1.9%vs29.5%) に有意差はなかっ
た。 [結論]UAP(III-B) に対する早期積極的PCIの成功率は極めて高く、慢
性期予後も早期保存的PCIと同様に既報に比して良好であった。

P・D・008 急性冠症候群症例における血栓吸引療法の有用性

1 )大阪警察病院心臓センター内科

飯沼義博(いいぬまよしひろ)1l，上田恭敬1l，平山篤志Il，金銅伸彦ll ，

山元博義1)，黒飛俊哉1)，小松誠1)，清水政彦1)，大谷朋仁川竹田泰治1) ，

溝手勇Il，宇佐美雅也1l児玉和久 1 )

[目的1急性心筋梗塞 (AMI)症例における血栓吸引療法の有用性について
検討した。 [対象と方法11999年12月 17 日から2001年8月 16 日までに当院に入
院しステントを用いて再瀧流療法を施行したAMI患者のうち、血栓吸引療

法施行18例と非施行18例について梗塞サイズと6か月後の再狭窄率を比較検
討した。 梗塞サイズはCK最大値、 1か月後のEF(Ejection Fraction) 、心筋
シンチの欠損サイズによって評価した。 また6か月後の冠動脈造影にてステ

ント内に50%以上の狭窄を認めた場合に再狭窄ありとした。 {結果]有意差
は認めないが血栓吸引療法施行例において梗塞サイズは大きい傾向があ
り、再狭窄率も高い傾向にあった。 年齢、性別、危険因子、最大バルン
径、パルン総拡張時間、病変長など患者背景に有意差を認めなかった。 [考
案】血栓吸引療法に対する評価は分かれるが、今回の検討では有意差は認め
ないものの梗塞サイズ・ 6か月後の再狭窄率を上昇させる可能性が示唆さ

れ、血栓吸引療法の有用性について否定的な結果となった。 しかし症例数

が少ないため評価が困難であり、今後の検討が必要である 。

第 1 日目 15 : 00 -16 : 00 第 12-1 会場

P・D・009 急性冠症候群におけるIABP使用による合併症

1l大阪警察病院心臓センター

溝手勇(みぞていさむ)Il，平山篤志υ，金銅伸彦Il，上田恭敬Il，

山元博義Il，黒飛俊哉Il，小松誠Il，清水政彦Il，大谷朋仁1)，飯沼義博1)，

竹田泰治Il，宇佐美雅也 1 )，児玉和久Il

1991年-2000年の間に当院にてIABP挿入された367症例の内、追跡可能で
あった338症例について合併症の頻度、内容についてretrospectiveに検討し
た。 338症例の内、 316例 (93.5%) が虚血性心疾患、 9例 (2.7%) が心筋疾患、
4例(1.2%) が致死性不整脈、 2例 (0.1%)が虚血性心疾患以外の心原性ショッ
ク、 7例 (2.0%) がその他であった。 合併症は全体で33例 (9.8%) に出現した。

合併症の内容としては、虚血性合併症8例、出血性合併症13例、血栓/塞栓
症2例、 entrapment2例、感染症4例、血球減少症2例、その他3例であった
(重複あり) 。 今回は合併症(ー)群と合併症(+)群とに分類し、合併症が起
こりやすいと今までに報告されてきた患者背景(男女、糖尿病、高血圧、高
脂血症、パンピングの留置時間)について検討をくわえた。

P・D・010 冠インターペンション後の安静が下肢静脈還流に与える影

響についての検討

1 )兵庫医科大学循環器内科

舛谷元丸(ますたにもとまる )1 ) ，有井融1 )

[目的】 Air plethysmography (APG) を用いて冠インターベンション (PCI)
後の安静が下肢深部静脈還流状態にどの様な影響を与えるかを検討した。

[方法】対象は静脈癌や血栓性静脈炎の既往がなく PCIを施行した狭心症患者
7名。 それぞれに対してPCI前 (Pre) 、シース留置中 (S) 、圧迫安静中 (R) の

各時点でACI Medical社製APGを用いてPCIのアプローチとして使用した
下肢 (P群)に対して大腿部のカフを 120秒間、 70mmHgに加圧し、下腿の最

大うっ血量 (VC) を測定した後、カフを減圧し1秒間の静脈還流 (V1)を測定
し、還流率 (OF) として (V lIVC) x 100として算出した。 コントロールとし
てPCIのアプローチに使用しなかった下肢 (N群)を用いた。 [結果1vcはP群
で;Pre 、 S、 Rで各々 73.5 :t 32.7、 52.4:t 16.2 、 46.7 :t 22.1 ml と N群ではそれぞ
れ67.3 :t 18.1、 59.8 :t 18.3 、 6 1.6 :t 17.5ml で、 P群で、Preに比しS， Rで有意に低
値であった (p<O.01) 0 V1およびOFは両群間で差は認めなかった。 [結論]P
群でシース留置、圧迫安静中は最大うっ血量の有意な低下を認めた。 しか

し静脈還流には影響は与えなかった。

P・D・011 非保護左主幹部病変による急性心筋梗塞に対しステントに
よる再濯流療法を施行した2症例

Il聖路加国際病院ハートセンター

西裕太郎(にしゅうたろう )1 )，原田将英1 )，山家謙1 )，高尾信贋 1 ) ，

林田憲明 1 ) ，小林健介1 )，阿部恒平1 )，秋本剛秀1 ) ，渡辺直Il，小柳仁Il

[背景】非保護左主幹部病変による急性心筋梗塞は、ステントによる再湛流
と補助循環を用いても予後不良である 。 {症例1] 75歳男性。 2000年 10月 4
日、突然の胸痛、冷汗にて発症。 受診時ショック状態。 緊急冠動脈造影に
てLMTに99%狭搾を認めた。 人工呼吸管理とIABP挿入し、緊急CABGの
準備中にVT，VFを繰り返したためLMTに対してステント留置 (S670 3.0 x 
12mm) した。 第7病日にIABP抜去、第10病日に抜管したが、第12病日にス
テント内の亜急性血栓閉塞をきたし、 IABP挿入し再度ステントを留置した
(NIR 3.0 x 16mm) が、ショックから離脱できず死亡した。 [症例2]53歳男
性。 2001年6月 6日胸痛出現し当院搬送された。 緊急冠動脈造影にてLMTに
99%狭搾を認めた。 人工呼吸管理とIABP挿入しLMTにステント留置 (S670
3.0x 15mm) した。 再濯流後、 VT.VFを繰り返し、ショックから離脱できな

いためPCPSを導入した。 翌日 CABG(LIT A to LAD, RA to LCX) を施行
した。 第17病日に独歩退院となった。 [考察]左主幹部病変による急性心筋
梗塞ではショックに対する循環補助に加えて早期の再瀧流と確実な血行再

建を得るために症例により PCI と CABGを適切に組み合わせる必要がある。
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0・12 不整脈

P・D・012 ニカルジピンが誘因となり徐脈を来したー症例

il 岡崎市民病院麻酔科 2)岡崎市民病院救命救急センター 3)名古屋市立大

学医学部麻酔・蘇生学教室

有馬 一 (ありまはじめ)])，田中さゆき il，徐民恵]) ，安藤浩])，
浅岡峰雄2)，勝屋弘忠3)

ニカルジピンは交感神経刺激による頻脈を引き起こす事がある。一方、ニ

カルジピンによる徐脈は特殊状況下の動物実験での報告はあるが臨床での
報告はない。 しかし、我々は術後の高血圧症にニカルジピンを投与し、徐
脈を来した症例を経験したので報告する 。 症例は75才男性。 既往に発作性
心房細動があった。 今回、硬膜外麻酔併用全身麻酔下に食道亜全摘術施行
後ICUに入室した。 術中アトロピンに反応しない50/min前後の徐脈と 33.0度
の低体温がみられた。 ICU入室80分後、高血圧を来したためニカルジピン

を1mg投与したが血圧低下は見られず、脈拍は40/minに低下した。 約3分後
1mg追加投与したところ血圧低下の後、突然10/minの徐脈となった。 迅速
な心臓マッサージとアドレナリン投与により蘇生した。 心電図でJ波は見ら
れず血清電解質・動脈血液ガス分析の異常もなかった。 以後の経過は順調
で神経学的後遺症なく退院した。 この徐脈の原因として硬膜外麻酔による
交感神経の遮断・低体温・既往の発作性心房細動が考えられた。 しかしこ
のような特殊環境でのニカルジピンの作用は明らかでなく、明確な原因は
不明である 。

P・D・013 塩酸ニフェカラントが著効した難治性VTのー症例

il東京医科大学麻酔科学教室集中治療部 2 )東京医科大学麻酔科学教室

関根秀介(せきねしゅうすけ)il ， 三沢尚弘2)，金子麻衣2 )，平林清子il ，

野口将2)，小津拓郎1)，亀山佳之引渡辺省五1)， 一色淳2)

[はじめに]我々は開胸式心マッサージ・除細動で効果の認められなかった
難治性VTに対し塩酸ニフェカラントが著効した症例を経験したので報告す
る。

[症例]70歳男性身長160cm 体重62kg
{現病歴]AS' OMIの診断にてAVR+CABG施行後IABP補助下にICUへ入室
した。 入室時より胸骨下ドレーンから 100mllh以上の出血を認め、 DOA'
DOB投与下でCO 1.7 /minを示しVTも頻発しLOSを呈していた。 出血によ
る hypovolemiaと縦隔内血腫による圧迫が原因と考え、開胸止血術が施行さ
れた。 再入室後CO 4.0 lImin と循環動態は改善し、安定していたが、突然
VT出現し心停止となった。 直ちに閉胸式心マッサージを開始しDC施行す
るも反応しなかった為、開胸式心マッサージを開始しDCも頻回に施行する

も反応せず、 PCPSを開始した。 PCPS開始後も VTは消失しなかったが、塩
酸ニフェカラントを投与したところ自己心拍再開レ心室ペーシングに同調

した。 その後順調に回復し一般病棟に帰室した。

[結語]今回我々は開胸式心マッサージ・除細動にて効果のなかった難治性
VTに対し塩酸ニフェカラントの有効性が示唆された。

P・D・014 難治性不整脈に対する塩酸ニフェカラント注(シンビット @)

の使用経験

II 日本医科大学付属病院集中治療室 2) 日本医科大学付属病院第一内科学
教室

亀山幹彦(かめやまみきひこ )ll ，高木啓倫1l，林明聡])，坪宏一 ll ，

山本剛 ll ，笠神康平1l，高山英男2)，中島祐史il ，金徹il ，佐藤直樹il ，

安武正弘2) ，竹田晋浩ll，田中啓治il，加藤貴雄2)，高野照夫2)

[目的]塩酸ニフェカラント注(シンピット @)は純粋なKチャネル遮断薬 (Ikr.

Ikl. Ito 遮断薬)であり、不応期延長による抗不整脈効果により他剤無効の
致死的不整脈に対する緊急治療薬として認可されている 。 本検討では薬剤
及び電気的除細動に抵抗性の難治性心房性、心室性不整脈に対し塩酸ニ

フェカラント注の有用性を検討した。 【方法}急性心筋梗塞16例、陳旧性心
筋梗塞5例に出現した難治性の心室頻粕9例、心室細動4例、心房粗動2例、
心房細動9例を対象に塩酸ニフェカラント注 O.3mg/kg投与しその有用性を
検討した。心室細動症例では塩酸ニフェカラント注投与後に電気的除細動
を施行しその停止効果を検討した。 [成績}心室頻粕の停止効果は66.7%(61
9例)、心室細動100%(4/4例)、心房粗動50%012例)、心房細動44.4%(419
例)であり、 Torsades de pointes型心室頻粕の出現率は12.5%(2/16例)で
あった。[結論}薬剤及び電気的除細動に抵抗性の難治性心房性、心室性不
整脈に対し塩酸ニフェカラント注の有用性が期待された。

P・D・015

第 1 日目 16 : 00 --17 : 00 第 12-1 会場

冠動脈バイパス術後の心房細動に対する心外膜両心房ベー

シングの抑制効果

I)群馬県立心臓血管センタ一心臓血管外科 2)群馬県立心臓血管センター循

環器内科 3)群馬県立心臓血管センター麻酔科 4)群馬県立心臓血管セン
ター臨床工学士 5)群馬県立心臓血管センタ一心臓リハビリテーション科

荻野隆史(おぎのたかし)il，金子達夫ll，江連雅彦il，相崎雅弘il ，
長谷川豊川佐藤康広1)，内藤滋人2)，斉藤祐二3)，岩田美香3) ，

肥塚史郎3)，安野誠ペ中嶋勉4)，高橋哲也5)

[目的)CABG術後のAfは最も頻度の高い不整脈 (30-50%) である.その合併は
血行動態的不利益，心臓リハビリを遅らせ入院期間を延長させる. CABG後
のAfに対する心外膜両心房ベーシングの抑制効果を検討した. [対象と方法]
CABG施行症例47例 (M/F:29/18. Age:68::!:: 12y) を，心拍数85/min以上の心房
同期型ベーシング群25例 (Bi-AAT群)と右心房抑制型ベーシング群22例 (RA
AAI群)に分け， CABG後のAf合併率，心臓リハビリへの移行時期と入院期

間 ， Holter- L、電図における APC数，加算平均心電図によるP wave duration 
と dispersion を検討した. [結果]CABG後のAf合併率は， Bi-AAT群 (4125
06.0%)) において RA司AAI群 03/22(59.1 %) ) に比し有意に抑制されていた
(p<O.Ol) .心臓リハビリへの移行は Bi-AAT群において有意に早期であっ

た. Holter- L、電図におけるAPC数はBi-AAT群は有意に少なかった. Bi-AAT 
群におけるP wave duration (86::!:: 21msec) は， RA-AAI群 (127::!:: 38msec) に
比し有意に短縮していた (p<O.Ol). [結論]心外膜両心房ベーシングはCABG
後のAfの合併を有意に抑制し心臓リハビリへの移行を促進させた.その機序
として心房性期外収縮の抑制と心房内伝導遅延の抑制が示唆された.

P・D・016 抗カルジオリピン抗体値と心危険因子(第2報)

il防衛医科大学校研究センター医療工学部門 2)防衛医科大学校病院第一

内科

石塚俊晶(いしづかとしあき)] )，松井岳巳1) ，萩沢康介])，栗田明ll ，

高瀬凡平2)，里村公生2)

(目的) :抗カルジオリピン抗体値 (ACA) 高値の症例は、血栓症や冠動脈形

成術後の再狭窄率も高いという報告が欧米ではあるが我が国にはない。
我々は第27回の本学会でACA高値症例は、心電図の異常所見の症例が多
かったと報告した。 今回は当院を受診しACA値を測定した症例を、さらに
追加し検討した。 (対象及び方法) : 1999年7月まで354症例でACA値を
ELISA法で測定し、 IgG値がI未満の陰'性群 (n=23) 、と陰性群平均より 2SD
以上の高値陽性群 (n=30) を後向きに選び出した。 また 1999年から本年8月
下旬までの症例も追加した。 全例の心電図や一般血液検査を後向き調査し
た。 なお一部の症例では心エコー図、ホルタ一心電図所見も追加した。 (結
果): ACA除性群と高値陽性群の聞には年齢、性差、血液所見 (neutrol

lymph比含む)、血清脂質には差がなかったが、 ACA高値陽性群で心電図異
常所見は有意に高頻度に認められた。 この傾向は症例を追加しても同様
で、さらにACA高値陽性群では心臓性突然死と思われる症例が4例なのに

対し、陰性群では1例であった。 (結語); ACA高値陽性群は、陰性群に比
べ心電図異常が多く、 ACAは不整脈惹起に何らかの関連がある可能性が示
唆された。

P・D・017 多彩な不整脈フォロー中、房室ブロックにて急死した一例

] ) JR東京総合病院循環器内科，勺R東京総合病院 ICU

伊藤敦彦(いとうのぶひこ)])，三浦由視2) ，加回奈々絵])，佐藤督忠ll ，

池内浩ll，田宮栄治il，羽田勝征])

[症例180歳男性。 [主訴]呼吸困難。 [現病歴]高血圧、腎障害にて他医フォ
ロー中、感冒症状から全身浮腫と起座呼吸を認め、紹介入院となる 。 [経
過]Pa02 47.6mmHg と低下、両肺のうっ血、 Cr.3.4と上昇を認めた。 心エ
コーで大動脈弁狭窄症と壁運動の一部低下を認め、虚血性心不全と腎不全
の増悪と考え、持続血液鴻過を施行し改善した。 この後、 Paf出現するも経
過観察。 また、過換気の呼吸苦とともに血清Kが低下、 QTがより延長し
て、 TdPが出現した。 安定剤と血清K値正常高めにして、 TdPは消失した。

その後、尿量低下とともにモニター上洞停止がみられた。 高K血症によるも
ので、肺うっ血も認め、再度持続血液鴻過施行により改善し、心不全、腎
不全ともその後は安定していた。 血圧コントロールに難渋していたとこ

ろ、排便とともに意識障害出現し、その数時間後、高度房室ブロックにて
急死した。 [解剖]解離性大動脈癌による心膜腔内破裂であった。 破裂の血
腫よる房室結節近傍への圧排が認められた。 【考察]心膜腔内破裂の際、急
死直前に心房性や徐脈性不整脈の報告もある 。 多彩な不整脈フォロー中の
教訓的一例と考え、報告する 。
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D-13 肺塞栓症

P・D・018 肺塞栓症を合併した下大静脈血栓症の検討

1 )大分医科大学医学部救急医学 2)大分医科大学医学部心臓血管外科

重光修(しげみつおさむ)1)，葉玉哲生2)，宮本伸二2)，迫秀則2) ，

穴井博文2)，岩田英理子へ j賓本浩嗣2) ，大石 一成2)

[目的]下大静脈血栓症は比較的稀であるが，広範な肺塞栓症をきたしうる
重篤な疾患であり，その病態と治療法につき検討を行なった. (対象・方
法]平成7年より 12年の6年間における肺塞栓を合併した下大静脈血栓症の10
例を対象とした.年齢は21-74歳(平均45.7歳)で，男女比は5:5で、あった.
[結果]下大静脈血栓症の形態及び病態は，下肢深部静脈血栓症が下大静脈
内への進展4例，大腿静脈よりの中心静脈カテーテル周囲の血栓3例，その
他後腹膜リンパ腫の合併1例， Budd-Chiari症候群の合併1例，帝王切開後l
例であった.治療は人工心肺使用下に下大静脈および肺動脈の血栓除去術

を5例，開腹による下大静脈血栓除去を 1例，血栓溶解療法を4例に施行し
た. Budd-Chiari症候群の1例が早期死したが，他の9例は軽快退院した.
[考察・結語]合併疾患を考慮した上で，下大静脈内の大きな浮遊性の血栓
では，致死的肺塞栓の発生の危険性が高いため，早急な外科的治療が必要
で，中枢側肺塞栓の合併があれば人工心肺使用下に，下大静脈および下肢
深部静脈血栓と肺塞栓を同時に摘出するのが安全で有効と考えられた.

P・D・019 肺動脈血栓塞栓症手術の周術期管理経験

1l藤田保健衛生大学医学部麻酔科 2)藤田保健衛生大学医学部胸部外科

角野宏佳(かどのひろよし) ))，員沼闘志、1)，伊藤博隆))，安藤太三2) ，

大原義隆)) ，森弘貞延1l，加藤忠))，浦野博秀))，増田健太郎1)，

黒田俊久)) ，山田守正1l， 三宅聴行1 )

肺動脈血栓塞栓症に対する外科治療は今後の増加が予想される 。 今回、肺

動脈血栓内膜摘除をおこなった症例の周術期管理を経験した。 症例は65歳
女性、 10年前から労作時呼吸困難あり、 2001年になり胸部CT、エコー検査
にて慢性肺動脈血栓塞栓症と診断された。術前、 room air下でPao2 50 

torr、 Paco2 35 torr ABP 113/81 mmHg, P AP 101/45 (60) mmHg, P A WP 

10 mmHg, RV 104/11 mmHg,RA lOmmHg, C1 3.1411min/m2で、あった 。 麻

酔はプロポフォール、フエンタニール麻酔、左右分離換気、 SG、両側
STA、 TEEモニタリング。 手術は正中到達法で超低体温循環遮断。 左右肺
中下葉枝末梢まで血栓を摘除。 DOA 3 y 、 DOB 8 y 、 NorAd 0.12 y 、
NTG1.2y でABP130/60 mmHg,P AP 80/34 mmHg, CVP 15 mmHg, CI 3.8 
lImin/m斗こてICUへ。 第一病日 ABP 124151 (77) mmHg, P AP 65/26 (38) 

mmHg。 第 3病日より weaning開始するも頻呼吸となり中断。 PGE 1，ヘパ
リン投与。 第6病日 SIMV+pressure supportl2cmH20で、再度weaninng開始
するも再度頻呼吸になり断念。 第7病日 ABP 120/69 (91) mmHg, PAP491 

27 (35)mmHg。第10病日になり weaninng、抜管とした。本症例から慢性
肺動脈血栓塞栓症の周術期管理について考察する 。

P・D・020 術前over systemicを呈した肺高血圧を伴なう慢性肺梗塞に
対する肺動脈血栓内膜摘除術一術後管理を中心に一

))公立陶生病院心臓血管外科 2)名古屋大学胸部機能外科

進藤有一郎(しんどうゅういちろう)1l，市原利彦1l，川瀬正樹1 ) ，
上田裕一2)

i 目的|重症高度肺高血圧を呈した慢性肺塞栓血栓症の手術を経験し、手術
適応、術後管理を中心に考察する .1対象方法|症例は66歳女性、主訴は呼吸
困難、近医にて在宅酸素導入されていた胸部CT、肺動脈造影、肺血流シン
チにて慢性肺血栓塞栓症と診断、著明な肺高血圧を認め、手術適応と判断

された.麻酔導入時肺動脈圧は平均で'72mmHg、体血圧と逆転していた手術
は胸骨正中切開、間歌的超低体温循環停止法で、行った両側肺動脈を切開し

血栓内膜を剥離切除した体外循環離脱は容易で、肺出血も軽度であった術
後10 日で抜管、第12病日 ICUを退室した . 1結果|術直後の肺動脈圧は60/

30mmHg、抜管時には平均肺動脈1印9mmHgまで低下したた.1考察
systemicを呈した肺高血庄でで、は本手術の限界と思われたが，画像上血栓が多
くとれると判断し手術に踏み切つた.術後管理lはま hi討igh PEEPと長時間呼吸管

理のためプロポフオ一ルの持続注入が効果的であつたた.塩酸オルフプ。リノンも

使用したた.短時間の高濃度酸素投与は、問題はないと思われた高度肺高血圧
の対する本術式は稀で、術後管理を文献的考察も含め報告する 。

P・D・021

第 1 日目 14 : 00 --15 : 00 第 12-2 会場

肺血栓塞栓症に対するインターペンションならびに一時的

下大静脈フィルターの有用性についての検討

1 ) 日本医科大学附属千葉北総病院集中治療部

今泉孝敬(いまいずみたかひろ)P，星野公彦))，小原俊彦P，大場崇芳P ，

横山真也1) ，品目車郎1l，畑典武))

[目的]肺血栓塞栓症治療 (PTE) におけるインターペンション(カテ治療)と
一時的下大静脈フィルター(IVC-F) の有用性について検討。[方法]対象は
1994年 1 月から 2001年8月の聞に集中治療室に入院したPTE)患者36例(男6
例、女30例、年齢61 :t 11才) 。 カテ治療は17例に施行、内訳は重複を含め選
択的肺動脈内血栓溶解療法 (PTPR)12例、 Pulse Spray法 (PIT) 5例、機械的
吸引法4例、用手的吸引法3例。 IVC-Fは 12例に挿入。 PTEの予後改善にお

けるカテ治療と IVC・F挿入の有用性を検討。 【結果]1.カテ治療(+)群の死亡
率は5.88% (1/17) であり、カテ治療(-)群の36.8% (7/19) に比し、有意に少な
かった (P<0.05) 0 2.カテ治療のうち機械的吸引法を先行した例はすべて血行
再建不十分と判断されPTPRまたはPITの追加が必要であった。 3.IVC-F(+)
12例に死亡例は無かったが、 IVC-F(ー)24例中8例が死亡 (33.3%) 。 また、
1VC-F(+) 例に再発例はなかったが、 1VC-F(-) の死亡例中1例はカテ治療奏
功後の再発であった。 [結語]PTEの治療戦略としてのカテーテルインター
ペンションや一時的下大静脈フィルター挿入は、 PTEの予後改善に有用な
手段であることが示唆された。

P・D・022 肺血栓塞栓症を合併した破傷風の一例

1l市立釧路総合病院麻酔科

和田浩輔(わだこうすけ)))，森近雅之 1 ) ，小塚雄史))

破傷風の重症例では，痩撃や筋硬直を起こすため人工呼吸管理が必要とな

る場合が多い.今回我々は重症破傷風患者に筋弛緩薬投与下，人工呼吸中
に，肺血栓塞栓症をきたした症例を経験したので報告する.患者は66歳女

性.破傷風の診断で当院内科に入院中，突然の塵撃のため緊急気管切開し
ICU入室となった.入室後，頚部，背部の筋硬直による換気困難のため，

筋弛緩薬の投与下に人工呼吸管理を行った.入室後12 日目，低酸素血症，
高炭酸ガス血症，血圧低下が出現.右下肢静脈の怒張があり，腹部エコー
を行ったところ下大静脈(以下1VC) に血栓らしきものを認めた.造影CT ，
MRIを撮影したところIVC内血栓，肺塞栓症が判明し， IVC filterを挿入，

残存する血栓による肺塞栓の防止を図るとともに，血栓溶解療法を行っ
た.入室20日目に造影CTを施行し，肺動脈内に血栓がないことを確認し血
栓溶解療法を終了した.その後全身状態は安定し，入室25日目に一般病棟
に転棟し. 20日後に独歩退院した.筋弛緩薬を投与し，人工呼吸管理する
場合，深部静脈血栓による肺塞栓症を防止するために，他動運動，下肢の
マッサージ等の理学療法，抗凝固療法等の対策が必要である.

P・D・023 肺動脈血栓吸引術により救命し得た急性肺血栓塞栓症のl
症例

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

滝j事大介(たきざわだいすけ)))，加藤啓一))，浅野哲2)，田島タ紀子2)

[目的]大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術終了時に発症した肺血栓塞
栓症に対し、カテーテル的肺動脈血栓吸引術を施行し、救命した1例につき

報告する 。 [症例l患者: 65歳、女性。 身長164cm、 64kg。 喫煙歴: 20本、
40年。 現病歴:転倒後に歩行困難となり当院救急部で左大腿骨頭部骨折と
診断され、受傷6日目に人工骨頭置換術が施行された。 脊髄麻酔下での術中
呼吸循環動態は安定していたが、手術終了直前に突然、胸痛、右肩痛、呼
吸苦を訴え、高度徐脈となり、体位を仰臥位に変換した直後に意識消失、

チアノーゼ、血圧触知不可となった。 心肺蘇生後にも低酸素血症が持続
し、心エコーでの右心負荷所見により肺血栓塞栓症と診断した。 緊急右心
カテーテルにより認めた肺動脈中枢部の浮遊血栓を可及的に吸引し、一時

型下大静脈フィルターを留置し、術後第3病日には人工呼吸器から離脱し

た。 深部静脈造影により左下肢深部静脈閉塞を認め、ワルファリンを継続

し、永久型下大静脈フィルターを留置した。 [考察と結語]静脈血栓塞栓リ
スクの高い手術患者では、深部静脈血栓の術前評価が肝要である 。 急性肺

血栓塞栓症にカテーテル的肺動脈血栓吸引術が奏功した。
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0・14 hANP, PDE 阻害薬

P・D・024 関心術中の低容量hANP持続投与の効果

Il徳島赤十字病院麻酔科

加藤道久(かとうみちひさ )J) ，酒井陽子Il，岡田剛Il，郷律子1) ，

神山有史J)

関心術症例に低容量のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(ハンプ)を持続

投与しその有効性と副作用について検討を行った。[対象と方法lCABGお
よび弁置換術を対象とし、ハンプ投与群20例とハンプ非投与のコントロー
ル群20例で、後向きに比較検討を行った。ハンプ群では体外循環開始直後よ
りハンプを0.02-0.03μg' kg.J ・ min. 1の低用量で持続投与し、手術終了ま
で投与した。術後、抜管あるいは翌朝まで持続投与した症例も含めた。尿
量、腎機能、電解質などを術後2日目まで測定し比較検討した。[結果]ハン
プ群はコントロール群と比べ体外循環中に尿量の増加傾向を示し、術後に
BUN、クレアチニンとも低値であったが、有意差はなかった。術直後のK
はコントロール群で有意に低値であり (4.1 vs3.9) 、コントロール群でK補正

量も多い傾向を示した。ハンプ群は術後の血小板数が低値であり、翌朝に
は有意差を認めた。[結語]体外循環開始直後からハンプを持続投与するこ
とにより、尿量を増加させ、 K補正量も少なく、電解質バランスが維持され
る傾向にあった。血小板数の減少をきたす可能性があり、さらに検討を要
すると考えられた。

P・D・025 腎機能障害を合併したうっ血性心不全に対する心房性ナト
リウム利尿ペプチドの効果

Il国立東静病院循環器科 2) 日本医科大学第一内科

田近研一郎(たじかけんいちろう)Jl，横山広行ll ，山科育子ll，団連潤ll ，
小川晃生1l，清水秀一1)，小嶋俊一円高野仁司2)，高野照夫2)

[目的]腎機能障害 (RF) を伴ううっ血性心不全(CHF) に対する、ヒト心房性
ナトリウム利尿ペプチド (hANP) の効果を検討。[方法]CHFで入院した連
続69例で調査。血清クレアチニン (Cre) l.3mgl dl以上をRF と定義し、
ショックは除外。[成績125169例 (36%) でhANP投与(維持量0.1 1 :t 0.06μ 
g/kg/min、投与日数6.7 :t 4.1)、血圧低下と蛋白尿増悪で中止した2例以外
は臨床症状著明改善。 RF23例 (Cre2.43 :t 1.43) 中hANP投与15例 (Cre2.75 :t 

l.57) と非投与8例 (Cre l.82 :t 0.92) で比較し、年齢 (78 :t 9 vs 72:t 17 p< 

0.05) 、入院時収縮期血圧 (151 :t 36vs 122:t 25mmHg、 p=0.055) 、第1病日

フロセミド投与率 (40% vs 87.5% p<0.05) に差を認め、左室駆出率(入院
時)、 ドパミン使用率に差を認めなかった。第5病日で'Cre (2.89 :t 2、1.55:t 

1.16) の増悪なし。 hANP投与25例中RF群15例は非RF群に比べhANP投与量
多く (0.13 :t 0.06、 0.08 :t 0.05μ g/kg/min p<0.05) 、投与期間は長かった (8.3
土 4ふ 4.2 :t 2.1 日 p<0.05)o [結論]著明なRFを伴う CHF15例でhANPを使
用、腎機能の増悪なく CHFを改善した。電解質異常などの有害事象なく、

RFを伴う CHFでhANPの臨床的有用性が示唆された。

P・D・026 心房性ナトリウム利尿ペプチドはイヌ腎動脈上大動脈遮断
一再湛流モデルにおいて腎血流量、尿量を維持する

1)東京都立広尾病院救命救急センター 2)東京医科歯科大学医学部附属病

院手術部 3)東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科心肺統御麻酔科
分野 4)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

羽深鎌一郎(はぶかけんいちろう)九鳴海豊2)，横山訓典3l，三高千恵子4) ，

今井孝祐ペ横田浩史3)

【目的}腹部大動脈癌手術等において腎動脈上レベルでの大動脈遮断を行っ
た場合の術後腎不全は重篤な合併症である。また、心房性ナトリウム利尿
ペプチド(以下ANP) は腎血流量、糸球体i慮過率を増加させ、尿量及び尿中
ナトリウム排池を増加する。本研究ではイヌ腎動脈上大動脈遮断-再湛流モ
デルにおけるANPの腎機能保護効果について検討した。[対象と方法]イヌ
を麻酔下に開腹し、左腎動脈に血流測定用プローベを留置した。 Baseline測
定後、 90分間腎動脈上レベルで大動脈を遮断した。イヌは無作為に2群に分
け、 ANP群 (n=6) では大動脈遮断10分前より ANP1，ug • kg-J • hr1、コント

ロール群 (n=6) では生食を持続静脈内投与した。[成績】大動脈遮断解除90
分後では、対baseline値(%)の左腎血流量(それぞれ64.0 :t 37.6、 26.7 :t 13.8 
%)、時間尿量(それぞれ279.5 :t 220.6、1O.5 :t 15.8%) のいずれに関してもコ
ントロール群と比較してANP群の方が有意に大きかった (p<0.05) 0 [結論]
イヌ腎動脈上大動脈遮断・再湛流モデルにおいて、 ANPは再瀧流後の腎血流
量、尿量を維持することにより腎機能保護作用を有する可能性が示唆された。

第 1 日目 15 : 00 --16 : 00 第 12-2 会場

P-D-027 心不全治療プロトコール作成の試み~ミルリノンを中心

として~

1) 大阪警察病院心臓センター内科
竹田泰治(たけだやすはる)1)，柏瀬一路1)，金銅伸彦1)，上田恭敬1)，

山元博義1)，黒飛俊哉1)，小松誠ll，清水政彦1)，大谷朋仁ll，飯沼義博ll ，

溝手勇1)，宇佐美雅也1)，平山篤志1) ，児玉和久1)

背景、目的:ミルリノンは末梢血管から投与可能な強心薬であり、心不全の治

療薬として有効であると報告されている。今回、ミルリノンを中心とした心不

全治療の手引きとなる治療プロトコールの作成を試み、実際の使用結果を検討
した。対象:平成12年10月~平成13年2月までの心不全入院41例のうち、ショッ
クやそれに準ずる状態を認めない18例。方法:当院にて試作した治療プロト
コール(表左)に従いミルリノンを第一選択薬として投与し効果判定をおこなっ

た。結果:第一選択的
投与プロトコールで ミルリJン簿一遭択的役与ブロトコール l 結果

は、 18例中15例で急性

心不全からの離脱が可
能であり、心不全の再
増悪を認めたのは1症
例で、あった。(表右)ま

とめ:心不全治療プロ

トコールの作成を試
み、良好な結果が得ら
れた。
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よP・D・028 CABG術後ミルリノン持続静注の薬物動態/薬動力学

1)大阪市立大学大学院医学研究科麻酔・集中治療分野

森正信(もりまさのぶ)1)，徳平夏子Il，西信一1)，西川精宣1)，浅田章1l

Phosphodiesterase II1 阻害薬であるミルリノンは、ボーラス投与に引き続
く持続投与で使用される。しかし、今回、 CABG症例を対象としてミルリ

ノンの持続投与の薬物動態および薬動力学を検討した。[対象1CABG術後
で心係数 (C1)が2.5から 3.0 L/min/m2の 10例の患者{方、法]ミルリノン0.5μgl
kg/min を持続投与した。投与開始l.5および3.0時間後に動脈血を採取し
HPLCにより血中ミルリノン濃度を定量した。また、留置された肺動脈カ
テーテルを用いて、 0， 1.5， 3， 6 時間後にC1および末梢血管抵抗係数(SVR1)

を測定した。得られた時間ー濃度データからクリアランス (CL)と排地速度定
数 (ke) を算出した。このCL、 keを用いて任意の時間での濃度を計算できる

ようにした。横軸に血中濃度、縦軸にC1あるいはSVR1をとり、濃度.効果を
プロットした。 Emaxモデルを想定して、 SAAMIIを用いた非線型最小自乗プ
ログラムで最大効果 (Emax) 、 50%効果濃度 (ED50) および曲線係数(y) を求

めた。[結果]最小有効濃度に達する時間は平均 1 時間34分であった。
Emax,ED50, y はC1で4.39， 75.01, 1.28であり、 SVR1で1952.8， 56.9， 3.51であっ
た。

P・D・029 重症患者に続発する心不全に対するolprinoneの使用経験

1) 日本医科大学付属病院高度救命救急センター

上田康晴(うえだやすはる)Il，川井真1) ，相星淳一1)，小井土雄一1)，
山本保博Il

olprinoneはPDE阻害薬の一つで、あるが、今回我々はolprinoneを使用した
特異な2症例を経験した。[症例1]精神分裂病の36歳女性、自殺企図から35
%の全身熱傷を受傷。第5病日デブリードマン・植度術を施行。第16病日
より大量補液と低蛋白血症・敗血症が原因でうつ血性心不全を合併。
DOA(3・10μg/kg/min) を利尿目的に使用するも改善しないため，olprinone
の持続投与 (0.06・0.1μg/kg/min) を 10 日間施行し心不全は改善した。【症
例21 アルコール依存症の52歳男性、原因不明の乳酸アシドーシス (ABG;
pH 6.815, PaC0237.3, Pa02288.2, BE -27.9, Sa0298.7%，乳酸 20.4， anion 

gap4 l.9) で1CU管理となった。アシドーシスの補正・十分な補液さらに
DOAを中心とするカテコールアミンを施行するも、循環動態は安定せ

ず、 olprinoneの持続投与 (0.1・0.3μg/kg/min) を併用しようやく安定化し

た。[考察]重症患者に続発する様々な心不全に対してolprinone持続投与
は有効である可能性を示唆している。
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0・15 循環系の評価

P・D・030 弁置換手術後の抗凝固療法中に脳梗塞を発症したー症例
一抗凝固療法のモニターはACT、 PT活性で十分か?

IJ奈良県立医科大学附属病院集中治療部 2)奈良県立医科大学心臓血管呼吸

器外科

平井勝治(ひらいかつじ)1 )，坂本尚典1 )，古家仁1 ) ，水口 一三2) ，

津田智弘2)，多林伸起2)，川田哲嗣2)，谷口繁樹2)

弁置換手術後の抗凝固療法中に脳梗塞を発症し、血液凝固能と血小板凝集機
能を同時にモニターし得た症例を経験したので報告する。(症例)62歳、女

性、僧帽弁狭窄症と狭心症の診断で僧帽弁置換術と冠動脈バイパス術をおこ
なった。 (術後経過)術後2日で人工呼吸器から離脱した。 術後5日に縦隔炎を

発症し、敗血症となったが、 NO吸入療法、 CHDFを施行し状態が改善した。
抗凝固療法として術後早期はヘパリンを投与し、 ACTで1ω秒を維持した。

術後16日からワルファリンを投与し、プロトロンピン活性INR2.0前後にコン
トロールした。 術後62日に突然左片麻樺を生じ、頭部CTにより脳梗塞と診断
した。 脳梗塞発症3日前のプロトロンピン活性別R2.33、 ACT155秒で血液凝

固能は低下していたが、 Screen Filter Pressureによる血小板凝集機能は
PATlO.25、 grade+3と充進していた。 発症後1 日の血液凝固能は低下し、血
小板機能は克進していた。 以後アスピリンとワルファリンとチクロピジンで
抗凝固療法をおこなった。(結語)心臓手術後の抗凝固療法は血液凝固能だけ
でなく、血小板機能にも留意する必要がある。

P・D・031 大動脈弁位人工弁機能不全におけるHITS測定の意義:人
工弁機能不全の診断への応用

IJ久留米大学医学部外科 2)久留米大学医学部集中治療部

青柳成明(あおやぎしげあき )IJ，平塚了一円福永周司lJ，田山栄基0 ，
田山慶一郎1 )，手嶋英樹IJ，炊江秀幸2)

TCDによるHITSは機械弁置換症例で多く検出される。 しかし、これまで人
工弁機能不全におけるHITSについての報告はない。 X線透視で機械弁の弁
葉開放制限を示した1例でHITS測定を行ったので、人工弁機能不全の診断
における HITSの意義と血栓弁発生のメカニズムについて検討を加えた。
{症例 ]74歳の女性。 5年前にS]M弁を用いて大動脈弁置換を行った。 1年前
に圧較差の増大とX線透視で弁葉開放制限(開放角32.7度)を確認した。 圧較
差の増大があることから血栓溶解療法を行った。 入院時、弁葉開放角は34.7
度、最大圧較差48.6mmHgで、 15分間のHITS数は17(正常例: 0.77::!:: 2.08) 

で、波形分析では、固形微小栓子を示すHITSが41 %、微少気泡と考えら

れる HITS は59%であった 。 血栓溶解療法後は開放角 27 度、圧較差
27.3mmHgとなった。 HITS数は 12で、固形微少栓子を示すHITSは25% を
占めるのみとなった。 [結語]人工弁機能不全では、正常機能に比し多数の
HITSを検出し、 HITSが人工弁機能不全、特に血栓弁やパンヌス形成の診
断に有用であると考えられた。

P・D・032 胸部X線写真による腹部大動脈癌術後症例の循環血液量評
価

IJ慶腰義塾大学医学部麻酔学教室(現けいゅう病院麻酔科)， 2)慶麿義塾

大学医学部麻酔学教室・一般集中治療室 3) けいゅう病院麻酔科・集中

治療室

柏木政憲(かしわぎまさのり )IJ，小竹良文2) ，森崎浩2) ， 増田純一3) ，

武田純三2)

[目的}ポータブル胸部X線写真 (CXR) における血管柄幅(VPW) や心胸郭比

(CTR) は血管内容量評価に有用である (Crit Care Med 2001: 29:1502) 。 今
回我々は， VPW , CTRと色素希釈法により測定した循環血液量 (BV) との

関係を検討した。 [方法]本研究は倫理委員会の承認を得て遂行した。 腹部
大動脈癌に対し人工血管置換術を受けた27名の患者を対象とした。 手術終
了時と翌朝にポータブルCXR仰臥位前後像を撮影し， Milne の方法

(Radiology 1984:152:1)により VPWを測定した。 同時に中心静脈圧 (CVp)
と， DDGアナライザ(日本光電社製DDG・2001) によるBV測定を行なった。
VPW , CTR, CVP と BVとの聞の相関係数 (r) を求めた。 [結果]のべ50セッ
トのデータを得た。 VPW と BV聞に弱い順相関を認めた (r=0.517 ， p< 

0.001)0 CTR と BV間， CVP と BV聞には相関を認めなかった (r=0.223および
r=0.019) 0 [結論]ポータブルCXR仰臥位前後像におけるVPWはCTRやCVP
より、術後患者の循環血液量を反映する可能性が示唆された。

P・D・033

第 1 日目 16 : 00 --17 : 00 第 12-2 会場

心疾患時の心臓前負荷の指標としての中心部血液量とぶど
う糖初期分布容量の比較検討

IJ弘前大学医学部麻酔科 2)弘前大学医学部附属病院集中治療部

石原弘規(いしはらひろのり )0，大川浩文IJ，鈴木朗子0，松井晃紀0 ，

坪敏仁2)，松木明知1)

我々が提唱しているぶどう糖初期分布容量 (IDVG) と心臓前負荷の指標とし

て最近注目されている中心部血液量 (CTBV) との関係を検討した。 [方法]
本学部倫理委員会の承認を得た後、 CABG直後入室した20名と急性心筋梗
塞 (AMI)で入室した 19名を対象とした。 ぶどう糖5g と ICG 25mgを急速に
中心静脈に投与し、その後11分間に渡り採血しIDVG、 血紫量 (PV) 、 血
液量 (BV) を算出した。 CTBVはパルス色素希釈法、心拍出量、ヘマトク
リット値より算出した。 [結果]IDVG と CTBV間には、入室直後相関はな
かった (CABG : r = 0.26 、 AMI : r =0.16) 。 翌日には正の相関を見た
(CABG : r = 0.71 、 p<O.Ol 、 AMI: r=0.59、 p<O.Ol) 。 入室時の心臓前負
荷に伴う低血圧とCTBVの多少には関係がなかったが、 IDVGの多少とは関
係があった。 [考案並びに結語]心疾患を有する患者で循環動態が不安定な
時には、 CTBVは心臓前負荷の指標にならず、 IDVGが心臓前負荷の指標と
してより有用である 。

P・D・034 連続心拍出量・右室駆出率測定Swan-Ganzカテーテルによ
る心機能評価 -RVAD離脱時期の決定要因について一

1)札幌医科大学救急集中治療部 ICU

高橋典之(たかはしのりゆき )0，岡沼水緒子IJ，紅露伸司0，西森英史円
吉田英昭IJ，升田好樹IJ，今泉均IJ ，浅井康文j)

心疾患合併症例のICU管理においてSwan-Ganzカテーテルは有用であり、
特に右室機能情報に重要性が大きい 。 平成 13 年9 月より当科において
Edwards社製の心拍出量および右室駆出率 (RV-EF) を連続して測定可能な
Swan-Ganzカテーテル (CEDV) および~CEDV/Vigilanceを用いて心機能、特
に右室機能の測定を行っている 。 また、 Swan-Ganzカテーテルにより測定
された右室収縮末期容量 (RV-ESV) と肺動脈収縮末期圧 (PSP) より modified
RV-Emaxを算出しRV-EFとの相関を検討した。 心血管手術が施行された4症
例に対しSwan - Ganz カテーテル (CEDV) により経時的にRV-EF.RV
ESV.PSPを測定し、 PSP/ RV-ESV=modified RV-Emax としRV-EFとの相関
関係を検討した。 相関係数r=0.93-0.99で、modified RV-Emax と RV-EFとの
強い相関関係が示された。 右室梗塞に対しRVADが装着された症例では
RVAD装着前のRV-EF 9%. modified RV・Emax 0.133mmHg/mlであったが
RVAD装着後RV-EF 17%. modified RV-Emax 0.213mmHg/mlと改善し、離
脱に成功した。 Swan-Ganzカテーテル (CEDV) による経時的右室機能測定
は有用で、ある 。
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P・D・035 プロポフォールが培養 E 型肺胞上皮細胞の増殖及びサイ
トカイン産生に及ぼす効果

1)神戸大学大学院医学系

三川勝也(みかわかっや)1)，森川修1)，仁科かほる1)，田中孝憲 1) ，

三住拓誉))，尾原秀史1)

{目的]急性肺傷害からの回復や線維化の防止には肺胞II型上皮細胞の増殖が
必須事項であると考えられる。また急性肺傷害では肺胞上皮が傷害のター
ゲットとなると同時にそれ自体がメデイエーターを産生し肺傷害の発症に

関与する。 Pは急性肺傷害患者における人工呼吸時の鎮静に頻用されてい
る。そこでPの肺胞II型上皮細胞増殖に対する効果並びにサイトカイン産生
に対する効果を検討した。[方法]SDラットより分離した肺胞II型上皮細胞
を用いてP (5, 50 mcg/mL)のII型上皮細胞増殖に対する影響をMTT改良
法及び~BrdU取り込み法にてKGFまたはHGFの存在下・非存在下で検討し
た。また同細胞をエンドトキシン刺激し培養液中のGRO/CINC濃度をPの

存在下・非存在下で測定した。[結果]Pは単独での肺胞II型上皮細胞増殖に
は影響しなかった。 KGFやHGFの細胞増殖克進効果に対しても影響しな
かった。またエンドトキシンによる GRO/CINC分泌に対しても影響しな
かった。【結論)Pは高濃度でも肺胞II型上皮細胞の増殖やGRO/CINC分泌に
影響しなかった。急性肺傷害患者の鎮静薬として不利なものとはならない
であろう。

P・D・036 HSP47アンチセンスを用いた肺線維症軽減モデル

j)大分医科大学医学部麻酔学教室

萩原聡(はぎわらさとし)1)，岩坂日出男1)，鵜島雅子1)，吉良慎一郎町
宮川博司1) ，野口隆之1)

近年、熱ショック蛋白のうちHSP47はコラーゲンの発現を分子シャベロン
として調節していることがわかってきた。我々は、肺の線維化形成過程に
おけるコラーゲンの合成に、このHSP47が重要な役割を果たしていること
を報告してきた。今回、 HSP47アンチセンスDNAを導入することで、蛋白
レベルでの合成を抑制しコラーゲンの分泌抑制をおこし、肺の線維化をコ
ントロールできるのではないかと考え、実験、検討した。[対象および方
法]Wistar系雄性ラットを用いた。1)コントロール群: bleomycin をlOunit/
kg投与。 2) アンチセンス群: bleomycin 10unit/kg とアンチセンス

100nmolメkgを同時投与。 3) センス群: bleomycin 10unit/kg とセンス
100nmollkgを同時投与。 4) アンチセンス単独群:アンチセンスを100nmoll
kg投与。その後、経時的に肺を摘出し、 HE染色、組織免疫染色を用い検討

した。[結果および考察]肺線維症モデルでの障害の増大とともにコラーゲ
ンおよびHSP47の発現が増加したが、アンチセンス群においてはその変化
を抑制することが出来た。肺線維化の進展過程においてコラーゲン合成は
重要であり、 HSP47を抑制することで肺の線維化を抑制する可能性が示唆
された。

P・D・037 左側迷走神経切断による神経原性肺水腫の発生抑制

1)名古屋大学大学院医学研究科麻酔・蘇生医学講座 2)名古屋大学医学部附
属病院手術部 3)愛知医科大学医学部麻酔科学講座 4)愛知医科大学医学

部薬理学講座

鳴国剛(ひょうこくご)1)，西脇公俊1)，滝和美2)，小松徹3) ，石川直久ペ

島田康弘1)

{目的]中枢神経系NOが神経原性肺水腫 (NPE) の発生を抑制すると報告して
きた。今回、左迷走神経切断による延髄迷走神経核のbNOS発現とNPE発生
の関連を調べた。【方法]NPEはラットフイブリン肺水腫モデル(第4脳室内
にフイブリノーゲンとトロンピン投与)を用い発生率と肺水分率を検討し

た。ラットを対照群(直前に両側迷走神経切断)と左迷走神経切断群(左迷走
神経切断を肺水腫実験l週、 2週、 4週前に行い、右迷走神経は直前に切断)
に分けた。左迷走神経切断2週群ではL-NAME 、 D-NAME脳室内前投与の
影響も検討した。[結果・考察]発生率は対照群の100%に対し、左迷走神経
切断1週後78%に、 2週後22%に減少し、 4週後83%に回復した。水分率も同
様のパターンを示した。神経切断2週群でL-NAMEは発生率を100%に上昇
させたが、 D-NAMEの影響はなかった。免疫染色では、神経切断2週後に左
側延髄迷走神経核においてbNOSが増加したが，右側では変化がなかった。
bNOS mRNAの発現も同様な結果であった。迷走神経切断により同側迷走
神経核bNOSが増加し、 NPE発生が抑制されたと考えられた。

P・D・038

第 1 日目 14 : 00 --15 : 00 第 12-3 会場

テルブタリンならびにドブタミンが敗血症ラットの横隔膜

収縮力に及ぼす影響

1)札幌医科大学麻酔学講座

藤村直幸(ふじむらなおゆき)1)，住田臣造1)，伊藤徹雄1)，卯月みつる1)，
枝長充隆1)， 辻口直紀1)，並木昭義1)

敗血症時の呼吸不全の一因として横隔膜収縮力低下が知られている。我々
は、これまでにイソプロテレノールが，敗血症時の横隔膜収縮力低下を改
善することを明らかにした。本研究は、 ß 1-、 ß2・アドレナリン性受容体、

いずれの受容体刺激が収縮力低下を改善するか検討した。[方法)1) Wistar
系ラットを用い盲腸結繋穿孔法 (CLP群)により敗血症を作成した.なお，

対照群は単開腹のみ行った。 16時間後に左横隔膜標本を摘出し，クレブス
液槽内で単収縮刺激および強縮刺激に対する収縮力を測定した。 2) ドブタ
ミン (DOB) ，テルブタリン (TER) を 10-9 ， 10-8, 1O-7molll 投与し単収縮刺激，

強縮刺激に対する筋収縮力を測定した。 3)cAMP濃度をEIA法により測定し
た。{結果]1) TERはCLP群の単収縮刺激，強縮刺激に対する収縮力を有意
に増強した (p<O.Ol) o 2)DOBには収縮力増強作用は認められなかった。 3)
TERの収縮力増強作用はプロプラノロールにより消失した4)TERは横隔膜
筋中のcAMP濃度を増加した (p<O.ol) o [結論]本研究は、 ß2・アドレナリ
ン性受容体刺激によるadenylate cyclase の活性化が、敗血症時の横隔膜収
縮力を改善することを明らかにした。

P・D・039 Bacterial DNA に含まれるCpG motifによる炎症反応とそ
の抑制

j)横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター麻酔科， 2)Center for 

Biologics Evaluation and Research, FDA , 3)横浜市立横浜市民病院麻酔
科

山田宏(ゃまだひろしい，石井健2) ， Dennis M. Klinman2 ) ，工藤一大3)

[背景/ 目的]bacterial DNAカ'lipopolysaccharide と同様に炎症反応を起こ
すこと、生体の免疫系はbacterial DNAに含まれる 6塩基配列: CpG motif 
を認識していることが明らかになってきた。私達はCpG motif による炎症

反応を抑制する塩基配列 suppressive oligodeoxynucleotide (ODNsup) を
設計し、その作用を検討した。[対象/方法/結果]in vitro マウスマクロ
ファージ細胞RAW246.7 cell を bacterial DNAまたはCpG motifを含むODN
(CpG ODN) で刺激、 24時間後にTNF-α 、 MIP・2 を測定した。 bacterial
DNAまたはCpG ODNはこれらのサイトカイン産生を誘導し、 ODNsupは
用量依存性にこれを抑制したo in vivoマウス肺にCpG ODNを注入し4、 16
時間後に肺胞洗浄を行いTNF-α マウスケモカインMIP-2およびKC、好中
球数を測定した。 CpGODNはこれらサイトカイン誘導と好中球の集族をも

たらし、 ODNsupはこれを有意に抑制した。[考察】CpG motif はseptic
shockをもたらすこと， LPSによる炎症反応を増強することが報告されてい

る。今回の結果は，これらCpG motifに由来する炎症反応の抑制性塩基配
列ODNsupによる抑制/制御の可能性を示唆するものと考えられる。
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P・D・040 ARDS/ALIに対するopen lung approachと経腸栄養の早期
導入は予後を改善する

1l横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター

山口修(やまぐちおさむ)1)，大塚将秀l ) ，後藤正美1)，松尾憲一1l ，

下山哲1l

ARDS/ALIに対して. open lung approachと経腸栄養の早期開始をあわせて
導入した前後で、予後の比較を行った[対象]1996年10月から 1999年10月までに
入室したARDS/ALIの13名は，3-&mH20のPEEPを適用し栄養は主に経静脈的
に投与した(前期群) .1999年11月から2001年6月までの12例は，圧量曲線を計測
しPEEPはlower inflection pointを上回る値に，PSVはPIPがupper inflection 

pointを超えない値とした[結果]28日後の予後は，前期群の生/死4/9に対して
後期群9/3と有意に生存率の改善を認めた (Kaplan-Meier， p<0.05) .LISは群聞
に差を認めず，APACHEillは前期群の61.8 :t 25.5に対し後期群は78.8 :t 23.3 と
むしろ高値であった (p 0.04).人工呼吸期間のうち，経腸栄養を施行した期間

の割合は前期群が0.32 :t 0.35に対し後期群は0.79 :t 0.30 と高かった (p 0.002) 
[考察)PEEPのほかpost pyloric feedingにつとめたことが幸いしていると
考える .

P・D・041 ARDS/ALIに対する腹臥位療法短期効果について -CT所
見と酸素化能の相関一

1l和歌山県立医科大学救命救急センター

那須英紀(なすひでき)1l，篠崎真紀1l，乾晃造1l，高江洲秀樹Il，

中敏夫1l，川崎貞男1)，友湖佳明1)，篠崎正博J)

(はじめに)ARDS/ALIにおける腹臥位療法は酸素化能を改善させるが、そ

の効果はARDS/ALIの原因により大きく異なる可能性がある。 今回我々は
背側優位の肺病変により ARDS/ALIをきたした症例について、腹臥位前後
のCT画像所見および酸素化能について検討したので報告する 。 (対象およ
び方法)症例は2000年3月から2001年9月まで当センターに入室し人工呼吸管
理をうけたARDS/ALI症例のうち、腹臥位管理前後のCT画像所見と血液ガ
ス所見を追跡可能であった成人例20例(男 16例、女4例平均64.4歳)を対象に
retrospectiveにCT画像所見(無気肺優位、胸水優位、浸潤影、スリガラス
陰影に分類し)及び酸素化能を検討し、腹臥位の短期効果について評価し

た。(結果)腹臥位施行例のCT所見においては全例が背側優位の病変を形成
していた。 腹臥位施行前後の酸素化能の比較では全例に酸素化能の改善が
みとめられたが、 CT病変のタイプ、改善度に関連は認められなかった。

(まとめ)腹臥位療法は背側優位の肺病変を形成するARDS/ALIに対して酸
素化能を改善させるが、その改善度はCT画像所見の改善とは一致しない。

P・D・042 Stress Index strategy based on pressure-time curve 

analysis can be more protective than NIH strategy 

1l福島県立医科大学医学部麻酔科学講座， 2)University of Pisa, Italy , 
3)St. Michael's Hospital, University of Toronto, Toronto 

中根正樹(なかねまさき)I)，川前金幸1)，村川雅洋 1 ) ，

V. Marco Ranier j2), Arthur S. Slutsky3) 

We recent1y reported that the inspiratory airway opening Pressure-time 
(Pao-t) profile during constant flow predicted minimally injurious ventilation 
The coe伍cient (b) of the power equation (Pao=a . tb+c) can indicate whether 

the lung is being recruited/de-recruited (b< l), overdistended (b>l) , or 
no stress (b=l). We hypothesized that using the Stress Index (SI) strategy 

and maintaining b=l would be more protective than the NIH ARDSNet 

strategy. Lung lavage was performed in rabbits who were randomly 

ventilated for 3 hours using one of the following: SI: low V T. adjust PEEP so 

that b=l; NIH: follow the NIH protocol; Injurious (Inj): high VT and low 

PEEP. F102 was adjusted so that Paﾜ2 was 55-80. P /F in SI was the highest 

among all 3 groups. Elastance in NIH was elevated, while that in SI was 

maintained as baseline. Our results suggest that a strategy based on SI may 

provide higher oxygenation and may minimize ventilator-induced lung injury 
by recruiting the lung with minimal stress. 

第 1 日目 15 : 00 --16 : 00 第 12-3 会場

P・D・043 緑膿菌肺炎に対する protective ventilationの効果

1l横浜市立大学医学部麻酔科学講座 2)横浜南共済病院麻酔科 3)横須賀

共済病院麻酔科 4)神奈川県立循環器呼吸器病センター麻酔科 5)東京大

学大学院医学系研究科

倉橋清泰(くらはしきょやすい，太田周平2)，藤田朝子3)，馬場靖子1) ，

佐藤美菜子ペ中村京太1)，内田寛治5)，山田芳嗣J )

[目的]ALIやARDSの患者に対して一回換気量 (TV) を減らし高いPEEPを
かけることで肺傷害を軽減し生存率を上げる 。 このような肺保護的換気が

細菌性肺炎に対しても効果があるかどうかを検討する 。 [方法・結果]ラッ
トの左肺に緑膿菌浮遊液 (1 X 108 CFU/kg) を注入した後、 TV 6 ml/kg, 
PEEP 3 cm H20 (Jow TV群); TV 12 ml/ kg, PEEP 3 cm H20 (high TV 

群); TV 6 ml/kg. PEEP 10 cm H20 (high PEEP群)の3つの異なる換気条
件で6時間にわたり人工呼吸を行った。 3群共に細菌の注入後から血圧の低
下と acidosisの進行がみられた。 6時間後の非感染肺(右肺)の水分量と肺胞
洗浄液 (BALF) 中のTNF-αj農度はhigh TV群で正常肺に比し有意に高かっ
た。 これらの変化はhigh PEEP群では有意に抑えられた。 肺酸素化能は細
菌の注入と伴に悪化したがhigh PEEP群では良好に保たれた。[考察]緑膿
菌肺炎に伴い何れの換気条件でも敗血症性ショックを発症したが、非感染

肺では保護的換気により炎症を抑え、結果的に肺の浮腫を軽減し酸素化能
を改善したと考えられる 。 [結論】肺保護的換気はラットの急性緑膿菌肺炎
モデルにおいて肺の非感染部での炎症を抑え、非感染肺の傷害を軽減させ

ると考えられた。

P・D・044 下側肺障害部位の経時的変化一経食道心エコーを用いた観

察一

J )弘前大学医学部附属病院集中治療部 2)弘前大学医学部麻酔科学教室

坪敏仁(つぽとしひと)Il，高村かおり 1 ) ，大川浩文1)，石原弘規1)，

松木明知2)

ARDS患者の下側肺障害部位変化を経時的に観察した報告はない。 今回経
食道心エコーを用いて、下側肺障害部位の日々の面積変化を測定したので

報告する 。 対象および方法 :5日以上連続して観察しえた15名のARDS患者
を対象とした(測定回数77回) 。 四腔断面部位で経食道心エコーを用い下行
大動脈を介して、左肺底部の下側肺障害を観察した。下側肺障害部位の面
積はCT画像面積と比較した。 また下側肺障害部位面積と肺酸素化能を比較
検討した。 結果;下側肺障害面積は12.0 :t 2.8cm2から8.5 :t 6.7cm2 と日々の変
動の幅が大きかった。 経食道心エコーと CTで測定した側肺障害部位面積は

良く相関した (r=O.72、 p<O.ol) 。 下側肺障害部位面積と Pa02/Fi02は良く相
関した (r=-0.53、 p<0.05) 。 結論および考察: ARDS患者の下側肺障害部位

変化では、 CTを用いて96日および196 日間隔で測定した報告があるのみで
ある 。 経食道心エコーは重症患者でも連日の病変部位の観察が可能であ
る 。 今回の結果により、下側肺障害部位は日々大きく変化しており、肺酸

素化能を良く反映することが明らかとなった。
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P・D・045 食道癌術後ARDS症例の検討

j)東京医科歯科大学医学部集中治療部 2)東京医科歯科大学医学部外科

野坂俊寿(のさかとしひき)1l，森森r本卓史J)，三高千恵子J)，今井孝祐υ
河野辰幸2幻) 

2年6ヶ月間 01年4月から 13年9月)に食道癌で手術(食道亜全滴，胃管再建)
しICUに入室した症例は89例あった。そのうち7日以上挿管した症例は18例
あり， ARDSと診断 (Pa02/Fi02<200 ， 両肺野浸潤陰影，心不全の否定)さ
れた症例は3例であった例目は66歳男性。 6PODより呼吸状態が悪化
し， 18PODに抜管できた。 2例目は59歳男性。 1PODより呼吸状態が悪化
し， 15PODに抜管できた。 3例目は71歳男性。 5PODに抜管したが，その後
呼吸状態が悪化し8PODに再挿管となった。全例とも，食道癌はStageIII
IVaで，切除・郭清のため手術侵襲は大きかったが， ARDS発症時には縫合
不全や明らかな感染はなかった。治療では，全例で陽圧呼吸管理を行い，
気管支鏡による曙疲排出を頻回にし肺炎を予防した。 2例では，ステロイド
投与が有効で、あった。侵襲の大きい手術後のARDSでは，感染と多臓器不

全の予防が重要と思われた。

P・D・046 術後入院経過中に発症したARDS6症例の検討

1)香川県立中央病院麻酔科 2)香川県立中央病院救命救急センター 3) 岡山

大学医学部付属病院麻酔科蘇生科

高島武'換(たかしまたけあき)1)，松岡義和1)，新井美奈子J)，藤井桂子])，

安藤英二九平崎盟人1)，松下幹晴川小野剛川小西英毅1)，瀬戸甲蔵J)，
松田力哉円小原祐子3)

[緒言lARDSは救命率が依然低い術後合併症のひとつである。今回過去5年間
に当院ICUで経験した6例の術後ARDS症例(男5例，女1例，平均年令75歳)につい
て術後経過と背景因子を調査し周術期のリスク要因を検討した。[結果.考察]
術前病名としては4例が消化器の担癌患者で，術前問題点として4例に低肺機
能，3例に貧血と低栄養を認めた。手術時間は4例が5時間以上で、あった。全例
術後ICU管理後，SIRS状態のまま帰棟したが，1週間以内に呼吸不全でICU再入
室となった。 2例が敗血症，2例が肺炎を合併しており発症要因と考えられ
た。胸部X線所見で4例に限局性の初期変化を認めたが，その時点では無気肺
や肺炎などの術後肺合併症との鑑別が困難でARDSへの進展は予想できな
かった。全例にステロイドパルス療法を施行したが， 5例が死亡退院 (ICU内
死亡2例，退室後ARDS再燃にて死亡2例)した。[結論}術前状態の悪い高齢者
で，手術侵襲により術後SIRSの存在する症例はハイリスクである。術後
ARDSの進展予防には感染防御が重要であり，より厳重な術後管理を行う必
要があると考えられた。

P・D・047 NO吸入による酸素化能の経時変化

1)群馬大学医学部附属病院集中治療部 2)群馬大学医学部麻酔・蘇生科，

3)埼玉県立循環器病・呼吸器病センター

日野原宏(ひのはらひろし)1)，伊佐之孝J)，国元文生J)，守田敏洋3) ，

後藤文夫2)

ARDSや背側無気肺などは、換気血流不均衡が原因で酸素化能が障害きれ
る。 NO吸入療法は、換気されている部分の肺血管を拡張させ、そこに血流

を呼び戻すことによって短時間で酸素化能を改善させる事ができる。しか
し、一時的に酸素化能の改善をみてもその後PCPSへの移行を余儀なくされ
たり、離脱できない症例がある。今回我々は、 NO吸入療法を行うにあた
り、 NO吸入開始前日・直前・直後・ 1 日後・ 2 日後・ 3 日後の酸素化能の変

化を観察した。患者をNO離脱可能群と死亡群に分けるとNO開始後2日後・
3 日後で、両群の酸素化能に有意差があった。このことからNO吸入2日後での
酸素化能は、予後の指標となりうると考えられる。 NO離脱可能群でも3 日
後の酸素化能は低下するので、 NOの効果がある間に除水ゃうつぶせなどの
理学療法を積極的に行う必要がある。

P・0-048

第 1 日目 16 : 00""" 17 : 00 第 12-3 会場

緊張性気胸後の遷延性低酸素血症にNO吸入が奏効した一
例

J)富山医科薬科大学附属病院集中治療部 2)富山医科薬科大学医学部麻

酔科学教室

渋谷伸子(しぶやのぶこ)J)，山崎光章1)，釈永清志2)

気胸後には、再膨張に伴う肺水腫がしばしば起こるがPEEPを負荷した人工
呼吸によって数日以内に軽快する。今回、低酸素血症が遷延し、 NO吸入が

奏効した症例を経験したので報告する。[症例 1 4歳、女児。既往歴:胎児
仮死にて出生後、脳性麻樺となる。現病歴:左股関節の脱臼に対し、平成
13年5月 22 日に近医にて関節形成術を行った。術後筋緊張の充進・ CPKの異
常高値を来し、横紋筋融解症と診断され27日当院小児科に紹介入院となっ

た。ダントロレン・ミダゾラムを投与したが筋強直は持続し、右肺上葉に
無気肺を認めSp02が70%に低下した。 5月 30日に全身麻酔下にIVHを挿入し
た際に左緊張性気胸を生じた。胸腔ドレーン挿入したが、 100%酸素人工呼
吸下でPa0259mmHgと低酸素血症を認めた。 PEEPにても改善せず、サー
ファクタント注入も効果がなかったが、 6月 3 日に NO吸入を開始したとこ

ろ、直後より Sp02は著明に改善した。その後、 NO濃度を徐々に下げ、 6月
18日に抜管した。

【考察]本症例の低酸素血症は、無気肺と左気胸後のARDSによるもので換
気血流の不均衡、低酸素性肺血管輩縮、 NOの産生低下が起こっていたもの
と考えられた。

P・D・049 高PEEPと気道内圧の制限により高炭酸ガス血症をきたし

たが意識回復したARDSのー症例

J)横浜南共済病院麻酔科・ ICU

関野長昭(せきのながあき)1)，井上一衛1)，平田雅子J)，田j畢利治1)，

川崎理栄子J)，後藤美那子1)，石和大1)

近年ARDSの人工呼吸管理の戦略として、高いPEEPの使用と気道内圧の抑

制による方法が推奨されている。肺胞の過度の進展を避けると換気量が抑

制され高炭酸ガス血症を余儀なくされることがある。この高炭酸ガス血症
の許容域について、今回緊急CABG後に肺炎からARDSに陥った症例での知
見を報告する。症例は67歳男性。術直後から人工呼吸を離脱できず、酸素

化の改善目的で、術後16 日目にPEEP15cmH20 とし 10cmH20の圧制御によ
るSIMV としたところ、 PaC02ñ'99mmHgで、pHは7.1 まで低下した。以後高

PEEPで最高気道内圧が30cmH20 を超えないように管理した。 3 日目に
PaC02は100mmHgを越した。 5日目に気管切開術を施行、この際PaC02は
122mmHgまで上昇した。 6日目に鎮静剤を中止した。 7 日固までPaC02は
100mmHgを越していたが、幸い9日目にpH7.3、 PaC02が84mmHgで、問い
かけに対して返答するまで意識が回復した。しかし本症例は意識回復の4日
後の術後29日目にMRSAによる敗血症ショックを起こし、肺機能の改善も
得られず術後50 日目に死亡した。

P・D・050 重症ARDSの加療中に肺梗塞を合併した 1例

1 ) 日本医科大学付属病院高度救命救急センター

林幹彦(はやしみきひこ)1)，上田康晴1l，磯部将人J)，菊池弘子1l，

白浜彰彦1)，山本保博1l

今回我々は異型肺炎(サイトメガロウイルス肺炎)が誘因となった重症

ARDSに肺血栓塞栓症を合併した症例を経験した。入室時P/F Ratio59.7 と
極めて高度な低酸素血症と胸部X線において全肺野ですりガラス状陰影を認

めた。 Pressure Control Ventilationでの呼吸管理、 Kinetic Tableによる
肺理学療法を中心に集約的治療を施行した。第7病日より急性腎不全を併発
し、 CHDFを開始。第9病日突然循環・呼吸状態が悪化し、第11病日に肺血
流シンチグラフィーで肺梗塞像を認めたため、 t-PA製剤による抗凝固療法

を開始した。その後一命を取り留めることができたが、敗血症をも併発し
第100病日にいたるまでICUにて呼吸管理を行った。本症例は、 Kinetic
Tableによる肺理学療法を中断し胸部CT撮影後に発症したものと考えられ
る。血液凝固系の異常は認めていない。一般的に肺血栓塞栓症は術後患者
などで長期臥床によって発生しやすいとされている。よって重症呼吸不全
管理の際には、長期臥床を余儀なくされるため十分な注意が必要である。
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P・D・051 高気道抵抗患者がpressure support ventilation時に二段呼
吸となる原因と対策ーモデル肺による検証

J)横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター集中治療部 2)横浜市立

大学医学部附属病院集中治療部 3)横浜市立大学医学部麻酔科学講座

大塚将秀(おおつかまさひで) 1) ，磨田裕2 )，山口修 1 ) ，後藤正美J)，

下山哲1l，山田芳嗣3)

[はじめに】患者の気道抵抗が高いと、 pressure support ventilation (PSV) 
時に吸気が二段になることを経験する 。 この現象は、気流の振動のために

早期termination と再トリガーを繰り返すことが原因であることを、コン
ビュータシミュレーションで解析して報告した(第25回大会)。今回は、人
工呼吸器とテスト肺を用いてその結果を検証した。 [方法]PSVモードに設
定したNellcor Puritan Bennett 840 を、 TTLモデル肺 (Michigan
Instruments Inc.. USA) の一側のユニットに接続した。 トリガーのために、

付属金具で連結された他方のユニットには調節呼吸モードのNewport E-200 
人工呼吸器を接続した。 人工呼吸器の設定を変化させ、回路内圧波形を記

録した 。 [結果]気道抵抗を増加させると多段吸気現象が観察された 。
Termination flowの減少、ゆるやかな吸気立上がり、加湿モジ、ユールの除
去でこれを防ぐことができた。{考察および結語]高気道抵抗患者がPSVに
不同調の場合、 termination flowや立上がり速度の調節が有効であることが

示された。 これらの結果はコンビュータシミュレーションの通りであり、

異常な換気状態の解析にシミュレーションは有用な手段であると考えられた。

P・D・052 PAVモードにおける最適な条件設定について

1l横浜市立大学医学部附属病院集中治療部 2)横浜市立大学医学部麻酔科

佐々木勝教(ささきかっのり) 1) ，境倫宏1l，磨田裕1l，中村京太2) ，

山田芳嗣2 )

PA V (Proportional assist ventilation) は患者の呼吸努力に比例した圧補助
を行う新しい概念の換気モードであり、呼吸の大きさの生理的な変動が温
存され、非常に良好な同調性が期待されている。一方、どのようにして

flow assist (F A) , volume assist (V A) などの換気条件を適切に設定するか
は明確にされていない。 我々は、 Evita 4のPPS(proportional pressure 
support、 PAVと同義)モードで人工呼吸管理を施行した際、換気力学モニ
ター (Bicore社、 CP-100) を用いてFA、 VAを設定し良好な呼吸管理ができ

た。食道内圧、コンブライアンス、気道抵抗、呼吸仕事量を測定し、 FA、
VAを段階的に変化させ、呼吸努力の同調性が維持され、かつ呼吸仕事量軽
減効果が最大の条件になるよう設定した。 さらに、 PAVの換気条件の設定
と患者呼吸努力の同調性を評価するため、健常ボランテイアで呼吸設定を

再現し検討した。 その結果気道抵抗が高く、 VAを70%以上に設定した場合
に吸気サポート終了が有意に遅れる現象が確認された。

P・D・053 覚醒時の PSV の呼吸パターンの変化

1 )川崎医科大学麻酔・集中治療医学教室

藤田喜久(ふじたよしひさ)1l，木村素子1l，横田喜美夫1l，木村健一1l ，
左利厚生1 )

pressure support ventilation は吸気と呼気が患者によりトリガーされる
ために、患者の意識の状態によりその呼吸パターンは影響をうける 。 本研

究で、は覚醒時の呼吸パターンの変化を検討した。

[対象と方法]
本研究計画は川崎医科大学倫理委員会の審査を受けた。 川崎医科大学集中
治療室にて、気管内挿管下にpressure supportモード (Bennet 7200) にて人
工呼吸中の患者5名を対象とした。 プロポフォール持続注入にて鎮静中とプ
ロポフォール投与中止後の覚醒後の換気動態を人工呼吸器の気流速度と気

道内圧シグナルをA-D変換ボードを介してパソコンに取り込み計算処理し
て、一呼吸サイクル毎の呼吸パラメータを計測し比較した。

[結果と考察]
いずれのパラメータも覚醒によりばらつきが大きくなったが、臨床的な非

同期症状は観察されなかった。 平均値では一回換気量に変化がない一方
で、覚醒により呼吸回数が増加した。 吸気時間の変動は少なく呼気時間は
短縮しており、 1呼吸サイクルに占める吸気時間の短縮が呼吸回数の増加と

なった。

P・D・054

第 1 日目 1 4 : 00 --15 : 00 第 12-4 会場

換気モードの違いによる人工呼吸管理症例の検討 -PSV と

SIMV との比較~

1l熊本市医師会熊本地域医療センター麻酔科

成松紀子(なりまつのりこ)1l，尾崎真理1 ) ，高群博之1l，田上正1l

人工呼吸管理において最高気道内圧をあまり上げず，圧損傷 (barotrauma)

を起こさないような換気法が注目きれている 。 人工呼吸と予後との関係に
ついて換気モードの違いから比較検討した。 [対象]1999年1月より 2001年7
月までに当院麻酔科で、人工呼吸管理を行った48症例(慢性呼吸器疾患や意識

障害等の症例を除く) 0 [方法]PSV (pressure support ventilation) 中心に
呼吸管理を行ったP群 (n = 2 1)、 SIMV ( synchronized intermittent 
mandatory ventilation) を中心としたS群 (n=27) にわけで人工呼吸期間、
挿管日数、使用した鎮静薬の種類、合併症・予後等についてレトロスベク
テイブに調査した。 【結果]人工呼吸を要した症例の内訳は予定手術術後が
22例、緊急手術術後が13例、急性呼吸不全が13例であった。 人工呼吸期間
(平均±標準偏差)はP群が5 :t 5 日、 S群が11 :t1O日 (P<0.05) 、挿管日数はP
群が6 :t 5 日、 S群が14 :t 19 日と P群の平均人工呼吸期間が有意に短かった。
S群での人工呼吸期間中の鎮静薬使用種類はP群よりも多かった。 [結論]
PSVはSIMVに比べ患者の負担が少ない換気モードであり、人工呼吸期間の
短縮に寄与する可能性がある。

P・D・055 LTV1000 (Pulmonetic Systems) を用いた心臓外科術後
患者の人工呼吸器からの離脱

])長崎大学医学部附属病院集中治療部 2)長崎大学医学部附属病院麻酔

科

中村利秋(なかむらとしあき) 1l，吉村真紀2) ，吉富修2) ，前川拓治ベ

粛藤将隆D，横田徹次1l，澄川耕二2)

患者の呼吸に同調する機能をもっ搬送用ベンチレーターは従来のベッドサイ

ドベンチレーターと比べても遜色のないことがわかってきた。 今回、搬送用
ベンチレーター (LTV1000) とベッドサイドベンチレーター (BENNETT
7200) を用いて離脱をはかり、呼吸・循環動態におよほす影響について検討
した。 心臓外科術後患者を無作為に、術後ICUへ搬送する前からLTV1∞oを
装着し離脱をはかった3名 (L-L群)と搬送時は用手換気でその後の離脱には
BENNETT 7200を用いた3名 (M-B群)の2群に分けて検討した。 搬送前の
PaC02はL・L群/M-B群で、それぞれ41 :t 3/41 ::t 2 mmHgと差はなかったが、

ICU搬送直後のPaC02はL-L群/M・B群で、42:t 2/33 :t 7 mmHgと有意差をもっ
てM-B群が低く、過換気の傾向を認めた。 LTV1∞oからの離脱をはかってい
る間トラブルはなかった。 両群とも離脱過程で血行動態は安定しており再挿
管になる患者もいなかった。 術直後は不安定で搬送時から安定した呼吸補助
を得ることは重要であり、 LTV1∞0はその後の離脱にも安全に使用できると
考えられた。

-121 -



D・20 BiPAP 

P・D・056 Minitracheostomyを介してのBiPAPによる人工呼吸管理の
試み

o聖路加国際病院麻酔科・集中治療室

青木和裕(あおきかずひろ )0，橋本学0，大和田哲郎0 ，長尾知哉])，
清水博0，山家安子0，片山正夫])

[はじめに]呼吸不全において、非侵襲的呼吸管理を行うことが主流となり
つつある。我々は、元来気管内吸引を主目的とする Mini trachを介して、
BiPAPによる人工呼吸管理を試みた2症例を紹介する。[症例】症例1は92歳
男性。急性胆管炎からの敗血症性ショックにて緊急開腹術が施行され、術

後誤礁性肺炎、 CO2ナルコーシスを起こした。症例2は81歳男性。 腸閉塞に

て緊急開腹術が施行され、術後C02ナルコーシスを起こした。両症例とも気
管内吸引目的でMini trachを留置し、マスクによるBiPAPを行ったが、鎮
静を要した。 BiPAPを Mini trachに接続したところ、鎮静が不要になるな
ど、順調に離脱が進んだ。[考察]Mini trachによるBiPAPは、呼吸回路の
漏れに対応でき、マスクによるBiPAP と比べ、患者がマスクの密着を気に

せず、気管内吸引、経管栄養や持続咽頭吸引を施行できる 。 また、
minitracheostomyはtracheostomyと比べ低侵襲であり、発語も自由にでき

る。さらに、誤鴫が少なくなり、気道分泌物が減少する印象があった。 [結
論]Mini trachを介したBiPAPによる人工呼吸管理法を用い、呼吸不全患者
のQOLを保持しつつ呼吸器の離脱を進められた。

P・D・057 Minitracheostomyを介した器械的人工呼吸における換気測
定法

])聖路加国際病院麻酔科・集中治療室

片山正夫(かたやままさお)])，青木和裕])，橋本学])，大和田哲郎0 ，

長尾知哉])，清水博])，山家安子])

[はじめに] Minitrachestomyを介した人工呼吸器症例で換気測定する場合、
大量の漏れのため回路中の換気量計では不正確になる。またマスクを介し
た測定では呼吸パターン自体を変えてしまう事が多い。われわれは呼吸性
インダクタンスプレチスモグラフィー (RIP) を応用し経胸壁的な換気測定法

を試みた。[方法]RIP測定にはSomnoStarを用いた。胸郭・腹部に巻いた測
定バンドのインダクタンス変化は換気量に比例する。バンドの感度調整は

Quantitative Dynamic Calibration法により行われた。 容量較正にはWright
式換気量計をマスクに接続して行った。 Mini Trachを介しBiPAPによる人
工呼吸管理を施行していた81歳男性に本法を用いて、換気条件をBiPAPか
らCPAPまで変化させた際の換気量等を測定した。{結果と考察]本法により
呼吸数/一回換気量の算出が可能となり、呼吸器離脱を進める根拠となっ
た。[結論1 Minitracheostomyを介した人工呼吸においてRIPによる換気測
定は有用であった。

P・D・058 リーク存在下でのNPPV人工呼吸器と ICU人工呼吸器の性
能比較

])大阪大学医学部附属病院集中治療部

三好恵理子(みよしえりこ)])，藤野裕士0，内山昭則])，西村匡司 0 ，

妙中信之])，真下節])

[目的]NPPVを行うとき、陽圧換気に伴うリークがしばしば問題となる 。
リークが多いときの、 NPPVベンチレーターと ICUベンチレーターの性能を
比較した。[方法】ICUベンチレーターとしてMallinckrodt 7200ae と 840、
NPPVベンチレーターとしてRespironics BiP AP Vision と S/T-Dを対象と
した。モデル肺に呼吸回数10回/分、吸気流量60L/分の自発呼吸をさせ、呼
吸器をCPAP 5cmH20、 PS lOcmH20に設定した。回路内のリークを増や
したときの吸気時最低気道内圧 (PI:cmH20) と delay time (DT:sec) を測定
し、 3呼吸の平均を計算した。[幸吉果]leal王は3cmH20下の流速であらわし
た。[結語]ICu人 72∞鶴 自40
工呼吸器はlOL/分抱制νm同 D了 間 OT PI 

以上のleakでは追 o.ω4.56 0.067 4.33 
1.8 0.097 4.92 0.060 

従しなかったが、 3.4 0. 1 ∞ 4 .92 0057 4.16 
それ以下での性能 5.7ωo 4.92 0.050 402 

0.053 
低下はなかった。 11.9

Vision S/T-O 

OT PI OT PI 

0.500 3.70 0040 3.19 
0.047 3.43 0.050 3.25 
0.043 3.47 0.050 3.26 
0.050 361 0.057 3.25 
0.047 3.40 0.057 3.23 
0.050 3.38 0.050 3.16 
0.050 3.36 0.050 3.08 
0050 3.15 0.053 3.03 
0.050 3.13 0.040 2.86 

P・D・059

第 1 日目 15 : 00 --16 : 00 第 12-4 会場

人工呼吸器からのウイーニングに換気補助としてBiPApTM

が有用であった3症例

])福山市市民病院麻酔科

宮庄浩司(みやしょうこうじ)])，小野和身])，岡本有美子])，石井賢造])

ウイーニング困難な3症例に対し、 BiPAPによる抜管直後の換気補助が有効
であった。[症例1]77歳、男性身長165cm、体重約40kg、 TB、肺気腫にて
在宅酸素療法を受けていた。高炭酸ガス血症による意識低下にて緊急搬送
され、気管内挿管後人工呼吸管理を開始した。 挿管15 日目に努力性肺活量
(FVC) 150mlで、抜管し、 BiPAPを装着した。 [症例2]72歳、女性、身長
150cm、体重38kg、左半身麻庫、全盲、誤嶋性肺炎があった。開腹術施行

後ICUに帰室し、翌日抜管したがPa0247.2mmHg(02; 6L/分)にて再挿管
し、術後6日目 FVCが200mlで、抜管後bipapを装着した。[症例3]86歳男性、
身長160cm、体重78kg、心房細動、 TB、端息の既往で、在宅酸素療法
(02; 0.2L/分)を受けていた。 呼吸困難にて入院し、 3 日後気管内挿管を行
い人工呼吸を開始した。人工呼吸6日目にFVCが350mlで、抜管しBipapを装

着した。当初、顔面を覆うトータルフェイスマスクを使用した。[考察およ
び結語]BiPAPは今回のようなFVCの少ない患者での、挿管による人工呼吸
と自発呼吸の間に位置する換気補助として有用であるが、患者にあったマ
スクの形態を選ぶ点に注意を要する。

P・D・060 簡易型NIPPVの一般病棟における普及一院内出張NIPPV-

])大宮赤十字病院救命救急センター・集中治療部

清水敬樹(しみずけいき)])，杉田学])，横手龍])，三宅康史])

呼吸不全患者における非侵襲的陽庄換気 (NIPPV) は呼吸器や集中治療領域
を中心に急速に普及している。当院でもICU、 HCUでBiPAP Visionを用い
ての呼吸管理を行っているが、今回我々は在宅NIPPV用の人工呼吸器(簡易
型NIPPV、 Harmony) のレンタルにより整形外科病棟、一般内科病棟など

の患者に対するNIPPVの使用を経験した。対象は一般病棟で呼吸不全のた
めコンサルトを受けた患者で気管内挿管までは必要なく、高濃度酸素より
も PEEPが有効と予想された患者とした。 NIPPVに加え高濃度酸素が必要

と判断されたら速やかにBiPAP Visionに切り替えた。長所は狭い場所に置
け、音も小さいという点、安価である点、酸素投与量が少なくすむ点、な
どが挙げられる。短所は一般病棟の看護婦などスタッフが不慣れである
点、他病棟で我々の目が届きにくい点、実際の投与酸素濃度が不明な点な

どが挙げられる。原疾患のため一般病棟で各科の主治医に管理され、経過
中に呼吸状態が悪化した際にその病棟病室を離れず施行可能な簡易型

NIPPVは有用で、コストの点もふまえてさらに広めたいと考えている。
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0-21 長期人工呼吸

P・D・061 髄膜炎から重症呼吸不全を呈し、管理に難渋した1症例

1)東京慈恵会医科大学第三病院麻酔科

生田目英樹(なばためひでき) 1)，近藤 一郎1 ) ，首藤義幸1)，根津武彦1)

我々は、髄膜炎から重症呼吸不全を呈し全身管理に難渋した症例を経験し
たので報告する。[症例J30歳、男性。 身長180cm、体重120kg。生来健康で
あったが昨年から両下肢のしびれを訴え当院整形外科受診し、腰椎椎間板
ヘルニアと診断され手術目的で入院した。 [経過]術前検査の脊髄造影施行
2 日目から40

0

C の熱発と髄膜刺激症状を認め、抗生剤治療を受けていたが、

症状進行し意識障害と呼吸困難を訴えた。 発症7日目に気管内挿管し、集中

治療室での全身管理となった。 入室時、重度の低酸素血症を呈していたの
で筋弛緩薬と鎮静薬を用いて人工呼吸とし、心不全症状を認めたためスワ
ン・ガンズカテーテルを挿入し循環管理の指標とした。 30 日を越える人工
呼吸管理のため気管切開を行った。高度の肥満により検査や治療に難渋
し、樽宿の発生を予防できなつかった。[結果]本症例は起因菌として

MRSAが検出されたが集中治療のかいあって現在で両下肢に麻埠がのこる
ものの、他の合併症は無く社会復帰している 。 肥満症例は呼吸や循環管理
だけでなく全身管理の難しさを実感させられた。

P・D・062 長期人工呼吸管理を要した症例の検討

1)国立浜田病院 2) 島根医科大学麻酔学教室

山森祐治(やまもりゅうじ) 1l，粛藤洋司2)

(はじめに)近年の集中治療管理の進歩に伴い人工呼吸管理期間が長くなる

傾向にある 。 今回我々は長期人工呼吸管理を要した症例について検討した
ので報告する。(対象及び結果)対象は過去約2年間に当院集中治療室に入室
した症例のうち、 2週間以上の人工呼吸管理を行った 10症例。 男性8名、女

性2名で平均年齢65歳、人工呼吸の平均日数は51.7 (14-189) 日であった。 原
疾患としては肺炎4例、来院時心肺停止状態2例、術後縦隔炎、肺挫傷、心

不全、肺塞栓が1例ずつであった。 合併症として肺炎6例、腎不全4例、心不
全、 DIC、脳硬塞がそれぞれ2例であり、腎不全合併の4例はすべて死亡し

ていた。 MRSA肺炎の併発は4例で、うち3例が死亡していた。 呼吸管理長
期化の主な原因は肺炎のコントロール不良が5例、意識障害2例、原疾患の

コントロール不良2例などであった。 転帰は軽快5例、死亡5例であり、死因
は原疾患の肺炎が2例、心不全が3例であった。(考察)長期人工呼吸管理の
原因や合併症に肺炎が多く、これに対する治療および予防が重要であるこ

とが示唆された。 また腎不全やMRSA肺炎を併発した症例は予後が悪く、

これらに留意した管理が重要であると思われた。

P・D・063 集中治療を要した在宅酸素療法中の肺気腫急性増悪患者の

予後

1 ) 日本赤十字社和歌山医療センター救急・集中治療部 2) 日本赤十字社和歌

山医療センター呼吸器科

辻本登志英(つじもととしひで)1l，戸城仁一1)，堀口真仁1l，大津聡子1l，
内野正人J)，千代孝夫J)，西山秀樹2)，鈴木雄二郎2)

[目的}慢性呼吸不全患者に酸素療法を中心とした在宅医療が導入されて 15
年以上が経過している 。 今回在宅酸素療法中の肺気腫患者が急性増悪し、
集中治療を要した例について、患者背景と予後について検討した。 [対象1
1998年1月より 2001年8月までに肺気腫急性増悪で集中治療室に入室した患
者45例。 [結果}平均年齢は75.9歳で、在宅酸素療法導入から集中治療室入室
までの平均期間は20.7 ヶ月であった。 入室時のAPACHE2スコアは平均20.2
点で、集中治療室での入室期間は平均7.4日であった。 集中治療室を軽快退
室した例は86.7%で、退室後平均生存期間は2001年8月までの調査で16.7 ヶ
月であった。 [考察と結語]在宅酸素療法が慢性呼吸不全症例の予後を改善
することは広く知られている 。 しかし、このような患者が急性増悪した場
合、集中治療を行うことが予後を改善させるか否かについての報告は少な

い。 今回の結果からは在宅酸素療法を行っている慢性呼吸不全患者が急性
増悪し、集中治療を要しても軽快する例は多く、退院して社会生活を送れ
る期間は短くないことがわかった。

第 1 日目 16 : 00 --17 : 00 第 12-4 会場

P・D・064 間質性肺炎の増悪にてICUに入室した症例の検討

1) 日本赤十字社和歌山医療センター救急部第三外科部 2) 日本赤十字社和歌

山医療センター呼吸器科部

堀口真仁(ほりぐちまさひと)1l，辻本登志英J)，戸城仁一1)，内野正人0 ，
大津聡子J)，千代孝夫J) ，鈴木雄二郎2)，西山秀樹2)

[目的]急速な呼吸不全を来した間質性肺炎症例の病因、治療、転帰の検
討。

[対象]過去3年半で、当院ICU(CCUを除く)の入室患者1170名のうち、間質
性肺炎による呼吸不全と考えられた症例26名(男性13名、女性13名)、のべ

34例。 年齢38歳から 79歳で、平均66.0歳。
[結果]基礎疾患は、特発性間質性肺炎10名、多発性筋炎4名、慢性関節リウ
マチ3名、シェーグレン症候群2名、強皮症、 SLE、抗リン脂質抗体症候群
が各l名、基礎疾患のないもの4名であった。 呼吸不全の原因は間質性肺炎
の増悪が12例、カリニ肺炎とうっ血'性心不全が各5例、好酸球性肺炎とイン
フルエンザが各3例、アスペルギルス症と肺胞蛋白症が各2例、クラミジア
症と誤暁性肺炎各1例で、あった。 大部分の例で、挿管、人工呼吸器による呼
吸管理、ステロイドパルス療法、抗生剤、抗真菌剤の投与を行った。 その

結果18例で呼吸状態が改善したが、 16例は死亡した。

P・D・065 HMEブースターの加温加湿性能の検討

J)近畿大学医学部麻酔科

白井達(しらいとおる)0，宇野洋史1l，岩崎英二1l，吉岡愛1l，奥田隆彦1l，

古賀義久1)

HMEブースターTM(HB) は人工鼻にヒーターと給水ラインを組み合わせた

新しい気道の加温加湿システムで，人工鼻の単独使用より効果的な加温加
湿効率が期待できる.今回， HBの加温加湿機能を各種人工鼻ならびに加温
槽付き加湿器 (EHH)と比較検討したので報告する.
[方法]全身麻酔症例28例を対象とした.対象患者をHB群 (n=8) ，人工鼻単
独群としてBB25A群; BB群 (n=6) ， Hygrobac S群; HS群 (n=7) の2群，

EHH群 (n=7) の計4群に分類した.気道の温度，湿度(絶対，相対)はモイス
コープTMを用いて挿管直後から90分後まで15分毎に測定した.測定値は平

均±標準偏差で表し，分散分析施行後にScheffe F testで群問の検定を行

い， p<0.05を有意差有りと判定した.
[結果]HB群は温度，湿度ともに人工鼻単独使用群より高値を示す傾向にあ
り， EHH群とは有意差を認めなかった.
[結語]HMEブースターは加温槽付き加湿器と同等で，かつ人工鼻単独使用
より確実な加温加湿機能があることより，麻酔中あるいはICUにおける人
工呼吸管理において有用である.

P・D・066 下側肺障害に対するローリングベッドの有用性

1l濁協医科大学集中治療部

小林光太郎(こばやしこうたろう)J)，木多秀彰1 ) ，鶴見友子1)，
中村吉孝J) ，小野哲J)，林堅二1l ，大津敏1l，崎尾秀彰J)

長期安静仰臥位は下側肺の分泌物貯留をきたしやすい。 その対策として

ローリングベッドの有用性を検討した。 対象は胸部CT検査にて下側肺障害
を認めた人工呼吸管理下の症例で、 CHDF施行症例3例、 IABP施行症例2
例、脊髄損傷例l例、熱傷症例1例を含む16例である 。 ローリングベッドは
鎮静・鎮痛薬の持続静注下にICU入室1-9 日目から導入した。 ベッドの回
転角度は循環動態を観察しながら、 15-50度に調節した。 使用期間は3-8

日であった。 5 日以内に離脱できた10例(短期使用群)と、 6日以上使用した
6例(長期使用群)のPa02/Fr02 (mmHg) の推移について比較した。 短期使用
群は導入時162 :t 88(平均値±標準偏差)から離脱時には275 :t 50に有意に改

善した。一方、長期使用群でも導入時、 5日目および離脱時にそれぞれ、 92
:t 20、 162 :t 88および208 :t 29 と、徐々に有意に改善した。 ベッド使用によ
る合併症は認めなかった。安静仰臥位で人工呼吸管理下の症例にローリン

グベッドの有用性が示唆された。導入時の肺酸素化能が低下している症例
ほど回復に時間を要するため、早期から導入すべきであると考える 。
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0-22 脳虚血

P・D・067 虚血性脳血管障害に対する治療 -MRI診断に基づいた治療

の選択一

J}県立広島病院脳神経外科

佐藤秀樹(さとうひでき)J}，木矢克造J)，溝上達也J}，山本恵子J)，

松重俊憲J)，香川幸太J)

[目的】 MRI診断を中心にして脳虚血の病態把握と治療選択を試みた症例を
retrospective に解析し、治療の現状および問題点を明らかにする。[対象・
方法]1995年1月から2001年6月までの期間に、虚血性脳血管障害で入院し急
性期にMRI を行った289例を対象とした。 MRI を中心にした所見から
NINDS-III分類に従って病型分類を行い、退院時の転帰を良好 (GR，MD，SD)
と不良 (VS，D) に分類し比較した。[結果]ラクナ (103例)では全例保存的に
治療し、アテローム血栓性脳梗塞 (86例)の12例に対して血行再建術を行っ

た。脳塞栓症 (49例)では、血栓溶解療法を9例(中大脳動脈閉塞8例、脳底動
脈閉塞1例)、外減圧術を 10例、経食道心エコーで、floating thrombusを認め
た1例には左心耳縫縮術を行った。その他の病型は16例(モヤモヤ病:10例，抗
リン脂質抗体症候群:2例など)で、 35症例は病型が不明で、あった。転帰はラ

クナでは全例が良好であったのに対し、アテローム血栓性の10例と脳塞栓

の 13例は転帰不良であった。 progressing strokeは、アテローム血栓性の
8例と脳塞栓の6例に認めた。【結論]脳虚血の発症機序は多彩で、診断困難な
場合もあるが、迅速で的確な病態把握と集学的治療を要する。

P・D・068 一過性不完全脳虚血病変の大きさと転帰(生死)の関係

(MRIを用いた転帰の予測の試み)

J)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 2)東

京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科心肺統御・麻酔学

石川晴士(いしかわせいじ)])，横山訓典2)，横田浩史2)

[目的]MRIで求めた脳虚血病変の大きさと転帰(生死)の関係について調べ
た。

[対象と方法】対象はオスSDラット 18匹。イソフルラン麻酔下に右総頚動脈
を結紫し、各6匹を30分間にわたり平均動脈圧35、 42、 50 mmHgまで脱血
した。脱血中および返血後に拡散強調画像を撮像し、見かけの拡散係数
(ADC) が500mm2/s以下のピクセルを病変領域と定めた。また、返血直前

に潅流強調画像を撮像し、脳血液量 (rCBV) マップおよび脳血流量 (rCBF)
マップで、左大脳半球の平均値の50%以下のピクセルを病変領域と定め
た。 3 日後の転帰(生死)によって、死亡群と生存群とに分けて比較した。
[結果}脱血中のADCマップ上の病変体積 (median (range)) は、死亡群で
421 (205 -476) mm3、生存群で26 (3-517)mm3 (P<0.005) 、返血後では死
亡群で17 (2 ー 53)mm3、生存群で4 (2-1 I) mm3 (P<0.05) だ、った。 rCBF

マップ上の病変面積は死亡群19 (2 -42) mm2、生存群4 (1-39)mm2 と群間
差 (P<0.05) があったが、 rCBVマップでは差は有意ではなかった。
[結論]ADCマップおよび、rCBFマップ上の病変領域は転帰によって有意な
差があり、転帰(生死)を予測する上で有用である可能性が示された。

P・D・069 重症くも膜下出血急性期における脳虚血病態の把握と治療
応用ーベッドサイド脳内グルタミン酸測定の有用性一

1)日本大学医学部救急医学教室

聡楽雅享井棲誠古子敦西大1
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[目的]脳低温療法を導入した重症くも膜下出血患者において，興奮性アミ
ノ酸の放出がどの程度管理可能で，その所見が早期予後に影響するかを検
索した。[方法】WFNS Group Vで，脳低温療法を施行した14例に対し，マ
イクロダイアリシス (MD) を設置し，経時的に脳内グルタミン酸の測定を

行った。[結果]1)脳室ドレナージ挿入当初のICPは， 27:t 9.4 (15・48) mmHg 

で，脳低温療法の導入後は， 15 :t 3.900・25) mmHgと有意に低下した。 2)
初回測定のグルタミン酸濃度は204 :t 154.4 (48・501) mmol/L とぱらつきを
認めたがいずれも高値を示した。その後，経過とともにグルタミン酸値が

低下する例 (L群: n=5) と高値例 (H群: n=9) の2群に分けられた。 3)L群
は，手術後復温時にもICPの上昇はなく， GOSにてGRl， MD2 , SD2であっ
た。一方， H群は，手術の有無にかかわらず脳腫張によるICP充進が出現
し， VS2 , D7であった。[結論]MDは，脳虚血病態の把握及び治療方針を
決定する上で重要であると考えられた。重症くも膜下出血早期は，たとえ
頭蓋内圧がコントロールされていても脳内グルタミン酸値が高値を持続す

る場合は予後が悪く，手術適応のnegative因子となる可能性が示された。

第 1 日目 14 : 00 -15 : 00 第 14-1 会場

P・D・070 発症3時間以内の血栓溶解療法後に出血性梗塞で死亡した
脳幹梗塞の一例

J)武蔵野赤十字病院救命救急センター 2)放射線科 3)脳神経外科

稲田虞治(いなだしんじ)Il，須崎紳一郎1) ， 勝見敦1)，志賀尚子1)，

諸江雄太J)，高橋耕平])，姫野佳郎2) ，富田博樹3) ，戸根修3)

虚血性脳血管障害に対する血栓溶解療法は、早期に行うことで長期予後の

改善が期待で、きるとしてAHA guidelines 2000でも推奨されている。中で
も、脳幹梗塞は生命に関わる危険があり、しかも therapeutic time window 

は比較的広いためよい適応とされている。今回、発症3時間以内に再開通で

きたにもかかわらず意識レベルが改善せず、出血性梗塞から死亡した症例
を経験した。症例は70歳男性、突然発症の意識障害で救急搬送された。来
院時]CS 200の昏睡状態で心房細動を認め、頭部CT上明らかな病変を認め
ないことから脳幹梗塞を疑った。緊急血管造影を行い、脳底動脈分岐部一
上小脳動脈分岐部間での完全閉塞を認めた。ウロキナーゼ(UK) 36万単位を
動注、再開通を確認し、描出不良な右後大脳動脈に対しUK24万単位を追加
動注し、発症後2時間30分で治療を終了した。 ICU入室後も意識レベルは改
善せず、発症24時間後の頭部CT上、右視床出血・脳室内穿破・水頭症を認

め、発症後7日目に死亡した。

以上の症例に血栓溶解療法の適応などについて文献的考察を加え報告す
る。

P・0・071 脳冷凍損傷モデルにおけるアクアポリン発現の変化と脳浮

腫への関与

1)名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学教室 2)名古屋市立大学医学部分子医

学研究所生体制御部門

祖父江和哉(そぶえかずや)])，山本直樹2) ，稲垣雅昭1)，藤田義人J)，

浅井清文2)，津田喬子1)，勝屋弘忠1)

水チャンネルであるアクアポリン (AQP-0--9) は様々な組織で発現し、水の

移動調節を行っている。脳においては、アストロサイト (Ast) に AQP-3、
4、 5、 8、 9が発現し、その脳浮腫への関与が最近示唆されている。我々は
これまでに、低酸素負荷/再酸素化により培養AstにおけるAQP・4、 5、 9 タ
ンパク質発現が上昇することを見出し、脳虚血時の脳浮腫の進行あるいは

治癒過程にAQPが何らかの関与をしていることを報告してきた。今回、
ラット脳冷凍損傷モデルにおけるAQP・4、 9の発現変化を調査し、脳浮腫へ
の関与の可能性を検討した。損傷作成後2、 3 ， 4週間後に脳切片を作成し、
それぞれの抗体を用いて免疫組織染色を行ったところ、 AQP・4の発現は損
傷周囲のアストロサイトで増強しており、 4週間後ではやや低下してくるも
のの、健側と比較すると依然高発現を示した。また、 AQP・9の発現は同じ

く損傷周囲のアストロサイトで増強しており、 3週間後では低下傾向を示
し、 4週間後には健側よりやや高発現を示した。これらの結果から、 AQP-
4、 -9は共に脳損傷時の浮腫の進行あるいは治癒過程に関与している可能性

が示唆された。

P・D・072 細胞内pH低下時における脳スライスの高エネルギー燐酸維
持能

J)大分医科大学麻酔科学教室

北野敬明(きたのたかあき)J)，中村龍彦1)，河遁聡J}，大石一成J)，

木村信康])，岩坂日出男])，野口隆之J)

[目的]細胞内pH (pHi)変化と脳エネルギ一代謝状態の関係を検討するた
め、燐核磁気共鳴法 (31P-NMR) を用い、人工髄液中 (ACSF) のPC02を増加さ

せ、ラット脳スライスの高エネルギー燐酸の変化を調べた。

[方法] Wister系ラット (n=12) から作成した、全脳スライスを潅流する
ACSFのPC02を 5-40%に増加させた。 Bruker社製WB200NMR装置を用い、
その際の無機燐酸 (pi)の化学シフト量からpHiは求めた。同時に、 pHi低下

に伴うクレアチン燐酸 (PCr) の変化を検討した。
[結果] PC02を5-40%に増加させるると、 pHiは7.4-6.6まで低下した。一
方、 PCr はpHi=6.9 までは、 1 時間後も比較的よく維持された。しかし
pHi =6.9 (PC02= 100mmHg) 以下で、 PCrはpHi依存的に急速に減少し、 Piが
増加した。 PC02を5%に戻すと、ほほ投与前値に回復した。
[考察] pHi=6.9付近で、脳組織のエネルギー維持状態が大きく変化すること
が判明した。臨床的にもPC02の麻酔作用が現れる分圧であるため、ニュー
ロン活動がどのように変化するか興味深く、水素イオンを排出pump能の低
下、 ATP生成能の低下等の可能性が考えられる。
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0・23 脳保護

P・D・073 近赤外線分光法によるチトクロームオキシダーゼの還元状

態を指標にした新たな脳管理の試み

1)鹿児島大学医学部集中治療部 2)鹿児島大学医学部麻酔・蘇生科

垣花泰之(かきはなやすゆき) 1l ，松永明2) ，菊池忠il ，和田貴志1l ，

川上雅之1l ，恒吉勇男1)，上村裕一2)

今回我々は近赤外線分光法 (NIRS) を用いたチトクロームオキシダーゼ(cyt.

ox.) の還元状態を指標に脳管理を行い脳神経学的予後を検討したので報告す
る 。 [方法]手術が予定された胸部大動脈癌70症例を対象とした。 69症例は
人工心肺 (CPB) を用い、 51症例は脳分離循環も併用した。 我々が独自に開
発したcyt. ox.解析用アルゴリズム1)を用いて酸素化型、脱酸素化型Hbの変
化、ミトコンドリア内cyt. ox.の還元状態を連続的にモニタリングした。 脳

管理はcyt. ox.の持続還元がみられた時点で脳湛流圧の目標を80mmHg以上
とし、パルピツレートの持続静注とマンニトールの間駄投与をおこなっ
た。 [結果]今回検討した70症例のうち34症例で'cyt. ox.の還元がみられ、
そのうち6症例は持続的な還元を示した。 脳管理を開始することにより、 3
症例のcyt. ox.の還元状態は徐々に回復し術後脳障害はみられなかった。一
方、残り 3症例のcyt. ox.は還元状態が持続し、術後昏睡状態から回復しな
かった。 [結論]今回の結果より、 cyt. ox.の還元状態は脳管理が適切に行
われているのかを知る上で有用であり、脳神経学的予後の良い指標になる

ものと思われた。 1) ]. Appl. Physiol. 83: 1842・1848， 1997 

P・D・074 SlOO ゚  proteinを指標としたPGE 1の脳保護作用に関する
検討

1l鹿児島大学医学部麻酔・蘇生学講座 2)鹿児島大学医学部附属病院集

中治療部

尾前毅(おまえたけし)1)，川崎孝一0，垣花泰之2) ， 恒吉勇男2) ，

川上雅之2)，橋口哲昭 1 )，上村裕一1l

プロスタグランデインEl (PGE 1 ) の細胞保護作用により関心術体外循環中
の心筋再潅流障害が軽減されることが報告されているが，脳保護に関する
報告は現在まで見当たらない.今回我々は， glia cell や schwann cell に
特異的に高濃度に存在する S100 ﾟ protein を脳障害の指標として用い，
PGE1の関心術体外循環時の脳保護作用について検討したので報告する.
[対象および、方法]予定関心術患者control 群25例， PGE1投与群9例 ， PGE1 

投与群では麻酔導入後より手術終了時までPGE1 を 20ng . kg-l ・ min- 1 で、投与

し，手術室入室時，人工心肺離脱時，人工心肺離脱5時間後， 12時間後， 24 

時間後の5点で血清SlOO ﾟ protein値を測定した. [結果lcontrol群と比較
しPGE1投与群では人工心肺離脱5時間後の血清S100 ﾟ protein値， 12時間
後値は低下傾向を示した. [考察]血清S100 ﾟ protein値は，脳障害発症時
には有意に上昇すると報告されているが， PGE1がその上昇を抑制したこと
から脳障害に対する効果の可能性が示唆された.

P・D・075 重症頭部外傷に対する脳低温療法、大量Mg療法の併用

-Conventional therapy併用との比較

1)国家公務員共済組合連合会呉共済病院麻酔科

御川安仁(みかわやすひと ) 0，川西進0，難波亜紀子0，安保佳苗0 ，

東龍哉0，石川雅巳0，宮崎峰生lJ

最近、重症頭部外傷患者の予後改善に対する脳低温療法 (b r a i n 
hypothermia therapy : BHT) の有効性を否定する報告が見られる 。 我々
は1996年より BHTを施行しているが、施行中の管理法によってBHTの成否
が決まるという印象を持っている 。 そこで1996年11 月から2001年4月までに
BHTを施行した重症頭部外傷症例23例をBHT中の管理法によって2つのグ
ループに分け、治療成績に差があるか検討した。一つはBHT施行中に過換
気療法、輸液制限を行ったグループ (Co群)、もう一つは過換気療法、輸液
制限は行わずBHTに大量Mgの投与を行ったグループ (Mg群)とした。 治療
成績はGlasgow outcome scaleで、判定した。
結果

Co群 (9例) ; GR; 3例、 MD;2例、 PVS; 1例、 D; 3例。

Mg群 (13例) ; GR; 11例、 MD; 1例、 D; 2例。

となり Mg群の方が治療成績が良かった。

第 1 日目 15 : 00....... 16 : 00 第 14-1 会場

P・D・076

演題取り下げ

P・D・077 ラット脊髄虚血にともなう運動機能と組織変化の長期的観

察

lJ奈良県立医科大学付属病院集中治療部 2)奈良県立医科大学麻酔科学教

室

坂本尚典(さかもとたかのり )11，川口昌彦2)，垣本めいこ2)，堀内俊孝2) ，

栗田直子2) ，井上聡己lJ，平井勝治0，古家仁2)

{目的]心大血管術後などの脊髄虚血による遅発性神経学的悪化が報告されて
いるが，この機序はよく解明されていない。 ラット脊髄虚血モデルで再還流後

14日までの運動機能と組織変化を検討した{対象と方法lSDラット ，オス，350-
4∞g， n = 1390 6，8，10分虚血の3群と shamに割り当てた。 イソフルラン吸入下
で尾動脈左内頚動脈にPE50， _ 60カテーテルを，左大腿動脈から2F Fogatyカ

テーテルを挿入した 。 バルーンの膨張と内頚動脈の脱血で尾動脈圧
lOmmHg以下とした。再還流後3， 24時間と 2，7，14 日目に下肢運動機能を評価

した。 また2，7，14 日目に第4腰髄をパラフイン固定してHE染色と TUNEL染
色した。 統計は反復分散分析，post hoc'まPLSDで、P<0.05を有意とした[結果]
虚血時間の延長は運動機能の悪化と死亡率を上昇させた。 しかこの悪化は
shamを除く全ての群で経時的に改善した。 組織学的には小型から中型の正
常ニューロン数は虚血時間の延長で減少した。 しかしどの群も2 と 7， 14 日
目に有意な変化は認めなかった。 またTUNEL陽性細胞も 2 日目に最大で

7，14 日ではほとんど認めなかった。 [結語]ラット脊髄虚血モデルにおける 14
日間の長期的観察では経時的な神経学的悪化を認めなかった。
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0・24 心肺蘇生

P・D・078

演題取り下げ

P・D・079 院外心停止患者における疾患の推測と vascular biology 

o 日本大学医学部救急医学 2) 日本大学医学部内科学第2(循環器)

境純(さかいじゅん)j)，長尾建1)，櫛英彦0，大槻穣治j)，菊池学 1 ) ，
斎藤豪1)，渡辺和宏2 ) ，古屋真吾2) ，向山剛生 1 )，富永善照 1 ) ，

矢崎誠治1l，上松瀬勝男 2)，林成之1 )

(目的)院外心停止症例の確定診断は困難な事が多く，救命効果検証委員会
集計では 114以上が不詳であったとしている 。 そこで、収容時のvascular

biology動態で心臓'性心停止か否かの判断が可能で、あるか否かを検討した。

(方法)対象は院外心停止患者358例とし，心臓性と非心臓性に2分した。 そ
して，収容時のvasoactive mediators (8種類)と凝固線溶系(10種類)を両群
で比較した 。 (結果) 1 心臓性と非心臓性の割合は 7 : 3 であった 。 2

vasoactive mediatorで、有意差を示したのはBNP (1l3vs22pg/ml)のみであっ
た。 3 凝固線溶系で有意な傾向を示したのはプロテインC (80vs67%) , tｭ

PA' PAI複合体(6vs30ng/ml)で、あった。 (結論)院外心臓性心停止例は非心
臓性心停止例に比し，薬物投与前のBNPが有意に高値を示し，基準値上限
の約6倍に上昇していた。 BNPを4.0pg/ml以上とすると心臓性心停止である
確率は90.2%となった。 以上より， BNPは心臓性心停止の有用な予測因子に

なると結論した。

P・D・080 院外心臓性'L\停止生存例のVascular biology 

j)日本大学医学部救命救急科 2 ) 日本大学医学部内科学第2(駿河台日本

大学病院循環器科)

海老原貴之(えびはらたかゆき) 1l ，長尾建1l，櫛英彦1l，大槻穣治j)，
菊池学2) ，斎藤豪1l，渡辺和宏2) ，古屋真吾ベ向山剛生j)，富永善照1 ) ，

矢崎誠治j)，上松瀬勝男2) ，林成之j)

(目的)院外心停止例ではCPRで心拍が再開してもその大多数は蘇生後症候群
を併発し死亡する。 そこで本研究の目的は生存例の収容時のVascular biology 

からその予測因子を知ることとした。 (方法)対象は院外心臓性心停止患者150
例とし生存退院例 (S) と死亡例 (D) に2分。 そして収容時のCatecholamine 3分
画と凝固線溶系 (vWF因子， Tissue factor pathway inhibitor , Prothrombin 
F1+2, AT・3 ， Trombomodulin (TM) , Protein C, t-PA' PAI-1 complex, 
α2・PI complex, FDP, D-dimer) を比較。 (結果)1.患者背景:生存退院率は
12.7% (19/150) で、年齢はS(56.3歳)、 D(62.3歳) 0 2.CA3分画 (pg/ml)のS vs 

D : Dopamine (平均226 vs 211) , Norepinephrine (1995 vs 2153) , 
Epinephrine (1823 vs 2401) で各々有意差なし。 3. 凝固線溶系:有意差を示
したのはAT・3(S 88 vs D 75%) と TM (S 24 vs D 4.4Fu/ml) で、このうち基
準値を逸脱して増加していたのはTMであった。 (結論)院外心臓性心停止生
存例は収容時のTMが基準値を逸脱し、死亡例より有意に高値であった。 そ
してTM 4.0 Fu/ml未満では生存出来ない確率は92.6%に達した。 以上より凝
固制御系のTMは生存の予測因子になると結論した。

P・D・081

第 1 日目 16 : 00 --17 : 00 第 14-1 会場

心肺停止蘇生後患者の赤血球機能と組織酸素代謝動態の検
討

j) 日本大学医学部救急医学科

雅楽川聡(うたがわあきら)j)，棲井 i享j)吉田省造U，白井邦博j)，

林成之j)

[目的]心肺停止蘇生後患者の組織酸素代謝動態を赤血球機能の観点から検
討した 。 [方法]内因性心肺停止蘇生後12例の血液ガス分析、 p50 、 2.3-
diphosphoglycerate (2.3-DPG) 、血清リン (IP) 、 HbA1c、胃トノメーター法
CO 2較差 (C0 2 gap) を測定した。 [結果) (1)入室直後は平均pH=6.96 、
p50=37.4、 2ふDPG=0.41μ mollmlで、あり酸素解離曲線の右方シフトを示し
た。 IPは平均7.8mg/dl と高値を示した。 HbA1c と 2.3・DPGは相関しなかっ
た。 (2) カテコラミン不応性低血圧倒は、酸素消費量低下、 CO2 gap> lOと
組織酸素代謝が悪化しp50=33.8、 2.3-DPG=0.27μ mollml 、低リン酸血症
(IP<3mg/dl)を示した。 その後PDE-III阻害剤や塩酸コルフォルシン併用
例はp50や酸素代謝の改善を認めた。 (3) 輸血施行例は計算上酸素運搬量が

増加したが、 CO2 gapや2ふDPGの低下を認めることがあった。 [結語]蘇生
後患者の組織レベルでの酸素代謝動態の改善には選択する薬剤とともに赤

血球機能の評価が必要である 。

P・D・082 経皮ペーシングが有効で、あった救急搬入時asystoleの2症例

j)第二岡本総合病院麻酔科集中治療室

松本裕則(まつもとやすのり ) U

[症例 1)70歳女性。 平成12年12月 19 日、 CPAにて救急搬入。搬入時心電図
asystoleo CPR、エビネフリン静注にて心室細動。 除細動にて自己心拍出現
するも心拍数30代の心室固有調律。 収縮期血圧30代にてICU入室となる 。
入室時の直腸温24.4

0

C 。 睡眠剤内服による自殺企図、偶発的低体温による心
停止であった。 ICU入室後再度asystole となり、エビネフリン、硫酸アトロ
ビン静注にても効果なく経皮ベーシング装着。 出力80mAにてかすかな心拍
動を得る(収縮期血圧20代) 。 ブランケットによる加温にて体温上昇ととも
に血圧も上昇。 第14病日目にICU退室。 合併症は左反回神経麻揮のみ。[症
例2)75歳男性。 平成 13年6 月 15 日、 CPA にて救急搬入。 搬入時心電図
asystole。 直ちに経皮ペーシング装着。 出力90mAにて心拍動を得る 。 血圧

も上昇。 導尿にて約2000ml排尿。 K値7.5。 前立腺ガンによる腎後性腎不
全、高カリウム血症による心停止であった。 第4病日目にICU退室。 合併症
なし。 [結語]発症早期のasystole症例において経皮ベーシングは有効な治療
手段であると考えられる 。

P・D・083 重度蘇生後患者の在宅医療5例の経験

j)帝京大学医学部附属市原病院集中治療センター 2)帝京大学医学部附

属市原病院麻酔科

藤田正人(ふじたまさと) j) ，福家伸夫j)，後藤隆久2)

救命しても重篤な機能障害を残す患者は、受け入れられる医療機関が限ら
れる 。 「行き場のない」患者は救急医療の効率や患者家族のQOLの点からも
深刻な問題である 。 解決策のーっとして我々は在宅医療に着目し、 1998年

から2001年9月までにCPRを要した蘇生後患者5例の在宅医療を実施してき
た。 症例は蘇生後脳症4例 (51歳男性;糧首、 20歳男性;糧首、 21歳男性;
外傷性窒息、 16歳男性;心室細動)と高位頚髄損傷1例 (67歳女性; C1・2脱臼
骨折)である 。 全例気管切開術後で気切孔は閉鎖せず、うち2例が人工呼吸
器を装着したまま退院しており、第I例は既に3年4ヶ月を越えている。 蘇生
後脳症患者には全例に内視鏡的に胃棲を造設し、経腸栄養を実施、また3例
には気管食道分離術を施行した。 回復を信じる家族と回復困難を認識する
医療者の間には大きな溝があり、自宅退院にとまどう家族がほとんどであ
るが、早期から在宅を視野に入れた集中治療と家族との関わりで、全例満

足した在宅生活を送れている 。 重症患者救命後の在宅医療の要点として病
院の支援、家族の介護、社会資源の利用、介護医療機器の開発の4つの鎖

(the chain to the home) を提唱したい。
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0-25 小児 (1 ) 

P・D・084 三次救命センターにおける小児哨息死の検討

])昭和大学藤が丘病院救急医学科 2)昭和大学藤が正病院救命救急セン

タ一 3)昭和大学藤が丘病院呼吸器内科

刑部義美(おさかべよしみ) 1)，高橋愛樹1) ，成原健太郎1)，兼坂茂1)，

葛日正央ベ 佐々木純2)，倉石博3)

[目的]本邦における瑞息死数は人口10万人に対し5.0人と欧米に比しかなり
高い値を示している 。 さらに、小児の瑞息死例を見ると成人の1/10人程度
であるが、 20年間全く減少していない。 我々は当院の救命センターに搬送
された端息症例のうち小児の端息死時を救命的見地から検討した。 [対象1
1985年4月 -2000年3月までに救命センターに搬送された76例のうち、小児
瑞息6例 (7.8%) を対象にした。 {結果}年齢は5-15歳(平均年齢10.3 :t 5.5 
歳) 。 受診施設は全例開業医。 受診態度は1例のAIA以外、全例発作時の不
定期受診。 発作形式は重積I例 (17%) 、不安定急変型4例 (66%) 、 AIA1例
(1 7%) 。 転帰は全例死亡。 [考案]我々が成人で報告したと同様、小児で
も、開業医の受診で不定期通院(発作時)例が死亡した。 更に受診のタイミ
ングは小学生以下では両親、中学生では自己の判断によって受診時期が遅
れたことが判った。 [まとめ]救命的見地から小児の瑞息死を減少させる方
法として、1.医療従事者のアレルギ一疾患に対するレベルアップ。 2.両親に

対する哨息教育の向上が必要ではないかと，思われた。

P・D・085 救命センターにおける乳児救急症例の分析と問題点の検討

1)日本赤十字社和歌山医療センター救急部

千代孝夫(ちしろたかお) 1)，大津聡子]) ，内野正人])，戸城仁一1) ，

辻本登志英1)

[目的}救急症例には各種のものがあり年齢も多岐にわたるが、繊細な対応
を要求されるのが小児救急患者である 。 特に、 1 歳未満の乳児については

対応が非常に困難であり、その体制の確立が必要である 。 そのためには搬
送症例の分析が必要である 。 このため救命救急センターに1 年間に搬送さ
れた症例の分析を行った。 [成績]患者数は623 名であり、総数15，318名のう
ち4.1 %を占めた。 新生児が19名であった、性差はなく、来院方法は、 87%
が自己来院であり、 78名 (13%) が救急車にて来院した。 内因性疾患が85%
であった。 診療後、帰宅可能であったものが82% 、入院が17% 、外来死亡
が 4名であった。 疾患は、最多が上気道炎の178 名、気管支炎63名、痘撃
28名、頭部打撲24名、肺炎14名、腸重積10名、麻樺性イレウス5 名等であっ
た。 病名数としては169 疾患と多数であった。 搬送時刻は、準、深夜帯が、
346(56%) + 105 名 (17%) であった。 [考察]乳児救急は、一般救急医には対
応不可能な疾患も多い。 しかもその搬送は時間外が70 %以上を占め、時間
外での小児科専門医の待機等の早急な対応策が必要であり、輪番制、グ
ループ診療、軽症例での早期時間内受診の啓蒙等を推進すべきである 。

P・D・086 救命救急センターで集中治療を必要とした小児症例の検討

1)大阪市立総合医療センター救命救急センター

鍛冶有登(かじありと)])，池田雄一郎] ) ，島津和久]) ，氏野博昭])，

富市功典])，林下浩士])，重本達弘1)，韓正訓J) ，土師一夫])

当救命救急センターは、集中治療室を6床保有しており、集中治療医6名が

専従している 。 他の救命救急センターと比較して小児 (6歳以下)の救急症例
が多いことが、当センターの際だ、った特徴であるが、集中治療を要した症

例について検討を加えた。 1993年12月開院以来の総症例数は10622例で、こ

のうち6歳以下の小児は2271例 (2 1.4%) であった。集中治療室に入室した小
児症例(重症例)は250例で、小児救急症例の1 1.0% (死亡は 110例4.8%) を占
めた。 重症率は、同時期の成人症例の24.7% と比較して有意に低かった。 年

齢では特に2歳以下の乳幼児の占める率が高かった。 原疾患では、中枢神経
系・呼吸器系に起因するものが多く、従って医療機関からの転送症例が成

人症例に比較して非常に多かった。 転帰を見ると、院内小児科病棟への転
棟が70.2% と大多数を占めた。 救命救急センターというと成人外傷症例が主
たる症例であるように先入観を持たれがちであるが、集中治療医の努力と

院内小児系各科の積極的な協力があれば、小児の重症救急受入という社会
的に大きな問題に対しても、中心的役割を担えることが十分可能である 。

第 1 日目 14 : 00 --15 : 00 第 14-2 会場

P・0-087 人工呼吸器管理が必要となった百日咳肺炎 -3症例の検討一

1)自治医科大学集中治療部

百瀬和子(ももせかずこ)])，布宮伸1)，大竹 一栄1)，村田克介]) ，

和田政彦1)，丹野英1)

[目的]百日咳は百日咳菌による急性下気道感染症である 。 臨床症状として
激しい咳轍発作を認め、乳児では重症化し無呼吸発作と痘撃を併発する。

この数年間に経験した3例について検討した。 [対象】無呼吸発作にて集中
治療室に入室した患児3例。 無呼吸発作は一般的に、 20秒以上持続する呼吸
停止と定義。 [結果]1) 3例とも咳の出現から重症化まで5-12 日と差がある
が、無呼吸発作出現までは3-5 日 。 2) 発作の出現初期は15分に 1固と頻回。

3) 治療として痩咳発作に対し挿管後持続鎮静を開始。 挿管は平均17 日間で
最終的に発作は消失。 [考察]咳轍発作は，百日咳毒素による中枢神経系の
被刺激性克進によりおこると考えられている 。 1) 無呼吸発作は撞咳期3-5
日で急速に出現し、 1- 2週間の持続。 2) 乳児に特異的な理由として， a) 年
齢的に予防接種が未接種。 b) 百日咳の抗体は胎盤を通過せず、新生児期で

も擢患する可能性。 c) 気道の脆弱性。 [結語]乳児の百日咳肺炎では、急激
な無呼吸発作への悪化が特異的に見られる 。 鎮静・筋弛緩を用いた人工呼
吸器による呼吸管理が必要となる 。

P・D・088 挿管呼吸管理を要した小児重症百日咳症例の検討

] )滋賀医科大学医学部附属病院集中治療部 2)国立小児病院麻酔集中治療

科

高代良一(まんだいりょういち) ])，松浪薫])，田中基2)，江口豊1) ，

佐井義和])，野坂修一1)

重症小児百日咳4症例について検討を行った。 [症例]症例(1)生後21 日、女
児、 (2) 生後22 日、男児、 (3)3ヶ月、女児、 (4)1歳6ヶ月、女児。 いずれの

症例も咳嚇に続く無呼吸発作のため挿管呼吸管理となり、症例 (3，4)では低
酸素による痩撃を併発していた。 挿管期間はそれぞれ、 14 日、 20 日、 6 日、
18 日であり、症例(1)では6日目に抜管するも無呼吸発作のため翌日再挿管
となった。 全例に抗生剤、 y グロプリン製剤投与、呼吸理学療法による気
道浄化を行った。 RS virus 感染併発により P/F ratioで67.2まで悪化した症
例 (4) 、及び気管支の炎症が遷延した症例 (2) においてはステロイド投与に

てガス交換能が改善した。症例(1，2，4)においては y グロプリン製剤の再投

与を行ったがその効果は認められなかった。全例後遺症を残すことなく退
院した。 [考察・結語]小児百日咳の重症化因子としてあげられている6ヶ月
未満、あるいは混合感染が全例に認められた。 通常の治療法のみでは炎症
が重篤化または遷延した症例においては、ステロイド療法が有効であっ
た。 呼吸管理上の問題点として、抜管の時期(抜管後の無呼吸発作の予測)
と、鎮静(換気が保たれておれば基本的に元気)があげられる 。

P・D・089 小児心臓手術におけるECLHA装着症例の検討

])名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学教室

湯本美穂(ゆもとみほ)])，草間宣好]) ，伊藤彩里]) ，中野もとみ1)，

幸村英文1)，勝屋弘忠])

[はじめに]われわれは1997年の集中治療医学会(盛岡)で小児心臓手術後に
ECLHAを装着した症例 (4年間19症例)について，救命率が21%であったこ
と，離脱可否の予測因子が， ECLHA導入前の血中乳酸値と導入後の推移と
ECLHA施行時間であることを発表した。 [目的と方法]今回は最近3年間の
当院でのECLHA装着症例について，年齢，手術，適応，離脱率，救命率に
つきレエトロスベクテイブに検討した。 [結果]1999年 1月から2001年9月に
ECLHAを導入した7例については4例の救命に成功しており救命率は57%で
あった。 {考察]当院では1998年から小児心臓手術に経食道エコーを導入
し，安全性を確認した1999年からは乳児症例にも使用してきた。 また，時
期を同じくして一定の術者 一定の麻酔科医によって管理される症例が増

え，このため導入の適応が確立し時期をのがすことなく ECLHA管理にふみ
きれる症例が増えた。 経食道エコーの導入とチームとしての熟練度が上
がったことが救命率の向上につながったと考える 。
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0-26 小児 (2)

P・D・090 小児における Pressure Support Ventilationの圧と換気パ
ラメータの関係

1)東北大学医学部附属病院集中治療部

星邦彦(ほしくにひこ)1)，佐々木規喜1)，江島豊1)，長谷川隆一J)，

粛藤浩二1)，佐藤俊1)，松川周 1)

「目的」小児においてPressure Support Ventilation (PSV) の圧が換気パラ
メータに与える影響を検討した. I対象」先天性心疾患の術後、経鼻挿管下
にSV300にて呼吸管理がなされ、 PSV3cmH20 、 PEEP3cmH20にまで
weaningが終了した抜管直前の小児24名(体重6.69:!: 3.82kg) を対象とした.
「測定」抜管当日、 PSV圧3，5，7cmH20の各モードで、一回換気量、呼吸数な
どをVentrakにて測定 Lduty ratioなどを計算した. I結果」一回換気量は
(PSV3; 52.5:!: 3 1.6、 PSV5; 55.1:!: 37.0、 PSV7; 53.7:!: 33.9 mI)、呼吸数は
(PSV3; 37.8:!: 13.2、 PSV5; 38.3:!: 1 1.4 、 PSV7; 37.8:!: 10.4回/分)と PSVの
圧にて有意の差はなかった.吸気時間は (PSV3; 0.645:!: 0.182、 PSV5; 0.638 
:!:0.173、 PSV7; 0.547:!: 0.155 秒)と PSV7で有意に短かった. duty ratio は
PSV7で有意に小さかったが、平均吸気流速には差はなかった.最大呼気流
速は、 PSV7においてPSV3より有意に大きかった. I結論」抜管直前の小児
において、 PSV7cmH20の補助は、一回換気量や呼吸数などには影響を与え
ないものの、吸気時間や最大呼気流速には若干の影響を与えた.

P・D・091 乳児における呼吸管理モニターVentrak と SV300の表示1回
換気量の関係

1)東北大学医学部附属病院麻酔科学講座 2)東北大学医学部附属病院集

中治療部 3)東北大学医学部附属病院手術部

伊藤洋介(いとうようすけ)1)，江島豊2>，外山裕章1)，吾妻俊弘3) ，

佐々木規喜久長谷川隆一3)，星邦彦2) ，加藤正人1)，松川周2)

[目的]乳幼児に人工呼吸器にSV300を使用した場合、 SV300での表示1回換
気量よりも呼吸モニターVentrakの計測1回換気量が少ないことがある。そ

こで、表示と計測の1回換気量の較差(以下svTV-V en TV) に影響を与える因
子を検討した。【対象]1999年から2001年8月までに入室した体重lOkg以下の
乳幼児でSV300で従量式人工呼吸管理を受けた10名を対象とした。[方法]
ICU入室直後、 PSVモードへの変更直前の2点でのsvTV-VenTV と、
Ventral王から算出された各種呼吸パラメーターとの相関をretrospective ~こ
比較した。[結果]svTV・VenTVと動肺コンブライアンスとの間にはR2=0.3
の負の相関関係を、気道抵抗とはR2=0.52の正の相関関係を認めた。その他
のパラメーターとは相関関係が見られなかった。[考察]予備実験による
SV300の呼気I回換気量と吸気1回換気量に差を認めなかった。従ってsvTV
VenTV較差は、挿管チューブからのleakでは無く、回路を含む人工呼吸器
本体内のコンブライアンスにより生ずることが考えられた。[結語】従量式
人工呼吸管理を行なっている時は、呼気表示一回換気量よりも過少換気を
していることがあるので注意が必要である。

P・D・092 外科的治療を必要とした気管気管支軟化症乳児の術前・術

後管理

1)横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター集中治療部

下山哲(しもやまあきら)1)，山口修1)，大塚将秀1)，後藤正美1)

乳児期に難治性の気管支炎、肺炎を繰り返す場合、その原因となる器質的
疾患に気管気管支軟化症が挙げられる。本疾患の大半は成長に伴い改善す
るとされ、気道の炎症が増悪した場合は、その都度、保存的・対症的な気
道管理を続けることが一般的である。しかしながら、長期人工呼吸管理を
必要とする重症例は、患児の身体・精神発達への影響が懸念され、外科的
治療を選択する場合もある。今回、当施設において外科的治療を必要とし
た気管気管支軟化症の乳児症例を経験したので、 ICUにおける術前・術後
管理(特に診断、呼吸管理を中心に)について報告する。症例は出生時に
ASDの診断を受けた女児。 1ヶ月時に肺炎のため他院に入院し挿管下呼吸管

理を受け3ヶ月時に退院するも、繰り返す呼吸器感染症のため1 ヶ月後に再
入院。 5ヶ月時に当施設に転院し、気管支鏡・ CTなどで気管および左主気
管支の軟化症と診断。長期人工呼吸管理が必要な状態であったため、 8ヶ月
時に外ステント装着術を施行。術後経過良好で、抜管後も良好な状態が得

られた。本症例は、術前・術後の十分な評価・管理のもと外科的治療によ
り人工呼吸管理からの離脱に成功したと考えられた。

P・D・093

第 1 日目 15 : 00 -16 : 00 第 14-2 会場

中鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症により心肺停止をきたし
交換輸血により著明に改善した1症例

1)社会保険広島市民病院麻酔集中治療科

久利順子(くりじゅんこ)1)，谷西秀紀1)，内藤博司1)，鷹取誠1) ，

多国恵一1)

<症例 >8ヶ月男児。正常分娩にて出産、生来健康であった。不機嫌な状
態、手足の冷感、発汗が続き、意識障害に陥ったため、近医受診。当院小
児科外来にて、心肺停止を来した。心肺蘇生後、 ICUへ入室した。入室時
は]CS300、対光反射(+)、脳波ではほぼ平坦で、あった。胸部X-rayにて肺水

腫像を認めたが血液ガスは正常。頭部CTにおいて著明な脳浮腫が見られ
た。血液検査にて軽度の肝逸脱酵素上昇、高アンモニア血症(血清アンモニ

ア >400) がみられたが、 CRPは除性で発熱もなかった。脳浮腫対策として
軽度低体温療法を、高アンモニア血症に対して、交換輸血、ラックロース

の注腸を施行した。交換輸血により血清アンモニア値は翌日には正常化し
た。交換輸血開始後意識レベルは徐々に改善、翌日には痔痛に対する反

応、自発運動が出現した。 CTにて脳浮腫の改善がみられたため、人工呼吸
をウイニングし翌日抜管した。 3日後 ICU 退室。一般病棟へ帰棟後も後遺
症なく、全身状態良好で、あった。尿中有機酸分析にて中鎖アシル-CoA脱水

素酵素欠損症と診断され、現在食餌療法中心の治療を続けている。<結語>
高アンモニア血症の改善に交換輸血は有効であった。

P・D・094 持続血液透析漉過(CHDF) が有効であったメチルマロン酸
血症の1症例

1)名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学教室 2)名古屋市立大学病院集中治

療部

草間宣好(くさまのぶよし)J)，西田修2) ，伊藤彰師1)，杉浦健之 1) ，

柳原尚1)，高柳猛彦J)，勝屋弘忠1)

メチルマロン酸血症は、 methylmalonylCoA mutase活性低下により血中・
尿中にメチルマロン酸が増加する代謝異常症である。今回、 CHDFによる

治療を要した症例を経験したので報告する。(症例)日齢72の女児。在胎41
週、体重2586gにて出生。日齢1、初期曜吐症として他院NICUに入室。日齢
25に退院するも、晴乳力低下と曜吐のため日齢54に再入院。代謝性アシ

ドーシス (B.E. -16.4)、高アンモニア血症 (211μmol/I)、尿ケトン強陽性
を認め、尿中有機酸分析の結果からメチルマロン酸血症と診断した。 Lカ

ルニチン投与、 VitB12大量療法、交換輸血を施行したがアシドーシス進行。
日齢67 より腹膜透析導入したが改善が得られず、日齢72に当院に転院。
ICU入室後、代謝を抑えるため人工呼吸を開始したが、アシドーシスは進
行。このためICU入室3 日日 CHDFを開始した。その後アシドーシスは徐々
に改善し入室13 日目 CHDFを中止し、 15 日目抜管した。代謝性アシドーシ
スはB.E. -5前後で安定しICU入室16日目に一般病棟に退室した。(考察)メ
チルマロン酸血症での重症アシドーシス発作にCHDFを施行し救命した症

例を経験した。本症例につき若干の文献的考察を加えて報告する。

P・D・095 持続胸膜外ブロックによる小児開胸手術後の鎮痛の試み

J)北海道大学医学部附属病院集中治療部 2)北海道大学医学部附属病院

救急部 3)北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座 4)北海道大学

医学部附属病院循環器外科

石川岳彦(いしかわたけひこ)1)，青山真樹1)，小田俊昭J)，窪田武浩ベ
越後谷雄一1)，亀上隆2) ，岡村篤1)，石谷利光1)，丸藤哲2) ，鈍物修1)

小児開胸および心臓手術後の鎮痛には、術後の凝固障害や手技上の困難性

などからブロック法は避け、持続静注や皮下注による鎮痛薬の全身投与が
行われることが多い。私共は小児の開胸を伴う心臓手術や胸部大血管手術
を対象に、カテーテルを留置した持続胸膜外ブロックによる術後鎮痛を行

い、良好な結果を得たので報告する。カテーテルは、あらかじめ手術室に
て臓側胸膜下に開胸肋聞をまたぐように、閉胸直前に術野から直視下に留
置した。術後、 ICUにて循環動態が安定していることを確認した後、胸膜

外カテーテルより 0.125%マーカインまたは1%キシロカインを0.2mL/kg投与
し、さらに0.2からO.4mL/kg/hrにて持続投与した。持続胸膜外ブロックは
術後2日固までおこなったが、他の鎮痛薬は必要とせず、かつ安定した循環

動態を得た。持続胸膜下ブロックは硬膜外ブロックと比較して手技が容易
であり、小児開胸手術の術後鎮痛法として有用であると考えられた。
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0-27 患者評価

P・D・096 造血幹細胞移植後合併症症例に対するAPACHEスコアに
よる患者評価

])国立がんセンター中央病院幹細胞移植科 2)国立がんセンター中央病院麻

酔科・集中治療室

金成元(きむそんうおん) ])，本田完2)，高上洋一1)

{背景]造血幹細胞移植患者に対する集中治療開始時期の決定にAPACHE II 

と APACHEIIIスコアが適切か否かを検討した。 [方法]対象は1999年 1月~
2001年8月に造血幹細胞移植後にICUに入室した18例。 入室後24時間以内の
APACHE II と IIIスコアを算出し予後との関連を検討し、合併症発症から
ICU入室までのスコアの経時的変化調べた。 {結果1GVHDが17例、急性呼
吸不全9例、急性腎不全6例、敗血症性ショック 2例で救命例はI例であった
(致命率94.5%) 。合併症発症からICU入室までの期間中央値は6.5 日 (1-34) 、
入室から死亡までの期間中央値は7.5日 (0・51)、発症時と入室時スコア中央
値は、 APACHE II で16 (10-27) 、 26 (15-43) 、 APACHE IIIで 55(22-87) 、
101 (65-157) であった 。 生存例 l例 (5 . 5%) はAPACHE II が21 、 24 、

APACHE III が71 、 86であった。 [考察1Knaus らはAPACHE II スコア26
の死亡率は52%、 APACHE III スコア 101の死亡率は60・70% としており、
本検討よりも低い。 これはAPACHE スコアではGVHDによる臓器障害を

的確に評価し得ていないためと思われる 。 APACHE スコアは造血幹細胞
移植患者の重症度評価に有用でなく、新たなスコアリングシステムを作成

する必要がある 。

P・D・097 AP ACHE IIスコアによる肝移植術後ICU入室患者の評価

J)京都大学医学部附属病院麻酔科 2)京都大学医学部附属病院集中治療

部

美馬裕之(みまひろゆき)])，正田丈裕1)，古谷秀勝2)，瀬川ー 1) ，

足立健彦2) ，福田和彦1)

APACHE IIスコアはICU入室患者の重症度評価と予後予測に用いられる
が、肝移植術後患者における評価は定まっていない。 我々はICUに入室し

た肝移植術後患者のAPACHE IIスコアを測定し、予測死亡率と実際の院内
死亡率を求めた。 [方法12000年7月から2001年6月までに京都大学医学部附
属病院ICUに入室した肝移植術後患者130例(生体肝移植126例、脳死肝移植

4例)のうち、入室後24時間以内のAPACHE IIスコアが測定できた72例で、
予測死亡率を求めた。 但しGCSは麻酔及び鎮静の薬剤の影響が完全に消失

したと推定された時期
に評価した。 [結果}図 1:: 
に示すように肝移植術 盤的

後患者における 5;: 
APACHE IIスコアに p( 50 f 
基づく予測死亡率は実 43 
際の院内死亡率をよく 長 20
反映していると思われ 10 

た。 1 -4古-'iJ 10-1415-1920・2425-2930-3435-4 1

P・D・098 血清プロカルシトニン濃度はICU入室患者の予後予測に有

用である

1 )札幌医科大学医学部救急集中治療部 2)岩手医科大学医学部高次救急

センター 3)岩手医科大学医学部細菌学教室

紅露伸司(こうろしんじ)1)，今泉均1)，升田好樹1)，西森英史1 ) ，

吉田英昭1)，高橋典之1) ，浅井康文1)，遠藤重厚2) ， 稲田捷也3)

[目的]血清プロカルシトニン濃度は心臓手術後の感染診断において有用な
マーカーであることが知られている.本研究の目的は血清プロカルシトニ
ン濃度がICU入室患者の重症度，予後と相関するか検討し， CRPなど他の
感染マーカーとの関連を調べることである. [方法]対象は当院集中治療室
入室患者31人.プロカルシトニン濃度測定時にCRP， 白血球数も測定し，
患者の重症度をAPACH-IIおよびSOFAで評価した.予後としてはICU退出
時および1CU入室28 日後で評価した. [結果]ICu死亡退出は9人，生存退出
は24人だ、った.プロカルシトニン濃度はICU死亡群では64.7(ng/mJ) ，生存

群では15.6 (ng/mJ)で， ICU死亡群で有意に高値であった. 28日後の予後で
は死亡18人，生存13人でプロカルシトニン濃度はそれぞれ55.9 ， 12.0 (ngl 

mJ)と死亡群で有意に高値であった.白血球数， CRPはICU死亡および28 日
後予後と相関関係が認められなかった. APACH-II と SOFAはともに予後と
良く相関したが，プロカルシトニン濃度との相関は認められなかった. [結
論]血清カルシトニン濃度はICU入室患者の予後を予測する上で有用であ

り，早期治療開始に役立つ可能性がある.

P・D・099

第 1 日目 16 : 00 -17 : 00 第 14-2 会場

関心術後の多臓器不全の検討ーその術後の指標と術前因子
について一

1)公立陶生病院心臓血管外科 2)名古屋大学胸部機能外科

市原利彦(いちはらとしひこ)1)，川瀬正樹J)，上田裕一2)

|目的|人工心肺を用いる関心術後は時として多臓器不全 (MOF) を呈し死亡
に至ることがある。 MOFに対する予後を含めた術前と術後因子について検
討した。|対象・方法|過去5年間の関心術250例中，術後MOFを呈した28例を

対象とした。 男性16例，女性12例.平均年齢68.5歳であった。 大血管8例，虚血
性心疾患 (CABG含)10例，弁膜症9例，その他l例であった。 MOFは心疾患を除

く 2臓器以上の障害で脳血管障害(一過性含む)を呈したもの。 呼吸不全は術
後3日以上人工呼吸を要したもの。 腎不全は，透析や持続的血液浄化を要した
もの。 肝不全は総ピリルピン5mg/dl以上を呈したもの。 他に下肢，腸管壊死
等も含め定義した。 男女差，年齢，緊急体外循環時間感染，抗生剤使用，脳合併
症の有無を解析した。|結果|死亡は25例 (89%) で. MRSA感染は全例失っ
た。 感染性心内膜炎 (IE) の緊急手術と，緊急の循環停止を用いる大動脈癌手
術が有意差をもった。 |考察・結語!MRSA感染と，ピリルビンの上昇する症

例の予後は不良であった。 術前因子では緊急CABG と IE.循環停止の手術，脳
血管障害は.MOFの予兆を示唆した。

P・D・100 心電図R-R間隔ゆらぎの線形・非線形解析法の確立とその

臨床解析結果の検討

1 )済生会熊本病院救急センター 2)熊本大学工学部電気システム工学科，

3)熊本大学大学院自然科学研究科

前原潤ー(まえはらじゅんいち )1 ) ，瀬井宝起1 )，伊賀崎伴彦2) ，

田崎新二3)，村山伸樹3)

[目的}生体カオスと考えられているR-R間隔ゆらぎ (Heart Rate Variability: 
HRV) に対し線形解析法としてPower Spectral Analysis (PSA) が以前より
検討され自律神経機能評価と関連し多くの議論がなされている 。 しかし、
近年非線形現象を理解するための理論が提案されカオス、フラクタル解析

法としてHRVに関しても幾つか提示され臨床応用の試みが行われ始めてい
る 。 今回、その臨床的有用性を第1報として報告する 。 [方法]線形解析とし
てPSAの低周波成分(LF).高周波成分(HF) とその比LF/HF。 非線形解析と

してApproximate Entropy (ApEn). Detrended Fluctuation Analysis 
(DFA).フラクタル次元を算出。 健常者群と重症患者群の2群の各種値を比
較検討する 。 [車吉果]重症患者群においてApEnは、低値をDFAにおける α
は、 1 より離散する傾向にある。 フラクタル次元は、健常群の平均値を外れ

低次元化する 。 [結論】生体という複雑系の時系列データの非線形現象
(HRV) を理解し臨床応用(重症度・治療効果・予後予測判定)出来る可能性

が非線形解析法にはある 。

P・D・101 重症患者における心拍・血圧変動の検討

1) 山口大学医学部附属病院先進救急医療センター

笠岡俊志(かさおかしゅんじ)1)，金田浩太郎!l，河村宜克1) ，山下進!l，

小田泰崇!l，若月準J)，原田 一樹J) ，森景則保!l，井上健!l，鶴田良介!l，

定光大海!l ，前川剛志1 )

[目的]時間分解能の優れたウェーブレット法を用いて重症患者の心拍・血
圧変動について検討した。 [方法]対象は救命救急センターに入院中に心電
図および直接血圧のモニターを行った患者10例である 。 症例の内訳は外傷
4例、熱傷1例、内因性疾患5例であった。 10例中4例は人工呼吸を行ってい
た。 心拍・血圧変動の解析にはフラクレット TM(大日本製薬)を用い、 R-R間
隔変動の高周波成分(RR-HF、副交感神経活性を反映)および収縮期血圧変
動の低周波成分(SBP-LF、交感神経活性を反映)を求めた。 重症度の指標と

してAPACHE2スコアを算出レ心拍・血圧変動との関係を検討した。 [結
果]全症例のRR-HFは平均56.87 :t 167.77msec 2 、 SBP-LFは平均0. 82 :t 

1.52mmHg2で、あった。 RR-HFは症例によるぱらつきが大きく特に頚髄損傷

の患者で、は534.16msec2 と著しい高値であり徐脈傾向を認めた。 人工呼吸を

施行中の患者においてRR-HFはAPACHE2スコアと有意な負の相関関係を
認めた。 {結語】(1) APACHE2スコアにて評価した重症度が高い症例では副
交感神経活性が低下している 。 (2) 重症患者において心拍・血圧変動による

自律神経機能の経時的評価が有用である 。
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0・28 患者管理 (3)

P・D・102 日前息重積発作におけるイソプロテレノール、マグネシウム

の有用性

))埼玉医科大学総合医療センター麻酔科

小山薫(こやまかおる)))，和田徹Il，福山達也))，鈴木俊成))，宮尾秀樹))

[はじめに】端息重積発作、特に重症例に対する治療法は確立されていな
い.今回、イソプロテレノール、マグネシウム投与により良好に管理し得
た2症例を経験した. [症例]症例1 : 49歳、男性.瑞息重積発作で3回入院の
既往がある.今回、治療に反応せず当院1CUに搬送された.イソプロテレ
ノール 0.16μ g/kg/min 、マグネシウム 2.5 g点滴静注にて改善し、入室6
日後に1CU退室した.症例2: 65歳、男性.端息発作にて緊急入院、治療に
抵抗性にて1CU入室となった.イソプロテレノール 0.36μ g/kg/min 、マ
グネシウム 0.7 g/hrにてようやく改善がみられ、その後イソプロテレノー
ル、マグネシウムを慎重に減量、入室7日後に1CU退室した. [考察および
結語】哨息重積発作では治療に難渋し人工呼吸管理を余儀なくされることも
少なくない.イソプロテレノール、マグネシウムともに慎重投与を要する

が、今回の2症例の様な重症例では有用な治療手段となりうると思われた.

P・D・103 吸入麻酔Cisoflurane) により治療したStatus Asthmatucus 

の臨床的検討

1)昭和大学藤が丘病院呼吸器内科、 RCU， 2)昭和大学藤が正病院救急医学科

倉石博(くらいしひろし)))，刑部義美2) ，貴嶋宏全Il，武田純一Il，

蓮本誠Il，鍵山奈保0，山下潤Il，松石純Il，粛藤郁子Il，菊池敏樹Il，

大塚英彦Il，秋津孝則Il，成島道昭Il，鈴木ーIl

[目的]Isofluraneは強力な気管支平滑筋弛緩作用を有すると考えられてお
り、当院では悪循環からの離脱のためにStatus Asthmaticusの症例に吸入
麻酔療法を早期から積極的に導入している。今回我々は、吸入麻酔の有効

性と問題点を明らかにするために調査を行った。[対象]1997年1月から2001
年2月までに吸入麻酔併用で、人工呼吸管理が行われたStatus Asthmaticusの
11例についてカルテベースにretrospectiveに検討した。[方法]isoflurane吸
入中の合併症、血液ガスなどの各種パラメー夕、集中治療室の滞在日数、
人工呼吸器装着期間、転帰などを解析した。{結果]吸入麻酔はpH(7.24 i: 

0.21)と一回換気量 (270 i: 128m!) を参考に導入されていた。集中治療室滞在
期間、麻酔導入から抜管までの期間はそれぞれ13.5 i: 9.7 日、 1 1.6 i: 15.0 日で
あった。合併症として血圧低下が認められたが、麻酔濃度の調節により対

処可能で、あった。吸入麻酔開始後、一回換気量、 PaC02、 pHは有意に改善
を認め、 2週間以上の長期呼吸管理を要した症例は3例で全例抜管可能で

あった。[結語]Status Asthmatícusに対し、 ísofluraneは有効かっ安全な治
療法であることが示唆された。

P・D・104 重症端息発作症例における bronchoalveolar lavage (BAL) 

の有用性

))東京医科大学震ヶ浦病院麻酔科・集中治療部 2)東京医科大学霞ヶ浦病院

救急医療部

柳田国夫(ゃなぎたくにお)Il，伊藤樹史Il，立原弘章))，白石修史Il，

和気陽一郎Il，伊藤寛之))，宮田和人))，山口達郎0，小池荘介2) ，
須田高之2)

[目的]重症哨息発作症例において，入室早期bronchoalveolar lavage (BAL) 

から得られた検体の細菌培養結果が重症度把握になり得るかレトロスペク
テイブに検討した。[方法・結果]1995年以降当集中治療室に入室した瑞息
発作症例の内，気管内挿管の上人工呼吸管理を行った重症瑞息発作症例20
例を対象とし，気管内挿管後1-2時間以内にBALから得られた検体の細菌
学検査を行い細菌の同定された群 (1群)とされなかった群 (N群)に分けて検

討した。年齢，入室時WBC， CRP, PH, Pa02/Fi02, PaC02, BE, SBP, 
HRは両群聞に有意差は無く，人工呼吸管理時間はI群カ宝251.6 i: 87.5時間でN群
94.7 i: 80.4時間よりも有意に長く， 1CU在室日数もI群が15.7 ::t 5.7 日でN群6.6 i:

6.3日に比較して有意に長かった。吸入麻酔薬投与時間に有意差はなかった.

[考察]当集中治療室では重症瑞息発作に対し積極的に吸入麻酔薬療法を導入
している。治療開始時点で重症度の指標があれば，合併症の予防や気管切開
術の適応や施行時期の決定に役立つはず、で、ある。[結論]重症端息発作症例の
重症度の把握に，入室早期BALが有用であると考えられた。

P・D・105

第 1 日目 14 : 00 --15 : 00 第 15 会場

人工呼吸管理を行ったsudden asphyxic asthma 5症例の
検討

Il愛媛県立中央病院麻酔科

本多亮子(ほんだりょうこ)))，渡辺敏光))，浜見原Il，平賀徳人))，

越智朋子Il，坪田信三))，槍垣暢宏Il

端息発作出現後20-40分の経過で、呼吸/心停止に至った5症例を経験した。

各症例の背景因子、治療経過を報告し、救命のための対策について考察す
る。【症例]各症例について、年齢、性別、発作が始まった時間と状況、呼
吸/心停止の発生場所、人工呼吸開始時の最高気道内圧(cmH20)IPac02 
(mmHg)、気道内圧が正常化するまでの時間、の順に記す。症例1 : 17歳、
女性、 6時(睡眠中)、救命外来(呼吸停止)、 50/92、 14時間、症例2 : 17歳、
男性、 19時(トイレ)、救命外来(呼吸停止)、 40/65、 1時間、症例3 : 26歳、
女性、 7時、救命外来(呼吸停止)、 30/68、 1時間、症例4 : 19歳、男性、 6時
(睡眠中)、救急車(心停止)、 40/85、 110時間、症例5 : 18歳、女性、 24時
(トイレ)、救急車(心停止)、 35/64、 2時間。症例1 、 2、 3は後遺症を残すこ

となく回復し、症例4、 5はそれぞれ第7、第10病日に死亡した。[まとめ]症
例1 、 4のように強い気管支輩縮が長時間にわたって持続することがあり、

人工呼吸に際し留意すべきである。救命率を改善するためには、気管支撃
縮の誘因、機序の解明とともに患者に対する端息教育、患者搬送システム

等の改善が望まれる。

P・D・106 体外式肺補助療法 (ECLA) が有効であった重症肺炎の1例

))琉球大学医学部麻酔科学講座

大城匡勝(おおしろまさかっ)1l，高良到Il，伊波寛))，久木田一朗))，

須加原 一博1)

肺炎の増悪から重篤な低酸素血症となり、一酸化窒素吸入療法(iNO) も効

果がなく、 ECLAを施行し救命しえた症例を経験した。症例は7歳、男児、

身長110cm、体重17kg。本年8月に肺炎の診断で近医に入院。抗生剤に反応

せず入院3日日には酸素化不良のため人工呼吸管理となった。その後気道内
圧上昇による気胸、気縦隔を合併 LARDSへと発展した。ステロイドパル
ス療法では酸素化の改善が認められずiNO導入目的に当院小児科へ搬送さ
れた。小児科入院時F[021.0、 PEEP11cmH20、 P1P28cmH20、 RR27の条件
で、Pa0250torrで、あった。 íNOを施行したがPa0279torr と著明な改善を認

めず、 1CU入室の上ECLAを導入した。右大腿静脈、右内頚静脈より脱送血
カテーテルを挿入し、 v-vバイパスによるECLAを施行した。施行直後より

酸素化は改善し、 ECLA 中の人工呼吸換気条件はF ， 02 0.4 、 PEEP
12cmH20、 P1P22cmH20、 RR15 とした。 1CU入室後3日目にマイコプラズマ
抗体価高値が判明した。抗生剤の投与に加えて腹臥位療法、気管支鏡下に
疲の吸引を行い、自己肺の改善を待った。 7日目にはECLAから離脱し、 9
日目に抜管となった。人工呼吸管理が限界となった治療可能な肺炎，
ARDSには早期のECLAは良い適応と思われた。
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0・29 患者管理 (4)

P・D・107 術後の再湛流性肺水腫に対 Lrecruitment maneuver と high
PEEPが有効であった慢性肺動脈血栓塞栓症のI症例

J)国立循環器病センター外科系集中治療科

橘一也(たちばなかずや)1)，今中秀光1)，宮野博史Il，竹内宗之1)，

公文啓二1)

慢性肺動脈血栓塞栓症に対する血栓内膜摘除術後は，再濯流性肺水腫，肺
高血圧，低酸素血症，気道出血が問題となる.今回，術後に重篤な再湛流
性肺水腫，肺高血圧，低酸素血症が遷延し，経皮的心肺補助装置
(percutaneous cardiopulmonary support, PCPS) を要したが， recruitment 
maneuver, high PEEPを用いた呼吸管理により，再瀧流性肺水腫が著明に
改善し，早期にPCPSから離脱できた症例を経験した.症例は29歳男性.術
前の肺動脈圧は85/41 (50) mm Hg，肺血管抵抗1180dynes . sec . cm-5 と
高値であった.血栓内膜摘除術後，体外循環離脱を試みたが，肺動脈圧が
体動脈圧と等圧で(収縮期圧78 mm Hg) 重篤な低酸素血症，気道出血のた
め体外循環から離脱できず， PCPSを装着し開胸のままICUに入室した.著明
な再潅流性肺水腫に対し， recruitment maneuver (PEEP 20 cm H20，最高
気道内圧40 cm H20，呼吸回数15回/分， 1分間)を適宜施行し， high PEEP 
(l5cm H20) を用いて呼吸管理を行った.その後急速に酸素化能が改善し，
術後38時間後にPCPS離脱，術後90 日目軽快退院した recruitment
maneuver と high PEEPは，術後の再湛流性肺水腫の軽減に有効であった.

P・D・108 重症肺炎の人工呼吸管理中に全身性空気塞栓 (SAE) を来し

た症例

1)県立岐車病院麻酔科 2)岐阜大学医学部附属病院集中治療部 3)岐阜

大学医学部麻酔蘇生学教室

糟谷由紀子(かすやゆきこ )J ) ，山本拓巳2 )，仁田豊生2) ，赤松繁2) ，

土肥修司3)

人工呼吸管理中に、突然のSp02と血圧低下、動脈からの空気吸引、経食
道心エコーで両心系に空気を認めSAEと診断した症例を経験した。 [症例}
16歳、女性。 2年前発症のSLEo 1 ヶ月前より脳症併発しステロイドパルス
施行中にカリニ肺炎発症 LARDS となった。 Fi02 1.0 、 PEEP15cmH20で
Pa0250mmHgと改善を認めずICU入室となった。 抗生剤、ステロイド投
与、高頻度ジェット換気法、 NO吸入を併用しPEEP6、 PIP壬30cmH20にて
管理した。 5 日目に気胸を起こしトロッカー挿入した。 7 日目突然Sp02低
下、血圧低下、頻脈、 ST低下を認め、動脈圧ラインから空気の吸引、角膜
内の気泡、眼底動脈の無血流を認めた。 経食道心エコーで右→左シャント

や右心系拡大は無く左心系に多量に空気が見られ、肺静脈系を介して空気
が流入したと考えた。 分離換気、 PCPSなど考えられたが全身状態が急速に
悪化し約3時間後に心停止となった。 {まとめ]人工呼吸管理中にSAEを来し
た症例を経験した。 確定診断に経食道心エコーが有用であったが救命でき
なかった。

P・D・109 化学療法後に肺炎をきたした急性骨髄性白血病患者の長期
呼吸管理の経験

J)静岡県立総合病院麻酔科

佐野秀樹(さのひでき)1)，白石義人1)，横山順一郎 J ) ，真弓雅子 J ) ，

内山智浩1)

[症例 ]23歳男性。 急性骨髄性白血病の診断で入院し、化学療法が施行され
た。 2クール目の化学療法終了後より白血球が減少し、咳、発熱が出現し胸
部X線像にて肺炎と診断された。 徐々に呼吸機能が悪化してきたため、挿管
となり ICUに入室となった。 調節呼吸にて呼吸管理を行い、経過中、長期
化が予想されたため気管切開を行い、 HF]Vの併用、ステロイドパルス療法

等を行った。 入室2ヵ月頃より肺炎像が軽快し血液ガス像も改善してきたた
めCPAPとし、呼吸リハビリテーションも開始した。 自発呼吸が可能となっ
た時点で一般病棟へ転棟となったが、転棟後もリハビリテーションを継続

し転棟85日目にリハビリテーション病院に転院となった。 [考察]本症例で
は呼吸管理が長期化したが、その時々の病態に応じた治療、及び呼吸リハ
ビリテーションが功を奏し、最終的に呼吸器よりの離脱を行うことができ
た。 長期にわたる呼吸器管理では呼吸筋の筋力低下をきたすため、その離
脱にあたあたり呼吸リハビリテーションが重要になる 。 そのため、医師だ

けでなく理学(呼吸)療法士とも連絡を取り合い、綿密なリハビリ計画をた
てて治療な取り組んでいく必要があると思われた。

第 1 日目 15 : 00 --16 : 00 第 15 会場

P・D・110 Nuss法による漏斗胸挙上術術後に膿胸を合併した症例

1)愛知県厚生農業協同組合連合会更生病院麻酔科

井村奈美(いむらなみ)1)，田湖昭彦Il，田中克拓J)，平手博之 J ) ，
加納正也J ) ，八田誠J )

[症例]8歳女性。 漏斗胸挙上術 (Nuss、法)を施行された。 術後、痔痛の訴えが
強く体動が少なかった。術後7 日目、 X線写真で左肺透過性低下を認め、挿
管管理となった。 40度台の発熱が続き、両側胸水に対し右胸腔の胸水を吸
引したが再び増加し、術後10日目ベクタスパー抜去と右胸腔ドレーン挿入
を行った。 パー挿入部の膿蕩と胸水混濁を認め、黄色ブドウ球菌が検出さ
れた。 術後17日目心嚢液貯留に対し、心嚢ドレーン、縦隔ドレーンを留置
した。 その後徐々に炎症反応は低下し、術後42 日に退院となった。[考察1
1997年にDr.Nussが漏斗胸の手術術式としてminimally invasive repair of 
pectus excavatumを発表した。 金属のパーを両側の胸腔内を通し，胸骨を
前方に持ち上げる方法で、これまでの術式に比べ美容的に優れ、低侵襲で
あるとされている 。 次第に合併症も報告される様になったが、本症例のよ

うに、膿胸を発症し重度の炎症反応を呈し、早期にパーの抜去が必要と
なった症例の報告はない。 新しい手術手技が導入された時、その評価をす
るには多くの結果を待つ必要があり、経過を見る上では合併症に十分な注

意が必要である。

P・D・111 横隔膜縫縮術で人工呼吸離脱に成功した横隔神経麻療のー

症例

J)琉球大学医学部附属病院麻酔科集中治療部

高良到(たからいたる )J) ，大城匡勝Il，伊波寛Il，久木田一朗J)，

須加原一博J)

横隔膜縫縮術により長期人工呼吸管理からの離脱が可能になった右横隔神

経麻揮の症例を経験した。症例は68歳、男性、上行弓部人工血管置換術後
に縦隔感染をおこし左大胸筋充填術を行い、術後呼吸不全で長期人工呼吸
管理中であった。強制換気回数2固までウィーニングできたがCPAPにする
と数時間で頻呼吸になった。 CPAP時の一回換気量は100-150mlで、深呼
吸による換気量増加もみられなかった。 胸部X線では右下肺野の無気肺、横
隔膜挙上が認め、吸気相と呼気相の胸部X線でも、右横隔膜の変位を認めな
かった。 上行弓部工血管置換術後で横隔神経損傷を疑い精査したところ、
横隔神経誘発筋電図では右横隔神経損傷が認められた。人工呼吸離脱困難
の原因として右横隔膜神経損傷による横隔膜麻樺と診断し、横隔膜縫縮
術・気管切開を行った。 人工呼吸のウィーニングは順調で、術後6日目には

CPAPとなった。一回換気量350ml、深呼吸時換気量450-550ml と劇的に改
善した。胸部X線でも横隔膜の位置が低くなり、右肺野の含気量も増加し
た。 術後7日目にトラキオマスクとなり、離脱に成功した。
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D・30 患者管理 (5)

P・D・112 全身性エリテマトーデス (SLE) の治療経過中にS状結腸穿

孔を起こし多臓器障害を併発した1例

])真生会富山病院麻酔科

大津武(おおさわたけし)])

[症例]69歳，女性. SLE，高血圧，狭心症，腎障害にて平成6年から当院内
科で治療中であった.最近はSLEのコントロール不良のため，プレドニゾ

ロン20mg/ 日を内服していた.平成13年6月 18 日便秘，腹痛を主訴に入院
し，大腸穿孔の診断で，硬膜外麻酔併用全身麻酔下に緊急手術となった.
ショックに対して，1， 2病日にPMXを施行し，無尿に対してCHDFを 11病
日まで施行した.術後人工呼吸器管理となったが， 4病日に気切を施行し，
積極的に呼吸理学療法を行い， 11病日には人工呼吸器から離脱できた. 7病
日に経腸栄養管理を開始した. 13病日から頻拍性心房細動と上室性頻拍が

頻発した.除細動に抵抗性であり，ジギタリス ， ß ブロッカー，中枢性
α2アゴニストを使用し頻脈のコントロールが可能となった.全身状態が安
定した 19病日に突然大量の略血を生じ， 20病日に死亡した. [考察]術中は
大量の局麻薬による硬膜外麻酔で腹腔臓器の血流維持に努めた.早期の気
管切開により急性呼吸不全の管理が容易になった. 略血の原因は， SLE と
長期ステロイド服用により組織が脆弱になっていたため，気管チューブの

カフによる圧迫で気管と腕榛動脈に棲孔を形成したものと考えられた.

P・D・113 集中治療室管理を必要とした原発性腹膜炎の3症例

])大津市民病院救急集中治療部

鶴田宏史(つるたひろし)])，福井道彦])，天谷文昌 1) ，小尾口邦彦])，
下里豪俊j)

[はじめに]集中治療を要した原発性腹膜炎の3例を経験したo [症例1]63歳
女性。肝硬変にて一般病棟入院中、高熱と腹痛が出現。 WBC 5000、 Plt. 2.7 
万、 CRP 10.8。腹水の増量があり、穿刺したところ膿性であった。ショッ
クを呈し、局所麻酔下に腹腔ドレナージ術を施行。腹腔内洗浄にて循環動
態が安定した。[症例2]70歳女性。腹痛、植吐、下痢を主訴に救急受診。
WBC 14400、 CRP 43.7。高度の腹膜刺激症状があり緊急開腹術を行った。
腹腔全体に膿性腹水をみとめたが病巣は不明であった。術後、持続血液透
析浦過、エンドトキシン吸着を必要としたが、その後軽快した。[症例3]38
歳女性。高熱、腹痛、下痢を主訴に救急受診。腹水貯留があり、穿刺にて
膿性であった。 WBCが500まで低下し腹膜刺激症状が強いため、緊急開腹
術を施行。約2000mlの膿性腹水が貯留していたが病巣は不明であった。腹
水、子宮頚管擦過物からA群溶血性連鎖球菌を検出した。術後、器械的補

助は必要とせず、軽快した。[結語}原発性腹膜炎は、汎発性腹膜炎を呈し
早い経過で重症化することがあり、迅速な対応を念頭におく必要がある。

P・D・114 プロポフォールにより緑色尿を呈した2症例

])前橋赤十字病院救急部・集中治療科・麻酔科

小池俊明(こいけとしあき)])，中野実1\ 高橋栄治1l，麻生知寿1l，

粛藤美和子人中村京一1l，堤哲也1l，菅谷社男 0，加藤清司o

[症例1]23歳男性、 167cm、 58kgo 2~3度熱傷(約40%) を負い、集中治療室
へ入院した。人工呼吸管理のため、プロポフォールを100~150mg/hr (1.7 ~ 

2.6mg/hr) の速度で持続投与し鎮静した。投与開始89時間後(総投与量
10300mg) 、尿が緑色に変化している事実に気付いた。血液及ぴ尿検査で特
に大きな異常を認めず、血液のpHは正常に保たれていた。他に原因のない

ことからプロポフォールによる副作用であると判断し、投与を中止した。
緑色尿は徐々に改善し、 2日後には肉眼的に正常の色調に復した。[症例2]
54歳男性、 170cm、 86kg。脳腫蕩摘出術のため、プロポフォールの持続投
与による全身麻酔を行った。手術時間7時間48分、麻酔時間9時間30分、プ
ロポフォール総投与量は3300mgであった。術後尿が緑色に変化している事
に気付いた。動脈血液は著明な代謝性アシドーシスを呈していた。他に明

らかな理由が認められず、プロポフォールによる副作用と判断した。翌日

にはアシドーシスと緑色尿は改善した。[考察]緑色尿の原因はプロポ
フォールの代謝産物であり、これ自体は何ら問題とならない副作用である

が、代謝性アシドーシスの際に同時に認められる事があるので注意を要す
る。

P・D・115

第 1 日目 16 : 00 --17 : 00 第 15 会場

生体肺移植後の肺胞出血を伴う重症呼吸不全に対して

ECMOで救命し得た一例

1l岡山大学医学部第二外科 2) 岡山大学医学部救急医学 3)岡山大学医

学部麻酔科蘇生科

小谷一敏(こたにかずとし)1l，市場晋吾2)，安藤正則 1) ，佐野由文1l，

伊達洋至1l，清水信義1l，溝測知司3" 五藤恵次3)

症例は27歳女性、難治性の原発性肺高血圧症の診断で、生体肺移植の目的で
当院第二外科に入院となった。 2001年7月 23日両側生体肺移植を体外循環下

に施行した。手術は予定通り行われ、体外循環からも問題なく離脱し、その
後ICUにて全身管理を行っていた。術後5日目、発熱と胸痛が出現し、急性拒
絶反応が疑われたため、ステロイドパルス療法が施行された。その後尿量は

減少するも全身状態は比較的安定していた。術後15日目突然略血し、呼吸状
態が悪化、左右分離換気にも関わらず、Fr02 100%で、Pa0240mmHg台と重症
呼吸不全状態となり、同日、 Terumo社製キャピオックスEBSを用いて左大
腿動静脈カニュレーションによるV-A ECMOを開始した。腎不全に対して
CHDFを併用した。肺胞出血を伴っているため、抗凝固療法としてフサンを

使用した。本症例は、肺高血圧症がベースにあり、 V・A バイパスモードを選
択した。また、バイパス中に出血や血栓症などの合併症もなく、人工肺の機
能も良好に保たれていた。患者肺のガス交換能は次第に改善し、 43時間のバ

イパスの後、無事ECMOから離脱した。その後の経過は順調で、離脱後約2
か月の現在人工呼吸器からも離脱し一般病棟で加療中である。

P・D・116 食道癌術後に胸部X線で間質性陰影の増強を認めた症例

])大分医科大学医学部附属病院

松本重清(まつもとしげきよ)1l，吉武重徳1)，森正和1l，工藤享祐1l，
水谷明男1)，野口隆之1l

食道癌術後は手術侵襲の大きさや胸部と頚部リンパ節廓清のため、数日間

の人工呼吸を行うことが一般である。術後肺炎は術後予後因子として重要
である。このため術後は、連日、胸部X線による画像診断を行っている。今

回、食道癌の一期的切除再建術後に胸部X線で特異な間質性陰影の増強を認
めた2症例を経験したので報告する。[症例1]60歳男性。術後4日目の胸部X
線で左肺及び右中葉に間質性陰影の増強を認めた。理学的に間質性肺炎を

疑わせるような所見はなかった。呼吸器内科コンサルトの上、多種薬剤の
投与が行われた。術後5日目間質陰影の減少を認めた。術後9日目にICUを
退室した。[症例2 ]65歳男性。術後3~4日目より右下肺野と左肺全体に間
質陰性の増強を認めた。 CRP上昇、熱発が持続し間質陰影の増強を認める
ため術後13 日目よりステロイド投与を行った。その後、炎症所見の消退と

共に、間質陰影も減少した。 21 日目にICUを退室した。[考察]2症例とも高
位で胸管を結繋しており、リンパ血流のうっ滞が間質陰影の増強に関与し
ていると考えられる。
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0-31 患者管理 (6)

O・D・54 輸液フィルターが原因で不安定な血行動態を示した1症例

])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

山口大介(やまぐちだいすけ)1 ) ，西村信哉])，富田敏司2) ，

三好恵理子])，内山昭則 IJ，藤野裕士IJ ，西村匡司])，
妙中信之])，真下節1 )

当施設では感染対策の一環として、カテコールアミン (CA) などのルートに

エンドトキシン除去機能を有する輸液フィルターを装着している 。 今回、
輸液用フィルターの不具合により不安定な血行動態を示した症例を経験し

た。[症例 146歳女性、 lymphangioleiomyomatosisに対して脳死肺移植実
施、循環作動薬としてノルアドレナリン (NA) 、 ドーパミンを使用してい
た。 術後5 日目、 NAのシリンジ交換後に著明な血圧低下が生じたため、容
量負荷とNAの増量を行うと、今度は血圧上昇、その後また血圧低下を繰り
返した。 ルートの閉塞を考え、 CAルートに使用していた輸液フィルターを
除去して中枢カテーテルの別のルーメンより投与することで循環動態は安
定した。 閉塞が疑われたルーメンからは血液の逆血は良好で、、ルートの閉
塞は否定された。 [フィルター調査]使用していた輸液フィルターに生食
12mllHで、投与し、入口側と出口側の圧測定を行い、入力側の圧が150mmHg
を超えたため、輸液フィルターの不具合と判断した。 その後製造企業が精査

したところ、入力側と出力側が逆に接続されていたことが判明した。 [結
語]非常に稀ではあるがCAの入りむらとして輸液フィルターの不具合があ
りうる 。

O・D・55 中心静脈カテーテルによる内頚静脈血栓症の2症例

IJ新潟大学大学院医歯学総合研究科救命救急医学分野 2)新潟大学医学部

附属病院集中治療部

大橋さとみ(おおはしさとみ)1 )，小村昇2)，本多忠幸IJ ，佐藤 一範2) ，

遠藤裕1 )

中心静脈カテーテル挿入により、静脈血栓が起きやすいことは従来から指
摘されてきた。 近年、症状がない場合でも静脈造影やエコーで高率に静脈
内血栓が検出されることが指摘されている 。 今回われわれは、当院ICU入
室患者でヘパリンの予防投与にも拘わらず、カテーテルによる内頚静脈内
血栓を生じた2例を経験した。 症例1は破傷風の患者で心房細動を合併して
いた。 入室22日目にカテーテル周囲血栓によりカテーテル抜去困難となり
外科的摘除を行った。 症例2は高度肥満の骨盤内手術後患者で、術後4 日目
に肺塞栓症を発症し、塞栓源として内頚静脈カテーテル血栓が考えられ
た。 ヘパリンによる血小板減少症を来たし内頚静脈血栓が増大し外科的摘

除を行った。 ヘパリン投与下でも中心静脈カテーテル留置による血栓形成
を来すことがあり注意が必要である 。 無症状でもエコーなどによる検索が
必要と考えられた。

O・D・56 P-ANCA関連血管炎の治療中に深部静脈血栓症をきたした
ー症例

I)鹿児島市医師会病院麻酔科 2)国立循環器病センター麻酔科 3)鹿児島

大学医学部麻酔科蘇生科

稲留昌彦(いなどめまさひこ)])，今林徹2叱)，山下明子I川)，漬崎順一郎υ
山口俊一郎3幻) ，有村敏明 IJ

今回我々は、 P-ANCA 関連血管炎と診断し、ステロイドの単独投与中に深
部静脈血栓症 (DVT) を併発した症例を経験したので報告する 。 (症例)75
歳、男性(経過)急性の上気道炎症状出現したため抗生剤の内服、点滴静注
を行っていた。 加療中に間質性肺炎像を呈しステロイドパルス療法を施行
したが、著しく酸素化能低下し、呼吸管理目的でICU入室となった。 入室
後、持続する肺胞出血、糸球体腎炎からと思われる血尿を認めたため、 P

ANCAを測定したところ264と高値を示しP-ANCA 関連多発性血管炎と診
断した。 ただちにステロイド漸減療法を開始したところ、 3週間目に右大腿

より下肢に腫脹を呈し、エコーにて右大腿静脈血栓症と診断された。 その
他右内頚静脈にも血栓を認めたためワーファリン、ヘパリンによる抗凝固

療法を施行したところ徐々に縮小消失した。 (考察)本疾患は高齢者に多
く、本症例のように長期臥床を余儀なくされ心不全や感染症合併などDVT
のrisk factorが多い症例では治療経過中の血栓の予防、早期発見は重要で
あると思われた。 (結語)P-ANCA 関連血管炎から多臓器不全を呈し、深部
静脈血栓症をも併発したが救命しえた症例を経験した。

O・D・57

第 2 日目 9: 00-10: 00 第 2会場

術後コンパートメント症候群と動脈血栓症を合併し治療に

難渋したー症例

IJ大阪府立病院麻酔科

平松大典(ひらまつだいすけ)IJ，田島圭子IJ，長谷井真理IJ，橋本明彦IJ ，
西原秀信1 )，稲森紀子IJ ，人見 一彰])，谷上博信IJ，平田隆彦IJ ，

森隆比古1 )

[症例]72歳男性。 勝脱癌にて根治的勝脱全摘除術・回腸導管造設術を施行
した。 このとき出血量を減らす目的で両側の内腸骨動脈を結繋した。 ICU
入室時より右下腿の痔痛と腫脹数時間後より CPKの上昇を認め，砕石位によ
るコンパートメント症候群を考え経過観察していたが，翌朝には
CPK43.000IU ILまで上昇，足背動脈の拍動を触れなくなったため血管造影検
査を施行した。 右総腸骨動脈の描出なく，血栓症を疑い緊急開腹手術となっ
た。 右総腸骨動脈内に2cm大の血栓を認め.血栓を除去した。また，その後腸
管吻合部の縫合不全による汎発性腹膜炎を発症し，緊急開腹ドレナージ・小
腸棲造設術を施行したが，腎不全，肝不全，呼吸不全から敗血症・多臓器不全に
陥り.ICU退室まで27 日を要した。 【考察]今回の病態はコンパートメント症
候群と動脈血栓症による筋組織崩壊と3度の開腹手術による侵襲のために多
臓器不全になったものと考えられた。 [結語]術後コンパートメント症候群
と動脈血栓症を合併し治療に難渋した症例を経験した。

O・D・58 腹部大動脈閉塞をきたした心室内血栓症のI例

IJ金沢大学医学部附属病院麻酔科蘇生科

山田圭輔(ゃまだけいすけ) 0

[症例]31歳の男性.下腹部痛と両下肢の冷感およびしびれ感があり，血管
造影で腹部大動脈閉塞を指摘された.不整脈や心臓疾患はなかったが，左
室心尖部に29X 10mmの血栓を認め，腹部大動脈閉塞の原因と考えられた.
腹痛の増悪とBUN 28 mg/dl. Cr 3.0 mg/dl. CPK 1591 mg/dlが上昇したこ
とから，腎障害および腸管虚血の進行が疑われ，緊急に人工血管置換術を
行った.術後，ヘパリン 15000単位/日の投与を継続した.術中，術後にK
6.0 mEq/l. Cr 4.2 mgl dl まで上昇したが，尿量は保たれ，急性血液浄化
療法は必要としなかった.術後第16病日に心室内血栓除去術を行った.血
栓症の危険因子として高リポプロテイン (a) 血症が指摘された.ワーファリ
ンカリウムとアスピリンの内服を行い，後遺症なく退院した. [考察]腹部
大動脈閉塞は稀であるが，死亡率の高い疾患である.本例では明らかな心
疾患はなかったが，心室内に血栓が指摘された.塞栓と再湛流による臓器
障害と，塞栓の再発に対する治療が必要である.

O・D・59 異常肺高血圧と右心不全でCCU入室したKugelberg

Welander症候群の1例

IJ静岡県立総合病院麻酔科

乗松祐佐(のりまつゅうすけ) 0，白石義人0，横山順一郎1 ) ，真弓雅子0 ，

佐野秀樹IJ

異常肺高血圧と右心不全で発症したKugelberg-Welander症候群を経験し
た。 症例は43歳、女性。 平成13年4月より下肢の浮腫や息切れを自覚、 6月

には上下肢の脱力感を7月に食思不振も出現し近医にて腹水、右心不全を指
摘された。 当院循環器内科紹介され、高度右心不全としてCCU入室。 意識
状態はGCS15点、 ECG上肺性Pを認め、肺動脈カテーテル挿入し肺動脈圧
(PA) 98/45 と異常高値。 心係数 (CI) 2.62でジギタリス、フロセミド、 PGE1
投与にて治療を開始。入室時 (room air) pH:7.367、 PaC02:76.2、 Pa02;35.2で
あったので酸素0.5L投与後、 PaCOd20 と CO2ナルコーシスとなった。本人
が挿管・人工呼吸器装着を拒否し呼吸器内科により NIPPVを導入され、呼

吸は安定しPA;44/19、 CI;3.98 となった。 問診から小児期より筋力低下を自
覚するも、結婚して11年前には出産も経験。 神経内科により髄膜炎や自己
免疫疾患も否定された。 テンシロンテスト陰性であったが神経・筋疾患を
疑って局麻下に筋生検を行い、神経原性のKugelberg-Welander症候群と診
断された。 8月末現在夜間のみNIPPVを行いながらリハビリを開始し、在宅
呼吸管理も検討している 。 肺高血圧の発症時期や異常高値の理由に疑問が
残る 。
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O・D・60 急性心筋炎に合併した両心室内血栓を外科的に除去したー
症例

])厚生連広島総合病院

柴田康之(しばたやすゆき)1)，吉田研一1)，大津恭浩 1) ，安田季道1) ，

松本千香子])，井上恵介Il

症例は27歳男性で13年6月 5日から感冒症状があり胸痛が出現した.来院時
の胸写でCTRが拡大し，心電図上1 ， aVL , V2~5のST上昇， AVblock , 
完全右脚ブロック+左脚前肢ヘミブロックを認め， GOT , GPT , LDH , 
CPKが上昇していた.心筋炎と診断し抗生剤， y グロプリン製剤，ステロ
イド，カテコラミンの投与を行ったが第3病日に肺水腫が悪化したためICU

入室とした.第6病日には心エコーで両心室心尖部に球状血栓を認め，ワー
ファリン経口投与とヘパリン持続静注を開始した.しかし第10病日心尖部
の壁運動が改善してくると血栓がfloating し始めたため，同日両心室内血栓
除去術を行った.術後経過は良好で，病理診断は心筋炎であった. (考察)
急性心筋炎に左室心尖部に血栓を合併する報告は散見されるが両心室内血
栓の報告はまだない.また心筋炎に合併する心室内血栓は抗凝固療法で退
縮したという報告もあるが塞栓症を起こしたという報告もある.我々は患
者の年齢を考慮し外科的に血栓を除去した.手術時期の決定は抗凝園療法
の効果と心機能の改善し血栓がfloating し始める時期を心エコーで見極める
ことが重要と思われた.

O・D・61 心臓及び大血管同時手術後の多臓器不全に対し多角的治療
で救命し得た一例

])久留米大学医学部外科

田山慶一郎(たやまけいいちろう )0，明石英俊0，炊江秀幸0 ，

福永周司0，田山栄基0，赤須晃治Il，高瀬谷徹])，青柳成明o

心臓大血管手術後に腹壁及び腸管の壊死を併発し、多臓器不全に陥った
が、厳重な栄養管理を中心とした集中管理にて救命し得た症例を経験した
ので報告する。[症例)78歳、男性。労作性狭心症、腹部大動脈痛及び閉塞
性動脈硬化症(右総腸骨動脈閉塞、左総腸骨動脈狭窄、右大腿一膝嵩動脈閉
塞)の診断にて一期的手術として、冠動脈バイパス術(左内胸動脈ー左前下
行枝、人工心肺非使用)及び腹部大動脈人工血管置換術を施行した。術後に
アシドーシス、 CPKの上昇を認め再手術を行ったところ、空勝と、横行結
腸からS状結腸に及ぶ広範囲な腸管壊死を認め、壊死腸管切除術、空腸一空
腸吻合及び横行結腸での人工旺門造設術を施行した。術後、急性腎不全と

なり、持続血液透析誠過を行うと同時に、肝不全に対し血柴交換、敗血症
に対し、エンドトキシン吸着療法を行った。この問、空腸吻合部の縫合不
全を認めたが、可及的に経管栄養を行った。壊死した腹壁も再生し、術後

6ヶ月目の現在リハビリテーション中である。[考察】内胸動脈と腰動脈の血
流途絶と術中虚血が腸管壊死の原因と思われた。早期の経管栄養と多臓器
不全に対する多角的な管理で劇的な効果を得られたと考えられた。

O・D・62 巨大陰性T波を有する手術患者の周術期管理

1)大館市立総合病院麻酔科

村川徳昭(むらかわとくあき)1)，堺一郎1)

巨大陰性T波 (GNT) は、頭蓋内出血、虚血性心疾患、心筋疾患などに付随

するとされ、周術期管理において問題となる。今回、過去7年間に経験した
GNTを有する手術患者の麻酔症例を報告する。{症例)GNTを有する手術患
者の麻酔症例は男5人、女5人の計10人で年齢は54~87歳であった。施行手
術の内訳は、一般外科4例、脳外科2例、整形外科2例、泌尿器科2例であっ
た。 GNTは胸部誘導のV3~V6の何れかに認め、大部分で他の誘導でも陰性
T波を認めた。 GNTの成因として、肥大型心筋症5例、くも膜下出血2例、
陳|日性心内膜下梗塞1例、虚血性心疾患2例が考えられた。術前に心エコー
検査を9例で施行し、 8例の左室駆出率、左室壁運動は正常で、あったが、く
も膜下出血の1例はEF46%で壁運動異常を認めた。術中6例は経過良好で

あったが、 2例は導入後血圧低下し、内1例は手術を延期後に再度施行し
た。 l例は術中血圧低下を来し、 1例は術前に徐脈を認めたので予防的ペー
スメーカを留置した。[結語)GNTを有する手術患者の麻酔では、循環動態
が急変する可能性があることを留意すると共に、心エコーなどの術前の心
機能評価を参考にその対策を考える必要がある。

O・D・63

第 2 日目 1 0 : 00 -11 : 00 第 2会場

硫酸マグネシウムの術中予防投与が上室性不整脈の発生に
およぽす影響

1)慶謄義塾大学病院麻酔科・一般集中治療室

香取信之(かとりのぶゆき)1)，芹田良平凡小竹良文1)，森崎浩0 ，
武田純三1)

[目的]心臓外科手術中の硫酸マグネシウム投与が術直後の上室性不整脈を
予防するか検討した。[方法]本研究の主旨を説明し、同意を得た予定冠動
脈再建手術患者50名を対象とした。コントロール群 (C群: n=25) は術中輸

液を酢酸加リンゲル液のみとし、マグネシウム群 (M群: n=25) は酢酸加リ
ンゲル液に加え、硫酸マグネシウム20mg/kg/hrの持続投与を手術終了まで

行った。麻酔導入前・体外循環前・体外循環中・体外循環離脱後。手術終
了時・ 1POD . 2POD . 3PODに電解質測定を行うとともに、 3PODまでの上
室性不整脈の有無について比較検討した。{結果]血中イオン化マグネシウ
ムは手術中より 1POD までM群で有意に高値 (lPOD C群/M群 :0.4 1/
0.54mmol/D となったが、 2POD以降は有意差を認めなかった。一方、術後
上室性不整脈の頻度は、 C群で6例 (Af:4例、 PAC:2例)、 M群で5例 (Af:3例、

PAT:1例、 PAC:1例)と差を認めなかったが、 11例中8例が2POD以降に発生

した。硫酸マグネシウムの術中投与は術後上室性不整脈発生防止に効果的
ではないものの、今後、投与期間を含めた検討が必要である。

O・D・64 経躍的子宮全摘術術後出血に対し内腸骨動脈塞栓術が有効
であった1症例

1)福山市市民病院麻酔科

石井賢造(いしいけんぞう)1)，宮庄浩司 0，小野和身1)，岡本有美子1)

術後出血に対し動脈塞栓術が有効であった症例を経験したので報告する。
[症例]44歳女性、子宮筋腫のため経腫的子宮全摘術を施行した。手術終了
約2時間後にショック状態となり、腹部エコーにて出血が認められたため、

緊急止血術を行った。経躍的および開腹術でも血腫が認められるのみで出
血点は不明であった。そのまま開腹しICUに入室したが、赤血球濃厚液16
単位、新鮮凍結血紫20単位、血小板20単位投与するも血圧80/40mmHg程度
と、循環動態が不安定な状態が続いた。出血の持続が考えられたため、緊

急動脈塞栓術を施行した。造影所見では、左総腸骨動脈造影にて左内腸骨
動脈分枝(子宮動脈と考えられる)よりの血管外漏出像が見られ、左内腸骨
動脈をコイルにて塞栓した。これにより循環動態は安定した。腹部膨満の
ための呼吸障害により人工呼吸管理とし、術後第4日に抜管した。動脈塞栓
術後のCTにて後腹膜に約1000mlの血腫を認めた。[考察および結語]一般的
に術後出血は緊急手術となるが、出血点の確認が困難なこともあり、本症

例のように手術では出血点が不明な場合、動脈塞栓術も有効な止血手段で
あると考えられた。

O・D・65 原発性肺高血圧症を合併した妊婦の妊娠中絶にPCPSを使
用した 1症例

o神戸大学医学部附属病院麻酔科集中治療部 2)神戸大学大学院医学系研

究科循環動態医学講座周術期管理学

夜久英明(ゃくひであき)1)，増田裕一郎2)，出団員一郎0，尾原秀史2)

原発性肺高血圧症を疑う心不全の妊婦の救命目的にPCPS補助下に帝王切開
手術を行ったが、術後PCPSから離脱できなかった症例を報告する。[症例1
33才女性。現病歴妊娠18週。安静時の呼吸困難のため近医受診し、右心負
荷、低酸素血症を認め、当院に搬送された。カテーテル検査で肺高血圧、心
エコー検査で右心系拡大、左心系への圧排を認め、肺動脈造影で塞栓はない
ため、原発性肺高血圧症が疑われた。血小板減少や肺高血圧が進行し、呼吸
困難が増悪し、母体救命のため帝王切開を行うこととなった。高度右心不全

のため、麻酔導入前にPCPS導入し、 PCPS補助下に全身麻酔で行い、麻酔中
の血行動態の管理は容易であった。術後NO吸入やepoprostenolを投与した
が、右心不全は改善せず、 PCPSから離脱できなかった。肺移植は適応する
ドナーなく、術後19日目にPCPSを停止後死亡した。剖検所見では肺動脈の
中膜肥厚が認められた。【考察]本症例は原発性肺高血圧症であり、妊娠の影
響や手術侵襲の影響がなくなっても、肺高血圧や心不全が改善しなかった。
不可逆的な病態と考えられたが、 PCPSは肺移植への繋ぎにはなりうると考
える。
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O・D・66 旭川赤十字病院救命救急センターにおける過去 5 年間の薬
物中毒患者の検討

I 1旭川赤十字病院救命救急センター 21札幌医科大学麻酔科

高橋稔之(たかはしとしゆき )11，住田臣造Il，南波仁11 ，小林巌Il，

小林康夫Il，須佐泰之 1 1 ， 佐野克敏])，黒田浩光Il，大蔵暁正Il，
古瀬晋吾1 1，並木昭義21

過去5年間の薬物中毒およびその疑いのある患者504症例について検討した
ので報告する 。 [対象&方法)1996年4月から 2001年3月の薬物中毒及びその
疑いがある患者を対象に服用薬物、原因について後ろ向きに検討。 またこ
のうち薬物分析を行った39例について胃洗浄液からの薬物検出頻度も検討

[結果]服用薬物は(1)ベンゾジアゼピン (2) タバコ誤飲 (3) チエノジアゼピ
ン (4) 漂白剤・洗剤〈塩素系薬剤) (5) 農薬の順であり、薬物服用の原因は
(1)自殺目的 (2) 事故の順であった。 胃洗浄液からの薬物検出頻度は服用後
推定2時間以内では12/14(85%) 、 2時間以上経過症例では10118(56%) であっ
た。そのうち推定4時間以上経過したものが4例、 12時間経過後に検出され
た例もあった[結語]服用薬物はベンゾジアゼピン系が多く、薬物服用目的
は自殺目的が過半数を占める 。 胃洗浄は服用後4時間を経過すると無効であ
ると言われている 。 しかし4時間を超えても胃洗浄液から薬物を検出する症
例を経験しており、服用後長時間経過した患者にも一考すべき治療と思わ
れる 。

O・D・67 当院における急性薬物中毒 -2次救急医療機関での現状一

I 1春日部市立病院内科 2 1 日本大学救急医学 3 1 日本大学内科学講座内

科2

川俣博文(かわまたひろふみ)1 1，有馬健11 ，向山剛生11，山岡健治1 1 ，

花川和也Il，佐藤力Il，中山清和 Il，水野滋章 I 1 臼井真帆Il，

羽毛田公Il，矢崎誠治21，長尾建21，林成之21，上松瀬勝男31

{背景]急性薬物中毒は、初期にショックを呈する様な例を除き 2次救急病院
に搬送されることが多い。 そこで、 2次救急病院である当院での急性薬物中

毒の現状を知る目的で、本検討を行った。 【結果]観察期間は平成12年4月から
平成12年10月の6ヶ月問。 この間の薬物中毒患者はは25例で、男女比は6:19

で女性が76%で、平均年齢は40歳 (16-78歳)であった。 死亡例はなく、平均
入院期間は8.5 日間 (2-42 日)で、 7 日間未満が16例 (64%) 、更に3日間以内で

は11人 (44%) と短期間の入院が多かった。 入院時意識は]CSO・3が5例、 10-30
が11例、 100-300が9例であった。 胃洗浄は72%に施行された。 内服した物質
は自分への処方薬が17例と多く、他人への処方薬2例、農薬2例などであっ
た。 薬精神科受診歴は15例 (60%) にあった。 自殺未遂歴は8人 (32%) に確認

された。 時に長期入院を要する例があったが、入院期間は入院時の意識レ
ベルとは相関せず、肺炎、横紋筋融解などの合併症や、精神状態の不安定

性などが入院日数に関与していた。 [考察]当院での急性薬物中毒は、女
性・精神科通院歴のある例が、自分に処方された薬物を服用した症例が多
く、合併症例を除き、短期間の入院例が多かった。

O・D・68 六一0ハツプ中毒の救命例

I1綜合病院社会保険徳山中央病院麻酔・集中治療科

宮内善豊(みやうちよしとよ)Il

六-0ハップを服毒した患者を救命した。 患者は40歳女性。 精神分裂病で
通院中であった。 自殺企図で六一Oハップ原液を服用した。 来院時、意識
レベルは低下し、脈拍を触知しなかった。 恒吐があり、口と鼻腔に硫黄の

結晶が付着していた。 気管挿管し胃洗浄後にICUに収容した。 輸液により
血圧は上昇した。 呼気を室外に排出して人工呼吸を続けた。 PaO z は一時低
下したが、その後回復し14病日に抜管した。 大量輸液を必要とした。 血圧
は再び低下しドパミンを投与した。 DICに対して、 AT III 製剤とメシル酸

ガベキセートを投与し、 9病日に軽快した。 全身状態も改善し、 16病日に精
神科病院に転院した。 転院前の内視鏡検査で胃潰傷を認めた。 約3ヶ月後に
経口摂取不能で来院し、胃の狭窄が強く、胃全摘を行なった。 患者はその
後の経過良好で退院した。 六一Oハップはイオウ、生石灰、硫化カリウム
などを含有する外皮用薬である 。 硫化水素の発生が死亡の原因となり、消
化管の腐食と呼吸不全が問題となる 。 呼吸・循環など全身管理を行なうこ

とにより救命できたが、消化管の経過に注意が必要である 。 本剤の中毒で
は医療従事者に対する毒性を考慮した対策が必要である 。

第 2 日目 9 : 00 ......10 : 00 第 3会場

O・D・69 急性循環不全を呈した重症有機リン中毒のー救命例

I 1鹿児島市立病院救命救急センター 21鹿児島市立病院麻酔科

竹原哲彦(たけはらあきひこ )1 1 ，吉嶺孝和21 ， 永田悦郎21 ， 北原晃一郎21

平成13年O月O日午前0:30頃某駐車場の車中で、ハクサップ水和剤及びスミ
ソン乳剤を飲み、意識障害の状態で発見され、 1:02に救命救急センターに搬
入された。 搬入時、意識レベル]CS300、縮瞳状態であった。 救急外来で気
管内挿管及び胃洗浄施行後、集中治療室へ入室した。 低酸素血症、急性循
環不全、急性腎不全、急性陣炎及び血小板減少症の状態で、基礎疾患とし
てC型慢性肝炎を有していた。 有機リン中毒の診断で治療を開始した。 呼吸

循環管理を行いつつ、有機リン製剤の括抗剤であるPAMと硫酸アトロピン
の投与を行った。 循環不全が著明であった為、血液浄化法は施行せず、消
化管よりの吸着洗浄療法を行った。 栄養管理は中心静脈栄養と脂肪製剤の

投与を行った。 PAMの投与は第6病日に中止した。 第20病日に気管内
チューブを抜管した。 第21病日に上部消化管検査を施行後、第22病日より
食事を開始した。 硫酸アトロビンの投与は第25病日に中止した。 第26病日

に一般病棟へ転棟した。

O・D・70 有機リン中毒と血液浄化

Il山口県立中央病院麻酔科

岡英男(おかひでお)11，吉富都Il，原西保典Il，田村尚 Il ，

中村久美子Il，佐伯仁 1 1 ，又吉康俊I 1

有機リン中毒に対する血液浄化療法はcontroversialで、ある 。 今回，われわ
れは当院ICUに入室した有機リン中毒患者について血液浄化 (DHP) を行っ

た症例とそうでない症例について差があるかretrospectiveに検討したので
報告する 。 [対象]当院ICUに入室し，人工呼吸管理が行われた有機リン中
毒16例を対象とし， DHPを行った症例をA群 (7例)， DHPを行わなかった症
例をB群 (9例)とし，その他の治療は同様に行った。 [結果]すべての患者は
ICU入室時に意識障害(JCS> 100) があった。 DHPはICU入室後， 12時間以
内に平均9時間行った。 年齢はA群48 :t 11 (平均±標準偏差)， B群47 :t 14 
歳， A群は男性4人，女性3人， B群は男性6人，女性3人， APACHE IIスコ
アはA群21 :t 2.8 , B群19 :t 4.6であり差がなかった。 人工呼吸時間はA群201
:t 202 , B群224 :t 94時間，入室時の血清コリンエステラーゼは全例0.03ムpH
未満であり，回復時間(孟0.05 となるまで)はA 群9 :t 7 ， B群5 :t 2 日，入室後
3日目のSOFAスコアはA群4.7 :t 4.5 ， B群7.0 :t 2.8でいずれも差がなかった。
全例ICU を軽快退室した。[結語]当院における有機リン中毒において，
DHPは人工呼吸期間も含め，臨床的な改善には寄与しなかった。

O・D・71 急性シアン中毒の1症例

I 1 日鋼記念病院麻酔科 21 日鋼記念病院救急センター

前田利昭(まえだとしあき)Il，七戸康夫2 1 ，堤紀子 1 1 ，村上真一Il，

角田一員11

シアン中毒は細胞の好気性代謝が障害されることにより急速に細胞機能障
害を呈するため、迅速な診断、治療、解毒が必要である 。 今回我々は、地
方都市での急性シアン中毒を経験したので報告する 。
[症例)47歳、男性。工場内にて意識消失し倒れているのを発見され、そば
にシアン化カリウムの瓶が横たわっていた。 搬入時、意識レベル]CS300、
脈拍80b/min、血圧40/20mmHg、自発呼吸なし、対光反射なし。血液ガス
分析にてBE -22.9、 lactate 153mgl dl と著明な代謝性アシドーシスおよび血
中乳酸値の異常高値を認めた。 解毒薬である亜硝酸アミルの在庫有無を確

認したところ札幌にしかなく 2時間かかるとのことであった。しかし亜硝酸

ソーダが在庫しておりそれから亜硝酸ナトリウムを精製しフィルターを通

して家族の了承を得て投与した。 患者搬入より 70分後であった。その後デ
トキソールを投与し徐々に循環動態の安定化、血中乳酸値の下降を認め
た。 しかし同日の脳CTにて著明な脳浮腫を認め、翌日、脳波は平坦、 ABR
は全波消失していた。 脳死状態となり、第10病日、死亡した。 解毒薬のな
い地方都市における解毒薬の精製および投与に関する病院体制について若

干の考察を加え報告する 。
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0・34 中毒 (2)

O・D・72 酢酸中毒の一例

1) 山口県立中央病院麻酔科

吉冨郁(よしとみかおり)1)，坂本香寿1)，原西保典1)，中村久美子0 ，
岡英男1)，田村尚1)，又吉康俊1)

30%酢酸を摂取し、著しい溶血と多臓器不全をきたしたが、約3ヶ月に及ぶ
集中治療で1CUを退室した症例を経験したので報告する.

症例は59才男性、自殺目的で衣料漂白用の30%酢酸を約100m1経口摂取
し、 30分後に当院救急部に搬送された.来院時意識は清明、血圧1901
109mmHg、呼吸数31回/分、 Sp0297%、腹痛・恒吐、著明な溶血尿が認め
られた.一旦病棟に収容したが、無尿、呼吸困難、 D1Cをきたしたため、
翌日 1CUに入室となった.入室後、人工呼吸とCHDFを開始し、 D1Cに対す
る治療を行った.約1.5ヶ月のCHDFののち腎機能は徐々に回復し、人工呼
吸も約2ヶ月で離脱できたが、 MRSA、緑膿菌感染症と遷延性の下血、下痢
に対し、約3ヶ月間の集中治療を要した.
酢酸中毒では、溶血、 D1C、消化管出血・壊死、多臓器不全などを呈した
という報告がある.本症例では急性期の溶血・ D1Cへの対処と、広範な消
化管粘膜障害による下血・下痢に対しての治療が主体となった.酢酸中毒
では局所組織障害だけでなく、血液凝固障害が早期より起こり、全身状態
を悪化させるので、急性期の適切な治療が重要である.

O・D・73 テオフィリン中毒の臨床的検討

1)倉敷中央病院麻酔科

増田直樹(ますだなおき)1)，小泉有美馨1)，近藤香1)，田村高志ll ，

山下茂樹1)，米井昭智o

[目的/方法]テオフィリンは気管支哨息等に有用だが、安全有効域は比較的
狭く 20μg/m1を越す濃度では副作用が起こりやすい.テオフイリン血中濃
度30μg/m1以上の13症例を対象とし臨床的特徴を検討した. [結果}年令は
72::t 19歳(平均±標準偏差).最高血中濃度は40 ::t 13μg/ml. 誘因としては
60歳以上12例，肺炎合併時のアミノフィリンの点滴(D1V) 4例，誤用3例，

内服患者の哨息悪化時のD1V2例，心不全2例，肝硬変1例が考えられた.症
状は症輩3例，血圧低下を伴う頻脈5例，血圧低下を伴う Af2例，日匝吐6例で

あった.治療は1CU管理を4例，活性炭血液濯流を3例，経口活性炭吸着療
法を3例に行った.消化管出血による循環不全時の端息の悪化に対してD1V
を行った症例は痘輩を合併し翌日死亡した.残り 12例は軽快した. [結論】
テオフイリン中毒は集中治療を要することや死亡することもあるので注意

を要する.

O・D・74 ストリキニーネ中毒による多臓器不全の一例

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

i賓口正道(はまぐちまさみち)0，佐藤俊秀2)，橋口清明3)

ストリキニーネ中毒は服毒後15分以内に痘筆が出現し、重症例は痘欝によ

る呼吸麻樺で死亡するが、痘輩が24時間以上続くことは少なく、初期治療
で痩輩を抑制できれば一般に予後は良いとされている。しかし、高体温、

横紋筋融解症、ミオグロビン尿を合併し、多臓器不全を呈して死亡する症
例も報告されている。ストリキニーネ中毒による多臓器不全の一例を経験
したので、その血中濃度の推移も含めて報告する。[症例]46歳、女性。自
宅にあった毒薬の結晶を祇めたと家族に言った後に強直性痩輩が出現し、

約20分後に当院救急外来に救急車搬入された。直後に心肺停止となったが
心肺蘇生により心拍、自発呼吸は再開 L1CUに入室となった。痘輩はわず
かな刺激でも誘発されて持続するため抗痘撃薬・筋弛緩薬を投与、服毒し
たのは硝酸ストリキニーネと判明し、鎮静下で胃洗浄、活性炭・下剤投
与、アルカリ化しながら強制利尿、高体温に対し体表冷却を行った。

APACHE II score は32点。多臓器不全に陥ったが機械的人工呼吸、カテコ
ラミン、大量輸液・輸血、血柴交換、持続的血液鴻過透析、完全静脈栄養
などの集中治療管理により、神経学的後遺症を残すものの救命でき、 1CU
を退室となった。

第 2 日目 10 : 00 --11 : 00 第 3会場

O・D・75 心筋障害を来したヘロイン中毒の一例

1)東京都立墨東病院救命救急センター 2) 日本医科大学法医学教室

清田和也(きよたかずや)1)，野中暁子0，鈴木恒夫1)，西川幸宏1) ，

j賓遁祐一0，仁平信ベ大野曜吉2)

[症例 ]30歳男性。意識障害を主訴に救急車で来院。来院時、血圧117/78、
呼吸24、心拍93、刺激にて開閉眼を繰り返すが四肢は不動。頭部CT正常。
軽度の肝・腎機能障害を認めた。尿のTriage(TM) 検査で、はopioid が陽性
であった。入院後、血圧60前後のショック状態となったため、ナロキソン

投与により意識は回復し、血圧も若干上昇したが1時間ほどで低下し、カテ
コラミン投与にてもショック状態が持続し、利尿も得られなかった。入院

6時間後にはUN24、 Cr3.0、 CPK11460、 AST1∞o、 ALT78、 TropT test 陽
性、 PCWP 21 、 C1 1.75、エコーではdiffuse hypokinesisで、あった。以上より
麻薬中毒に起因する心筋障害により臓器障害を来していると考えた。 Kが6.3
まで上昇したためCHDFを開始したところ徐々に血圧上昇し利尿が得られた
ため機械的循環補助は行わなかった。第11病日に後遺症なく、退院した。本
人はcocainを吸入したと告白したが、 GC/MSにて来院時の胃液、血清、尿い

ずれからも heroinが検出され、高i農度の代謝産物 (6-acety1morphine.
morphine) が検出された。 heroin は急速に代謝産物となるため、 heroin が検
出されることは稀と言われており、多量の服用が示唆された。

O・D・76 塩酸フェニルプロパノールアミン (PPA) 中毒により急性心
筋障害を認めた1例

1)聖路加国際病院救命救急センター 2)聖路加国際病院ハートセンター内

科

田中和豊(たなかかずとよ)1)，大谷典生1)，椎野泰和1)，三井浩1)，

森田正則0，西裕太郎2) ，石松伸一1)

今回我々は、塩酸フェニルプロパノールアミン (PPA) 中毒により起こった

と考えられる急性心筋障害の症例を経験したのでここに報告する。[症例1
19歳，女性。[現病歴}市販の鼻炎治療薬を 16錠服用2時間後、曜吐を主訴に
本院救命救急センターに搬入された。来院時意識状態は清明であったが、
胸部エックス線で肺浮腫と動脈血ガスでp02 52.8mmHg (6L リザーパー)と

低酸素血症を認めた。心臓エコー検査で心基部壁の著明な運動低下を認め
たため、心原性肺浮腫と診断し集中治療室に入院となった。治療は、酸

素、強心薬と適宜利尿薬を使用した。患者は順調に回復し、第12病日に独
歩退院となった。 CK(CK-MB) の最高値は399(32)IU 11、血中PPA濃度は来
院 8 時間後で、12.2ng/m1で、あった。第5病日のMIBG心筋シンチグラフィー

で、左室中基部のuptakeは低下していたが、 5ヶ月後の同検査では正常に
戻っていた。尿中カテコラミンは正常、かっ、腹部エコー上で副腎の腫大
なども認められず、褐色細胞腫などの基礎疾患も否定的であった。[考察}
PPAによって起こる急性心筋障害は病態的に、いわゆる「たこつぽ心筋症」
や「カテコラミン心筋症」に近いと考えられた。

O・D・77 血液製剤投与を拒否したアセトアミノフェン中毒の 1 症例

1)高知医科大学医学部附属病院集中治療部 2)国立東静病院麻酔科 3) 国

立病院東京災害医療センター外科

山下幸一(やましたこういち )1)，渡海裕文2)，今津康宏2) ，神元裕子1)，

李廷和1)，原口義座3) ，真鍋雅信1)

今回、われわれはアセトアミノフェン中毒による肝不全に対し肝循環維

持、肝庇護を中心とした治療で改善した症例を経験したので報告する。[症
例]31歳、女性(国籍不明、 1年前より不法滞在)[現病歴}市販の感冒薬(アセ
トアミノフェン15g相当)と睡眠剤(内容不明)を内服し自宅で意識が低下し
ているところを発見され近医に救急搬送された。その際、不法滞在が判明

した。翌日、当院紹介転院となった。{治療経過]来院時、意識清明、呼
吸・循環状態は安定していた。 GOT、 GTP、 T-Bi1の上昇、 PTの延長を認

め、 PGE1 、 DOAの投与、グルコース・インシュリン療法、グルタチオン経
口投与を開始した。入院後、患者本人が血液製剤を拒否した。翌日、意識
清明であったが、 PT27%(1NR 2.32) と肝障害が更に進行した。入院4日目
改善傾向となった。しかし、患者が退院を強く訴えたため、身元保証人を
付けることを前提に、院長判断で退院を許可した。[考察・結語]アセトア
ミノフェン中毒は、酸化活性代謝産物が肝壊死を惹起する病態である。今
回われわれは血液製剤投与を拒否されたため血柴交換を行わず軽快した症

例を経験した。今後、血柴交換の適応について検討が必要と思われる。
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0・35 栄養管理

P・D・117 侵襲度からみた食道癌術後アミノ酸大腿動静脈較差の推移

1)大分医科大学医学部附属病院集中治療部

吉武重徳(ょしたけしげのり)1)，松本重清1)，水谷明男1)，工藤事祐1) ，

野口隆之1)

[目的】手術を含め侵襲が加わると、生体は異化に傾く。この傾向は侵襲の
度合いが強いほど大きくなる事が知られている。生体のこの反応を、アミ
ノ酸分析により有用な情報を得ることができる。今回、食道癌術後患者に
おいて、大腿動静脈から採血を行い、 CRPで患者群を分類して検討した。

[方法]一期的食道癌切除再建患者24名を対象とした。術後経過中の最高
CRP値でで分類し、 25.0 mg/dl以上の群 (H群)と 25.0 mg/dl未満の群 (L群)

に分けた。大腿動静脈の採血 I;l;，術前、術後1 、 3、 5、 7で行い，アミノ酸
分析をした。アミノ酸血紫濃度は、動脈血血柴濃度から静脈血血紫濃度を
ヲ|いて大腿動静脈較差として求め検討した。[結果] H群、 L群の患者背景
に有意差は認めなかった。 CRP値はH群で30.4-0.9 L群で21.6-0.7であっ
た。アミノ酸大腿動静脈較差では、アラニンで術後5日目で、グルタミンで

術後7日目で、 BCAAで術後3、 5 日目で有意にL群での血中遊離が減少して
いた。フェニルアラニンとチロシンの総和では有意差を認めなかった。[結
論】食道癌術後において侵襲の程度でアミノ酸の筋肉からの遊離に有意差を
認め、その影響は術後3日目以降であった。

P・D・118 高脂肪含有経腸栄養剤の有効性、安全性の検討

1)新日織八幡記念病院集中治療室

海塚安郎(かいづかやすお)1)

従来の経腸栄養剤より、高脂肪含有 (50%) 経腸栄養剤を急性期患者に使用
し、血糖コントロール、脂質代謝について検討した。[方法]急性期患者10
名(平均年齢64.8歳)を対象とした。各患者に、 Harris-Benedict式から求め
た、必要カロリー量の80%以上になるように、経管投与を開始した。1) 1名
の患者では、従来型の脂肪含量30%の経腸栄養剤を2週間投与、その後に高

脂肪含有製剤に変更し、炎症所見、血糖値、インスリン使用量、脂質代謝
を比較した。 2) 入室初期より 10 日以上投与した9名を対象に、投与開始前後
のALB、 TG、 T-CHOを比較した。[結果]1) CRPに変化無かった。同一カ
ロリーを投与した10日間では、平均血糖値は223コ162 mg/dl 、使用イン

スリン量は49.6コ35.6unit/day、 TG149コ117mg/dl、 T-CH0142コ173mg/
dl 2) ALB2.4:t: 0.43コ2.7 :t: 0.56g/ dl、 TG 105.3:t: 85.87コ109 :t: 31.4 mg/ dl 、
T・CHO 110.0:t: 45.77コ160.4::t 40.38mg/ dl [考察、結果}高齢者においてもTG
値の異常は無く、投与前低値で、あったT-CHOの上昇改善が見られた。耐糖能
異常の患者においてもインスリンの必要量は減少し、血糖は安定した。

P・D・119 関心術後重症患者に対する栄養療法の有用性

1)済生会熊本病院心臓血管センター外科

上杉英之(うえすぎひでゆき)1)，三隅寛恭人下川恭弘1)，原正彦1)，
松村剛毅1)，藤田きしゅう1)，平山亮1)

関心術後は通常早期に経口摂取が可能となり、栄養管理に難渋することは

少ない。しかし術後状態が悪く長期の呼吸、循環管理が必要な症例、心臓
悪液質等で術前より栄養状態の悪い症例等は何らかの栄養管理が必要であ
る。栄養管理に難渋した症例を呈示し、対策について述べる。[症例1]76歳
男性、急性心筋梗塞、心室中隔穿孔、ショックに対し修復術を施行。術後
MRSA縦隔洞炎に対し大網充填術を施行。術後早期より経腸栄養を施行し

ていたが、持続する呼吸、循環不全、腎不全のため体液量管理が困難で
あった。術後6ヶ月で経皮経食道胃管挿入術施行。全身状態の改善を認め、
その後完全経口摂取に移行した。[症例2]65歳女性、僧帽弁狭窄症、心不
全、慢性呼吸不全に対し僧帽弁置換術を施行。身長154cm、体重36kg、仙

骨部発赤を有し術前より重度の低栄養状態であった。本症例は術後2 日より
経口摂取可能となったが、特に樽痛予防のために微量ミネラル補給飲料(テ
ゾンTM; テルモ株式会社)を早期より飲用させ、祷橋の発生なく順調に経過

した。{結語]栄養状態の改善だけでなく免疫能の賦活目的でも早期経腸栄
養は有用性が高く、今後も充分な栄養評価のもと実施していきたい。

P・D・120

第 2 日目 14 : 00 --15 : 00 第 12-1 会場

関心術後の重症例に対する栄養管理ーその指標と戦略内容
の相違からみた管理法一

1)公立陶生病院心臓血管外科 2)名古屋大学胸部機能外科

市原利彦(いちはらとしひこ)1)，川瀬正樹1>，上田裕一2)

|目的|関心術後は重症化し.ICU管理が長期化すると栄養管理が重要とな
る。その栄養管理の指標と，方法について検討する。|対象，方法i 関心術後

ICU滞在7日以上要した症例を対象に，術後経静脈栄養 (IVH) を中心に栄養管
理をしたA群と，術後早期から経腸栄養 (ED) をした群をB群とし予後，栄養状

態を比較した。項目は血糖，コリンエステラーゼ(chE) ，ピリルビン，コレステ

ロール (cho) ，BUNを指標にした。 IVHは10%ブドウ糖で開始以後高カロリー
輸液で、約2000calを目標とした。 EDは腸嬬動の聴取と胃管逆流が少ないこ
とを確認しブドウ糖を20mllhrで、開始し，逆流がなければ経腸剤に移行し

，EDのみで、約1500calを目標とした。|結果|両群間に性差，年齢，疾患群，緊急性
等に差は認めなかった。 ED開始時期は平均20.9vs5.8 日であった。 cho ，
chE，総ピリルピン，死亡率 (85vs42%) に有意差を認めた (p<0.05) 0 I考察，結
論|関心術後はMOFの腸管麻樺，ストレス潰蕩により EDが困難な場合もある
が早期のED導入が関心術後の重症患者管理において，予後を改善することが
示唆きれた。

P・D・121 原因不明のショック，アシドーシス，意識障害を呈した 1
症例-TPN管理患者に生じたビタミンBI欠乏症~

1 )旭川赤十字病院救急部 2)旭川赤十字病院麻酔科

小林康夫(こばやしやすお)1)，黒田浩光2)，南波仁2) ，住田臣造1)，

小林巌1)，須佐泰之I)

長期間のビタミン製剤無添加TPNが原因でビタミンBI欠乏性ショック，代

謝性アシドーシス， Wernicke脳症に陥った症例を経験した.症例は74歳，
女性.下血の精査のために713より内科病棟に入院しTPN管理をされてい

た. 8/30より意識レベルおよび血圧の低下が出現した. 8/31のBGAでは
pH7.13 , BE-16.6 と著明な代謝性アシドーシスを呈したためドパミンと
NaHC03の投与を行った. 9/1になってもアシドーシスは改善せずNaHC03
による補正を数度行ったが効果は一時的であった . 912にはさらに血圧が低
下し無尿，昏睡， DICとなったためICU入室となった.肺動脈カテーテルを
留置したところ高心拍出量性ショックであることが判明したが，敗血症を
疑わせる所見はなかった.そこで脚気心を考えカルテを調べたところ7/14
からビタミン剤が添加されていないことが判明した.そこで総合ビタミン
製剤の他に4 日間混合ビタミンB群製剤を投与した.また，腎不全とアシ

ドーシスに対してCHDFを行い，血圧は高用量NAで維持した.その後徐々
に血圧は上昇し， 9/6にはショックから離脱し利尿がつき始め， DIC，意識

レベルも改善傾向となり 9/10 ICUを軽快退室した.
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D・36 モニタリング (1 ) 

P・D・122 Bispectral 1ndexは脳波の何をみているか?

1)帝京大学医学部附属市原病院麻酔科 2)帝京大学医学部附属市原病院

集中治療センター

後藤隆久(ごとうたかひさ )1)，藤田正人2)，福家伸夫2) ，森田茂穂1)

[目的 1Bispectral 1ndex (BIS) は脳波から得られる麻酔深度の指数である
が、最近では集中治療患者の意識レベルの評価などにも使われ始めてい
る。本研究では、 BISが脳波の何を見ているかを明らかにするため、 BIS と

脳波のパワースベクトラル分析で得られる数値との相関を調べた。[方法1
38歳から66歳の手術患者7名と、自然睡眠中のボランティア男性1名を対象
とした。麻酔または鎮静レベルをゆっくり変化させながら、 BISモニターA-

1050 (Aspect社)を用いて脳波および131Sを記録した。脳波の30・47Hz成分の
パワーを 11-20Hz成分のパワーで、割ったものの対数 (Beta Ratio : BISの構成
成分のひとつであると公表されている)および95%エッジ周波数 (SEF9S) を
毎分もとめ、 B1S との相関を回帰分析で調べた。[結果1B1S65以上では、
BIS = 7.7 (BetaRatio) + 97. R = 0.922. P< 0;0001 (データポイント数288) 、
B1Sが30 と 65の間では、 BIS= 1.9(SEF9S) +19.R=0.74.P<0.0001 (データ
ポイント数340) であった。{結語1BISは65以上(鎮静~覚醒)ではBeta Ratio 
と、 30-65(意識消失)で、はSEF9Sと強い正の相関関係がある。

P・D・123 呼吸管理中にBispectral 1ndexモニターが異常変動を呈し

た症例の検討

1)東京医科大学麻酔科学教室集中治療部 2)東京医科大学麻酔科学教室

福井秀公(ふくいひできみ)1)，葛西嘉亮2) ，三井孝則2>，平林剛2) ，

小津拓郎J)，飯塚亨2) ì賓田良一2) ，渡辺省五])， 一色淳2)

我々の施設では呼吸管理中に麻酔深度モニターとして開発された
Bispectral lndex (以下回S) を用いて鎮静度の評価を試みている。今回、
経過中にBIS値が異常変動を呈した症例を経験したので、各症例の病態と
BIS値の変動について考察を加え報告する。

[症例1162歳男性、原因不明の高アンモニア血症と膿胸による呼吸不全に対
して呼吸管理中であった。第2病日に突然BIS値が50台から0に低下し、瞳孔
の散大と対光反射の消失を認めた。

[症例2166歳男性、胸部大動脈癌にて弓部人工血管置換術が施行された。術
中約20分の心停止があり、術野にて心マッサージが行われた。入室時瞳孔
の散大と対光反射の減弱を認めたがBIS値は40台を呈していた。第2病日に
突然B1S値がOに低下した。
[考察]各症例の頭部CTではぴまん性の低酸素性変化が認められ、脳波も平
坦波を呈し、臨床的脳死と判定された。原因として高度な脳浮腫の進行が

考えられ、脳波の平坦化がBIS値の低下となって現れたと推察された。
{結語]呼吸管理中のBISのモニタリングにより、非侵襲的かっ簡便に、早期
に頭蓋内病変を発見できる可能性が示唆された。

P・D・124 心肺停止蘇生後患者におけるBispectral 1ndex による検討

])日本大学医学部救急医学教室

棲井淳(さくらいあっし)])，守谷俊])，雅楽川聡])，木下浩作])，
林成之])

[はじめに]心肺停止蘇生後患者に対するBispectral 1ndex (BIS) による脳機
能評価を行ったので報告する。[方法]心肺停止蘇生後患者 (17名)において
蘇生後早期 (24時間以内)にBISを装着し，その数値と予後との関係について

検討した。[結果】(1)Glasgow Outcome Scaleにおいてgood recovery を示
した2例のモニター開始時における BISは， 70, 41, Suppression ratio (SR) 
はOであった。 (2) 予後不良だ、った15例のモニター開始時からBISは8 1: 9(平
均値±標準偏差)と低値， SRは83 1: 19 と高値を示した。このうち3例は装着
時のBISが90 ， SRがOであったが， BISから得られた脳波所見から筋弛緩薬
を投与したところBIS が0， SRが90以上の値に上昇した。[結語1BISによる
蘇生後脳症早期の検討では，予後良好例はSR値が上昇せず持続的に脳波活
動がみられるのに対し，予後不良例ではSR値が上昇し，強い脳波の抑制所
見が認められた。心肺停止蘇生後脳症の早期予後評価にBISを加えることに
より予後診断が確実になる可能性が示唆された。

P・D・125

第 2 日目 15 : 00 --16 : 00 第 12-1 会場

集中治療における鎮静の客観的評価に対する Bispectral
1ndexモニターの応用

])東京医科大学麻酔科学教室集中治療部 2)東京医科大学麻酔科学教室

小津拓郎(おざわたくろう )1 ) ，武田直子2) ，関根秀介])，福井秀公])，

西山隆久2)，室園美智博引荻原幸彦ベ渡辺省五])，一色淳2)

我々の施設では呼吸管理中の鎮静度の評価としてSedation Agitation Scale 
(以下SAS) やRamsy Scaleを使用している 。 しかし評価する人間の経験度
や時間帯などによって評価点が異なることも稀ではなく、また吸引等の刺
激に対する体動を過大評価することにより鎮静薬の過剰投与にもなりやす
い。 そこで近年、麻酔深度モニターとして利用されているBispectral 1ndex 

(以下BIS) を用いて鎮静度の客観的評価を試み、鎮静薬の至適投与量の指標
となり得るか検討したので報告する。
[方法]対象は心血管系並びに消化器系の術後呼吸管理を必要とする症例。
BIS値が60-70となるようにpropofolの投与濃度を微調整し、各scaleで、の評
価点とその時のBIS値を記録した。

[結果lSAS、 Ramsy scale共にBIS値とよい相関を示した。当施設で目標と
するSASの3点ではBIS値は66 1: 12 (mean 1: SD) 、 Ramsy scaleの3点で、は72
1: 14(mean 1: SD) を呈した。またpropofolの単位時間当たりの投与量も、本
研究以前と比較して有意に減量できた。

[結語1BISモニターは集中治療の鎮静の客観的モニターとして有用である事
が示唆された。

P・D・126 肺経由動脈熱希釈法を用いた循環管理一 PiCCO@カテーテ
ルの有用性一

1)大阪市立総合医療センター集中治療部

安宅 一晃(あたぎかずあき )1) ，嶋岡英輝])，福田正子 1 ) ，中尾美保])，

藤井崇1)，佐谷誠1)

重症患者の循環管理において，肺動脈カテーテルから得られる情報は有用

である.今回，肺経由動脈熱希釈法を原理とするカテーテルを使用し，そ
の有用性について検討したので報告する.対象と方法:心臓外科術後38例
(成人27例，小児11例)，多臓器不全症例5例(成人4例，小児1例)に対して，
肺経由動脈熱希釈法 (PiCCO申)を用いた循環管理を行った測定項目は心拍
出量係数 (CI)と胸腔内血液容量係数 (ITBV I)，肺血管外水分量係数

(EVLWI)である.以上の結果から1.肺経由動脈熱希釈法を用いたC1
(PCCI)と肺動脈カテーテルから得られるC1(PACI)の比較. 2.1TBV1や
EVLW1などの容量指標の有用性について検討した.結果と考察: 1.PCC1 と

PAC1はn=75. R2=0.55 と有意な相関をした. 2.容量の指標である1TBV1の
変化量はPCC1の変化量と相闘が見られ，心臓の前負荷の指標として有用で
あると考えられた.カテーテル挿入が容易，心臓内にカテーテル留置の必

要がないなどの利点を持つ本法は心臓外科術後だけでなく，多臓器不全症
例や小児症例における循環管理や体液管理に有用であると考えられた.

P・D・127 肺動脈カテーテルの挿入できない症例への圧波形解析によ
る連続心拍出量測定PiCCOの使用経験

1)岡山大学医学部附属病院集中治療部

小坂誠(こさかまこと)1)，森田潔1)，岩崎達雄1)，大江克憲1)，
谷野雅昭1)，竹内護1) ，平川方久I)

【はじめに]成人心臓手術では、肺動脈カテーテル (PA cath) を用いた心拍
出量測定が行われている。しかし、フアロー四徴症 (TOF) 等、 PA cathを挿
入できない症例もある。今回、大腿動脈内にカテーテルを留置し圧波形解析

にて連続心拍出量測定するPiCCO (PULSION社製)で、 TOF等の術中・術後
管理を行ったので報告する。

[症例150歳と 59歳の男性TOF2例と DORV根治術後の右室流出路狭窄症l例。
麻酔導入後、左大腿動脈に4FrのPCCOカテーテルと右内頚静脈に中心静脈カ
テーテルを挿入し、中心静脈より解凍した5%糖液lOmlを注入して測定を開
始した。 3例目の症例は心内シャントがないので、気管内挿管後に呼気CO2の
部分再呼吸法NICOTM(NOV AMETRIX社製)による心拍出量測定も行った。

{結果および考察1PiCCOによる連続心拍出量測定は、術中・術後を通じて
測定できた。 PiCCOカテーテルも細く大腿に血行障害はなかった。榛骨動
脈にも圧ラインを設定したので、採血時も中枢動脈圧が見え有用であっ
た。 7時点のみでの比較であったが、 N1COがPiCCO より1.11- 1.58倍の高い
値を示すも影響の有る程の差ではなかった。

[結論1pA cathを挿入できない症例で、 PiCCOの使用は有用と考えられた。
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P・D・128 右室拡張末期容量係数(RVEDVI)の連続モニタリング

1)日本大学救急医学 2) 日本大学内科学第2(駿河台日大病院循環器科)，

3)駿河台病院日本大学病院臨床工学技士室

冨永善照(とみながよしてる) 1) ，長尾建1)，菊池学2 ) ，渡辺和宏2) ，

古屋真吾2) ，三木隆弘3)，岡本一彦3) ，二渡部英治3) ，矢崎誠治 1) ，

上松瀬勝男 2) ，林成之1)

[目的]バルーン付き右心カテーテルは最も信頼のおける心血行動態モニタリ
ングの一つである。 本研究の目的は右室拡張末期容量係数(RVEDVI)の連続

モニターを可能にした新しいSwan-Ganz catheterを用いて、 RVEDVIと心係
数 (CI)の関係を知ることにした。 [方法]Swan-Ganz catheterの適応を有した
9例を対象とし、 1時間毎に48時間以上、総計495ポイントの心血行動態を測
定した。 そして、 CI と RVEDVIの関連を検討した。[結果]患者の内訳は急
性肺胞性肺水腫4例、心原性ショック2例、心原性蘇生後2例、高リスクCABG

I例で、あった。 CIと有意な相関を示した因子はRVEDVIと酸素摂取率 (02ER)
であった。一方、肺動脈模入圧 (PCWP) と中心静脈圧は有意な相関を示さな
かった。 心拍数、中心静脈圧、 PCWP、 RVEDVI、駆出率、 02ER) の7因子

を用いた重回帰分析では、 CIに関与する因子は心拍数，RVEDVI.駆出率、
02ER (R2 = 0.4)で合った。 【結語]前負荷の指標としてRVEDVIはPCWPより
優れCIの予測因子になると結論した。

P・D・129 インジゴカルミンを指示薬としたパルスダイデンジトメト

リーの開発

1)川崎医科大学麻酔・集中治療医学教室

藤田喜久(ふじたよしひさ)1)，左利厚生1)

[はじめに]インジゴカルミンを指示薬としたパルスデンジトメトリー (IDG
dyedensitometry) は、心拍出量、循環血液量および腎機能をベッドサイド

で低侵襲に評価できる新しい方法として期待されている 。
{方法]本研究は川崎医科大学動物実験倫理委員会の承認を受けた。 イヌ
(n =9,11.2 :!: 0.8 kg) を対象として心拍出量(熱希釈法)および循環血液量 (51-
Cr標識赤血球法)について、本装置の精度を検討した。

[方法と結果]心拍出量については熱希釈法との問で良好な相関 (Y=0.65X+
0.81 、 r=0.847、 p<0.05) を認め、その平均誤差は・0.08:!:0.53 L/min (有意差
なし、 p<0.05) であった。一方、循環血液量は51-Cr標識赤血球法では平均
1026:!: 235mLで、あったのに対して、 IDG-dyedensitometry 法では2349 ::t
844mLとおよそ2.3倍であった。 IDG-dyedensitometry により循環血液量が
過大に評価された原因として、インジゴカルミンが血液内で比較的小分子

のタンパクと結合して毛細血管より漏出した可能性が推測された。

P・D・130 Gaシンチグラフィーを用いてのARDSの評価

1)札幌医科大学医学部救急集中治療部

兵子早苗(ひょうごさなえ)1)，今泉均 1 ) ，升田好樹1)，紅露伸司 1) ，

西森英史1)，吉田英昭1) ，高橋典之1)，佐藤守仁川浅井康文1)

[はじめに]ARDSの病態には肺血管透過性充進が関与している. Gaシンチ
グラフィー (Gaシンチ)では透過性充進により肺間質へのGa集積が生じるこ

とが報告されている.本検討ではARDS発症後に施行したGaシンチによる
肺集積の程度を，肺に対する Gaindex~こて評価し ， P/F ratio, lung injury 
score (LIS) との関係について検討した. [対象と方法]術後，化学療法後，
熱傷後などに発症したARDS5症例 (ARDS群)および肺炎などの軽度の肺障
害4症例(非ARDS群)を対象とした.胸部CT画像および工ISを用いてARDS
および非ARDSを診断後， Gaシンチを施行した.ガンマカメラにて撮像
後，背景としての前頚上腕部，肝臓，左右肺の上，中，下肺野にそれぞれ
関心領域を作製し，放射活性を測定した. Ga indexは(肺 (6カ所の平均値)
一背景) /(肝臓一背景) x 100 (%)とした. [結果]ARDS群および非ARDS群
の平均LIS， P IF ratio, Ga index はそれぞれ2.8/ 1.0 ， 102.11202.5, 81.3124.1 
(%)であった. [結語]ARDSで、は肺へのGa集積が克進し，その程度は肺酸
素化障害の程度と関連する可能性が考えられたあわせてSP-D， KL・6 との関
連についても報告する.

P・D・131

第 2 日目 16 : 00 --17 : 00 第 12-1 会場

食道癌根治術周術期における血管内水分量と血管透過性の
評価

1)慶腰義塾大学医学部麻酔学教室 一般集中治療室

小竹良文(こたけよしふみ)1)，小杉志都子1)，重松次郎昌幸 1 ) ，

印南靖志1 ) ，森山潔1)，森田慶久1)，芹田良平1) ，森崎浩1)，武田純三1)

本研究では食道癌根治術におけるICG densitometryによる循環血紫量 (PV
ICG) と glucose初期分布容量 (IDVG) による血管内水分量の評価および両者
の比による血管透過性の評価を目的とした。 倫理委員会の承認の下、同意
の得られた患者20名を対象とし麻酔導入後、集中治療室入室時、および術
後1，2，3 日に上記の測定を行った。 結果は平均±標準偏差で示し、分散分析
によって検討した(市<0.05 vs 導入後、 #p<0.05 vs 入室時、術後1 日) 。
PV-ICG、 IDVGいずれも術直後には低値をとり、その後増加し、術後3日に
有意差が認められた。 PV-ICG/IDVG比も同様の経過をとった。 食道癌患者
では術後3 日目にrefillingおよび血管透過性昂進が生じることが明らかに
なった。

P・D・132

導入後 入家時 術後 1 日 術後 2 日 術後 3 日

PV.・ICG (mVkg) I .">0 .7 土日 45.9土 1 6 .2 49. 6土 8.4 .')4 . 6土 10.4 68.4士 1 8.4'

IDVG (mVk畠 I 126. 1 土22.5 124. 8土 26.7 137 . 5土 15.2 142 ヌ土 18.2 1';53士ヌ 2 .9*

PV.JCG/IDVG I 0.4 1 士0.09 ヌ7 :t 0. 1O 0.36土 () . 06 0.39土日 09 0.45土 0. 1211

気管支ファイバーによる吸疲時の気管内リドカイン投与に
よるリドカイン血中濃度の検討

1)岡山大学医学部附属病院集中治療部

倉迫敏明(くらさことしあき)1)，奥格1)，溝淵知司1)，長野修1)，

横山正尚1)，片山浩1)，森田潔1)，平川方久])

(緒言)気管支ファイパーを用いた吸疾はICUにおいて必須の処置であり、

我々の施設においても日常的に行なわれている 。 患者の咳轍反射が強い場
合、我々は基本的にリドカインの気管内投与を施行しているが、肝機能低

下や循環動態不安定なICU患者においては気管内に投与したリドカインが
全身に与える影響をも考慮する必要がある 。 今回我々は気管支ファイパー
による吸疲を施行される患者において気管内投与後のリドカイン血中濃度

を測定したので若干の考察を加えて報告する。(方法)5mg/kgのリドカイン
(最大300mg，4%溶液)を気管分岐部直上に気管支ファイパーから投与し、 30
秒後に可能な限り残存溶液を吸引するとともに通常の吸疲操作を施行し
た。 血中濃度はリドカイン投与前，1，2，3，5，7，10, 15，20，30分後に測定した。 (結
果と考察)血中濃度は3分から 10分後にピーク値をとり、中毒域の5μ g/mlを

越える値を示す症例はなかったが症例によるぱらつきが大きかった。 ピー
ク値のばらつきは残存溶液の吸引量の違いによると考えられ、吸引の遅れ

によって血中濃度が中毒量を超える可能性があり注意が必要であると考え
られた。

P・D・133 人工呼吸器のガスミキサーの故障が中央配管の圧縮空気酸

素濃度に影響を及ぼした一事例

1)新潟大学医学部附属病院集中治療部 2)新潟大学医学部救急医学講座

小村昇(こむらのぼる )1 ) ，大橋さとみ2)，本多忠幸2) ，佐藤 一範1)，

遠藤裕2)

人工呼吸器のガスミキサーの故障が、中央配管を介して他病棟の圧縮空気

酸素濃度に影響を及ぼした事例を経験したので報告する。〈経過〉病棟の
Servo Ventilator (以下SV) 300の酸素濃度アラームが頻繁に鳴るため業者
に修理を依頼した。 修理中にSV 300の供給ガス酸素濃度の変動が判明し
た。 他の呼吸器を中央配管に接続しても同様に供給ガス酸素濃度は変動し
た。 ガス供給をボンべからとすると酸素濃度の変動はなくなった。 別棟に
ある集中治療部の中央配管では圧縮空気酸素濃度に変動はなかった。 湿気
の影響を最小とするため人工呼吸器直前に除湿器を装着したが供給ガス酸
素濃度の変動幅が若干減少したのみであった。中央配管の圧縮空気の酸素
濃度を確認したところFi02は26-30%を示した。 同棟の中央配管に接続し
ている機器を点検すると階下の病棟で使用中のSV -900Bにガスミキサーの
異常が見つかった。 中央配管からそのSV -900Bを外すと圧縮空気酸素濃度
の変動はなくなり SV 300は正常に作動した。 人工呼吸中の患者に影響はな
かった。〈原因}SV -900に使用されていたガスミキサー961の内部部品が劣
化したため酸素が圧縮空気側へ流入し酸素濃度が上昇したと思われる 。
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P・D・134 緊急にU入室症例についての検討

])近畿大学医学部麻酔科

田仲毅至(たなかっよし)Il，宇野洋史J)，奥田隆彦])，古賀義久1)

緊急ICU入室症例についてレトロスペクティブに患者背景および疾患、手
術の有無、予後などの調査を行い、入室決定因子の検討を行った。【対象と
方法]1996年4月から2000年3月までのICU緊急入室した200例を対象とし
た。術後群<術後ICUに入室した群:術前決定群、術中決定群>、非術後群
<手術室意外で病状悪化のため入室した群>。緊急入室依頼理由、人工呼
吸器の有無、 ICUでの死亡率について調査を行った。[結果]術後群160例<
術前決定群140例、術中決定群20例>、非術後群40例で、あった。緊急ICU入
室依頼理由では，循環障害が約80%、次に呼吸障害の75%で、小児あるいは
高齢者の重症全身疾患があげられる。術後群では循環障害<心臓手術術
後，術中大量出血など>が，非術後群では病棟での呼吸不全が原因となっ
ていることが多い。人工呼吸器の有無は、術後群で約90%が、非術後群は

全例が人工呼吸器での管理を必要とした。 ICUでの死亡率は、術後群は約
4%で非術後群で、は約10%で、あった。【結論]本院での緊急ICU入室は、術後
群で循環障害、非術後群では呼吸障害が大きな決定因子である。

P・D・135 当院における術後病棟患者のICU緊急入室例

Il香川県立中央病院麻酔科 2)香川県立中央病院救命救急センター 3) 岡

山大学医学部附属病院麻酔科蘇生科

松下幹晴(まつしたもとはる)])，高島武焼1)，松岡義和Il，新井美奈子])，

藤井桂子])，安藤英二])，小原祐子3)，平崎盟人川小野剛])，松田力哉2) ，

小西英毅川瀬戸甲蔵])

【緒言]術後合併症により病棟からICUへ緊急入室した症例をまとめた報告
は少ない。今回術後3ヶ月以内の患者で、再手術による緊急入室例を除いた
50例(男36例、女14例、平均年齢69歳)を対象とし、診療録をもとに術後合
併症、その背景因子、転帰を調査した。[結果と考察}合併症としては肺炎
が最も多く(18例)、次いで急性肺血栓塞栓症で、両者が50%を占めた。肺
炎合併例の平均年齢は72.5歳で、 6例が誤鴫性肺炎、 2例は沈下性肺炎と診断
された。この8例では発熱、利尿剤使用、頻呼吸が原因と思われる脱水症状

があり、疲の粘調化、明記下機能低下が重要な背景因子と考えられた。また
術後ICU管理をして一旦退室した後、 3日以内に再入室した症例が12例あ
り、退室時の判断に問題があった。 ICU内死亡を含め死亡退院は29名で、
死亡例の多くに周術期の低栄養と術前低肺機能を認めた。[結論]術後緊急
入室例の多くは呼吸器系合併症によるもので、予後も悪いものが多い。術
後呼吸管理においては、高齢者誤礁対策を含めた麻酔科医と主治医の緊密

な連携が必要である。

P・D・136 術後死亡における集中治療室の役割の検討

1)明石市立市民病院麻酔科

上藤哲郎(うえふじてつろう)Il，中尾博之Il，森美津子1) ，田中佳子])

[目的]明石市立市民病院におけるICUの役割を検討するーっとして、麻酔
科管理手術例の術後30日以内の病院内死亡を検討した。
[方法、結果]検討期間は1991年から2000年の10年間で、この期間の死亡数
は77例、死亡率0.67%であった。

77例中術直後入室し退室することなく死亡した45例の中で頻度が高いのは
術前よりの脳病変22例、術前よりの重症感染12例であった。術直後入室し
一旦退室したが再入室し死亡した9例のうち術後の重症感染と呼吸循環不全
が4例ずつあった。
術直後入室し退室後病棟にて死亡したのが13例、一度も入室しなかったの

が10例あった。 ICU外での死亡のうちICUに搬入するまでに死亡した急性呼
吸循環不全が心停止で発見された2例を含めて8例あった。また悪性腫蕩の

進行が7例、神経学的予後不良が4例あった。
[結論]手術死亡患者の70%はICUにて死亡しており、明石市民病院におけ
る術後重症者管理の中でICUのはたす役割は非常に大きかった。 10%の患
者はICUの適応と考えられる病態であったが、時間経過の関係で収容でき
なかった。これらの患者のすみやかな収容治療が今後の課題である。

第 2 日目 14 : 00 --15 : 00 第 12-2 会場

P・D・137 集中治療における家族の同意について

])岡山赤十字病院救命救急センター 2) 岡山赤十字病院麻酔科

石井史子(いしいふみこ )1) ，内田寛昭])，物部容子1)，下田豊1) ，

越智辰清2)，清水啓子ベ岩崎衣津川谷口新2)，井谷智2)，若林隆信2)

ICUでの治療は患者の了解を得ることが困難なことが多い。今回本人に了

解を得ることが不可能で、家族の同意が得られず対応に苦慮した患者を2例
経験したので報告する。 I症例1] 1歳6ヶ月男児。脳梗塞で入院した。脳浮腫
が強いためさらに悪化すれば減圧開頭術の可能性があることを説明するが

家族は受け入れできなかった。結果的には保存的管理で、 ICUを軽快退室
した。[症例2]58歳男性。左下腿開放骨折、左膝下動脈損傷で血管修復、デ
ブライド、創外固定を行い、 ICUで人工呼吸とした。翌日足背動脈が触知
不能となり、左下腿が壊死状態となった。第5病日より急性腎不全のため血
液透析を開始した。さらに敗血症も併発し、左下腿切断の手術を施行しよ
うとしたが家族の同意が得られなかった。関係者と協議を行い、第21病日
に切断術を施行した。その後血液透析からも離脱、敗血症も軽快し、 ICU

を退室した。[考察]救命処置は家族の反対があっても行うということが基
本であると思われるが、 ICUの治療はその決定が予後を左右するため治療

する側にも多々迷いが存在する。結果的に予後不良となった場合の対応に
ついてはさらに検討を要する。

P・D・138 PHSを用いた鯖易な特定行為指示システムの試み

j)春日部市立病院内科 2) 日本大学救急医学 3) 日本大学内科学講座内

科2

有馬健(ありまけん)])，川俣博文])，向山剛生])，山岡健治])，花川和也ll ，
佐藤力])，中山清和川水野滋章川臼井真帆ll，羽毛田公])，矢崎誠治2) ，

長尾建2)，林成之2l，上松瀬勝男3)

救命センターが無い多くの市町村では、東京都のような特定行為への迅速

な指示システムは確立されているとは言えず、特定行為の実施率も低い。
本年7月国もメデイカルコントロールの整備を急ぐよう通達を出している。
我々は昨年12月より救急救命士の特定行為の実施率の向上とスムーズな運
用を目指し、 PHSを用いた特定行為指示システムの運用を始めたので、そ

の現状と問題を報告する。[方法】当院内の不感地帯軽減のため家庭用アン
テナを3台設置。内科救急担当医が専用PHSを常時携帯する。救急救命士は
現場より直接このPHSに連絡し指示を仰ぐ。[結果】平成13年1 月 -8月に春
日部消防署管内の院外心肺停止で蘇生の対象となった67例中29例 (43%) に
特定行為が実施された。これは平成12年同時期の53例中4例 (7.5%) より有意

(pく0.01)に高率であった。特定行為実施29例中12例 (42%) はPHS不通で一
般回線より指示した。[まとめ]PHSを用いた特定行為指示システムは安価
で、運用後特定行為実施頻度が大幅に増加しており有用である。通話不能
率の改善が課題である。

P・D・139 患者情報システム CareVue申を利用したカンフアランス

1)横浜市立大学医学部市民総合医療センター集中治療部

山口修(やまぐちおさむ)])，大塚将秀Il，後藤正美Il，下山哲Il

集中治療部と，受け持ち各科との間のカンファランスは，患者の状態を把握し，治
療方針を決定する上で欠かすことの出来ない行事である.我々は.ICU入室時
と毎朝，"ICU カンファランス"を行っている.従来は，手書きのweekly flow 

sheet をカンファランスのたたき台として使用してきたしかし2000年1 月
より CareVue骨を導入したのを機会に，カンファランスにも本システムを積極

的に利用し手書きのweekly flow sheetから移行させつつある.その導入効
果と問題点を検討した導入効果ソfイタルサイン，血液ガス分析値，心拍出量

計vigilanceのparameterなどが自動取り込みされるようになり，省力化され
た上に転記ミスがなくなった画面上時間軸が自由に伸縮でき，trendが見や
すくなった.問題点:呼吸器の種類が多くすべての呼吸器とのリンクが現状で
は出来ていない.8byte以上の文字情報は自動入力されないため，培養結果情

報などは別に収集する必要がある.CareVue@の画面のformat，たとえば縦軸

のrangeや，cellの色などが固定されており，userの希望通りにならない
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0・39 教育・コンビュータ

P・D・140 医学生の集中治療科および集中治療科医師に対する意識調

査

o前橋赤十字病院麻酔科・集中治療科・救急部 2)群馬大学医学部麻酔・

蘇生学教室 3)群馬大学医学部救急医学教室

中野実(なかのみのる ) 0，小池俊明0，高橋栄治])，加藤清司 0 ，

菅谷社男U，堤哲也0，中村京一J)，粛藤美和子0，麻生知寿0 ，
後藤文夫2)，飯野佑_3)，横江隆夫3)

[目的および方法]平成11 ・ 12年度群馬大学医学部医学科第5学年生計190名
を対象に、アンケート形式による集中治療科および集中治療科医師に関す
る意識調査を行った。 【結論11将来の進路として集中治療科医師を候補の一
つに考慮しているかJの質問に対して78.9%(男子学生79.0%、女子学生78.8
%)が「していない」と回答した。 「していない」と回答した学生に対して複数
回答を可能としてその理由を質問した結果、「他科希望J46.0%、「集中治療
の仕事を良く知らないJ24.6%、「体力的にきっそう J21.3%、「拘束時間が多
いJ20.0%が上位を占めた。一方、「研修期間中に集中治療科の研修を希望す
るかJの質問に対しては89.4%が「希望する」と回答した 。 [考察]医学生に
は、集中治療科は仕事内容が不明なうえ、拘束時間が長く体力的にきつい
部署とのイメージがあり、 8割近くが進路から除外している 。 しかし、 9割

近くが集中治療科の研修を望んでいることから、まず集中治療科医師の仕

事内容を理解させ、集中治療に興味をもたせる実習や研修ができれば、集
中治療科医師を志望する学生の増加も不可能で、はないと考える 。

P・D・141 インド地震における国際災害救援医療の経験と問題点

o 日本赤十字社和歌山医療センター救急部

千代孝夫(ちしろたかお) P，大津聡子P，内野正人]) ， 戸城仁一円

辻本登志英o

[目的]2001年 1 月に発生したインド西部地震救援医療に参加し、その活動
と経験より今後の国際災害医療における問題点と対策について考察する 。
{活動]震源地から7km に独立型診療所を開設し、医師、看護婦、調整員
等、総数41名により、 5600名の患者の診察を行った。 外国性疾患24%(地震
関連外傷15%) 、内因性疾患77%(呼吸器疾患13%) 等であった。 [問題点と対
策] (1)国際救援は完全自給自足体制が望まれる 。 (2) 生活環境の整備によ
り高度の救援医療が施行できる 。 (3) 活動員の精神的ケアにも配慮すべき
である。 (4) 派遣員としては、医療スタッフ以外の人材が多数必要である 。

(5) 固定診療所の方が効率的な医療活動が出来る。 (6) チームリーダーは、
全決定権を持ち、管理と統制を行うべきで、このための研修が必要であ

る 。 (7) 本邦独自の診療体制、携行医療機材を持つことを遼巡すべきでは
ない。 (8) 撤収時期は、現地の医療を阻害しないために少し早期の方が良

い。 (9) 派遣員を送り出した派遣元施設への配慮が必要である 。 [結論]今
回の活動は派遣から撤収までを円滑に施行出来たが、運営、派遣人員、機
材、環境整備の面で反省すべき点もあり、今後の対応が必要である 。

P・D・142 集中治療専従医の救急医療への関わりについて

])濁協医科大学病院集中治療部

木多秀彰(きたひであき)])，和気晃司 ]) ，久我英世]) ，高橋宏行])，
大津敏])，小林光太郎J)，小野哲J)，林堅二0，崎尾秀彰J)

[目的]当院集中治療部では、地域救急体制の充実のため平成9年9月から2次
救急輪番目に初期対応を開始し、平成11年4月からは全日にわたって救急要
請の対応を行っている 。 今後、救急部併設型の集中治療部へと変化してゆ

くにあたり、集中治療専従医の救急医療の関わりについて検討した。 [方
法]平成9年9月から平成11年3月までを前期 (19ヶ月)とし、救急体制が変更
になった同年4月以降 (30ヶ月)を後期として検討した。 [結果と考察]前期お
よび後期の救急外来受診患者総数は、月平均で共に約2，000名であった。 集
中治療専従医が応答した救急患者は、それぞれ前期795名(月平均42名)、後
期4，324名 (144名)で、そのうちICUに収容した患者数は76名 (4名)、 327名
(11名)と後期に増加した。 この時期のICU入室患者数は、1，109名 (58名)と
1.788名 (60名)で差はなかったが、平均在室日数は3.8 日、 2.9 日と後期が短か
く、死亡率は4.9%、 4.4%と差はなかった。 救急対応を全日行うことにより
救急対応によるICU入室患者数が増加したが、全体としてはICU滞在期間が
減少し死亡率に変化はなく、比較的軽症の患者がICUに収容される傾向に
あると考えられた。

P・D・143

第 2 日目 15 : 00 -16 : 00 第 12-2 会場

ICUにおける鎮痛・鎮静の評価と実状: ICUナースに対す

るアンケート調査

J)大阪市立大学医学部附属病院救急部

行岡秀和(ゆきおかひでかず)0，栗田聡J)，吉田玄0，加藤昇J)

[目的]ICUナースの鎮痛・鎮静に対する考え方、満足度、評価法について
調査し、 ICUにおける鎮痛・鎮静の実状を明らかにすること 。 [方法・結
果]大阪ならびにその周辺のICU (19施設)に対してアンケート調査を行い、
18施設、 458名のナースより回答を得た。 ナースの60%は痛みがほとんどな
いように鎮痛薬を投与すべきと考えているが、痛みが出ればすぐに、ある

いは痛みが出る前に鎮痛薬を投与すると答えたナースは50%であった。 視

覚アナログ尺度 (VAS) はルーチンには使用されておらず、 85%のナースが
VASを知らなかった。 一方、硬膜外鎮痛は90%のナースが理解していた。
40%以上のナースはICUでの鎮痛法や人工呼吸中の鎮痛・鎮静法に満足し
ていなかった。 50%は痛みの評価が不十分と答えた。 ラムゼイ鎮静スケー
ルをルーチンに使用している 1施設ではその評価に満足していたが、他の施

設ではほとんどのナースがラムゼイスケールを知らなかった。 [結論]Icu
において、鎮痛・鎮静の評価はルーチンには行われておらず、多くのナー

スが鎮痛・鎮静法に不満足であった。 また、鎮痛・鎮静の評価法に対する

理解が不十分で、あり、啓蒙する必要がある 。

P・D・144 インターネットがかかわった薬物中毒と経首例

o都立府中病院救命救急センター

佐々木勝(ささきまさる) ]) ，堀典子1 )

症例(1)28歳男性。 2001年4月 1 日自室に倒れているのを家族が発見。 周囲に

白い粉が入っている瓶があった。 来院時意識レベル200 (JCS) 、顔面・衣服
に白い粉が付着しており、胃洗浄にても白い粉末状排液を認めた。 意識覚

醒後、本人はインターネットで睡眠薬をリスロンと称して購入したが、薬

物同定では合成麻薬のメサドンであった。 症例 (2)20歳男性。 2001年9月 16
日経首・ CPAにて来院するも死後硬直認め蘇生を断念した。 同年3月 16日に

も薬物多量服用にて某救命センターに入院した既往があった。 母親の話で
は、自殺マニアの女性とインターネットで情報交換しており、心配してい
たという 。 (まとめ)インターネット上では、種々の薬が麻薬取締法の対象

薬物に指定されていないことを合法と宣伝していたり、自殺に対する安易

な薦めや方法が詳細に記載されているホームページを見つけることがで

き、複雑な社会状況になってきている 。 このような時代背景を考えると救

急医療に従事する上で、インターネット上でのアンダーグラウンドの情報
収集が必要と思われる 。

P・D・145 術後患者管理における北大病院集中治療部患者情報システ
ムと手術部患者情報システムの相互関係と問題点

])北海道大学医学部附属病院集中治療部 2)北海道大学医学部附属病院

救急科

岡村篤(おかむらあっし)])，石川岳彦 ]) ，石谷利光])，松田直之2) ，
亀上隆2)，丸藤哲2) ，鍋物修])

北大病院集中治療部入室症例のうち約60%が術後患者である 。 したがって
手術部から集中治療部への効率的な患者情報伝達は業務上重要である。北
大病院では1997年より手術部、 2000年より集中治療部にそれぞれ患者情報
システムが導入された。 両システムの導入により集中治療部では入室予定
手術患者の電子化麻酔記録が観察可能となり、術中の血行動態、投与薬

物、水電解質バランス等の患者情報が経時的に把握され、患者入室後の速

やかな集中治療管理に寄与している 。 両システムは一部のデータをリンク
し運用されており、入室予定患者の登録は電子的に手術部から集中治療部
へと転送される。 しかしながら、集中治療部システム導入後1年の運用を経
験した現時点で、手術部システムとより有機的にリンクすべきデータや記
録上のフォーマットの改善点が明らかとなってきた。 主な問題点としては

術中の患者生体情報の集中治療部システムへの取り込みと表示系、両部門
での水分出納の一元化などが挙げられる 。 両システムを概観するととも
に、集中治療部側からみたデータリンクの問題点を検討する 。
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0-40 環境・経済

P・D・146 ICUにおける室内環境の実態調査一気温 ・ 湿度・照度・騒

音の同時連続測定による動態解明一

II大阪大学医学部附属病院 MEサービス部 2)大阪大学医学部附属病院集

中治療部

富田敏司(とみたとしじ)1)，西村信哉2 )，西村匡司2) ，妙中信之2) ，

真下節2)

[目的】ICUの室内環境に関して、光や音など個々についての報告は最近よ
く認められるが、気温や光および音のパラメータを同時且つ連続測定した
報告は少ない。 今回、 ICUにおける気温・湿度・照度・騒音の同時連続測
定を試みた。 [方法]患者のベッドサイド(主に頭部付近)に温湿度計 (TR・
72S:テイアンドデイ杜)、 照度計 (510:横河M&C社)、騒音計 (NL-06: リオン
社)を設置した。 2001年4月から9月まで計8人の患者サイドにおいて、 24時
間の同時連続測定をのべ36日間実施した。 [結果]気温は23-27

0

C、湿度は
40-65%RHで、季節を通じての大きな変化は認められなかった。 照度は、

窓に面した病室で昼間500-20001xと、窓に面していない病室4001xに比べて
大きかった。夜間消灯時、 5-20lxで窓の有無による差はなかったが、照明

基準より明るすぎる傾向にあった。 騒音は等価騒音レベルで昼間は約55-
65dB、夜間でも 50dB以上あった。 夜間は一般騒音基準よりlOdB以上大き
かった。 [結語1患者にとって室内環境は重要で、 QOLや生理的パラメータ
にも影響を及ぼす可能性がある 。 他施設共同研究を行う際にも、これらの

環境因子を実際に調査し、比較しておく必要があるかもしれない。

P・D・147 ICU内における電磁波環境の測定について

1)東京慈恵会医科大学麻酔部 2)東京慈恵会医科大学臨床工学部 3 )東京

慈恵会医科大学医用エンジニアリング研究室

桜井淑男(さくらいよしお) ]) ，米良泰彦ベ 仁田坂謙一2)，古幡博3) ，

谷藤泰正II

〔背景・目的〕新棟にICUが移転後，観血的動脈血圧測定値が異常値を示す
事例が認められた。 原因のーっとして電磁波の関与も疑われ精査の結果，

血圧測定機器自体が35-64MHzの電磁波の影響を受けることが判明した。一
方電磁環境について今回ICU内の電磁波測定を施行した。 〔方法〕放射電磁
界ノイズセンサー (EM4300，日立電子(株)製)をICUの窓際に置き、平成13
年4月 3 日から 14 日まで、電磁波測定を行った。 〔結果J 1.放射電磁界ノイズの総

検知数は60633件にのぼった。 2.電磁波強度分布は最大で5- lOV/mだ、った

が、 3-5V/mの強度の電磁波が最も多く検出された。 3.夕方から翌朝に電
磁波の検出数が増大した。〔考察〕今回の測定機器は周波数帯を測定できな
いため，電磁波を血圧測定異常の原因とは断定できなかった。 ICUでは今
までのところ血圧測定以外の異常はない。 しかし、未だ医療機器電磁波イ
ミュニティーの国際基準を満足しない機器もあり、電磁波の影響には留意

する必要がある.また多様な通信方式が普及するに伴い電磁波による医療
機器障害の増加が懸念される.

P・D・148 人工呼吸安全対策の必要性とその効率的実行

II徳島大学医学部附属病院救急部集中治療部 2)徳島大学工学部電気電

子工学科 3)徳島大学医学部麻酔科

黒田泰弘(くろだやすひろ)1l，大西芳明J)，佐藤由美子1l，飯富貴之1l，
片山俊子 1 ) ，福田靖1)，阿部正1)，木内陽介2 ) ，大下修造3)

多発する人工呼吸に関連する医療事故に関連して、厚生労働省は事故防止

対策や人工呼吸器警報基準を示している 。 医療機関もこれに沿って安全対
策を行う必要があるが、その実行は、臨床工学技士、看護婦だけでなく、
救急集中治療医にとってもかなりの負担となる 。 安全対策の基本は、医療
関係者への教育の充実と、よく保守管理された人工呼吸器の使用、であ
る 。 当院では、リスクマネージメント委員会の下に人工呼吸の安全対策に
関するワーキンググループ(仮称)を設置し、さらに情報技術を応用して、
患者監視装置、人工呼吸器などとモパイルデバイスをリンクさせた、人工

呼吸安全対策システムを運用した。 このシステムでは、医師はモパイルデ
バイスを用いて、警報内容を含めた患者情報を獲得し、これと警報設定の
内容とを自動的に比較する 。 さらに、人工呼吸器の使用中点検を、予め決

めた項目をもっ保守管理データベースが入ったモバイルデバイスを用い
て、現場で、評価する 。 このシステムの使用により、医師、看護婦、臨床
工学技士が各々責任を分担して、負担を減らし、かっ精度の高い人工呼吸
管理が可能となった。 またその教育的効果も非常に大きく有用と考えられる。

P・D・149

第 2 日目 16 : 00 --17 : 00 第 12-2 会場

人工鼻導入にあたっての加温加湿効果とコストの臨床的検
討

1)名古屋第一赤十字病院集中治療部

堀白書郎(ほったとしろう)1l，棲井浩司1)

【目的]人工鼻の本格的導入前に、当施設での効果とコストの評価をした。
{対象および方法】平成12年11月から 13年6月まで8ヶ月間に入室した術後患
者250例を対象とした。 入室順に、交互にA群:人工鼻 (DAR杜ハイグロ
パック S) と B群:加温加湿器 (F&P社モジ、ュール)を用いた。 人工呼吸器は

NEWPORT E200を使用。 人工鼻は2-3日で交換した。 略疲量と性状、気
管内チューブの内面の疾付着、狭窄の有無をチェツクシートに記載し集計
した。 [結果]年令、性別、予定・緊急手術、在室日数、曙疾量、性状、
チューブの内面の状態に関して両群間に有意な差は認められなかった。当
院の購入価で計算したコストは、 A群のほうが1年間に換算して約25万円低
かった。 [結語]術後の呼吸管理では、加温加湿効果には差はなく、人工鼻
を用いたほうが、コスト軽減が得られた。

P・D・150 客観的予後評価を援用した治療撤退が医療資源投入量に与
える影響の試算

1)山口大学医学部附属病院総合治療センター 2) 山口大学医学部附属病院

医療情報部

立石彰男(たていしあきお)1)，副島由行 1 ) ，国広充 1 ) ，佐藤智充1)，

今井 一彰1)，福本陽平1)，井上裕二2 )

目的;最重症のICU患者において、回復断念後も部分的な臓器補助を続け
ることで比較的長期間の終末期を経験し、 withdrawal (WD) を決断する機

会も増加した。 今回、自施設のWDの実態とその医療資源投入に及ぼす影響
を予後評価法との関連で検討した。方法; 1)97年4月~翌3月の成人症例
で、 retrospectiveに死亡予測が成立した症例と成立日 (Dp) 、 WD実施症例
と WD 日 (Da) 、を決定。 2) 死亡例での経過を、 1.入室-Dp、 II;Dp-Da、

III;Da-死亡に区分し、各期間に投入された医療介入度を求めた。 結果と考

察; 1) 176例中31例で死亡予測が成立、 17例でWDを実施、 35例が死亡し
た。 死亡予測の偽陰性は11/35例に、偽陽性は7/141例に認めた (7例中5例は
遷延性意識障害で病院死) 0 2) 医療介入度合計の35%が死亡例に、死亡例で
は期間I:II:IIIに63:33:4%が配分された。 資源配分と医療倫理の原則を調和さ
せるには、良好な患者.医療者関係と客観的予後評価がともに必要である。
その場合、医療資源投入量の最大期待減少率は10-15% と見積もることがで
きる 。
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0-41 急性腎不全

P・D・151 ICUで血液浄化を行なった急性腎不全症例の検討

] )名古屋第二赤十字病院麻酔科・集中治療部

小林零(こばやしれい)])，石田進])，田口学]}，寺津篤]) ，田口弥人])，

林和敏])，安田邦光])，高須宏江1 ) ，石川清])

平成11年1月 ~12年12月の当院ICU入室症例は、合計2131例であり、そのう

ち血液浄化療法を施行した症例は264例で、あった。 慢性腎不全に対する血液
浄化療法が多いが、急性腎不全も 76例あった。 {対象]平成11~12年に当院
ICUにて血液浄化療法を施行した急性腎不全76例の検討を行なった。 [結
果]76例中、男性54例 (71.0%) 、女性22例 (28.9%) 、平均年齢は61.3歳であっ
た 。 急性腎不全の病因は様々であったが、頻度の高かったのは心原性

ショックや心臓外科術後のLOSを含む重症心不全と敗血症であった。 これ
らの転帰は、 ICU退室は35例 (46.0%) 、 ICUでの死亡は41例 (53.9%) であっ
た。 また、 ICU退室症例35例中退院できたのは25例であり、その，うち維持
透析に移行した症例は2例で、あった。 [結論]集中治療を要した急性腎不全は
MOFに伴うものが多く、その為、死亡率は非常に高かった。 退院できた症

例では大部分が腎機能改善し透析を離脱できたが、維持透析に移行した症
例も 2例 (8%) あった。 発表では平成13年分の症例も含め報告する 。

P・D・152 当院における急性腎不全の現況一原因病態と治療成績一

])札幌医科大学医学部救急集中治療部

吉田英昭(よしだひであき)])，今泉均])，升田好樹])，

高橋典之])，佐藤守仁川紅露伸司])，江副英理]) ，西森英史])，

岡沼水緒子1)，浅井康文 1 )

[目的]1991年から 10年間、当院ICU及び透析室で急性腎不全(ARF) と診断さ
れた成人患者を対象に原因病態と治療成績について検討した。 [方法]CRRT
(CHFまたはCHDF、 QB 80~ 100mllmin、置換量1O~15L/day) が行われた
ARF患者311例について検討した。 [結果]ARF、 311例の死亡率は約56%、維
持透析移行率は5%、 CRRT離脱率は39%であった。 原因は、大動脈癌破裂の

出血性ショックや弁膜症術後のLOSなど、心大血管系術後が全体の44%(137 

例)を占め、死亡率は54%であった。 また、敗血症は全体の23%(72例)、死
亡率は約80%、他のー臓器以上の臓器障害を合併するものは全体の65%(202

例)、死亡率は80%で、あった{考察】当施設でのARFの死亡率は約52% と文献
的に同様な成績であった。 特に今回の検討では、多臓器不全や敗血症例に多
くの心大血管術後患者が含まれ、これらの患者の予後が極めて不良で、あった
ことが特徴的で、あった。 [結語}この10年間CRRTによる予後の改善はみられ
ず、予後はARFを引き起こす原因病態に依存していた。 腎に対する支持療法
だけでなく、積極的に病因物質除去を目的として置換液量を多くとるCRRT
の有用性が報告されており、現在検討中である 。

P圃D・153 急性腎不全の予後は改善したか?一山形大学ICUにおける
過去16年間の成績一

] ) 山形大学医学部附属病院集中治療部 2) 山形大学医学部麻酔・蘇生学

講座

三浦美英(みうらよしひで)])，星光])，高岡誠司2) ，工藤雅哉2) ，

天笠澄夫2)

[目的]血液浄化法を施行した急性腎不全 (ARF) について予後を検討する。
[方法]1986年1月 ~2001年9月に山形大学ICUで管理したARF152例につい
て、血液透析 (HD) と持続的血液浄化法 (CHD) を比較した。 さらに、 CHD
施行症例について、前期8年間 (1986~ 1993) と後期8年間 (1994~ 200 1) に分

けて検討した。 重症度はAPACHE3 (AP A3) を用いた。 [結果]HD施行症例
は22例(離脱11例、死亡11例)、 CHD施行症例は130例(離脱54例、死亡76例)
であった。 APA3は、 HD症例では71 :t 18(離脱63 :t 16、死亡79 :t 17) 、 CHD

症例では91 :t 27 (離脱74 :t 19、死亡103 :t 25) であった。 前期のCHD施行症

例は60例で、離脱27例 (APA3;70 .:t 19) 、死亡33例 (107 :t 27) 、後期のCHD
症例は70例で、離脱27例 (77 :t 19) 死亡43例(100 :t 23) であった。[結論]持続
的血液浄化法により中等症以上のARFの予後は改善したと考えられたが、

年代別では明らかな予後の変化は認められなかった。

P・D・154

第 2 日目 14 : 00 --15 : 00 第 12-3 会場

急性腎不全としての横紋筋融解症の治療法・予後について
の検討

])大阪市立総合医療センター救命救急センター

島津和久(しまづかずひさ) ])，池田雄一郎])，氏野博昭])，宮市功典])，

林下浩士1 )，重本達弘])，韓正訓 ]) ，鍛治有登]}，土師一夫1)

横紋筋融解症に伴う急性腎不全は、初期の積極的な補液により、慢性腎不
全への移行や死亡に至る症例は少ないと言える 。 今回、当センターで急性

腎不全に陥った横紋筋融解症 (R群)53例とその他の原因による急性腎不全

218症例 (ARF群)とを比較し、病因、治療法、予後について検討を加えた。
横紋筋融解症の死亡例はなく、 ARF群では35.3%が死亡した。 治療法で
は、 R群では30例に血液浄化法を施行しそのうち17例は血液透析のみであっ
た日 ARF群では、 106例に血液透析、 118例に持続的血液浄化法が施行され
た。 これは、 ARF群により循環動態の不安定な症例が多かったことを示し
ている 。 死因としては、脳圧充進の合併したARF群はそれのみで死因と

なっており、そのほかにも、不安定な循環動態、敗血症、 DICが死亡例の
半数で合併していた。 反対にR群では、これらの合併は少なく、出血を伴う

外傷の合併が見られた。 横紋筋融解症は急性腎不全症例の中では予後良好
と言え、敗血症などの重篤な全身疾患の一分症として急性腎不全を併発し
た症例と比べて、治療戦略に大きく相違が生じると思われる 。

P・D・155 血清クレアチニン孟3mg/dlの急性腎不全患者の治療と予後

について

1)岐阜大学医学部附属病院集中治療部 2)岐阜大学医学部麻酔蘇生学教室

仁田豊生(にったとよお)1)，鷲見和行])，山本拓巳]) ，赤松繁]}，
贋瀬ー]) ，土肥修司2)

過去3年間の急性腎不全症例に対するCHDFの導入時期と予後について検討
した. [対象と方法]ICu在室中に血清クレアチニン (Cr) 孟3mg/dl となった
25症例を， CHDFの施行の有無とその導入時期 (Cr<3， Cr孟3) により 3群に
分けて検討した. [結果]各群はCHDF早期施行 (E群)6例，晩期施行 (L群)9
例，非施行 (N群)10例で、あった.死亡率は全体で48%であった.E群の入室

時APACHE IIスコアはL， N群に比べて高かった (E : 19.2:t 10.4. L : 16.8:t 

5.0, N: 12.5:t 3.5). Cr孟3の時点の比較では， N群はL群より岐大式MOD

スコア (G-MODS) が低かった (N : 3.8:t 2.3 vs L : 6.6:t 2.1) .またCr上昇度
と G-MODSの組合わせからCHDF導入をある程度予測できた.予後は維持
透析への移行が7例(E : 1, L: 5, N: 1)，院内死亡が12例 (E: 4, L: 5, 
N: 3) であった. [まとめ]1)入室時G-MODS~6となった多臓器不全例は
CHDFの有無に関わらず予後不良であった. 2)Crミ3の時点で， Cr上昇度<
1.5かっ G-MODS<5であればCHDFの必要性は少ないと考えられた.

P・D・156 hANP持続投与における利尿効果および腎保護作用につい

て

]) 日本医科大学付属病院高度救命救急センター

上田康晴(うえだやすはる) ]) ，川井真])，相星淳一 1 ) ，小井土雄一]) ，

山本保博])

[目的]hANP持続投与における利尿効果および腎保護作用について検討し
た 。 [対象と方法]2000年7月から2001年9月までに当センターICUにおい
て、心不全や様々な病態に合併する急性腎不全に対し、 hANPを使用した
12例について、その持続投与時間・持続投与量・利尿効果・安全性・副作
用などを検討した。 [結果]症例は、男性6例、女性6例。 疾患別では熱傷4
例、呼吸器疾患4例、慢性腎不全2例、その他2例であった。 全体の平均持続

投与時間は334 :t 384時間、持続投与量は0.02・0.2μ g/kg/mino 利尿効果は11
例で有意に認められた。 7例で著明に投与前に比較して投与後でBUN と Cr
の値が改善した。 全例投与中の循環動態に大きな変化は認めず、明かな副

作用はなかった。 しかし熱傷患者3例において、 0.05μ g/kg/min以下で持続
投与しても利尿効果が過度に出現した。 最終的に維持透析を回避できた症

例は10例であった。 [考察]hANP持続投与は、重症患者に対して十分な利
尿効果が得られ、臨床的に維持透析を回避できる可能性が示唆された。 し
かしその投与量に関してはさらなる検討が必要であると思われる 。
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0・42 血液浄化 :PMX

P・D・157 エンドトキシン吸着療法(PMX)施行時における単球と臨床

効果に関する検討

1)佐賀医科大学内科 2)唐津赤十字病院内科

藤崎大整(ふじさきたいせい)1l，三根誠1l，井手紀子1l，西本愛1l，
緒方明貴1l，長嶋昭憲2) ，池田裕次1l，酒見隆信1l

[目的)PMX時における単球と臨床効果について検討した。[対象]細菌感染
による S1RSでPMXを施行した9症例。[方法) PMX施行後にAPACHE-
2scoreが改善したものをresponder群 (R群4例)、不変・悪化したものを
nonresponder群 (NR群5例)としPMX前後での単球数変化率、単球膜表面
CD16、 CD80の発現を検討した。[結果)PMX前のCD16およびCD80の発現
はNR群で有意に増強していた。 (P値: CD16 0.013、 CD80 0.0422) PMX前
後での単球数変化率はR群では増加したのに対してNR群では減少しており
(R群+35.6 :t 36.0%vs NR群-26.6 :t 13.5% P値: 0.0l43)R群ではCD16陰性単
球、 CD80除性単球が増加する傾向にあった。[考察)LPSやcytokineの刺激
により単球膜表面CD16、 CD80の発現が増強することが報告されている 。
この様なmatureな単球が多い症例で、はPMXの効果が乏しいことが示唆され
た。またPMXの有効性にCD16、 CD80陰性のimmatureな単球の増加が関与
している可能性が示唆された。

P・D・158 ポリミキシン吸着カラムによる血液浄化が単球系に及ぼす

影響ー症例からの考察ー

1)名古屋市立大学医学部麻酔蘇生学教室

加納正也(かのうまさや)1l，西田修1l，竹内昭憲1)，笹野寛1l，

藤田義人1) ，伊藤弘晃1l，山本敦子1)，勝屋弘忠1)

エンドトキシン吸着療法(以下PMX-DHP) を敗血症性ショック症例に施行し
た。本症例においては血圧上昇という直接的な効果を認めなかったもの

の、昇圧薬の減量が出来た。また単球上の表面抗原を測定しPMX・DHPが及
ぼす影響について考察したので報告する。症例は36歳、女性で、尿結石か
ら腎孟腎炎、膿揚となりショック状態を呈し1CU入室となった。膿蕩ドレ

ナージ目的のステント留置を施行後も大量の昇圧剤を必要としたためPMX
DHPを施行した。施行前後で昇圧薬の減量、血中エンドトキシン低下、 1L・
6，10の減少、末梢血中でCD16抗原陽性単球(以下CD16) の低下、 HLA-DR抗
原陽性の単球の増加が認められた。敗血症は感染巣が除去された後でも、
多臓器不全を呈することも多く、これらを予防できることが治療の目標と
も言える。本症例もステント留置後もショック状態が続き、 CD16からは敗

血症の持続が、 HLA-DRからは免疫不全を考えられる状態であったが、

PMX-DHPにより一時的にせよ CD16の除去が出来たこと、免疫状態に好影
響をもたらすことが示唆された。

P・D・159 食道癌根治術後に生じたショック状態に対するエンドトキ

シン吸着療法に関する考察

1)鹿児島大学医学部集中治療部 2)鹿児島大学医学部麻酔・蘇生学講座

和田貴志(わだたかし)1l，菊池忠1l，川上雅之1l，恒吉勇男1l，
垣花泰之1)，上村裕一2)

開胸開腹による食道癌根治術は非常に大きな侵襲を患者にもたらす。今回

我々は食道癌根治術後に同様な臨床経過でショック状態を呈した2症例を経
験した。 2症例とも進行癌で抗癌剤及び放射線療法を施行され、免疫力が低
下した状態にあった。術後にメチルプレドニゾロンの投与にも反応しない

39
0

C以上の発熱が続いた後、突然の血圧低下をきたし、ショック状態へ移
行した。容量負荷、カテコラミン投与とともに1例はエンドトキシン吸着療
法を行い、循環動態の維持に成功したが、 1症例では循環動態の悪化があま
りに急速であったため、エンドトキシン吸着療法が開始できず、 PCPSを施
行したにもかかわらず、救命できなかった。このようなショック状態を呈
した原因は現時点でも明らかではないが、救命し得た1症例においてはエン
ドトキシン吸着療法が患者の循環動態の改善した可能性が考えられる。
ショック状態におけるエンドトキシン吸着療法の適応及び開始時期に関

し、若干の考察を加え報告する。

P・D・160

第 2 日目 15 : 00 -16 : 00 第 12-3 会場

僧帽弁置換後の敗血症性ショックにエンドトキシン吸着療
法が有用で、あったー症例

1)宮崎医科大学附属病院集中治療部

i兵川俊朗(はまかわとしろう)1l，相田政利1l，白阪哲朗1l，松岡博史1l，
指宿昌一郎1l，谷口正彦1) ，高崎虞弓1l

僧帽弁置換後に敗血症性ショックとなった患者をエンドトキシン吸着療法
で救命したので報告する。[患者148歳の男性。既往歴、家族歴に特記すべ
きことなし。{現病歴]感染性心内膜炎で内科的治療を受けていた。しか
し、播種性血管内凝固症候群、呼吸不全、腎不全を合併した。 3か月後、呼
吸不全と腎不全が改善しないため僧帽弁置換術を受けた。[集中治療部経
過]術後、人工呼吸と持続血液鴻過透析を開始した。抗生物質はパンコマイ
シンを投与した。動脈血酸素飽和度が悪化し、疲が汚かったのでグラム染
色を行った。大量のグラム陰性梓菌を検出したのでイミペネムを追加投与
した。術後2日目に血圧が低下し、 ドパミン、 ドブタミンに加えノルアドレ
ナリンを投与した。血中エンドトキシン値は176 pg/mlで、あった。グラム

陰性梓菌による敗血症性ショックと診断した。昇圧薬を増量したが収縮期

血圧は60mmHgであった。エンドトキシン吸着療法を開始した。 2時間後、
血圧が上昇し昇圧剤を減量した。術後3日目の血中エンドトキシン値は14

pg/mlに低下した。尿量も増加し、術後2日目に持続血液櫨過透析を離脱し
た。 2か月後に人工呼吸器から離脱し、転院した。

P・D・161 エンドトキシン吸着 (PMX)が有効であった劇症型A群溶連

菌感染症の1症例

1l大田原赤十字病院救命救急センター 2)独協医科大学集中治療部

小野田昇(おのだのぼる)1)，江藤敏1l，宮原保之1l，田中禎一2)

症例は35歳、女性、尋常性乾癖にて皮膚科に外来通院し免疫抑制剤の投与
を受けていた。初発症状は左膝関節痛、発赤、発熱で外来にて抗生剤、消
炎鎮痛剤を処方され帰宅した。翌日になり左膝部の発赤は左下肢全体の広
範な発赤、腫脹となり、さらに激しい痔痛、高熱を伴っていたため入院と
なった。 入院後、低血圧・頻脈・過呼吸・高体温、 WBC ・ CPRの上昇、腎
障害、肝障害、代謝性アシドーシスを認めたため壊死性筋膜炎に伴う敗血
症ショックと診断し1CU管理とした。 1CUでは抗生剤、輸液・輸血製剤、大

量カテコラミンを投与し、筋膜を含めたデブリードマンを施行した。また
手術終了後にPMXを行い循環の安定を得た。壊死組織の培養ではA群溶連
菌が検出された。発症2週間後に再び敗血症ショックを起こしたためPMX
を施行した。(開放創の培養で緑膿菌が検出された。)循環の改善は認めら
れたが下肢の温存が期待できないと判断し、左下肢切断術、分層植度術を
行った。術後経過は良好であり発症半年後に軽快退院した。壊死性筋膜炎
による敗血症ショックは発症早期の病態把握と適切な外科的処置が必須で
あるが、 PMXも病態の改善に有用であると考えられた。

P・D・162 PMXが奏功した高サイトカイン血症を伴う原因不明の敗血
症性ショックの一例

1 )沖縄ハートライフ病院麻酔科 2)沖縄ハートライフ病院外科

久場良也(くばよしなり)1l，西原実2)，仲地厚2)

[はじめに]高サイトカイン血症を伴う原因不明の敗血症性ショックに対
し、エンドトキシン吸着(以下PMX) を施行し救命できた一例を経験した。

[症例)61才、女性。平成13年1月 18日に胸部食道全摘術、咽頭腫傷摘出術、
頚部リンパ節郭清術を受け、経過は順調であった。 2月 19日朝、突然40.1

0

C
の発熱、 Sp02の低下、頻呼吸、心拍数160/分、血圧低下を認めた。白血球
数が1100/mm3 と著明に低下し、血小板数も低下をみとめたため1CU入室
となった。[臨床経過]感染巣は不明だが敗血症性ショックと判断し人工呼
吸、 PMXを開始した。 PMX開始直後から循環動態は急速に改善し、呼吸状
態も徐々に改善した。 PMX前後で体温は40.6→38.5

0

C に低下、白血球数も
2600→ 14300/mm3に上昇、 APCHE-IIは22→15に改善した。その後全身状
態は改善し2月 24 日 1CUを退室した。 PMX前にエンドトキシンの上昇はみら
れず、培養も全て除性であったが、 PMX前後で111000→17600pg/mlへの
1L-6の低下を認めた。[考察)SIRSが続く場合、原因不明であってもPMXは
敗血症性ショックの早期の治療として有用と思われた。
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0・43 血液浄化:循環動態・他

P・D・163 血液透析時の門脈血行動態測定による小腸血流の評価

1 )愛知医科大学医学部第二外科 2)大垣北クリニック

宮地正彦(みやちまさひこ)1l， 三浦敦1l ，清田義治1)，永田昌久1l，
松岡哲平2)

[目的]多臓器不全症例では血液透析 (HD) などの血液浄化が施行されること
が多い。 多臓器不全の増悪因子に小腸からのbacterial translocationが問題
視されている。 HD中の小腸血流は明らかでないため、門脈血流を測定し、
HD中の小腸血流を評価した。 [方法]慢性腎不全7例にHD中の門脈血流を超
音波ドプラ法で門脈臓部での最高流速 (Vmax) 、時間平均最高流速

(TAMAX) 、門脈臓部径 (PW)、最高流量指数(Fmax : T AMAX x (測定時
PW/前PW)2) を検討した。 [成績]HD前、 HD中30、 60、 90、 120、 180、
240分、 HD後15分のVmax'ま 176、 161 、 133、 125、 119、 109、 118、 93mml
s、 TAMAXは128、 124、 107、 101 、 98、 93、 104、 74mm/s、 PWは 10.8、

9.6 、 9.4、 9.0、 8.8 、 7.6、 7.5 、 8.3mm と HD中は漸減した。 Fmax'ま 128、
98、 81 、 92、 66、 47 、 50、 44 と HD中に漸減し、 HD前の37% までに減少
し、 HD後も低下した。 最高血圧はHD中有意な変化を認めず、最高血圧が
20%以上低下した4例と低下しなかった3例で、はFmaxに差はなかった。 [結
語]HD中血圧が維持されていても小腸血流が著明に減少するため、 HDでか
えって小腸傷害を増悪させる可能性があり、小腸血流をモニターしてHDを

行うことが必要である 。

P・D・164 二重油過血紫交換 (DFPP)施行中における循環動態の検討

1l徳島大学医学部附属病院薬剤部 2)徳島大学医学部附属病院救急部・

集中治療部 3)徳島大学医学部附属病院第一内科 4)徳島大学医学部附属

病院第二内科 5)徳島大学医学部附属病院麻酔学

阿部真治(あべしんじ) 1l，鳥井真由美1l，小津祐一1l，清水ゆかり 1l ，
黒田泰弘2)，飯富貴之5l， 佐藤由美子5) ， 片山俊子2) ， 三 ツ井貴夫3) ，

岡久稔也4)，大西芳明2)，阿部正2)，大下修造5)，芳地 ーll，水口和生1l

[目的]DFPP施行中の循環動態についてHtとの関係を検討する。 [対象及び方
法]DFPP施行お例 (67回)中、急激な血圧低下が生じ何らかの昇圧処置を行った
6例 (9回)を対象とし、施行中の最大Ht値と平均血圧最低値、それぞれの発現時
間について検討した。 DFPP(血紫成分分離器: Eva:flux:-2A5F、血液・流量80mLI

min、血柴流量抑nL/min、 ドレイン流量3rnL/min) は約150分間施行した。 置換
液は8-12%アルブミン溶液日)()rnLを用いた。 Ht値は連続的ヘマトクリットモ
ニター (CRIT-LINETM) を用いて測定した。 [結果]Ht値は施行前が43 :t 5%(M:t 

SD) であったが、施行87 :t 43分後に5O:t 6%に上昇した。 平均血圧(施行前 :99
:t 12mmHg) は、全例においてHtが最大値を示した後(lO :t 8分後)に最低値 (55
:t 2白nmHg) を示した。 施行前のHt値・血圧は、血圧低下を生じた6例 (9回)と
生じなかった17例 (58回)との間に有意差はなかった。 [考察]DFPP施行中急激
に血圧が低下する症例では、 Ht値の上昇がそれに先行してみられる。 血圧低下
は施行前のHt値・血圧から予測することは困難であり、 DFPP施行中はHt値を

モニターし血圧変動を防止する必要があると考えられた。

P・D・165 敗血症患者におけるCHDF施行中のPA1 -1 と BNPの変化に
ついて

1l東京医科大学八王子医療センター救命救急部 2)東京医科大学八王子医療

センター第5外科

池田 一美(いけだかずみ)1 )，池田寿昭1l，鬼塚俊朗人鈴木秀道ll'
桜井淳1l，大橋裕樹ll ，松野直徒2)，長尾桓2)

[目的]我々は敗血症患者にCHDFを施行し、炎症性メデイエーターと相関
するとされているPA1-1及び13NPの変化について検討した。 [対象と方法]対
象は当センターにおいて3日以上CHDF (PMMA膜)を施行した敗血症患者
10例であり、慢性腎不全患者やステロイドを投与した患者は除外した。 抗
凝固剤はメシル酸ナファモスタットを投与し、 CHDF開始前と 2、 6、 12時
間後及び3日後に血柴総PA1-1濃度及びBNP濃度を測定した。 生存群 (Group
A) と死亡群 (Group B) とに分類し、各々 CHDF開始前を対照値として
CHDF施行中の変化について有意差検定を行った。 (p< 0.05) [結果]PA1-1

及びBNPは両群共に全経過中高値を示した。 PA1-1はCHDF開始2時間後よ
り有意に低下し、 BNPはCHDF開始12時間後までは有意な変化は無く、 3 日
後には有意に低下し、両方とも群間の有意差は無かった。 PA1-1 と BNPの

聞には有意な相関は認めなかった。 [結語]敗血症患者においてはPA1・I及び
BNPは高値を示した。 PA1-1は速やかに減少した事から、 CHDF施行により
血管内皮細胞の活性化は抑えられた可能性がある 。 BNPに及ぼすCHDFの
効果については明確には判らなかった。

P・D・166

第 2 日目 16 : 00 -.. 17 : 00 第 12-3会場

連続的ヘマトクリットモニタへの脂肪乳剤の影響に関する

実験的検討

1 )徳島大学医学部第二内科 2)救急部・集中治療部 3)薬剤部 4)工学部電

気電子工学科

居和城宏(いわきひろし )ll，岡久稔也ll，大西芳明2)，黒田泰弘2) , 
井上和俊ペ鳥井真由美2)，阿部真治2)，佐藤由美子2)，飯富貴之2) ，

阿部正2)，水口和生3)，伊東進1l，木内陽介ペ大下修造2)

[目的】連続的ヘマトクリットモニタ (CLM) は，近赤外線の吸収散乱率を測定
するため，直径が1μm以下の微細な脂肪球の形で、存在する脂肪乳剤によって
測定値が影響を受ける可能性がある.今回，脂肪乳剤のCLMへの影響を検討
した. [方法]健康成人よりヘパリン採血した静脈血100mlを 1∞ ml/minで循
環させ，静注用脂肪乳剤(イントラファット注20%) または生理食塩水を0.5ml
ずつ添加していき， CLMを用いてHt値を測定した. [結果]脂肪乳剤の添加に
より， Ht値は漸増傾向を示した. [考察]血液中に1%の脂肪乳剤が存在するこ
とにより， CLMで測定されるHt値は，約1.1%見かけ上高値になると考えら
れた.

P・D・167

添加後の Ht 値 (n=G)

添加量(mI) 0 05 1.0 1.5 2.0 2.5 :3.0 

生理食塩水 44.2 44.1 440 43 ‘ 7 43.6 43.5 43.3 

脂肪乳剤 44.7 45γ45 . 9* 464* 47.1* 47.6* 479* 

浄<0. 01 vs. 生理食塩水

1CU入室症例における好中球(PMN) apoptosis と CHDFによ
るその制御(第1報)

II千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 2)君津中央病院救急集

中治療科

平野剛(ひらのたけし) 1) ，平津博之1)，織田成人1)，志賀英敏1)，

中西加寿也1)，松田兼一1l，仲村将高1l，肥田誠治1)，横張賢司1)，
平山陽1 ) ，森口武史1)，北村伸哉2)

[目的]Icu入室症例の末梢血PMNのapoptosis遅延について検討し，さらに
CHDF施行によるapoptosisの制御についても検討した. [対象および方法]血
中IL-6濃度が100pg/mL 以上であった13症例を対象とした.これらの症例に
対して末梢血を採取後， PMNを分離し，分離直後， 6時間培養後， 24時間培
養後，分離後抗Fas抗体添加6時間培養後のそれぞれについてPMNapoptosis

の割合をフローサイトメトリーにて測定した.コントロール群として健常人
についても測定した. [結果]患者群:コントロール群のPMNapoptosisの割合
(%)は6時間培養後 (12.1:47似p<O.∞1))， 24時間培養後 (66.8:87.0 (p<0.05)) , 
分離後抗Fas抗体添加6時間培養後 (19.2:50.3(p< 0.05)) とそれぞれ患者群はコ
ントロール群に比して有意にapoptosisの遅延が認められた.またmediator除
去を目的にCHDFを施行した重症急性陣炎症例において，血中1L・6の低下に
伴い， PMNapoptosisの遅延の程度が軽減していた. [結論]1)血中1L・6濃度が
高い，いわゆるS1RSの状態にある症例において，臓器不全の一因と考えられ
ている PMNapoptosis の遅延が認められた. 2)CHDF施行によって
PMNapoptosisの遅延を軽減し得る可能性が示唆された.
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0・44 血液浄化:溶質の移動 (1) 

P・D・168 持続血液漉過療法によるアドレノメデユリンの変動

1)鳥取大学医学部附属病院高次集中治療部 2)鳥取大学医学部麻酔・蘇

生学教室

粛藤憲輝(さいとうのりき )ll ，贋i宰喜一1) ，永井小夜ll，南ゆかり 2) ，
坂本成司2)，稲垣喜三2)，石部裕一2)

[目的]アドレノメデユリン (AM) は、血管壁細胞、心、肺、腎などで産生さ
れる降圧活性ペプチドで、循環ホルモン、局所循環調節因子として注目さ
れている。利尿、レニンアルドステロン系の産生抑制などの作用も持ち、

腎不全、心不全、敗血症性などで増加し、体液貯留や交感神経活動と深い
関わりがある。すでに心臓手術、エンドトキシン吸着療法 (PMX)前後での

変動を報告したが、今回、持続血液鴻過療法 (CHF) での変動を測定し、比
較検討したので報告する。[方法]43歳から84歳までの腎不全患者7例を対象
として、 CHF前、開始1時間、開始2時間、療法1 日にAMの他、循環諸量、

血液ガス、血液一般、頼粒球エラスターゼ (GEL)、レニン活性、アルドス
テロン、 BNPを測定した。[結果]CHF前すでに、 AM、 GEL 、 BNP、乳
酸、レニン活性は著明な高値を示し、一方Pa02やHb、血小板数は低値を示
した。これら療法前値については、以前報告したsepsis患者と同様の傾向を
示したが、心疾患患者とは有意な違いがみられた。 CHFでは、測定項目に
有意な変化が認められなかった。[結論】腎不全患者で高値を取るアドレノ
メデュリンは、持続血液漉過療法によって有意な変化が見られなかった。

P・D・169 持続血液鴻過透析中のウリナスタチンの体内動態の検討

II 日本医科大学救急医学

小井土雄一(こいどゅういち)0，新井正徳ll，久志本成樹ll，相星淳一0 ，

上田康晴1)，野口裕幸1) ，山本保博1)

[目的]持続的血液漉過透析(以下CHDF) は1CUにおいては、高サイトカイン
血症、腎不全等に対し一般的な治療手段として定着している。このような
病態は急性循環不全を呈することも多く、ウリナスタチン製剤投与と同時

に行われることも少なくない。しかしながら、 CHDF中のウリナスタチン
製剤の動態を検討した報告はない。そこで今回はまずCHDF中の内因性ウ

リナスタチンの体内動態を検討した。{方法]CHDF施行中の様々な症例に
おける内因性ウリナスタチンの血中(カラム流入側、カラム流出側)濃度、
鴻液中濃度、尿中濃度を 12ポイントで測定した。[結果]内因性ウリナスタ
チンの血中濃度はカラム流入側とカラム流出側でほぼ一致した(回帰直線の
傾き: 1.01) 。また鴻液中には内因性ウリナスタチンはほとんど排出されな
かった。[結論]内因性ウリナスタチンは、 CHDFにより鴻過も吸着もされ
ないことが判明した。このことからウリナスタチン製剤に関しては、

CHDF中であっても血中濃度に変動をきたさないことが示唆された。

P・D・170 急性腎不全における血液持続鴻過透析中のフルコナゾール

の血柴濃度推移

1)北海道大学大学院薬学研究科医療薬学講座 2)北海道大学大学院医学研

究科侵襲制御医学講座

矢ケ崎和明(やがさきかずあき)1)，松田直之2)，井関健ll，亀上隆2) ，
石川岳彦2)，岡村篤2) ，丸藤哲2)，鍋物修2)

血液持続浦過透析 (CHDF) 中の薬物血中濃度の変化は多様であり，血中濃度
の推移を把握することが薬物治療に重要である. CHDF施行患者のフルコナ
ゾール (FLCZ) の薬物動態を検討した. [方法]症例は70 歳男性(身長
162冗m，体重55.5kg) であり，豚外傷後腹膜炎を併発し集中治療管理を必要
とした.既往歴に糖尿病と高血圧が認められ，急性腎不全を合併した.透析

膜にFB・150UTM(ニプロ)を用い，血液流量100ml/min，透析流量2L/h ， 慮過
流量3L1h，補液1L1hでCHDFを施行した. CHDF施行前日は腎機能の著明な
低下が認められ， Ccr 3.6ml/min/m2, BUN 91mg/dl, 1 日尿量372mlだ、った.

CHDH開始と同時にFLCZ 800mgを 1時間で点滴静注し，静注開始点より経
時的に得た血紫より，液体クロマトグラフイーで血紫FLCZを定量した.【結
果]FLCZ血柴濃度は，投与終了5分で、最高値17.6μ g/mlを示し，投与24時間後
に2.95μ g/mlとなった.血中除去半減期は8.94時間だ、った.【結論]FLCZの有
効血中濃度は10-20μ g/mlで、あり，約15mg/kgの投与では約8時間で、有効血中

濃度以下に減じてしまう可能性が示された.重症適応量(最大1 日投与量)
400mgl日では有効血中濃度を期待できないと考えられる.

P・D・171

第 2 日目 14 : 00 --15 : 00 第 12-4 会場

持続漉過法 (CHF) 施行中におけるPAPM/BPの至適投与法
の検討

1)和歌山県立医科大学救急集中治療部 2)和歌山県立医科大学血液浄化セ

ンター

篠崎真紀(しのざきまき)1)，川崎貞男1)，中敏夫1)，那須英紀1)，

乾晃造1)，松山健次])，高江洲秀樹])，篠崎正博])，秋i畢忠男2)

腎不全患者でのCHF施行時のPAPMノBPの至適投与法について検討した。
対象および方法:和歌山県立医科大学1CUに入院したCHFを行った腎不全
患者3例にPAPM/BP 0.5gを 30分で静脈内に投与した。終了直後、 15 ， 30, 
45 , 60 , 90 , 120 , 180 , 360 , 720分後に血柴および靖過液を採取し、
HPLC法でPAPM/BPの濃度を測定した。薬物力学的パラメーターは実測値
をもとにTwo-compartment modelを用いた。結果: PAPM/BPの半減期

は、同じ条件下の健常人での半減期と変わらず、約58分であった。最高血
中濃度は健常人の約2倍以上であり、クレアランスは健常人の約1/3であっ
た。考察: 1CU領域では腎不全を合併した症例は、そのほとんどが循環動

態が不安定であり、 CHFを施行することが多い。 PAPM/BPは蛋白結合率
が低く、分子量も小さいため、 CHFで漉過される。 PAPM/BPの血築中濃

度半減期は、健常人と変わらず、 CHF施行時では1 日 2回の投与が必要で、あ

る。

P・D・172 急性肝不全患者に対する血柴交換では炎症性サイトカイン
は除去できない

])秋田大学医学部救急医学講座

和田博(わだひろし)1 ) ， 中永士師明])，坂野晶司])，田中博之J)，

多治見公高])

[目的]急性肝不全患者に対する血紫交換 (PE) において炎症性サイトカイン
が除去されるという報告がある。今回、炎症性サイトカインの変動をPE単
独療法と CHDF併用療法とで比較検討した。[方法・結果]急性肝不全15例
についてPE群と PE+CHDF 群に分けてPE前後で各種パラメータを測定
し、その有用性について検討した。 PE 群のPE前後のTNF-α 値の聞には有

意差は認められなかったが、 PE+CHDF 群のPE後のTNF-α 値はPE前より
有意に低値を示した。 PE 群のPE後の1L・6値はPE前より有意に高値を示し

たが、 PE+CHDF 群のPE前後の1L-6値の問には有意差は認められなかっ
た。 PE群のPE後の1L・8値はPE前より有意に高値を示したが、 PE+CHDF
群のPE後の1L・8値はPE前より有意に低値を示した。[結論]PE単独では炎症
性サイトカインの有意な低下はみられなかった。並列法は炎症性サイトカ
インを有効に除去できることが示唆され、急性肝不全において有用な補助

療法の1つに為りうるものと考えられる。
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D・45 血液浄化:溶質の移動 (2)

P・D・173 サイトカイン，内因'性cannabinoidsから見たエンドトキシ
ン吸着療法による生体反応調節機序

1)大阪府立千里救命救急センター 2)鳥取大学医学部附属病院高次集中治療
部 3)鳥取大学医学部麻酔科 4)鳥取大学医学部第1外科 5)鹿児島大学医学

部臨床検査医学

小林誠人(こばやしまこと) 1) ，藤井千穂1)，粛藤憲輝2)，石部裕一3) ，

辻谷俊ーペ 貝原信明ペ 丸山征郎5)

[目的]敗血症性ショックに対するエンドトキシン吸着療法 (PMX-DHP) の生
体反応調節機序を施行前後におけるサイトカイン，内因'性cannabinoidsの推
移で検討した. [対象と方法】敗血症性ショックを呈しPMX司DHPを施行した
19症例(救命例12例，死亡例7例)を対象とし， PMX-DHP施行前後におけるサ
イトカイン (IL・6 ， 1L-8, 1L-lO) ，内因性cannabinoids(ANA ， 2-AG) の推移を
救命例，死亡例で検討した. [結果]サイトカインは救命例，死亡例ともに施
行前後で、有意な変化を認めなかったが，救命例ではサイトカインバランス
(1L・6/1L-1O)の是正が認められた.内因'性cannabinoidsを測定し得た13症例
(救命例10例，死亡例3例)では，救命例において施行前後で、ANA+2-AGの有
意な減少を認めた.またサイトカインと内因性cannabinoidsの関連を検討し
たところ1L-lO値， IL-6江L-lO値と ANA+2・AG値に有意な相関関係を認めた.
[結語]PMX-DHP有効性のIつとしてcannabinoidsの除去を介した機序が示唆
された.さらにcannabinoidsの抗炎症性サイトカイン1L・10を介したサイトカ
インバランス調節機序が示唆され， PMX-DHPにおけるサイトカインバラン

ス定常化の一機序であることが考察された.

P・D・174 急性血液浄化と情報技術との融合一質の高い急性血液浄化

の実現を目指して一

1)徳島大学医学部第二内科 2)救急部・集中治療部 3)保健学科 4)工学部

電気電子工学科

岡久稔也(おかひさとしゃ)1)，大西芳明2)，黒田泰弘2>， 佐藤由美子2) ，

飯富貴之2)，阿部正2)，芥川正武3)，居和城宏J)，伊東進1)，木内陽介4) ，

大下修造2)

近年，情報技術 CInformation Technology, 1ηT) が医療分野においても応応、用され
つつある急性血液浄化は，様々な病態の
体や血液浄化に関する多くの正確なな，情報をリアル夕イムに収集しし，統合，分析し

て，息患者の病態に適した条件で治療を行うことが望まれる.さらに，分析，研究し
た結果を臨床の現場へフイ一ドノパf ツクさせる仕組み作りが必要である.当当院集

学治療病棟(1CU6床，HCU3却O床)では'学内の医工連携を基に産学連携を行い.I口T 
化の一環として，患者情報システムにリンクさせた血液浄化装置の中央監視
システムを共同開発し導入するとともに，新たなシステムの開発に取り組ん
でいる.これらのシステムを機能させ，血液浄化施行中に，膜，血液および生体で
起こる様々な現象を関連付けて連続的に分析することにより，至適治療条件の
設定や次世代機器の開発へ繋げていくことが可能である.ITを活用し，多角的
な新しい視点から血液浄化を見直すことは急性血液浄化を，より簡単，安全，有

効，経済的な.質の高いものにしていくために必要な取り組みのーっと考えられ
る .

P・D・175 血液悪性疾患に続発した臓器障害症例に対する持続的血液
漉過透析 (CHDF) の意義と限界

1)千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

仲村将高(なかむらまきたか)1)，平津博之1) ，織田成人1)，志賀英敏J) ，

中西加寿也1)，松田兼一J)，横張賢司1)，肥田誠治1) ，平野剛1)，平山陽J)，

森口武史1)，渡遺栄三 1 ) ，新田正和1) ， 大島拓1) ，菅谷明子1)

[はじめに]血液悪性疾患に続発した臓器障害症例の病態に
hypercytokinemiaの関与が報告されている.そこで当該症例の病態を分析
し，これらに対するCHDFの有用性を検討した. [対象と方法]当1CUに入室
した当該症例のうちCHDF を施行した30例を対象に ， 臨床経過及び
cytokine動態を分析した. [結果]原疾患はleukemia 18例， lymphoma 12例
であった. 1CU入室時， 24例 (80%) が既に多臓器不全を呈しており，救命例
は7例 (22.4%)であった.非救命例に比較し救命例では不全臓器数が有意に
少なく，臓器障害発症からCHDF導入までの期間も有意に短かった(救命

例: 4.0::!:7.7 日，非救命例: 12.1::!: 6.9 日) (mean::!: SD , p<0.05). また，救
命・非救命に拘らず， 1L-6値はCHDF施行前では1943.5::!: 1586.9 pg/mL と
高値であったが，施行3 日後には32 1. 8::!: 384.6 pg/mL まで低下した (p<
0.05). [考察]当該症例はhypercytokinemiaを呈しており，臓器不全発症の
病態生理との関与が示唆された. CHDFにはcytokine除去効果が認められ，
cytokine modulation として期待されるものの，当該症例の病態改善の為に

はできるだけ早期にCHDFを導入しなければならないと考えられた.

P・D・176

第 2 日目 15 : 00 --16 : 00 第 12-4 会場

血液浄化療法を要した高齢者 (80歳以上)多臓器不全症例の

検討

1)島根医科大学附属病院集中治療部 2)島根医科大学麻酔学教室

橋本 圭司(はしもとけいし) 1) ，山森祐治1)，越崎雅行1)，宮本寛 1 ) ，
小川肇1)，二階哲朗2)，佐倉伸一2) ，膏藤洋司j)

[目的]血液浄化療法 (BP) を要する病態の転帰は依然として不良である 。 今
回BPを要した高齢者の多臓器不全症例 (MODS) に各種の重症度評価を行い
予後を含めた検討を行った。 【方法・結果]過去5年間に当院1CUで管理しBP
を要した80歳以上のMODS16例を対象とし、 retrospectiveに検討した 。 結
果はmean::!:SDで示す。 年齢83.8::!:3.0歳、男性10例、女性6例、術後8例、非
術後8例。 入室時データ: MOD score 1O.1:t 3.2 、 APACHE II score : 25.8 

:t 7.4、予測死亡率47.4:t 23.0% 、 SOFA score 12 .7 :t 2.6。 入室中データ:
Maximum SOF A score 17.6:t 3.0、 BP施行期間5.2 :t 5.4日、人工呼吸期間
13.8:t 13 日、 1CU在室期間16.6 :t 14.9 日 。 転帰: 1CU軽快退室10例 (62.5%) 、
軽快退院7例 (43.8%) 、入院期間91.3 :t 101 日 。 [考察・結論】高齢かつBPを要
する重症症例の検討であったが、転帰の観点からは集中治療は妥当な医療
行為であることが示された。 しかしながら集中治療後の長期入院期間や高
額医療費等を考慮すると、現在議論中の医療制度改革で試案されている老

人医療費の総枠抑制等の観点から、今後は高齢者におけるこうした治療行
為の適応を再考させられる可能性がある 。

P・D・177 敗血症性ショック症例に対する High Volume Continuous 

Hemodialysisの早期昇圧効果

1)川崎医科大学附属病院腎センター 2)川崎医科大学麻酔科

小野淳一 (おのじゅんいち) 1)，田中直子1)，藤原綾 1 ) ，笠井健一1)，

木村素子2)，横田喜美夫2) ，左利厚生2)

[目的】敗血症性ショック症例に対する High Volume Continuous 

Hemodialysis (HV・CHD) の有用性を、循環動態の面から検討した。 [対象、
方法]1999年から2001年までに、敗血症性ショックにてHV・CHDを施行した
4例に対して、開始から24時間目まで、の循環動態の推移についてprospective

に検討を行った。 HV-CHDには、 PANFLO・06Sを用い、透析液流量はHV
CHD導入5時間固まで、3.0L/hr 、 24時間固まで'2.0L/hr 、 24時間後以降は
1.0L/hrと段階的に減量した。[結果]HV-CHD開始後5時間より収縮期血圧
の上昇が認められ、 norepinephrineの減量が可能となった。 また、 Swan
Ganz catheterによる評価では、 Cardiac 1ndexは試行前から5時間後、 24時
間後と段階的に低下傾向を示し、 Systemic Vascular Resistanceは5時間目
から上昇が認められた。 [結論]敗血症性ショック症例に対してHV-CHDを
施行することにより、早期昇圧効果が得られた。
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0・46 血液浄化:症例

P・D・178 潰揚性大腸炎症例に対する白血球除去器(セルソーパEX)

の使用経験

])徳島大学医学部第二内科 2)救急部・集中治療部 3)工学部電気電子工

学科

居和城宏(いわきひろし)1)，岡久稔也1) ，大西芳明2) ，黒田泰弘2) ，

井上和俊3) ，佐藤由美子2) ，飯富貴之2) ，阿部正2) ，伊東進])，

木内陽介3)，大下修造2)

近年，潰揚性大腸炎 (UC) に対する副作用の少ない有効な治療法として，白
血球除去療法 Oeukocytapheresis， LCAP) が注目されるようになってきた.
活動期のUC症例は，頻回の血性下痢により，貧血，脱水および低栄養状態
であることが多く， LCAPにより，血球・血紫成分が減少し，全身状態に影
響を及ぼす危険性がある.今回，患者情報と血液浄化の情報とを連続的に
モニタリングしながら，白血球除去器(セルソーパEX) を用いたLCAP を
行ったステロイド抵抗性の難治性UC症例の一例を経験したので報告する.
[症例]54歳，女性. 15年前に発症した左側大腸炎型のUC症例.平成13年4
月に再燃し，粘血便が続くため， 8月よりステロイドの投与を開始した.し
かし，ステロイドの内服や静注では軽快せず，ステロイドパルス療法によ
り，一時的に粘血便の回数が減少するも，その後増悪を認めたため，当科

へ入院. ステロイド抵抗性のUCと判断し， LCAPを行った. [考察]LCAP
施行中には，問題となるような血圧や脈拍の変動はみられなかったが，
LCAPは，新しい治療法であり，その安全性についても様々な面から十分に
評価していく必要がある.

P・D・179 透析導入により腸管出血を繰り返した被殻出血後の一例

])北海道大学医学部附属病院救急科 2)北海道大学医学部附属病院集中治

療部

松田直之(まつだなおゆき)])，亀上隆1)，石谷利光2 ) ，石川岳彦2) ，

岡村篤ベ丸藤哲])，鯛物修2)

透析導入で下血量が増加し，腸炎治療とBUN管理に難渋した症例を経験し

た. [症例】高血圧，糖尿病を合併する49歳男性が近医脳神経外科で左被殻
出血と診断され，開頭血腫除去術を施行された.術後8 日目に無尿
(BUN100mgl dl，血清クレアチニン7.4mg/dI)と下痢が進行し，当科へ極度
の脱水を伴い，救急搬入された. ICU入室後，充分な輸液とCHDFを行い，
BUN低下により意識改善を認めたが， ACT160秒レベルの凝固抑制でも
600mll 日を超える下血を認めた.大腸内視鏡で横行結腸から直腸に至る全
域の血管透見像消失・びらん・潰蕩と肝・牌湾曲部の狭窄を認め，治療15

日目には偽膜と C. defficile ， MRSAを検出した.前医ではピペラシリンが投
与されており，出血性腸炎，虚血性腸炎，偽膜性腸炎， MRSA腸炎の複合
合併と最終的に診断した.腎機能回復により透析間隔を延長させるまで，
透析施行日には下血，翌日からはBUN上昇を繰り返し，治癒に35 日を要し
た. [結論】本症例は脳外科術後の脱水に伴う腎機能低下に，出血性腸炎，
虚血性腸炎，偽膜性腸炎， MRSA腸炎を複合合併した症例である.透析導
入により下血が増量し， BUN上昇に伴い透析離脱が遷延し，腸炎治療が長

期化した一例である.

P・D・180 総胆管結石蔽頓を契機に発症した急性肝不全に血液浄化法
を計11団施行し救命しえた一例

1)高知県立中央病院麻酔科

銅前崇平(どうまえしゅうへい)j)，小幡典彦1)，田路大悟j)，内田淳子1)，

日高秀邦])，青野寛1)，武田明雄j)

[症例]66歳、男性。昭和34年より B型慢性肝炎、肝硬変、肝癌 (PAIT施行)
へと移行、胆石症の既往有り。{現病歴]平成13年3月 13 日上腹部不快感、 14
日 T.bilが13.5mg/dl と上昇。 ERCPにてVater乳頭部に結石の酸頓を認め、
ENBDチューブ留置により低下傾向を示したが、 19 日に 16.4mg/dl と再上
昇。ステロイドパルス療法を開始したが26日には20.0mg/dlと更に上昇した
ため、血液浄化法を4月 27 日までの1 ヶ月間に 11回(血紫交換6回、ピリルピ

ン吸着5回)施行した。その間T.bilは 10・20 mg/dlで推移した。 凝固異常によ
り大腿穿刺部に仮性動脈癌を形成し緊急除去術が施行された。腎その他の

臓器不全は見られなかった。その後徐々にT.bilは減少傾向を示し、 7月 20 日
退院となった。[考察]肝硬変による慢性肝不全から総胆管結石献頓を契機
に急性肝不全に陥った症例に血液浄化法をあえて11回(保険算定回数上限は
7回)施行し、救命しえた。[結語]肝臓単一の臓器不全で回復の可能性があ
る場合は保険算定回数をこえても血液浄化法を施行すべきである。

第 2 日目 16 : 00 --17 : 00 第 12-4 会場

P・D・181 急性腎不全を合併したマムシ岐傷の1例

])浜松医科大学附属病院救急部 2)浜松医科大学附属病院集中治療部，
3)浜松医科大学第一内科

仁科雅良(にしなまさよし)j)，川辺昭浩 1) ，白井正浩1)，漆田毅1)，
竹内豊])，土井松幸2)，望月利昭2)，中田純2)，高橋聡3)

今回我々はマムシ岐傷による急性腎不全を経験し、血液浄化法を併用して

治療しえたので報告する。[症例]65歳、男性。左第I指をマムシに岐まれ、
近医入院しセファランチン注などをうけた。しかし翌日にかけて上肢の腫
張が体幹まで拡大し、抗血清皮肉テストをおこなったところアナフィラキ
シーショックをきたした。また無尿となったため紹介搬送された。来院時

GOT567IU/L 、 LDH 1.000IU/L、 CPK31.000IUIL、翌日のミオグロビン
106，000ng/ml と増加していた。輸液などで自尿みられずLDHやCPK も増加
したため、受傷48時間後からPANFRO@(膜面積0.6m2) を用いて持続血液鴻
過透析を開始した。血小板減少に対しウリナスタチンなどを使用した。

LDHやCPKは第4病日をピークに減少した。 BUNは 10 1. 1mg/dl 、 Crは
1 1.3mg/dlまで増加した。第10病日から週3回の透析に変更し、第20病日こ
ろから自尿が増加してBUN と Cr も減少した。その後の経過は良好であっ
た。[考察]重症マムシ岐傷による急性腎不全は稀であり、ミオグロビンな
どによる可逆性障害と考えられる。本症例のように尿量の回復に3週間要し
た報告もあった。早期の血液浄化法が救命に重要である。

P・D・182 重症呼吸不全、腎不全を合併し、 CHDFをはじめとする集

中治療を要したAIDSの 1救命例

1)君津中央病院救急・集中治療科 2)君津中央病院内科

疋田聡(ひきたきとし)])，北村伸哉1) ，幸部吉郎])，早坂章2)

患者は29歳男性、タイへ渡航歴あり。平成13年5月初旬熱発・呼吸苦が出現
し、 5/14に近医入院となった。 胸部X線写真上カリニ肺炎を疑う所見を認め
たため、 HIV抗体検査をした所、陽性と判明した。ベンタミジンの投与を

開始したが、呼吸状態は悪化の一途を辿り、また腎不全も合併したため、

5/19当ICUに紹介となった。入室時、 P/F ratio 117 と呼吸不全を呈し、
Cre 7.7 mg/dLと腎障害を認めた。またCD4リンパ球2.5% (2.7/mm3) と著

明に低下していたため直ちに個室に収容、ガウンテクニックを行い、 B型肝
炎の汚染防止に準じて人工呼吸管理、 CHDFを開始した。さらに呼吸不全
に対してはステロイドパルスを行い、同時に抗菌薬・抗真菌薬・抗ウイル

ス薬・抗結核薬を投与し、感染対策を行った。その結果、 5/27にCHDFか
ら離脱、 6/6に人工呼吸管理からweaningでき、 6/8に一般病棟に転棟し

た。 9月末日現在、原病に対して入院加療中であり、病棟で日常生活がおく
れる程度に回復している。[結語]AIDSに対する集中治療は、その適応基
準、医療従事者の感染の危険性など様々な問題を抱えているが、今後避け
ては通れない課題であると思われ、ここに報告する。

P・D・183 二重捕、過血柴交換療法 (DFPP)施行前後において膝質浸透
圧の変動が見られた一例

1)徳島大学医学部附属病院薬剤部 2) 同救急部・集中治療部 3)同第一

内科 4)同第二内科 5)同麻酔学

清水ゆかり(しみずゆかり)])，阿部真治1)，鳥井真由美1) ，小津祐一1)，

黒田泰弘2)，飯富貴之5)，佐藤由美子5)，片山俊子2l，三ツ井貴夫3) ，

岡久稔也4)，大西芳明2)，阿部正2)，大下修造5) ，芳地ー1)，水口和生1)

[目的]DFPP施行中はヘマトクリット (Ht)値上昇や血圧低下などの循環動態
変動が生じることが報告されている。 今回ギランバレー症候群 (GBS)症例に

おいて、 DFPP施行前後で謬質浸透圧 (COp) を測定し、循環動態変動に対す
るCOPの関与について検討した。[症例及び方法]31歳男性。 GBSo DFPP(血
竣成分分離器: Evaflux-2A5F、血液流量80mLlmin、血柴流量20mL/min、
ドレイン流量3mLlmin) は約150分間施行した。置換液は12%アルブミン溶液

500mLを用い、末梢よりデキストラン製剤(デキストラン40 : 50g/L) を点滴
静注した。 DFPP施行前後でCOPを測定 (WESCOR社4420型 Colloid
Osmometer) し、 Ht値及び、血圧との関係について検討した。[結果]DFPP施
行直前のHt値は42%、 COPは28mmHgで、あった。施行直後Ht値は45%に上昇
し、 COPは20mmHgに低下した。また、 DFPP施行前後で平均血圧の低下は
みられなかった (64→72mmHg)o [考察]DFPP施行時には血柴蛋白量の低下
に伴いCOP低下及び1-It値上昇が起こると考えられる。 DFPP施行中にCOPを
維持することにより循環動態変動を防止できる可能性がある。
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0・47 悪性症候群・他

P・D・184 当院における悪性症候群の実態

J)春日部市立病院 2) 日本大学医学部救急医学

向山剛生(むこうやまたけお) 1)， 有馬健1)，長尾建2) ，矢崎誠治2) ，
林成之2)

悪性症候群は向精神薬などの服用を契機に横紋筋融解が起こり、引き続き

重篤な状態となる疾患である 。 その典型例は死亡率も高く、早期の軽症な
うちに発見・治療することが重要である 。 今回我々は、 2次救急病院である
当院での悪性症候群の実態を検討した。 [方法]過去3年間に当院に薬物中毒
などで入院し、経過中にCKが正常値の3倍以上となった 16症例を対象と
し、背景因子、 CK、合併症、治療、予後、入院期間などについて検討し
た。 {結果]男女比 =7:9、年齢42歳(19・78) 、精神科通院歴12例 (75%) 入院時
CK 11219mI/U (216・77204)， max CK 17748mI/U (797・119885) ，腎機能障
害2例(13%) 、肝機能障害7例 (44%) 、 DIC症例は認めず、ダントロレンは4

例 (25%) に使用、 CK回復までの期間は10 日 (2・41)、死亡例は認めず、入院

期間は14 日 (2-48) であった。 [結論}当院に搬送された悪性症候群症例は、
死亡例を認めず、多くは短期間に退院可能であった。 しかし、中にはCKの
回復に時間がかかり長期の入院を要する症例も認めた。

P・D・185 精神・神経疾患の既往をもっ熱中症の2症例

])島根医科大学 医学部附属病院集中治療部 2)島根医科大学医学部麻酔

学教室

越崎雅行(こしざきまさゆき) 1)， 橋本圭司1)，宮本寛1) ，今町憲貴2) ，
野村岳志2)，中谷俊彦2)，土井克史2)，斉藤洋司 1)

今回われわれは精神・神経疾患の既往のある患者において、高体温を伴い

重度意識障害を呈した熱中症の2症例を経験した。 [症例1173歳男性、急性
散在性脳脊髄炎(ADEM) の既往がある 。 8月 2 日、自宅で突然の全身性痩
輩、意識障害にて救外受診。 意識レベル]CS 300、体温41.5

0

C、脳幹反射消
失、血圧低下、呼吸失調を認めたためICU入室。 DICも併発したがステロイ
ドパルス療法、抗てんかん薬、グリセオール投与などにより次第に意識レ
ベル、全身状態が改善し第6病日にICUを退室した。 [症例2149歳男性、分
裂病の既往がある 。 8月 6日、土木作業中に撞撃を起こし救外受診。 意識レ
ベル]CS 200、体温41. 1

0

C 、痘撃重積発作、血圧低下、頻脈を認めICU入
室。 人工呼吸下、持続鎮静およびクーリングを施行。 横紋筋融解症をきた
したため大量輸液し強制利尿を行った。 第3病日から徐々に意識レベルの改
善が認められ痘筆の再発、腎不全の合併もなく第4病日にICUを退室した。
[考察】これらの症例ではADEM後遺症や分裂病といった既往があり経過を
修飾したと思われる 。 熱中症には様々な因子が関係しており、環境側の因
子のみならず患者側の因子についても留意する必要がある 。

P・D・186 抗精神薬服用患者に生じた重症熱中症の1例

II高岡市民痛院麻酔科集中治療科

明星康裕(みょうじようやすひろ ) ll ，遠山 一喜ll，滝康則II

精神分裂病にて抗精神薬服用患者に生じた重症熱中症を経験した.
<症例 >47歳，男性.
<既往歴>18歳時より精神分裂病の診断で入退院を繰り返す.現在も抗精
神薬の投与を受けていた.
<現病歴>屋外での仕事中に意識消失.自家用車にて当院救急外来に搬送
された.

<来院時現症>意識]CS 300，血圧76/32 mmHg，脈拍150/min，体温(服

嵩温) 42.0
o

C で，検査所見でLDH と CPK の軽度上昇，代謝性アシドーシス
を認めた.
<臨床経過>悪性症候群も考えられたが，発症状況，症状より熱中症と診
断しICUに収容，冷却生理食塩水の急速輸液と体表，胃管からの全身冷却
を施行した.また，シパリングのため筋弛緩薬使用の人工呼吸，血管拡張
薬を使用した.約2時間後に鼓膜音38

0

C にでき， 12時間後に意識清明となっ
た.翌日より DIC，横紋筋融解，肝細胞障害が出現したが，血小板と凝固

因子補充，大量輸液，肝庇護剤にて軽快した.体温上昇による細菌増殖で
勝脱炎，肺炎が出現したが抗生剤により軽快した.また，抗精神薬濃度低
下のため，意識内容の異常を認め，薬剤の再投与により改善した.第16病
日に治癒し，何ら後遺症も無く退院できた.

P・D・187

第 2 日目 14 : 00 ....... 15 : 00 第 14-1 会場

ICUで鎮静目的に投与されたpropofolでCK上昇をきたした

1例

II静岡県立総合病院麻酔科

白石義人(しらいしよしと ) ll ，横山順一郎ll，真弓雅子ll，佐野秀樹II

Propofol (PF) は速やかな覚醒ゆえに全身麻酔のみならず術後鎮静にも用い
られる 。 ICUでの鎮静目的で投与されたPFにより 一過性のCK及び尿ミオグ
ロビン上昇が見られた1例を報告する 。 症例は35歳男性、 190cm、 100kg。

基礎疾患にDM，曜吐を主訴として来院、 MRI施行後呼吸停止、心肺蘇生。
小脳梗塞にて緊急後頭下開頭、減圧術となった。 GOS+フエンタニル、ベク
ロニウムで麻酔維持し手術時間4時間、麻酔時間5時間30分で終了ICU移送
した。 第1病日呼名で開眼するも不穏で鎮静のためPFを3mg/kg/hrで、開始
した。 意識レベルの確認はPFの一時中断で可能であった。 術前119だった

CKが第3病日 2381、第4病日 2334と上昇したためPF中止した。 ポートワイ
ン尿はなく 、 体温は36.2・38.7Cで変動したが手術の影響か悪性高熱症の亜型
か判断がつかずPFの投与中止のみでダントロレンの投与は行わなかった。
確認のため提出した尿ミオグロビンが440ng/mlと高値を示し筋融解が証明

された。 第12病日にはCK63、尿ミオグロビンは正常に復していた。 PFは
その速やかな覚醒という利点ゆえにICUでも使い易い薬剤であるが悪性高
熱類似疾患予防のためにCKの確認が必要である 。

P・D・188 プロポフォールを用いた脳外科患者の急性期及び周術期管

理一非ICU施設における有用性についての検討一

II順天堂大学浦安病院麻酔科 2)浦安市川市民病院麻酔科 3)浦安市川市

民病院脳神経外科 4)浦安市川市民病院看護部 5)順天堂大学医学部麻酔
科学講座

三浦邦久(みうらくにひき) 1l，鹿倉公雄2)，門田静明3l，羽角小百合4) , 
釘宮豊城5)

[はじめに]当院は344床の地域中核型病院である 。 救急患者は1次から3次ま
で扱っているが、 CCU、 ICUはない。 脳外科病棟全30床の内HCR(重症患者
観察室)として4床を使用し、重症例や術後患者の管理に当てている 。 プロ

ポフォールの保険適応に伴い、当院でも 1999年10月から脳外科HCRでの患
者管理、特に急性期及び周術期患者にプロポフォールを用い、その有用性
を検討したので報告する 。 [対象と投与方法]脳出血27例、くも膜下出血10
例、脳梗塞10例、重症頭部外傷8例、その他1O(意識障害5、てんかん重積発
作3、脳炎2)例である 。 投与方法は、入院直後から、プロポフォールを中心

静脈路より 5mg/kg/hrで、投与し、至適鎮静レベルはRamsay score3 とし
た。 これらの内手術例は52例で、全て周術期管理としてHCRにおいて術前
から投与を開始し、術中は全身麻酔薬として使い、術後も数日間継続して
投与を行った。 [結果]周術期の鎮静、人工呼吸管理、特に循環及び呼吸管

理に有効で、あった。 [考察]プロポフォールを用いれば、非ICU施設でも重
症患者管理に有用であると考えられる 。
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0・48 敗血症

P・D・189 敗血症時における各種血管の収縮薬に対する反応性の経時

的な変化

1)長崎大学医学部附属病院集中治療部 2)長崎大学医学部麻酔科

横田徹次(まきたてつじ)1)，粛藤将隆1)，中村利秋1)，前川拓治2) ，
吉富修2)，吉村真紀2)，澄川耕二2)

敗血症の経時的な病態生理は複雑で、特に各種の血管病態についてはよく
分かっていない。そこで敗血症モデルラットより取り出した胸部大動脈
(TA) と肺動脈 (PA) に対する血管作動薬の経時的な反応の変化を調べた。
方法ウイスターラットの盲腸を結繋・穿刺 (CLP) し、敗血症ラットを作製
した。 CLP前と 10時間、 16時間後にPA、 TAを取り出し血管リングを作製
し、オルガンチャンパー法でノルエビネフリン (NE;1μM) と KCl(100mM)
の収縮力を測定した。結果 NEはCLP前でTA と PAをそれぞれ1.15 士 O.l2g

と1.03 :t O.l5gほど収縮させた。 TAではNEの収縮は16時間後で36%に有意
に減少し、 PAでは10時間後と 16時間後でそれぞれ64% と 56%に有意に減少
した。 KClはCLP前でTA と PAをそれぞれ1.32 :t 0.02g と1.04 :t 0.19g収縮さ

せた。 TAではKCIの収縮は16時間後で45%に有意に減少したが、 PAでは有
意差はなかった。考察反応性の低下は α 受容体に対する反応性の低下では
なく、収縮エレメントのカルシウム感受性の低下が関与していることが考
えられた。

P圃0・190 血管内皮細胞機能からみた敗血症性多臓器不全症例の検討
-PA1-1 を中，心としてー

1l東京医科大学八王子医療センター救命救急部

池田寿昭(いけだとしあき)1)，池田一美1)，鬼塚俊朗 1) ，鈴木秀道1l，

大橋裕樹1l，棲井淳1)

目的: PA1-1 (plasminogen activator inhíbitor-1)値を中心に、 PMX-DHP
開始前値からみた重症度や予後との関係について検討した。対象および方
法:敗血症性多臓器不全にてPMX-DHPが行なわれた67症例。 PA1-1の測定
は、 ELISA法で行なった。 PMX-DHP開始前のPA1-1を以下の4群、 (G-1: 50 
から 100 ng/ml以下、 G・2: 100から500 ng Iml以下、 G・3: 500から 1000 ng 

Iml以下、 G・4 : 1000 ng Iml以上)に分類した。結果:各群での症例数は、
G・1: 9名、 G-2: 29名、 G・3: 14名、 G・4: 13名であり、敗血症性多臓器不全
症例のうち、 97%にPA1-1の異常高値がみられた。 APACHE-2スコアは、
各群とも平均20ポイント以上であり、 G・4で最も高かかった。 GorisのMOF

スコアも、 PA1-1の増加とともにポイントは増加していく傾向にあったが、
有意な相関は得られなかった。 SOFAスコアは、 G・4で最も高値を示した。
PA1-1 と 1L-6 と 1L・10および:'JL-1raとの聞には有意な正の関係が見られた。ト
ロンボモジュリンとの間でも正の相関 (P=0.015) が得られた。結語:敗血
症性多臓器不全の97%にPA1-1値の高値が見られたことは、臓器不全発生の
メカニズムの中で重要なマーカーであると考えられた。

P・D・191 単球上HLA-DR発現率低下敗血症症例の検討

1l日本大学医学部救急医学教室

吉田省造(よしだしょうぞう )1) ，白井邦博1)，雅楽川聡1)，伊藤暢厚ll ，

和泉徹1)，樫井淳1) ，大西敦子1)，林成之1)

[目的]今回我々は、 CARSの診断基準の一項目としてあげられている単球上
HLA-DR発現率に注目し、発現率が30%以下を呈した症例に対し検討を加
えた。[対象と方法】当救命救急センターに入室となったSOFA SCORElO点
以上の敗血症症例で、単球上HLA・DR発現率が30%以下を示した8症例に対
し、サイトカイン血中濃度 (1L-6、 1L・10) フローサイトメトリー法でTh・11
Th-2バランスの測定を行った。また、その治療法についても比較検討し
た。【結果]単球上HLA-DR発現率が30%以下症例は重症敗血症症例42症例
中8症例であった。転帰は、生存2例、死亡6例。 HLA・DR発現率は、全例経
過中上昇傾向を示した。 Th・11Th・2比は、死亡例は低下傾向を示したが、生
存例では3日目に上昇を示した。 1L-10は低値を示した。 1L-6は生存例では初
期に高値を示した。治療法として、 CHDF施行症例は6例、 PMX施行症例I
例であったが、積極的免疫賦活療法の実施例はなかった。[結語]単球上
HLA-DR低下重症敗血症症例は、予後不良であり、早期にその状態を把握
し、免疫賦活療法の実施を検討する必要性が考えられた。

P・D・192

第 2 呂田 15 : 00 ....... 16 : 00 第 14-1 会場

敗血症性DIC多臓器不全の治療戦略ーラットモデルにおけ

る凝固抑制因子の局在とその動態ー

1)滋賀医科大学集中治療部

江口豊(えぐちゆたか)1)，高代良一1) ，松浪薫1)，佐井義和1)，
野坂修一1)

[はじめに]敗血症性D1C では血管内皮細胞 (EC s) 膜上のAT- 皿や
thrombomodulin (Tm) は減少しており多臓器不全(MOF)へと進展する。同時
に好中球はECsに接着・活性化されていることより、今回ECsから臓器への障

害と AT-ill 製剤、頼粒球エラスターゼ、合成protease阻害剤の効果について検
討した。[方法・結果]ラット肺のECsとその基底膜は、免疫組織化学的に各々
Tm及び、fibronectin (Fn) 陽性でAT-ill は動脈ECsの基底膜側に陽性であっ
た。 lipopolysaccaride (LPS) 持続投与で、経時的にECsのTmの消失と、その

約2時間後にFnの連続性の消失が肺胞の浮腫や間質への炎症細胞の浸潤とと
もに認められた。肝では類洞ECsのTm の消失に伴い微小血栓が形成され
ていた。 AT-ill 製剤のLPSとの同時投与やLPS投与後3時間よりの後投与で
はTm陽性で、あったが、 LPS投与後6時間よりで、はTmは陰性であった。頼粒

球エラスターゼとの併用あるいは合成protease阻害剤多量投与では、 Tm陽
性所見で肺胞の浮腫、間質への炎症細胞の浸潤および血栓は激減した。[ま
とめlAT-ill製剤と頼粒球エラスターゼとの併用あるいは合成protease阻害
剤多量投与は、 ECs障害保護効果を介してDICの進展、臓器不全を予防しう
る。

P・D・193 敗血症患者におけるサイトカインの動向と免疫グロプリン

投与の影響

1)東京医科大学八王子医療センター救命救急部

鈴木秀道(すずきひでみち )1) ，池田寿昭1)，池田一美ll，鬼塚俊朗 1) ，

大橋裕樹1)

免疫グロプリン製剤は重症感染症に於いて抗生剤とともに投与されている

が、その作用機序については未だ不明な点もある。本研究では感染による

SIRS患者へ免疫グロプリン製剤を投与し、各種サイトカインへ与える影響
を検討した。対象当救命救急センターへ急性呼吸不全にて入院し、経過中
SIRSの診断基準を全て満たし、免疫グロプリンを投与した10例で、免疫グ
ロプリン非投与の4例を対照群とした。方法免疫グロプリンはスルホ化免
疫グロプリン (5g/day、 3 日間)を用い、約1時間かけ点滴静注した。エンド
トキシン、 1L ・ 6 、 1L-10 、 1L ・ 1ra 、 sTNFR-1 、 sTNFR-2 、 NOx 、

plasminogen activator inhibitor-1 (p A1-1)、 s1CAM-1、頼粒球エラスター
ゼについて測定し、投与前後の変化を検討した。結果投与群では1L・6、 1L-
1ra、 1L-lO、頼粒球エラスターゼ、 s1CAM-1に投与前後での有意な変化を
認めた。エンドトキシン、 PA1-1 、 sTNFR・1 、 sTNFR-2~こついては投与前
後で有意な差は認めなかった。一方コントロール群では全ての測定項目に
ついて有意な変化は見られなかった。結語今回の研究で免疫グロプリンが
敗血症患者に於いてサイトカインを制御する可能性が示唆された。

P・D・194 MRSA敗血症、薬剤過敏症を併発した成人発症Still病
(AOSD) のー症例

1)大阪厚生年金病院麻酔科 2)大阪厚生年金病院外科

林正則(はやしまさのり)1)，中谷桂治1)，潰岡直也1)，豊山広勝1)，
豊田芳郎1)，大野喜代志2)

44歳男性。発熱、咽頭痛に対し、近医で約一ヶ月間多剤抗生物質治療を受
けるが、改善しない為、本院転院となった。来院時、意識障害(JCS2・3) 、
血圧低下(収縮期血圧80mmHg) 、非乏尿性腎不全(BUNICre:46/3.8mgl 
dI)、肝機能障害 (GOTIGPT:105712961U/L、 T-bil:4.4mgl dI)、炎症所見
(WBCICRP:56200/mm3 119.1mgl dI)、 D1C (Plt:32000/mm3) 及び全身紅斑を
認めた。人工呼吸、 CHDFを導入したが、カテコラミン不応性の低血圧が
持続した。血液、曙療、便からMRSAが検出された。血清フェリチン値が
9400ng/mlと異常高値を示したため、 AOSDと診断した。メチルプレドニゾ

ロンパルス療法により、著明に循環動態が安定化し、解熱した。 MRSA感
染に対しては、アルベカシン、パンコマイシンを使用した。皮疹はAOSD
特異的でなく、薬剤リンパ球刺激試験で、前医でのセフォチアムによる薬
疹が疑われた。経過中、アルベカシンによる頼粒球減少(血球貧食像(-))が
認められた。計3回のパルス療法を行い、ステロイド内服漸減により軽快
し、第40病日に退院した。 MRSA敗血症、薬剤過敏症により病態が修飾さ
れ、ステロイドの使用法に難渋したAOSDのー症例を経験した。
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0・49 患者管理 (8)

P圃0・195 ミノサイクリンによる無頼粒球症から多臓器不全に陥った
一例

1)岡山大学医学部附属病院集中治療部 2)岡山大学医学部附属病院救急部

大町直樹(おおまちなおき)1)，谷野雅昭 1)，奥格]) ，五藤恵次])，
長野修2) ，松三昌樹1) ，片山浩])，森田潔1) ，平川方久1)

今回我々はミノサイクリン投与後に無頼粒球症を発症し感染症が再燃、多
臓器不全に陥った症例を経験したので報告する 。 (症例)68歳男性、平成13

年5月肺炎にて近医入院、抗生剤静注により軽快したためミノサイクリンの
内服に切替えたところ、急激な白血球数減少から無頼粒球症となった。 呼
吸、腎機能障害が進行、ショック状態となったため当院ICUに入室した。

入室時、ショック状態、意識障害、乏尿、 ARDS、 DICが認められ多臓器不
全の状態であった。 曙疲の性状は紫液性であった。 白血球数は500/ μl と著
減していたが、前医でG-CSFの投与を受けていたため、白血球急増による
肺障害増悪を懸念し入室後は投与を行わなかった。 入室2日目より白血球数
は増加、疾も膿性となり、緑膿菌が検出された。 輸液負荷、カテコラミ
ン、利尿剤投与により急性腎不全から離脱した。 以後感染症治療と水分管
理を行い24 日目にICUを退室した。 (考察)ミノサイクリンによる無頼粒球
症はまれであるが報告は存在する 。 G-CSF投与は、急速な白血球増加、集
積により肺障害を重篤化する可能性が報告されており、白血球数の推移を

見極めながら慎重に使用することが重要であると考えられる 。

P・D・196 神経障害が危倶されながらも、分娩後の多臓器障害から回
復したl症例

1)岩手医科大学医学部麻酔科

相津純(あいざわじゅん)1 ) ，酒井彰1 )，盛直久1)

40歳女性。 身長155cm、体重40kg。平成12年12月 2 日、近医にて自然分娩し
たが、分娩直後より性器からの出血が止まらず、当院に搬送された。 来院

時より呼名反応無く、血圧触知不能、心拍数140bpm台で、あり、診察室で呼
吸停止となった。 直ちに気管挿管し、 ICUに入室したO
ICU入室直後に心拍数30bpm以下に低下し、心肺蘇生を施行した。 蘇生開
始時の検査データは、 TP2.3g/dl、 Hb2.6g/dl と、大量出血の影響が明らか
であった。昇圧剤の投与と大量の輸液、輸血により一時的に循環の安定を

みるも、性器からの出血が持続したため、同日緊急に両側内腸骨動脈、卵

巣動脈の結紫術と、腫壁裂傷縫合術を行った。 出血傾向は第5病日まで持続

した。 第2病日から尿量が減少し、第7病日より CHDFを開始した。 また、
肝機能障害と高ピリルピン血症に対し血紫交換を行った。 全身状態の改善
後、プロポフォールを減量し、神経学的な評価を試みた。 当初は大脳の広
範な機能障害が危倶される所見があった。 徐々に神経症状の改善がみられ
たが、機能回復までには2ヶ月以上を要した。

患者は人工呼吸器からウイーニングでき、全身状態も安定した第41病日に
ICUを退室し、第120病日、独歩退院した。

P・D・197 当院での重症急性騨炎の9症例の検討

1)島根県立中央病院救命救急科

豊嶋浩之(てしまひろゆき) 1)，佐々木晃1)，松原康博1 )

症例;今回急性障炎のうち重症騨炎と診断されICUに入室となった9例につ
いて検討した。 原因;アルコール性5例、胆石2例、ピーナッツ過食1例、特

発性1例。 重症度;厚生省の急性騨炎重症度判定基準に照らし合わせ、重症
と診断されたもの。 1.集中治療;輸液管理、循環・呼吸管理。 2急性勝炎の

原因除去;胆道系疾患の場合は経皮的胆嚢・胆管穿刺誘導 (PTGBD等)を
行った。 3.陣壊死の進行の防止;陣動注療法(プロテアーゼ阻害剤、イミベ
ラムを使用)施行。 4.血液浄化法としてCHF施行。 今回ICU入室となった患
者の(1)原因、 (2) 発症から動注、 CHF療法までの期間、 (3) AP ACHE-n、
(4) 予後点数を調べ、予後との関連を調べた。 それぞれの平均値は、 (2)2.8

日.(3) 10.4，点， (4)2.6点であった。 集中治療での治療後、 1例死亡、他8例は軽
快し一般病棟に転出となった。 当院では、動注療法、 CHF療法を早期から
施行しているが、 一般的な死亡率20%-40%に対し比較的予後良好であっ

た。

P・D・198

第 2 日目 16 : 00 --17 : 00 第 14-1 会場

2本の動注カテーテルによる持続動注療法とPL(Peritoneal 
Lavage) が有効であった重症騨炎の一例

])香川医科大学医学部附属病院集中治療部 2)香川医科大学医学部附属病

院救急部 3)香川医科大学医学部麻酔救急医学講座 4)香川医科大学医

学部附属病院手術部

関啓輔(せきけいすけ)1)，中野通代2) ，川口秀二1)，中保浩介3) ，

山木良一3)，田家諭4)，岩永康之3)，小倉真治2)，前川信博3)

2本の動注カテーテルによる持続動注療法と PL(Peritoneal Lavage) が有効
であった重症豚炎を経験したので報告する 。 症例は41歳女性。 スナック店

員。 平成13年6月 15 日より腹痛出現し近医を受診し、鎮痛剤で経過観察され
ていた。 6月 16 日午前1時半頃より腹痛増強し睡吐も出現するため当院に紹
介となった。 腹部エコー及びCT、血液検査などから急性腺炎と診断され
ICUに入室した。 来院時重症度スコアは14点でCT ではGrade3で、あったが、
12時間後には重症度スコアは18点となり Stage4(最重症)と判定された。 人
工呼吸下にウリナスタチンの腹腔動脈動注療法と PLが行われた。 しかし、
6月 20 日のCTでは勝炎はさらに悪化してGrade5となり、血液検査でもLDH
は上昇していった。 本症例では牌動脈は腹腔動脈から分枝するものの、胃
十二指腸動脈と肝動脈は上腸間膜動脈から分枝していたため、醇頭部への
動注効果が不十分と判断して、上腸間膜動脈にも 2本目の動注カテーテルを

留置して持続動注療法を行った。 その後は梓炎が沈静化し、救命すること
ができた。 若干の文献的考察を加え報告する 。

P・D・199 Second attackにより MODSを呈した横紋筋融解症の2症例

1 )京都市立病院循環器科

立川弘孝(たつかわひろたか)1)，松原欣也1)，芦田孔1)，上床博久1 ) ，

島正巳1)

鈍的外傷によるSIRS/MODSは損傷組織からの炎症性サイトカインや外傷

後免疫能低下により遷延あるいは遅発して生じることがある 。 今回crush
syndrome後の横紋筋融解症からARFに陥り、炎症所見は一旦改善したが、
経過中にsepsisを伴わないMODSを呈し、非常によく似た臨床経過をとった

2症例を報告する 。 症例1 : 23歳の男性は経首を試みたがロープが切れ、約
20時間後に左側臥位で倒れているところを発見された。 初診時には左上肢

の長時間圧迫によると思われる左上肢麻樺と熱中症の関与も疑われた。

ARF、 SIRSに対するCHDFにより、第7病日にはCKはほぼ正常化し炎症所

見も改善したが、第10病日より炎症所見の高度の悪化があり DIC、肺水腫
などのMODSを呈した。 CHDFの続行による炎症所見の好転に平行して左
上肢の腫腹も軽減した。 症例2: 33歳の男性は泥酔状態で倒れているところ

を救急搬入された。 外傷は明らかではなかったが両側大腿は圧痛を伴って
著明に腫脹し無尿であった。 CHDFにより第7病日にはCK正常化、炎症所
見も軽快したが、第11病日より炎症所見が再上昇しDIC、 MODSを発症。
CHDFの続行により炎症所見の改善とともに大腿部の腫脹も消退した。
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P・D・200 Perfluorocarbonは血小板凝集能を抑制する

J}山形大学医学部救急医学 2)福島県立医科大学附属病院救急科

川前金幸(かわまえかねゆき)1l，田勢長一郎2)，村川雅洋ベ仲島浩2) ，
深田祐作2)，大槻学2) ，池上之浩2)

Perfluorocarbon (以下PFC) を経気管的に投与して、ガス換気を行う液体換
気は、 ARDSに対する戦略の1つとして掲げられており、酸素化を改善し、
炎症反応を抑制する。今回は、炎症反応を惹起する因子の1つである血小板
に注目し、 PFCの血小板に対する作用について検討した。[対象と方法]健
常人から全血を採取し、 3.8%クエン酸ソーダ (1 : 9) を加え、 1000回転110分
間で遠心した。その上層を採取し、多血小板血柴 (platelet rich plasma、
以下PRP) とした。 PRP4ml(対照群)と PRP2ml+ PFC2ml (テスト群)とし、
37度で15分間インキュベートした。その後、対照群とテスト群(上層)各々

200μl採取した。血小板凝集メーター内で、さらに2分間インキユベートし
た後、 ADPを加え刺激した。[結果)PFC処理では、 ADPによる血小板凝集
を顕著に抑制した。[考察】PFCは、血小板凝集能を抑制し、 ARDSなどの
炎症反応を抑制する可能性がある。その機序については、更なる検討が必

要と思われた。[結語)PFCの炎症反応抑制には、血小板凝集抑制能も関与
していると考えられた。

P・D・201 ミルリノンによる肺コンブライアンスに対する効果

J}日本医科大学集中治療室 2) 日本医科大学麻酔科

松村純也(まつむらじゅんや)1l，竹田晋浩1)，池崎弘之1)，中西一浩2) ，

坂本篤裕2)，小川龍2) ，金徹1)，中島祐史1)，佐藤直樹1) ，田中啓治j)

[目的}肺コンブライアンスの低下は呼吸不全を引き起こす大きな原因のlつ
である。心原性肺水腫による呼吸不全に対しミルリノンが肺コンブライア
ンスを改善するか検討した。[方法]心原生肺水腫を原因とする呼吸不全患
者6名。換気モードはPressure control mode。ミルリノン50μ g/kgを 10分
聞かけて投与し、引き続き0.5μ g/kg/minで、持続静注。ミルリノン投与前、
持続静注開始10、 30、 60、 120分後に肺動脈カテーテルによる血行動態およ
び肺機能評価を行った。[成績)P/F ratioは 164から 165、 PaC02は34mmHg
から35 mmHgへと変化は見られなかった。平均肺動脈圧は24 mmHgから
21 mmHgへ、 PCWPは 19 mmHgから 14 mmHgへと有意に低下。動的コン
ブライアンスは38 mL/cmH20から42 mL/cmH20へ、静的コンブライアン
スは42 mL/cmH20から47 mL/cmH20へと有意に増加。[結論]ミルリノン
による肺コンブライアンスの改善はrespiratory musc1e contractionに対す
るミルリノンのdirect positive effect と血行動態の改善によるfunctioning
lung unitsの増加によるものと思われる。

P-O圃202 マンニトールの投与速度が血清カリウムに与える影響

1)財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院麻酔・集中治療科

五十洲剛(いそすつよし)J}，管桂一1)

マンニトールは、脳圧降下を目的として頻繁に用いられている。この薬剤

投与により、血清カリウム値が変動することは知られており、我々は高カ
リウム血症を呈した2症例をすでに報告している。今回は、マンニトールの

投与速度が、血清カリウム値の変動に関与しているのか検討した。{方法]
当院脳外科で開頭手術を受ける患者26例をI群:急速投与群(マンニトール
500mlを30分以内で、投与した群)と II群:緩徐投与群 (30分以上かけて投与し
た群)の2群にわけ、マンニトール投与前後で電解質および動脈血液ガスを

測定した。[結果]マンニトール投与後、ナトリウム値は有意に低下し、カ
リウム値は有意に上昇したが、群間で有意差は認められなかった。カリウ

ム値の変動の危険率はI群でp =0.0152、 II群でp =0.000503であった。 BEは
II群のみ有意に低下したが、その値は正常範囲内であった。[結論]マンニ
トールの投与速度の違いは、臨床的には投与後のカリウム値の変動に影響

を与えないが、両群の統計学的な危険率から見ると、マンニトールを緩徐

に投与した場合の方が、カリウム値が上昇する可能性が高いことが示唆さ
れた。

第 2 日目 14 : 00 ........ 15 : 00 第 14-2 会場

P・0-203 高照度光の消化管活動に及ぼす影響一胃電図による解析-

1)大阪大学医学部附属病院集中治療部 2)奈良女子大学生活環境学部，

3)大阪市立大学大学院生活科学研究科

西村信哉(にしむらしんや)1l，登倉尋実2)，曽根良昭31，妙中信之1)，
真下節1)

【目的]胃電図を用いて高照度光の消化管機能に及ぼす影響を調べる。[対象
と方法】健常成人11名を対象として、携帯型胃電計(EG、ニプロ)を装着し
て胃電図の連続測定を行った。サンプリング時間1秒で胃の電位を取り込

み、雑音除去後にスベクトル解析を行い、 2.4-3.6 cpm (normo) 、1.6・2.4
cpm (brady) 、 3ふ9.0 cpm (tachy) の3つの成分のパワー値を求め、 3成分
の和をトータールパワー (TP) とした。温度湿度を一定に保ったアイソレー

ションユニット内で、高照度光 (5000ルクス、明群)および低照度光 (100ル
クス、暗群)の存在下で7時から 15時まで生活後、 17時30分の夕食前後の30
分間のTP値を比較した。[結果]食事前のTP値は、明群300.5 dBμV暗群
300.9 dBμVと有意な差は認められなかったが、食事後のTP値は明群357.7

dBμV と暗群の334.4 dBμVに比べて有意に大きかった (p=0.033) 0 [考察]
高照度光により食事後のTP値が増加したことは、光が食事後の胃の活動量
を増大させたことを意味する。この結果は、消化管機能の低下した術後患
者にとって高照度光は有利に働く可能性を示唆する。

P・D・204 自然環境濃度の活性酸素吸入による血中乳酸値低下作用

1)総合会津中央病院麻酔科

岩間裕(いわまひろし)1)，渡部和弘1)，大森恵1l，金子敏和1)

環境の良い空気中にはマイナスイオンが含まれ、これは数十個水分子を付

加した低濃度活性酸素と言われ、吸入により SOD活性が増加する(1)0 SOD 

活性増加は酸素代謝も充進する可能性がある。「対象と方法」倫理委員会承
認後、開頭術後に血中乳酸値1.5mmol/l以上を示した20例を二群に分け、一

方にマイナスイオン含有40%酸素高湿度空気401/min を 4時間、その後
ジ、エツトネブライザーで同酸素流速空気を4時間投与した。他方には、この

逆の順で投与し、動脈血乳酸値を毎時間測定した。「結果」マイナスイオン
開始群では、乳酸値は3.4，5時間目に低下した後に前値に戻った。ジェット
ネブライザー開始群では、乳酸値は4時間固まで変化せずマイナスイオン吸

入後から低下した。「結語」低濃度活性酸素吸入により血中乳酸値が有意に
低下した。この機序として、 SOD活性増加作用によるミトコンドリア内酸
化的リン酸化反応の促進が考えられた。マイナスイオンが好気的代謝を促

進させ、低濃度の活性酸素がむしろ生理的な好影響を持つ可能性は非常に
興味深い。文献: (1) Kosenko EA. et al: FEBS Lett 1997;410:309-12. 
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P・D・205 重症頭部外傷患者に発生する全身酸素代謝障害

1)日本大学医学部救急医学

牧野桂花(まきのけいか)九櫛英彦1)，斎藤豪1)，長尾建1)，矢崎誠治1) ，
林成之1)

[はじめに]重症頭部外傷患者に対する酸素代謝障害の報告は少ない。 そこ
で我々は、上記疾患の全身酸素代謝動態を検討した。 [方法]重症頭部外傷
患者25例(頭部単独外傷)を対象とした。 入院直後にSwan-Gantzカテーテル
を挿入し全身酸素運搬量係数 (D02I)、酸素消費量係数 (V0 2I)、心係数
(C1)、全身血管抵抗係数 (SVR1)、肺動脈模入圧 (PAWP) 、動脈血酸素飽和

度 (Sa02) 、ヘモグロビン (Hb) 、酸素摂取率 (02ER) 、 CVPをDay 0からDay
6まで測定した。 これらの値を生存群と死亡群で比較した。 [結果]生存群15
例、死亡群10例であった。 入院時平均GCS と平均年齢は両群聞に有意差を
認めなかった。 D021 と V021はDay 1. Day 2に死亡群で有意に低値であっ
た。 SVR1、 PAWP、 Sa02、 Hb、 02ER、 CVPは両群間に有意差を認めな
かった。 C1は、生存群では3.8以上を保ったが死亡群はDay 0, Day 1, Day 
2に有意に低値で、あった。 [結語]重症頭部外傷患者は生存群、死亡群聞に入
院時重症度、平均年齢、動脈血酸素含量、循環血液量に有意差はなかっ
た。 しかし、死亡群では急性期に酸素運搬量が低下していた。 これらの事
実は、重症頭部外傷急性期には、 C1を 3.8以上に保つことが重要であること
を示している 。

P・D・206 劇症肝炎における血中Cytokine濃度と Artificial Liver 
Support (ALS) によるその変化

1)千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

肥田誠治(ひだせいじ)1)，平津博之1) ，織田成人1)，志賀英敏])，

中西加寿也])，松田兼一円 仲村将高1)，横張賢司J)，平野剛九平山陽1)，

森口武史1)，渡遺栄三1) ，新田正和])，菅谷明子])，横井健人1)

[目的]劇症肝炎症例におけるpro-inflammatory cytokine と病態との関連
性、 ALSによるその変化を検討することを目的とした。 [対象と方法]過去
5年間に当1CUに入室しALSを施行した劇症肝炎症例12例 (A型l例、 B型7
例、薬剤性 1例、不明3例)を対象に、血中cytokine (TNFα .IL・ 1 ﾟ .IL-6) 濃
度と、肝性昏睡度、 intracranial pressure (1CP) との関連性、及びALSによ

る cytokine動態の変化を検討した。 [結果]入室時のTNFα .IL-1 ﾟ .IL-6血中
濃度は各々 81.2 :t 59.9 (pg/mU , 4.5:t 4.9, 227.1 :t 330.2であった。 肝性昏睡
の進行と各種cytokine血中濃度との有意な関連性は認めなかったが、 1CP と
TNFα との聞に有意の正の相関を認めた (R=0.49 ， p=0.0063) 0 ALS施行
中、覚醒症例 (6例)で、昏睡度がII度以上覚醒した時点でのTNFα 血中濃度

は低下傾向にあり (p=0.0718) 、入室時からの低下の程度は覚醒症例で大き
い傾向にあった。 [考察]劇症肝炎の病態へのcytokineの関与、さらにALS
による cytokine除去が、病態改善に寄与している可能性が示唆された。

P・D・207 肝臓でのウリナスタチンのmRNA産生に及ぼすサイトカイ

ンの影響

1 )香川医科大学麻酔・救急医学講座 2)国立善通寺病院麻酔科

植木正明(うえきまさあき)1)，田家諭1)，中候浩介1) ，浅賀健彦2) ，

山木良一1)，岩永康之1)，前川信博1)

[はじめに]ウリナスタチン (UT1)は蛋自分解酵素阻害作用を有し、侵襲時
の生体防御に関与していると言われている 。 急性相蛋白のCRPはサイトカ

インにより肝臓での産生が誘導されると報告されているが、 一方UT1は肝
臓で産生されるが、その産生機序は不明で、ある 。 今回、肝臓でのUT1産生

誘導にサイトカインが関与しているかどうかを検討した。 [方法]ウィス
ター系雄性ラットをペントパルピタールの腹腔内投与 (50mg/kg) 後、開腹
し、サイトカイン(ラットのrecombinant 1L-1 ß 、 1L-6) をマイクロインジ、エ

クターにて肝臓に直接注入した。 その後、経時的に肝臓を取りだし、ノー
ザンプロット法により肝臓でのUT1のmRNAの発現を検討した。 [結果]最
高lμg の1L-1 ß 、 1L-6を肝臓に注入しでも、 UT1のmRNAの発現はみられ
なかった。 [考察】今回、肝臓でのUT1のmRNAの発現に1L-1 ß 、 1L-6は関与
していなかった。 今回、 UT1の蛋白定量は行なえなかったが、侵襲時には
サイトカインによる誘導以外のUT1産生機序の存在が推測された。

第 2 日目 15 : 00 --16 : 00 第 14-2 会場

P・D・208 血清HGF値と 99mTc-GSA肝アシアロシンチグラフィーを用

いた肝細胞評価法は肝不全の生命予後を判定しえるか?

1)札幌医科大学救急集中治療部 2)札幌医科大学第一外科，

放射線科

西森英史(にしもりひでふみ)1)，今泉均 1l ，江副英理2) ，升田好樹1)，
佐藤守仁1)，高橋典之1)，吉田英昭1)，紅露伸司 1)， 浦英樹1 ) 浅井康文ll ，

藤森研司3)，平田公一2)

{目的]敗血症に伴う重症患者などではMODS/MOFの一分症として肝機能障
害を呈することが多い.ところで肝不全はMODS/MOFの中でも予後不良の
因子とされているが，従来から肝不全の評価法として用いられてきた血清
GPT値や血清Bil値， PTは，血液浄化法や血液製剤投与など治療の影響もう
け，純粋な意味での肝機能の評価法とは言えない.今回我々は，肝細胞障害
の指標とされる血清HGF値と肝細胞のviabilityの指標とされる99mTc-GSA肝ア

シアロシンチグラフィー(アシアロシンチ)を用いることにより，肝不全の予

後判定が可能かを検討した. [対象と方法]Bil値3.0 mg/dl以上ないしGPT値
300 1U/L以上の25症例(男 17例，女8例， 13歳-74歳，平均45歳)を対象と
し， HGF値の測定とアシアロシンチを施行した. [結果]アシアロシンチの
LHLl5が0.76以下で， HGFが7ng/mlを越える全症例が肝不全で死亡した.
{結語]MODF/MOFに陥った重症症例においても， HGF値とアシアロシンチ
を用いることにより予後判定が可能であった.今後さらなる検討が必要であ
るが，肝再生が期待できない劇症型肝不全に対しては，内科的治療に固執す
ることなく，早期移植も視野に入れた治療が必要であると思われた.

P・D・209 ‘情緒パイタル指数意識障害患者の‘こころ'を数値で示

す試み

1 )愛知医科大学麻酔科学 2)愛知医科大学高度救命救急センター 3)名古

屋市立大学麻酔科蘇生科 4)大阪芸術大学芸術計画学科
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[目的]遷延性意識障害患者のpost 1CU brain rehabilitation を目的に実施
している音楽運動療法中の患者の感情・情緒等、心の面を科学的に捉える
ため・情緒バイタル指数'なる指標を提示、検討した。[方法]測定と解析は
LRR-3 ・ MemCalc system (GMS社)にて実施中の40分前後の全心拍変動時
系列を30秒間隔で1分単位で周波数解析 (0.04-0. 15 を低周波成分、 0.15・0.4を
高周波成分)し、スペクトルパワーとの両軸対数表示で均衡化したべきスベ

クトルP=l/fXの傾きを、その出現したピーク波全ての周波数領域にわたり
最小二乗法で算出、そのXを整数化したものを‘情緒パイタル指数'と命名し
た。 患者とは別に5名の若年健常者の音楽運動療法体験測定データと心地よ
さの感情変化の調査結果から具体的な感情・情緒の変動を得、これと対比
して意識障害患者の感情変化を推定した。 [結果]指数0.87 :t 0.14を中心に、
交感神経活動度、副交感神経活動度なと寺のパイタル変動の大小とも関連を

対比し、心地よさなどと一定の関係が見出された。 [結論]これは第3の自律

神経活動の指標として意識障害患者の感情の変動を推定したり自律神経機
能のパイタル面を評価したりするのに利用できる 。

-153-



D圃52 鎮静・鎮痛

P・D・210 Fentanyl持続投与の効果と患者満足度

1)濁協医科大学越谷病院救命救急センター 2)濁協医科大学越谷病院救急

医療科

元宿めぐみ(もとじゅくめぐみ)1)，神島啓一郎1)，山田浩二郎2) ，

佐藤陽二2)，池上敬一2)

<はじめに >Fentanylには1)確実な鎮痛効果， 2)依存がないなどの特徴が

あるが，消化管麻揮を起こすことも指摘されている。<目的 >Fentanyl持
続投与を行った患者における痛みのコントロールと消化器合併症の頻度を

明らかにする。<方法>当センターに入院した四肢外傷患者20名を対象と
した。 Fentanylの投与は100μ g/hrで開始し，適時減量した. Fentanyl総投

与量，投与期間，血圧低下の有無，排便頻度，経口摂取の開始および栄養
ルートの変更，消化器症状の有無についてカルテを閲覧調査した。入院期

間中の鎮痛効果指標として， V AS (Visual Analogue Scale) と退院時患者評
価(満足できる鎮痛9点，不満足をL点とする9段階で評価)を用いた.<結果
>Fentanyl総投与量は平均l1mg，平均投与期間約7日間，約60%に便秘傾
向を認めたものの，緩下剤投与により改善した. Fentanyl持続投与により
十分な鎮痛効果と高い鎮痛の満足度が得られた(鎮痛満足度7点). <考察お
よび、結語 >Fentanyl持続投与では，消化管運動遅延作用が認められたが，
アンケート結果より患者満足度の高い外傷後の鎮痛法であると考えられ
た.

P・D・211 心臓血管外科の術後鎮痛法一 Target Controlled Infusion 
(TCI)によるフエンタニル投与の検討

1)東京医科大学麻酔科学教室集中治療部 2)東京医科大学麻酔科学教室

平林清子(ひらばやしきよこ )0，宮本麻央2)，浜野裕子2)，武藤孝夫2) ，

矢数芳英2)，成田英之2)，小津拓郎0，松本晶平2)，渡辺省五円一色淳2)

[目的]心臓血管手術の術後鎮痛法として、硬膜外チューブの留置に関して
は、全身ヘパリン化による出血傾向が危慎されるため賛否両論がある。ま
た鎮痛薬の全身投与は、呼吸抑制などの副作用なく持続的に良好なベイン
コントロールを得ることがしばしば困難である。そこで今回、当施設では
Target Controlled Infusion (TCI)によるフエンタニルでの術後鎮痛を行
い、その効果と至適投与量を検討した。
[方法】心臓血管手術の開胸・開腹症例を対象とし、 ICU入室後、フエンタ
ニルをTCIにより投与開始した。症例を無作為に効果部位濃度0.1 5、 0.20、
0.25ng/mlの3群に分け、鎮痛効果をVisual Analog Scale (V AS) により評価
し、比較検討を行った。

[結果]0.1 5群ではNSAIDsの併用を必要とした症例が有意に多かったが、
0.20、 0.25群ではほぼ全例で充分な鎮痛効果を得ることができた。いずれの
群においても呼吸抑制などの副作用はみられなかった。
[結語]TCIによるフエンタニル投与は術後鎮痛に有用であった。開胸・開
腹群ともに至適効果濃度は0.20 ng/ml と推定された。

P・D・212 CHDF施行時におけるプロボフォール持続鎮静の検討

1) 日本医科大学付属病院高度救命救急センター

上回康晴(うえだやすはる )0，磯部将人0，白浜彰彦1)，山本保博o

[目的]急性腎不全のためCHDFを施行した患者に対するプロポフォール(以
下Pf)持続鎮静の有用性を検討した。{対象と方法]2000年4月から2001年9月
までにICUにおいて、 CHDFを施行した30症例について、 Pf持続鎮静を行
い、その持続投与時間・持続投与量・総投与量・鎮静度・安全性を非
CHDF群 (70例)と比較検討した。良好な鎮静の目安は、 Ramsay score2~ 
30 [結果}両群で年齢・性別・体格に有意差なし。 CHDF群で持続投与時間
281.8時間と非CHDF群149.4時間に比べ有意に長かった (p< 0.01)以外、持続
投与量(1.8 :t 0.17 : 1.9:t O. l1 mg/kg/h) 、平均総投与量に差を認めなかっ
た。全症例で速やかな導入と持続鎮静が得られ、あきらかな覚醒遅延は認
めなかった。[結語]CHDF施行時でも Pf持続鎮静は有用であった。投与時
聞がCHDF群で、有意に長かった理由は、より重症で長期の人工呼吸管理が
必要で、あったためと考えられた。しかし投与量に差がなかったことや覚醒
遅延を認めなかったことから、腎不全患者でCHDFを施行する際の鎮静
は、従来の投与方法と同様で良いと思われる。

P・D・213

第 2 日目 16 : 00 -17 : 00 第 14-2 会場

長期ミダゾラム鎮静の副作用に対するプロポフォールの有

用性

1)長崎大学医学部附属病院集中治療部 2)長崎労災病院麻酔科 3)長崎大

学医学部附属病院麻酔科

粛藤将隆(さいとうまさたか)1)，寺尾嘉彰2)，吉村真紀3)，吉富修札

前川拓治3)，中村利秋0，横田徹次1)，澄川耕二3)

ミダゾラムの長期投与では覚醒遅延や投与終了後の興奮などが問題とな
る。我々はこれらの副作用を軽減させるためにプロポフォールを併用し、

良好な結果を得たので報告する。対象は術後72時間以上鎮静を行う予定の
食道手術または耳鼻科手術の患者24例。患者をミダゾラムで鎮静する群 (M
群)と抜管予定24時間前にミダゾラムからプロポフォールに切り替える群
(M-P群)とに分けた。鎮静深度はラムゼイスコアで、4-5に保った。鎮静薬投

与終了から抜管までに要した時間と鎮静薬投与終了後の興奮度をsedation
agitation scoreを用いて評価し記録した。鎮静時間はM群で88.5時間、 M-P
群で10 1.8時間であった。鎮静薬投与終了から抜管までの時間はM群で240
分、 M-P群で75分と有意差を認めた。 sedation agitation scoreで、 +1以上の
興奮状態を示した患者はM群では58%、 M-P群8%で有意差を認めた。長期
鎮静患者におけるミダゾラムからプロポフォールへの鎮静薬の切り替え

は、長期ミダゾラム単独鎮静の合併症である覚醒遅延、鎮静終了後の興奮
等の合併症を軽減させることが示唆される。

P・D・214 脳低温療法中における Midazolamの体内動態の検討

o徳島大学医学部救急部・集中治療部 2)徳島大学医学部附属病院薬剤

部 3)徳島大学医学部第二内科

佐藤由美子(さとうゆみこ )0，黒田泰弘0，鳥井真由美2)，小津祐一2) ，

岩戸佐和1)，井上貴子1)，清水ゆかり 2)，阿部真治2) ，片山俊子1)，

飯富貴之1) ，阿部正1)，芳地ー2) ，水口和生2)，岡久稔也3) ，大下修造1)

[目的】脳低温療法中のMidazolamの体内動態を検討する。[方法]蘇生後脳
症2例と頭部外傷1例で測定した。脳低温療法は， Midazolam初期量O.l~
0.2mg/kg/hr ， ベクロニウム初期量0.04mg/kg/hr投与下に，表面冷却にて
33

0

C ・ 3 日間施行し ， 0.5
0

CI 日で復温し， 36
0

C で鎮静剤投与を中止し終了し
た。内頚静脈血温で33

0

C (投与開始3 日目)， 34
0

C , 350C , 360C時にそれぞれ
動脈血と内頚静脈血を採血し， Midazolam とその代謝産物(1・hydroxy
midazolam) 濃度を， HPLC法で測定した。[結果]経過中，肝腎障害を認め
た症例はなかった。 Midazolamの動脈血中濃度は， 33

0

C 時は平均0.59μ gl
ml, 34

0

C時は平均0.73 ， 35
0

C時は平均0.62 ， 36
0

C時は平均0.03で，復温期は
血中濃度の低下がみられた。内頚静脈血でも同様の推移が認められ，また
動静脈血濃度差は少ないと考えられた。代謝産物濃度には一定の傾向がな
かった。[考察】復温に伴う血中濃度の変化は， Midazolamの組織への再分
布による可能性があるが、さらなる検討が必要である。

P・D・215 ミダゾラムとケタミンを併用した長期間の鎮静終了後に、

退薬症状を呈した1例

o昭和大学横浜市北部病院麻酔科 2)昭和大学医学部麻酔科学教室

鈴木尚志(すずきたかし)1)，横山俊郎2)，大塚直樹2)，安本和正2) ，

鮫島達夫1)，野本功一1)，世良田和幸1)

[症例]33歳、男性、 55kg。感染性騨壊死により壊死部切除とドレナージの
緊急手術を施行後ICUに収容し、人工呼吸管理となった。鎮静のためミダ
ゾラム (M) とケタミン (K) を持続静注した。 7病日早朝(鎮静開始から 150時
間後)に、総量がM893mg、 K1 1，160mgに及んだ、鎮静を中止した。約8時間
後に抜管したが、ミオクローヌス、興奮、発汗、腹痛などが次第に顕著と
なった。イオン化カルシウムや血液ガスには異常が無かった。 Mあるいは

Kによる退薬症状を疑い、 M2mgを静注したところ諸症状は消失したので、
2mg/hrで、投与を再開した(中止後約12時間)。約1時間後に投与速度を
1.5mg/hrに減じたが、その約4時間後には症状が再発したため、 3mgを単回
投与の後、 2mg/hrに戻した。以後1.5mg/hr(8病日)、 1mg/hr(9病日)、
0.5mg/hr (10病日)と漸減し、 12病日に投与を終了したところ(132時間、
108mg) 、症状の再発はみなかった。[考察}ミダゾラムによる離脱症候群の
予防には、投与量の漸減や、長時間作用性ベンゾジアゼピンへの変更など
が提唱されている。しかし、本症候群発症の危険因子や、具体的な漸減方
法などについては不明な点も多い。 ICUにおける鎮静に際しては、本症候
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0・53 感染:サーベイランス

P・D・216 ICU入室時におけるMRSA検出患者の検討

] )川崎医科大学救急医学 2 )川崎医科大学附属病院高度救命救急センター

ICU 

青木光広(あおきみつひろ )0，木村文彦0，熊田恵介])，福田充宏1)，

鈴木幸一郎1)，小漬啓次1)， 都甲裕美2)

MRSAの持込みは感染管理に大きな影響を及ぼすが、すべての入室患者に
培養検査を行うことは経済的な負担が大きくなる 。 そこで持込み患者の特
徴を捕まえ、選択的な検査のみで良いか検討する事は重要と考える 。 今
回、 1998年1月から 2000年 12月までの問、当ICUの入室患者全てに入室時培
養検査を行い、 MRSA検出患者の特徴について検討した。 この期間にICU
に入室した1102例中、入室中にMRSAが検出された患者は137例 (12.4%)、
このうち入室時に検出された患者は31例 (2.8%) で全MRSA検出例の22.6%
を占めていた。 平均年齢は66.5歳。 原疾患は頭部疾患7例 (22.6%) 、呼吸器
疾患7例 (22.6%) 、消化器疾患5例 (16.1%)なと守であった。 検出部位は鼻腔・

咽頭が51.6%、次いで略疾が45.2%であった。 入室時MRSA検出患者のうち
感染症を発症したものは9例 (29.0%) で、うち敗血症を呈した例が5例 (55.6

%)あった。一方、当ICU入室前にMRSA 感染の既往があったものは4例
で、うち3例は抗生剤による治療が行われていた。 また、入室前一ヶ月以内

に抗生剤の投与を受けていたものは13例 (4 1.9%) であった。 これらMRSA
持込み患者の特徴からどのような検査方法が良いか考察する 。

P・D・217 集中治療室における検出細菌の動向一特にメチシリン耐性
黄色ブドウ球菌を中心にー

1)大阪市立総合医療センター集中治療部

嶋岡英輝(しまおかひでき )0，安宅 一晃1)，藤井崇0，中田 一夫1) ，

佐谷誠o

[はじめに]重症感染症対策は.ICUにおける最重点課題の一つであり，重篤化
した敗血症，敗血症性ショックの管理とともに，自施設の細菌分布を把握し重症
化を未然に防ぐことが重要である.今回我々は，当施設における呼吸器系からの
分離菌について検討したI対象および方法}対象は，1999年4月からの2年間に，
略疲培養など，呼吸器系細菌検査を提出した316症例である.提出検体について
，(1)培養検査の陽性率，分離菌の種類別検討， (2) 入室後3日目までに検出され

た持ち込み菌の種類と特徴， (3)MRSA の検出状況とその特徴について
，retrospectiveに検討した[結果及び考察]提出された検体総数は811検体で
あったこのうち，56.6%にあたる459検体で菌が分離された分離菌は緑膿菌が
最も多く，菌が分離された検体のうち30%を占め，MRSAは17%であった入室経
路にかかわらず，持ち込まれた菌の中でも，緑膿菌が一番多く分離菌の約15%を

占めた.MRSAは57症例で検出されたが約40%は入室後3日以内に検出され
ており.ICU内で接触感染を起こしたと考えられる症例はMRSA全体の60%
程度であった.以上より抗生剤使用の適正化をはじめとする弱毒菌対策と

，MRSAのICUでの伝播防止が肝要であると考えられた

P・D・218 当施設で検出されたメタロ 8 ラクタマーゼを産生する
Serratia marcescensに関する検討

1)鹿児島大学医学部附属病院集中治療部 2)鹿児島大学医学部附属病院院

内感染サーベイランス・スタッフ 3)鹿児島大学医学部附属病院検査部細

菌検査室

川上雅之(かわかみまさゆき)九垣花泰之九恒吉勇男1)，川前博和]) ，
和田貴志川菊池忠1)，上村裕一0，吉永正夫2)，川原元司2)，宮之原弘晃3)

メタロ F ラクタマーゼ産生菌は多剤への高度薬剤耐性を示すと同時に、プラ
スミドを介し耐性情報を他の菌に伝達することより、感染対策上問題視され
つつある 。 またセラチアは重症患者において難治性の感染を示すことが多

く、検出時においてはその発生要因の詳細な分析及び感染対策が必須であ
る 。 今回メタロ F ラクタマーゼを産生する多剤耐性セラチアが尿より分離さ
れた症例を4例経験し、併せて今回検出以前の6年間における当施設でのセラ

チア検出症例の検討を行ったので報告する 。 今回の検出症例は4例で心臓外
科術後2例、食道癌術後1例、低酸素脳症1例であった。 検出菌は全例IPMを始
め多剤に耐性を示し、 ISP，AMK，STに感受性を示すのみであった。 検出患者
にはMRSAと同等の感染対策を施行した。環境調査を施行したが、 ICU施設
内にセラチアの検出はみられなかった。 また、今回の検出前6年間のセラチ
ア検出症例は42例で、うちIPM耐性を示した 10例は同様の多剤耐性を呈して
おり、メタロ F ラクタマーゼの産生が疑われた。 感染防御能の低下している
ICU患者において、かかる菌の検出時にはその症例に対する適切な対策及び
cross infectionの防止、ひいては院内への啓蒙が重要と思われた。

第 3 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 12-1 会場

P・D・219 蘇生後脳症に対する脳低温療法施行患者における検出細菌
の検討

II 日本大学医学部救急医学 2)駿河台日本大学病院細菌検査室

大槻穣治(おおつきじようじ) 1) ，東候玄ー0，斎藤豪1 ) ，菊池学])，

櫛英彦1)，長尾建0，矢崎誠治])，林成之ll ，佐野和三2)

[目的]脳低温療法施行患者では，免疫能低下などによるといわれる急性肺
炎をはじめとした様々な感染症を合併することが多い。 今回我々は当セン

ターにおける一般患者と脳低温療法施行患者の検出細菌の相違につき検討
したので若干の文献的検討を加え報告する 。 {対象と方法]対象は平成11年
以降に心肺停止状態で当センターに入院し蘇生、蘇生後脳症に対し脳低温

療法を施行した18名中、細菌学的検索を行った14名であり，男女比は10:
4、平均年令は52.6才であった。 [結果}略疾では全例でなんらかの菌を検出
し、 Staph . aureus、 P.aeruginosa 、 MRSAなどが多く， 一般的な傾向と差異
を認めなかった。 血液培養では菌陽性は1例のみであり、尿でも57%が菌陰
性であったが、種々のカテーテルでは6例 (43%) から菌を検出し、 E.faecalis
が最も多かった。 [考察]略疾からの検出細菌には一般的な傾向と差異がな
く、カテーテルからは腸球菌が多く検出された。 鏑木らによれば34

0

C と 37
℃では抗生剤の感受性に有意差はなく、脳低温療法施行時の予防投与にも
ペニシリン系の抗生剤が第一選択となると思われた。

P・D・220 救急・集中治療領域における続発性サイトメガロウイルス

感染症

] )兵庫医科大学救命救急センター

切田学(きりたまなぶ)ll ，山内順子])，細原勝士])，上野直子ll ，

米田雅洋ll ，平田淳一1)，大家宗彦ll ，丸川征四郎1 )

サイトメガロウイルス (CMV) は病原性は弱いが，臓器移植後，悪性血液疾

患，潰蕩性大腸炎など免疫能低下時に高熱，消化管出血，肝障害などで発
症する 。 一般の救急・集中治療領域でのCMV感染症の続発状況は不明であ
る 。 我々は過去3年間に38

0

C以上の不明高熱持続例(抗生物質，感染巣誘導
療法不応例も含む)に積極的にCMV検査を行ってきたので，今回CMV感染
症続発の危険因子と頻度について報告する 。 CMV感染症の診断は， CMV 

抗原血症陽性， CMV-DNA陽性，病巣内核内封入体細胞，のいずれかを認
めた時とした。 続発性CMV感染症例は，脊髄損傷+大量ステロイド療法の

3例，脳損傷+持続ステロイド療法，蘇生後脳症+低体温療法，蘇生後脳
症，糖原病+急性腎不全の各l例，計7例であり，神経系損傷例とステロイド
投与例が多かった。 大量ステロイド療法施行脊髄損傷例の23.1%に，ステロ

イド非投与不明高熱持続例 (32例)の9.4%にCMV感染症が続発していた。結
語:救急・集中治療領域では神経系損傷，ステロイド投与はCMV感染症続
発の危険因子と思われた。 また，不明高熱持続例にはCMV感染症続発を考
慮すべきと思われた。

P・D・221 ICUでのガウン・キャップと下履き履き替え不用の室内環
境に及ぼす影響について

] )宮崎県立日南病院麻酔科集中治療室 2)宮崎医科大学医学部麻酔科，

3)健康保険天草中央総合病院麻酔科

長田直人(ながたなおと )ll ，白石成二] )，矢野武志ベ大久保重明3) ，
高崎真弓2)

目的:感染対策としてガウンとキャップの着用と履き替えの有効性は定か
でない。 そこで、着用兼履き替えの場合と無しで汚染状況を比較し、その

必要性を検討した。方法:患者が3名以上(全4床)入室した毎月曜日と木曜
日、落下細菌数と、ガウン、手指、処置台やモニタ周囲に付着した細菌
数、 I 床上のゴミの変化を調べた。 落下細菌は、 12定点で日勤帯で各々 3回調
べた。 細菌検査は日勤務前後の計2回、寒天培地のスタンプを用いて各々 15
定点を調べた。 日勤終了30分前、 3区画をダスタとモップで各々床掃除し、
ゴミの重量と毛髪の本数、洗い水の濁度を測定した。 ふき掃除はせず床掃除

は検査日以外も行った。 結果:着用兼履き替え群 (C群)と無し群 (N群)共に 12
日分測定した。 落下細菌数とゴミの重量は群間で差がなかった。出入り口で
の毛髪はN群で有意に少なく、室内のダスタの汚れはN群で目立ち、濁度は

ほぼ同じで、あった。付着菌数は群間で差がなく、不特定部位で単発的に増加
した。 予防衣の菌数は患者との接触で増加した。 総括:服装による汚染は
空調で防げた。 室内の付着菌は清潔な手指でふき取られ増加しなかった。 手
洗いが大切でガウンとキャップの着用と下履きの履き替えは必要ない。
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0・54 感染:予防

P・D・222 救急患者における薬物動態モデルを用いたアルベカシン投
与有効性の検討

1)濁協医科大学越谷病院救急医療科 2)濁協医科大学越谷病院薬剤部

山田浩二郎(ゃまだこうじろう )1)，佐藤陽二1)，出口弘直2)，鈴木伸志2) ，

池上敬一1)

[背景と目的]抗MRSA薬であるアルベカシン (ABK) は、安全性および有効
性を向上させるために投薬量を調整し血中濃度をコントロールする必要が
ある。今回ABK投薬量設定における薬物動態モデルの有用性についてTDM
を用いて評価した。【方法]当救命救急センターに入院しABKを投与した患
者を対象とした。芝崎等のパラメーター解析結果を用い各患者の薬物動態
を予測し、 ABK投与量・投与間隔を設定した。 ABK投与後、患者血中濃度
をFPIA法により測定し、血中濃度が適正範囲であるか否かを検討した。ま
た適正血中濃度より大きく外れた症例に注目しその原因について検討した
[結果および考案】患者12名において全17回投与量設定を行った。 peak値、
trough値が適正範囲 (7・12、く2μ g/mI) であったのはそれぞれ11/17、 16/17
であり、本モデルはABK投与量設定において有効なツールになり得ると考
えられた。 peak値は予測より高値4例、低値2例、 trough値高値1例であった
が、それぞれ薬物分布容積の見積もりの差(肥満か・浮腫か)および急激な

病態の変化に伴う腎機能悪化がその主たる要因であると考えられた。

P・D・223 CDCガイドラインに基づいた、心臓手術後創感染予防の抗
生剤使用法

1)小牧市民病院心臓血管外科

j畢崎優(さわざきまさる)j)

[目的]米国疾病対策センター (CDC) の勧告に基づいた、抗菌剤による術後
創感染 (SS!) 予防法を心臓手術に適応し評価する。{方法]1.心臓手術創は、
クラス 1/清潔に分類され、 SSI推定病原菌は黄色ブドウ球菌 (SA) とコアグ
ラーゼ陰性ブドウ球菌 (CNS) である。よって、予防的抗菌剤 (AMP) として

前期にはSBT/ABPCを、後期にはCEZを選択し、 SSI発症率を比較した。
2.抗菌剤の投与法は、執万1時間前より点滴静注し、追加投与は3時間以内の

手術では無し。 3-6時間の手術では術後1回投与。 6時間を超える手術では、
6時間毎に1回の術中投与と術後1回の点滴投与とした。感染の評価としては
SSIの定義を満たすものをSSI、手術部位以外の感染(肺炎、尿路感染、カ

テーテル感染)をnon-SSI、部位不明の感染徴候をunknown とした。
[対象]1999年9月から2001年8月に同一術者が担当した全心臓手術103例。
[結論】SBT/ABPC、 CEZの各群でSSIはそれぞれ2、 4例、 non-SSIは 12、 10
例、 unknownは9、 0例であり、 SSI発症率はそれぞれ3.8、 8.2%でAMPによ
る差は認めなかった。

P・D・224 輸液加温装置ホットラインの循環水中の細菌増殖について

1)岡山大学医学部附属病院集中治療部

奥格(おくさとる)1)，片山浩1)，森田潔1)，平川方久1)

輸血・輸液の加温器材のなかでもホットラインは加温効率が優れ、特に大
量輸血時には有用で、ある。しかし一般的に加温に水を用いる方式の欠点と

して循環水の汚染がある。今回我々はホットラインの循環水に生育する細
菌の追跡を行った。(方法)当院手術室・ ICUのホットライン 15台において
ウォーターパスの消毒後、滅菌蒸留水を規定量注入した。 1週間ごとに12回
サンプルを採取し、細菌・真菌の検出・同定を行った。(結果)4週日までは

いずれの機器からも細菌・真菌は検出されなかった。 5週目に3台で細菌が

検出され、 6週目には5台となった。検出細菌はすべてPseudomonas Cepacia 
であった。 9週目には1台に真菌の生育が確認された。(考察)ホットライン

中の循環水は使用ごとに破棄・交換が推奨されているが煩雑であり、実際
には循環水は交換されていないことが多い。循環水の汚染があってもホッ
トライン輸液チューブの構造上、輸液中に細菌が混入することはないとさ
れているが、手術室・ ICUの環境を汚染する危険はある。今回の結果から
考えて循環水は1ヶ月未満のサイクルで交換し、その都度消毒を行うごとが

望ましいと考えられる。

P・D・225

第 3 日目 11 : 00 ....... 1 2 : 00 第 12-1 会場

]MS社製閉鎖式輸液システム(プラネクタ TM) の注入ポート

の消毒方法について

1)藤田保健衛生大学坂文種報徳曾病院麻酔科

秋田宏樹(あきたひろき)1l，尾上公一円高橋伸二1)，笹原徹也 1) ，

鳴海孝1)，鋪岳夫J ) ，河西稔1)

当院へ閉鎖式輸液システム(JMS社製プラネクタ TM) が導入されたのは、約

4年前である。これは、三方活栓のクラック予防と三方活栓からの感染防止
が目的であった。しかし、院内で薬液の注入に対し抵抗感を感じるものが
いた。その注入ポートの消毒は、酒精綿 (70%消毒用エタノール)やグルク
ロン酸クロルヘキシジンを使用していた。そこで、これらの消毒薬で注入

ポートが、十分消毒出来るかどうか検討したので報告する。[方法】一般病
室等に注入ポートを24時間放置し、未消毒のまま細菌培養した。又、前述
の消毒薬にて消毒後、細菌培養した。[結果]未消毒の注入ポートからは、
グラム陽性球菌やグラム陰性梓菌が検出された。消毒後の注入ポートから
は、細菌は検出されなかった。[まとめ]未消毒の注入ポートでは、細菌が
検出されたことから、未消毒での使用によりカテーテル感染の原因になる
ことが示唆された。しかし、検出されたこれらの細菌は、酒精綿やグルコ

ン酸クロルヘキシジンにて十分消毒可能であることが再度確認できた。
我々の使用している閉鎖式輸液システムの注入ポートの消毒は、酒精綿、

グルクロン酸クロルヘキシジンで十分消毒可能であると考えられた。

P・D・226 感染症の起因菌分析における新たな指標

J)札幌医科大学医学部救急集中治療部

紅露伸司(こうろしんじ)1)，今泉均1) ，升田好樹1)，西森英史1) ，

吉田英昭0，高橋典之0，佐藤守仁川浅井康文J)

[はじめに]重症感染症治療には的確な起因菌の同定が重要である.しか
し，抗生物質投与により起因菌同定が不正確になったり，複数菌が同定さ
れる場合どれが起因菌になっているか確定することは難しく，それが治療
の妨げとなる.そこでより正確な起因菌同定法の確立を目指し，細菌のペ
プチドグリカンおよび真菌の F グルカンと反応するSLPテストを用い，従

来の検査と比較検討した. (方法]対象はICU入室患者96人.血清を用い
SLP, ß ・Dグルカン，エンドトキシンの定量，カンジテックと同時に，曙

疲，咽頭，鼻腔，胃液，血液の培養を行い，臨床症状と併せて起因菌の推
定を行った. (結果]真菌が起因菌であると同定された患者群では， SLPテ
ストおよびß-Dグルカンは陽性であった.また，グラム陰性菌およびグラ
ム陽性菌が同時に検出された患者群ではSLPは陽性で ß-Dグルカンは除性

であった. (結語]SLPテスト ， ß-Dグルカン定量は真菌培養の結果とは相
闘があったが， SLPテストは細菌培養の結果と相関は低く，抗生物質投与

により細菌培養が不正確となることが示唆された.治療に影響されない感

染症起因菌の同定を目指し，今後これらの試験の信頼性も含め検討が必要
である.

P・0-227 壊死性軟部組織感染症を起こすAeromonas属細菌の病原性
の検討

J)宮崎医科大学附属病院集中治療部

松岡博史(まつおかひろし)1)，柏田政利1)，白阪哲朗1)，賓川俊朗J)，

高崎虞弓1)

Aeromonas属細菌は、グラム陰性梓菌で、下痢の原因菌として知られてい
る。肝硬変や血液疾患などの免疫抑制状態にある患者では短時間に重症化
し、壊死性軟部組織炎を呈し死に至ることがある。しかし、発症や重症化
する機序についてはよくわかっていない。われわれは細菌の病原性解析の

ひとつとして培養上清の溶血活性を検討した。[方法]菌株は入院後9時間で
死亡した劇症患者の動脈血から採取したAeromonas hydroPhilaを用いた。溶
血活性は0.25%ヒト洗浄赤血球を用いて測定した。既知の溶血毒のaerolysin
遺伝子の存在の有無を2種類のプライマーセットを用いたPCR法で確認し
た。 5時間培養上清を溶血活性を指標にゲル浦過および除イオン交換クロマ
トグラフィーを用いて解析した。[結果]PCR法ではaerolysin遺伝子を特定
できなかった。ゲル漉過クロマトグラフイーで分子量20 kDa相当の溶出位

置に溶血活性を認めた。[考察】現在検索しているAeromonas hydroPhilaには
既知の溶血毒素はなく、いまだ知られていない新しい溶血毒素があると思
われる。
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0・55 感染:症例 (1 ) 

P・D・228 脳炎患者の管理

1)東京都立神経病院麻酔科・ ICU

三宅奈苗(みやけななえ) ]) ，宮本裕加子])，中山英人])

{目的]脳炎に擢患してICUに入室した患者の管理を検討した. [対象と方
法11992年4月から2001年6月までの期間にICUに入室し，退院時の転帰を追
跡し得た脳炎患者17例を対象とした. ICU在室14日間未満の7例をA群， 14 

日間以上の10例をB群とした.年齢，調節呼吸，けいれんおよび抗てんかん
薬，退院までの期間，神経学的転帰について両群を比較した . p<O.05を有

意とした. [結果]年齢はA群31 :t 7歳 (mean :t S.E.) , B群28 :t 5歳で差がな
かった.A群3例， B群9例で調節呼吸を必要とした.A群3例， B群10例でけ
いれんをみとめた.投与された抗てんかん薬の剤数はA群 (0.9 :t 0.3) よりも

B群 (3.6 :t 0.3) で、多かった.入院から退院までの期間はA群 (55 :t 9 日)よりも
B群 (195 :t 83 日)で、長かった.A群 :B群の神経学的転帰は良好な回復6例:
2例，中等度障害1例 :5例，重度障害0例 :3例，植物状態なし，死亡0例:
2例であり， B群で不良であった. [結語]Icu在室14 日間以上の脳炎患者
は，けいれんの制御が困難で，長期入院を要し，神経学的転帰が不良であ
る.

P・D・229 ウイルス性脳炎に対する脳常温管理の検討

])香川医科大学医学部麻酔・救急医学講座 2)香川医科大学医学部附属病

院集中治療部

国家諭(たいえさとし) ])，川口秀三2)，関啓輔2)，中傑浩介1) ，

植木正明])，前川信博])

抗ウイルス薬の導入によりウイルス性脳炎による致死はまれとなったが、
後遺症を残す患者は依然多い。 近年、種々の病態において脳温管理の重要
性が指摘されている 。 今回、ウイルス性脳炎に対する脳常温管理の効果に
ついて検討した。 [方法11996年以降、当院ICUにウイルス性脳炎で入院し
た患者10例について、 2000年以降、脳常温管理を行った5例 (N群)と、それ
以前の5例 (C群)を比較した。 両群の全例に抗ウイルス薬と脳浮腫治療薬の
投与を行なった。 N群では鎮静薬、筋弛緩薬の投与下、ブランケットにより

原則として鼓膜温で36
0

C台の常温管理を3日から 11 日(平均8 日)施行したの
ち筋弛緩薬の投与を中止し、常温を維持しつつ鎮静薬投与を中止していっ
た。 [結果】C群ではl例に後遺症として失語失行を認めた。 N群では大きな
後遺症はなかったが、 3例に記銘障害、 4例に不隠などの精神症状が遷延
し、入院期間は長くなった。 [考察】脳常温管理は脳炎による器質的障害を
軽減する可能性が示唆される一方、鎮静薬の長期投与が精神症状の遷延に
少なからず影響した可能性があり、鎮静薬中止のタイミング及びその離脱

方法に再考が必要と考えられた。

P・D・230 頭部MRI、臨床症状で、診断のついた非ヘルベス性急性辺縁

系脳炎の1症例

1)香川医科大学医学部附属病院救急部 2)香川医科大学医学部附属病院集

中治療部 3)香川県立中央病院救命センター 4)香川医科大学麻酔、救急

医学講座

中野通代(なかのみちょ)])，川口秀二2)，西山隆3l，小倉真治]) ，

関啓輔2)，前川信博4)

ウイルス学的に単純ヘルペスウイルスの関与が否定的で、頭部MRIや体温

コントロール後の撞輩や健忘などの症状から非ヘルペス性急性辺縁系脳炎
と診断された症例を報告する 。 (症例)45歳男性。 平成13年6月初旬から発熱

を認め、通院治療するも症状改善せず近医に入院、翌日から意識障害や痘
輩を認めたため、脳炎疑いで当院に紹介となった。 ICU入室後、鎮静剤や

鎮痛剤の投与下に人工呼吸管理とし、体温の常温管理を行った。 また、脳
脊髄液検査結果からウイルス性脳炎と診断され、アシクロピルの投与を
行った。 経過中、単純ヘルベスウイルスDNAは2回とも陰性であり、頭部
MRI上海馬、扇桃体、帯状回に病変を認めた。 さらに、体温コントロール
後に鎮静剤や鎮痛剤の投与を中止したところ、全身性の痩撃が出現した。

頭部MRIの所見や臨床経過から、この症例は非ヘルベス性急性辺縁系脳炎
と診断された。 (結論)アシクロピル投与に反応するが、単純ヘルベスウイ
ルス抗体価の上昇やDNAを認めない、発熱、痘輩、意識障害で発症、後に
健忘症候群を呈する脳炎を経験した。

第 3 日目 1 0 : 00 -11 : 00 第 12-2 会場

P・D・231 当院における小児ウイルス性脳炎脳症の検討

1)大阪市立総合医療センター麻酔科 2)大阪市立総合医療センター救命救

急センター 3)大阪市立総合医療センター小児救急科

中尾美保(なかおみほ)1)，佐谷誠1)，安宅 一晃])，嶋岡英輝1)，

鍛冶有登2)，塩見正司3)

(目的)小児ウイルス性脳炎脳症は急激に発症し生命予後不良な疾患であり，早
期の重症度の把握と適切な治療が必要となる.そこで今回我々は早期重症度
の把握に有効な検査項目，臨床所見，さらに有効な治療方法を検討した.(対象
と方法)小児ウイルス性脳炎脳症例27例.(生存16例，死亡11例) .症例の内訳:脳
症(急性壊死性脳症型7例，全脳型，血球貧食症候群型，遅発性皮質型，痘筆重積
型が各2例，脳幹型1例)脳幹脳炎7例，頻回の撞筆を伴う脳炎4例.これらを死亡

例と生存例に分け，入院時からの経過，検査所見，治療方法を検討した.(結果)
来院時検査で血小板(以下Plt) 10万/mm3以上またはLDH1000IU/L以下の症
例は全例生存した.入院時検査でPltlO万/mm3以下で、かつLDH1000IU/L以上
の症例において，生存例はPlt数が発症10日以内に改善したが，死亡例はPltの
低下.LDHの上昇が持続し改善がみられなかった経過中Plt数.LDH値が改善
しても CT上脳虚血が進行する症例は脳死により死亡したまた横紋筋融解に
よる腎不全症例でも適切な治療が行われれば生命予後に影響を与えなかっ
た(考察)来院時検査でPltlO万/mm3以下 LDH1000IU/L以上の症例に対して
は早期より積極的な脳保護療法を行うべきである

P・D・232 意識障害の原因としてBickersta妊型脳幹脳炎が疑われた一

例

])高知県立中央病院麻酔科

小幡典彦(おばたのりひこ)])，銅前崇平]) ， 田路大悟])，内田淳子1) ，

日高秀邦])，青野寛])，武田明雄1)

[症例159歳女性。 [現病歴}感冒、小脳失調様症状に続き意識消失、呼吸停
止を起こし当院ICU緊急入室となった。 [Icu経過}意識レベル]CS 200-

300、自発呼吸なし。 血圧85/45mmHg、脈拍115/分。 頭部CTでは異常所見
なし。 脳波は主に徐波で、聴性脳幹反応検査はほぼ平坦。 多発性脳神経麻
樺を伴う四肢麻樺を認め、健反射克進はなし。 髄液検査では蛋白細胞解離

なし。 入室2日目に自発呼吸が出現、その後意識レベルの改善とともに筋力
も回復傾向を示した。 経過及び神経学的所見からBickerstaff型脳幹脳炎を
疑い、計3回の血柴交換療法を施行したが明らかな改善は得られなかった。

その後も意識レベル、筋力の改善がみられ入室12 日目には意識レベル10・20
で呼吸器からも離脱しえた。 [考察]本症例では、臨床症状及び神経学的所
見からBickerstaff型脳幹脳炎が考えられた。 自己抗体の関与が推測され、
血柴交換を含む血液浄化法や')' -glob叫in製剤の大量投与等があるが、本症
例では有効ではなかった。 [結語]脳出血や梗塞所見がない意識障害患者で
は、本症例のように希な神経疾患も念頭におく必要がある 。

P・D・233 妊娠に合併した急性脳炎・急性脳症の2例

1l大阪市立総合医療センター救命救急センター

池田雄一郎(いけだゅういちろう) 1l ，宮市功典Il，島津和久Il，
氏野博昭])，林下浩士1l，重本達弘Il，韓正訓1l，鍛治有登Il ，土師 一夫])

妊娠により免疫が抑制されることがあり感染症に対するリスクファクター
が増すこととなる 。 一方治療に際しては胎児に対する影響をも考慮しなけ

ればならず難渋することが多い。 今回妊娠に合併した脳症・脳炎症例にお
いて髄液中ネオプテリン測定により早期診断が可能であり、治療に苦慮す

ることなく救命し得た症例を経験したので報告する 。 [症例1132歳(妊娠31
週)意識障害・項部硬直あり 。 髄液検査で異常所見なく、 CT' MRIでも異
常所見を認めなかった。 髄液中ネオプテリン濃度は118(正常O~lOnmol/L) 

と高値でありウイルス脳炎と診断し、帝王切開にて胎児を娩出した。 後日

ペア血清よりインフルエンザ脳症と確定診断。 【症例2129歳(妊娠34週)熱
発、発疹あり他院で加療されていたが、意識混濁が出現し転院となる 。 髄
液検査で細胞数、蛋白の上昇を認め、さらにネオプテリン濃度も277と高値

を認めウイルス脳炎と診断し、帝王切開にて胎児を焼出。 後日ペア血清よ
り麻疹脳炎と確定診断。 [結語1 1.ネオプテリンの測定により急性脳症の早
期診断が可能であった。 2. ネオプテリンは今後急性脳症の補助診断法に発
展するものと考えられる 。
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0-56 感染:症例 (2)

P・D・234 抗生剤感受性良好にもかかわらず重症化したKlebsiellα肺炎
の一例

1l聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター

関一平(せきいっぺい)1l，中津暁雄1)，和田崇文))，伊巻尚平))，

山中郁男))

73歳、男性。平成12年8月 2 日夜間発熱、 8月 3 日高熱、植気のため前医受
診、右上葉肺炎の診断にて入院。抗生剤 (SBT/ABPC) にて加療されたが、
8月 5 日低酸素血症進行のため当院へ紹介。来院時、意識レベル低下GCS
EIV2M2、低酸素血症がみられ、直ちに気管挿管を行い人工呼吸開始、 ICU
入院となった。 y グロプリン、抗生剤 (IPM/CS.CLDM) にて治療開始し、
血液培養及び気管内培養より Klebsiella pneumoniaeが検出され、抗生剤感受
性は良好であった。しかし、右上葉感染は改善せず右上葉肺膿傷、気管支
棲孔を形成、左肺への感染播種が懸念されたため、 8月 24日左右肺分離換気
を開始、 8月 25日膿蕩腔ドレナージ施行。 Klebsiellaは抗生剤大量投与にもか
かわらず9月上旬まで検出された。 9月 22 日分離換気を離脱、 10月 24 日抜管
し、 11月 24 日一般病棟転棟、 12月 27日自宅退院となった。膿蕩腔は縮小し
たが、残存していた。抗生剤感受性良好にもかかわらず本症例が重症化し
た原因は、患者側因子、起炎菌の性質が考えられ、患者管理にも問題が

あった可能性があり、反省と考察を加え報告する。

P・D・235 アデノウイルス (ADV)感染が疑われた骨髄移植後の間質性

肺炎のー症例

1)東北大学医学部附属病院集中治療部

吾妻俊弘(わがつまとしひろ)0，長谷川隆一J)，江島豊1)，佐々木規喜0 ，
星邦彦1)，松川周j)

骨髄幹細胞移植後のアデノウイルス (ADV) 感染は、出血性勝脱炎、胃腸
炎、結膜炎、肺炎などを引き起こす。なかでも肺炎の発症例は予後が悪い

ことが知られている。今回われわれは、 ADVによると思われる間質性肺炎
により急性呼吸不全をきたしたものの軽快退室した症例を経験した。[症
例]46歳男性。 1991年急性骨髄性白血病 (ALL)発症。以後化学療法にて寛解
と再燃を繰り返していた。 2001.3.9骨髄幹細胞移植施行。 4.7出血性勝脱炎

(尿より ADV検出) 0 5.7より呼吸困難出現。 5.9酸素化悪化し、胸部写真と
CTより間質性肺炎と診断され、 NPPV(Noninvasive Positive Pressure 
Ventilation) による呼吸管理目的にICU入室。カリニ肺炎、 CMV肺炎も疑わ
れたが、 ß-Dグルカン陰性、 CMV抗原陰性であり、 ST合剤、ガンシクロピ

ルの投与に反応しなかった。 ADVによる間質性肺炎を疑い、圏内未承認薬
リパピリンに併せステロイドを投与し酸素化の改善を得た。入室8日目には
NPPVを離脱し、 13 日目にはICU退室可能となった。若干の文献的考察を加
え経過を報告する。

P・D・236 肝硬変に合併したレジオネラ肺炎の1例

1)千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

菅谷明子(すがやあきこ)1l，平津博之1l，織田成人1l，志賀英敏1) ，

中西加寿也1)，松田兼一1)，仲村将高1)，横張賢司1)，肥田誠治1)，

平野剛1)，平山陽0，森口武史1)，渡遁栄三1)，新田正和1)，横井健人1)

今回，肝硬変に合併したレジオネラ肺炎の1例を経験したので報告する.症

例は55歳男性.平成13年4月中旬より発熱，聴覚障害自覚し，近医にて胸部
レントゲン上左上葉に浸潤影認められた為， 4月 20日より肺炎の診断で入院
加療となった. 4月 21 日吐・下血あり，血圧が低下したため，同日当科紹介
入院となった.入院後，緊急内視鏡施行し，食道・胃静脈癌からの出血を
認め，阿部に内視鏡的食道静脈癌結繋術及びクリッピングを行った.呼吸

状態はインスピロンを用い12L 70%酸素投与にでも Pa0280.5と低下してい
たため， 4月 25 日経鼻挿管，人工呼吸管理を開始した. IPM' CS , LVFX投
与にでも肺炎改善しないため，一般細菌以外の肺炎，特にレジオネラ肺炎

の可能性を考慮し， 4月 24 日 EM投与開始した. 5月 1 日尿中抗原陽性よりレ
ジオネラ肺炎と確診された. EMに加えRFP投与により肺炎は徐々に軽快.
5月 7 日には人工呼吸器から離脱し， 5月 8日前医へ転院となった.基礎疾患
を持つレジオネラ肺炎の致死率は高いが，適切な抗生剤の投与を早期に開
始することにより救命しえた1例を経験したので，若干の文献的考察を加え
て報告する.

P・D・237

第 3 日目 11 : 00 -.. 12 : 00 第 12-2 会場

下肢切断をすることなく救命し得たG群溶血性レンサ球菌

による toxic shock like syndromeの一例

1)総合病院北見赤十字病院麻酔科，

小塚雄史(こづかゅうじ)1)，荒川穣二円高橋広巳1)，大森英哉1)，
新山幸俊1)，和田浩輔1)，並木昭義2)

非A群レンサ球菌感染による toxic shock like syndrome (TSLS) は、劇症
型レンサ球菌感染症の中で10%程度の頻度であるが、発症すると重篤な経
過をたどることが多い。今回、特に基礎疾患のない患者においてG群レンサ
球菌による大腿の筋膜炎からTSLSに陥ったが、下肢切断をすることなく救
命し得た症例を経験した。症例は58歳、女性。右大腿部痛、および阿部位
の発赤、腫脹を認め、他病院より搬送され、 ICUに入室した。臨床症状、
CT写真等より壊死性筋膜炎を疑い、緊急で切開、排膿を行い開放創とし
た。呼吸不全、腎機能障害、肝機能障害およびDICを呈したため、人工呼

吸管理、持続血液鴻過透析等で対処した。また、創部の培養からG群レンサ
球菌が同定され、イミペナム、クリンダマイシンを投与した。その後，

ICUで局所の洗浄、デブリードメントを継続したところ、全身状態も改善
し下肢切断することなく治癒した。今回、臨床所見が比較的軽度であった
こと、基礎疾患がなかったこと、局所の処置が効果的であったことが、下

肢切断せずにすんだ理由として考えられた。

P・D・238 G群溶血性連鎖球菌感染症による Toxic shock like 

syndrome様症状を呈したー症例

))国家公務員共済組合連合会呉共済病院麻酔科

難波亜紀子(なんばあきこ)1)，川西進1l，安保住苗1)，御川安仁川
東龍哉1l，石川雅巳1)，宮崎峰生1)

Toxic shock like syndrome (TSLS) は激烈な経過をたどり、短時間の経過

でショック、 MOFへと進行し、不幸な転帰をたどることが多い。原因菌と
してGroupe A haemolytic streptococci (HSGA) によるものは多く報告され
ているが、 non-GroupeAによるものは稀である。今回我々はGroupe G 
haemolytic streptococci (HSGG) によるTSLS様症状を呈したー症例を経験し
たので報告する。

症例は56歳女性。 52歳時子宮癌に対しコバルト照射、化学療法を行った既

往がある。左下肢を中心とする腫脹、痔痛を初発症状とし、発熱、歩行困
難を来たし当院を受診した。検査データ上、炎症所見、 DIC、肝腎機能低
下、 CPK上昇見られたため溶血性連鎖球菌によるTSLSを疑いICU入室とし
た。直ちにペニシリンG大量投与、カテコラミンによる循環維持、 wash out 

療法、抗凝固療法を開始した。血液と膝関節より HSGGが検出された。検査
データ上は改善傾向にあったが、関節を中心とする四肢の腫脹、痔痛はむ

しろ増悪した。関節内排膿、洗浄を連日行ったが局所症状改善せず、左下
肢デブリードメン、右膝関節はペニシリン入り持続洗浄を行い全身状態と
共に局所症状も改善 LICU退室となった。

P・D・239 高exotoxin血症を呈したToxic Shock Syndromeに対して
血紫交換が著効した1症例

1)札幌医科大学医学部救急集中治療部

大塚尚実(おおつかなおみ)1l，今泉均1)，升田好樹1l，紅露伸司1)，

吉田英昭 1)，高橋典之1) ，西森英史1)，佐藤守仁1)，浅井康文1)

血紫交換が著効したTSS症例を経験したので， exotoxin値の推移を含めて
報告する. [症例]14歳男性.風邪症状後に不穏， 40

0

C の発熱，低酸素血
症，ショック，全身性紅斑が出現し当院ICUに収容された.搬入時血圧651
42mmHg ，心拍数183回/分，呼吸数41 回/分， ]CS100であり，全身に紅斑
が見られた.直ちに全身冷却，大量輸液を行うとともにカテコラミンを投
与し血圧上昇を図った. TSSを疑い血柴交換を行ったところ，カテコラミ
ン減量，尿量の増加，意識状態の改善が得られた.翌日PMX-DHPを行った
が，さらなる症状改善が得られなかったため， 2回目の血柴交換を行った
ところ血圧上昇および意識の改善が認められた.合計3回の血柴交換で全身
状態は改善し，第4病日に人工呼吸管理から離脱した.入室時の血清PCRで
TSST-1産生型S.auerusが確認された.入室時血清TSST-l， SEAが高値で
あったが， 1回目の血紫交換後には陰性化した. [結語}スーパー抗原活性を
有する TSST-l， SEAの分子量は20・30kD と比較的大きく，急性期の循環動
態の改善には抗原除去を目的とした血柴交換が有効であったと思われた.
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0・57 感染:症例 (3)

P・D・240 壊死性筋膜炎から急速に多臓器不全に陥ったAeromonas属
感染症の1例

J)順天堂大学附属順天堂伊豆長岡病院麻酔科

酒井宏明(さかいひろあき)J)，菊地利浩1l

下腿の壊死性筋膜炎から急激に多臓器不全に陥ったAeromonas属感染症患者
を経験した。[症例]49歳、男性。 40歳時にアルコール性肝障害の既往が
あった。来院4日前より右大腿前面に小さな切創があり、発熱と同部の皮下
出血で発症。壊死性筋膜炎の状態で来院した。来院時すでに肝機能低下、
急性腎不全、 DICを呈していた。 CTでは右大腿部皮下に蜂商状異常陰影を
認め、全身麻酔下に右大腿下腿のデブリドメンを行い開放創とした。血
液、創部水泡内からAeromonas属菌が検出され感受性のあるPIPCおよび
CLDMを投与し、人工呼吸管理、高用量カテコラミン投与、透析及び子MX
吸着療法を併用した。治療に対し反応は不良で、第3病日には壊死性筋膜炎
が拡大し多臓器不全のまま、第4病日に永眠した。{考察]Aeromonas属はグ
ラム陰性、無芽砲、通性嫌気性菌で、河川、湖沼、沿岸付近に分布し、外
傷や消化管から体内へ進入するといわれる。 compromised hostで、感染しや

すく、特にAeromonas属hydrophilalま壊死性筋膜炎から敗血症に進展しやす
く予後不良である。臨床経過より起因菌であった可能性が高い。

P・D・241 劇症型A群連鎖球菌感染症の一例

J)京都第一赤十字病院麻酔科

斉藤朗子(さいとうあきこ)J)，依田建吾J)，小松久男J)，滝津洋之J)，
平田学1)，岡本ゅう J)

[症例]62歳、男性。既往に特記すべき疾患なし。突然39
0

C の発熱と右大腿
部痛出現し近医受診、異常認めず鎮痛薬のみ処方された。翌日大腿部痛増
強、収縮期血圧60台となり入院、腰部大腿の腫脹増悪、急性腎不全、 DIC
が進行するため第7病日当院へ転院、壊死性筋膜炎と診断し緊急手術施行し
た。外側広筋筋膜下に多量の浸出液貯留、股関節、膝関節内に膿汁を認め
デブリードマン後開放創とした。 ICU入室後低血圧、乏尿、 AFによる頻脈

持続し、肺動脈カテーテル挿入、 ドパミン、エピネフリンで昇圧、持続血
液鴻過開始した。入室17時間後に突然洞調律に復し循環動態改善、以後毎
日創洗浄、ガーゼ交換行い、 CRP高値、 DIC、腎不全、低アルブミン血症
持続したが、第9病日血液漉過中止、第18病日抜管、第26病日一般病棟へ退
室、第102病日に植皮術を施行した。浸出液、関節液より Streptococcus
pyogenesを検出、血液培養は陰'性であった。[考察]劇症型A群連鎖球菌感染
症は突発的に発症し、急速にMOFまたは死に至るA群連鎖球菌の敗血症病
態である。本症例は感染経路不明で短期間に壊死性筋膜炎、 MOFを発症し
たが、早期の徹底的なデブリードマンにより救命、患肢温存できたと考え
られる。

P・D・242 敗血症性ショックに陥るも救命し得たVibrio vuln併cus 感
染症の1例

J)千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

大島拓(おおしまたく)1)，平津博之円織田成人1)，志賀英敏1)，
中西加寿也1)，松田兼一J)，仲村将高J)，横張賢司J)，肥田誠治J)，

平野剛1)，平山陽j)，森口武史J)，渡遁栄三J)，新田正和J)，大谷俊介j)

[はじめに]敗血症性ショックを合併した Vibrio vuln;βcus感染症の1救命例を
経験したので報告する。[症例]53歳、男性。以前よりアルコール性肝障害
を指摘されていた。 2001年7月 12 日に刺身を摂取した。 15日頃より食欲低
下、全身倦怠感出現し、翌日には39度台に発熱、ショックとなり近医に搬

送された。輸液、昇圧剤、利尿剤に反応なく、 22日当科入院となった。入

室時WBC 22.000 /μL、 CRP 5.3 mg/ dL、 GOT 138 U/L、 GPT 80 U/L、
Cre 2.42 mg/ dL、 CK 759 U/Lであった。翌日、前医で21 日に採取した血
液培養より Vibrio vuln;斥cus感染症と判明。皮膚所見は認めなかった。抗生
剤 (MINO.CAZ) 投与し、急性腎不全およびメデイエータ一対策として
CHDFを施行。人工呼吸管理を行い、 Swan-Ganz カテーテルモニタリング
下でドパミン、ノルアドレナリンを使用して、血圧を維持した。 26 日に
CHDF離脱、 27日にはWBC 4.600、 CRP 1.4 と感染は鎮静化し、 8月 2 日軽快

転院となった。[考察]本感染症は慢性肝障害など感染防御能低下症例に多
く発生し、ショックを合併した重症例は予後不良とされている。本症例は
早期に診断し、適切な集中治療を施行したことが救命につながったと考え
られる。

第 3 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 12・3 会場

P・D・243 当救命センターで経験した壊死性筋膜炎症例の検討

J)佐賀県立病院好生館救命救急センター救急科

藤田尚宏(ふじたなおひろ)J)，杉原充J) ，吉田聖妙J)，平原健司J)

[目的]壊死性筋膜炎 (NF) は地域によって起炎菌や発症様式が異なる。当
センターで経験した NF症例を集計しその臨床的特徴を検証した。[対象1
1999年より 2001年までに当センターで治療した NFll例(男性8名/女性3
名) 0 [結果]1例を除き全例が compromized host (肝硬変/steroid長期服用
等)だ、った。起炎菌は2例が F 溶連菌、 9例が Vibrio vulnificus。後者の潜伏
期は半日 -5日で全例が魚員類を生食。 7例が来院後6時間以内にショック
に陥った。皮膚病変では発赤/腫脹→紅斑→水癒パターン例よりも多発性紫
斑パターン例の方が進行が速く致死率も高かった。画像診断では MRIが細
菌検査で、は水抱部のGram染色が有用だ、った。早期の外科的処置や血液浄化

法施行例が救命率が高く高度ショック例は PMX-DHPで昇圧効果を得て手
術室へ搬入した。転帰は短期救命7例、長期救命6例。[結語】 Vibrio 
vulnificusの発症地域は海水表面温と相関し九州に多い。肝硬変を基礎疾患
にもつ患者は本症に擢患しやすいため夏季の期間のみでも魚介類を生食せ
ぬよう十分な指導をすべきである。

P・D・244 急性虫垂炎よりガス壊痘を発症した 1例

J)新潟大学大学院医歯学総合研究科救命救急医学分野 2)新潟大学医学

部附属病院集中治療部

本多忠幸(ほんだただゆき)J)，大橋さとみJ)，小村昇2) ，佐藤一範2) ，

遠藤裕J)

急性虫垂炎を発症し、後腹膜にガス壊痘を併発した稀な症例を経験したの
で報告する。[症例]57歳男性。既往歴に糖尿病はなかった。(現病歴: )右
下側腹部痛出現、翌日には右腰背部へ痔痛が拡大した。尿管結石疑いで処
方を受けるも、改善なく 7日目に総合病院へ入院した。画像所見で右背側皮
下と後腹膜にガス像を認め、ガス壊痘を疑った。腎機能低下(Cre.4.0mg/ 
dJ)、代謝性アシドーシス (BE-18.4)、 CRP 42mg/dlで、右側腹部の切開・

排膿ドレナージを行うも同日当院へ転院となった。(経過: )来院時、 JCS

20、血圧75/45mmHg、体温38.5
0

C を呈し、乏尿であった。側腹部を追加切
開・排膿したところ悪臭が著明で、皮下組織から筋層に壊死を認めた。ま
た、膿及び血液からE.coli、 Clostridiumが検出された。エンドトキシン吸着
後、 CHDFを開始した。腹部CTで虫垂炎とイレウスを指摘されたが、腹膜
炎の所見がないことから開腹手術は行わなかった。高圧酸素療法を行った
が壊死は拡大した。循環動態が不安定となり、乳酸アシドーシスも進行し
た。入院22 日目に永眠された。(解剖所見: )広汎な消化管出血を認め、虫
垂は残存しており、虫垂周辺から膿蕩が後腹膜に通じていた。

P・D・245 治療に難渋した猫引っ掻き病による撞撃の一例

j)北海道大学医学部附属病院集中治療部

青山真樹(あおやままき)J)，亀上隆J)，越後谷雄一J)，神津将仁1)，

小田俊昭J)，松田直之1)，石谷利光J)，石川岳彦1)，岡村篤J)，丸藤哲1)，

鍋物修J )

猫引っ掻き病はBartonellα が原因とされ、保菌動物との接触により発症す
る。通常は接触部位の発赤腫張・発熱・近傍リンパ節腫張が生じ、数日間

で軽快する。重症化し全身感染を起こした場合は、抗生物質投与に対症療
法が必要となる。痘輩発症時は抗痩自医薬が必要となるが、薬物治療に抵抗
性を示す例も報告されている。今回我々は、猫ヲ|っ掻き病による治療抵抗
性の撞撃を経験したので報告する。症例は18歳女性。上気道炎症状の後1週
間経過して強直性間代性撞輩を起こし神経内科入院。塵筆コントロール不
良と呼吸機能低下・肝機能異常から全身管理目的集中治療部入室。挿管呼
吸器官理、 24時間持続脳波測定下でthiamylal大量持続療法施行。その後抗
痘撃薬を血中濃度モニター下で調整し、発症から40日後に意識回復。感染
兆候はなくなったものの、発症から4ヶ月経過した現在も痘挫の調整に難渋
し入院加療中。北海道では猫のBartonella保菌率は低いとされているが、治
療抵抗性の痩輩の場合考慮すべき疾患の一つであると考えられる。

-159-



0・58 感染:真菌症

P・D・246 深在性真菌症のHigh risk例における Early Presumptive 
Therapy としての抗真菌剤投与

Il東京医科大学救急医学

金井尚之(かないまさゆき)Il，村岡麻樹Il，神山知子Il，小池大介Il，
佐々木博一Il，三島史朗])，太田祥一Il，藤川正1) ，行岡哲男Il

[目的]深在性真菌症は、早期に診断し治療を開始することが重要である
が、その診断は困難である。平成13年1月から9月の間に、抗生剤を使用し
ているにもかかわらず解熱しない患者を対象に、早期から抗真菌剤を投与

しその有用性を検討した。{方法]抗真菌剤としてフルコナゾール (FLCZ) を
1 ・ 2 日目は400mg/ 日、 3 日目から200mg/ 日を最低5日間、確定診断でき
た場合は400mgに増量し使用した。 1 . 3 ・ 7 ・ 14 日目に鼻腔・略疾・尿培
養、血清 F ・D・グルカン値を測定した。[結果]真菌症と診断できたのは 15例
中7例で、 5例に培養の陰性化や菌数の減少、 8 ・D-グルカン値の低下がみら

れた。 FLCZを投与しているにもかかわらず、 ß-D・グルカン値が上昇を続
けた2例は死亡した。非真菌性カテーテル敗血症3例と細菌性肺炎が2例みら

れた。 FLCZ投与による副作用はみられなかった。[考察]真菌症例における
早期からのFLCZ投与は7例中5例に効果がみられ、死亡した2例は原疾患の

悪化から多臓器不全を合併していたことを考えると、安全で有効な方法と
思われる。しかし、 5例には不必要な投与がみられ、投与基準の再検討が必
要である。

P・D・247 中心静脈カテーテル挿入例における Candida血症の早期診
断

Il和歌山県立医科大学救急集中治療部

乾晃造(いぬいこうぞう)1)，中敏夫1) ，島幸宏1)，那須英紀1l，篠崎真紀1l，

高江洲秀樹Il，松山健次Il，川崎貞男1l，友測佳明1l，篠崎正博1l

Candid，α属に代表される真菌感染症は外科周術期・集中治療における重要な

感染症の一つであり，その重篤化を防ぐためには早期に的確な診断を行い
抗真菌薬の投与行う必要がある。我々は、抗菌薬投与によっても改善傾向

を示さない517例についてPCR法によるCandida診断を行った。 517例のうち
不明熱が219例 (42%) と圧倒的に多く真菌感染症を強く疑う必要があると言

える。不明熱を呈した症例219例に於いてPCR陽性と判定できた症例は139
例 (63%) を占めた。このうち中心静脈カテーテル (IVH) 挿入例は106例 (76

%)であり、 IVH挿入例でのCαndida血症の危険性が高いことが示唆され
る。抗菌薬が無効である不明熱に対して真菌血症の迅速な診断にCandida
PCRl法は有用であり、 PCRì法は血液培養で検出できない真菌陽性例も検出
できる。特に中心静脈カテーテル留置例においても真菌血症の迅速な診断

にCandida PCR法は有用であり、早期治療に役立てることができる。

P・D・248 手術侵襲によるトロンピン活性の上昇は F ・D-glucanの測定
値に影響を与えるか?

1l北海道大学医学部附属病院集中治療部 2)北海道大学医学部附属病院救

急部

石谷利光(いしたにとしてる)1l，丸藤哲2) ，奥田耕司1l，斎藤友久1l，

青山真樹1)，小田俊昭1l，石川岳彦1l，松田直之2)，亀上隆21，岡村篤1l，

鍋物修1l

[背景]我々は肝移植の周術期に F ・D-glucan値が高値を示すことに着眼し、
その原因について調べてきた。当初RC-MAPとの関連性について検討した
が、明らかな根拠が見いだ、せなかった。{目的]周術期のトロンピン活性の

上昇が F ・D-glucanの測定値に影響を及ぼしている可能性について検討し
た。[方法]肝移植患者の麻酔導入後、手術終了時の検体について希釈加熱
法で前処理を行なった後、比濁法によるエンドトキシン定量、可溶性フイ
プリンモノマー複合体(SFMC) 定量、 PTフラグメント F1+2(PTF) の定量

を行った。[結果]前処理前では手術終了時の検体でトロンピン活性の上昇
(基準値の約 10 倍)が認められたが、前処理後ではエンドトキシン、
SFMC、 PTFの定量はすべて基準値以下であった。[結語]希釈加熱法によ
る前処理によって、手術侵襲によるトロンピン活性の上昇は基準値以下に
抑えられた。周術期のトロンピン活性の上昇は 8 ・D-glucanの測定値に影響
を及ぼさないと考えられるが、 トロンピン以外のリムルステストの尤進因

子については検討の余地がある。

第 3 日目 11 : 00 --12 : 00 第 12・3 会場

P・D・249 アメーパ'性大腸穿孔とアスペルギルス肺炎を併発した1例

1l千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

大谷俊介(おおたにしゅんすけ)円平津博之J)，織田成人J)，志賀英敏J)，

中西加寿也1l，松田兼一1l，仲村将高J)，横張賢司1) ，肥田誠治1l，

平野剛1l，平山陽J)，森口武史1l，渡遁栄三1l，新田正和J)，森田泰正1l

アメーパ性大腸穿孔にアスペルギルス肺炎を合併したまれな1症例を経験し

たので報告する。症例は81歳男性，既往歴は高血圧，慢性腎障害。平成13
年6月半ばに下痢，下血を訴え近医受診した。 7月 6日大腸内視鏡検査にて炎
症性腸疾患と診断され，同日入院しプレドニゾロン，メサラジン投与され
た。 9日，無尿，血圧低下，呼吸不全を呈し，当院転院， ICU入室。来院時
検査所見より消化管穿孔と診断し緊急手術を施行した。 13 日，前医より大
腸内視鏡生検にて赤痢アメーパ検出との報告を受け，メトロニダゾールを
投与したが全身状態は改善せず，アスペルギルス肺炎を合併し，集中治療
の甲斐なく 7月 20日急性呼吸不全で、死亡した。アメーパ性大腸炎はまれであ
るが近年増加傾向にあり，穿孔例ではきわめて予後不良である。本例はア
スペルギルス肺炎も合併していたことより，極度の免疫能低下状態であっ
たと考えられる。高齢であることに加え，腎障害の合併やステロイド投与
が病態悪化に関与したことも否定できない。原因不明の炎症性腸疾患に対
しては本疾患も考慮し，速やかに糞便検査・組織検査を実施した上で治療
を行うべきであると考えられた。

P・D・250 アスペルギルス感染により心筋炎を呈した白血病患者の一

例

1l旭川市立旭川病院麻酔科 2)札幌医科大学麻酔科

並木正伸(なみきまさのぶ)1l，一宮尚裕1l，小北直宏1l，北飛鳥1l，
平田直之1)，並木昭義2)

今回我々は、侵襲性アスペルギルス症の一部分症として、心筋炎を呈し、
死亡した急性骨髄性白血病の症例を経験したので報告する。症例は49歳の

男性で、化学療法、ステロイドパルス療法を施行後、アスペルギルス肺炎
を発症し、急性呼吸不全のため人工呼吸管理目的にICU入室となった。入
室数日後、当真菌による敗血症のため多臓器不全となった。入室12 日目に
突如、不整脈、 ST変化、完全房室ブロック等の伝導障害を生じ、心停止と
なり、心臓マッサージ、カテコラミン投与、一時的ペースメーカーを挿入

し、血圧、心拍数を維持していたが、翌日、血圧低下、呼吸停止、更にア
シドーシス、心不全が進行し、カテコラミン、ペースメーカーにも反応せ
ず死亡した。剖検の結果、当真菌による多臓器障害がみられ、特に心臓で
は、重量は増しており、心筋肉に多発、広範囲に、また一部心外膜にまで
膿傷、壊死がみられた。

P・D・251 剖検により診断できた播種性アスペルギルス症の1例

j)都城市郡医師会病院内科 2)都城市郡医師会病院ICU， 3)宮崎医科大学病理

学第二

木村友昭(きむらともあき)J)，上谷幸枝1l，森祐一朗j)，矢埜正実2) ，

瀬口智子3)，片岡寛章3)

剖検にて播種性アスペルギルス(以下Aspと略す)症と判明した症例を報告
する。症例は77歳女性。既往症はLC(C) 、 DM、 HT、 OMI、 CAVBo '01年
2月肺炎のため近医に入院し4月 26日に軽快退院したが、翌27日に呼吸困難
が出現したため当院に紹介された。 CT と UCGから非心原性肺水腫/肺炎と
診断し、 WBC 8.100/μl、 好酸球19.9% より PIE症候群を疑った。人工呼吸
と mPSL 500mg X 3 日間で酸素化障害は改善したが6病日からDICを合併し
た。 11病日より再びmPSL 500mg X 3 日間施行したが肺の間質性陰影増強と
LDH上昇傾向、 KL・6高値からAIPやARDSを考慮し15病日より mPSL 19x 
3 日間行い、画像上は改善したが全身状態は悪化し18病日死亡した。剖検で
は両肺に欝血と出血性結節性病変が散在し、組織学的には肺胞組織の出血
性凝固壊死と Aspの増殖及ぴ血管内侵入があり、全身諸臓器にも Asp侵入に
よる出血や壊死を認めた。加齢と既往症による易感染状態であったために
肺Asp症が生じたと思われる。 CRPは低値で ß-D-グルカン、 Aspアレル
ゲンテスト、略疲培養からの臨床診断は困難であった。
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0-59 多臓器不全

P・D・252 重症頭部外傷にみられる臓器障害

1) 日本大学医学部救急医学科

斎藤豪(きいとうたけし)0，櫛英彦0，牧野桂花1)，長尾建0 ，

矢崎誠治0，林成之o

[目的]重症頭部外傷後に発生する臓器障害について検討した。[方法]GCS
芸誌で入院した重症頭部外傷患者20例を対象とした。生存群11例と死亡群9
例に分け、臓器障害の指標として、心係数 (CI)、クレアチニン (Cr) 、動脈
血中ケトン体比 (AKBR) 、 Pa02/Fi02(P /F ratio) 、胃粘膜下一動脈血CO2
分圧差 (PC02 gap) を入院時から7 日間測定した。[車吉果]C1: 生存群、死亡
群ともに3 L/min/m2以上を維持し有意差は認められなかった。 Cr: 両群
とも正常範囲内を推移した。 AKBR: 入院時、両群ともに低値を示しその後
正常範囲に回復したが、 7日目のAKBRは死亡群は生存群に比べ、有意に低
下していた。 P/F ratio: 生存群は300以上を維持したが、死亡群は3日目よ
り 300以下となり著明な肺酸素化能障害を呈していた。 PC02 gap: 入院時と
もに高値を示し、生存群は4日目以降正常化したが、死亡群は8mmHg以上

が持続した。{結論]頭部外傷後の炎症反応による臓器障害は、臓器の解制
学的構造や侵襲に対する反応性の相違により障害臓器の選択性がみられ、
肺、消化管、肝臓は早期より傷害されるが心臓、腎臓は機能を維持できる

ことが明らかとなった。

P・D・253 重症クモ膜下出血発症に伴う multiple organ dysfunction 

1) 日本大学医学部救急医学教室

古川誠(ふるかわまこと )0，木下浩作0，雅楽川聡0，棲井淳0 ，

守谷俊1)，林成之o

[目的]脳動脈癌破裂による重症クモ膜下出血の急性期治療方針の決定に
は、頭蓋内病態のみならず神経内分泌ホルモンや全身循環代謝変化による

全身臓器への影響も理解する必要がある。本研究では重症クモ膜下出血患
者をSOFA scoreで評価し、全身に対する侵襲の強さを明確にする。[対象
と方法]1996年から2000年に当施設に搬送された手術非施行の重症クモ膜下
出血症例68例 (WFNS grade 4、 5) で、来院時 (day 0) 及び24時間後 (day 1) 

におけるPa02/Fi02 ratio、血小板数、ピリルピン値、血圧、 GCS score 、
クレアチニンを測定しSOFA scoreを算出した。一部の症例で炎症性サイト
カインを測定しSOFA score との関係を検索した。[結果]平均SOFA score 
はday 0で6.1 、 day 1で8.0と軽症クモ膜下出血患者 (WFNS grade 1-3、平
均SOFA score day 0=2.2、 day 1 =4.5) に比べ有意に高かった。またGCS
scoreを除いて比較しても、重症群においてday 0で高い傾向にあり day 1で
は有意に高かった。 Day 0、 day 1共中枢神経以外では呼吸・循環・凝固機

能障害が多かったが、肝・腎機能障害は少なかった。[考察}重症クモ膜下
出血患者では発症時から既に高度の生体侵襲が発生している事が明らかと
なった。

P・D・254 人工呼吸器関連肺炎死亡症例における臓器障害の検討

o川崎医科大学救急医学

木村文彦(きむらふみひこ )0，熊田恵介1) ，青木正典J)，奥村徹J)，

青木光広J)，福田充宏J)鈴木幸一郎J)，小演啓次J)

[目的および方法]人工呼吸器管理を行う上で人工呼吸器関連肺炎
(Ventilator Associated Pneumonia : V AP) は最も注意を要する合併症で
ある。ひとたび:VAPが発症すると、死亡率が2-10倍に増加するといわれて
いる。今回我々は、当施設において発症した人工呼吸器関連肺炎のなかで
死亡に至った症例と生存した症例について臓器障害の観点からリスクファ

クターの比較検討を行った。[結果]過去1年間にVAPは33例発症し、うち死
亡例は6例、生存例は27例であった。起炎菌は、死亡例では耐性菌によるも
のが多い傾向にあった。臓器障害の比較においては、死亡例は生存例に比
べてVAP発症時のSOFA score 、 D1C scoreが高く、 high doseのカテコラ
ミン投与がなされている心不全症例やGlasgow Coma Scaleが低いものに多
かった。 Pao2、 Pao2 / Fio2 ratio、 A-aDo2などの呼吸不全のパラメーター
には有意差はなかった。[考察]VAPの発症はMOF/MODSとしてとらえ、
生死にかかわるようなこれらのリスクファクターに対処すべきであると思
われた。

P・D・255

第 3 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 12-4会場

当1CUにおけるSIRS症例の変遷-secondary MOFは減少
したカ、

J)千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

新田正和(にったまさかず)1l，平津博之1l，織田成人1l，志賀英敏1) ，

中西加寿也0，松田兼一 1)，仲村将高0，横張賢司0，肥田誠治 1 >，

平野剛0，平山陽1)，森口武史度遅栄三])，森田泰正0，大谷俊介o

[はじめに]我々はSIRSから secondary MOFへの進展を防ぐためにSIRS症
例に対し持続的血液櫨過透析 (CHDF) をはじめとする集学的治療を行って
きた.今回当1CUにおけるS1RS発症率，死亡率， secondary MOF発症率を
過去10年を前期，後期に分け比較検討したので報告する. [対象]1991年1月
から 2000年 12月までの10年間で当1CUに入室した消化器外科術後症例で前
期('91-' 95) 425例，後期(' 96-'∞) 323例，計í48例を対象とした. [結果]SIRS
発症率は前期88.5%，後期77.7%と後期の方が有意に低かった (p<O.Ol) . 死
亡率は前期24例5.6%，後期9例 2.8% と後期の方が低下傾向にあった.
Secondary MOF発症率は前期S1RS症例376例中27タU7.2%，後期251例中 10
例4.0% と後期の方が有意に低かった (p<0.06) .【考察及び結語]我々はSIRS
から secondary MOFへの進展を防止する対策として過剰産生された
humoral mediatorの制御と組織酸素代謝失調に対する治療を行うことが重
要であると考え， CHDFをはじめとする集学的治療を行っている. SIRS発
症率の低下は術前術中からの手術侵襲への対策， secondary MOF発症率の
低下はSIRS対策が功を奏したためと考えられる.

P・D・256 好中球の活性酸素産生能の経過を追えた肝膿蕩の一例

o和歌山県立医科大学救命救急センター

島幸宏(しまゆきひろ )0，中敏夫1) ，篠崎正博j)

好中球活性酸素産生能は好中球のプライミングの指標となりうるといわれ

ている。今回胆嚢炎、肝膿傷の症例で活性酸素産生能の経過を追えたので
報告する。好中球活性酸素産生能は全血100μl に DCFH-DA (2' -7'ｭ

Dichlorofluorescein diacetate) を加え平均蛍光強度 (MFI)をフローサイト
メータで測定した。その際無刺激に加えてPMA刺激後の活性酸素産生能も
併せて測定した。またそれらと血液データやSOFAscoreなど臓器不全指数
との相関関係についても検討した。その結果、無刺激・ PMA刺激のいずれ

においても活性酸素産生能はSOFAscore と相聞があり(順にR=0.689 、
R=0.563) 全身状態を反映すると考えられた。また無刺激はCRPともよく相
関していた。 (R=0.648) [考察]好中球の活性酸素産生能は全身の炎症反応状
態をよく反映していると考えられた。今後、多数例で経過を検討する必要
があると考える。

P・D・257 The actions of hydrogen peroxide on rabbit mesenteric 
reslstance artenes 

1)名古屋市立大学医学部麻酔・蘇生学教室 2)名古屋市立大学医学部薬

理学教室

服部友紀(はっとりとものり)1l，加藤英明1l，津田喬子J)，勝屋弘忠1l，

伊藤猛雄2)

[目的]活性酸素種の内、生体内に最も多く存在するH202の抵抗血管に対す
る作用について、ウサギ腸間膜動脈摘出内皮除去標本を用いて検討した。
[結果】 (1) H202はnoradrenalineによる収縮を濃度依存性 (1-50μM) に弛緩
させた。この弛緩反応は、 40mM KClの存在下において大部分抑制され

た。 (2)H202は同様な濃度範囲で、平滑筋細胞膜を濃度依存性に過分極させ
た。 (3)H202による弛緩及び、過分極反応はdiclofenac (3μM) によって抑制さ
れた。 4)H202は平滑筋細胞のProstaglandin E2及び、6・keto-PGF 1a の産生を
上昇させた。[考察]H202は抵抗血管平滑筋に対してProstaglandin 12及び~2
の産生を促進させ、細胞膜を過分極させることによって弛緩させることが
判明した。我々は虚血再湛流時や敗血症などの病態で著しい末梢血管抵抗
低下による低血圧(ショック)を経験する。またこのような病態においては

炎症細胞などから大量の活性酸素種が産生、放出されることが知られてい
る。今回の結果より、このような病態において(従来原因とされてきたNO
以外に)、 H202 も著しい末梢血管抵抗低下原因の一役を担っている可能性が
示唆された。
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0-60 侵襲と生体反応

P・D・258 開腹手術後の副腎皮質活性化機構の解析

1)京都大学医学部附属病院麻酔科 2)京都大学医学部附属病院集中治療
部 3)高松赤十字病院

瀬川ー(せがわはじめ)I)，笠井馨美I)，足立健彦2>，白神豪太郎1)，

森健次郎3) ，福田和彦I)

[背景]手術侵襲は副腎皮質を活性化する。手術中はACTH(A) の分泌克進

がその原因である。手術後も活性化は持続するが、血中A濃度はむしろ低
値となる。このことは手術中と手術後では副腎度質の活性化のしくみが異

なることを示唆する。このしくみの違いを明らかとするために、手術前後
の血中A とコルチゾール (C) 値の量的関係を解析した。またインターロイ
キン6 (IL-6) と C との関係も検討した。[方法]全身麻酔下に開腹手術を受け
る患者32名を対象とし、手術当日の麻酔導入前、手術後1 、 2、 3、 5、 7 日目
の午前8:30から9:00までの聞に採血を行い、血中のA、 C及び1L-6濃度を測定
した。[結果]血中A濃度は、術後1 日目に有意に低下し、 5日目には術前の

レベルに戻った。 C濃度は変化しなかった。 A と C間の相関関係は術後1 日
目で消失していた。 C/A比は術後1 日目に有意に大きくなり、 5日目には術
前のレベルに戻った。 1L・6は術後有意に上昇し、術後1 日目のみCとの間に

有意な相関関係が見られた。[結語]手術後は副腎皮質のACTHに対する感
受性が増大する。この感受性の増大に1L・6が関与する可能性がある。

P・D・259 血中ホスホリバーゼA2 活性が酸素代謝に与える影響

I)長崎大学医学部麻酔学教室 2)長崎大学医学部附属病院集中治療部，

3)長崎労災病院麻酔科

寺尾嘉彰(てらおよしあき)1)，三浦耕資I)，斉藤将隆2)，福崎誠3) ，

澄川耕二])

手術侵襲や敗血症によって酸素消費量は増加し、高サイトカイン血症や高

エンドトキシン血症に関連していることが報告されている。今回我々は敗

血症時に活性化し、アラキドン酸代謝の律速酵素である2A型ホスホリパー
ゼA2 (PLAz) が酸素代謝に与える影響について検討したので報告する。対象
は術後3日以上機械的人工換気が必要な患者23人(主に食道切除術後)であ
る。鎮静はミダゾラム、鎮痛はブプレノルフインによって行いラムゼイセ

デーションスコアで3から5に維持した。酸素代謝は間接熱量測定器によっ
て30分の安定期の後、 1 日 I 回午前中に測定し、同時に血柴PLA 2活性、
CRP、体温、 APACHE2スコアの評価を行った。測定は計95回行われた。
PLA2i舌'性は14Cホスファチジルエタノラミンを使用したドール法によって測

定した。統計処理はスピアマン順位相関係数によって行い、危険率5%未満
を有意とした。酸素消費量係数は血柴PLA2活性及び体温と正の相関関係を
認めた。また血柴PLA2i舌'性は二酸化炭素産生量係数及び、エネルギー消費量
係数と正の相関関係を認めた。血築中のPLAzの活性化は酸素代謝に重要な
役割を果たしている可能性が示唆された。

P・D・260 1nte山lkin-6(IL・6) 血中濃度の'性差の検討

1)千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

森田泰正(もりたやすまさ)])，平津博之0，織田成人九志賀英敏0 ，
中西加寿也ヘ松田兼ーヘ仲村将高1)，横張賢司])，肥田誠治ヘ平野剛1 ) ，
平山陽川森口武史])，渡遁栄三])，新田正和])，大島拓1 )

[はじめに}侵襲後の生体反応には性差があることが知られている。そこで各
種侵襲下の1L・6血中濃度の性差について検討した。[対象および方法]2∞0年
4月より 2∞1年8月までの当1CU入室症例のうち、 CLE回1A法迅速測定により IL-
6血中濃度を測定した4必5117肋、ら、心臓血管術後群 (n=63)、消化器外科術後群
(n=59) 、 SIRS群 (n=28) 、 septic shock群 (n=12) の4群につき1CU入室時の1L-
6血中濃度の男女差の検討を行った。[結果及び考察]心臓血管術後群では1L-
6血中濃度に性差を認めなかった。消化器外科術後群では男'性平均803pg/mL
に対し女性平均558pg/mL (p=0.417) 、 SIRS群で、は男性平均172.422pg/mL、

女性平均55.993pg/mL (p=0.5) とこれら2群においては有意差を認めないな
がらも男性に高い傾向を認めた。 Septic shock群では男性平均84，l89pg/mL
に対して女'性平均1，138.ω8pg/mLで、あったが、半数を超える7例が(JL-6血中濃
度が1 x lOSpg/mLを越える異常高値例で、あった。これらの症例では性差より
も遺伝子のpolymorphismの関与が示唆された。以上より、今回の検討では各
種侵襲による1L・6産生の程度に明らかな男女差を認めなかったが、今後更に

症例を重ね検討する必要があると考えられた。

P・D・261

第 3 日目 11 : 00 --1 2 : 00 第 12-4 会場

PGE1が股関節手術患者の血中サイトカイン濃度に及ぼす影
響 - 1L-6，1L-1O.ヘルパーTサブセット比を指標として一

1)青森県立中央病院集中治療部 2)青森県立中央病院麻酔科

木村太(きむらふとし)1) ，志賀健人I)，吉岡秀樹2)，鎌田信仁2) ，

長尾乃婦子2)，中村敏克2)，木村邦之2)

[はじめに]周術期のPGE1投与が血中サイトカイン濃度に及ぼす影響につい
ては種々の意見がある。今回、股関節手術患者を対象に1L・6および1L・10血
中濃度、血中ヘルパーT(TH)サブセット比を指標として、 PGE1の影響を検
討したので報告する。[方法]股関節手術を受ける患者22名をPGE1投与の有
無により 2群に分けた。投与群ではPGE1を手術中0.02μg/kg/分で持続静注
し、対照群では非投与とした。両群とも麻酔はプロポフォール、フエンタ
ニル、 Vbによる全静脈麻酔とした。手術前、手術開始30分、手術終了時に
採血し、 1L・6 、 1L・ 10血中濃度を測定し、ヘルパーTサブセットを解析し
た。[結果]両群間の患者背景、手術内容、麻酔時間などに差はなかった。
いずれの時点でも 1L・6、 1L-1Oの血中濃度に群間差はなかった。対照群の1L・

6、 1L-1O、投与群の1L・6に有意な経時的変化はなかったが、投与群の1L-1O
は手術前値に比べ手術終了時で有意に上昇した。 TH1/THzは、群間差およ
び各群における有意な経時的変化はなかった。{結論]PGE1投与により抗炎
症性サイトカインである1L-10の経時的上昇がみられたが、 THlITH2は変
化せず、サイトカインネットワークに及ぼす影響は不明であった。

P・D・262 種々の病態における単球表面HLA-DR発現量と発現率との

関係

1)札幌医科大学医学部救急集中治療部

升田好樹(ますだよしき)])，今泉均I)，岡沼水緒子))，吉田英昭])，
西森英史[)，高橋典之[)，紅露伸司[)，佐藤守仁川浅井康文1)

[はじめに]重症患者の免疫状態の把握に単球表面HLA-DR発現のモニタリ
ングが行われている.種々の病態における単球表面HLA・DR発現数と陽性
率との比較を行った. [対象と方法]当院1CUに入室した人工心肺使用した
心大血管術後患者8名 (CPB群)と一般術後患者8名(術後群)，敗血症患者7名
(sepsis群)，敗血症性ショック患者6名 (shock群)，健康成人6名(正常群)を

対象とした.単球表面HLA-DR発現数および陽性率測定は2重染色による
flow cytometryを行い， CD14 と HLA・DR両者が陽性である単球の抗原数と
陽性率ととした. [結果]単球表面HLA-DR発現数/陽性率は平均値にて正常
群で25000個/99.2%，術後群で20000個/99.0% ， CPB群で8000個176% ，
sepsis群15000個174% ， shock群で3000個/59%あった. 80%以上の陽性
率で、あった 13名中4名の発現数は8000個以下(正常値の30%以下)と低値を示
した. [結語]単球表面HLA-DR発現数と陽性率とが解離する場合があり，
測定法によっては病態評価を誤る可能性が示唆された.

P・D・263 生体侵襲と細胞情報伝達システム

1 ) 日本大学医学部救急医学

櫛英彦(くしひでひこ )ll，斎藤豪ll，牧野桂花ll，長尾建ll ，矢崎誠治])，
林成之))

[はじめに]侵襲に対して生体は、細胞間情報伝達mediatorにより生体防御
反応を惹起させている。そこで侵襲時における細胞情報伝達システムにつ
いて検討した。{方法]重症頭部外傷30例を対象とした。これらを生存群、
死亡群に分類し以下の項目を検討した。1)神経内分泌反応としてCRF.
ACTH. Cortisolを入院時と 72時間に測定した。 2) サイトカイン誘発反応と
して1L・6.1L・8.1L・ 10を入院時、 24時間、 72時間、 168時間に末梢血で測定
した。[結果]生存群は18例、死亡群は12例であった。 CRF. ACTH. Cortisol 
は両群聞に有意差なく適正に分泌されていた。 1L・6は、徐々に増加し72時
間以降、死亡群が有意に高値となった。 1L・8は正常群では72時間以降正常

化したが、死亡群では増加し72時間以降有意差が存在した。 1L-1Oは両群問
に有意差を認めず、入院時一過性に増加したがその後、正常化した。[結
語]重症頭部外傷では、神経内分泌反応は適正に行われていると考えられ
た。一方、サイトカイン誘発反応は生存群では72時間までに正常化した
が、死亡群は過剰な炎症反応が持続した。これらの事実は、生理的な抗炎
症作用には限界があり、免疫制御の必要性を示唆している。
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P・0-264 冠動脈バイパス術の周術期の心房細動一人工心肺使用の有
無による比較一

1)社会保険小倉記念病院麻酔科，救急・集中治療部

新田憲市(にったけんいち)[)，江口広毅[)，金子秀一[)，板谷美和 1) ，

角本異ー[)，村中健二[)，宮脇宏[)，瀬尾勝弘[)

[目的]心臓手術における心房細動の発生は、循環動態、入院期間、脳梗塞
の発生に影響を与える可能性がある。今回われわれは人工心肺を使用しな
い冠動脈バイパス術(OPCAB) の周術期の心房細動について人工心肺 (CPB)

使用下の冠動脈バイパス術と比較検討した。[方法}当院での1998年 12月~
1999年12月までの人工心肺使用下の予定常温冠動脈バイパス術(CPB群)100
症例と 2000年1月 ~6月までの予定OPCAB100症例での術中、術後の心房細
動の発生時期、発生症例数を調査した己{結果]心房細動の術中、術後発生
頻度は、 CPB群ではそれぞれ8、 28%、 OPCAB群ではそれぞれ7、 20%で
あった。心房細動発生時期は、 CPB群では術後1 日目、 OPCAB群では術後
2、 3 日目に多く出現していた。【考察]CPB群に比べOPCAB群では術後心房
細動の発生頻度がやや少ないものの、その差は有意でなく、術後心房細動

の発生において人工心肺による影響は少ないと考えられた。[結論]OPCAB
術後はCPB症例と同様に心房細動が発生するため注意深い循環管理が必要
である。

P・D・265 術後メトヘモグロビン値の推移関心術とオフポンプ冠動脈

バイパス術との比較

[)社会保険広島市民病院麻酔・集中治療科

内藤博司(ないとうひろし)[)，多田恵一[)

外科手術侵襲は生体に炎症反応を引き起こす。また体外循環も全身の炎症
反応を惹起する。その過程でiNOSが過剰に誘導され、 NO産生が尤進す
る。しかしNOを臨床の場で簡便に測定することは困難である。血中メトヘ
モグロビン (MetHb)値がNOの過剰産生を反映するとの報告がある。今回血

中Met-Hb値を測定することで体外循環のNO産生に及ぼす影響を推測し
た。(対象)成人関心術症例 (CPB群)7例。オフポンプ冠動脈バイパス術症例
(OP群)6例。(方法)血行動態パラメーター(血圧、心拍数、中心静脈圧、心
係数)、血中MetHb値(%)、カテコラミン量を麻酔導入後 (1ND) 、 1CU入室
時 (1CU) 、体外循環離脱12時間後(12HR) 、体外循環離脱18時間後 (18HR) 、

術後2日目 (2POD) の5点で測定した。(結果) MetHb値(%)は、
1ND 1CU 12HR 18HR 2POD 

CPB群 0.9+-0.2 0.7+・0.2A 0.8+・0.3 1.1 +-0.3B 0.7+・0.3
OP群~~~ M~M ~~~ Q~・0.3 0.7+-0.3 

A: p<0.05vs1ND. B: pく0.05vs1CU. C: p<0.05vs18HR 

(結語) MetHb値はCPB群と OP群では異なった経過をとり、 NO産生に差が
あることが示唆された。

P・D・266 0旺'-pump CABGの術後経過からみた低侵襲性の検討

[)鹿児島大学医学部附属病院集中治療部 2)鹿児島大学医学部麻酔蘇生科

菊池忠(きくちただし)1) ，川上雅之[)，垣花泰之[)，恒吉勇男[)，
和田貴志1)，尾前毅2l，上村裕一2)

off-pump CABGによる侵襲度の低減効果について検討した。 CABG施行後
当1CUに入室した16名を対象とし、 off-pump CABG症例8例と人工心肺を用
いたconventionalなCABG症例8例の術後経過を比較し、術後炎症の状態及
び臓器機能の推移について検討した。術後の最高体温はoff-pump群で、37.5 :t
0.50

0

C 、 on-pump群で38.2:t 0.54
0

C と o旺-pump群で有意に低く、術後SIRS持
続時間もo住pump群で、短い傾向にあった。またoff，予ump群で、1L引ま術後1 日

目において低値をとった。また、血清乳酸値はoff-pump群で入室時より有

意に低値を推移した。術後人工呼吸時問、 1CU滞在期間はoff-pump群で、短
い傾向にあった。人工心肺を使用しないことにより術後侵襲が軽減され、
良好な術後経過をとることが示唆された。 off-pump CABGはon-pump
CABGに比し生体侵襲が低いことが推察され、ハイリスク症例においてよ
り一層の有用性が期待されると思われた。

第 3 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 14-1 会場

P・D・267 関心術後患者の動脈血乳酸濃度についての検討

[)新潟大学医学部附属病院集中治療部 2)新潟大学医学部救急医学講座

佐藤一範(さとうかずのり)[)，小村昇l\ 大橋さとみ2)，本多忠幸2) ，

遠藤裕2)

関心術後に血中乳酸値の上昇を認めることはよく知られている。これは人
工心肺中の組織低瀧流が原因と考えられ、近年、小児関心術後の乳酸値と

患者の予後関係が報告された。それによると 1CU入室時の乳酸値は死亡症
例では6.89 :t 0.79mmol/lであり、生存症例では2.38:t 0.13mmol/lで、あった。
これらの報告をふまえて本学1CUの関心術後患者の乳酸値について入室後
の経過を検討した。方法: 1999.0 1.01から 200 1.06.30の関心術後患者のう
ち、成人僧房弁置換術患者と小児心室中隔欠損症根治手術後患者の、 1CU
入室後の動脈血中乳酸値を経時的に測定した。結果および考察:成人関心
術後患者の乳酸値は入室直後に8.2 :t 3.0mmol/l と高値を呈し、 48時間の経過

で2.2 :t 1.3mmol/lとなった。小児関心術後患者では、入室後4.0 :t 1.5mmol/l と
やや高く、 24時間で2.0 :t 1.1mmol/l と正常化した。本結果は、報告された小

児関心術後患者の乳酸値にくらべ極めて高値であったが死亡症例はなかっ
た。以上より、関心術後の高乳酸血症は、特に成人においては必ずしも患
者の予後に関係しないことが示唆された。

P・D・268 人工心肺使用手術周術期における乳酸値の変動ーカテコラ

ミン使用量との関連一

[)北海道大学医学部附属病院救急部集中治療部

小林繁明(こばやししげあき)[)，石谷利光[)，松田直之[)，石川岳彦1)，
亀上隆[)，岡村篤1) ，丸藤哲[)，鍋物修1)

{目的]人工心肺使用手術周術期の乳酸値の変動がカテコラミン使用量に影
響をうけるかにつき検討した。【方法】対象は集中治療部(ICU) で術後管理
を行った心大血管手術症例43例。麻酔導入後より経時的に動脈血乳酸値を
測定し、人工心肺離脱時からICU入室後まで継続的に3剤以上のカテコラミ
ン使用が必要であった症例をH群 (5例)、 2剤以下のカテコラミン使用にて管
理可能で、あった症例をL群 (38例)とし、乳酸値との関連を調べた。[結果]使
用したカテコラミンはドーパミン、 ドプタミン、ノルエビネフリンのみで
あり、エビネフリンを使用した症例はなかった。 L群は人工心肺離脱時より

1CU入室24時間後まで、 H群では人工心肺離脱時より ICU入室16時間後まで
乳酸値は高値を示した (vs.麻酔導入後、 p<0.05)o L群、 H群ともにICU入室
4時間後に乳酸値は最高値を示したが、両群で有意な差は認めなかった (4.2
:t 0.4 vs.4.9:t 0.8. p=0.56) 0 [結語]人工心肺使用症例周術期の血中乳酸値と
カテコラミン使用量との関連を検討したが、あきらかな関連は認められな

かった。

P・D・269 関心術後の一時ペーシングリードの使用状況の検討

[)国立東静病院臨床研究部 2)国立東静病院心臓血管外科 3)国立東静病院麻

酔科

梅本琢也(うめもとたくや)[)，今泉松久2 ) ，福本行臣2)，松本真介2) ，

古橋究_2)，渡海裕文3)，今津康宏3)

[目的]関心術にあたり心房・心室に一時ペーシングリードを縫着している
が、術後管理に際してどの程度使用されているかについて検討した。[対
象・方法]1996年から2001年8月までの関心術146例について、術後集中治療
室における一時ベーシングリードの使用について検討した。[結果]一時
ペーシングリードを用いて体外ベーシングを行ったのは 146例中22 例
(1 5.0%) で、あった。冠動脈バイパス術では72例中12例(16.7%) 、弁膜症手術
後では69例中8例 (11.6%) であた。モードとしてはAAI13例、 VV18例、
DDD3例、 VDD及びDOO各1例であった。ベーシング開始時期は、入室時
よりペーシングされていたものが17例、手術当日が4例、第一病日が4例、

第3病日が1例であった。ペーシング期間は1 日以内が3例、 2 日聞が11例、 3
日間が6例、 4日間が4例、 5 日及び18 日が各1例であった。[結論]関心術146
例において22例 (15.0%) で術後一時ベーシングが行われていた。関心術後の
一時ペーシングは集中治療室入室時よりベーシングされているものが多
く、 AAIモードで、 2 日以内の使用が多かった。
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0-62 心・大血管術後管理

P・D・270 透析患者の心臓手術の周術期管理の検討

j)川崎医科大学麻酔集中治療医学

木村素子(きむらもとこ)J)，横田喜美夫1l，鳥海岳J)，木村健一1l，

藤田喜久1l，左利厚生Il

[対象]2000年4月- 2001年8月に施行された透析患者の心臓手術13例につい
て周術期管理と早期予後を検討した。[結果]平均年齢58.4歳、男女比10:
3、透析歴平均10.2年、 NYHAIII以上9例、 EF40%以下3例、緊急手術が6例
であった。術式は冠動脈バイパス術が9例 (OFF-PUMP5例)で、大動脈弁置
換術が4例であった。 ON-PUMP例では全例で人工心肺中にECUMによる除

水(平均3849mI)と CHDを施行し、術後も CHDを行った(平均3.5 i: 1.8 日)。
OFF-PUMP例では術中はCHDは施行せず、術後もEF不良な2例にCHDを他
の3例は術翌日にHDを施行した。 ICU滞在日数と入院日数は、 4.8 i: 1.9 日/
50.0 i: 20.5 日 (ON-PUMP)2.5 i: 2.6 日/76.2 i: 30.0 日 (OFF-PUMP) であった。
合併症は、発作性心房細動7例、肺うっ血2例、縦隔洞炎1例、 MRSA肺炎2

例と高頻度であったが、死亡例はなかった。[考察]OFF-PUMP例では、
ICU滞在日数は短縮する傾向を認めたが入院日数は短縮しなかった。また

術後発作性心房細動、肺うっ血も高頻度であり、周術期管理の再検討が必
要と考えられた。

P・0-271 心臓外科術直後の慢性腎不全患者に対する持続血液透析法
の有効性

J)大阪市立大学大学院医学研究科麻酔・集中治療医学分野

中筋正人(なかすじまさと )IJ ，新藤光郎1)，東浩司1)，西信一J)，
浅田章J)

当院では心臓外科術直後の透析患者に対し、血行動態が不安定でも持続血
液透析法 (CHD) を施行しており、その有効性について検討した。[対象と方
法]人工心肺下心臓外科手術を受けた透析患者25名。 ICU入室時にアドレナ
リン持続投与かIABPが必要な患者 (U群:n=lO)とこれらが不要な患者 (S群:
n=15) の周術期因子を比較した。浄化器は旭メデイカル社製APFlOS、透析

液は漉過用補充液、抗凝固剤はnafamostat mesilateを基本とし、透析液流
量900ml/hr、除水量100ml/hr、血流量100ml/minで、行った。[結果lICU入
室時の肺動脈模入圧はU群、 S群で16 i: 4 vs 12i:3 mmHg(mean i: SD, p< 

0.05) と有意差が見られ、 CHD開始時間はICU入室後171 i: 149 vs 250i: 103 

min と U群で早い傾向にあった。入室12時間後の肺動脈模入圧は入室時と比
較してU群で有意に低下した (16 i: 4 → 14 i: 3 mmHg) 0 CHD継続時間は90
i: 85 vs 29 i: 16 hr と U群で有意に長かった。 CHD開始1時間前の出血量は
35 i: 20 vs 34 i: 27 ml、開始12時間の出血量は243 i: 117 vs 252i:319 mlで、

有意差はなかった。[結論]心臓外科術直後でもCHDによる出血の影響は問
題とならないため、重症患者ほど早期にCHDを開始して血行動態を安定さ
せるべきである。

P・D・272 心臓大血管手術後におけるCHDFの検討

1)河内総合病院心臓センター外科 2)河内総合病院透析センター

阪越信雄(きかごしのぶお)1)，安田治正J)，古谷保博1)，垂水泰元2) ，

田中裕子21，米本俊良2)

[目的]心臓大血管手術後におけるCHDFに関して、その有用性と問題点に
ついて検討すること。{対象】過去2年間の心臓大血管手術のうち術後CHDF
を施行した14例。平均年齢69歳。 CHDFの条件は血液流量80ml!分・補充液

流量300ml/時・透析液流量700ml/時・漉過量100ml/時を原則とし、血行動
態・必要除水量に応じて適時変更した。[成績}術前から補助循環を要する
高度心不全や重度出血性ショックを合併した4例(急性心筋梗塞2例、腹部大
動脈癌破裂2例)は、 CHDF離脱不能のまま術後5-19 日目にMOFで死亡し
た。残る 10例はCHDFによる水分管理により術後急性期を乗り切った。う
ち2例は維持透析 (HD) に移行したが近日中のHD導入が予定されていた症例
であった。 [CHDFの合併症]初期の1例でCHDF開始後の出血傾向から心タ
ンポナーデに陥った。以後、 ACT値150-170秒を目標に6時間毎にフサン
投与量を調整し、かかる合併症を認めていない。[まとめ]CHDFは心臓大
血管手術後の水分管理に有用であるが、出血性合併症防止のため繊細な
ACT値調整が必要で、ある。術前状態が不良で

てはCHDF以外の補助手段も考慮すべきであろう。

第 3 日目 11 : 00 --12 : 00 第 14-1 会場

P・D・273 心大血管術後腸管虚血症例の検討

1)市立旭川病院胸部外科

大場淳一(おおばじゅんいち)J!，青木秀俊J!，滝上剛 1) ，若松豊川

佐藤浩之1) ，小山信1)

[目的]心大血管術後に発生する腸管虚血はまれであるが致命的な合併症で
あり、診断、治療に問題を残している。その臨床像を把握する目的で、当

科で経験した心大血管術後の腸管虚血症例を検討した。[対象と方法]最近
6年間に当科で8例の腸管虚血症例を経験した。全例、内視鏡、手術または

剖検で腸管虚血が確認されている。男性7例女性1例、年齢は29歳から78
歳。先行する心大血管手術は、冠動脈バイパス術が3例、 Stanford A型解離
に対する上行弓部大動脈置換が2例、 Stanford B型解離による腹部大動脈閉
塞に対する腕寓大腿動脈バイパス術、腹部大動脈癌に対するstent grafting 
+大腿大腿動脈バイパス術、大動脈弁置換術+冠動脈バイパス術が各I例で
あった。[結果】初発症状はアシドーシス、イレウス、穿孔が各1例、腹痛が
2例、下血が3例で、あった。大量腸切除を行った2例は生存退院した。(うち

1例は4年後に交通事故死)試験開腹のみの1例と手術を行わなかった5例のう
ち、生存は1例のみであった。(死亡率62. 5%) [結論】腸管虚血の致死率は
高い。ハイリスク症例を認識し、早期診断、早期治療に努めることが救命

率を向上させる唯一の手段である。

P・D・274 高齢者の腹部大動脈癌手術の検討・若年者との比較

1)大阪府立病院麻酔科

西原秀信(にしはらひでのぶ)Il，谷上博信1)，平松大典Il，田島圭子1)，
橋本明彦1)，長谷井真理1) ，稲森紀子1)，人見一彰1)，平田隆彦1)，

森隆比古1)

【背景・目的]当院では、高齢者の腹部大動脈癌手術の施行例が多い。今
回、高齢による手術リスクを検討する目的で、 76歳以上の高齢群 (H群)、 75

歳以下の若年群 (L群)とで、周術期管理・治療成績を比較した。{対象】平成
11年1月 1 日から平成13年8月 31 日までに当院で施行された腹部大動脈癌手術
症例61例。[検討項目】年齢、術前合併症(頭、肺、心臓、腎臓、全身性疾
患)、術中管理、術後抜管までの時間、歩行までの期間、 ICU滞在期間、術
後合併症、退院までの期間[結果】H群は25例(平均年齢80.6歳、最高年齢89
歳、緊急3例)、 L群は36例(平均年齢69.5歳;緊急3例)であった。両群とも
術前合併症を有する患者が多く、特に心疾患は過半数で合併していた。ま
た中枢神経合併症は、 H群に多かったが、その他の項目には差がなかった。
全症例が軽快し、独歩退院できた。[考察]高齢者の大血管手術は、敬遠さ
れがちであるが、早期抜管、適切な痔痛管理、早期離床等を図ることによ

り、若年者同様の良好な治療成績を得ることができる。[結語】腹部大動脈
痛手術で、平均年齢80歳の高齢群も若年群同様の治療成績を期待できる。

P・D・275 高齢者 (80歳以上)胸部大動脈癌緊急手術の3症例

1)滋賀県立成人病センター麻酔科

鬼頭幸一(きとうこういちい，大東豊彦1) ，多淵八千代J)，南俊孝1)，
笹井三郎1)

胸部大動脈癌 (TAA)手術では、緊急度および、年齢が術前危険因子とされ
る。今回、高齢者(80議以上)のTAA緊急手術3症例を経験したので報告す
る。(症例1) 82歳女性。解離性TAAII型+心タンポナーデにて、上行部置

換術を施行。(症例2) 84歳女性。解離性TAAIIlb型切迫破裂にて弓部人工
血管置換術を施行。第20病日、高ピリルピン血症に対し、血紫交換が施行
された。(症例3) 86歳男性。遠位弓部TAA破裂にて、阿部人工血管置換術
を施行。 第3病日、術中に発症したと思われる多発性脳梗塞が判明した。
第117病日に呼吸不全により死亡した。(考察)ハイリスクなTAA手術の3症
例を経験した。これらはいずれも 1ヶ月以内にICUより病棟に帰棟した。術
後合併症では、呼吸不全 (35・42%) と腎不全(10・14%) の頻度が高いとされ
る。呼吸不全は、胸水貯留など程度の差はあれ、 3症例に認められた。症例

3では、多発性脳梗塞のため抜管は不可能であった。腎機能低下は症例I 、
3に認められたが、周術期にカルペリチドを併用し良好な利尿を得られ、
CHDFを施行した症例はなかった。(結語) 3ヶ月間に3例の高齢者TAA緊
急手術を経験し報告した。
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0-63 PCPS 

P・D・276 当院ICU過去3年間における経皮的心肺補助 (PCPS) 使用状

況の検討

1)弘前大学医学部附属病院集中治療部 2)弘前大学医学部麻酔科学教室

大川浩文(おおかわひろぶみ) 1)，松井晃紀2) ，坪敏仁1)，石原弘規1) ，

松木明知1)

[目的]当院ICUにおける過去3年間でのPCPS使用状況を検討した。 [結果]
症例数は計10例で主に循環管理に用いたもの8例、呼吸管理2例であった。
循環器疾患の内訳は急性心筋炎6例、乳頭筋断裂を伴う急性心筋梗塞I例、
大動脈弁置換術後の心停止 1 例であった 。 呼吸器疾患では肺炎に伴う
ARDS、肺切除後の呼吸不全が各I例で、あった。 患者年齢は23歳から72歳で
平均54才、施行期間は1 日から 12 日で平均5日であった。 弁置換術後患者を
除く循環器疾患群で大動脈内バルーンパンピングを使用した。 急性心筋炎
2例と肺炎1例を除いた症例で持続的血液ろ過透析の併用が必要であった。
転帰は10例中8例でPCPSから離脱したが生存例は5例であった。 内訳は心筋
炎3例、肺炎と弁置換術後各l例であった。 離脱後の死亡例3例のうち2例は
原疾患の増悪であり、また送血側の後腹膜腔血腫形成に伴う腹部内臓器虚

血により多臓器不全に陥った1例を失った。 合併症は送血側大腿動脈の虚血
症状が半数でみられ、順行'性送血の追加が必要であった。 [結論]8割の症例
でPCPSからの離脱が可能であった。 重篤な合併症回避の重要性を再認識し
た。

P・D・277 虚血性心疾患外科手術における周術期PCPS使用症例の検
討

1)千葉県循環器病センタ一心臓血管外科

村山博和(むらやまひろかず)1)，林田直樹1)，松尾浩三1)，ピアス洋子1)，

浅野宗一1)，大橋 幸雄1)，大場正直 1 ) ，岡山尚久1)

[目的]虚血性心疾患急性期の重症心原性ショックの治療手段としてPCPSの
有用性は明らかであるが、また、その限界が存在することも事実である 。
今回、周術期にPCPSを必要とした症例についてその有用性を検討した。

[対象]1995年1月から2000年12月までの間にPCPS装着後緊急手術となった
5例。 平均年齢59才 (50・74才)、原疾患は左主幹部AMI4例、左室自由壁破裂
1例。 【結果]全例にインターペンション (PCI) を試みた後PCPS装着のまま手
術室に搬送、循環動態の破たんを来すことなく CABGや左室破裂部の修復
術を施行した。 このうち2例は術後も PCPS補助を要した。 最終的に5例中4
例 (80%) がPCPSから離脱可能であった。 no reflow現象を呈した1例は離脱
できず死亡し (3病日)、他4例は1-8病日までに血行動態の安定を見たが、
うち3例は35・44病日に重症感染、 MOF発症のために失った。 生存退院は梗
塞領域の広くない左室破裂の1例のみであった。 [結論]PCIや手術治療を行
ううえでPCPSの使用は血行動態の安定維持に有用であり、多くは急性期を
のり越えるが、梗塞領域の範囲と全身臓器の回復や感染合併の有無が最終
的に生命予後を決定すると考えられた。

P・D・278 pCPS, L V AD症例に対するNO吸入療法

II榊原記念病院心臓血管外科

加藤久晶(かとうひさあき) Il，小柳俊哉1) ，川瀬光彦Il，維田隆夫 Il ，

本田二郎Il，星野竜1l，富永崇司Il，柴崎郁子Il ，加瀬川均Il

[目的】 PCPS， LVAD装着時の低酸素血症に対する， NO吸入の効果を検討
すること.[対象]1999年9月 -2001年7月の間に虚血性心疾患術後にPCPS，
LVAD , ECMOを装着し，低酸素血症を呈した4例.内訳として， CABG術
後体外循環離脱困難2例にはPCPSを装着した. AMIによる心破裂修復術後
1例にはPCPS を装着し，術後7 日にLVAD に変更した. LMT shock 

syndrome1例にdirectPTCAを行った後， LOSに対してLVAD及び~CMOを
装着した. [結果]NO吸入療法併用により Pa02値が改善したのは4例中3例で
あった. 3例のPa02値は各々 79.9から 142.9 ， 55.9から87ふ 52.7から94.5へと
改善した(単位mmHg). 残りのI例では， Pa02値は改善したが， NO開始と
同時に呼吸器のFi02 も上げている為 ， NO単独の効果は不明であった.結果
として4例中3例で補助循環を離脱し得た. [結語】NO吸入療法の導入は補助
循環装着時の危機的な低酸素血症を改善し，補助循環からの離脱を可能に

する効果がある.

P・D・279

第 3 日目 1 0 : 00..-11 : 00 第 14-2 会場

重症左心不全に陥った大動脈弁狭窄症患者に対しPCPS導
入後大動脈弁置換術を行い救命しえた l例

1 )愛知県立尾張病院循環器病センター外科

鈴木秀一(すずきしゅういち) Il，吉田勝彦Il，下村毅Il ，松浦昭雄1)

[症例]63歳男性[主訴]胸痛[術前病状経過]2年前より AS指摘され手術勧め
られるも拒否。 平成13年5月下旬胸痛及び呼吸困難出現し近医受診し急性左
心不全の診断にて入院。 心カテ施行し #280% #6 100% # 13 75%であ
り、左室造影は大動脈弁の石灰化強く実施不可能。 AVR及びCABGの適応
と判断され当院紹介。 手術予定日の2日前突然血圧50以下のショック状態と

なり、重症の左心不全と判断し気管内挿管、カテコラミン開始後ICU入室
しIABP導入後も循環安定化みられずPCPS導入。 原因検索のため冠動脈造
影施行するも病変の進行認めないためASに伴う悪循環と判断した。 肺水腫

改善後当初の手術予定日に手術実施。 [手術]AVR及び2枝CABG カテコラ
ミン及びfJ:ABP補助下にポンプからの離脱は容易。 [術後経過]術当日心室細
動頻発し除細動施行。 循環安定後の術後4日目 IABP、人工呼吸から離脱。
5 日目カテコラミン終了、 8日目 一般病棟へ転床。 24 日日独歩退院。 [考察1
l.手術待機中の左心不全の原因は患者の水分過量摂取であった。 2. PCPS 
後の手術時期に関しては肺水腫改善後早期を念頭。 3. 術直後ポンプからの
離脱しうる可能性が低く、術後出血回避のため内胸動脈剥離は行わず。

P・D・280 人工弁感染性心内膜炎に対し経皮的人工心肺補助装置
(PCPS) により救命し得たー症例

1 )濁協医科大学集中治療部 2)濁協医科大学胸部外科 3)濁協医科大学臨

床工学部

高橋宏行(たかはしひろゆき )1>，太田智 1) ，苅部陽子2)，塩田博幸3) ，

崎尾秀彰1)

人工弁置換術1 ヶ月後に擢患した人工弁感染性心内膜炎に対しPCPSが有効
であった1症例を経験した。 症例は66歳男性。 本年6月 AR、 MRに対しDVR

が施行された。 既往歴は特記すべきものはない。 約1 ヶ月後に退院したが、
間もなく微熱や呼吸苦を訴え、胸部X-rayにて肺炎及び、心不全疑い緊急入院

した。 病棟にて加療するも改善せず、胸部X-ray上で、心拡大、肺水腫、 UCG
にて僧帽弁置換弁周囲からの逆流を確認した。 その後、血圧、意識障害が

出現したためICU入室となった。 大量カテコラミン投与にても血圧は回復

せず、肺動脈圧は血圧よりも高値であった。 UCG上では僧帽弁置換弁離脱
を認めた。 緊急手術の適応と判断し、 PCPS導入を決定した。 導入時、 VT
を呈したが、 PCPS (3-3.5L/min) 開始とともに循環動態は安定した。 人工

弁感染性心内膜炎の診断にてPCPSから人工心肺に移行し手術が行われた。
術中所見で人工弁縫合部の大半の離開と浮腫状の弁輪を認めた。 摘出した
人工弁は菌塊を含む血栓付着の病理所見であった。 血培から表皮ブドウ球

菌が検出された。 術後3日目に人工呼吸器から離脱し、術後6日目にICU退
室。 約2ヶ月後に軽快退院した。

P・D・281 勝原病を有する若年者の心肺蘇生に経皮的心肺補助を使用

したが成功しなかった2症例

1 )宮崎医科大学医学部附属病院麻酔科

柏田政利(かしわだまさとし )ll，松岡博史ll ，西村絵実Il，白阪哲朗1)，

指宿昌一郎1)，谷口正彦1) ，漬川俊朗1)，高崎虞弓1)

経皮的心肺補助 (PCPS) を心肺蘇生に使用することが検討されている。わ

れわれは院内で心停止になった若年患者に， PCPSを使用したが蘇生に成功
しなかったので報告する 。 [症例 1]38歳の男性。 多発性筋炎で当院内科に
入院した。 ステロイドパルス療法中に全身倦怠感が出現し，心拍数180-
200/minになった。 両腰下肢痛が出現し，ジクロフェナクナトリウム25mg

を挿虹した。 その後循環動態が不安定になり ICUに入室したが心肺停止に
なった。 心肺蘇生中に心拍出量維持を目的にPCPSを導入しだが救命し得な
かった。 [症例 2]20歳の女性。 混合性結合組織病による二次性肺高血圧症
で当院内科に入院した。 心臓超音波検査で，肺動脈収縮期圧が89mmHgで

あった。 入院中に失神発作を繰り返し， 5回目の失神発作で心肺停止になっ
た。 心肺蘇生， PCPS導入後にICUに入室し，大動脈内バルーンパンピング
も利用したが救命し得なかった。 [結語]腰原病を基礎疾患とする若年患者
の心肺蘇生にPCPSを応用したが成功しなかった。
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P・D・282 エンドトキシンショックで肺動脈収縮が生じるヒスタミン

を介した病態生理

J)北海道大学大学院医学研究科侵襲制御医学講座

松田直之(まつだなおゆき)])，丸藤哲J)，鍋物修J)

エンドトキシンショックに肺高血圧を合併する病態機構をヒスタミン作動
性の観点から検討した. [方法と結果]体重2 ・ 2.5 kgの雄性ウサギにLPS 100 
μg/kgを耳静脈投与しショックを作成した. LPS投与6時間後の血紫ヒスタ
ミン濃度は対照群の約10倍である1μMに上昇した.肺動脈輪状標本では，

Nω-nitro・L-arginine(L-NA) 100μM存在下や血管内皮除去によりショック群
が対照群の約2.5倍にヒスタミン最大収縮反応を増加させたが， L-NA非存在
下ではヒスタミン収縮性に差を認めなかった.肺動脈平滑筋の L-ヒスチジ
ンジカルボ、キシラーゼ (HDC) は対照群の約2.2倍にショック群で増加し，ヒ

スタミンHI受容体mRNAは肺動脈で約2倍に増加した.また，肺動脈内度に
eNOSの減少と iNOSの増加が認められた.【結論】肺動脈で、はエンドトキシ
ンショックの進行により， HDC増加による局所ヒスタミン産生充進のみな
らず， HI受容体発現が転写レベルで充進する.肺動脈収縮性が増強する機
序として，肺動脈内皮のeNOSを介したNO産生低下と肺動脈平滑筋へのヒ
スタミン作動性の増強が関与する.過剰産生されたiNOS と NOにより肺動

脈収縮性は減じられており，肺高血圧病態が緩和されている.

P・D・283 LPS誘発エンドトキシン血症マウスにおけるRAGE投与の

効果

])大分医科大学医学部麻酔学教室 2)宮崎県立延岡病院

鵜島雅子(うのしままさこ)J)，岩坂日出男J)，萩原聡J)，松本重清J)，
新宮千尋2)，早野良生2) ，野口隆之])

近年、敗血症性ショック時の late mediator としてhigh mobility group 1 
(HMG・1) 蛋白が関与していることが注目され、 HMG-1の受容体としては
receptor for advanced glycation (RAGE) であることが明らかとなった。
LPS 投与マウスにおけるRAGE投与の効果を検討した。[方法]BALB/c雄
性マウスを用い、 LPS 単独投与群(10匹)と LPS+RAGE投与群 (11匹)の2群
を作製した。 LPSは35mg/kgを腹腔内投与した。 RAGE投与群ではLPS投与
2、 12、 36時間後にRAGEを5μg 腹腔内投与した。[結果]マウスの生存率
はLPS投与36時間後、単独投与群は40%に対し、 RAGE 投与群では72%.72
時間以降では単独投与群30%に対し、 RAGE投与群55%であった。[考察I
RAGEの投与により生存率の改善が得られた。 LPS投与マウスの病態発現の
メカニズムの一つにHMG-1が関与している可能性が示唆された。また
RAGEの投与は病態を改善させる治療法の一つになる可能性が示唆され
た。

P・D・284 Shock . Hypotensionの3型と vasoactive mediators動態

J)日本大学救急医学 2) 日本大学内科学第2(駿河台日大病院循環器科)

山口順子(やまぐちじゅんこ)])，長尾建1)，櫛英彦1)，大槻穣治1)，

菊池学2)，斎藤豪1)，渡辺和宏2>，古屋真吾2)，矢崎誠治川上松瀬勝男2) ，

林成之1)

[背景]ショック、低血圧の病態は血管容量減少性 (Volume;V) 、ポンプ失調
性(Pump;P) および、不整脈性 (Rate:R) に分類される (Circulation 2000. 102) 。
本研究の目的はかかる病態時のvasoactive mediatorsの特長を知ることと
した。[方法}対象はShock . Hypotentionの状態で収容した285例とし，
V.P.R の3型に分類。そして薬物投与開始前に採血した各種vasoactive
mediatorsを比較。[結果}患者背景;Vは172例、 Pは81例、 Rは32例で、平均
年齢は各々 50.4歳、 63.3歳、 63.7歳。有意差を示したのはEpinephrine(pg/ml: 
V;平均1183、 P;780、R;401) 、 BNP (pg/ml:V;平均47、 P; 562、 R;296) 。一方
Dopamine、 Norepinephrine、 ACE、 Ang2、 ADH、 Endothelinは各々有意差
なし。[結論]ショック・低血圧の3病態においてvasoactive mediatorsはその
原因で異なる動態を示し、血管容量減少性ではEpinephrineは著増(基準値上
限の約12倍)、 BNPは軽度の増加に止まった。一方、ポンプ失調ではBNPは

約28倍と著増し、不整脈性でもBNPは約15倍に増加していた。以上より
vasoactive mediators動態を視野に入れたショック治療の展開が必要と結論
した。

第 3 日目 11 : 00 --12 : 00 第 14-2会場

P・D・285 SIRS患者におけるHMG-l遺伝子発現の検討

1)大分医科大学医学部麻酔学教室

岩坂日出男(いわさかひでお)1)，鵜島雅子J)，萩原聡1)，松本重清1)，

森正和1)，宮川博司川北野敬明1)，野口隆之1)

敗血症時には従来から指摘されている、 TNF-α 、 IL-1ß などのサイトカイ

ンがmediator としてよく知られている。近年、病態の解明とともにlate
mediatorとしてHigh mobility group-1 (HMG司1)蛋白が注目されている。
HMG・1は、敗血症時の晩期の臓器障害の原因物質としてのの可能性が示唆
されている。今回われわれはSIRS患者の血液サンプルからHMG-1遺伝子の
発現程度を検討した。[方法}当院集中治療部に入室した患者でSIRSの基準
を満たした6名と健康成人ボランティアについて検討した。入室後適宜1ml
の全血採血を行い、 spin purification法により total RNAの抽出を行った。
その後このRNAを用い、 RT-PCR法により HMG-1 DNAを増幅し泳動後，
GAPDHをinternal controlとし比較検討した。[結果および考察]HMG・1 は
汎発性腹膜炎患者、敗血症患者において健康成人より有意に増加してい
た。このことは重篤なSIRS状態ではHMG・1 が新たなmediatorとして働い
ている可能性を示唆するものと考えられた。

P圃D・286 予期せぬ副腎クリーゼを発症した胆管癌のー症例

1)香川労災病院麻酔科

戸田成志(とだなるし)J)，佐藤健治1)，佐牟田健J)，北浦道夫J)，
西本雅彦J)

副腎クリーゼは急激な副腎皮質ホルモンの欠乏による急性循環不全であ

り，頻度的には稀であるがショックの鑑別診断として重要である.今回
我々は急性副腎出血により副腎クリーゼを発症し不幸な転帰をとった胆管
癌のー症例を経験したので報告する.

[症例]74歳，男性.平成11年5月肝門部胆管癌と診断し，放射線治療ならび
にステントを留置した.平成13年 8月 20日胆嚢炎に対して経皮的胆汁ドレ
ナージを施行した. 9月 20 日高熱が出現したため，カテーテル感染，胆道
感染等を疑いTPNカテーテルの抜去ならぴ、に抗生剤の変更を行った. 9月 21
日ショックとなり，意識レベルも低下したためICUに入室した.血圧低下
に対してカテコラミン，ステロイド等を投与したが，循環動態は急激に悪
化し入室3時間後に死亡した.病理解剖の結果，両側副腎に出血を認め，副
腎クリーゼと診断した.
[考察と結語}副腎クリーゼは特異的な症状がないため診断に苦慮すること
が多い.本例のショックの原因として感染症，チアミン欠乏，腸管血流不
全等を疑ったが，副腎出血による副腎クリーゼであることが判明した.原
因不明のショック症例では常に副腎クリーゼの可能性を念頭に置くことが
重要で、ある.
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教育講演 CEL-N・1)

1. はじめに

現場の看護実践を見直そう

聖路加看護大学

菱沼典子

第 1 日目 14 : 00 --15 : 00 第 4会場

新米の看護婦時代、 ICU に勤務し、人体に対する無知を知らされました。例えば、心臓の弁が実際どうなって

いるのか、心室中隔欠損とはどこがどう欠損しているのかが、わからないという状況でした。この体験がもとに

なって、からだに関心を持つようになりました。現在は基礎教育で人体の形態機能学を教えており、大学院の学

生とは看護技術、看護ケアがどうからだに影響しているのかを、生体反応から導き出そうと試みています。

集中治療の場は、生命を維持することが課題になっている場面であり、生命維持を支えるために外側からの働き

かけが多いところです。生体情報の観察も種類が多く、異常を見逃さない判断力が必要です。これらにはからだ

に関する知識が相当求められます。

そこで今回は、からだに注目して看護実践を見直してみたいと思います。

2. からだを看る

集中治療の場面では、状態把握のために、多くの測定機器が使われています。また生命維持のための人工呼吸

器や種々の機器、薬物が使われています。一人の患者様を見るという時には、実に様々な機器を含めて観察する

ことになります。そのために、機器を扱えること、機器から得られるデータを読めることが必須になってきます。

このことは大切なことであり、できなければなりません。しかしここに一つ危険があります。私自身は心電計の

波形を見て、患者様を見ていなかった、人工呼吸器が動いているかどうか見て、患者様を見ていなかった、とい

う経験がありますが、皆様はいかがでしょうか。

人工呼吸器が使われていると、人工呼吸器を管理し、呼吸音を聴取し、それらがきちんとしていれば良しとし

てしまうのです。看護職は呼吸状態を何によって看るのでしょうか。顔色、皮膚の色、胸腹部の動き、呼吸数、

呼吸音、息苦しさの有無という、看護職が直接目で看る、直接把握する観察力が、 24時間ベッドサイドにいる強

みではないでしょうか。経皮的血中酸素飽和度や血液ガスのデータを読めることはもちろんですが、目の前のか

らだという実体を持つ患者様を、直接看ることの大切さを改めて確認したいのです。

3. 生活を援助する

人工呼吸器が使われている、勝脱にバルンカテーテルが留置されている、というような状況は、集中治療にお

いてはしばしばあることです。しかし人工呼吸器で息をすることや、留置カテーテルで尿の排准を行うことは、

普段の息をすることやトイレに行く生活行動とは、非常にかけ離れています。看護は日常生活行動を援助するこ

とを大きな仕事にしていますが、通常の生活行動とのギャップをいかに埋めるかは、看護の課題でありましょう。

通常の呼吸では胸腔内圧の陰圧によって息が吸い込まれますが、人工呼吸器では陽圧で送り込んで、います。か

らだから見たら、大きな変化です。呼吸器はコミュニケーションの主たる手段である言葉の発声にも使われてい

ますが、これも妨げられます。呼吸の方が生命維持に大切なので、言葉は失っても仕方ないと了解していますが、

仕方がないで、終わらせてしまっては、看護職の意義が関われます。

ベッドの狭い面積、空間の中でも、今日 1 日の生活が営まれているということ、その営みに看護職は責任を持っ

ているのです。朝目覚め、顔を洗い、食事をし、トイレに行くという毎日の生活が、やり方を変えて行われてい

るのです。看護職はこの普段とは違う日常生活を支える役割があります。そのためには普通で、はどうしているの

かを知っている必要があります。疾病や治療のために、どのような違いが生じ、それに対してどのような看護ケ

アが必要なのかの基礎知識は、からだの構造と機能の中にあると，思っています。

4. おわりに

看護ケアはからだの反応を引き起こします。直接からだに触れなくとも，言葉をかけるだけでからだは構えの

体勢を取り、次の動作への準備をします。ただ、看護ケアの刺激は非常に小さいものであり、その反応も測定が

困難です。そのため看護の効果を示すことが難しく、看護によって得られたと思うような回復も、説明しきれな

い現状があると思います。そこを解決していくために、臨床家と研究者が一体になって取り組む必要があります。

学会がそういう連携を作る場になり、看護ケアの開発と効果の証明がなされていくことを期待しています。
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教育講演 CEL-N・2) 第 2 日目 9 : 00 -10 : 00 第 4会場

臓器移植患者と家族のスピリチュアリティの視点、

ーアメリ力における現場での取り組みからー

岡山大学医学部保健学科

林優子

私は昨年、移植前から移植後にわたり継続医療が実践されているアメリカ合衆国ミネソタ州ロチェスターにあ

る Mayo Clinic Transplant Center で臓器移植について学ぶ機会に恵まれました。患者と家族を中心にしたチーム

アプローチによる移植医療は、患者個々人の主体性と自律を尊重し、患者のニーズを優先するという Mayovalue 

に基づいて、サイエンスとヒューマニティにそった活気溢れる雰囲気の中で行われていました。

本日は、アメリカにおける臓器移植医療の考え方や取り組みをご紹介しつつ、移植患者とその家族のスピリ

チュアリテイに目を向けたスピリチュアルケアの重要性について述べたいと思います。その前に、移植医療は患

者と臓器提供者と医療者の3者の関わりによって成立するという社会性を含んだ複雑な医療であることから、臓

器移植医療を考える上で、以下の点を明確にしておきたいと思います。第一は、人間は誰にでも生きたいという

思いがあること。第二は、臓器移植は他者の死、臓器の提供(死体または生体)、そして移植といった一連の流

れの中で、ドナーの意思と善意を、移植を希望する者の望みにつなげていく医療であること。第三は、臓器移植

によって生じる新しい生への感動と、移植後その人の QOLが一段と高まること。第四は、しかし、臓器移植は疾

患に対する完全な治療法ではないということ、などです。

さて、本題として取り上げたスピリチュアリティとは、患者や家族が人生の危機に直面したとき、希望を持ち

続け、自己の中に内的な力や平安・平静を見いだし、自己の内面に生きる意味や目的を見いだそうとする機能で

あり、人間の統合的全体性の意味合いを含むものとされています。従って、それは健康維持、病気からの回復、

そしてターミナルケアにおいて重要な概念として取り上げられていますが、我が国では、緩和医療を除いては医

療の現場で馴染みがない用語です。欧米では、スピリチュアルケアの研究や実践への適用が臓器移植の場におい

ても実施されており、病院専属の牧師がスピリチュアルケアの中心的役割を担っています。しかし、今日言われ

ているスピリチュアリティの考え方は、神との関係である信仰や宗教に関することだけではなく、人生における

意味や目的の感覚を人にもたせる自然や芸術、家族やコミュニティ、他者との関係からなる広い意味を含んだ概

念として捉えられています。

臓器移植を受けた患者や家族は、移植後、ドナーへの感謝とともに新しい人生や生活を取り戻した喜びを感じ

ています。さらに、時間的経過と共に移植された臓器が自分の身体と一体感を感じることができるようになり、

自己管理も習慣化されてくると、肯定的な自己概念や QOL を高める意欲にもつながります。

しかし一方、国や文化や習慣との違い、あるいは移植される臓器の違いはあっても、共通した移植特有の悩み

や苦痛を体験することもあります。移植待機の時期において、慢性疾患で重篤かっ進行する状態にある患者や家

族は、移植に対する希望と、払拭しきれない死への不安を抱いて移植を待ち続けています。また、不確かな状況

の中でこのまま死ぬかもしれないという恐怖感、ドナーを待ち望むことが他人の不幸な死を待っているかのよう

な罪悪感、疎外感や抑うつなどの感情も移植待機中に繰り返される反応です。免疫抑制剤による副作用及び合併

症に対する反応や対処行動は、患者によって肯定的に受け止められたり否定的であったりと様々ですが、移植後

の心身の問題として現れてきます。拒絶反応について心臓や肺移植の場合では、患者が再移植を望まない限り、

ターミナル期における患者や家族と同じ対象喪失を伴う悲嘆のプロセスを辿ることにもなります。そうすれば、

移植待機中に臓器提供を待たずに亡くなる患者の家族と同様に、移植後に患者と死別した家族のグリーフワーク

へのケアも必要になってくるでしょう。

臓器移植患者や家族にとって、移植そのものは通過点であって終わりではありません。患者や家族ひとり一人

が体験する危機を自ら乗り越え、その人がそのときそのときに自ら生きる意味や目的を見つけ出して生きていけ

るようなスピリチュアルな側面を視野に入れていくことが、今後の臓器移植医療にとって重要な課題の一つであ

ろうと思います。
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教育講演 CEL-N・3) 第 2 日目 1 0 : 00 -11 : 00 第 4会場

Competency: A Mechanism for Risk Reduction 

Providence Hospital, Washington, D.C. 

Byron G. Atkinson 

Co町田 Description

Competency is a validation process that compels a staff member to demonstrate the skills and abilities necessary to 

perform required job functions according to expectations and standards set by the institution. To truly be competent, the 
caregiver must possess and demons廿ate the necessary knowledge, psychomotor skill, judgement, and attitude. Competency 

validation emerged from nursing but is quickly spreading throughout the healthcare industry to inc1ude even ancillary 

departments. 

Competency validation begins before an employee is hired. Licensing Lo紅白 andgovemmental review agencies may 

dictate certain requirements for nぽsesand other licensed practitioners. The hospital defines performance criteria and writes 

job descriptions for each job c1ass. This information guides Human Resources and department managers in the interview and 

hiring process. Activities necessary for job performance are analyzed based on risk and frequency criteria. High risk, high 

frequency activities are targeted for initial competency assessment during an employee's orientation and then periodic 

(usually annual) revalidation. High risk, low frequency activities require ongoing education and training to maintain 

competency. Educational requirements and competency validations that affect all of an organization's employees or that 

a妊'ect employees from multiple areas are efficiently handled using cen廿alized or hospital-wide sta妊 development. Education 

and competency validation for specific patient groups or activities in a limited setting are more e妊'ectively dealt with at the 

unit or department level. 

Today's hospitals care for acutely ill patients using increasingly more complicated therapies and technologies. 

Healthcare consumers have, at the same time, become more knowledgeable about their care and more aware of their rights. 
These factors mandate that hospitals be proactive in the field of risk reduction and risk management. A fundamental step in 

the process of risk reduction is assuring the competency of the institution's staff. Employees who perform their assignments 

correctly and who have the appropriate attitude and critical thinking skills are able to identiちT and act upon problems as soon 

as they develop. More importantly, these employees are better able to identify areas of potential risk to the patient and 
suggest solutions to help keep them from ever becoming an actual risk to the patient. This workshop will explore competency 

and the role of hospital wide and unit based sta妊 development.
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シンポジウム CS-N・1) 第 1 日目 1 0 : 00 --12 : 00 第 4会場

看護におけるリスクマネージメントーリスクマネージャーの役割と課題一

ヒューマンファクターに基づく新しいリスクマネージメント

日本航空(株) 総合安全推進室

佐久間秀武

世界の民間航空機の事故率は、 1975年頃までは技術の発達や法規制の整備により著しく減少したが、それ以後は100万四

に1回の割合で横ばい状態にある。国連の国際民間航空機関 (ICAO) は、このままでは将来の飛行回数の増大とともに事故数

が増加することを憂慮して、航空界における安全推進の抜本的な変革を提唱した。その変革とは、技術や法規制に代えて

ヒューマンファクターという新しい概念を導入することであり、従来からの責任指向型や結果指向型の事故防止から原因指

向型の事故防止への転換といえる。この種の変革は、航空界だけでなく医療界などの他の分野でも必要であり、欧米の先進

諸国ではすでに多くの産業界が航空界との連携のもとにヒューマンファクターの概念の導入を目指している。また、将来的

には、ヒューマンファクターが人間を含むすべてのシステムにおけるリスクマネージメントの新たな理論的基盤となること

は疑う余地もない。本講演では、我が国でこれまであまり知られていなかったヒューマンファクターの概念について、いく

つかの概念モデルをもとに平易に解説するとともに、医療界における実践に向けた具体的な戦略も示唆してみたい。

晶質管理の視点で捉えた医療事故の防止

早稲田大学理工学部

棟近雅彦

事故を防止するためには，発生した事故に対する深い分析が必要である.特に，投薬のように標準的な手順が存在する場

合は，その手順と対比した分析が有用である.このような分析を可能にするには，事故報告書の書式をそれに適したものに

すること，および標準的な手順を図などで可視化することが重要である.これを用いることで，品質管理における問題解決

における重要な考え方，すなわち「重点指向j ， I事実に基づく管理j ， Iシステム指向j ， I標準化」などを取り入れることがで

きる.

事故の内容を正確に把握するには，事故のモデル図を用いて，情報，モノ，作業のいずれの問題かを明確にするための分

析手法が有用である.

分析は，次の2段階で行うことが望ましい.第一は，看護婦の場合であれば，当事者，チームメンバー，主任，婦長で構

成される病棟内のチームによる分析である.この目的は，主に事故報告書を埋める，問題を共有化する，分析の教育を行う

ことである.第二は，リスクマネージャーを中心とするRM委員会などの，病院全体の質向上の責務をもった組織による分

析である.ここでは，共通問題の把握と共通対策の検討，標準化の推進が重要な目的となる.

リスクマネージメントの実際
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私どもの病院は過去において医療事故の多い病院であった。これらを改善する目的で1995年から医療事故防止対策に取り

組み始めた。航空機のリスクマネージメントの手法からインシデントレポートシステムを導入した。これに近い報告形式は

看護部では以前から行われていた。医師にインシデント、アクシデントの報告制を導入して、そのインシデント、アクシデ

ントレポートを検討するのに医師11名で構成する「医療評価委員会j (後にリスクマネージメント委員会と改称、さらに本年

から医療安全推進委員会と改称)を作り事例の背景因子を検討し、再発防止の検討を始めた。その結果を病院の運営にフィー

ドバックするようにした。そのフィードパックは病院全体と個別の科と 2つの方法で、行っている。看護部でもリスクマネー

ジメントナースを置く一方で、 Nr. リスクマネージメント委員会を作って事例の検討をして婦長会やリスクマネージメント

レターでフィードパックをかけている。検討方法は結果的にはSHELモデルに近いものであった。
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インシデントレポートを事故防止策に活用する

名古屋大学医学部付属病院看護部

伊藤恵子

1. 当院の医療事故防止のための組織

2. リスクマネーメントチーム (RMT) の活動

3. 看護部RMTの活動方針

-看護職員の安全意識を高める

・インシデントレポートの意義を共有できる職場風土をつくる

・インシデントレポートから事故の原因を分析し、事故防止策を立てる

.事故防止策を実施し、安全行動を実施する

4. インシデントレポートに対する基本的視点

「インシデントレポートは医療事故の危険性がどこに潜んでいるか教えてくれる貴重な資料であり、また事故防止策を

立てる上でも貴重な資料となる。」という考え方を現場に浸透させる取り組みを行った。その一つの方法としてインシ

デントレポートを最も多く提出した部署を部門ごとに「事故防止に取り組んだ部署」として表彰した。インシデントレ

ポートを出しやすくする方法として、当院では無記名、チェック方式を取り入れ、記述式の部分は「発生状況」と「なぜ

気づいたか」のみとしている。

5. インシデントレポートを活用した活動

-集計結果を知らせる。

-具体的事例を、その時々でポイントを絞って(例えば「患者間違いJiライン管理」など)、原因・誘因別に分類するな

どして知らせる 0

・報告した事象に対する、実践可能な事故防止策を提案する。

-各職場での討論を依頼し、各職場から上げられた対策を全体に紹介する 0

.全体で統一して取り組む対策を決定して取り組む。

6. まとめ

・インシデントレポートは、事故防止の取り組みの一環として職場に定着した。

-具体的事例の紹介は、人事ではなく自分にも有りうることとして受け止められた。

インシデント報告に基づいた対策が検討されるというスタイルができた。

-今後、インシデント発生の背景をより明確に把握し、より実践的な対策に生かすため、現場チェックが必要である。

ゼネラルリスクマネジャーの役割と今後の課題

ーフィードJ'\ックの実践からー

千葉大学医学部附属病院安全管理室l、同看護部2

倉山富久子I、平津博之I、赤井ユキ子2、演野孝子2

[はじめに]安全管理体制の基本は、事故やニアミスに関する情報の収集、分析、防止策の企画と現場へのフィードバックで

ある。スタートしたばかりのゼネラルリスクマネジャーは、院内の安全体制が組織的にも整わないままその活動に取り組ん

でいるのが現状である。

[目的]本研究は、フィードバックの実践からリスクマネージャーとしての課題を明らかにし今後の実践に役立てることである。

[対象及び方法J2001年4月 --8月に看護婦が提出したインシデント報告に対してのフィードバック。

[結果・考察]報告された内容は、投薬に関して30.4%、転倒19.9%、転落9.2%、ライン管理22.1%、その他18.3%である。

フィードパックとしては、報告されるインシデントの状況の把握、分析から安全対策をたて、リスクマネジャー連絡会にて

注意喚起する。薬剤部、輸血部、感染チームと一緒に調査、あるいは各部署への支援、調整業務を担ったO

[結語]インシデント報告のあり方、ヒューマンエラーに対する防止策、リスクマネジメントに対する職員の意識の向上等が

課題となった。今回は看護部の取り組みを中心に報告する。
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シンポジウム (S-N・2) 第 1 日目 15 : 00 --17 : 00 第 4会場

クリテイカルケアの質一日常生活支援:清潔ー

ICU入室患者の清拭方法の検討

一蒸しタオルによる清拭と石鹸清拭との比較からー

前橋赤十字病院 集中治療室

村田亜夕美

清潔援助は臨床では欠かせない日常生活援助として定着している。援助の方法には全身清拭をはじめ、入浴や洗髪、部分

浴など幅広く、それらがもたらす効果は様々である。 ICUに入室する患者は治療上での安静臥床や栄養状態の低下、代謝のi

変化などにより、皮膚バリア機能の障害、易感染状態を招きやすい。そして清潔行動の制限を余儀なくされるため汚れやす

く、爽快感・清潔感を得られにくい。

当ICUで現在行われている清潔援助は蒸しタオルによる清拭や部分浴であり、ほとんど慣習的に行われている。そこで今

回は皮膚の清潔を保つ、爽快感・清潔感の獲得、皮膚障害の予防を目的に石鹸清拭に着目し、皮膚pH ・皮脂量・皮膚の細菌

数、看護婦による観察、実施中のバイタルサインズについて蒸しタオルによる清拭と比較調査した。両者の数値的な変化に

明らかな違いは得られなかったが、石鹸清拭の効果を視覚的な変化から得た。石鹸を使用することで汚れを除去し、清潔感

を獲得した。また効率性を求めた方法だけでなく、全身の状態、個人の日常生活を考え、方法を選択することが必要である。

さらに今後は回復力を高めることのできる方法について検討していきたい。

新しい清潔ケアへの試み一洗浄ケアの導入一

昭和大学藤が丘病院集中治療センター

根本友重

身体を清潔にすることは、健康的な日常生活を営む上で欠くことが出来ない。そのため、重症集中ケア領域における患者

の清潔行動も看護ケアの中では重要な位置を占める。とくに、重症集中ケア領域の患者は各種カテーテル挿入などにより感

染に晒され、易感染状態にあり、清潔にすることは皮膚および粘膜の機能を良好に保つ必須の処置である。汗腺から分泌さ

れる皮脂やほこりを取り除くために、現在、一般的に石鹸による全身清拭を行なっている。しかし石鹸を用いて清拭した場

合、弱酸性 (pH: 4.5--6.5) である皮膚に対し、石鹸の多くはアルカリ性で、皮膚に残留すると角質が溶けて肌荒れの原因と

なり、皮膚の保護作用を低下させる。全身清拭を行なった場合、石鹸の皮膚残留に対しては三回以上ふき取ることが望まし

いが、三回以上ふき取ることはかえって患者の疲労度を増し、生体への負担が大きい。日本人の習慣における一般的な清潔

行動は入浴である O 日本人にとっての清潔行動は、入浴と同等の効果が期待されるものが望ましいと考える。患者の疲労度、

皮膚の生理機能を高める上でも効果的な洗浄を用いたケア方法を文献的に検討し、ケアの実際について報告する。

清潔援助における副次的効果

ークリテイカルケアで期待される効果一

板橋中央総合病院重症集中ケア

神成田朝美

クリテイカルな患者は、エネルギーの消耗を防ぎ、循環動態が変化しないようにという名目で、過剰に清潔援助が制限さ

れることがある。看護においては、合併症を予防し治療効果を最大限に求めるためにも、日常性を維持・早期回復する援助

が必要である。看護婦独自の行為である清拭を、この視点から考えてみたいと思う。清拭は、清潔の保持や爽快感に加え、

1.日常生活リズムを整え、サーカデイアンリズムを獲得する。 2. 清拭に伴う体位変換により、疲を移動させ略出を促す。

3. 保温・運動による関節拘縮予防・筋緊張の緩和・リラクセーション効果をもたらす。などの効果が期待され、これは日

常性の維持・早期回復につながると考えられる。一度合併症を併発すると、これが困難になるのみならず、患者生命までが

危険にさらされることになる。クリテイカルな患者に対しては、安全面の確保にも配癒した上で、1.幅広く鋭い観察力。

2. 事象に対する専門的知識及び、的確な判断力。 3. 科学的根拠に基づいた確かな技術。が重要で、あり、これらを踏まえた

清潔援助がクリテイカルケアの質の向上につながると考える。

-174-



看護ケアにおける清潔援助の捉え方

聖路加看護大学大学院博士課程

楼井利江

看護ケアにおける清潔援助は、行為の単位で語られることが多い。全身清拭、シャワー浴、などである。しかし、これら

の行為を通して看護ケアの目指しているものは「清潔」という概念でくくられており、この「清潔」が抽象的で、あるために看護

ケアの成果 (outcome) を評価する上では混乱を招きやすい。実際には「行ったかどうか」という基準で評価している施設が大

半を占めるのではないであろうか。

筆者は看護ケアが生体に及ぼす影響について研究しており、その視点において清潔援助を捉え直してみると、ひとつの看

護行為によって網羅されるものではないと考えられる。特にクリテイカルケア領域においては多くの看護ケアが必要であり、

それらの看護ケアがどのような位置づけにあるのかをChinn & KramerがrTheory and Nursingjの第5版で、示した看護学に

おける知識の開発モデルを参考に考察し、清潔援助に関する看護ケアの現状での到達点および課題点について議論する。

総論としての清潔の捉え方に関する新たな枠組みと、清潔援助の目指しているものは何かを筆者が試験的に提示し、本シ

ンポジウムで共に考えてみたいと思っている。

医師の立場から見た清拭の重要性と問題点

日本大学医学部救急医学教室

雅楽川聡

j青拭には全身観察、感染防御、老廃物排池機能の保持といった治療面の重要性と、コミュニケーションの確立や身体の清

潔感・爽快感を保持させるなどの生活援助の有効性が存在する。さらに清拭前後の全身状態の変化には的確な判断と対処を

要することは知識として理解していても、実際には清拭の施行時間や方法に個別性がないまま業務単位として機械的に組み

込まれる危険性がある。具体例として脳低温療法中に清拭により急激な体温低下のために不整脈を誘発する危険性が生じた

事例や、 CT撮影後に治療方針が決定する予定であった患者が清拭のために撮景5時間の変更が余儀なくされる事例を経験し

た。したがって①医療従事者間での管理スケジ、ユールの明確化とその情報伝達、②清拭に伴う容態変化をきたした事例の検

証、③清拭の頻度、開始時間、施行方法(全身か局所か)の選択などを再考し、清拭の質を個々の病態に合わせて可変的に扱

う必要性があると考える。

日本人の風呂のルーツ

立教大学アジア地域研究所研究員

松平誠

日本人の風呂好きは世界ーといわれる。その理由として第一に挙げられるのは、この国が世界ーの温泉地だということで

ある。こんなにたくさんの温泉が各地にわき出すところはない。日本人は、労せずして温泉浴の楽しみを知るという自然の

恵みを満喫できたのである。 つぎに、古代の人々は、山の横穴を利用して蒸し風日をつくり、共同で楽しんでいた。奈良

時代には、仏教の伝来とともに「施浴」という功徳が伝えられたが、これは大釜に湧かした湯で貧しいひとびとの体を洗うこ

とが「功徳」になるという教えで、湯に浸かることよりも体を清めることに目的があった。 こうして、西国では蒸し風呂中

心の「ふろ」、江戸では湯を貯めて浸る「ゅ」が発達し、明治になってはじめて肩までっかる入浴が一般化したのだという。江

戸の「ゆ」も、近世後期までは腰湯と蒸し風日の合いの子のようなものだったのである。

昭和40年代になって内湯が一般になり、銭湯は少数の愛好者のものとなってしまった観がある。しかし、形は変わっても、

日本人の風呂好きはかわらない。若者も旅行地を探すときは、先ず温泉地となるのである。
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シンポジウム CS-N・3) 第 1 日目 15 : 00 ........ 17 : 00 第 6会場

感染院内サーベイランスの現状と今後の課題

院内感染対策におけるICNの役割

岡山大学医学部附属病院看護部

渡遷都貴子

看護は学際科学といわれるように、感染管理においても感染管理看護婦は、多くの知識・技術レベルの能力を要求される

とともに、管理能力として対人関係能力、創造力・問題解決能力が要求される。感染管理プログラムは、従来の①疫学及び

統計学②感染症学③微生物学④患者ケア③洗浄、滅菌、消毒⑥マネジメントとコミュニケーション⑦職員の健康⑧教育の8

項目に加え、顧客(患者や職員)満足、経済効果を考慮するという要素を含む。感染管理看護婦は、感染管理プログラムを立

案・実践・評価していくという役割を持つ。感染管理プログラムは、医療の質管理プログラムの重要な側面である。感染管

理看護婦は、各分野の専門家と協働して、これらの役割を果たして行かなければならない。

21世紀の感染管理を考えるとき、医療構造の変化、社会状況の変化に合わせ、世界規模で、の感染症への取り組み、また病

院の機能分化や医療の現場が在宅へと拡大していること、更にはバイオテロリズムなどを考慮した、地域レベル・世界レベ

ルでの感染管理に取り組むことが求められよう。

厚生労働省「院内感染対策サーベイランス事業Jについて

国立感感染症研究所

荒川宜親

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)やパンコマイシン耐性腸球菌(VRE)のが海外の医療施設で蔓延し医療にとって大き

な障碍となっている。我が国でも、 1980年代より MRSAが問題となり、今や医療施設で分離・検査される黄色ブドウ球菌の

過半がMRSAと判定される事態となっている。その他、 VREも各地から分離報告されるようになり、さらにセラチアやエン

テロバクターなどによる同時多発的血流感染も発生し死者も出る等、医療施設内における感染症対策の充実が急務となって

いる。

このような事態の下で、厚生労働省は、各医療施設における院内感染対策委員会などの活動を支援するため、平成12年7

月より「院内感染対策サーベイランス事業」を開始し、医療施設における細菌の分離状況や薬剤耐性の獲得状況、感染症発生

状況などについてデータの集積と分析を開始した。現在、集中治療部門サーベイランス、検査部門サーベイランス、全入院

患者部門サーベイランスの3つの部門に別れ調査行われ、集計結果が参加施設に還元され、またその一部は、感染研のホー

ムページ、<URL:http://idsc.nih.go.jp/index-j.html >の]ANISより一般にも公開されている。

今後、 SSI、 NICU部門サーベイランスも順次立ち上げる方向で準備が進められている。

国立大学病院感染対策協議会サーベイランスについて

弘前大学医学部附属病院看護部

安田文子

国立大学病院感染対策協議会は、国立大学病院病院長会議の諮問をうけ平成12年10月設立された。協議会は、1.サーベイ

ランス策定委員会、 2. ガイドライン策定委員会、 3. 医療廃棄物処理ガイドライン策定委員会、 4. 針刺し・血流感染対策ガ

イドライン策定作業部会、 5. ICN(ICD)養成の教育システム整備とテキスト作成作業部会の5作業部会が活動している。

ICN(ICD) 養成の教育システム整備とテキスト作成作業部会では、 ICNの教育の一環として、感染対策における専門機能

を強化するための専門的・実践的知識の習得を目的とした研修会を企画した。 ICNの活動の中で、サーベイランスは、現状

の感染対策の評価や改善のために重要な課題であると認識しながらも、時間的な制約(多くのICNは兼任)や実施のための協

力体制・方策・具体的な学習の不足を問題としていた。

第1回の研修会では、サーベイランスをキーワードに研修会を開催、演習課題として国立大学附属病院42校が一斉にiCV

カテーテルに由来する血流感染サーベイランス」を実施した。今回は、このサーベイランスをとおして、明らかとなったサー

ベイランス実施上の問題やICNが有効に機能するための課題について報告する。
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国立大学病院集中治療部協議会ICU感染対策ガイドラインについて

東北大学医学部附属病院集中治療部

松川周

平成13年1月に開催された第16回全国国立大学病院集中治療部協議会において、集中治療部における感染防止の重要性に

鑑みICUにおける感染防止のためのCPGを作成すべきだとの提言がなされ、協議会の中にICU感染制御CPG策定委員会が立

ち上がった。 CPGの内容は、 ICUにおけるICTの役割、標準予防策、環境整備(設備、落下細菌調査、履き替え・着替え、清

掃、患者の清拭、人員配置、菌種と隔離・保菌と隔離、医療従事者の保菌状況調査、環境・医療器具の消毒)、抗菌薬の使用、

部位別感染症(肺炎、血流感染、尿路感染、創感染、敗血症、樗創)など多岐にわたっており、現在策定作業がほぼ終了した。

CPGの策定にあたっては、米国感染症学会の基準に則して推奨レベルを記載することにした。なお、この委員会のCPGの内

容は、国立大学病院感染対策協議会で策定が進行中のCPGとの整合をはかる予定である。 CPGの策定と併行して、 GCP策定

後に状況がどのように変化するのかの評価をするため、平成13年5月 ICUにおける感染制御の現状についてアンケート調査を

行った。

本シンポジウムでは、 CPGの概要を述べるとともに、国立大学集中治療部の感染防止対策の現状についてのアンケート調

査集計結果を紹介する。

厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業ICU 部門からの報告

名古屋大学救急・集中治療医学

武津純

院内感染対策を医療のシステム改善の観点から捉えると、構造、プロセス、転帰に分けて対策を立てることが必要になる。

厚生労働省が平成12年7月から開始した院内感染対策サーベイランス事業のICU部門はその中でプロセス評価および転帰評価

を行うための臨床指標を提供し、全国平均値の算出と施設問比較を行うことによって、参加施設に院内感染対策の改善のイ

ンセンテイブを与えるものとして位置づけられている。 ICU部門には現在30施設が参加し、 9カ月の段階で登録患者数は8195

人である。解析項目としてはリスクで調整した感染率、院内感染(耐性菌/感性菌)、非感染の患者転帰の全国平均値および

施設別の評価となっている。薬剤耐性菌によって院内感染を起こした場合はAPACHEで計算された標準化死亡比 (SMR) が

70%上昇し、感性菌による感染ではSMRは40%上昇し、非感染ではSMRは0.83であり、重症度で層別された患者群で、薬剤

耐性菌による院内感染の合併は患者転帰を悪化させていた。また、施設問比較では症例数がまだ不十分ではあるが、バラツ

キもみられていた。

院内感染対策の行政の取り組み

厚生労働省医薬局安全対策課

佐藤敏行

厚生労働省の院内感染対策は、当初、 MRSA、 B型肝炎等特定の疾患を対象に始められ、研究班の業績を周知する通知の

発出が行われたことにはじまるが、現在は、医療機関全体の清潔保持を視野に入れた対策に移行しつつあり、手指の消毒等

の基本手技の実施、医療従事者への教育の徹底等の重要性を周知し、院内感染対策を支援することとしている。

この観点から、厚生労働省として2000年より院内感染対策サーベイランス事業を開始し、全国の医療機関より収集したデー

タを解析し、参加医療機関に還元する一方、 HP掲載等を通じて広く国民に対しデータを提供している。また、 93年より従

事者講習会を開催し、毎年、医師、薬剤師、看護婦等を中心に4000人余の参加者をみる一方、施設内感染に関する相談窓口

を開設し、施設からの疑問に直接答える方途も設けている。

今後、院内感染に関する「総合的ガイドライン」の策定を進め、また、国立大学医学部附属病院感染対策連絡協議会におけ

る同種の試みと情報交換を密に行い、連携して行く等、より院内感染対策を推進するための方策を多くの関係者と協力して

模索してまいりたい。
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シンポジウム CS-N・4) 第 1 日目 1 0 : 30 -12 : 00 第 8会場

より洗練された論文(研究)を目指して

日本集中治療医学会看護部会出版編集委員会

丸山美津子

(兵庫医科大学病院)

日本集中医療学会機関誌編集委員会の協力のもと、過去2回に渡り「看護論文の書き方セミナーJiよりよい学会発表と論文

作成を求めてJ を開催してきました。論文の構成、書き方から始まり、学会発表(効果的なプレゼンテーション方法)やそれ

を論文へと発展させるための具体策を分かり易くレクチャーしていただき、またアットホームな雰囲気の中で自由な意見交

換を行ってきました。今回はその第3弾として、機関誌編集委員の先生方を講師に招いて開催致します。

臨床での「疑問Ji問題」を研究テーマとして絞り込み、研究計画書を作成するまで、また論文をまとめるにあたり重要な役

割を果たすのが文献です。そこで、「文献の活用」に焦点をあて、より洗練された論文にするために欠かせない「図・表の取

り扱い方」、さらに時流である「研究の倫理的側面」について、皆さんと一緒に学び考えて行きたいと思います。

講師:兵庫医科大学救急災害医学 丸川征四郎

帝京大学医学部附属市原病院集中治療センター 福家伸夫

北里大学医学部救命救急医学 相馬ー亥
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シンポジウム CS-N・5) 第 2 日目 15 : 00 --17 : 00 第4会場

インフォームド・コンセントの諸問題

集中治療現場でのインフォームド・コンセントの問題と看護婦の役割

岡山大学医学部附属病院集中治療部

梶清友美

インフォームド・コンセント(以下1.C)は、患者と医療者との共同の意思決定のプロセスを表す言葉であり、患者の人権擁

護、医療の倫理的原則として重要性が強調されている。

集中治療現場においては、患者自身が意思決定プロセスに参加することが難しく、多くの場合1.Cの対象は患者の家族にな

る。しかし、その家族においても、大切な家族員が重篤な状態にあり、情緒的にも不安定になっている。患者の家族は、極め

て困難な状況下で、医療者の示す専門性の高い多量の情報や、生死にかかわる重大な問題を理解し、患者に代わって意思決

定をしていくことが求められる。また、看護婦においては、家族と信頼関係を築いていくためにも、看護ケアの1.Cを行なう

ことが必要である。さらに、家族が後で後悔しない選択をするため、意思決定への援助を行なうことが重要となる。そのた

め、危機的状況にある家族の精神的な援助を行なうとともに、医師の説明の補足や、公平で客観的な情報を提供できるだけ

の力量が関われることになる。今回、看護の立場で家族の意思決定を支えることができた症例を紹介し、集中治療現場での、

1.Cの看護婦の役割について考える。

よりよいインフォームド・コンセントを目指した活動経過

名古屋大学救急部、集中治療部1)、

同メンタルサポートを考える会2)、同インフォームドコンセント委員会3)

真弓俊彦1-3)、武津純1)、植村真美2)、太田真美問、三浦昌子2)、上田裕一3)

[目的および方法]名古屋大学におけるインフォームド・コンセント (IC)の質の向上を目指した活動を報告する。

[結果]名古屋大学におけるICの向上における活動経過を順に示す。①ICU患者の術後せん妄対策を検討する組織の必要性が

認識された。②せん妄のみならず、告知、ターミナルケアでのメンタルケアの向上を目指して自主的な、メンタルサポート

を考える会が設立され、定例会で事例検討やメンタルケア対策を協議し、講演会とアンケート調査を実施した。その結果、

病名を伝える場合にも伝えない場合にも問題があることが判明した。また、病名病状をどこまで伝えたかの情報の共有化が

医療従事者間にないことが判明した。③病院の正式な組織として、インフォームド・コンセント委員会が設立され、患者の

権利章典、 ICにおける留意点を作成、公開した。また、病名を伝える場合のマニュアル、病名病状をどこまで知りたいかの

患者の意向調査票、病名病状説明用紙を作成した。

[結語JICの重要性が認識されるようになり、自主組織のみならず公式な組織も結成された。今後は、患者家族、職員のメン

タルサポートの質を高めるためにさらなる整備が必要である。

患者の立場かs--入院児をもっ親として~

菅俣弘道

(医療事故被害者)

愛娘笑美は、その短い人生の殆どを病院で過ごし、 l才半の時、医療事故で亡くなりました。入院中の事を思い起こした

時、乳幼児に対するインフォームド・コンセントと言うものに疑問を感じましたので、ここで御報告致します。

いつもと違う治療(注射、投薬、検査等)があった時、大人ならば、その場で質問し説明を受ける事ができます。それでは

子どもの場合はどうでしょう。話のできる年頃の子なら親に話し、親が質問するでしょう。しかし、話もできない乳幼児は、

医療者からの説明が無ければ全くわからないのです。

親の立場で言えば、よほどの緊急を要するもの以外は事前にインフォームド・コンセントをとるべきだと考えます。

私達の場合でも、知らない聞に薬がかわっていたり、聞いていない病気の治療を受けていたりしていました。後に、家族

に心配をかけさせない為にしたと言われましたが、事実を知った時の不信感に比べたら、しっかりと説明してもらった方が

良かったと感じました。 親にとって子供の事は、自分以上に心配に思います。小さな事でもしっかりとインフォームド・

コンセントをとる事が、信頼関係を作る上で絶対に必要だと思います。
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リスクマネジメント担当者の立場から

学校法人慈恵大学

安田信彦

医療機関のリスクマネジメントの視点からみた場合，インフォームド・コンセントは必須である。患者が診断治療計画を

理解して承知していれば，計画と実施との聞に生じた不一致を指摘でき，重大事故を未然に防げる。また，インフォームド・

コンセントを確実に行えば，医療従事者の説明義務が果たせ，患者との係争を防げる。これは，患者が重症で，診断治療が

複雑であればあるほど重要である。しかしながら，集中治療においては，患者本人はおろか，その家族や関係者に十分な説

明をできないままで，診断や治療を開始しなければならない場合もある。そのような場合，さまざまな状況や考え方が存在

し，要不要の判断の明確で定型的な基準はない。重要なことは，患者側との意思疎通に十分努力を払い，要不要の判断の根

拠を診療録に明記することである。説明できた場合でも，集中治療患者の状態の予想はっきにくく，説明する際の表現に注

， 意する必要がある。憶測を極力避けて事実を正確に伝えることに留意すべきである。ここでも診療録への記載が大切で、ある。

また，集中治療ではとくに，患者の状態が突然変化しうることを，家族や関係者に承知しておいていただくことはいうまで

もない。

法律家の立場から見た、インフォームド・コンセント

リード法律事務所

菊元成典

いわゆるインフォームド・コンセント(直訳すれば、情報が与えられた上での同意。以下、 IC と略す。)が実際に問題となっ

た事例(例えば、若年者、高年者の場合、ガン告知の場合、宗教的な信念が関係する場合など)を紹介するとともに、 ICが必

要とされる原理・根拠を探りたい。

従来、 ICは、患者の自己決定権(憲法13条)からのみ導かれ、これに対応する形での医師の説明「義務」を観念されていたよ

うに思う。

しかしながら、私は、 ICは、よりよい医療を受けるための患者の権利、さらには、医師と患者の、よりよい医療を探るた

めの相互協力(いわゆる「治療共同体」の考え)、ととらえられるべきであるとも考えている(これは、いわゆるEvidence Based 

Medicineの一部にもなると考えている)。

この考えにたって、 ICを、「誰との関係でJiどのように」行っていただくべきか等につき、法律家としてまたー患者として、

医師に望む指針(希望)を考えたい。
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シンポジウム (S-N-6) 第 2 日目 9: 00~11 : 00 第 6会場

看護の視点か5みた鎮静マネージメン卜

人工呼吸器装着患者の持続鎮静に対する評価の検討

弘前大学医学部附属病院集中治療部

水木幸子、小野彰子、奈良順子

【目的]人工呼吸器を要する患者は、持続鎮静を必要とする頻度が高く、有効な鎮静薬の使用が重要であり、経時的に鎮静レ

ベルを評価する必要がある。 BIS(Bispectral Index) は麻酔深度、とりわけ鎮静度の評価に有用なモニターとして利用され

ている。当ICUにおいても、持続鎮静患者に対し、鎮静レベル評価のために、 BISモニターを装着してる。現在ICUでは、鎮

静レベルをRamsayスコア (S-Sスコア)で評価しているが、 BIS値と関連づけてはいない。そこで今回私達は、 BIS値と S-Sス

コアによる鎮静レベル評価の関連性を検討したので報告する。[方法】人工呼吸器管理下で持続鎮静中の成人患者にBISセン

サーを装着し、 1時間毎のBIS値、 2時間毎のS-Sスコアを記録する。【結果・考察】S-Sスコアと BIS値には、相関関係が認めら

れた。 BISは容易に装着でき、患者の安静を妨げることなく、連続的な鎮静レベルの評価に有用である。【結語】S-Sスコアと

BIS値は関連性があった。

看護の視点かう見た鎮静について~臨床的評価とBIS値の有用性について~

横浜市立大学医学部附属病院集中治療部

榊原麻弓

当院では、意識レベル評価には]CS、 GCSのほかに鎮静度評価にラムゼイのスケール (RS) を用いている。この複数による

評価方法でも、時間帯によって患者様の意識レベルにもムラがあるため、意識レベルの幅を大きく捉えることにつながり共

有情報としての有用性に困難を生じていた。そこで鎮静された人工呼吸中の状態に、看護者の主観的評価に加え数字的に客

観的な評価ができるものとして、簡易的な脳波電極で覚醒と睡眠が視覚的にわかるBispectral Index (BIS) モニターを連続装

着した。症例は61歳、男性、僧帽弁置換術 (MVR)術後でプロポフォールの持続投与中であった。看護ケア、意識レベルの

評価、 BIS値の変動について調査を行ったO 看護ケア介入後は知覚神経入力により BIS値は80--90、 RSは5--4であった。 BIS

値は80--90で覚醒したとされ、 2--3時間は高値を持続しており覚醒レベルは一過性に改善されたと考えられるが、臨床的評

価である]CSでの評価は200--30と大きく捉えていた。臨床的評価に大きな幅がでてもBIS値を用いることで、覚醒のレベル

を客観的に捉えることが有用であった1例であった。

せん妄評価尺度による群馬大学版睡眠覚醒スコアの評価と改善

群馬大学医学部附属病院集中治療部救急部l、同脳神経外科2、同手術部3

片貝智恵、l、千明政好2、佐藤綾子l、松下文子I、塚越聖子1、金子正子3

集中治療室に入室する患者は、不眠等を契機にせん妄状態になることが多いが、せん妄の評価は難しい。そこで当ICUで

は統ーした観察を行うことを目的に以前から非常に簡便な群馬大学版睡眠覚醒スコア(以下:スコア)を使用している。非常

に簡便なスコアであるが、どの程度せん妄状態を判断できるか太田喜久子らのせん妄評価尺度(以下:せん妄得点)でせん妄

を疑う症例を評価しスコアでの異常とせん妄得点の関係やスコアでせん妄状態がどの程度判断できるか検討した。結果:ス

コアとせん妄得点は比例しており、スコアでの異常はせん妄得点でも高得点であった。スコアにより睡眠覚醒状態だけでな

くせん妄状態についてもほぼ判断可能だといえる。しかし、集中治療室では挿管中の患者が多くせん妄の特徴である幻覚や

妄想の有無について判断する情報が得にくい。そのためさらに的確な判断ができるようスコアの改善を行った。
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ISP行動分類かうみた看護の鎮静マネージメン卜

鳥取大学医学部附属病院 集中治療室

渡漣仁美、嘉本賢哉、岩永弘子、大草智子

先回28回本会において鎮静薬の鎮静深度によるISP行動(認知的行動、情動的行動、感覚的行動、焦燥・落ち着き行動、不

眠行動)、自己抜去危険度への影響を分析した結果「鎮静覚醒直後の自己抜去危険度は高く、夜間のみのプロポフォール持続

投与は、鎮静覚醒後の自己抜去危険度が他の使用方法と比較し低かった。」と報告した。今回鎮静深度と見当識レベルを分

析し鎮静における看護介入と薬剤性の抑制について検討したので報告する。

方法:患者180名のうちプロポフォールを使用またはその他の鎮静薬を使用した患者、全く使用しなかった患者に分類し、

さらにプロポフォール投与方法から、持続鎮静患者、処置など必要時のみの鎮静、夜間のみ使用の3タイプに分類し分析し

た。

結果:プロポフォール持続使用より夜間のみ使用は鎮静深度が深かった。しかし、単発使用より夜間のみ使用したほうが

時間、月日、場所の見当識に対するオリエンテーションが必要であった。

考察:サーカデイアンリズムを考慮する際夜間のみの鎮静薬の使用が望ましいと考えるが、さらに鎮静前後の介入の重要

性が示唆された。また薬剤性の抑制、身体抑制を最小限にする介入の実施が重要である。

鎮静マネジメントにおける看護の役割とその効果

北海道大学医学部附属病院救急-集中治療部

高岡勇子

重症患者に対する鎮静は、医療・看護行為に伴う苦痛軽減、安静保持、不安緩和、睡眠・覚醒のリズム確保などを目的と

して行なわれている。反面、鎮静には廃用症候群や呼吸器合併症などのリスクも伴う。また、鎮静マネジメントが非効果的

である場合、患者は不穏行動や不安、恐怖が増強し人間性を保つことが難しくなる。従って、鎮静マネジメントとして重要

なことは、目的に添った鎮静の提供、合併症予防を組み込んだアプローチ、患者がその人らしくいられることを保証する援

助提供である。

現場では、薬剤調整や鎮静レベル評価に加え、精神的ケア、睡眠援助など多くの看護的視点に基づいたケアが行なわれて

いる。最近では、サーカデイアンリズム(日内リズム)を生かしたケアも推奨され、より良い鎮静のための一方法として効果

が期待される。本シンポジウムでは、日内リズム獲得に向けた援助が鎮静マネジメントとして効果的であった外傷患者の事

例紹介、ならびにICU在室中の患者の記憶内容の調査から鎮静マネジメントにおける看護の役割りとその効果、課題につい

て考えたい。

医師からみた鎮静、看護婦からみた鎮静、患者かうみた鎮静

愛媛大学医学部附属病院集中治療部

土手健太郎、中西和雄、清水一郎、新井達潤

集中治療を遂行していく上で、鎮静を必要かつ十分に行うことは大変重要なことです。現在、種々の鎮静薬が使用されて

いますが、プロポフォールの登場により鎮静からの回復が速やかで、ある、鎮静の深度調節が行いやすい、などと、医師や看

護婦からみた鎮静の質が向上したと考えられています。その一方で、、患者からみた鎮静に対する満足度に関してはあまり研

究がありません。

今回は、 ICUで、持続鎮静を行った患者を対象に、患者がそれぞれの病棟に帰棟した後、集中治療医が回診を行い、 ICUで

の記憶の有無、鎮静の満足度、睡眠の満足度、帰棟後の異常行動の有無などについて質問し、患者からみた鎮静の質に関し

て評価しました。

この結果を中心に報告させて頂きます。
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シンポジウム (S-N・7) 第 2 日目 15 : 00 --17 : 00 第 7 会場

小児集中治療における看護の安全性

小児の挿管チューブの管理

倉敷中央病院集中医療センター

山本保恵

当ICUで人工呼吸管理を2 日以上行う患児は、蘇生後脳症、肺炎、痘撃など急J性疾患がほとんどである。特に乳幼児期から

学童期にある患児の場合は、挿管チューブが抜けたり、浅くなったりという事故が多い。こうした事故の背景には次のよう

な問題点が考えられる。①鎮静:持続鎮静中も、鎮静効果が一定でなく急に動きやすい。②抑制:上肢を抑制していても、

首振りや背屈でチューブが浅くなりやすい。③挿管チューブの固定法:再固定時もチューブ抜去の危険性がある。④挿管

チューブの屈曲。⑤口腔内分泌物の管理。⑥人工呼吸器回路の固定法。

今回、小児の挿管チューブの管理について、当施設の現状を紹介し、今後の課題について報告する。

小児ICUでの安全管理と鎮静、鎮痛一症例を通して一

長野県立こども病院集中治療室

中嶋諭

当院は、県下における小児高度専門医療施設としての役割上、遠隔地からのヘリコプターでの緊急搬送症例も少なくない。

今回、左心低形成症候群と診断され、出生当日、緊急搬送された症例の、看護の安全性に焦点を当て検討した。本症例のよ

うなケースでは、1.搬送への対応、 2. 医療用ガス投与時における安定したガス吸入状態の維持、 3. 術後の排便困難を予測

した経腸栄養及び排便コントロール、 4. 経腸栄養施行時の誤接続予防、 5. 術前術後の適切な鎮静鎮痛、 6. 鎮静鎮痛中の身

体の抑制等、安全性確保のための看護介入が図られている。特にこのような重症症例においては、適切な鎮静鎮痛が行われ

るか否かが、事故抜管等の事故防止に寄与するのみならず、周術期及び回復期の患児の予後に大きな影響を与える。従来、

当院では、鎮静中の観察は主観的な評価がなされていたが、小児領域で使用可能な独自の鎮静スコアを作成し、客観的に評

価を行うための取り組みを行った。小児集中治療がより進歩する中で、患、児により近い存在である看護者が、患児の安全性

を確保する上で果たす役割は大きい。今回、鎮静鎮痛中の評価法の取り組みを中心に、小児集中治療における安全性につい

て述べる。

小児の呼吸管理

日本赤十字社医療センタ -NICU

長内佐斗子

人工呼吸器による呼吸管理は集中治療室において不可欠な治療である。これは生命維持に直接関わるだけに、 トラブルが

発生した場合は患、児に取り返しのつかない事態を引き起こす可能性を常にはらんでいる。したがって患児のケアに直接かか

わる看護者にとって、日頃から人工呼吸の安全性に注意を払うことは非常に重要である。人工呼吸器の管理に関するトラブ

ルは、1)人工呼吸器本体のトラブル、 2) 呼吸器から挿管チューブに至る回路のトラブル、 3) 気管内挿管チューブのトラブ

ル、 4)操作のトラブル、に分類される。ここでは当院のアクシデント・インシデントレポートをもとにいくつかの事例を紹

介する。またこれらの予防対策として、 1) 人工呼吸器には停電時も使用できる非常用電源を使用する、 2) 人工呼吸器のそば

にアンビューバックを常に用意しておく、 3) 人工呼吸を始めたら、終了するまで絶対に電源スイッチを切らない、 4)気管内

吸引時に低圧アラームを鳴らしておかない、 5) チューブが閉塞しでもアラームは鳴らないことを認識する、等が考えられる O

これらの基本を守り日頃の看護ケアに取り組むことが大切であると共に、教育を日々徹底することが意識の向上に繋がると

考える。
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ICUにおける重症患児の輸液管理の工夫

岡山大学医学部附属病院集中治療部

難波由美子

当ICUでは世界の高度な最先端医療が盛んに取り入れられており、 2000年度先天性心疾患患児の入室は245例であった。小

児関心周術期の管理は、手術・体外循環の侵襲に伴う浮腫、修復された血行動態から生じる心負荷、患児それぞれの持つ多

様な病態、小児の生理的特徴を十分ふまえ、早期に心機能回復をはかることが目的である。患児は多種多様の医療器具を装

着し、挿入されているカテーテル類も多く、重症患児になればなるほど投与される薬剤の種類が増え、微量な投与量が患児

の状態に大きな変化を及ぼすものが多い。特に、輸液管理に際しては適切な輸液管理技術がないと重大な与薬事故につなが

る危険性が高く、看護婦に任せられる責任は非常に高い。与薬の基本原則(患者本人と指示表の確認・薬剤の3度の確認・ 1

患者1 トレイ等)はどの医療施設においても同じであるが使用方法・物品の選択には各施設で取り決めがあると思う。ここで

は当ICUで考案し、実施している方法を紹介すると共に、今後の輸液管理事故防止対策の課題について考えたい。

持続的血液透析法施行中の小児の看護

大阪市立総合医療センター

萩原美恵子、吉川恵美子、尾崎弘美、島田秀子

小児の透析法では腹膜透析が主流であるが，溶質除去や透析効率が悪く，水分管理が唆昧になりやすい，また長期にわたっ

て行えないなどの欠点がある.そのため当集中治療部では慢性腎不全や急性腎機能不全，多臓器不全など循環動態が不安定

な重症患者や長期に透析が必要で確実な水分管理，溶質除去が必要な症例に対して，持続的血液透析法(以下CHD と略す)を

行っている.一般的にCHD施行時には循環動態や水分バランスの変動をきたしやすく，カテーテル挿入部の出血や回路内の

脱血不良，回路閉塞などのトラブル発生の危険性が高い.さらに小児では成長過程に伴い生理学的変動がみられ年齢や体重

によって，カテーテルの挿入困難や低体温，安静保持が難しいなど種々のトラブルの危険性が増す.今回過去5年間でCHD

を行った生後数日からは才までの38症例の看護を経験した. CHD施行中の小児の安全な看護について，観察ポイントや管理

方法を紹介する.
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シンポジウム CS-N・8) 第 3 日目 1 0 : 00 -.. 12 : 00 第 5会場

専門性を生かしたチーム医療のあり方

専門性を生かしたチーム医療一看護婦の立場かう一

社会保険紀南綜合病院ICU

前田靖子

クリテイカルケア領域における看護者の役割は、チーム医療の一員として、生命の維持を最優先にあらゆる合併症の予防

を行い、残存機能を維持し日常生活を援助していくことである。これにより急性期を脱した患者の生活の再構築が可能にな

ると考えられる。

当ICUでは、1.循環動態が不安定な患者の清潔援助や吸引等の処置、呼吸リハビリ時に医師と共同して行う 2.理学療法士

と情報交換しながらリハビリを実施 3.食事形態について栄養士と相談している。

しかし、看護者は経験や'慣習で、行っているケアが多く、過度に日常生活の援助を制限する場合がある O また、多職種間で

の情報の共有が不確実ために、患者・家族に十分な医療サービスを提供できないこともある。

今後の課題としては、科学的根拠に基づくケアの提供を図り、看護の専門性を高める必要がある O また、多くの医療者が

並列して仕事を行う時に生じる、ケアの分裂を避けることが重要で、ある。そこで、唯一24時間患者の傍にいる看護者が、患

者・家族に最適なケアが提供できるように、『つなぎの役割J を遂行することが大切と考える。

ICUにおける臨床工学技土の役割について

川崎医科大学附属病院医療機器管理センター 1、同麻酔科集中治療部2

藤原綾1、笠井健一1、青木郁香l、田中直子l、横田喜美夫2、左利厚生2

<はじめに>現在ICUにおいては治療上、様々なME機器が不可欠となっており、専門的知識を持つ臨床工学技士(以下CE)

の役割は大きい。当院ICUでも現在、専任のCEが勤務しており、現状からICUにおけるCEの役割について報告する。

<業務内容>当ICUでのCE業務はME機器管理、臨床技術提供、 ME教育に大別される。 ME機器管理については購入から廃

棄まで、の系統的な管理を行っており、人工呼吸器では過去の異常発生件数中、約85%を点検中に発見している。また、機器

の使用中トラブルに対しては、専任CEの常勤により迅速な対応が可能であり、 ICUでの日常的な安全管理を担っている。そ

して、臨床技術提供として人工呼吸等の呼吸療法、 PCPS'IABP等の補助循環療法、 CHD ・血柴交換等の血液浄化療法等を

行い、更にスタッフのME教育の実施など様々な面からICUのチーム医療を担っている。

くおわりに >CEがICU業務に参加することにより効率的な集中治療を行えるようになったが、より安全性の高いものにする

ためには、 CEは機器の保守管理とともに、患者、スタッフ、設備環境など全体を見据えた安全管理を行うべきである。その

ためには我々の質の向上のみならず、卒後教育制度の確立やICUにおけるCEに関する法の制度化と保険制度への評価等も望

むものである。

理学療法士の立場から

兵庫医科大学病院リハビリテーション部

員測敏

包括的な医療である呼吸管理を実現するためには、セクショナリズムに縛られない、患者を中心とした多職種のチーム医

療が不可欠で、ある。知識・技術ともに各職種が専門性を保ちつつ、十分な連携のもとに、その領域をオーバーラップさせて

いくことが重要である。しかし、本邦においては、看護婦・士、理学療法士、臨床工学技士の各専門職は、医師から個別に

指示または処方された内容を独自に実施するのみとなっている。このため患者の問題点や治療方針、有用な情報の共有も少

ないままに、各専門職の個別のアプローチで終始してしまっているのが現状である。「専門性を生かすこと」と「個別にアプ

ローチを行うこと」が決して同義でないことに、われわれは今こそ気付くべきではないか。

呼吸理学療法の重要性が叫ばれている昨今、理学療法士がチームの中で、明確な役割を提供していくためには、職種を超

えた呼吸管理についての高度な知識、専門性と科学性に基づいた治療技術、そして真の呼吸理学療法を広く教育・啓蒙出来

る能力、が求められる。このような理学療法士が大勢を占めるようになることが、チーム医療に参加する必須条件と考える。
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歯科口腔外科専門医のICUにおける役割について

一口腔ケアの重要性を介して一

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学

森英雄、平津博之、織田成人、志賀英敏、

中西加寿也、松田兼一、仲村将高、石原照子

ICU入室患者は易感染性宿主であり、新たに感染を発症させた場合は重症化、難治化しやすい。したがって、集中治療の

場面において感染防止対策は非常に重要な課題となる。とりわけ、人工呼吸管理中の肺炎発症や菌血症は、患者の予後を不

良にする重大な合併症となる。近年、これらの予防の為には口腔ケアが重要であると言われているが、 ICUにおいて有効な

口腔ケアを行なう際には、歯科口腔外科専門医による口腔状況のアセスメントと、適切なケアプランの作成が不可欠であり、

デンタルプラークの機械的な除去による口腔細菌のコントロールに加え、口腔合併症の予防、早期治療が必要となる。また、

口腔ケアの有効性を示すデータは多いが厳密な比較臨床試験などは行なわれていないのも事実であり、早急に解決されるべ

き研究課題である。しかしながら、通常ICUにおける口腔ケアは看護職によって行なわれ、歯科口腔外科専門医は関与して

いないことから、有効な口腔ケアが行なわれているとは言い難い。今後の口腔ケアの施行方法のあり方や、エビデンスに基

づく口腔ケア確立の重要性について歯科口腔外科専門医の立場から論じてみたい。

ICUにおける専門性とチーム医療

横浜市立大学医学部附属病院集中治療部

磨田裕

集中治療領域においては、病態の変化が速く、複雑でもある。このような患者の治療にあたっては多く専門的な知識や技

術が不可欠である。例えば、呼吸不全患者の治療を進めるにおいても、血液ガスやレントゲン写真の評価が必要であるが、

これらを適正に診断するには信頼できる測定結果や、エックス線の技術などが必要である。また、人工呼吸治療を行うにあ

たっては臨床工学、理学療法などの技術や知識も必要である。そして、ベッドサイドでこのような患者さんと最も長時間接

するのはICUのナースである。このように各職種のそれぞれの専門性を出し合って一人の患者の治療を進めることができる。

医師はこのような中にあって、病態の評価や治療方針の決定などを行っていくことになるが、決して医師だけで行えるもの

ではないo ICUの医師はこのように多くの専門的な知識や技術を治療に有効に反映させるために、総合的に見ていくことが

必要である。
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シンポジウム CS-N・9) 第 3 日目 1 0 : 00 ......, 12 : 00 第 6会場

根拠に基づいた看護- Evidence-based Practice ーカテーテル管理

重症集中ケア領域における血管内留置カデーテルのケアの現状と問題

国家公務員共済組合連合会虎の門病院看護部

矢吹道子

重症集中ケア領域の患者は、多数の血管内留置カテーテルが挿入され、さらに急性期であることの身体の侵襲は大きく、

免疫力は低下し易感染状態にある。感染の発症は、致命的な影響を及ぼし、強いては在院日数の延滞や医療費の増大を招く

結果となる。このような感染の予防に対し、カテーテルのケアは重要で、ある。今回平成13年5月に、わが国の重症集中ケア

認定看護師の所属する42施設の認定看護師42名と各所属の看護者約150名を対象に、カテーテルケアの現状と感染対策の意

識についてのアンケート調査を行った。結果として、1.ケアは各施設で方法が異なっている。 2. エビデンスに基づくケア

が少ない。 3. ケアを成文化し統ーしたケアを提供している施設は少ない。看護者の意識としては改善したいと感じている。

改善していく際に問題になると感じていることは、1.医師との関係性、 2. コストの問題、 3. スタッフの意識などが揚げら

れていた。欧米では、 CDC(米国予防疾病センター)ガイドラインをはじめ、エビデンスのある方法を提示され、わが国でも

いくつかガイドライン作られてはいる。しかし本来求められていることは、臨床の現場でエピデンスに基づくケアを実践し

ていくことである。

cvラインに由来する血流感染サーベイランスの方法と検討

滋賀医科大学医学部附属病院看護部

芳尾邦子

サーベイランスとはどのような院内感染が、どのくらいの期間に、どのくらいの頻度で発生しているかを系統的な方法で

明らかにし、その結果をわかりやすくまとめて実際に感染防止にかかわるスタッフと共有するシステムのことである。集中

治療部は重篤で低免疫状態の患者さんが多く入室されており、侵襲的な医療行為が頻繁に行われる。そしてほとんどの患者

さんにはCVラインや人工呼吸器などの医療器具が装着されている。このように病院の中で最も感染リスクの高い部署であ

る集中治療部では医療処置や医療器具に焦点を当てたターゲットサーベイランスが有効である。施設によって選択されるター

ゲットは異なるが、特定の医療処置や医療器具に的を絞ることで看護ケアの評価を行い、具体的な感染防止策を立てること

ができる。またサーベイランスを継続していくことで、対策導入による変化を評価できる。今回、集中治療部においてわず

か3ヶ月であるが、ターゲットサーベイランスの1つであるCVラインに由来する血流感染サーベイランスを立案・実施した

ので、その経過を報告する。

血管カデーテル感染サーベイランスをするための信頼性のあるデータ採取

富山医科薬科大学附属病院看護部

境美代子

院内で血流感染サーベイランスを実施しているが、検体の採取方法に病棟や医師、看護婦による手技の違い、検査部への

提出時間のずれなどがみられた。これは感染数をカウントする以前に培養検査の結果が信頼できるかどうか疑問である。そ

こで培養検体の採取方法や提出についてサーベイランス実施病棟の医師、看護婦を対象に調査した結果、消毒や採取方法が

統一されていないことが判明した。信頼性のあるデータのもとで治療・看護が行われるためには、正しい採取、提出方法を

統一することが必須である。そこで感染防止委員会でこれまでのマニュアルを見直すと同時に医師・看護婦へ正しい採取・

提出方法を院内で統一している。徐々に職員の意識が高まり、正しく採取、提出される方向に向かい、検査結果の信頼性も

増していると思われるので報告する。
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中心静脈ラインの管理

愛媛大学医学部附属病院集中治療部

坪内旬子

中心静脈ラインの管理に関して以下の点について検討した。

1.米国疾病管理センターによる科学的対策として，中心静脈ライン挿入部のドレッシングにおいて半透明ドレッシング材

の有用性が示されている。しかし，当集中治療部(以下ICU) では，発汗などで固定が不十分となりやすい，交換時に表皮剥

離を招きやすいなどの理由でガーゼを用いる場合が多く，毎日貼りかえている。今回，半透明ドレッシングを使用した場合

とガーゼを使用した場合の，カテーテル挿入部の消毒効果の違いを調査した。

2. 当ICUでは循環系薬剤を複数持続注入する場合が多く，薬剤の安定投与のために三方活栓を用いている。循環系薬剤は24

時間毎にルート交換を行っており、プロポフォールルートは脂肪乳剤のため細菌が繁殖しやすいという理由から， 12時間毎

にルート交換を行っている。今回，これらの三方活栓の汚染状況を調査した。

この2点の調査結果について報告する。

動脈ライン採血部カバーの有効性の検討

都城市郡医師会病院ICU

久松明美、上村千鶴

[目的]当ICUでは観血的動脈圧モニターからの採血部をカバーすることで汚染防止の可能性があることを報告してきたO し

かし、 PL法に伴うメーカーから無償の供給停止、患者への固定困難、針刺し事故の危険性があり市販のモニタリングシステ

ムにカバーを使用せず利用している O カバーの必要性があるか否かを改めて検証し針刺し事故防止の工夫も述べる。[対象・

方法】カバー使用64例と未使用66例の動脈ライン挿入から7日間を対象に採血部をイソジン消毒前後で培養検査した。{結果・

考察】カバー使用群の消毒前1検体に表皮ブドウ球菌が検出され消毒後は検出されなかった。カバー未使用群では消毒前後1

検体に表皮ブドウ球菌が検出された。カバー未使用群に細菌が検出されたことは患者に感染する危険性がある。しかし採血

を行う医療従事者が確実に消毒することで感染は防止できると考える。カバーを付けないことで固定しやすくカバーを開閉

する手聞がないため迅速で容易に採血ができる利点がある。針刺し事故防止として針なしで採血できるプラグを用いていた

が逆流した血液を洗い流す手聞があり金属針での採血後にリキャッフ。せず、1cm角のゴムを使用し事故の危険を回避している。

中心静脈力テーテル管理法変更の効果について

大阪大学医学部第一外科

井上善文

演者が関与した中心静脈カテーテル (CVC) 管理法変更の効果についての3つの検討結果を報告する。[1]阪大病院におい

て， I-system開発時，その効果についてprospective randomized studyを行った。 1988年に使用したカテーテル (CVC) をLuer

Lock使用群と I-system使用群に分けたo Luer-Lock群(12.1%)に比してI-system群(1.89%) ではCRS発生頻度が有意に低率で

あった。【2] 同時期，阪大病院ICUにおいてもカテーテル管理法を変更し，その前後でのCRS発生頻度を比較した。変更の要

点は輸液ラインを一体型とし三方活栓の使用を避ける，定期的輸液ライン・ドレッシング交換を行うなどで， CRS発生頻度

は19.5%から4.8%に有意に低下した。【3]大阪府立病院において， 1992年にI-systemを導入し，演者が阪大病院で実施してい

たと同様の管理法を導入した。 CRS発生頻度は15.8%から 3.6%に有意に低下した。【まとめ】阪大病院でのCVC管理法を他施

設に導入した結果，カテーテル敗血症発生頻度を同様に低下させることができた。
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EBN 実践講座 第 2 日目 15 : 00 --17 : 00 第 8会場

プレワークショップレクチャー

科学的な臨床看護研究

京都大学保健管理センター

川村孝

私たちは「メカニズ、ムを知りたい」とか「病気の予後や医療の効果を知りたい」と，思って研究をします。前者については実験

室でも検討できますが、後者は医療の現場からしか成果が得られません。臨床研究が大切な所以です。

臨床研究は、誰に(対象者)、何があると/何をすると(要因)、どうなるか(転帰)の3要素で構成されます。対象者について

は年齢や病態の範囲を決めます。要因については患者特性や治療法を明確に定義します。転帰は生死や症状など患者にとっ

て重要なことを採用します。

次に研究の型を決めます。患者を追跡して要因ごとの転婦を調べるコホート研究、転帰の有無別に過去の要因を調べる症

例.対照研究、 2群に分けて一方に治療を行い転帰を比較する介入研究などがあります。

いくつかのポイントはありますが、研究は難しいことではありません。テーマを決め、日々のデータを定型パターンで保

管することから始まります。データが集まったら集計します。次に群分けして比較します。そして最適の方法で検定してみ

ます。でははじめの一歩を踏み出しましょう。

臨床論文をICUでの看護・医療に役立てよう:医療情報の探し方、読み方、使い方

名古屋大学大学院医学研究科 救急・集中治療医学

福岡敏雄

あなたが臨床での行動や判断をより確かなものにしようと思ったとき、あなたが適切だと，思ったことが同僚や上司を納得

させることができなかったとき、患者や家族の望むこととあなたの判断がぶつかったとき、そんなときにはあなたの判断が

どれほど確かかを見積もる必要があります。そのときに頼りになるのが過去の実証的研究結果です。これを上手に探し、そ

れを読み、使いやすいようにまとめることが、あなたの判断の確からしさやその効果を見積もる助けになるのです。このレ

クチャーでは、翌日のワークショップの準備として、医療情報の探し方やその意味を素速く適切にとらえる読み方、それを

現場での判断へのつなげ方についてまとめてみます。ポイントは以下の通りです。 1)探し方:臨床の疑問からキーワードを

作る。英語の場合、はずれの少ない情報源を選ぶ。様々な手法を試してみる O 専門家と相談する。 2) 読み方:情報の妥当性、

定量的な結果、適用性についてそれぞれポイントを絞ってまとめる。同僚と一緒に読む。 3) 使い方:情報は1つの判断材料

に過ぎない。自分の経験や施設の実情、患者の価値観なども考慮して実際の判断につなげる姿勢を貫く。

みなさんの積極的な参加を期待します。
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N-Ol 優秀演題

0・N・01 ICU入室後のVAP発症率の検討~サフラニン試薬を用いた

術前の口腔ケアを導入して~

])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脳神

経外科 3)群馬大学医学部附属病院中央手術部

佐藤綾子(さとうあやこ)])，片貝智恵1)，千明政好2) ，塚越聖子])，

松下文子])，金子正子3)

当ICUは、年間約300名の心疾患、消化器外科術後を中心として、全科の患

者を受け入れている。 2001年8月までの一年間で、 ICU入室患者293名の人
工呼吸器関連肺炎(以下VAP)発症率は、厚生労働省の院内感染対策サーベ
イランスのVAP診断基準(・ 48時間以上の気管内挿管・大量疾・膿性疾な
ど疲の性状が変化するか、または吸引疲培養陽性・胸部レントゲンが異常
陰影を示すか、または聴打診で異常所見を示す、以上のすべてを満たすも
のをVAPとする。)で1 1.3%であり、術後入室患者237名に限ると 7.6%で
あった。また、同期間の手術後入室患者のICU入室時培養検査陽性率は、
咽頭で89%(このうち病原性のものは22%) 、略疾で34%であった。そこ

で、 ICUに入室する患者は、長時間手術が多く、手術前に口腔内の状態を
より清潔に保つことが、 VAP予防に重要ではないかと考え、手術当日にサ

フラニン試薬で歯垢を染色してブラッシングで除去し、イソジンガーグル
で含轍後手術に臨む方法を取り入れた。この方法施行前後で、 VAP発症率
と入室時培養検査陽性率などを比較し、この方法の効果を検討した。

0・N・02 抑制実施におけるアセスメント情報シートの実用化に向け

て

])札幌医科大学医学部附属病院救急集中治療部救急部門

山中沙織(やまなかさおり )1) ，亘文恵])，高田貴美子])

[目的]先行研究において，集中治療室における抑制の実態を独自の調査用紙
(鎮静・興奮状況，体動状況など)を用いて調査した結果，我々が仮説をたてた
危険レベルとほぼ相関する形で抑制が行われている実態が明らかになっ
た。今回はそのデータを基に，臨床での実用化に向けて抑制アセスメント情
報シート(以下シートとする)を作成し検討したので報告する。[方法]アセ
スメント項目は「意識レベルJI体動状況(処置・ケア時)JI体動状況(安静
時)JI挿入ルート JI鎮静剤の使用状況JI環境要因(人的) Jの6項目，危険レベル
は危険レベル1.2.安全レベルの3段階に分けたシートを作成した。調査対象
は人工呼吸器管理をしている患者50例。担当看護婦に実際にシートを使用
してもらい，その使用結果についてケース毎に「抑制実施の判断と迷いの有

無JI情報シートの必要性」などについて自己記載式調査を行い集計・分析を
行って有用性を検討した。[結果・考察]シート作成により、患者を総合的
に観察でき、スタッフ問での抑制実施判断基準の共有化が図られたと考え
た。また，今後は患者および家族に対してインフオームドコンセントや看護
記録の充実に生かしていけると考えた。

0・N・03 頭蓋内圧充進に伴う頭痛が精神性発汗におよほす影響

])藤田保健衛生大学病院救命救急センター 2)藤田保健衛生大学大学院保

健学研究科クリテイカルケア学

道藤エミ(どうとうえみ)])，中村純子 1)，柴山健三2) ，石井潤_2)

{目的]本研究は頭蓋内圧 ncP)尤進に伴う頭痛が、意識状態の違いにより精
神性発汗にどのような影響をおよぼしているのかを検証するために実施し
た。[対象・方法}対象はCT-HでICP克進所見のある患者を意識障害の状態
において、重度意識障害患者群(重度群;n=4) と失見当障害のある患者群(中
度群;n=4) および意識清明患者群(清明群;n=3) とした。精神性発汗量

(SKINOS ; SKA2000) は頭痛を訴えた時、および1CP充進症状がある時に測
定した。【結果と考察]精神性発汗量は重度群が0.61mg/min. 中度群が
1.23mg/minj青明群が0.95mg/min.で、あった。重度群は中度群と清明群に対

して有意 (p<O.OOl)低値であった。重度群のICPと心拍数および血圧の相関
係数は、 r=0.94 と r=O.71で、ともに正の相関を認めた。心拍数は重度群が中度

群と清明群に比べ大きく変動した。以上の結果より、精神性発汗量はICP充
進および頭痛時に重度意識障害患者に比べ、失見当識障害および意識清明

患者で多量に分泌され、重度意識障害患者はICP尤進に伴って心拍数が変動
することが示唆された。

0・N・04

第 1 日目 9 : 00 --1 0 : 30 第 8会場

くも膜下出血術後の急性期における座位耐性訓練が身体に
及ぼす影響

1)岩手医科大学附属病院集中治療部

須藤ルミ子(すどうるみこ)1)，清水真澄])，村上咲織])，立柳総子1)，

松坂文1)，橋本良子1 )，吉田優1) ，望月優子])

[目的]くも膜下出血術後の急性期における座位耐性訓練(以下座位訓練とす
る)が身体に及ぼす影響を検討する。[研究方法】対象:くも膜下出血術後患
者15名。期間:平成13年5月 7 日 -8月 30日。方法:ベット挙上60度から端座
位までの安静度に応じた座位訓練を行った。血圧・心拍数・ SP02を訓練開
始から5分毎に30分間測定し、自覚・他覚症状・神経学・ PRPの観察を行っ
た。分析方法:安静時と時間毎のデータを比較した。[結果]座位訓練開始
は術後、平均8 :t: 4 日であった。血圧は開始前平均SBP149.6 :t: 14.4mmHg。
開始5分後平均SBP146.5 :t: 16.6 mmHgで有意差を認めなかった。心拍数、
PRPは開始後上昇し有意差を認めた。 SP02の変化と、 30分間の座位訓練中

の神経学的な変化は自覚症状に変化はみられなかった。[考察]心拍数、
PRPに有意差を認めたが、過大な心負荷と見なされるものではなく、血圧
と神経学に変化を認めなかったことから、座位訓練が脳循環に影響を与え
るものではないと考える。[結論】くも膜下出血術後の急性期における座位
訓練は血圧と神経学に変化を認めなければ実施可能で、ある。

0・N・05 時間軸を「ステージ」にした急性心筋梗塞急性期クリニカル
パスの妥当性についての検討

1)昭和大学病院 CCU ， 2)昭和大学救急医学科 3)昭和大学第三内科

松木恵里(まっきえり)1)，弘重書ー2) ，江渡春美1l，村上幹高3)

[目的]急性心筋梗塞(以下AMI)に対するクリニカルパス(以下パス)におい
て、時間軸を「ステージ」にした 1種類のみのパスの妥当性について検討。
[方法]現行の急性期用パスは、時間軸を「病日」ではなく「ステージ」とし、
計3ステージで構成される。また合併症の有無や重症度にかかわらず1種類
のパスが共通して使用される。 2000年4月 -2001年7月に、当CCUに入室し
たAMI連続199例を対象とした。[結果]当CCUのパス実施規定により、 199
例中 163例 (8 1.9%) にパスを実施した。 154例が第3ステージを3.0 :t: 1.2 日(最
小1.5 日、最大8.0 日)で終了した(実施例の終了率94.5%) 。軽症例では1つの
ステージを 1 日未満で通過した。 IABP使用群、 EF40%以下群、 Forrester2
-4群、 TIMI grade 0-2群は、第3ステージ終了までの時間が有意に延長
したが、いずれの群でもその対照群と比較して1.0日以下の延長であった。

{結語]1ステージ」で時間軸を設定した単一のパスは、パス実施規定の明確
化により約8割の事例で実施でき、重症度が異なる患者に共通して使用する
ことが可能であった。

0・N・06 ICU看護婦の充実感を阻害する要因と自己教育力の関係に
ついて

1 )奈良県立医科大学付属病院集中治療部 2)奈良県立医科大学看護短期大学

部

石飛悦子(いしとびえっこ)])，福井千品川松村喜世子2)，林有学2) ，

大林末子j)

[目的]成人教育の視点から、自己教育が職業的教育の成長にとって重要な
意味を持つと言われる。 ICUでは、看護に対する充実感を感じられないと

いう声を聞くことが多い。 ICU看護実践での充実感の阻害要因を明らかに
するとともに自己成長との関係を明確にする。[方法]平成12年 12月現在
ICUに勤務するスタッフ21名を対象に「看護場面で充実感がもてた時・もて
なかった時」と考える場面をテーマとする自由形式のレポートを記載しても
らいBerelson. Bの手法による内容分析を行った。それに自己教育性の調査
を梶田の調査表を用いて5段階評価で行った。[結果]ICu看護婦の充実感を
阻害する因子として自己の看護観の未確立を原因とする自己目標・志向発
展の阻害、集中治療看護実践の場面におけるストレス・看護能力の未熟さ

を原因とする未達成感、医療者間における相互役割理解不足等6つのカテゴ
リを抽出した。自己教育の調査では自己教育性を高める基礎となる自信・
プライド・安定性という項目が他の項目と比較し低い値を示した。[考察】
梶田のいう自己教育性の基盤である自信・プライド・安定性を高め、各自
が自己課題を明確にし解決できる能力を養っていく必要がある。
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N-02 精神的援助 (1 ) 

0・N・07 当ICUにおける心臓血管術後患者のせん妄の実態

II財団法人倉敷中央病院集中医療センター

山本保恵(やまもとやすえ)])，横田亜希 1 ) ，森山美保子II

[研究目的]心臓血管外科術後患者のせん妄症状の特徴の分析[方法]2000年
1-12月に心臓血管外科の術後ICUに入室した286名が対象。 看護記録をも
とに、せん妄症状の経過の特徴を分析。 [結果および考察]1)せん妄発症の
特徴;せん妄発症者は33名で発症率1 1.5%。 予定入室8%、緊急入室36.1
%0 2) せん妄のパターン分類; a短期型 :2 日 -1週間前後で消失した症例27
名。 b長期型: 1か月以上持続した症例4名。 C突発型:突然発症、半日 -1 日
以内で消失した症例2名。 3) パターンによる特徴;短期型は、覚醒後1 日以
内に発症した症例20名、覚醒後3日以降に発症した症例4名、ミタゾラムの
持続鎮静中止後に発症した症例3名に分けられた。 覚醒後3日以降に発症し

た症例には、予定入室者が多かった。術前の説明より回復が遅れているこ
とによる不安感や睡眠覚醒障害が影響していると考えられた。 長期型に
は、脳血管障害の既往または合併が多かった。 軽快後も見当識障害が持続
しており、痴呆症状が混同されている可能性があった。 突発型は、薬剤因
性の発症の可能性があるもの、家族面会により症状が消失したものであっ
た。

0・N・08 解離性大動脈癌患者のせん妄の前駆症状と発症のきっかけ

となるスタッフの関わり方の分析

]) 日本医科大学付属病院集中治療室

池田恵美子(いけだえみこ)])，土橋夕香1)，原千鶴])

[はじめに】内科的治療を受ける解離性大動脈癌の患者は、他の循環器疾患
の患者に比べ、発症時に急激な背部痛を認める以外に入室後ほとんど症状

を認めない。 しかし、厳重な血圧コントロールと長期の安静を強いられ、
その多くはせん妄状態になり過度の興奮状態、安静が守れない等治療に非
協力的になるように感じる 。 せん妄状態の患者は前駆症状として消化器症
状やチューブの違和感等を訴えることがある 。 その訴えに対し個々のス
タッフによって関わり方が違い、患者の反応も違うように感じる 。 そこ
で、スタッフの関わり方がせん妄発症のきっかけとなっているのではな ν、

か、またきっかけとなっているのであれば関わり方を変えればせん妄を予
防できるのではないかと考えた。 スタッフの言動と患者の反応を参加観察

し、その違いを明らかにし今後の看護に生かしていきたいと考える 。 [方
法]期間:平成13年8月 -12月対象:解離性大動脈癌で内科的治療を受ける
患者で、脳血管 ・ 精神疾患の既往・薬物により鎮静されていない者、前記

の患者を受け持つ看護婦。 方法:入室後24-72時間以内で19時-24時の間
に「観察者としての参加者」という立場で研究者2名が参加観察する 。

0・N・09 心臓血管外科患者の術後安全確保への取り組み -ICUナー

スによる術前面接の施行を通して~

])慶麿義塾大学胸部外科

浜田真帆(はまだまほ)])，松田美紀子 1 ) ，福田純子1 )

[目的]心臓血管外科の術後患者は、様々な要因からICUシンドロームに陥
ることが多い。 その為看護婦は、点滴ライン・ドレーントラブルを防ぎ、

患者の生命の安全を確保する必要がある 。 従来は、医師の指示のもと鎮静
薬や睡眠薬を投与し、患者の苦痛の除去に加え、抑制帯や安全ベルト等を

使用して抑制を施行し、危険防止に努めていた。 しかしこの対応は、無気
肺等の合併症の危険性があり、また患者の不安も強い。 そこでICU入室中
のプライマリーナースを決定し、患者・家族に術前面接を施行した。 術後

の経過について説明・指導することで家族の理解を得て、術後、家族に付
き添ってもらうことで、抑制を最低限に減らし、患者の安心感も高められ
るのではないかと考えた。 [方法・結果]看護婦は手術日の2-3 日前に患
者・家族に対して30分間の術前面接を施行した。 面接では術後経過につい

て説明し、 ICUシンドロームになった時の抑制の必要性や、家族の協力の
必要性について重点を置いた。 また、家族のサポート体制や患者の性格傾
向について'情報収集を行った。 その結果、術後、家族の協力を得ながら、
早期にICUシンドロームから離脱することに効果をあげている 。

0・N・10

第 1 日目 9 : 00 --1 0 : 00 第 9会場

緊急入院した虚血性心疾患患者のICU入室期間中における

夜間の想起内容の分析(1)

II 日本医科大学付属第二病院看護部集中治療室

贋津なぎさ(ひろつなぎさ )ll，宮野ひとみ ll，新田笑子ll，関ちい子II

【研究目的]緊急入院した虚血性心疾患患者の入室直後-2日目の想起内容を
明らかにし、夜間せん妄予防の基礎資料とする為、本研究を行った。 [研究
方法]平成12年8月 -12月に緊急入院した患者で、研究の了解が得られた11
名を対象とし病棟に転室後、半構成的面接を行い、質的研究者のスーパー
パイズのもと内容分析を行った。 [結果]以下の7つのカテゴリーが得られ
た。 (1)差し迫る死への不安。 (2) 不明瞭な説明による疑心暗鬼な気持ち。
(3) 選択余地のない治療への意志決定。 (4) 未知の体験に対する恐怖感。 (5)
拘束感から生じた耐え難い苦痛と苦悩。 (6)夜明けを待つもどかしさ 。 (7)
自覚症状の消失に伴う重症感からの解放。 [結論]ICu看護婦は、複雑微妙
な患者の心理状態の察知と早期の関わりが夜間せん妄予防の鍵を握ってい
る 。

0・N・11 緊急入院した虚血性心疾患患者のICU入室期間中における
夜間の想起内容の分析 (2)

II 日本医科大学付属第二病院看護部集中治療室

宮野ひとみ(みやのひとみ)ll，贋津なぎさ 1)，新田笑子ll，関ちい子1)

[研究目的}緊急入院した虚血性心疾患患者の入室3日目~病棟転室前日の想
起内容を明らかにし、夜間せん妄予防の基礎資料とする為、本研究を行っ
た。 [研究方法]平成12年8-12月に緊急入院した患者で研究の了解が得られ
た 11名を対象とし病棟転室後、半構成的面接を行い、質的研究者のスー
パーパイズのもと内容分析を行った。 [結果]以下の8つのカテゴリーが得ら
れた。 (1)直視しなければならない不確実な状況に対する不安。 (2) 発症前
のライフスタイルに対する後悔の念。 (3) 他患者の生々しい治療状況から生
じた怒りと恐怖感。 (4)他患者の死とそれに伴う自分の死の不安。 (5) 波の

ように打ち寄せる家族への心配事。 (6) かさんでくる医療費が及ぼす家族へ
の影響。 (7) 止むことのない耳障りな周囲の音。 (8) 転室に伴う解放感と理

想化する病気回復感。 【結論]Icu看護婦は複雑微妙な患者の心理状態の察
知と早期の関わりが夜間せん妄予防の鍵を握っている 。

0・N・12 ICU入室患者における不穏移行スケール作成の試み

第2報ースケールの実用化にむけての検討

II福島県立医科大学医学部附属病院集中治療部 2)福島県立医科大学看護

学部

斎藤由実(さいとうゆみ) ]) ，藤野栄子1 ) ，穀田知秋])， 三瓶智美川

本間 三枝子])，大川貴子2)，桑原美弥子2)

[目的}前年度、看護婦が感じる“あやしい"状態を手がかりにく目っき><
表情の険しさ><意思疎通性><訴えや行動の反復性><ライン類へのこ
だわり><体動の範囲と大きさ>を不穏の移行レベルを示す6指標として抽

出し、そのレベルを危険度から4段階に分類し、報告した。 今回、臨床にお
いて看護婦が簡便かつ客観的に評価できるスケール作成に向けて、本指標

の検討・修正を行った。 [対象・方法]H13年6月 -9月にICUに入室した患者
のうち“あやしい"と感じた20症例43場面を、上記6指標を用いて評価を行
い、判断に迷った点を記録し検討した。 [結果]問題として1.複数の指標間で
の観察点の重複、 2.一指標内に複数の観察点の存在、があげられた。例えば

Iについては<訴えや行動の反復性>の中に<ライン類へのこだわり><体

動の範囲と大きさ>と重複する観察点が含まれていたためそれを除外し、
指標名を<訴え方>に修正した。 2については<意思疎通性>の観察点の中

に説明内容の理解と指示への反応が含まれていたが、理解度と行動は必ず
しも 一致しないため、指示への反応に関する観察点を除外し、指標名を<
理解力>と修正した。
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N-03 精神的援助 (2)

0・N・13 急性心筋梗塞患者の入院時オリエンテーシヨンの検討

1)千葉県救急医療センター ICU' CCU 

清水博和(しみずひろかず)0，市原弥生0，森下洋子o

[はじめに}急性心筋梗塞で緊急入院した患者が、安心して入院生活に入れ
るよう、オリエンテーションを検討、改善し、効果を評価した。【方法]入
院時の状況をビデオ撮影し、カンファレンスで視聴、問題点を抽出し、改

善案を検討、効果を評価する。[結果】スタッフ側の問題点は、役割が明確
でない、タイミングおよび環境が適切でない、患者が抱える問題点は、見
当識がつかない、安静度がわからない、今後の見通しがつかないであっ

た。改善案として、患者を迎えるにあたっての環境作りや態度など、注意
事項を盛り込んだスタッフ用のマニュアルと、安静臥床が必要な時期の生
活について記載した患者用のパンフレットを作成した。実施した結果、環

境を整え、内容に漏れがなく説明できており、患者も状況を認識でき、内
容をほぼ理解できた。[結論]1.ビデオを視聴し客観的に評価することで、
オリエンテーションに対する意識が高まった。そして、問題点を明確にで
き、目的を再認識し、改善案を打ち出すことができた。 2. 緊急入院直後の
オリエンテーションは必要不可欠で、あり、パンフレット、マニュアルを使

用したことは、患者が目的、内容を理解することに効果的であった。

0・N・14 ビデオを用いた術前オリエンテーシヨンの検討

o仙台厚生病院心臓センター ICU

小竹涼子(こたけりょうこ )0，桜井智恵0，千葉美紀0，高玉さおり 0 ，
落安孝子0，佐藤愛子1)

動画と写真入りパンフレットを併用することにより立体的な記憶が定着し
積極的にリハビリが行われるようになった。又、環境を知ることにより見

当識障害が減少したので報告する。[対象]写真入りパンフレットのみを使
用した患者30名くA群>。写真入りパンフレット及びビデオを用いた患者30
名<B群>0 [方法]A、 B群に対し術前2 日前にオリエンテーションを実施。
覚醒後からICU退室までの期間11項目について情報収集。 ICU退室後1週間

以内にA、 B群に対しアンケート実施。{結果】A群はICUの様子が良くわか
り安心し、リハビリを自主的に行う患者が増え、ライン類への質問が減っ
た。 B群は動画を用いる事により術後の様子がリアルに映し出され、驚きの

反面ありのままを知る事ができ良かったと殆どの人が答えている。そして
立体的にICU内のイメージ作りが出来、覚醒後ICUと認識でき見当識障害が
減少した。[結語]Icuでの生活を予め視覚的イメージ出来る事から不安の
軽減に繋がる。術後の状態をイメージ化し受容するのに役立つと伴に、患
者の意欲向上に繋がる。 ICUの室内の視覚的イメージを予め持たせる事に
より見当識障害の軽減に有効であった。

0・N・15 患者が参加しやすいオリエンテーションを目指して~入室
オリエンテーションにビデオを導入して~

1)旭川医科大学医学部附属病院 ICUナースステーション 2)旭川医科大学

医学部附属病院集中治療部 3)旭川医科大学医学部附属病院救急部

合田恭子(ごうだやすこ )0，山田智美0，本間敦0，藤巻智子1\
藤本一弘2)，木戸仲介2)，郷一知町八竹直2)

[はじめに]Icuについて理解できずに入室する患者の多くは入室前のオリ
エンテーション中、発語が少なく参加に消極的であった。そこで患者がオ
リエンテーションに参加しやすい環境作りを目指し、パンフレットの改善

と自作ビデオ併用による入室オリエンテーションを試みたので報告する。
[方法]定期手術後ICU入室予定患者20名を対象とし、ビデオとパンフレッ
トによる入室オリエンテーションを行い、患者・看護者にアンケート調査
を行った。[結果]多数の患者がビデオ併用による説明はくわかりやすかっ
た>と答え、今後もビデオ併用による説明を希望した。オリエンテーショ
ンを希望する時期は患者によって異なった。質問はあまり増えなかった。

スタッフからは<説明しやすかった>という意見が多かった。[考察・まと
め]今回多数の患者からくわかりやすかった>という評価を得たことから、
ビデオの併用は理解を促す点で効果的であったと考える。しかしオリエン

テーションを希望する時期が患者によって異なったり、疑問・不明な点な
どの質問が増えなかったことから、時期や方法について再検討の必要があ
ると考える。

第 1 日目 1 0 : 00 -11 : 00 第 9会場

0・N.16 後期高齢者患者をもっ家族のニードの分析

o福井赤十字病院集中治療室

石田克子(いしだかっこ)1)，西郡知代o

[はじめに]近年、高齢社会を向かえ、当ICUでは年々高齢者の入室が増え
ている。 Molterが重症患者家族のニードを発表して以来、 ICU' CCUなど

の部門ではMolterの45項目を元にニードの重要度・満足度の調査が数々行
われている。しかし、高齢者患者に焦点を当てたものはない。そこで私達

は、高齢者のうち特に後期高齢者患者をもっ家族のニードはどのような特
徴があるのか明らかにしたいと考え、アンケート調査を行い検討したので
ここに報告する。[目的]アンケート調査により、後期高齢者をもっ家族の
ニードはどのような特徴があるのかを明らかにする。[方法]ICUに入室
し、 3 日間以上たった患者の家族(l~数名)に面接法を用いたアンケート調

査を行う。アンケート内容は、 Molterの45項目より、当ICUに見合った内
容の項目を抽出し独自に作成した。 20歳~74歳までをA群、 75歳以上をB群
とし、各項目の平均値をA群と B群で比較検討し報告する。

0・N・17 ICU入室患者家族のニード調査

1)新潟大学医学部附属病院救急部・集中治療部

村山沙織(むらやまさおり)1)，加藤裕美1)，佐藤富貴子1)

[目的】ICU入室患者家族の各危機段階別のニードと，入室中全般の家族の
ニードを把握する。[方法]対象: ICUに予定・緊急入室した患者家族計111
例。方法:家族面会時に看護婦が， Finkの危機モデルを参考に作成した「家

族の危機段階調査用紙Jに記入し危機段階別のニードを調査。 Molterの重症
患者家族のニードを「ニード質問用紙」とし，患者退室後家族に配布しICU
入室期間全般のニードを調査。[結果]各危機段階別のニード表出結果:各
危機段階とも「患者の情報J と「家族への対応」に関してのニード表出が多

かった。承認の段階では， í患者回復」に関するニードが増加した。適応の
段階になると，家族のニード表出数が増え、新たに「ケア参加Jí家族自身へ
のニード」が出現した。 Molterニード質問用紙調査結果:家族のニードの傾
向は， í しばしば患者に面会できること Jí病院職員が患者を気にかけている
と感じること Jí患者になされていることを正確に知ること」が上位を占めて
いた。入室期間とニードの内容・選択数に差は無く，予定・緊急入室別で

もニードの傾向に差は無かった。

0・N・18 急性心筋梗塞で緊急治療を受けた患者家族の入院当日の
ニーズと理解度

1)群馬県立心臓血管センター ICU' CCU 

田中玲子(たなかれいこ)1)，福本真理j)

突然発症し緊急入院となる心筋梗塞の患者は、来院され簡単な説明後、
すぐに治療が行われる。家族は医師からの説明後、治療前に短時間の面会

を行い、アナムネーゼ聴取や看護者からの説明も受けるが、数時間待たさ
れることになる。当センターの現状では、待合室に案内した看護者の説明
も様々であり、また、入室後の処置が優先されるため、 ICU看護者が家族
に声を掛ける時間や、説明内容も統ーはされていない。
集中治療を受ける患者の家族ニーズ、については rMolterの重症患者家族
ニーはを用いた重要度や満足度の研究が多くされている。しかし、初療の
理解度に対する研究は少なく、面会時の研究は多いが、待合室で待ってい
る間で心筋梗塞に限局した研究は少ない。
急な発症で病院に駆けつけた家族は、危機理論では衝撃の段階であり、
疾患や状況を理解するのは困難な時期であるが、早期から必要な情報を

ニーズに合わせ提供すれば、不安の軽減に役立つと考えた。
今回、入院当日の家族ニーズと理解度を明らかにするための調査を行
い、今後の看護援助を見出せたので報告する。なお、本研究は所属機関の
承認を得て行った。
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N-04 家族面会・患者満足度

0・N・19 看護婦(士)の立つ位置が及ぼす面会中の家族の心理的影響
第2報~家族のニードを満たす働きかけとは~

1)名古屋大学医学部附属病院集中治療室

新川花絵子(しんかわかえこ)1)，柿白未恵1)，深津まり子1)

近年、モルターの重症患者家族ニードを用いて家族研究が多くなされてい

る 。 それによると、患者家族は看護婦を患者のより身近な存在であると認
識し、なんらかの形で情報を受けることが重要と思っている 。 さらに看護
婦に家族の悩み、心配ごとの相談に乗ってもらうことも家族にとっては重
要とされている 。 第I報で私たちは、面会中の家族と看護婦(士)とのかか
わりを観察した結果、家族と看護婦(士)の立つ位置関係に4つのパターンが
あることが明らかになった。 また家族が看護婦(士)に対して感じる印象が
家族と看護婦(士)の立つ位置により異なる傾向にあることが明らかになっ
た。 そこで今回は、家族へのアンケートの時期を、 ICU入室2日目の面会に

統ー した。 また、家族と看護婦(士)の立つ位置の調査に加え、面会時の看
護婦(士)の働きかけ(声かけ、モニターの説明など)による家族の心理的影
響を調査した。

0・N・20 重症患者を持つ家族の面会についての意識調査

II宮崎医科大学附属病院集中治療部

中山雄貴(なかやまゅうき)Il，弓削郁代lJ，土居早苗Il

[目的 II現在当院のICUでの面会は、 12-13時、 18-19時の1 日 2回、 10分以
内で1回につき 2人までであり、入室時にはガウン等を着用することが定め
られている 。 この制限や、その他面会について家族がどのように受け止め
ているかを明らかにする 。 [方法]入室3日以上の患者の家族に対し、入室期
間中にアンケート用紙による調査を行った。 【結果・考察]面会の回数、時
間帯、ガウン等の着用については、現在のままで良いという人は半数近く
であった。 面会人数は現在のままで良いという人が圧倒的に多かった。 意
外なことに重症度の高い患者の家族は、面会時間を延長することや、患者

と接することに消極的であることが分かつた。 また、面会時の医療スタッ

フに対する意見、希望では、患者の状態に強い関心を持っており、医療ス

タッフと何らかのかたちで接したいと，思っていることが分かつた。 これら
のことから、今後は制限を緩和した中で、患者の現在の状況や、家族にで

きる援助が何なのかを伝える等、面会の質を高めていく必要がある 。

0・N・21 ICUの面会時間の検討~よりよい面会時間をめざして~

1 ) 山梨医科大学医学部附属病院集中治療室

橘田雅美(きったまさみ)J ) ，山口奈巳lJ，宮下都1)，杉山千里Il ，

矢崎正浩lJ

[はじめに]当院ICU ・救急部においては、面会時間を 10時14時18時の1 日
3回5分-10分と定めているが、家族が患者の様子を知り、患者や家族の精
神安定を図る為には5分-10分の面会では不十分だと感じている 。 そこで当

院の面会時間の実態を明らかにし、よりよい面会時間について検討した。

[対象及び方法]Icu ・救急部に入室した患者の家族30名 。 参加観察及び面
会時間に関するアンケートによる聞き取り調査。 [結果考察】面会時間11分
-20分が30名中19名と多数を占めた。 看護婦の家族への関わりは「病状の説
明」が上位を占めていた。 アンケートでは面会時間に対し、「適当である」
「不適当である」と質問した結果「適当で、ある」の意見が半数以上上回ってい
た。 しかし、「適当である j としながらも不満な意見も認め、決められた面
会時間は仕方がないが、考慮して欲しいという思いが伺われた。 さらに、
看護婦の家族への関わる時間も含めると現在の面会時間では不十分である
という事がいえた。 よって看護婦の柔軟な対応と、最低でも 11-20分の面

会時間が必要である事がわかった。

0・N・22

第 1 日目 11 : 00 --1 2 : 00 第 9会場

重症患者の家族のニードに応える面会とは~面会方法の
変更と緩和基準表を作成して~

Il近畿大学医学部集中治療部

安田優子(やすだゅうこ )ll ，浦井美香1)，久松麻由美1)，佐竹慶子1)

[はじめに]当ICUでは面会を 1 日 1回，親族2人のみで5分以内と制限を設け
てきた。 しかし，実際には患者・家族の状況に応じて面会制限を緩和して
いるのが現況である 。 今回，面会の充実とスタッフの意識改革に焦点を絞
り、モルターの重症患者家族の45項目のニードを活用した「面会緩和基準
表J を作成し、面会方法について検討した。 [方法]第l段階:スタッフに従
来の面会制限に関するアンケート調査を施行した後に「面会緩和基準表」を
作成して面会方法を変更した。 第2段階:面会方法の変更後に第一段階と同
様なアンケート調査を実施して再度評価した。 [結果と考察]第1段階で面会
制限によって患者と家族が充分に関われる時間を持てていないこと、また

看護者も従来の家族看護について疑問を持ち、充分な家族のケアが出来て
いないことなどがわかった。 第2段階では「緩和基準表」の使用と面会制限の
変更により、看護者の面会に対する意識が向上して，早期に各患者・家族
の生活リズムに応じた個別的な面会が可能になった。 また、重症患者家族
のニードに応じた環境づくりができた。 【結語]看護者の家族のケアに関す
る意識の高まりは，より充実した面会につながる 。

0・N・23 ICU入室患者の家族援助の実際一患者家族満足度調査を行

なって一

1)島根医科大学医学部附属病院集中治療部

梶谷要子(かじたにょうこ)Il，飯塚貞子Il，安田真紀Il，糸賀かおるIl

M.C.Molterは「重症患者の全人的ケアに家族は不可欠な存在である」と家族
の重要性をのべており、集中治療の現場でも家族援助が注目されている 。

重症患者家族ニードについては、多くの先行研究によって立証され、「病状
の説明Jf最善の治療と処置Jf満足のいく面会」の優先度が高く、「家族の精
神面への援助」は比較的低いと報告されている 。 当院ICUにおいても家族援

助に対する意識は高く、面会規制の緩和をしてからは、更に病状説明や面
会のあり方など家族の配慮に心がけている 。 しかし、入室前訪問時の情報
収集の不足・コミュニケーション技法の未熟・看護のおしつけ等が原因

で、家族に不快な思いや煩わしい思いを与えてしまった場面がある。看護
者が援助を誤ると家族は大きな不安を抱えてしまう 。 そこで、千明らの「自
己記述式意識調査」用紙をもとに家族の満足度を調査し、実際の家族援助を
振返った。 その結果、入室前より家族に積極的な関わりをもつことが、満

足度を高めることがわかったのでここに報告する 。

0・N・24 ICUにおける患者満足度調査

1)長崎大学医学部附属病院集中治療部

張岳輝子(はりたけてるこ)Il，馬場ゆかり1)，岩永啓子1)

当院ICUでは、質の高い看護を提供するために、受け持ちグループによる
プライマリーナーシングをとっている 。 しかし、勤務上必ず受け持ちグ
ループがその日のケアを行っているとは言えないのが現状である 。 そこ
で、統ー した看護が行え、看護の質を低下させないために、看護ケア計画
表を使用している 。 今後、更なる看護の質の向上と展開に向けての手がか
りに患者の満足度を知ることは必須と考え、今回アンケート調査を行っ
た。 アンケート内容は、技術/専門的側面、信頼関係、教育的側面の3要素

から構成されている、ラモニカ・オーバストらの患者満足度スケール(山崎
ら翻訳)を参考にした。 対象患者を術後明瞭な判断ができると思われる肺切
除術後患者とし、術後アンケート用紙を配布した。 [結果]3要素の中で技術
/専門的側面の満足度は高かった。 ICU という特殊な環境において、患者
の満足度に影響を与えている要素を検討し、また、質の保障への新たな取
り組みに向けての考察を行ったので報告する 。
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N-05 感染

0・N圃25 手洗いに対する実態調査一手洗い方法の統一と意識の向

上を目指して一

1)綜合病院社会保険徳山中央病院集中治療部

三吉由起(みよしゆき)1)，中村早奈恵1)，五嶋祐子 1) ，大木敬子1)，

山口佳津乃1)，池端洋子1)

[はじめに]手洗いは感染予防対策の基本である。ポピドンヨード液から液

体石鹸に変更するに際して、手洗いの実態調査および指導を行なった。[方
法]ICU看護婦14名を対象にして、各自の手洗い方法でポピドンヨードまた
は液体石鹸を使用して、手洗い直後の手指の培養検査を行なった。また、
手洗いに対する調査を行ない、手洗いの指導、方法の統ーを行なった。そ
の後、再度手指の手洗い直後の培養検査と意識調査を行なった。[結果と考

察]ポピドンヨードと液体石鹸では、検出された菌の種類に差はなかった。
手洗いの調査では、その重要性は認識されていたが、実際の手洗いは不十

分であった。 CDCガイドラインに沿って手洗い指導を行なった結果、一過
性菌の数は減少した。手洗いを十分に行なうことは一過性菌に対して有効

であったが、使用する薬液の効果の差は少なかった。従って、使用する薬
液よりも手洗い方法が重要であることがわかった。手洗い指導後、十分な
手洗いが行なえるようになり、手洗い回数と速乾性擦式手指消毒剤の使用

回数が増えた。今回の研究により、手洗いに対する重要性が認識でき、意
識の向上が高まった。

0・N・26 ICUにおける手洗いの実態調査一啓蒙活動を行って一

1)群馬県立がんセンター

石川恵(いしかわめぐみ)1)，安藤かおり1)，橋本種子1)

手洗いは院内感染対策の基本であり、交差感染の媒介物として医療従事者
の手が最も多いと言おれている。しかし、実際には手洗いが徹底されてい
るか疑問である。そこでICUに出入りする医師と ICU看護婦を対象に実態調

査を行った。その結果、ケア後の手洗いは行っているがケア前は行えてい
ない、処置前後に行えていない等、手洗いが必要と考えるが行えていない
という現状であった。また、その理由として面倒くさい、忙しい、忘れて

しまうなどがあった。そこで私たちは、手洗いに対する意識の向上、手洗
いを習慣化していく必要があると考え、ポスターの掲示、呼びかけ、学習
会、手洗い環境の整備を行った。そして3ヶ月後に再び実態調査を行い、啓

蒙活動前後を比較したので報告する。

0・N・27 ICUにおける尿路感染症に対する取り組み

1)鹿児島市医師会病院 ICU

花倉かおり(けくらかおり)1)，漬田亜弥1)，和田比日子1)，長田いつよ1)

[目的]尿路感染症は院内感染の40%を占め、これらの66-86%が尿道カ
テーテルによる尿路感染症(以下UTlc と略す)といわれている。当ICUにお
いても UTlc予防に対する取り組みがなされているが、カテーテル挿入手
技・管理方法の統ーが図れておらず、また指標となるUTlc発症率も把握さ

れていなかった。そこで今回挿入時処置具がセットされ、 UTIc予防に有効
である完全閉鎖式採尿システムを導入し、サーベイランスを行った。[対
象]2000年10月 1 日から2001年6月 30日までにICUに入室した尿道カテーテル
留置患者[方法]従来法(非完全閉鎖式採尿システム)に完全閉鎖式採尿シス
テムを導入し、 CDCのガイドラインに準拠したサーベイランスを行い、結
果をまとめた。[結果]1.完全閉鎖式採尿システムを導入後UTlc発症率の減
少傾向がみられた。 2男性よりも女性の方がUTlc発症率が高かった。 3.完
全閉鎖式採尿システムのトレイを使用することにより、挿入手技の統ーが
図れ時間短縮が出来た。 4.完全閉鎖式採尿システム導入時の教育によりス
タッフ全体の意識改革が図れた。

第 1 日目 9 : 00 .......10 : 00 第 10 会場

Q-N・28 勝脱留置カテーテル装着患者の尿中細菌検出状況

1)大阪市立大学医学部附属病院 ICU

島本千秋(しまもとちあき)1)，米団員智子1)

[目的]カテーテル装着中の陰部ケアの方法を、石鹸洗浄とグルコン酸クロ
ルヘキシジン消毒との比較の結果、尿路感染発症に大差ないことを第84回
近畿救急医学研究会に報告した。しかし症例数が少ない、発症に影響する
要因に言及していないという問題があり、その結果をふまえ再調査した。
[方法]カテーテル装着患者35名に1.カテーテル挿入当日、 3 日目、 7日目の尿
中細菌培養を行った。 2.抗菌剤の使用、挿入カテーテルの種類、尿量、体

温、 WBC.CRP値を調査した。[結果]1.対象患者の6 名に CNS 、
E. aerogenes、 E.faecalis、 C.glabrataが検出された。菌検出パターンは挿入当
日からが4名、 7 日目からが2名であった。 2.抗菌剤は全例に使用されてい

た。検出群は挿入カテーテル数が多い傾向にあった。[考察]閉鎖式導尿シ
ステムを用いたPien らの報告に比べ検出率は低く、石鹸を用いたケアでも
細菌尿発生予防効果はあると考えられる。細菌尿発症の原因として挿入時
の押し込み、カテーテルと尿道の間隙からの侵入が考えられた。更に抗菌

剤の使用状況と他のカテーテル挿入数との関連を検討する必要がある。

0・N・29 重症集中ケア領域における血管内留置カテーテルのケアに

対する看護婦・士の意識調査結果報告

1)川崎市立川崎病院 ICU. CCU , 2) 自衛隊中央病院集中治療室 3)北野病院

循環器 4)順天堂大学順天堂医院ICU， 5)聖路加国際病院ICU ， 6)昭和大学藤

が丘病院集中治療センター 7)川崎社会保険病院循環器病棟 8)虎ノ門病院

循環器センター

高橋貴子(たかはしたかこ )1)，棉野繁子2)，田中登紀子3)，中島史子4) ，

西田和美5)，根本友重ベ本由美香7) ，矢吹道子自)

[目的】血管内留置カテーテルのケアは、各施設で様々な方法が施行され
CDC(米国疾病センター)ガイドラインの推奨するケアと相違がある。この
問題点を、重症集中領域の感染に関する看護婦・士の意識調査の結果から
分析する。[方法]調査期間:2001. 4. 21-5. 20。対象:41施設の重症集中ケ
ア認定看護師及び総看護経験年数4-6年の看護婦・士計164名。調査方法:質
問紙調査法。[結果H院内に感染委員会を常設しているJ95.0%i病院で感染
管理基準を成文化しているJ82.5%に対し、看護婦・士の意識は「現在の施設
でのケアを改善したいJ75.6%i院内に統ーした基準が必要J92.7%であった。
一方「感染に関する研修会等への参加J56.1%iCDCガイドラインを聞いたこ
とがあるJ57.3%i読んだことがある」では 37.2%を示した。また「改善で問題
となること」は「医師J4 1.5%i物品J3 1.7%i他スタッフJ28.7%i時間J27.4%i人
員J15.2%i上司J14.0%であった。今回の結果より、看護婦・士の血管内留置
カテーテルのケアに対する問題意識は高いが最新情報の取得や医師等との
共通認識を図る機会が少ないこと等が、ケア方法の検討や改善を図る問題
点、となっていることが示唆された。

0・N・30 救命救急センターにおけるMRSAサーベイランス~感染発
生要因の分析と感染防止対策の評価~

り11崎医科大学附属病院高度救命救急センター ICU ， 2)川崎医科大学附属

病院救急医学

坪井早苗(っぽいさなえ)1) ，都甲裕美1)，岡崎泉1)，丸橋民子1)，

小倉ひとみ1)，木村文彦2)，青木正典2)，熊田恵介21，奥村徹2) ，

鈴木幸一郎2)，小漬啓次2)

[目的]MRSAサーベイランスによる感染要因を分析し、実施した感染防止
対策を評価する。[対象と方法]対象は98年4月 -01年8月までのICU入室患
者1423例。サーベイランスチームはl入室時のスクリーニング検査を実施、
2.ワークシートに記録、 3.検出患者のデータ入力、 4.感受性パターンの記入
を行うとともに、 5.毎月 1回の感染カンファレンスで評価を行った。{結果及
び考察]1.スクリーニング検査: MRSA持ち込み症例数は65例 (4.6%) で、
ICU内検出者の1/3を占めた。 2. ワークシート活用:感染状況の把握がで
き、情報提供と注意の喚起ができた。 3.検出患者データ:期間中のMRSA検
出者は193/1423例(13.5%) であり 1/3は持ち込みで残りの2/3(9%) が院内感
染と考えられた。当ICUの基準検出率(期間中の平均値)は9.0%(SDは4.3%)
で、 17.6%(平均値+2SD) を越えるとアウトブレイクと見なした。こうし
て、月別検出率の経過よりアウトブレイク時期と危険因子を明らかにでき
た。【結語]MRSAサーベイランスの継続により感染対策の評価指標となる
基準検出率の算出ができアウトブレイクが把握できるようになった。

-196-



N-06 口腔ケア

0・N・31 重症集中ケア領域の口腔ケアに対する看護者の意識と行動

~口腔ケアの実態調査から~

Il横浜市立大学医学部付属病院集中治療部 2)神奈川リハビリテーション病

院 ICU ， 3)板橋中央総合病院，川11崎市立川崎病院 ICU ， 5)福島県立医科大

学医学部附属病院集中治療部 6)藤沢市民病院 ICU. CCU , 7)菊名記念病

院 ICU. CCU , 8)聖マリアンナ医科大学附属病院ハートセンター

稲葉桜(いなばさくら) lJ，天沼美智子2)，神成田朝美3)，立石由紀子ll ，

山根順子ペ脇屋友美子5)，水野洋子6)，佐藤幸恵7)，山崎雅美8)

{目的】口腔ケアの意義は、誤礁による細菌性肺炎の予防、摂食鴨下機能の
維持とリハビリテーションなど数々いわれ、生活の質の維持・向上にも不
可欠である 。 しかしながら各施設での手技は異なり、個別性を加味されて
いるか疑問であった。 そこで、看護者の口腔ケアの実態調査に取り組ん

だ。 【方法]全国の重症集中ケア認定看護師が所属する56施設、 1406名に自
作のアンケート調査依頼。 アンケートは、感染予防、リハビリテーショ

ン、日常生活・安楽という側面から口腔ケアの意識と行動を質問し、その
関連を比較。 5段階尺度で点数化した。 {結果}ほぽ全ての項目で意識と行動
に有意差 (p< 0.05) を認めた。 点数の60%を境界とし1意識、行動共に高い
2意識、行動共に低い3意識は高く、行動が低い4意識は低く、行動が高いも

のに分類すると3が約半数を占めていた。 [考察]理想のケアが実施できない
背景として「処置が多くて時聞がないJf患者に拒否される jで過半数を占
め、現状に至る要因の可能性がある 。 しかし、知識不足や業務のルーチン

化などが要因である可能性も高い。 口腔ケアに対する知識と技術の修得と

看護者への動機付け、システムが重要であると考える 。

0・N・32 挿管患者へのお茶による効果的な口腔ケアの再検討

])国立東静病院 ICU

渡遺真紀(わたなべまき )1 ) ，鈴木朗子Il，峰田信子Il，宮崎友美子 lJ ，

鈴木良子Il，桂田和子Il ，渡海裕文Il，梅本琢也Il

【目的]以前当学会で、口腔ケアの充実を目指しお茶による口腔ケアの有効
性を報告した。 今回、口腔内の清潔が十分保たれ継続していける方法を再

検討したので報告する 。 [方法]口腔ケアにはお茶を使用する 。 挿管患者を
対象に、口腔ケア係を設定し、係が中心となってケアを実施した。 その方
法は、ケアAとして、 1 日 4回のブラッシング(スポンジによる)、ケアBとし
て、 1 日 2回のブラッシングと 1回の洗浄(注射器で洗い流し吸引する)及びブ

ラッシングとした。 そして口腔内の細菌培養をケア直前及び12時間毎の3回
行い、その効果を比較した。 [結果】(1)ケアAよりケアBの方が細菌の増加
率が低かった。 (2)1日 3回の口腔ケアが定着した。 [考察]1 日 l回口腔内の洗
浄を取り入れる事で、ブラッシングのみのケアよりも口腔内の清潔保持を
図る事ができると考える 。 また口腔ケア係を作り、物品を常時準備する事
で、 1 日 3回の口腔ケアが定着しやすいと考える 。 [結論]1 日 1回洗浄を加え
た口腔ケアは清潔保持ができ、口腔ケア提供の充実・継続が図れた。

0・N・33 口腔ケア評価にPCR(Plaque control record) を用いて

Il千葉大学医学部附属病院救急部集中治療部

上野博章(うえのひろふみ) Il ，山下優美Il，石原照子Il，森英雄Il

口腔ケアは、介護の場においてはQOLの維持及び老人性肺炎の予防の為に
必要であると言われている 。 クリテイカルケアにおいては、口腔内細菌の

過剰増殖を抑えることによる、呼吸器感染症のリスクの軽減及び口腔内細
菌による菌血症の予防に効果があると言われている。 これはSIRS(systemic 
inflammatory response syndrome) 及び、sepsis という病態を考えると、口

腔ケアはクリテイカルケアにおいても重要なケアの一つであると言える 。

しかし、従来の口腔ケアの評価は外観・臭いなど看護婦の主観的なものに
とどまり、客観性がなく十分ではない。 今回、我々は口腔ケアの向上を目
的に、 O'learyのplaque control recordを、歯科医師及ぴ歯科衛生士の協力
の下で用いることにより、口腔ケア技術の客観的な指標として利用するこ

とが出来たので報告する 。

0・N・34

第 1 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 10会場

挿管患者の口腔ケアーブラッシング技術の見直しと実施時

間の検討一

Il名古屋第二赤十字病院集中治療部

村崎由佳 (むらさきゆか)Il，宮崎玲子 lJ ，井上好美1)，中川智美1)，

井嶋賢子Il

昨年、挿管中における口腔ケアにブラッシング法を導入し、手順の統一
と、含轍剤の種類について検討した。 結果、 8時間毎の口腔ケアでは、清拭
法よりブラッシング法、含嚇剤については、水や他剤よりポピドンヨード

液かオキシドール液に有意な関連性が認められた。 また、チューブ周囲や

奥歯は、ブラッシングが困難で、あったという事より、口腔ケアの方法に工
夫を要する課題を残している 。 そこで今回、私達は口腔ケアの方法を検証
した。 まず、ブラッシングが困難な部位のプラークコントロールを確立す

る為に、全スタッフを対象に、歯垢染色液を用いた技術の評価をし、さら
なる向上に努めた。 また、ブラッシング手順の工夫もした。 次に、含轍剤

は、効果のあったポピドンヨード液を使用する事とした。 以上のことをふ
まえ、 4時間毎と 8時間毎の汚れ具合を比較検討し、 8時間毎の口腔ケアが可

能であるか検証したのでここに報告する 。

0・N・35 当ICUにおけるオーラルケアの効果と問題点ーオーラルケ

アの効果をUSTの有無により比較検討する一

1)済生会宇都宮病院 ICU病棟

入江浩子(いりえひろこ)Il，吉原千景 1>，市村浩一1)

[目的]第10回日本集中治療医学会関東甲信越地方会において、当ICUにおけ
るオーラルケアの効果を、カフ上部吸引機能付気管チューブ(UST) の有無

により検討したところ炎症パラメーター上ではUSTの効果は見られたもの
の、オーラルケアの効果に関する結果は得られなかった。 そこで今回、さ

らに症例を重ね検討した。 [対象】当ICUに入室し、呼吸管理のために1週間
以上の気管内挿管が必要となった患者。 [方法]30倍ポピドンヨード液、綿
球、鋪子を使用し、上顎、下顎、両側頬部、舌背、上口蓋、舌下の各個所
をそれぞれ清拭する 。 上記を各勤務1回行うこととし、 USTの有無、両者に
おけるケア施行後l 、 3、 7 日目の曙疲培養、下顎第2大臼歯対側頬部粘膜の

細菌培養をVAPの定義に基づき比較検討した。 [結果]UST(有)群に、下気
道落下菌数が少ない傾向が見られた。 さらに、 USTの正しい使用方法、

オーラルケア方法の客観的な評価を含めて報告する 。

0・N・36 ICUにおける術後患者の口腔内細菌管理一術前口腔内洗浄
効果について一

1)名古屋大学医学部附属病院ICU

袴田恵美子(はかまたえみこ )1 ) ，寺田八重子1)，深津まり子1)

[目的]術後気管内挿管患者の気道感染症予防のためには口腔内を知何に清
潔に保っかが重要である 。 そこで、私達はICUにおける口腔内細菌管理を
より効果的なものとするため、手術直前に口腔内洗浄を行うことで術後の

口腔内細菌を効果的に減少させ得るかについて検討した。 [方法]細菌のコ
ロニーであるプラークを指標として、手術直前にプラークが残存しないよ
うに口腔内洗浄を行ったA群15例と行わないB群15例を対象に、 ICU入室4
時間後および8時間後の口腔内洗浄施行前に染出剤にて染色し、口腔内のプ
ラーク付着状態を検討した。 プラークの定量化はプラークコントロールレ

コード値 (PCR値)を用いて行った。 [結果・考察]ICu入室4時間後、 A群で
はいずれもPCR値20%以下に抑えられており、 B群に比してプラーク付着の
程度が著明に減少していた。 またICU入室8時間後はB群でも PCR値は著明

に減少していたが、 A群の方がより低値であった。 これらの結果は、手術
直前の口腔内洗浄が術後の口腔内細菌数を低値に保つのに適した方策であ
ることを示しており、これにより ICUにおける口腔内細菌管理がより効果
的なものになると考えられる 。
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N-07 その他 (1 ) 

0・N・37 重症集中ケア看護者が直面する倫理的課題に関する意識調

査

1)福島県立医科大学医学部附属病院集中治療部 2)福島県立医科大学看護学

部

脇屋友美子(わきやゆみこ)1)，佐藤冨美子2)

[目的]ICu看護者が実践において体験している倫理的課題に関する戸惑い
とその対処の実態を明らかにする。[方法]全国のICU看護者200名 (20施設)
を対象に質問紙調査を行った。無記名で郵送により回収し、統計学的に分
析した。[結果]有効回答数143(回収率71.5%) 、対象の平均年齢30.5歳、総
臨床経験年数平均9.3年、 ICU経験年数平均3.9年であった。倫理的課題に関
する質問30項目中、“非常に戸惑う"“やや戸惑う"あわせて7割以上だ、ったの

は、 18項目であった。多い順に、「患者への医師の対応が思いやりにかけて
いるとき J97.9%、「医師の家族への説明が不十分であるとき J97.9%、「即座
に対応しなければならない場面で相談する人がいないとき J9 1.6%であっ
た。その対処は、“いつも行なっている"“時々行なっている"をあわせて、

「同じ問題を感じているナースと共有する J93.7%、「一人で考える J81.8%、
「管理者に相談する J80.4%の順で、多かった。[考察]戸惑いは、スタッフとの
関係や看護判断の是非をめぐる場面で多かった。その戸惑いに対する対処
は、個人的な対応にとどまっている為、チームや組織全体での討議の必要
性が示唆された。

0・N・38 クリテイカルケアを受ける意識不明患者とその家族に生じ
る倫理的問題への援助

1)大阪府立看護大学博士前期課程 2)大阪府立泉州救命救急センター

北村愛子(きたむらあいこ)1)，猪原繁美2)

先端医療に伴うクリテイカルケアの発展はめざましく、臨床では倫理的

課題が生じることが多い。その多くは患者の意識がなく、事前意思表示が
不明であることから意思決定を家族に委ねることで生じてくるものであ
る。看護婦は、代理人の苦悩を理解し看護介入する必要がある。
そこで今回、急性呼吸窮迫症候群でクリテイカルケアを受ける81歳の女

性に生じた倫理的問題を分析し、看護介入をした。結果、家族が積極的治
療の停止の可否について葛藤したことに対し、価値観を分析し問題解決へ
の糸口を見出すことで、家族の意思決定が可能となった。家族が治療停止
の意思決定をしてからは、決定に伴う喪失感からくる予期悲嘆が強くな
り、選択した結果に対する心の揺れが生じた。そのため、悲嘆ケアを行う
ことで精神的苦痛の緩和に努めた。患者・家族にとって、よりよい生命の

終末を迎えるに至った。
倫理的問題への援助としては、葛藤の原因や影響を分析し論理的に整理
すること、最も重要な価値を基盤に採択するよう支援することが有効であ

る。また、家族の悲嘆のプロセスを促すことは、より良い意思決定の実現
へと導き、家族が苦悩から解かれるということがわかった。

0・N・39 当院ICUにおけるカルテ開示の現状

j)松本協立病院 ICU病棟 2)松本協立病院心臓血管外科

森山崇子(もりやまたかこ)1)，小松和代1)，三溝知里1)，野原秀公2)

[目的]当院ICUでのカルテ開示の現状について検討し、より良い方法を構
築するための一助とすることを目的とした。[対象・方法]2000年11 月 1 日か
ら 2001年5月 31 日までの入室者で、1)カルテを見たか、 2) 見て分かったか、
3) 医師、看護婦に質問できたか、 4) なぜ見なかったか、 5) カルテ開示は必
要か、 6) 医師・看護婦から充分な説明があったか、等の項目について電話
によるアンケート調査を行い回答が得られた115名を対象とした。[結果]診
療科は心外56名、循内37名、消外10名、その他12名で、緊急入室は52名で
あった。カルテを見たと答えたのは緊急入室者 (46.2%) のほうが、予定入室
者(15.9%) より多く、分かったかどうかで、は差はなかった。また、スタッフ
には質問できたとの回答が多かった。カルテを見なかった理由として、術
前に説明を受けたから見る必要がないとの回答が多く見られた。[結語]充
分な病状説明を受けている場合はカルテを見る患者は少なく、あらためて
インフオームドコンセントの重要性が認識された。当院では今後電子カル

テの導入が予定されており、開示方法について更なる検討が必要と考え
る。

第 1 呂田 11 : 00 --1 2 : 00 第 10 会場

0・N・40 『集中治療室における看護ケアの評価基準』の検討

1)日本集中治療医学会看護部会看護基準検討小委員会

尾野敏明(おのとしあき)1)，高木三保子1)，道又元裕1) ，菊池幸1)，

杉本敬子1)，高山ちづ子1)

集中治療室の看護の質向上をめざし、当小委員会では看護ケアの評価基
準を検討してきた。今回、パトリシア・ベナー看護論にある 17つの領域:
31の実践項目」に基づいて『集中治療室における看護ケアの評価基準j を作成
し、試用したので採点結果を含め報告する。[目的]集中治療室で行われる
べき看護ケアを明確にし、施設あるいは看護婦が自己評価できる基準を作
成する。[方法]1)集中治療室における看護ケアの評価基準を作成する。 2)
評価基準を当学会看護部委員に配布し、試用(採点)する。 3) 試用した結果
から評価項目を再検討する。 4) 評価基準が「看護ケアの質」を測る尺度にな

るか検討する。【結果] 1) 88の質問項目から成る評価基準を作成した。評価
は4段階評価とした。 2)44名に配布し、 29施設から回答を得た。 3)採点の高
い項目は、医師とのデイスカッション、患者に安心感を与える配慮、緊急、
時の対応、低い項目は患者の生活習慣を考慮した援助などであった。評価

項目については、集中治療室に特有なものがないという意見があった。 4)
29施設中 15施設が「看護ケアの質を測る基準になる J と回答した。以上の結
果から考察し、問題点・改善点を検討する。

0・N・41 看護学生のクリテイカルケア看護に対する認識

1)山梨県立看護大学看護学部

池松裕子(いけまつゅうこ)1)

[目的 ]4年制大学看護学生のクリテイカルケア看護に対する認識を知る。
{方法14年制大学3年生後期に1週間のICU実習を行い、実習前後にクリテイ
カルケア看護に対する認識をPerception of Critical Care Nursing 

Questionnaire (PCCNQ) 日本語版で測定した。[結果]Icu実習前後におい
て、 PCCNQのスコアは変化しなかった。卒業後にICUで働いてみたいと考
えている学生と考えていない学生ではPCCNQのスコアに有意な差があり、

前者が高かった。学生がもっとも肯定的に捉えているクリテイカルケア看
護の側面は、絶えず最新の知識を修得すること、素早い判断をすること、

優先度の決定が重要であること、であり、この3項目は実習前後とも変わら
なかった。学生の肯定度がもっとも低かったのは、満足感についてであっ
た。[結語】ICU実習では、クリテイカルケア看護に対する学生の認識に変
化を与えなかった。クリテイカルケア看護に肯定的な認識をもっている学
生が、卒業後の進路としてICUで働くことを考えている。学生は、クリ
テイカルケア看護を行うことに満足感を実感しておらず、今後の課題と
なった。
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N-08 看護の質・他

P-N・01 心臓外科患者の周術期の対処行動一集中治療を受けている
時期を中心に一

])東北大学大学院医学系研究科医療管理学分野

佐藤裕子(さとうゅうこ) Jl ，濃沼信夫Jl

[目的]心臓外科患者の周術期の対処行動を明らかにする 。 [方法]東北地方
の循環器医療の中核病院で、心臓手術を受ける患者15名を対象に参加観察
と面接を行い、手術に対する対処行動(言動、表情、状態など)を分析し

た。 [結果]術前は、手術の不安を乗り越えて家族に対する心配を軽減する
といった積極的な対処行動が多かった。 術後は、回復を早める努力といっ
た積極的な対処行動が多かった。 集中治療の時期は、自分の置かれている
状況と家族について確認するなど、目立たない形での積極的な対処行動が
多かった。 しかし、意思疎通が困難なため、不安が増大しやすい状況で
あった。 [考察]集中治療を受けている時期は、患者の不安が病的になる前
に、手術の終了と患者の置かれている状況が把握できるように情報提供

し、家族とのコミュニケーションの機会をつくることで安心感を与えるよ
うな看護の必要性が示唆された。 さらに、周術期を通して一貫した看護の
展開の重要性が示唆された。

P-N・02 家族の録音メッセージが患者に及ぼす影響

Jl総合病院北見赤十字病院 ICU

佐々木美奈子(ささきみなこ) ])，藤田暁美1 )，佐々木敦美])，下田裕子1)

{目的]患者にとって家族との関わりは、精神安定へ重要な役割を果たす。
しかし、面会が制約され接する時間が少ないのが現状である 。 そこで、家
族の声を録音しメッセージテープを作成した。 これを面会時以外に患者に
聞いてもらい精神面や身体面への影響を調査した。 [方法]対象は1999年6月
からICUに入室した意思疎通が図れる成人患者とした。 家族の面会時に趣
旨を説明しICU内又は自宅で家族の声を録音しテープを作成した。 本人の
同意を得て面会時以外に録音メッセージを聞いてもらった。 聴取前・中・

後でのパイタルサイン・言動・表情を観察し、聞き取り調査を行った。 ま
た、患者の気分の変化は、 VAS (VisuaI Analog Scaie) を一部改良したlOcrn
の気分尺度を用いて測定した。 [結果}身体的反応としてはバイタルサイン
に変化はなかった。 精神的反応ではテープ聴取に対して「良かったJi うれし
いJiまた聞きたい」という感想が多かった。 VASの変化は患者の気分が良い
方に増加を示した。

P-N・03 ICU看護記録の監査と担当ナースの自己評価の分析

])鳥取大学医学部附属病院集中治療室

岩永弘子(いわながひろこ)1l，渡漣仁美])，大草智子1J

平成11年当初には国立大学病院における看護記録の開示に関する指針に
より看護記録の体制整備がおこなわれている 。 看護記録の法的側面を重視
した記録マニュアルの整備を進めるなか看護記録の監査を実施している 。
さらに担当ナースの役割意識について自己評価を実施したので報告する 。
方法:1)平成12年 (5月、 11月)、平成13年度に当院監査ツールをもとに作
成した監査ツール (49項目)により 60事例を他者監査。
2) 平成13年度ICUの看護者18名を対象に担当ナースとなった20事例の自己
監査を 1) のツールをもとに実施し、さらに担当ナースの役割について4段階
評定法にて32項目評価を実施。

結果:1)他者監査の結果入室時平成11年度 (33.3%) に比較し、平成12年度
(55.5%) は患者、家族の希望の内容の記述が増加した。 呼吸系の内容も増加
し (57.1%→91.7%) 、法的側面の記録の訂正方法 00.5%→30.0%)、略語の統 ，

ーも監査実施後改善を認めた。
考察:監査の実施は記録の法的側面の徹底のみならず、患者家族の希望
をとりいれるなどの患者参画の内容の記載の充実につながった。

第 1 日目 14 : 00 --15 : 00 第 13-1 会場

P-N・04 サマリーによる情報提供について

])山形県立救命救急センター

伊藤美恵(いとうみえ)1J，庄司由美人長岡咲子1)，片桐まさ子1)

[目的]当集中治療室より関連病棟へ退室する患者について、より良い情報
を提供するために現在の退室時サマリー(以下サマリー)の記入内容につい
て調査した。 [対象]関連病棟看護婦(士)50名(調査研究であることに承諾を
得た)[方法]独自に作成した質問紙により次の項目について調査したo 1.内
容の分り易きと情報提供は十分であるか。 2. 得られる情報と必要としてい
る情報の比較。 [結果]1.サマリーは分り易く情報提供は十分と答えた人は
14%、まあまあ分るが情報提供は十分とは言えないが32%、分りにくいは
28%であった。 分りにくい理由として記入内容に個人差がある、知りたい
情報の記入がない等があげられた。 2. 必要としている情報は看護上の問題

点と治療方針であった。 [考察】サマリーの記入内容については68%が分り
易い、まあまあ分り易いと答えているが、情報提供については看護上の問
題点や治療方針について具体的に示すことを希望していた。 これらの結果
を意識してサマリーを作成することで記入内容に個人差や情報の不足を生
じないようにしていく必要がある 。 [結論]看護上の問題点、治療方針に関
する情報が不足しているため情報提供は十分とは言えない。

P-N・05 集中治療室におけるプライマリーナースとしての意識向上

を目指して~退室後訪問への取り組みを行って~

Jl済生会熊本病院心臓血管センター集中治療室

木崎智代(きさきともよ) J) ，吉村トモ子])，石田由紀子1J，本田喬1) ，
庄野弘幸1J， 三隅寛恭j)

<背景>当集中治療室では、年間約200例の心臓血管外科予定手術患者に対
し、プライマリーナース(以下PN) による術前訪問を行ってきた。 しかし、
PNが集中治療室退室後の患者と再度接する機会はほとんどなかった。 ま
た、看護婦におけるプライマリー制に対する認識にも個人差がみられた。
患者・家族との信頼関係や満足度の向上の為には、プライマリー制の充実
が欠かせないと考え、退室後患者訪問を導入した。 <目的>退室後患者訪

問の導入により、 PNとしての意識向上が図れるかを検討すること 。 <対象
と方法>対象は集中治療室看護婦27名 。 退室後患者訪問導入前後におい
て、プライマリー制に関するアンケート調査を行った。 <結果>PNとして

の意識の明確さについては退室後患者訪問前40%、訪問後96% と有意に改
善した。 <結論>PNが退室後の患者訪問を行い、患者の回復経過や感想を
直に知ることで、 PNの役割について再認識することができた。 心臓手術患
者の看護の充実を図るために、今後もプライマリー制についての更なる検
討が必要と思われた。

P-N・06 看護診断のaccuracy (正確性正当性)についての研究ー当
救急部過去1年間の酸素化ケアに関する看護診断から一

j)札幌医科大学医学部附属病院救急集中治療部救急部門

五百蔵 三奈(いおろいみな)U，高田貴美子])

[目的]看護の専門性を主張し体系化された学問として世界共通の言語を確
立し発展させていくために，看護診断は欠くことが出来ないと考える 。 クリ
テ不カルケア領域では，時間的制約が極めて大きい中で看護診断プロセスを
展開する必要があるが、経過が早く 一連のプロセスについて評価が行われ

ていない現状がある 。 よって，ラベリングされた看護診断と思考プロセスが
正確かどうか疑問を持っていた。 関連因子と診断ラベルがどの程度妥当で
どの程度不適切であったか，つまり accuracyを明らかにすることで、今後の
看護診断学習に有益であり，ひいては看護の質向上につながると考えた。
{方法]看護診断の研究は，使用頻度の高いものから行うのが効果的と言われ
ている 。 過去1年間，最も多かったのは「酸素化ケア」に関する看護診断であっ
た。 当部ICU入室患者のカルテから酸素化ケアに関する診断がラベリング

されたもののレビューを行った。 iNANDA看護診断定義と分類2001・2002J
をもとに，関連因子と診断ラベルのaccuracyを研究者が採点し，判定した。
[結果]当部の酸素化ケア看護診断ラベリングの現状が明らかになり.正確な
看護診断プロセスを展開するための示唆を得たので報告する 。
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N-09 精神的援助 (3)

P-N・07 集中治療室で治療を受けるがん患者のストレスに対する看
護婦の認識

n国立がんセンター中央病院8A病棟(集中治療室)， 2)国立がんセンター中央

病院麻酔科・集中治療室

森田麻紗子(もりたまさこ )J)，平松玉江n，日沼時子n，外塚順子n ，

松谷弘子1)，本田完2)

本院ICUは、がん患者が対象であり入室前に様々な精神的ストレスを有し
ていることが多い。こうした患者に各種の集中治療が行われるなかで患者

のストレスに対して看護婦がどのように認識しているかを検討した。[方
法]対象は本院ICU看護婦15人。調査者1名が対象者15人について半構成的
面接手法を用いて気管内挿管もしくは気管切開施行患者のストレスをどの

ように認識しているかを30分程度の面接で収集し、質的帰納的に分析し
た。[結果]ICu看護婦が認識している内容の中で最も多い項目は「意思疎
通」であった。またICU看護婦が患者との意思疎通に重点を置いており、こ
のことはがん患者のQOLの向上と看護婦自身の患者ケアに対する満足度を

得るために重要であると思われた。コミュニケーションの確立が難しい
ICUという状況では、患者のストレスを軽減するには看護婦の患者ストレ
スに対する認識のあり方を今後も検討する必要がある。

P-N・08 鎮静を施されたICU入室患者に対する看護婦の認識

1)国立がんセンター8A病棟(集中治療室)， 2)国立がんセンター中央病院麻酔

科・集中治療室

外塚順子(とっかじゅんこ )0，日沼時子J)，森田麻紗子J)，山崎香織J) ，

平松玉江J)，松谷弘子1)，本田完2)

がん専門病院である当院ICUは、癌に対する集学的治療後の多臓器不全症

例が多く、在室日数が長期におよぶことが多い。こうした症例に対して鎮
静を行い長期人工呼吸管理や血液浄化療法が行われるとともに癌治療に対

する対症療法も行っている。今回、鎮静下に長期管理を施行されている重
症患者を看護する看護婦の患者との意思疎通に対する認識について若干の

検討を加えたので報告する。[方法]ICU看護婦15人に対して患者との意思
疎通について半構成的面接の手法によるインタビューを行った。[結果]患
者との意思疎通の重要性についてはICU看護婦全員が認識をしていた。イ
ンタビューの結果は以下の3つのカテゴリー、「現状Jr予測Jr判断」に分類さ

れた。{考察]今回の検討から看護婦は客観的なことと主観的なことを認識
しており、患者の意思を可能な限り尊重したいという思いが患者に向けら
れていることが明らかになった。

P-N・09 ICUにおけるターミナルケアの一考察一遺族へのアンケー
ト調査より-

o福井赤十字病院集中治療室

新保比奈子(しんぼひなこ)1)，西郡知代0，加藤史枝J)

[はじめに]近年の医療技術の進歩に伴いICUにおける救命率は高くなって
いる。一方リスクの高い患者も多く、治療の効果がなく亡くなる事もあ
る。当ICUにおいて家族がより良い看取りができるよう家族援助を行って

いるが、家族の反応や死の受容に向かうプロセスは様々である。そこで今
回ICUにおけるターミナルケアの方向性を見出す目的で、入室し亡くなっ
た患者の遺族に対してアンケート調査を行ったので報告する。[方法]当
ICUに入室し亡くなった患者の家族73名にアンケートを郵送し、無記名で
回答してもらった。【結果]当ICUでの治療、患者ケア、面会に関しては70%
以上が肯定的な評価であったが、入室時の説明、家族支援に関する項目は
評価が低かった。又家族は患者の状態の悪い事、回復の見込みがない事を

最も辛かった事として挙げており、心残りに関する意見が多かった。[考
察・結論}今回のアンケート調査では、家族の背景因子による家族のニード
に関連性を見出すことは出来なかったが、家族によってニードは異なる
為、ターミナルケアにあたる際には、個々のニードに応じた家族援助が必

要である。

第 1 日目 15 : 00 --16 : 00 第 13-1 会場

P-N・10 危機的状態に陥らなかった家族への看護介入の分析

o長野市民病院

竹内ミカ(たけうちみか)1)，柳沢淳子J)

1.動機・目的患者の突然の発症や受傷は、家族にとって、その出来事に

対し受容する心の準備ができていない。したがって多くの場合は脅威の出
来事としてとらえ、激しく混乱し危機的状況に陥る。今回、家族が危機的

状態に陥らなかった症例を経験した。そこで、家族が危機的状態に陥らな
かった理由をアギュララの危機モデルを用いて明らかにした。 2. 結果・考
察家族の同意を得て半構成的インタビューを実施し、アギュララの危機モ
デルを用いて分析した。 分析の結果、バランス保持要因(事件の知覚、社

会的支持、対処機制)がすべて存在していた。これら全てのバランス保持要
因が存在していることにより危機的状態に陥らなかったと考える。 さら
に、社会的支持において私達は直接的支持者になることができた。また、
家族が早期よりケアに参加することで、対処機制が働いた。 3. 結論1) バラ

ンス保持要因が全て存在しているかを看護婦が見極める。 2) 社会的支持と
して看護婦が直接的支持者となる。 3) 対処機制が働くよう急性期より家族
参加型のケアを行う。

P-N・11 弁置換術後集中治療を受ける患者・家族の苦痛緩和につい

て

j)大阪府立看護大学大学院博士前期課程急性看護学

森本朱実(もりもとあけみ)n

[目的]弁置換術後において患者・家族には身体的・心理的・社会的苦痛が
生じるが、その苦痛を分析し緩和する看護援助の効果について考察する。

{方法]記述研究[結果]患者の身体的苦痛は術後不安定な循環動態による症
状、創痛と元来の腰痛症の増悪、心理的苦痛には不安、焦り、日常性の喪
失による影響が因子にみられた。社会的苦痛は環境、家族に対するものが

因子にみられた。家族の身体的苦痛は面会までの待機時間の長さによる疲
労、心理的苦痛は不安、心配、社会的苦痛は仕事への影響、日常性の喪失

があった。[考察]身体的苦痛に対しては除圧、安楽体位、早期離床、十分
な睡眠など、心理、社会的苦痛には傾聴、説明、環境調整、精神的支援な

どが有効であった。家族に対しては、傾聴、患者の状態説明、面会時間の
延長などによって現状を正しく認識してもらうことで効果があった。[結
論】患者・家族とも身体、心理、社会的苦痛をもっているが、急性期には仕
方ないと感じていることも多い。看護婦は積極的に関わり軽減できるよう
にしていく。

P-N・12 ICUにおける生体肝移植後の家族への看護介入ープライマ
リーナースの関わりを通して一

J)自治医科大学附属病院

野村正江(のむらまさえ)J)，宮沢玲子 J) ，渡井恵1)，石崎美知子1)，

野沢英子1)，渡辺美智子1)

当院では、 2001年5月から先天性胆道閉鎖症の患児に対し、親がドナーと
なる生体肝移植がおこなわれるようになった。適応患者の増加に伴い、手

術が定例化することになりレシピエントは術後全例がICU入室、 ドナーは
外科病棟で術後管理されている。 当ICU としても入室準備、看護基準、看
護計画のマニュアル化を進め、肝移植後の看護の基本を手順化し環境管理
にも改善を加えスタッフ全員がレシビエントに対する看護がスムーズに出
来るよう心がけてきた。症例を重ねるごとに感じることは、とかく生命管
理に偏りがちにあるICUにおいてはレシピエントの術後管理に重点を置き
やすい。しかし両親の不安を理解する事が急性期の看護を円滑に進めるた
めには重要で、はないかと考えた。疾患の特徴から遠隔地から患児が来院し

移植手術を受けるケースが多く、また手術直後からICU在室期間中はド
ナーとレシピエントが分離状態になる状況にあることから不安、葛藤が増
すことが予想される。 そこで、プライマリーナースの家族への関わりを通

し、手術前、手術後の両親の持つ不安の変化をSTAI法を用いて分析するこ
とにより精神的な援助が有効に行われたかを考察する。
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N-10 小児

P-N・13 小児がICUに入室中の家族の援助

1 )名古屋第一赤十字病院 ICU ， 2) 日本赤十字愛知短期大学看護学科

須永康代(すながやすよ )1)， 市江和子2)

[研究目的]N.C.Molterのニードの一覧表を用い、小児がICUに入室中の家族
がもっニード、ニードが満たされたか、満たされたとしたら誰によって満

たされたかを知る 。 [研究方法]2000年4月 -2001年7月までにN病院ICUに2
日以上入院した15歳以下の小児の家族78名中、研究同意を得て回答した家
族40名(回収率51.3%) を対象とした。 [結果・考察]対象は、男性5名 (12.5
%)、女性35名 (87.5%) で、続柄はすべて父親、母親であった。 入室期間は
2-4日間で約60%、入室回数は1回がほとんどであった。 家族が重要と思う
ことは、「行なわれていることを正確に知る J87.5%、「行われていたことの
理由を知る J87.5%で、それらは約80%が医師、看護婦から満たされてい
た。一方、「一人になった時に一人でいる場所j、「会いたい思う時に面会で
きる」、「相談できる人がいること教えてもらう 」は、約70%以上が満たされ
ていなかった。 家族が一人でいたい場所の確保や、子どもに会いたい時に

会うことができるというニードは満たされにくいといえる 。 また、家族の
最大の関心が子どもの病状や予後であることがうかがえ、状態を家族へ説
明することの重要性が示唆された。

P-N・14 不慮の事故により両親を亡く Lた小児への関わりを通して

1)沖縄ハートライフ病院 ICU

玉城淑子 (たまきよしこ )I)，渡久山すえの J)，仲地ますみ])，久場良也])

[目的]不慮の事故により両親を失い、 PTSDが危慎された小児への初期段階
での看護を振り返る。 [事例紹介]11歳。 両親と共に車に乗車中、事故に遭
い両親は即死。 患児は一命を取りとめ、両親の死を知らないままICUへ入
院となる 。 [方法]1.医療スタ ッ フ、親族 (キーパーソン)間で、 言動、対応を
統一 2.環境を配慮した、両親の死の告知[結果及び考察]患児の事故直後の
ストレスや両親の安否に対する不安感を考え、プライパシーの保護や、外

部からの情報を一時的に遮断できる観点から、個室も備えるICUでのケ
アーが行われた。 統ー した言動、対応は患児との信頼関係を築き、親族、
医療スタ ッ フが見守る中での両親の死の告知は、両親を失った孤独感、疎
外感を緩和したと思われる。 また葬儀への列席に対する、自己決定への機
会を与えた事は、両親の死を認識する一歩に繋がったと考える 。 さらに患

児を主体としたサポートは、親族を精神的に支える役割も果たしていたと
思われる 。 [結語】心理的危機状況下にあるケアーにおいて重要な事は、小
児に安心感を与え、親族が容易に小児への支援に向かう事が出来るように
サポートする事である 。

P-N・15 緊急入室した患児、家族へのターミナルケア

])近畿大学 医学部附属病院看護部

中櫨真里 (ちゅうれいまり)])，松坂春奈])，能城久美子 1 ) ，福谷奈々])，

佐竹慶子l)

[はじめに]親にとって子どもが死に逝くという現実を受容することは、非
常に困難で家族全体に大きな影響を与える 。 今回、患児の奇跡的回復を望
んでいた家族の事例を経験し、家族との関わりをプロセスレコードにまと

め、鈴木・渡辺の家族看護、家族システム論を用いて分析したので報告す
る 。 [症例]9歳、男児。 急性リンパ性白血病で、骨髄移植後の急性心不全・肺
水腫で入室したが29日目に死亡。 入室時より意識はなく以後の回復は認め
なかった。 入室当初より家族が児の現状を受け入れやすくするため、看護
婦は家族に対して受容的態度で関わった。 入室面会フリー、児の好きだっ
たキャラクターをベッド周囲に置く、さらにケアへの参加を促すことで、

徐々に両親から受容的発言が聞かれるようになった。 また、 ドナーである
弟の面会を機に家族全員が死を受容できるようになった。 [まとめ]家族を
円環的にアセスメントすることは、家族がセルフケア機能を発揮し、かっ
治療の一環を担えると思われる 。

P-N・16

第 1 日目 16 : 00 --17 : 00 第 13-1 会場

小児集中治療における樗宿予防の重要性を考える~体圧測

定調査を行って~

j)京都府立医科大学附属病院こどもICU

藤田 一美(ふじたかずみ)1)，鈴木貴美子])，村田優子1)，川岸あゆみ]) ，

橋元利江1)，近藤美保子1)，脇恭子1)

重症患児は、治療上体位変換が制限され樗靖の最大の原因である圧迫を除

去しがたい状況におかれることが多い。 今回、小児の体圧測定を行い経験
的知識の裏付けとなる結果を得たので報告する 。 [方法】対象:体重4kg未満
の患児のべ114例。簡易体圧測定器にて頭部・仙骨部・腫部の体圧を測定し
た。 [結果]体圧は頭部:26.5::!:: 8.9mmHg、仙骨部:18.2::!:: 7.7mmHg、腫部:4.0
::!::2.53mmHgであり、部位聞に有意な差を認めた。 【考察】小児は成人と体
圧分布が異なり頭部の圧が最も高いことがわかり、後頭部の骨突出部が小
児における樗痛好発部位と考えた。 実際に測定した体圧は、祷痛の危険値
である32mmHgより低い値であったが、この値は成人の基準値であり、よ
り体血圧が低く血管内腔も狭い小児では低い体圧でも血流が遮断されやす

いと考える 。 また、 ICU入室患児の平均的な状況をプレーデンスケールで
評価すると4項目で得点が低い上に、末梢循環不全・低酸素血症など組織耐
久性に乏しいこともあり樽橋発生のリスクは高い。 そのため今回測定され

たレベルの体圧あっても樽痛発生要因になり得ると考え、樽靖予防ケアは
不可欠と考える 。
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N-11 祷創

P-N・17 集中治療センターにおける樽靖予防の取り組み

1)画館五稜郭病院集中治療センター

坂野亮子(さかのりょうこ)1)，石田いくこ 1) ，川崎秀子1)，穴倉和子1)，

原津由香川中島はるみ1)，根岸裕子1)

{目的]当集中治療センターではプレーデンスケールによる評価、樗宿予防
用具の使用、可能な限りの体位変換などを看護計画に取り入れて樽宿予防
に取り組んでいる。しかし予防用具の選択は看護婦の経験や知識に頼って
いた為、患者個々に合った適切な予防になっていなかった。縛宿発生を最
小限にするため、科学的根拠に基づいた予防を目的に研究に取り組んだ。

[研究方法]期間:平成13年5月 1 日~平成13年7月 31 日対象:入室患者121名
方法:1.体圧分散寝具選択アルゴリズムの作成。 2. 樗婿管理記録表の作
成。 3. 体圧測定。 4. 30度ルールに従った1.5時間毎の体位変換。 5. 体
位・エアーマットの内圧調整を記録。 6. アルゴリズムを用いた樗痛予防用
具のアセスメント。[結果]アルゴリズムの使用で、個人差なく患者に合っ
た予防用具を選択する事ができた。正しい方法の1.5時間の体位変換は除圧
に有効であった。体圧測定は祷靖発生の危険性をアセスメントする手段と
して有効で、あった。早期から統ーした方法と認識で取り組むことで樗宿発

生率は13.l%から 8.3%へ低下した。祷情深度はIII度が1 1.8%から0%へ減少
し深度の軽減につながった。

P-N・18 ccuにおける樗靖減少の原因

1)関西医科大学心臓血管病センター

大北沙由利(おおきたさゆり)1)

[目的]当センターにおいて、樗痛発生頻度は減少しているが、今回、樽創

減少の原因につき調査した。[方法、対象]対象:平成11年1月から平成13年
9月の3年間において当センタ一入院した736例について樽宿発生頻度、関連
因子につきカルテより調査した。[結果・考察JCCU入院例連続736例の内、
樗創発生例は12例、1.63%に認めた。 12例の平均年齢: 67:t 8歳、男性9例、
女性3例、平均在院日数: 62 :t 33 日、樗創発生までの日数: 19:t 15 目、平均
挿管日数: 17 :t 11 日、総蛋白: 6.06:t 0.5g/ dl、アルブミン2.5 :t 0.3g/ dl。樽
創発生までの日数と、年齢、性別、在院日数、蛋白、アルブミン量とは関

係を認めなかった。年度別では、 1999年度: 2.4%、 2000年度: 2.0%、 2001
(8月まで) : 0.4%と 2001年より著明な減少を認めた。この樗創減少の原因と
して2000年度より使用したフローテーションマットによる祷創予防効果が

大きいと考えられた。しかし、同時にチェストベインセンター開設による
患者層の変化、心不全合併例の減少の影響もあり、今後検討していく必要
があると思われた。

P-N・19 ベッド上座位における座面の状況とその対策

1)旭川医科大学医学部附属病院 ICUナースステーション 2)旭川医科大学

医学部附属病院集中治療部 3)旭川医科大学医学部附属病院救急部

山田智美(ゃまだともみ)1) ，合田恭子1)，本間敦1)，藤巻智子1)，

藤本一弘2) ，木戸仲介2)，郷一知3)，八竹直2)

[はじめに}当ICUでの樗橋発生率は約3%である。その多くは長期滞在患者
の回復過程に認められた。原因としてベット上座位時の圧迫、摩擦・ずれ
が考えられた。そこで各種マットの圧迫、摩擦・ずれに対する影響の評価

を行い対策を考察した。[方法]体圧は被験者I名を仰臥位、 30度、 80度ヘッ
ドアップとして測定し、測定にはシーツ型体圧測定装置Ergo Check (ABW 
社)を用いた。摩擦・ずれは、綿シーツとスーパー除湿シーツを乾燥状態で
敷き、摩擦係数測定器(モルテン杜)で測定した。[結果]仰臥位・ 30度ヘッ
ドアップでは全てのマットで除圧されていた。 80度ヘッドアップではピッ
クセル・アドパンのみ除圧に近い数値を示した。綿シーツの摩擦係数は
1.04、スーパー除湿シーツは0.68であった。[考察・まとめ】マットにより体
位別減圧効果に差を認めた。また敷布により摩擦係数に差を認めた。これ

らの差は祷婿予防効果に影響を与えると考えられ、私達は患者の状況に合
わせエアマットや敷布を選択する必要がある。それでも樗痛予防効果は充
分でないため、ベッド上座位は計画的に短時間で行うことが望ましい。

P-N・20

第 1 日目 14 : 00 --1 5 : 00 第 13-2 会場

気管チューブ固定に対する皮膚保護剤の効果~デユオアク
テイブドレッシングを使用して~

1)八戸市立市民病院集中治療室

工藤孝子(くどうこうこ)川蕨真由美川中村美紀子0，小屋敷美鏡子1)，

橘洋子1)，佐々木容子o

<はじめに>人工呼吸管理を必要とする患者において気管チューブの固定
は、確実かつ安全に保持されなければならない。しかし気管チューブやバ
イトブロックの圧迫による口角・口唇の発赤が報告されている。当集中治
療室ではソンテック社製のバイトブロックを使用しているが、過去に口角

に亀裂や口唇にびらんを形成した症例を経験している。今回これらの皮膚
障害を祷靖として捉え、デュオアクテイブドレッシングCGF(以下CGFと略

す)を使用する事で、局所の圧迫が緩和され祷宿の発生を予防できるのでは
ないかと考え実施し、効果を検討した。<対象>集中治療室に入室し3日以

上継続して経口挿管し、ソンテック社製のバイトブロックを使用した患
者。<方法>口角・口唇に気管チューブ・バイトブロックが直接触れない
よう聞に挟む形で頬側へCGFを貼布し、樗宿の発生状況を観察、要因を分
析する。<結果・結語>CGFを使用する事により、祷痛の発生率は抑えら
れ、予防効果があった。一般に樗痛の発生要因といわれる因子とは相関関
係が認められなかったため、リスク因子に関わらず早期のケアが重要であ

る。

P-N・21 改良型バイトブロックの効果一口腔粘膜損傷の予防及び
固定力の強化をめざして一

1)市立札幌病院救命救急センター 2) 同MEセンター

村井幸恵(むらいゆきえ)1)，阪脇礼子1)，佐々木直子1)，文室こずえ1)，
堀口みゆき1)，田中恵子1)，野本美津子1)，高平篤法2)

[はじめに]翼付ゴム製バイトブロックは口腔粘膜損傷の発生と固定力に関
して問題があか昨年，自作バイトブロック(以下自作とする)を作成し，効果が
あった。しかしサイズが1種類である事，挿管チューブとバイトブロックが
互いに円柱で密着性に乏しいという問題が生じた。【目的]1)小・特小を加
えた3サイズとし，2) チューブに沿わせる溝を設定した，改良型バイトブロッ
ク(以下，改良型とする)を使用し自作と比較検討する。[研究方法]1.改良型
バイトブロックの使用(受け持ちがサイズを選択)0 2.粘膜損傷発生の有無と
固定力についての調査。 3.改良型を使用した看護婦へのアンケート調査。
[結果及び、考察]粘膜損傷発生率は，改良型において，中サイズ33%，小サイズ
6.7%，特小サイズ0%であり，自作では23%であった。小・特小サイズの使用下
では有効であると考える。しかし中サイズの発生率が高いこと，歯牙損傷が
2例発生したことから，患者にあったサイズと素材の選択が肝要である。固定
力に関しては，有意差が無く，アンケート結果から「溝があって固定しやすい
が，すべりやすい素材である」という意見が得られ，更なる改良が必要と考え
る。
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N-12 抑制・体温

P-N・22 抑制に対する看護婦の意識調査

1l京都大学医学部附属病院

井津ひとみ (いざわひとみ) 1l，佐藤幸子1 )

[はじめに ]ICUにおける人間の尊厳についてどのように考えながら身体拘
束(以下抑制)を施行しているのかを調査した。 [対象]当科スタッフ 27名 。
[方法]アンケート調査。 [結果]<複数回答を含む>1.抑制は、自己抜管・転
落の危険防止、小児の場合に行い、理由は他の方法がみつからない、が70

%0 2.本人への説明は、 50%がしないこともあり、家族への説明は、 96%が

していた。 3.家族の反応は45%が否定的。 4.抑制中の皮膚などの観察を必ず
しているのは50%弱。 5.抑制の一時解除時の部位は、 96%が身体側だ、った。

6.抑制するときの気持ちは96%が申し訳ないと，思っていた。 7.自分の家族が
抑制される場合は、仕方がないと全員が思っていた。 8.抑制に代わる方法を
70%が考え、そのうち63%がベッドサイドにいることをあげていた。 [考
察・まとめ]看護婦は、生命に直結する危険を防止するために申し訳ないと
いう気持ちをもって抑制をしていることがわかった。 しかし、危険防止に

抑制を第一選択する人が30%あるため、人間の尊厳に基づいて、より安全
で安楽な方法を切薩琢磨し考えていく必要がある 。

P-N・23 安全な看護のための抑制とは第2報~看護婦(士)の抑制判
断と患者行動を基に抑制基準の作成を試みて~

1l名古屋大学医学部附属病院集中治療部

蔵下宏美(くらしたひろみ)1l，増満誠1l，寺田八重子 1 ) ，深津まり子1l

ICU入室患者は24時間ベッド上安静を強いられ、多種多様なチューブ・
ルート類に取り固まれており精神的苦痛は大きく、せん妄状態や不穏に陥

る可能性がある 。 そのため当ICUにおいても理解を得られない患者に安全
確保の目的でやむを得ず抑制を実施している 。 しかし抑制をしていても安
全確保ができなかったり、抑制をすべきかどうか迷っているときにチュー
ブやルート類の自己抜去に至ってしまうケースや、心理的影響から患者が
興奮状態に陥り危険な動作をすることを少なからず経験してきた。 このよ
うな経験を繰り返す要因としては、個々の看護婦(士)により抑制を開始・
解除しており h その方法にも個人差があることや、経過記録に抑制実施前
後の記載が少なく実施状況が理解しにくいことなどが挙げられる 。 そこ

で、患者の安全確保と不必要な抑制の廃止を検討するために独自の患者行
動のチェツクシートを用い、抑制開始の際、解除の際それぞれの看護婦

(士)の意識・実態を調査した。 そして、その結果を基に統ーした抑制基準
の作成を試みたので報告する 。

P-N・24 抑制の説明と同意の意識の違い

1l(財)太田綜合病院附属太田西ノ内病院救命救急センター

加藤和歌子(かとうわかこ) 1l ，堀部由美子1l，遠藤利子1l，高橋京子1l

[はじめに]抑制は患者の人権を認めない行為であり、抑制廃止が重要視さ
れている 。 急性期の看護においては患者の安全を守るため抑制を施行して
いる 。 看護婦・患者・家族へ抑制についての意識調査と実態調査を行った
結果、それぞれの思いに違いがあることがわかったので第一報とする 。 [研
究方法] (l )ICU看護婦26名全員を対象に抑制への意識調査。 (2) 平成13年8
月 1 日 -9月 10 日にICUに入室した患者30例を対象に抑制実態調査。 (3) (2) 

の実態調査の30例について患者・家族の抑制の受け止め方へのアンケート
調査。 [結果と考察]30例中実際抑制が行われた7例のうち、抑制前に看護婦
が説明を行っていたのに対して、「抑制されたことは覚えているが、説明を
受けていないJ と答えているのが2例あった。 その中で家族も「説明を受けて
いないJ と 1例が答えている 。 抑制という行為そのものが患者・家族の心理

面に及ぼす影響は大きく、説明を意識して実施・解除を行ったにもかかわ
らずこうした結果になったことは、医療者側とのコミュニケーションに何
らかの不足があったのではないかと思われる 。 抑制を行う以上、患者・家
族に同意を得られるような説明を行っていかなければならない。

P-N-25 

第 1 日目 15 : 00 --16 : 00 第 13-2 会場

持続的血液浄化法(CRRT) 中の体温低下に対する四肢保温

の効果

1l川崎医科大学付属病院集中治療部

岡本亜紀(おかもとあき) 1) ，川村明子1l ，佐藤邦恵1l，福光和美1)

[目的]CRRT施行中の体温低下に対し、体温調節のための四肢保温袋 (サン
ステート @)を作成しその効果を検討した。 [対象、方法]2001年4月から8月
まで持続透析 (CHD) を施行した8例に対し、四肢に保温袋を装着し治療開始
から 24時間までの中枢温と末梢温を測定した。 [結果]中枢温、末梢温とも
低下したが、末梢温の低下は緩やかで、あった。 8例中4例ではベアハガー加

温が必要となった。 加温をした症例(加温群)としなかった症例(非加温群)
では、年齢、体表面積、 APACHE IIスコアに大きな差はなかったが、加温
群では体重あたりの透析液流量(流量L/体重kg) が多い傾向にあった。 [考
察]末梢温の低下が緩やかで、あったのは保温袋の効果であり、中枢温の低下
は透析液流量の増量に伴うものと考えた。 近年、大量置換によるCRRTの

需要が増加しており、今後は四肢保温に加え、中枢温の低下に対応する方
法を検討する必要があると考えた。

P-N・26 側臥位におけるメデイサームを使用した冷署法

1)札幌医科大学医学部附属病院

成田厚子(なりたあっこ)1)，頭師和子1) ，伊藤絹子1l，北川美穂子1)，

佐々木純子1 ) ，大槻直子1)

ICUは心大血管術後急性期など循環動態が不安定な患者が多く、熱発時
の体温コントロールに対して容易に解熱剤を使用できない。 当ICUでは、
従来行われている氷枕や肢嵩・鼠径部の冷署法の他、メデイサーム(高低体

温維持装置)による体表冷却法で体温コントロールを行っている 。 しかし、
末梢循環が悪いために保温しなくてはならない状況と、側臥位でメデイ
サームが密着していない時間が長いため、コントロールが難しいと考え

る 。 そこで、メデイサームの密着が体表各部位の度膚温と深部温に与える
影響に着目し、メデイサームを使用した有効な冷署法を明らかにしたいと
考えた。

対象は、左右体位変換が可能で挿管・鎮静され、末梢を保温し、メデイ
サームのみで冷巷法を行っている成人患者とした。 研究方法は、メデイ
サームがあたっている部分ごとの皮膚温と勝脱温・鼓膜温を経時的に測定

し、その結果から、メデイサームの有効な冷巷法についていくつかの示唆
が得られたので報告する 。
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N・13 リハビリテーション

P-N・27 早期離床へのアプローチ

J)医療法人近森会近森病院 CCU ， 2)医療法人近森会近森病院 CCU

沖律子(おきりつこ)J)，桝田弘美J)，川久保和子1) ，安田幸美J)，

田中虞喜子1)

術後の早期離床は一般的に合併症予防には欠くことのできない看護の一つ

である。また，回復意欲，精神機能の高揚にも役立つと言われている。今
回，心臓血管外科開設後一年を一区切りとして今までの症例を振り返り，

これからの看護の向上に役立てたいと考えた。平成12年7月開設から平成13
年6月までの1年間の心外手術件数は153件であり，そのうち心臓手術は113
件であった。このうち待機手術は108件 (69 :t 10歳，男70名，女38名)であ
り，その内訳は， CABG83件，弁膜手術20件，その他5件であった。患者は
手術終了後手術室にて49.1%抜管， CCU入室後1時間までに64.3% ， 12時間
まで、の抜管は88%で、あった。抜管6時間後から飲水を開始し，翌日食事開始
は96%であった。 ADLに関しては，翌日立位72%，歩行47% となってい
る。現在心臓リハビリチームにより，術前の呼吸訓練及び，病棟看護婦に
よる術前オリエンテーション(ビデオ鑑賞による周手術期の疑似体験)，
CCU看護婦による術前訪問を行っている。更なる患者教育の充実により，

円滑に早期離床を促せると思われた。

P-N・28 回復期心臓リハビリテーシヨンに対する看護婦の意識

1)東海大学医学部付属病院循環器内科病棟

宮越美和(みやごえみわ)1)

近年心疾患患者に対するQOLの向上を目的として「心臓リハビリテーショ
ン」が行われるようになってきている。中でも心筋梗塞群では他の疾患群に

比べて精神的機能、身体的機能、社会的参加、性欲などにおけるQOLが低
下すると言われている。生活指導内容においては、発症前の生活全体を見

直し、変容の必要性を認識させ、健康維持のために規制を掛けることが多
く、患者のQOLの低下を招く要因と考えた。[目的]急性期から脱した患者
が、退院から社会復帰完了までに、発症前に近い体力を獲得し、円滑な日

常生活を送ることができ、 QOLの低下の予防または向上を目的とし、回復
期における運動療法の導入を考えた。現在病棟で行っている心臓リハビリ
は急性期から回復期に掛けての、日常生活動作に対する運動耐容能を査定
するもののみである。[方法】入院患者のQOL向上に向けての運動療法に対
する病棟看護婦の心臓リハビリ、心筋梗塞回復期における運動療法への意

識調査を行った。[結果]心臓リハビリ、回復期における運動療法への看護
婦の認識がわかり、運動療法導入への示唆を得たので報告する。

P-N・29 心臓リハビリテーションプログラムの作成

1) 岡崎市民病院救命救急センター

山下幸一郎(やましたこういちろう )1) ，太田智香子J)，佐藤恭子1)，

宍戸桂子J)

[目的]当院における既存のプログラムは単一の4週間となっているが、イン

ターベンション導入による入院期間の短縮、循環管理の変化による内容の

相違があり、プログラムが活用されていないのが現状である。今回、重症
度に合わせた3種類のプログラムを作成し活用することで統ーした看護を行
なう。[方法・結果]救命救急センターと病棟スタッフに対しプログラムの
改善点と様式に関するアンケート調査を実施した。アンケート結果、イン
ターペンションの有無、 CK値をもとに、退院までを2週1種類、 3週2種類の

プログラムを作成した。各10例に施行し、評価のため看護スタッフにアン
ケートを行い、内容の見直しを行なった。[考察]新しいプログラムを活用
することで、重症度に即した管理が行なえ、救命救急センター、循環器内
科後方病棟での継続した看護援助を行なうことができた。病状に即したプ
ログラムを作成することで、患者・家族に対する指導が行ないやすく、指

導内容の統一化ができた。今後、患者のニードに沿った看護援助を行なう
ための改善していきたい。[結論J 1.看護援助の統一化ができた。 2. 指導内
容の統一化ができた。 3. 患者支援の質の向上ができた。

第 1 日目 16 : 00 --17 : 00 第 13-2 会場

P-N・30 関心術後の患者のQOL評価

1)大阪市立大学医学部附属病院 9階東CCU病棟 2)大阪市立大学医学部附属

病院 13階西病棟 3)大阪市立大学医学部附属病院 18階病棟

山田章子(ゃまだあきこ )0，麻田恵代J)，大河内香J)，小津ゃっ子2) ，
福永幸代3)

[はじめに}関心術は、患者にとって身体的・精神的・社会的影響が大き
い。そこで術前・術後のQOLを評価し、患者に与える影響について検討し
た。[対象]当院CCUにて平成13年6月 -9月に関心術を受け、退院に至った
患者20名[方法】術前及び退院前に、 SF36による QOL評価を行い比較した。
また、手術への満足と看護評価に関するアンケート調査を行った。[結果]
全体的なQOLスコアは術前・術後で差は認めなかった。術後は身体機能、
全体的健康感、精神状態、社会機能の制限、活力のスコアは上昇していた
が、身体機能・役割、痛み、精神機能・役割のスコアは低下していた。ま
た、術後の励ましの言葉でやる気が出たと言う回答が多かった。[考察]手
術を受けたことで、病状の悪化や死に対する不安が軽減し、手術への満足
が得られ、精神状態は向上したと考えられる。その反面、術後の身体機
能・役割と精神機能・役割のスコアは低下しており、患者には社会復帰へ

の不安があり、リハビリテーション及び社会・家族サポートの強化、更な
る生活指導の充実が必要であると考えられた。また、術後回復期において
は、看護婦の励ましの言葉は活力の向上につながり有効であると考えられ
た。

P-N・31 血栓閉塞型胸部大動脈癌で保存的療法を受ける患者の安静
度について~患者のストレスを軽減するための方法~

1)JA広島厚生連広島総合病院循環器科

奥林理恵(おくばやしりえ)1)，新宅祐子1)，村中好美J)

[はじめに}解離性胸部大動脈癌の急性期において、私達が看護の要点とす
るのは、1)安定した血圧の維持、 2) 突然の発症に際して不安や痔痛、安静
が制限されることへの苦痛の軽減である。しかし、実際は安静を制限され
た患者のストレスの軽減には至っていない。そこで、安静度の拡大過程を

示すためのプログラムを作成するため、この研究に取り組んだ。[方法1
1998年4月 -2001年7月までの保存的療法を受けた12人の安静度の平均日数
を出し、治療との関連性を考える。プログラムを作成し、それを用い、患

者のストレス度合を調査する。[結果]安静度を絶対安静、ギヤツジアップ
可、ベッド上フリー、ベッドサイド、室内歩行可、 トイレ歩行可、病棟内

フリー、院内フリーに分類した。ベッド上フリーから院内フリーまでの安
静度の拡大日数は、一つの段階でほぼ一週間であった。以上の結果をもと

に、プログラムを作成した。絶対安静は発症-3日固まで、ギャッジアップ

可は4日目からとし、以降の段階は一週間で安静度が拡大するようにした。
それぞれの安静度に合わせ、排地、清潔をどのように行うかをプログラム
上に示した。今後、クリニカルパスにつなげていく予定である。
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N-14 安全対策

0・N-42 インシデント・アクシデントレポートに対する意識調査

])東京医科大学病院

田口裕子(たぐちゅうこ)])，高橋真由美])，工藤桂子])，川原千香子])，

中島安恵1 ) ，相内敦子])

当院では，これまで看護部独自で，事故報告書という書式を用い転倒，転

落，誤薬など事例を振り返り，今後の対策を含めた内容を報告していた.
しかし，病院全体でのリスクマネージメントを行っていく上で， 2000年10
月からは病院全体でインシデント・アクシデントレポートという形式にな
り，ヒヤリ・ハットをも含むインシデントレポートが行われるようになっ
た.本来インシデントレポートとは，将来大事故への予兆が含まれている

ものとして認識し，事故予防の対策に積極的に役立てるために報告される
ものであると意味づけられているが，当病棟においてはインシデント・ア

クシデントの減少はみられず似たような事例が繰り返されている.これは
インシデント・アクシデントレポートの役割が果たされて無いのではない

かと考えた.インシデント・アクシデントレポートを意味あるものとする
ために，当病棟の看護婦がインシデント・アクシデントレポートについて
どのように考えているかを意識調査を行った.その結果，現状の把握と今
後の課題が明らかになったため報告する.

0・N・43 医療事故防止を目的とした投薬のビデオマニュアルを作成

して

])旭川赤十字病院集中治療室

深尾枝美〈ふかおえみ) ]) ，横堀仁美1)，宇治ひとみ1)，野矢文子 1) ，

成田亜子])，梅田美樹])，阿部昌江]) ，長原政美1)，岩谷孝子 1 )

当ICUでは，既存の事故防止マニュアルに加え，昨年より体位変換時の手
順や注意点をまとめたビデオマニュアルを作成し，活用している.映像を

用いて視覚から訴えることで，手技の統一，具体的なイメージ化が図ら
れ，インシデントが想定しやすくなることから事故防止につながると考え
た.今年度ICU新規採用者に対して，体位変換時のチェックリストを作
成，実施したところ，手順，注意点が統一 されていることが明確となっ
た.そこで今回， 投薬に関するインシデントが多いことから，原因の分析

を行い，その結果をもとに，より注意点を具体的に撮影した投薬のビデオ

マニュアルを作成したので報告する.

0・N・44 ICUにおける注射輸液マニュアルの作成

]) 山口県立中央病院 ICU

山根聡子(やまねさとこ)1l，祢石まり子1l，古谷美砂緒1l，伊藤昌子1l

[目的]Icuでの注射輸液管理は、輸液・シリンジポンプによる多種の薬剤
が投与され複雑であり、ヒューマンエラーを起こすこともある 。 今回ヒヤ
リハットの実態を把握検討し、エラー減少の一方法として注射輸液マニュ
アルを作成した。 [方法】1.対象:当ICUスタッフ21名。 2.方、法:1)注射輸液に
関する過去2年間のヒヤリハットのアンケート調査。 2) アンケート結果より

問題点を抽出しマニュアルを作成。 [結果・考察]報告件数150件のうち、 三
方活栓操作ミス 14%、点滴ライン接続不良による外れ13.3%、輸液・シリン
ジポンプ設定違い12% となった。 原因として慌てたための注意不足、ルー

ト交換や側注後の確認不足、慣れによる作業の省略によるものと考える 。
これらを考慮し、当院医療事故防止対策マニュアルをもとに、エラーにつ
ながると思われる問題点及びその対策について留意点として示したICU独
自のマニュアルを作成した。 [結語]1.ヒヤリハットのアンケート調査を行
い、実態を把握し検討した。 2. 報告例を含めエラーを起こしやすい部分を
マニュアルの留意点として取り入れた。 3. マニュアルを通して安全な注射
輸液管理に対する意識の統ーを図った。

第 2 日目 9 : 00 -10 : 00 第 8会場

0・N-45 医師指示録の改善一注射・点滴の与薬事故を防ぐ

1l王子総合病院集中治療室

鈴木春香(すずきはるか) 1) ，相沢詠子1)，渡辺奈々 1l ，大岩均1l，

山内正憲1l，樫田真喜子])，畑中瑞穂1)，八木千枝1l，小林裕子1 ) ，

竹山葉子1l

[はじめに]当院集中治療室における医療事故報告の中で注射・点滴に関わ
る事故は最近2年間で約2.1件/月 (38%) であった。 これは医師指示録の形式
が煩雑であり、見落とし・誤認などを引き起こしていたことが主な原因と

考えられた。 この点を改善することで注射・点滴の事故を防止・減少でき

るかどうか検討した。 [方法】医師指示項目の細分化、注射・点滴の与薬時
間を勤務帯に合わせて分割・明確化した新医師指示録を作成した。 旧、新

医師指示録それぞれの使用期間における事故発生件数を比較・分析した。
[結果・考察]注射・点滴の与薬事故発生件数は、新医師指示録の活用によ
り 0.7件/月(13%) に減少した。 医師指示録を改善したことで、指示薬の量・
回数・時聞が読み取りやすく事故発生件数の減少につながったと考える 。
[結論]整理・細分化された医師指示録を活用することは、注射・点滴の与
薬事故防止につながる 。

0・N・46 点滴注射に関するリスク防止への取り組み第二報~指示
受け，情報伝達に関するエラー防止の実際~

1)北里大学病院 ICU' CCU 

樽松久美子(くれまつくみこ)1l，松本浩美1l，野田咲子1l ，川端房絵1l，

明神哲也1)，高野春美1)

当ICUの点滴注射に関するインシデント報告101件を対象にした先行研究で

は，指示受けおよび情報伝達時のエラーによるリスク拡大の問題が示唆さ
れた.それは，投与に関する看護行為が正しくても指示の段階が間違って
いれば，誤薬を防ぐことは困難であることを意味している.そこで本研究
では，指示受け，情報伝達において4つの確認項目を強化し，エラー防止へ

の取り組みを行なった. (目的]指示受け，情報伝達時のエラーを防止し，
リスク拡大を阻止する. (対象]当ICUの業務リーダー看護婦21名. (方法1
1.先行研究の分析結果より，リーダー看護婦が医師との指示受け，実施者へ
の情報伝達時のエラー発生要因は，投与目的，薬剤規格，投与回数，投与

期間の確認もれとした. 2.投与目的，薬剤規格，投与回数，投与期間を確認
項目とし意識付けを行なう. 3.4つの確認項目に関して，川村氏の“注射エ
ラーマップ"のエラー発生要因を参考にアンケート用紙を作成し，研究開始
前と研究終了時にアンケート調査を施行する. 4.アンケート結果および前

年度のインシデント報告より，看護行為のプロセスの変化について分析す
る. 5.4つ確認項目を強化した有用性について検討する.

0・N・47 医療事故防止対策を考える一医療事故発生報告書を r4つの
Mj に基づいて分析した結果から一

1)自衛隊中央病院集中治療室

浦部誉子(うらべたかこ)1)

当ICUで提出された報告書の「事故の原因Jは主に当事者の注意不足・確認不
足、「対策」は反省・注意喚起に留まり、事故の要因を明確に分析できず、再
発防止につながっていないと考えた。 [目的]現在の報告書で記載されていな
い事故の要因を明確にし、再発防止を図る。 [方法]平成12年度に提出された
報告書29件を r4つのM(Man、 Machine、 Media、 Management) J に基づいて
事故の要因を分析する 。 [結果・考察】Man要因は失念(忘れ)・見落とし・思
い込みは9件で、他は不十分な判断、知識不足で、あった。 Machine要因では不
適切な使用方法や区別しにくい表示、また、 Media要因で、は申し送りの不十

分によるものがあり、事故を予測した判断・行動ができていないことが明ら
かになった。 Management要因ではMan要因に知識不足が多いことから教育
の不十分が考えられた。 [結論]Man要因と他の要因が関連して事故が発生し
ており、事故を予測した行動をとるためにはMachine、 Media、 Management

要因を明確にする必要がある 。
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N-15 その他 (2)

0・N-48 気管チューブ自己抜去を未然に防ぐための一考察ーインシ

デントレポートの振り返りより一

1 1 山口大学医学部附属病院総合治療センター

山田映子(ゃまだえいこ )11 ，倉田町恵11，藤村雅子11 ，鈴川栄子11 ，

藤野淑子1)

{目的]私達は、 ICUにおける気管チューブ自己抜去(以後、自己抜管)の要
因のーっとして、看護婦による患者の意識状態のとらえ方に差があるので

はないかと考えた。そこで、自己抜管を未然に防ぐために、意識状態のと

らえ方と自己抜管との関連性について調査した。 [対象および方法)Icuに
勤務する看護婦58名に、平成12年度インシデントレポートされた自己抜管
7件の事例を示し、 Rikerの鎮静・不穏スケールを使用したスコア判定と自
己抜管防止対策についてアンケート調査した。 [結果]各事例のスコア判定
に看護婦問の差はみられなかったが、自己抜管防止対策については個人差
がみられた。また、スコア上不穏状態ではないにもかかわらず防止対策を
とる傾向があった。[考察]今回のアンケート調査により、看護婦の患者の
意識状態のとらえ方に差がないことが明らかとなった。 しかし、実際には

自己抜管が起きており、今後は、自己抜管を引き起こす他の要因を明らか
にしていく必要がある 。

0・N-49 ICUにおける体位変換のあり方 -2時間毎の体位変換を通

して~

11神戸徳洲会病院

古津梓(ふるざわあずさ)1l，福本結香11 ， 田中英理子11，秦谷美佐枝1)

はじめに:体位変換は、患者の安全性や安楽性において重要な看護技術で

ある。しかし、 2時間毎という時間的基準は習慣化していて理論的根拠は明
白ではない。 今回 12時間毎の体位変換が各患者にどのような影響があるの
か」と疑問をもち客観的データの推移を示標に研究したので考察を加え報告

する 。 対象: ICU入院患者合計33例客観的データに影響しなかったA群23
例，客観データに影響を及ぼしたB群10例。 方法 1J 講習会にて体位変換

の技術の統ーを図る 。 2J 血圧・脈拍・不整脈の有無・体温・呼吸数・ S-G
データ末梢循環・中心静脈圧・患者の体動等を経時的に観察した。 結果:
客観的データに影響しなかったA群と影響したB群に分かれた考察 :A群
は一般的に安定している患者であり、客観的データにおいて長い歴史の中

で継承されてきた12時間毎の体位変換」の安全性を裏付けた結果と言える 。
B群の結果は重篤な病態といわれる群であり体位が心臓への血液環流量を中

心に体位血圧反射や肺循環量などに関与していることからB群の結果はその
患者の病態に影響したと考えられる 。 今後、各集団の特徴の把握とその比
較検討する必要性があり、今後の課題としたい。

0・N・50 患者に生かせる安静度板の作成とその有用性

1 )市立旭川病院看護科集中治療室ナースステーション

上山圭子(かみやまけいこ ) 11 ，大久保雅恵1 1 ，福本きよみ1l，

山本みず枝1 )

[目的]心筋梗塞の急性期は合併症の出現に注意し、段階的に安静度の拡大
がなされている。安静度については口頭で説明していたが、忘れたり、自

己判断で動いてしまう事もあった。 そこで安静度が一目で分かる様に、表
示したものが必要と考えた作製した。 {方法]安静度と、それに応じた清
潔・食事・排地方法を記載したパネルを作製し、病室に掲示。 安静度が変
化したら再度説明する 。 [結果]アンケート調査より、安静度が理解でき
た、ベッドの上での生活がイメージでき不安が軽減した、と答えている 。

[考察}文章を最小限にし、イラストを入れる事で、関心が高かった。 口頭説
明では、聞き違いや聞き逃しが生じやすい。 しかし、安静度板を繰り返し
見る事で再確認でき、自分の活動範囲と、援助を求める事が明確になった
と考える 。 また家族の目にも入り、患者の入院生活を知る手助けになった
と思われる。 {結論]1.安静度が理解でき、安静を守る事が出来た。 2.ベッド
上の生活が分かり、患者と家族の不安が軽減した。 よって、安静度板の作
製は有用だったと考える 。

0・N・51

第 2 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 8会場

ICU患者への全身清拭がパイタルサイン及びエネルギ一代

謝に及ぼす影響

11産業医科大学病院集中治療部

浜田和枝(はまだかずえ )11，大村暢子11，久門裕子11

ICU患者は、重症度が高く、 ADLを看護者に委ねざるを得ない。 循環不全
や発汗などによる樗創、感染など二次的障害を起こす危険性も高い。 その

ため、 ICUにおける清潔ケアの重要性は高く、患者の重症度が増すほど看
護婦の清潔ケアに対する知識や技術が求められる 。 当ICUにて毎日行われ
ている全身清拭も同様である 。
全身清拭が、健康成人のバイタルサインやエネルギ一代謝に及ぼす影響に

関する報告はあるが、重症な患者への影響についてはない。
そこで今回、全身清拭がパイタルサイン及びエネルギー代謝に及ぼす影響
を、健康成人と人工呼吸を受けている患者とで比較検討した。 その結果、
全身清拭が及ぼす生理的影響は、健康成人に比べ人工呼吸を受けている患
者の方が大きい傾向にあった。
今後、 ICU患者の全身清拭による生理的影響を踏まえた看護ケアの方向性

を得たので報告する 。

0・N・52 鼻腔内ケア導入による鼻腔内分泌物，咽頭粘液，曙疲にお
ける菌の推移

11横浜南共済病院 ICU ， 2 1横浜南共済病院麻酔科

久保洋子(くほょうこ ) 11 ，笠嶋砂織11，関野長昭2 1

[目的]人工呼吸器装着中の患者に発症する肺炎の原因として口腔咽頭部の
菌の下気道への侵入がある 。 口腔咽頭部の菌に関連するものとして鼻腔内
の定着菌も忘れてはならない。 そこで今回，鼻腔内ケアを看護ケアの1つと
して取り入れ，鼻腔分泌物，咽頭粘液，曙疲の細菌培養検査を行った。 そ

の結果も含めて若干の知見を得たので報告する 。 [方法]ICUへの緊急入室
者をA群=口腔内ケア実施群とB群=口腔内ケア+鼻腔内ケア実施群に分

け， それぞれのケアを 1 日 3回行った。 鼻腔内ケアにはイソジンガーグルと
ムピロシン軟膏を用いた。 なおムピロシン軟膏の使用は耐性菌の出現を考
慮し，連続3日間の使用のみとした。 そして両群共に，鼻腔分泌物，咽頭粘

液， 曙疾の細菌培養検査を入室当日，入室3 日日および入室7 日目または
ICU退室日に行い，菌の推移を比較した。 [結果・考察]鼻腔分泌物の培養
結果から，鼻腔内ケアの導入は鼻腔内の定着菌の除菌に効果があった。 ま
た鼻腔内分泌物と咽頭粘液および略疲の培養結果とで一致性はなかった。

このことから鼻腔内ケアと口腔内ケアの有効性が確認され，両者の関連性
については必ずしも 一致しないことが示唆された。

0・N・53 看護職における静脈注射・静脈路確保の実施状況と意識に
関する研究

1 1筑波大学大学院修士課程医科学研究科 2)筑波大学医療技術短期大学部

看護学科

上原美樹(うえはらみき) 1l，山岸美奈子21 ，卯野木健1l，高島尚美2)

静脈注射(iv) 、末梢静脈路確保が看護行為か否かは未だコンセンサスが得
られているとは言えない。 これらの行為に関わる機会が多いクリテイカル
ケア領域において、リスクマネジメントの立場からもコンセンサスを得て

いく必要があると考える 。 そこで、今回、これらの基礎資料を得るため
に、実施状況、看護職の意識とその要因を明らかにすることを目的とし本
研究を行なった。

[方法]救命救急センターを持つ3施設において、クリテイカルケア領域を
中心に各部署での看護職を対象とした。 i.v.、末梢静脈路確保に関する意識
とその理由、実施状況、属性、所属部署等を調査項目とし、自作アンケー
ト用紙を用いた調査を実施した。

[結果]実施状況は、施設や部署によって異なっており、実施している部署
で、は行ってもよいとの回答が多かった。 その中で、場合を選んで行っても

いいという理由には、緊急時・人手不足が挙げられた。 i.v.に際しては実施
状況・意識ともに、看護職が単独で行なう場合には薬剤を選んでいること
が多かった。 養成課程で、手技について学んだとの回答は少数であった。
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N・16 呼吸 (1 ) 

0・N・54 ウサギ無気肺モデルにおける呼気胸郭圧迫手技と気管内吸
引が排疲量、動脈血ガスに及ぼす影響

])筑波大学大学院修士課程医科学研究科 2)筑波大学臨床医学系集中治療
部 3)筑波大学臨床医学系麻酔科

卯野木健(うのきたけし)])，水谷太郎2)，豊岡秀訓3)

呼気時に胸郭を圧迫し吸気時に解除する呼気胸郭圧迫手技が、気管内吸引
の有無により、排疲量、 PaOz、 PaCOz、 Cdynに与える影響を検討した。
[方法]ウサギを用い、全身麻酔下に気管切開を行い気管チューブを挿入、
同時に粘液注入用カテーテルを気管チューブ先端から1.5cm気管内に挿入し
た。人工呼吸器に接続後、人工粘液を上記カテーテルから2ml注入し無気肺
モデルを作成。 対照群 (Ct群)と、介入別に呼気胸郭圧迫群 (E群)、気管内吸
引群 (S群)、呼気胸郭圧迫+気管内吸引群 (ES群)の4群に分けPCVで換気し
た。介入はCt群以外では呼気胸郭圧迫(E群)または気管内吸引 (S群)、ある
いは両者 (ES群)を 30分間に2回行い、その後2時間観察した。 実験中15~30

分おきにBGA、 Vtを測定した。
[結果]介入開始後、呼気胸郭圧迫を行った群ではPaOz、 Cdyn'ま有意に低下
し、 PaCOzは高値を示した。 気管内吸引の有無によるBGA、 Cdynへの影響

は認められなかった。 呼気胸郭圧迫の有無による排疾量の差はなかったO
[結論]呼気胸郭圧迫は、酸素化、換気に悪影響を及ぼす可能性が示唆され
た。

0・N圃55 肺合併症における術前リスクチャートの有効性の検討

])NTT東日本関東病院集中治療部

石岡明子(いしおかあきこ)])，梶山あゆ子])，粉河久美子)) ，木下住子))，

河手良一])

[目的]当院のICU入室患者が丸川のリスクチャートを活用することによっ
て術後肺合併症を予測することが可能であるか検討する 。 [対象と方法]期
間は、 2001年6月 ~9月、対象は術前肺機能検査を行ったICU入室予定患
者、 65名とした 。 丸川のリスクチャートにて術前評価を行い、リスク
チャートスコア(以下スコアとする)と肺合併症の発生、 PF比の関係につい
て検討した。 [結果}全患者平均スコアは10.2点。 (SD :t 3.03) 肺合併症を起
こした患者は9例であり、そのスコアの平均は13.2点であった。 術後肺合併

症は胸部写真所見において、無気肺4例、進行性浸潤影3例、気胸2例がみら
れた。 スコアにおいて胸部写真上の肺合併症群と、非肺合併症群では、有
意差が認められた。 またPF比300以上と以下の群を比較したところ有意差
が認められた。 (P値<0.05)[結語】術後肺合併症をおこした患者は高得点で
ある傾向があった

0・N・56 呼吸理学療法における看護婦の意識調査一継続シートの作
成に向けて一

1 )兵庫医科大学病院集中治療部

樋川洋一(ひかわょういち)1l，赤田慎太郎]) ，赤井しのぶ 1l ，

峯瀬美千代])，高比良法子])

[はじめに]呼吸理学療法は集中治療の場では必須である 。 当ICUは1~2年
目スタッフが半数を占め、呼吸理学療法の効果判定が不十分であるのが現
状である 。 そこで、呼吸理学療法に関する意識調査から現状を知り、ス
タッフ教育及びケアの継続について考察した。 [研究方法]ICuスタッフ20
名に対しアンケート調査を実施した。 [結果]全員が呼吸理学療法は必須と
考え興味を持っている 。 実施頻度は、常時及び時々実施が共に半数であっ
た。 実施内容では、半数以上のスタッフが日常的に用手的呼吸補助・シル

ベスター法を行っていた。しかし、 1~2年目看護婦は適応がわからないと

答えたものもいた。 実施に際しては、用手的呼吸補助は自分の手技に自信
がないとの理由で困っていた。 自己学習は半数以上が研修や文献から学ん
でいるが、部署教育は不足であると思っている 。 [考察]1~2年目スタッフ
が半数を占める当ICUにおいては、呼吸理学療法の適応と効果判定が不十
分で、計画的な呼吸理学療法が提供されていないと考える 。 そこで、部署
教育及び呼吸理学療法における継続シートの作成を検討した。

第 2 日目 9 : 00 --1 0 : 00 第 10会場

0・N・57 肺理学療法における効果的なマスク CPAPの検討

1 )大阪府立病院 ICU

加井沙織(かいさおり)])，小山郁子])，篠原真弓 1 ) ，納谷紀久子])，

笹田友恵])

手術後 ICUに入室する患者のほとんどは，肺水腫や無気肺等の肺合併症を併
発している.その為，呼吸管理を行う上で看護婦の役割は重要であり，日々
のケアの中で肺理学療法に多くの時間を費やしている.その1つにマスク
CPAPを取り入れているが，その方法は統ーされたものではなく，看護婦
個々にまかされている場合が多い.そこで今回，マスクCPAPを行う前後の
動脈血酸素分圧(以下PaOzと略す)を測定し，その経時的変化を分析し効果
的にマスクCPAPを行う施行間隔を検討した.研究期間・対象:平成12年9月
から 12月までにICUで抜管した術後患者8名.研究方法:1.ベネット 7200を
使用しマスク CPAP を 5分間行った.条件はFiO z 50% ・ PS15cmH zO ・
CPAP5cmH20 とした. 2. 酸素濃度と体位を同条件とし，マスクCPAP施行
前・ 1 ・ 4 ・ 6時間後にPaOzを測定した. 3. PaOzは時間の経過に伴う実測値の
変化を分析した.結果: Pa02の変化を見ると， 8名中6名が1時間後に上昇し

ていた. 4時間後には， 1時間後に比べ5名が低下していたが，施行前に比べ
ると依然高い値を示していた. 6時間後は， 4時間後に比べ更に低下してい

た.結論 :4時間毎に行うことで， PaOzの低下を予防で、きる.

0・N・58 術後無気肺予防の体位変換プログラムの有効性

])大阪府済生会吹田病院集中治療室

川内麻里子(かわうちまりこ)])，畢頭陽子1)，伊賀香1)，小島直子1)

{目的1r術後急性期では、 12時間後から無気肺が発生しやすい」と報告され
ている今日、当集中治療室(以下ICU と略)では、体位変換の目的・方法が
個々様々であった事で、術後無気肺の発生が多く散見されていた。 そこ

で、スタッフ間での認識の統一と体位変換の方法を見直しプログラムを作
成・実施、その有効性を明らかにしたのでここに報告する 。 [方法・結果】
消化器外科上腹部術後15名に対し体位変換プログラムを実施。術前・術
中・術後のリスクスコアーを作成した。それらを基に、喫煙の有無・肥満

度・疾の性状、量・創痛を比較し、術直後 (30分以内)と翌日の胸部x-P上

の無気肺の有無、術直後(15分以内)と術後6時間毎の血液ガス分析による酸
素化指数(以下P/Fと略)を評価、検討した。 結果、体位変換プログラム実
施後、全症例に術後無気肺の発生は認めなかった。 しかし、上記リスク
ファクターを持っている患者4名は、術後12時間後からの血液ガス分析によ

るP/F値の低下が明らかであった。 [結論】スタッフ間での認識の統ーと目
的、根拠を踏まえた体位変換を積極的に施行することで、術後無気肺を予

防する事ができた。
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N-17 呼限 (2)

0・N・59 ネブライザー使用時の人工鼻の安全性と加温加湿の検討

1)鹿児島大学医学部附属病院集中治療部

時任陽子(ときとうようこ)1)，山元優子J)，池上麻紀1)，水流恵子1) ，

蕎福美智子1)，川上雅之1)，垣花泰之1)，上村裕一J)

人工鼻 (HME)使用中の人工呼吸管理患者にネブライザー (Neb) を施行する

場合、気道・回路内圧の上昇が危慎される。我々はNeb施行毎にHMEを回
路より取り外していたが、加温・加湿や交差感染、管理の繁雑さなどの問
題が生じてきた。そこで、今回Neb施行時のHME併用方法について調査検討
した。[方法]併用法による安全性を確認する為人工肺を組み込んだ人工呼
吸回路を用いて連続24時間Nebを施行し、回路内圧及びHME前後の圧較差
を調査した。次に呼吸・循環の安定した症例に(1)Neb単独(2)HME単独 (3)
HME+Neb併用のそれぞれにおいて温度、絶対湿度を測定し、更に

HME+Neb併用時の気道内圧、 HME前後での圧変化も調査した。 HMEは
Hydrobac S(マリンクロット社製)と BB100PFS(ボール社製)またNebは

ジ、エツト型と超音波型でそれぞれ検討した。[幸吉果】HME+Neb併用時の回
路内圧及び、HME前後で、の圧は連続24時間Nebでも変化しなかった。臨床検

討ではHME+Neb併用時の温度・絶対湿度はNeb単独の場合に比べ有意に
高く、 HME+Neb併用時の気道内圧、 HME前後での圧の変化は見られな
かった。{まとめ]HME+Neb併用の場合、危慎された気道・回路内圧の上
昇は認めず、加温・加湿も維持することができた。

0・N・60 人工呼吸器回路の結露と汚染について一加温加湿器と人工
鼻の比較一

1)信州大学医学部附属病院救急部集中治療部

石井留美子(いしいるみこ)1)，高尾ゆきえ1)，中村歩子J)，宮沢育子1)，

奥寺敬J)，川上勝弘1)

[目的]呼吸器回路は2日以内に汚染されるといわれているが回路内の余分な
水分と適度な温度により汚染された回路はより細菌の繁殖を助長している
と考えられる。当ICUで使用している加温加湿器と人工鼻使用時では回路
内の水分量の差がどれくらいか、また回路内の汚染に差があるのか検証し

た[方法]テスト肺を37
0

C100%の条件下に置き，呼吸器回路を加温加湿器回
路群と人工鼻回路群に分け24時間作動させた。その前後で回路内の重さの
測定と回路内各部位の培養を行った。[結果]培養結果は人工鼻群、加温加
湿器群ともすべてで、陰性で、あった。回路内の水分喪失量(気化量)は加温加

湿器群559g、人工鼻群25g、テスト肺の口元ウォータートラップ内の水分量

は加温加湿器群13g、人工鼻群旬、呼気側ウォータートラップ内の水分量は
加温加湿器群138g、人工鼻群Og、回路内残存水分量は加温加湿器群15g、人

工鼻群Ogであった。この結果より、垂れ込み対策と人工鼻の使用適応基準
の検討が必要であることがわかりマニュアルを作成した。

O-N・61 閉鎖式気管内吸引システムと人工鼻装着時の加温加湿能力

の検討

1)札幌医科大学医学部附属病院集中治療部

水口加奈子(みずぐちかなこ)1)，浅野睦美1)，田附真弓1)，佐々木純子1)，
大槻直子J)

当院ICUでは、人工呼吸器管理の加制日湿方法として、人工鼻(以下HME)

を使用している。気管内吸引法として、開放式吸引法を行っているが、最
近、閉鎖式吸引システム(以下ハイケア)を一部施行した。しかし、開放式
吸引法に比べて気管内分泌物の量が少なく、疾が硬い印象を受け、開放式
吸引法へ変更している姿がみられた。 HMEは、十分な加温加湿能力が実証
されている。しかし、当科ではハイケアと併用しているため、呼吸器回路

内の環境が影響を受けているのではないかと考えた。ハイケアとHMEの併
用した加温加湿に関する文献を調査したが、有用性を報告したものはな

かった。

そこで今回、ハイケアとHMEの併用における加温加湿能力を明らかにする
ために調査を行った。対象は、当院ICU入室中の経口挿管人工呼吸管理下
にある患者3名(鎮静下のため家族の承諾を得た)とした。人工鼻(ハイグロ
パック S ・マリンクロット社製)とハイケア(マリンクロット社製)の聞に温

湿度センサー(モイスコープ)を8-24時間装着し、絶対湿度・相対湿度・温
度を、ハイケアと開放式吸引法で測定をした。その結果を分析し、若干の
示唆を得たので報告する。

第 2 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 10 会場

0・N・62 気管内チューブのカフ圧管理と看護一容量管理から圧管理
J\ ー

!l社会保険小倉記念病院看護部 (CCU) , 2)同技師部ME室 3)同循環器科，

4)同麻酔科 5)同救急・集中治療部

鄭永喜(ちょんよんひ}J)，松田いづみJ)，南由紀子J)，松岡さおり!l，

後藤明子J)，道越淳一円中ノ上洋憲2)，森田真2)，大畑善治2) ，

横井宏佳3)，宮脇宏4)，若松弘也5)，中島研5)，瀬尾勝弘5)

人工呼吸関連肺炎(VAP) の予防には，気管内チューブのカフ圧の適正な管理が
重要である.今回，カフ圧管理の現状，カフ圧の経時的変化，挿管患者におけ
るカフ圧の変動とカフ圧補正回数についての検討を行ったので報告する. [方
法]Portex社製profile cuff blue lineチューフゃ (p) と Mallinckrodt社製Hi・Lo Evac 

チューブ(M) を用いて検討した.(1)対象: CCU看護婦(士)48名.モデル気管
内にチューブを挿入し，パイロットバルーンを目安に適正と思う量のカフェア
を注入後，カフ圧を測定した. (2) モデル気管内に挿入したチューブのカフ圧

の経時変化を測定した. (3)挿管患者においてカフ圧を連続測定し，カフ圧の
変動とカフ圧の補正回数を検討した. [結果](1)各人が適正と判断したカフ圧
の実測値には12-おcmH20とバラツキがみられた. (2) 自然脱気によるカフ圧
の低下は， Mの方が早かった. (3) カフ圧の低下に対する補正回数はチューブ'
の種類により差があり， P: 3.4:t 1β回/日， M: 8.7 :t 4.4回/日であった. [まと
め】パイロットバルーンを目安にして一定量を注入する容量管理ではカフ圧の
バラツキが大きく，カフ圧測定に基づいた圧管理が望ましい.
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N-18 看護管理・教育

0・N・63 ON CALL勤務体制による看護婦(士)の疲労調査

II福井循環器病院救命センター

佐藤小百合(さとうきゅり ) ll ，森国のり子II

心筋梗塞においては発症後の早期診断・早期治療が予後を大きく左右する
ため、当院では、 24時間体制でカテーテルインターペンション治療を実施

している 。 そのため夜間はコメデイカルスタッフと共に、救命センター看
護婦(士)がON CALL勤務体制をとっている 。 しかし看護婦(士)は、夜勤
ローテーションの合間のON CALL勤務のため、呼び出された場合、短時
間休息後も翌日就労を余儀なくされる 。 また自宅待機中は休息時間である
にもかかわらず、その緊張感は計り知れず疲労回復が困難と思われる 。 そ
こでON CALL勤務体制による看護婦(士)の疲労を調査した。 [目的]ON
CALL勤務後の看護婦(士)の疲労因子・程度を明確にし、今後の勤務調整に
役立つものとする 。 {研究方法]ON CALL勤務に就労する救命センター看
護婦(士) 17名を対象に、日本産業衛生協会産業研究会による30項目質問紙
による疲労調査を実施した。 {結果]疲労症状群の構成はrn dominant型」で、
精神作業・夜勤者に多く認められるタイプだ、った。 特にON CALL勤務終

了時の朝には、精神的疲労因子の増大が見られた。

0・N・64 ICU看護婦におけるストレス実態調査

II岡山赤十字病院 ICU

三笠美保(みかさみほ)1l，光畑裕子 1 )

[はじめに]当院は平成13年4月より救命救急センター棟の新設に伴い新体制
でスタートした。 看護婦は13名のICU経験者と一般病棟より配置転換した
14名の新任者、さらに新卒者2名で構成された。 ICU増床と新任者が過半数
をしめることで経験者は過剰な負担がかかり、又新任者は新しい特殊な職
場への適応に向けてそれぞれが精神的ストレスフルな状態にあると考えら
れる 。 そこでアンケート調査を行い当ICU看護婦のストレスの実態を調
査・分析した。 [方法]米国ストレス研究システム社の「ストレスフルな職場
環境尺度」調査票(宗像:翻訳・修正)を使用した。 3段階評価で回答を求め
合計得点3点以上をストレスありとする 。 [結果】当ICUのストレス総得点平
均は2.9;点であった。 しかしICU経験者得点平均は3.9 点、新任・新卒者得点
平均2.0点と差が見られた。 両者共にストレス要因の一位は「人に対する責任
感Jであった。 ICU経験者のストレス要因の一位は、職場での責任は物より
も人に対して責任がある、 二位は、他の人達を育てる責任を持っている、

で、あった。 経験者が新任・新卒者を育てるということにストレスを感じて
得点の差が生じたと考える 。

。圃N・65 新人看護婦のより良い職場適応をめざしてーストレスマ
ネージメントプログラム介入を試みて一

1)春日井市民病院集中治療部， 同麻酔科・集中治療部

古川麻紀(ふるかわまき)1)，牛谷聡子1l，贋畑加代子1)，上村睦美1)，

阪東健司1)

[目的]新人看護婦の気分の変化を、気分プロフイール検査 (profile of mood 

states=POMS) を使って調査し、入職当初に自己を表現できないほど緊張が
高くその後も心身共に疲弊した状態である事を、昨年度の集中治療医学会

総会で報告した。 我々はこの状態がストレス(精神的不安感や身体的変調)
を引き起こすものと考えた。 今年度我々は、職場にストレスマネジメント
プログラム(以後SMPと称す)を導入し、新しく配属になった看護婦の気分

を楽にし、ストレスを低減させる事で、スムーズな職場適応ができる事を
目指した。 [対象】今年度集中治療室に配属となった新人看護婦及び病棟移
動者9名。 【研究方法]竹中氏のSMPに沿って、ストレス教育・ストレスマネ
ジメントのパッケージ構造15項目の中から当職場で行える3項目を選択し
た。 対象者には、事前にストレス耐性テストを実施した。 プログラム介入

前と介入後2週間、 3 ヶ月、 6ヶ月後にPOMSで気分の変化を比較した。 同時
にストレス評価表と聞き取り調査を行い分析した。 [結果・考察]POMSの
結果から、 T得点75以上の要受診レベルであった3名が、 SMPの介入により
T得点75以下に低減された。 ストレス評価表では若干の減少が見られた。

第 2 日目 9 : 00 --1 0 : 00 第 11 会場

0・N・66 ICU看護情報システムの導入にともなう看護業務の変化

n名古屋大学医学部附属病院集中治療室 2) 同看護管理室

横山恵(よこやまめぐみ)n，寺田八重子n，山口弘子1 ) ，村田志乃 1 ) ，

山本友美n，深津まり子1 )，三浦昌子2)

当ICUではiMD SOFT' フクダ電子のMETA Vision システム(以下システ
ムとする)による看護情報システム及び医師診療情報システムを産学共同で
開発し、 2001年1月より全8床に一斉に導入している 。 このシステムは、電
子カルテへの移行やカルテ開示に向けての記録の改鼠予防・病院聞の情報
ネットワークの可能性を目的としたもので、病院総体の電算化第四次シス
テムへの連動が可能となっている 。 2001年東海北陸地方会において、シス
テムの概要、システムの導入の経過について報告し、問題点が明らかと
なった。 以後改良を加え、導入から 1年が経過した。 今回看護業務の変化に
ついて調査したので報告する 。

0・N・67 注射チェックリストを活用した新採用者への指導効果

1)大阪市立大学医学部附属病院 ICU

宮本摂(みやもとせっ) n，大谷志津江1)，米田虞智子1 )

{目的]平成7-12年の当病棟の注射ミスを、川村の示すエラーマップで分類
すると、実施ミスが35%以上占めていた。 そこで、実施直前に指差し呼称、
確認のできるチェックリストを作成し、それを用いて平成13年の新採用お
よび配転者の注射業務指導を行った。 チェックリスト使用前後の新採用者
および配転者が報告したミスを比較した結果、 一定の示唆を得たので報告

する 。 [方法]平成10-12年の新採用者 (A群)、 13年の新採用者と配転者 (B
群)の注射ミスを比較する 。 [結果】発生件数の減少はなかったが、 B群は患
者に与えた影響が少なかった。 [考察]実施プロセスに基づいたチェックリ
ストは、確認作業が容易で、ミスを早期に発見できることから、確実な実

施と指導に対して効果があると考える 。

点検箇努でのミスの書l姶

0・N・68 当院ICUのインシデント・アクシデントレポートの傾向と

今後の課題一看護管理者として教育的介入から考える

1 )名古屋第一赤十字病院集中治療部 2) 日本赤十字北海道看護大学

秋江百合子(あきえゆりこ)1)，須永康代n，河原田栄子2)

高度医療が進み、 ICUの入室患者数も年々増加の一途をたどり、患者は重
症化・多様化してきている 。 当院ICUでも、平成12年度は23の診療科、 809
名の入室患者があり、前年比約120%の増加を認めた。
労働災害研究のハインリッヒの法則によると、rIつの大事故が起こる背景

に、このヒヤリ・ハッとした経験が300件は存在する」といわれている 。 重
大な事故を未然に防止する対策をとるためにヒヤリ・ハッとの段階でため

らわずにレポートに記載し、事故防止に役立てることが必要である 。
当院ICUでの平成12年度のインシデント・アクシデントレポートは41件で
あった。 この内容を重大に受け止め、看護管理者として今回は、平成10年
度から 12年度までのインシデント・アクシデントレポートを発生月、経験

年数、勤務帯、種類に大別し分析した。 その結果、当院でのインシデン
ト・アクシデントの傾向が明らかになった。 そこで、教育的な介入として

未然に防止するための対策を(1)新人教育 (2) 病棟カンファレンスでの事例
検討会 (3) 看護部の事故防止行動チェック表の活用 (4) レポート提出時の面

接・指導の観点から明確にしたので、報告する 。
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N・19 教育

0・N・69 有効なリフレクションの検討

ーリフレクションプラクテイスを導入して一

])公立陶生病院集中治療部 2) 同地域医療部(臨床心理士)

柴原由紀枝(しばはらゆきえ)])，大矢なぎさ1)，加藤みわ子])，岡和美])，
唐木かおり 2)

ICUのスタッフ教育にリフレクションプラクテイス(以下RP) を取り入れ
た。 RPとは、自己の振り返り(リフレクション)を具体化させることで個々

や集団の成長を促す方法である。[対象および方法]l)ICU看護婦23名にRP
について講習を行なった。 2) 各業務終了時の個々の目標に対する振り返り
を記録。 3) 記録の分析。 4)調査開始期と終了期のエゴグラム分析。[結果と
考察]変化に富んだ緊張の高い現場では、その時々を振り返ることによって
得られるものが多い。 しかし、一言で振り返りといっても、実際はその方
法や目的を理解した指導者がいなければ効果的な振り返りは成立しないと
いう印象を得た。 グループを構成するメンバーが、お互いの関わりを意識

しながら自己をリフレクションすることにより、技能水準の高い組織作

り、現場でのより効果的なリーダーシップ教育、ストレスマネージメント

にもつながったと考える 。 個人の振り返りを効果的に行なうツールとして
リフレクションプラクテイスは有効であった。

0・N・70 当院ICUにおけるチェックリストの見直し・作成について

一新卒者評価・指導を有効にするために一

])総合病院岡山赤十字病院 ICU

岡崎理恵(おかざきりえ)])，光畑裕子])

【はじめに]当院では、年2回の勤務交代により配置換えが行われており、当
ICUにおいても毎年約5-6名の新任者を受け入れてきた。 そして「チェック
リスト」を用いての評価・指導を行ってきた。 しかし、 6年ぶりに新卒者を

受け入れ使用したとき、限界を感じた。 それは既存のものは、経験項目の
みで詳細については指導する側に任されていた部分が多かった為である 。
そのため評価・指導をする人によっての差も認められていた。 しかし、新
卒者は、何事においても経験・技術に乏しく、自分たちから積極的に指導

を受ける方法も知らない。 そのため新卒者用のチェックリストの作成が必
要となった。 そこで、新卒者自身も加わり新しいチェックリストの作成・

見直しを行った。 [結果・考察]チェックリストの項目を細分化したことに
より各段階における、現時点での経験・理解度を把握しやすくなった。 そ
して到達目標を設定することにより、評価をする方，される方共に統ー し

た評価が行えるようになった。 同時にスタッフへの認識も図りやすいもの
となり、段階を追って統ー した指導が可能となった。

0・N・71 新人教育におけるクリテイカルパスの導入

1)大阪市立総合医療センター ICU

妹尾順子(せのうじゅんこ )1 ) ，尾崎弘美1 ) ，久保晴美1)，後藤喜美1)，

谷村都1)，萩原美恵子1)，吉川恵美子1)，吉浦恵子1)

近年， DIG ・ PPSの導入の流れにより，医療の標準化を目指すことが，患者
の満足度や看護の質の向上につながると考えている 。 今回 ， その一手段と
して，当ICUで入室件数の多いCABG術後患者の看護について，新人オリエ
ンテーションツールとしてのクリテイカルパスを作成することになった。

その経過を報告する 。 まず，現在行われている術後経過をパスにまとめて
みた。また，これに付随して術前訪問の手順や入室準備チェックリスト，
配置図も作成した。 これらをCABG術後管理の未経験者に使用してもら
い，理解しやすく役立つものであったか，質問紙により評価を出しても
らっている 。 入室準備は，パスがあることで，もれることなく準備でき，
時間の短縮につながっているようである 。 しかし，術後の管理は患者の個

別性があり，状態に合わせて看護者が対応していくことが要求されるた
め，看護者の判断能力や資質を問われることは否めない。 新人であっても
一定レベル以上の看護を提供できるようなパスが望ましいため，質問紙の
結果をふまえ，より理解しやすいパスを作成していきたい。

第 2 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 11 会場

0・N・72 スタッフとの連携による新人教育の効果

1l大津市民病院救急集中治療部

平田康之(ひらたやすゆき )1 ) ，柴原育子1)，岡本晃代 1 )

当ICUでは新人看護婦(士)の教育システムとしてプリセプターシステム、
パックアップシステムを導入し、そのメンバーを中心に年間プログラムに
基づき教育を行っている 。 しかし、当院が新病院を開設し、オーダリング
システムの導入や増床、スタッフの異動によるICU経験年数の低下など
で、スタッフが新人の技術習得状況を確実に把握することが難しく、到達
目標設定が行えない、ケア・処置の経験に偏りがあるなどの問題が生じ、
現行のシステムでは指導内容を統一する事が困難となった。今回、新人の
円滑な技術習得と成長を目的に、スタッフとの連携に着眼点を置き、技術
経験表の作成・評価、プリセプター会議の内容報告、時期に応じた指導方
法の提案、アンケート調査等の方法を用いて改善を試みた。 スタッフが新
人の技術習得状況を把握しやすくしたこと、新人の到達目標をあらかじめ

設定をしておくことで統一性のある円滑な指導が可能となった。 また、ス
タッフとの意見交換では、より多くの情報獲得・共有と問題の提示、新た
な目標設定が可能で、あり、スタッフとの連携による新人教育は有用で、あっ
た。

。圃N・73 個別的な新人教育とは~新人達の成長過程から得たもの~

1 )医療法人財団康生会武田病院

大間由貴子(おおまゆきこ )0，倉内里依0，中田和人1)

当院では、プリセプター制度を導入して7年目になる 。 しかし、初めてプ

リセプターを経験する私達5名には、不安の要素がたくさんあった。教育委
員会、あるいはフロアーの教育係から心構え、指導のポイント、年間教育

計画を提示されプログラムに参加している 。 チェックリストやレポート・
テスト・面接などで個人の成長のプロセスを追っている。そんな中で、私
達は指導を受ける側の、プリセプティーの心の変化に着目することで個別

的指導に生かせるのではないかと仮定し、次のような調査を行った。 1.
エゴグラムにより、プリセプター・プリセプティー双方の元々の性格的傾

向を知る 。 2. 新人に対し、入職後から3ヶ月毎に計4回の心理テストを行

い、経時的な心理変化を追う 。 心理テストとしてPOMS(Profile of Mood 

States) を採用する 。 3. チェックリストを通して、知識・技術の評価をし
ていく 。 以上の調査により、幾つかの示唆が得られたのでここに報告す
る 。

0・N・74 急性期クリニカルパスにおけるスタッフ教育ースタッフへ

のパスアンケートを実施して

j)済生会熊本病院心臓血管センター集中治療室

白鷹雅美(しらたかまさみ)1l，下回紗規子1)，石田由紀子1)，本田喬0 ，
庄野弘幸j)

<はじめに>当院では医療、看護の質の向上やスタッフ教育などを考慮

し、 1996年よりクリニカルパス(以下CP) を導入している 。 当センターでも
急性心筋梗塞・心不全・大動脈解離・術後などのCPを急性期から使用して
いる 。 しかし、 CPについて看護婦個人の意識の差があるのではないかと考

え、 CP利用に関する調査を行ったので報告する 。 <方法>対象は当セン
ター看護婦(1年目 6人、 2-4年目 12人、 5年目以上18人)、調査項目は主に
CPの目的・ CP作成への関わりの有無・ CP各項目の説明に対する自己評価
<結果>新人のほとんどはCPをマニュアルとして活用できていたが、 CP開
始時の患者説明に対し40%が充分には説明が出来ていないとした。 2年目以
降の看護婦は83%が出来ていた。 またCPタスクの実践では、新人は平均2.3
点 (5点満点)と低い評価で、あったのに対し、 2年目以上は3.4)点であった。 <
まとめ>新人はCPを業務上のツールとして活用できていたが、患者説明な
ど深い知識を必要とする部分は不十分であった。 今後、新人を含めたス

タッフ教育と患者説明のマニュアル、スタッフ用CPのさらなる検討が課題

である 。
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N-20 チーム医療・他

P-N・32 救命救急センターにおける精神・心理的ケアへの新しいア
プローチ

1)濁協医科大学越谷病院救命救急センター 2)濁協医科大学越谷病院医療

相談室

尾崎玲子(おざきれいこ)1)，中村俊規1)，朝練淳子1) ，浅香えみ子1)，
永井晴美2) ，蒲原隆1)，池上敬一1)

[背景]救命救急センターでは救命医療が重視されてきたが、社会復帰へ向
けての医療、すなわち救命後医療には大きな関心が払われてこなかった。
当センターでは心理士、精神科医、ソーシャルワーカー (MSW) と身体医の

連携による救命後医療の新たなフレームを考案し、救急患者の全人的な復
帰を積極的に支援している 。 [目的]当センターにおける救命後医療の実績
を分析し、改善に向けての方略を考案する。{方法]精神・心理スタッフが
関与した患者の身体・非身体的問題、看護婦・ MSW ・身体医との連携およ
び介入時期とその効果を検討した。 {結果】精神・心理スタッフが介入した
事例は精神的問題の有無で大別されたが、精神的問題がない事例でもPTSD
や治療に起因するストレス、社会・経済的不安などに心理的アプローチを

行った。 介入時期は看護婦・身体医の情報をもとに決定したが、多くは集
中治療終了後であった。 [考察]身体的治療を優先すると精神・心理ケアは
不十分になる傾向があり、救命後医療を改善するには初療時から医療チー
ムが身体的問題と機能予後だけでなく、家族・経済・心理などの非身体的
状況についての情報を共有することが必要と考えられる 。

P-N・33 救急医療における看護、精神・心理スタッフ、ソーシャル

ワーカーと身体医の連携による精神・心理ケア

1)濁協医科大学越谷病院救命救急センター 2)濁協医科大学越谷病院医

療相談室
鞠線、淳子(ともふさじゅんこ )1 )，蒲原隆 1 ) ，尾崎玲子1)，中村俊規1)，

永井晴美2)，浅香えみ子1 )，池上敬一])

背景:救急医療における精神・心理ケアの重要性は指摘されてきたが、病
院の専門職が連携するチームアプローチは一般的でない。 当センターは専

任の精神・心理スタッフ、身体医、看護婦とソーシャルワーカーからなる
チームアプローチによる精神・心理ケアを試みている 。 目的:当センター
での精神・心理ケアの実績を検討し、ケアの効果を高める方略を講じる 。

方法: PTSDと診断した患者・家族へのアプローチを分析し、チームの行動
パターン、連携の取り方、ケアの効果を検討した。 結果:チームアプロー

チは円滑に開始され、メンバーはお互いの情報を共有する体制を築いた。

ケアの対象は家族まで広げられ、退院・転院の支援を行った。 ケアの効果
には患者・家族のケアに対する考え方が反映された。 考案・結語:チーム

メンバーは救急医療における精神・心理ケアと社会復帰支援の重要性をよ
く認識しており、これが円滑なチーム運用の基礎となった。 ゴールを共有
することで、連携に必要な'情報交換の場も自発的に設けられた。 連携によ
るケアの効果を高めるには、メンバー同士が役割を重複させること、患

者・家族の精神・心理ケアへの誤解を解くことが必要と考えられた。

P-N・34 集中治療室に入室した虚血性心疾患患者の社会復帰後の実
態調査~社会面へのアプローチを目指して~

1)日本医科大学付属病院集中治療室

平原隆子(ひらはらたかこ)1)，千葉久美子1) ，浦田麻衣子1)

AMIなどで集中治療室に入室した患者は、突然社会や家族から隔離され集
中的な治療を受ける 。 身体的な苦痛とともに、社会的および家庭的役割を

f!!ってきた患者にとっての不安は計り知れないものがある 。 私たちは第10
回日本集中治療医学会関東甲信越地方会において集中治療室入室患者と家

族の社会的側面に対するケアの必要性について報告した。 その結果、患者
や家族は、仕事に支障をきたしたり、入院費がかさみ経済的な負担を負
う、家庭での役割が果たせなくなったなどの社会的な問題に直面すること
が明らかとなった。 この結果から社会的な問題は退院後の患者の生活様式
に影響を及ぼし、その状況の変化が健康を損なう一因になるのではないだ
ろうかと考えた。 今回、集中治療室に入室しその後社会復帰した患者の追
跡調査を行い患者が抱えている問題を明らかにし、社会復帰後、健康な生
活を送ることができるよう社会的側面におけるケアの必要性ついて検討す

る 。 [研究方法]<対象>虚血性心疾患を発症し集中治療室に入院治療後退
院して外来通院している30歳から65歳の患者<方法>研究者自身が作成し
た質問紙によりアンケートと半構成的な面接調査をおこなう 。

第 2 日目 14 : 00 --15 : 00 第 13-1 会場

P-N・35 ICUに緊急入室した高齢者の転帰について

1)新日織八幡記念病院集中治療部

林真理(はやしまり)1l，大久保恵子 1 ) ，松下洋子])，海塚安郎1)

[目的]ICUに緊急入室した高齢者の転帰について検討する。[対象・方法1
H12年にICU救急入室した80歳以上の患者105名のカルテから調査する。[結
果]1、転帰 :A自宅→病院→自宅63人、 B自宅→病院→施設16人、 C施設→
病院→施設26人。 2、入院日数: 29.2:t 26.5 日 !A27.2 :t 20.0 日、 B53.1 :t 43.4 
日、 C19.2 :t 18.2 日 1 0 3、自立度の低下: 22人 (21%) !AlO人(16%) 、 B11人
(69%) 、 C1人 (4%)1 0 4、入院中の痴呆の発症 :6人(入院前から26人) (6%) 

!A1人 (8人)(2%) 、 B5人(1人) (31%) 、 CO人(16人) (0%)1 0 5、入院前一人
暮らし及び夫婦だけの生活: 63人 lA31人 (49%) 、 B9人 (56%)10 [考察]高齢
者の転帰の内、自宅→病院→施設への入院日数が長期に及ぶのは1、介護度
や痴呆発症率が他の転帰に比べ高い。 2、 一人暮らしゃ夫婦だけの生活が多
い。 3、施設への転出待ち時間が長い事にあると考える 。 [結語]ICUにおい
ても急性期の治療と平行して、患者の状態などから転帰を予測し、退院後

の生活の場の確保のため家族や介護施設へ働きかける必要がある 。

P-N・36 ハイリスクの心疾患患者・家族に対する救急講習会~事前
調査と G2000導入の試み~

1)東海大学医学部附属病院循環器病棟 2)東海大学大学院 3)東海大学医

学部病院循環器内科

飯塚瑞恵(いいづかみずえ)1l，早野智子2) ，小坂裕太1l，狐塚由香1)，
源河朝広3)

[目的]虚血性心疾患発症後、再発作の危険がある6ヶ月以内の時期に、 BLS
(Basic Life Support) 教育を行い家族と病院との蘇生の鎖を保ち、退院後
の再発作に対する家族の不安を軽減する 。 【方法]2001年4月より循環器病棟
看護婦・医師による準備委員会を発足した。 事前に入院中の患者・家族に
インタビューによる調査を行い救急講習会に対する要望を確認した。 BLS

はG2000に基づく心肺蘇生法を採用し、病棟の退院時指導内容等と併せて内
容を検討した。 [結果]救急講習会に参加した家族は9世帯14名であった。 受
講直後のアンケート調査では、急変時にファーストエイドが行えると答え

たのは10名/ 11名、心肺蘇生が実施できると答えたのは9名/ 11名であっ
た。 [考察]退院後の再発作や体調悪化に対する不安がある家族に対して受
講を促したため、積極的な参加が得られた。 動機付けの強さが技術習得の ・
時間短縮にもつながっていたと思われる 。 救急講習会の内容を事前に調査
した家族の声を反映させて行うことにより、講習会への満足度も高かっ
た。 小グループでの講習形態が家族の意見を反映し不安を問題解決する場
となった。
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N・21 看護システム

P-N・37 新救命救急センター棟の開設に伴う ICUの個室化一全個室
のICUを経験してー

1l名古屋第二赤十字病院

井嶋贋子(いじまひろこ)I)，井上好美I)，杉浦友紀I)，園本 三知代I)，

村井みゆき1l，中川智美1l

高度医療の推進と救急医療の充実を図る為に，救命救急センター棟の建築準
備が始まった。 この建築は患者のアメニテイやプライパシーの保てること
をコンセプトに6年の歳月を経て，平成13年6月に完成，オープンすることが出

来た。 ICU16床.CCU7床，全23床を単位として6月より稼動している 。 ICU ・
CCUは全個室となっており各室の出入り口は自動ドア，また各個室聞は手動
ドアで通過できるようにした。 ドアのガラスはブラインド内蔵とした。 ま
た院内感染対策のため，室内を正圧・負圧としてヘパフィルターによる空気
清浄化を図った。更に各個室に汚水槽，手洗いなどを備え全て室内で処理で
きるようにした。又シーリングペンダントを導入し機械器具を整理，床に直
接触れる物は少なくした。 安全対策面では，全てのスタッフに緊急事態を知
らせる緊急用アラームシステムを設置した。又敷地面積が広く看護婦が
ベットサイドから離れられないのでナースコールシステムを導入し無駄な
導線を無くした。 CPU端末を全て個室に入れ，看護支援システムを導入する
ことで，経過記録の自動化，医療記録のペーパレス化を図れるようになってい

る 。 今回は開設後から現在までの現状を報告する 。

P-N・38 ICUシーリングシステム導入の評価

1l筑波大学附属病院集中治療部

石塚純子(いしづかじゅんこ)1l，佐々木由樹1l，小笹雄司I)，椛山定美])，
阿部安子1l，水谷太郎1l

[はじめに 1 2001年4月から、当院ICU改装工事に伴いシーリングシステム
(ドレゲール社ポンタ)が設置された。 電源、輸液ポンプ等の設置・使用方

法および作業環境等が大幅に変化したので、スタッフが本システムをどの
ように評価しているか調査した。 {対象と方法]使用開始後約3カ月の時点
で、当ICUに勤務する看護スタッフ全員に、シーリングシステムに関する
アンケートを行った。その内容は、本システムの機能・使い勝手等に関す

る質問を設け、 25項目・ 5段階評価で回答を求めるものであった。 併せて、
自由記入による感想も収集した。 [結果]全体として、使用しにくいとい
う、やや否定的な傾向が認められた。 [考察と結論]否定的な傾向となった
原因として、 1) 調査施行時点においては未だ不慣れなため勤務環境の変化
に適応できなかった、 2) 過去の運営方法から発想の切りかえが十分できな
かった、 3) システム自体の使い勝手に問題がある、などの可能性が考えら
れる。今後、上記の問題を更に検討するために、アンケートを定期的に反
復し、運用方法の改善、システムの改良に発展させてゆきたい。

P-N・39 心臓手術後患者のベッドサイド移動における安全性の検討

~トータルケアベッドシステムの導入を試みて~

I)金沢循環器病院集中治療室

中村真佐子(なかむらまさこ)])，尾崎寛子1 ) ，牧美晴I)，荒木真由美I)，

樋木和子1 )

[目的]心臓術後の早期離床は年々勧められており、当院では第1病日でベッ
ドサイドへの移動を実施している 。 しかし、ベッドから初めての立位・移
動は患者にとって不安や恐怖等、身体的精神的リスクが伴い、消極的な態
度を表出することがある。これらを緩和し、安全に移動するためにチェア
イグレスポジション可能なトータルケアベッドシステム(米国Hill-Rom社
製)の導入を試みた。 このベッドは患者の安全性・快適性の向上及び早期離
床をコンセプトに開発され、日本でも数年前から導入されているが、その
評価を示したデータや文献は殆どない。 今回、患者・看護者共により安
全・安楽な離床に向けての用具選定としてトータルケアベッドを使用し、
ベッドからの立位・ベッドサイド移動におけるその有用性を検討したので
報告する 。 [方法]心臓手術直後からトータルケアベッドを使用した患者10
名と関わった看護婦23名を対象に、初回ベッドから立位・ベッドサイド移

動時の経時的循環動態測定、その時の患者・看護者の評価を半構成法質問
紙により行なった。[結果]このベッド使用時の移動は循環動態の変動が殆
どなく、看護者評価はベッド非使用時より安全に移動可能であった。

第 2 日目 15 : 00 -16 : 00 第 13-1 会場

P-N・40 看護支援システムトラブル発生時の対応

I)厚生連高岡病院救命救急センター

俣本静華(またもとしずか)I)，浦喜代美I)，東海洋子 1 )

当厚生連高岡病院救命救急センターでは、 H10年9月より看護支援システム
を導入し熱型表・カーデックス・看護計画等看護業務全般をこのシステム
で運用していた。 導入時よりシステムのトラブルは経験したが、 ISDN回線
により数分~数時間で修復可能であり、看護業務に支障はなかった。 又、
教育体制の整備、システム操作の上達により、スタッフもシステムに順応

し、直接看護の時間も増加する等、看護の質の向上という目的において軌
道にのり始めていた。このことは、日本救急医学会北陸地方会、日本集中
治療医学会で報告済みである 。 しかし、 H13年2月突然システムのトラブル
が発生し、看護支援システムが停止した。このトラブルは修復まで6日も要
し全ての記録がパソコンから手書きとなり、記録方法がわからない、記録
時間が増加し看護業務に支障をきたした。これまで想定していなかったト
ラブルに直面したことで、私達がシステムに依存しすぎていたこと、危機

管理に対する意識が薄かったことを痛感した。このことより、 トラブル発
生時の対応として、スタッフ教育の再検討、記入方法の統一、 トラブルの
状況に応じた対策マニュアルについて検討したので報告する。

P-N・41 Care Vue患者'情報システム導入における測定値に対する意
識調査一新人指導方法の検討一

1l栃木県立がんセンター ICU

浦田朋美(うらたともみ)I)

当センターICUでは、 Care Vue患者情報システム(フィリップス・メデイ

カルシステムズ)により心拍数、観血的血圧測定などモニタリングされてい
るデータはすべて自動入力・保存されている。これにより、患者の側に行

かなくても、データの変化を観察することができる。また、入力時聞が不
要となり記録時間が短縮され看護業務の軽減につながっている。非観血的
血圧値は、他のデータ同様に自動入力・保存されるが、その測定は看護婦
が自動または手動を選択し、測定間隔を設定している。煩雑な業務の中、
自動入力・保存に加えて自動測定できることは、非常に有意義なことであ

る 。 反面、測定値への関心が薄くなり「あとでデータを確認すればよいだろ
う」という心理を生み、術後にパイタルサインの測定時間が定められている
意味をおろそかにしているように感じた。そこで、規定の測定間隔と実際

の差やその値に対する意識調査を行い、自動測定・自動入力・保存時と手
動測定し自分で記録した時とで比較した。その結果、測定値への意識の違
いを認識でき、術後パイタルサイン測定間隔のもつ意味を再認識し、指導

方法を見直すことができたので報告する 。
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N-22 症例・他

P-N・42 PCPS施行中の肺血栓塞栓症症例に対しローリングベ ッ ド

にて体位変換を行っ た 1例

1) 山形県立救命救急センタ一CCU ， 2) 山形県立救命救急センター内科

高橋修一(たかはししゅういち) ]) ，安部正義[)，小関智幸1)，村井俊章1) ，

竹内雅治2) ， 矢作友保2)，片桐まさ 子1)

[はじめに]PCPS施行中は補助装置やルート類により、容易に体位変換がで
きず、体動による出血や血行動態への影響も懸念される 。 今回、合併症予
防のため、 PCPS施行中の肺血栓塞栓症に対しローリングベッドにて体位変
換を行ったので報告する 。 [症例]74歳女性、肺血栓塞栓症、 IABP補助下に
肺動脈造影中、心停止をきたしPCPS開始。 意識レベル300、平均血圧
60mmHg、血栓溶解療法による出血あり 。 第8病日、ローリングベッドを用
い体位変換を開始。 PCPSはベ ッ ドに固定、 IABPバルーンルートは紺子に

てベッドシーツ固定、1O~12度の角度で30分毎に体位変換を開始した。 血
行動態は変動みられなかった。 しかし4時間後、左側臥位時右手指の酸素飽
和度が100から97%へ、右上腕動脈のPa02 が150から77mmHgへ低下した。
以後左側臥位禁止にて体位変換を継続し、プレーデンスケール10点以下で
も祷創の発生をみなかった。 [結語]PCPS施行中の肺血栓塞栓症に対しロー
リングベッドを使用することにより安全かつ容易に体位変換が可能であっ

た。 しかし、体位の変化がtransitional zoneの変化により脳への酸素供給量
が変化するため注意深い観察とモニタリングが必要で、ある 。

P-N・43 高齢者におけるペースメーカ一重症感染症患者介護の1例

1)防衛医科大学校 7階西病棟 2) 同第1内科 3) 同第2外科， 4) 同研究センター

医療工学

山脇恵美子(やまわきえみこ) 1)，大川夏芽]) ，堤内やよい 1 ) ，

道場ゆかり 1) ，白尾聡子1)，高瀬凡平2)，志水正水3)，栗田明4)

89歳男性平成4年3月に完全房室ブロックあり 。 右鎖骨部より DDD-ペース
メーカーを挿入し以後順調に経過。 平成12年10月 11 日にgeneraterを交換。 平

成13年2月頃より 38-39t の発熱とペースメーカー挿入部位の掻摩感を伴う軽
度の発赤と痔痛あり 。 右胸水の貯留が認められ、 CRP9mg/mlと上昇。 切開

部位に膿汁と静脈血中でMRSA陽性となり VCM2g投与したところ、 MRSA
は陰性となり CRP値も低下してきた。 しかし微熱が続くため、 4月 24日にペー
スメーカーリードを切断し新しいVVIペースメーカーを左鎖骨下より挿入し
直した。 傷はほとんど治癒してきたが、食欲が低下してきたためアミノリ
パー2号(卯OmJ)の他に捕食を開始した。 9月上旬38

0

Cの発熱を認め、動脈血
より酵母様真菌が培養されたが、 CBNなと守の抗生物質で、現在はCRP1.5mg/ml
に保たれている。 このような重症感染症患者に対し、これまで保清に努め、
ネブライザーや吸引を行い、誤礁に注意しながら捕食を進めた。 さらに長期
臥床による精神活動の低下を防ぐため、訪室を多くしてコミュニケーション
を図り外部からの刺激を取り入れた。 その結果、高年齢で低蛋白血症である
にも拘らず、樗癒を形成することなく意識状態も低下なく維持している 。

P-N・44 急性期脳血管障害患者の礁下機能評価に取り組んだl症例

1) 日本赤十字広島看護大学 2)広島赤十字原爆病院

安楽和子(あんらくかずこ) 1)，林和恵2)，松本小百合2)，斎藤裕美2) ，

近藤真紀1 )

[目的l急性期の脳血管障害患者で礁下障害を合併した症例に対する膜下機
能の評価を行う 。 [方法]1.蝶下障害を合併した急性期患者の礁下に関して
看護婦が観察している項目の調査・分析を行った。 2. その後、旭式発話メ

カニズム検査(以下ASMT) を参考に膜下機能チェック表を再作成した。 3.
1症例に対し鴨下機能チェック表を用いた評価を行った。 {結果]1.看護婦
は、患者の水分摂取時のむせ、流誕の有無、吸引刺激での苦痛、意識レベ

ル、肺炎の有無などに注目し観察していた。 2. ASMTの項目すべてを用い
て症例の鴨下機能を評価した結果，咽頭期の障害が認められた.しかし，

ASMT評価の項目数は多く、方法が複雑であり，所要時間もかかる事か
ら、全スタッフへの評価方法の啓蒙は困難と判断した。 そのためASMTで

咽頭期の機能評価と関連する項目と看護婦が注目していた8項目からなる
チェック表を再作成した。 3. 再作成したチェック表は簡易で、、障害期に注

目して観察することができた。 このチェック表による評価は、観察におい
て、より統一性を図ることができた。 さらに、嚇下機能経過を把握するの
に有効であり、症状の経過に応じて早急に対応できた。

第 2 日目 16 : 00 -.. 17 : 00 第 13-1 会場

P-N・45 ICUにおけるベッドサイドの環境整備の徹底への取り組み

1)大阪大学医学部附属病院集中治療部

石川順子(いしかわよりこ) 1)，池田佳世1) ，金原敦子1)，須藤昌子1) ，

河野総江1)

[目的l患者のベッドサイドは機械類が多く、それらのコードが床をはい、
私物や体位変換用枕の整理が不十分で室内が雑然としがちだ、った。 現状の
ままでは、患者の生活空間(環境)を汚染する危険性を持っているため、感
染対策上問題が残ると考えた。 環境は感染リスクとしては低いが、清潔な
環境は療養上も感染予防上も重要である 。 ICUスタッフが感染に対する知
識を深め、現状の問題点を把握し、ベッドサイドの環境整備ができること

を目的とした。 [方法]1. ICUスタッフに現状の問題点を提示し環境整備に
関する知識を提供した。 2. 環境整備のチェックリストを作成し日々のなか

でチェック項目毎に実行できるようにした。 3. コード類を整理しやすいよ
う ICU入室前のベッド作成を工夫した。 4. ベッドサイドワゴンを変更し、
必要物品の見直しをした。 5. 1~4実施後の実態調査及びスタッフの意見を
求めた。 [結果]1.スタ ッ フの知識の向上及びチェックリストの作成によ
り、日々の中で環境整備が確実に実施できた。 2. ベッド作成を工夫したこ
とで、入室当初からコード類が床をはうこと無く整理ができた。 [結語]今
回の業務改善は環境整備を徹底する上で有効であった。

P-N・46 集中治療を受ける患者の寝衣作成

[)青森県立中央病院集中治療部

秋田美紀(あきたみき) 1) ，田中桂子1)，斎藤智恵 1 ) ，桜庭ムツ子1)

[目的]ICuに入室するほとんどの患者は、点滴、チューブ類のラインが多
く、治療に支障をきたすことから、寝衣を着用していない。 これまでは、
パスタオル等を寝衣の代用としてきたが、わずかな体動でずれが生じ、患

者からは、「なぜ裸なのかJi肩が寒い」等の声を聞くことがあった。 そこ
で、これらの問題を解決し、処置やケア時にも支障をきたさない寝衣を考
案した。 [方法}形・着脱方法・素材を検討し作成した後、 ICUスタッフで
試着、評価した。 よい評価が得られた後、主旨を承諾した患者に着用して
もらい、感想を聞いた。 [結果]形はY字型 (60度)で、背部カミら両肩を通り
前胸部を覆うようにし、素材は再生した術衣用生地を用いた。 患者からは
不快感の訴えがなく、安心感があるという評価が得られた。 [考察]考案し
た寝衣は、着脱が容易な形態としたことで、治療・ケア時に支障をきたさ
なかった。 また、背部から覆う形にしたことで、肩周囲の保温・着衣感を

もたらした。 これらにより、患者は無理なく治療・ケアを受けることがで
き、更に、裸体でいることの抵抗感が緩和され、療養生活における安心感
につながった。

P-N・47 当院ICUの高齢者に対する栄養介入の現状

l)新日銭八幡記念病院 ICU

大久保恵子(おおくぽけいこ )1) ，林真理1 ) ，松下洋子1) ，海塚安郎1 )

[はじめに] 当院ICUで、は昨年80歳以上の高齢者の入室が19.6%に至った。一般
に高齢で栄養不良であれば患者は回復が遅く QOL、 ADLの低下を来す。 今回

カルテ上の栄養記載状況を調査した。 [対象]当院ICUに入室した80歳以上の
高齢者132人。 [方法]以下の項目についてカルテ調査。 1.体重、身長の記載。
2. 血液(血算、血液生化学的検査) : TP.Alb.ChE.T・CHO.Glu.TG.TLCo (結果]
n= 132、体重記載なし :11人 (8%) 、身長記載なし: 104人 (79%) データ不
足で入院時と退院時の栄養状態の比較ができない割合はTP : 47 人
(35 . 6%) 、 Alb : 47人 (35.6%) 、 ChE: 128人 (96.9%) 、 T-CHO : 96人
(72.7%) 、 Glu: 52人 (39.3%) 、 TG: 101人 (76.5%) 、 TLC : 65人 (49.2%) 。

[考察、結語]私達は栄養に関する情報は入院中容易に把握できると考えて
いたが、今回の調査で高齢者の栄養評価の基礎データは乏しく実際は栄養

管理を重要視していなかったことを認識した。 栄養の基礎データを確実に

カルテに記載することが栄養管理の第一歩である 。
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教育講演 CEL-E-1) 

ME計測の発展と医療への貢献

岡山大学大学院医歯学総合研究科

システム循環生理学

梶谷文彦

第 3 日目 9 : 00 --1 0 : 00 第 5 会場

l. 20 世紀の医用工学(エム・イー)の発展

20世紀になって医学・医療は理工学領域で開発された技術を導入し、めざましい発展を遂げた。 その鳴矢が、今から約

100 年前のアイントーフェンによる絃線心電図の開発であり、これはまさに、医用工学(国際的には Medical and biologiｭ

cal engineering、ここでは便宜上医用工学と記す)の源泉ともいえるものである 。

日本でも 1930年代に、戦後長く日本医師会会長を務められた故武見太郎先生は、理化学研究所の理工学者たちの協力を

得て、高性能磁石や防振装置を応用して高性能の絃線電流型式心電計を開発し、当時の医学先進国のドイツへ輸出してい

たという 。

まさに日本のハイテク医療技術の先駆けともいえよう 。 このように歴史的にも医用工学は臨床検査と深いかかわりが

あったことが分かる 。

いうまでもなく、医用工学が大きく発展したのは今世紀後半であるが、その直接の動機づけは、第二次世界大戦中の電

子・通信工学の大きな進歩であったO その技術を医学・医療分野に平和利用しようという機運が欧米で生じ、日本でも医

用工学の研究活動が始まった。 ここに、その発展の歴史のアウトラインを表 1 に示す。

表 1 20 世紀後半の医用工学の発展

1940 ~ 50 年代

1960 年代

1970 年代

1980 年代

主たる進展分野

メカニカル治療機器

電子医療計測機器

医療電子機器

生化学自動分析システム

核医学診断

医用画像

医療光計測

医療超音波

治療医用工学

レーザ医学

医用工学計測法の円熟期

人工透析、人工心肺、人工呼吸器

心電計、心音図、脳波計

f列

電気インピーダンス法、モニター、消化管カプセル、ペースメーカー、除

細動装置

レノグラム、カルデイオグラム、各種シンチグラム

X線 CT、 NMR-CT、ポジトロン CT、内視鏡

パルスオキシメータ

超音波エコー、リニアー電子スキャン、 ドプラ一

人工臓器、 PTCA、ステント、内視鏡治療、

レーザ計測・治療機器

カラードプラ、超音波内視鏡、電子内視鏡、ヘリカルCT、 MR アンギオ、

MR血流計測、体外衝撃波結石破砕術、内視鏡手術、ガンマナイフ
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端的に言うと 1940-- 50年代には腎不全患者における人工透析や人工心肺を用いた関心術の成功などの治療機器の発展

と心電図や種々のモニター、ペースメーカーをはじめとする電子計測機器の発展が特に目に付く。中央検査室の進展を促

した自動性化学分析は 1950年代から開発が始まり、 1960年代から 70年代に大量の検査処理を可能にし、臨床検査の普及

に拍車をかけた。 1970 年代はまさに医用画像の 10 年である。 x線 CT、 MR-CT、ポジトロン CT いずれもこの間に集中し

ており、これによって医学の教科書はその内容が一新した。 1980年代は、医用工学機器の円熟期であり、今日病院でみら

れる機器のほとんどは、この時期に完成ないし実用化に向かったといえる。

最近、分子生物学の進歩は著しく、 genome プロジェクトなどの展開も目を見張るものがある。いまや医学・医療の分

野は、周辺科学と近代技術の支援なくしては成立し得ない状況にあり、なかでも分子生物学と医用工学は車の両輪の関係

にあると行っても過言ではない。

2. エム・イーの現状と将来の展開

表 2 は 21 世紀に我々に課せられている主たる医用工学のテーマを、リストアップしたものである。

それぞれについてのコメントは省略するが、今後も計測が医用工学の基盤をなすことは変わりなかろう。中でも、人との

インターフェイスを意識した計測法(非侵襲，非接触生体深部情報計測システム) ，高度先端技術計測あるいは健康・福

祉を目的とした計測法などの開発研究が重要であろう。また、生体の機能の把握のためにも可視化は欠かせない。技術革

新による CTの展開、マイクロ CT、 SPring-8 などの放射光利用も可視化法として期待される。同時にナノレベルの極限可

視化技術の開発も重要である。低侵襲手術にとっても、自動化マイクロハンドリングとともに可視化によるサポートは不

可欠である。

一方、細胞や生体分子の機能は、それらの形

態や力学物性と密接に関係する。とくに、メカ

ニカルストレスが遺伝子や2次メッセンジャー

を介して生体の形質や形態形成に大きな役割を

果たしていることが明らかにされている。ま

た、生体の設計は合目的であり、機械的化学的

ストレスに反応して組織や器官は自らを再構築

する。このような現象を解析し、利用すること

は組織形成などの組織工学的治療法、リハビリ

テーション技術の開発などにつながる。材料と

生体の聞の生物学的力学的適合性の問題も重要

である。なかんずく、人工臓器の発展は新しい

生体材料の開発なくしては望めない。細胞や生

体マトリクスと人工材料のハイブリッドを指向

する再生医工学は、機能性、生産性、保存性の

追求と実用化が期待されている。計算機生体工

学の発展にも大きな期待が寄せられている。

なお、表の最上段に記したフィジオーム

表 2 現在の主な医用工学研究分野

フィジオーム

極微小生体計測技術、高性能センサ一

分子から臓器レベルまでの画像診断、 SPring-8

生体電気/生体磁気、イオンチャネルおよび細胞・臓器機能

ノくイオメカニクス

神経工学

生化学工学

リハビリテーション、義手義足

細胞・組織工学、組織再生医工学

人工臓器、臓器培養と臓器形成、複雑生物系

医療ロボティクス

生体加工、生体材料、生体膜

構造・機能的遺伝子工学

治療 Bl\1Eおよび薬剤到達技術、遺伝子治療技術

計算機生体工学

生態情報、医療情報

福祉/在宅機器開発

(Physiome) であるが、これはゲノムの遺伝子に対して、生体の機能を中心にそれを構成的に解析し理解しようとするも

のと定義され、今後の医学の一つの核となりうるものと考えられている。

3. おわりに

21世紀を考える場合、医療は益々包括化するであろうし、人はこれまでに経験しなかった新しい環境へも進出するよう

になるであろう。そういった新しい環境に対応する医用工学も必要になるだろう。このような医学・医療や科学技術の新

しい展開は"人間と機械の共生"についてより重要な問題を投げかけている。これらの問題を適切に解決し、生命と技術

のあり方について考察を深め、質の高い健康を求めることがMEの目指すところである。国内的には臨床工学技士がスター

トし、国際的にも、国際医用生体物理工学連合が国際科学会議(日本学術会議の国際上部組織: ICSU) の 26 番目の正会

員に認められ (1999年 9月)、また、米国 NIHの中に新しい医用工学研究所が設立された (2001 年 4 月)。これに呼応して、

日本でも 21 世紀当初より ME をより強力に推し進める必要があろう。
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E-1 呼阪管理

P・E・01 パーカッションベンチレーター (IPV) 長時間使用の経験

1)東京都立府中病院救命救急センター

堀典子(ほりのりこ)1)，佐々木勝1)

[症例175歳女性、糞便イレウスにより小腸切除術を施行したがMOFの状態
であった。術後人工呼吸を徐々にウイーニングしたが、呼吸速迫、過換
気、胸部X・P上透過性低下、 volutrauma予防目的でIPVに変更した。[結果]
IPV変更後、呼吸回数低下し呼吸困難感もなかった。排疾が良くなりネブラ
イザーを必要としなかった。血液ガス、意識状態も変化なかった。 IPV変更
後18時間後頃から徐々に血圧低下を認め自発呼吸も弱くなったためIPPVに
変更したがその10時間後にMOFの増悪により死亡した。[考察】IPVを長時
間使用する場合には、警報機能がないため呼吸回路のはずれなどがないか
などの観察、ホルダーがないため呼吸回路の保持には工夫が必要である。

本症例の場合、末梢循環不全があり Sp02の測定が困難で、あったため頻固な
血液ガス分析を要した。このような場合、連続的にモニタリングができる

ことが望ましいと思われた。[結果]意識レベルを下げることなく、また呼
吸困難感もなく長時間呼吸管理が可能であった。しかし、様々な問題点が

あり今後工夫が必要である。

P・E・02 ARDSにおける ASV(Adaptive Support Ventilation) の臨
床使用

J}日産厚生会玉川病院臨床工学科 2) 日産厚生会玉川病院透析科 3) 日産

厚生会玉川病院呼吸器内科

井上博満(いのうえひろみつ)1)，津田圭一0，大崎英忠1)，初木佐和子1)，
和田みゆき1)，井上陽子1)，白武麻衣子0，元良俊太J}，今村吉彦2) ，

長晃平3)，小津志朗3)

[目的]人工呼吸器を使用する際、使用するモードとしてVCVモードもしく
は、 PCVモードが使用されているのが一般的である。しかし、これらの
モードにはautoPEEPの発生、死腔換気の増加、頻呼吸などの危険性があ
り、治療に支障をきたす原因になりかねない。今回我々は、様々な危険性
を最小限にし、最良の呼吸パターンで患者をガイドする ASV モードを

ARDS患者に臨床使用し、その有用性について検討した。[対象及び方法]
対象はVCVモードを使用し、大きな改善が見られなかったARDS患者5例、
使用機器はハミルトン社製ガリレオとし、血液ガスをVCVモード使用時、

ASVモード変更時、抜管直後、抜管3日後のpH、 P02、 PC02を比較した。
また、気道近くに装着したフローセンサーにより測定された静肺コンブラ

イアンス (Cstat) 及ぴ頻呼吸指標 (RSB) についても行った。[結果1vcvモー
ドからASVモードへの変更後の血液ガスの結果、全症例において改善が見
られた。また、 Cstat、 RSBにおいても改善が見られ、特にRSBでは有意な

低下が見られた。[結語1ASVモードはARDS患者の呼吸に対レ、同調性が
良く有用性があると考えられた。

P・E・03 気管内吸引時における気管内チューブのカフ圧とシール効

果についての検討

J}社会保険小倉記念病院技師部ME室 2)社会保険小倉記念病院看護部

(CCU) , 3)社会保険小倉記念病院循環器科， ω社会保険小倉記念病院麻

酔科 5)社会保険小倉記念病院救急・集中治療部

道越淳一(みちこしじゅんいち)U，中ノ上洋憲U，森田真1)，大畑善治1)，

鄭永喜2)，松田いづみへ南由紀子2)，松岡さおり 2)，後藤明子へ

横井宏佳3)，宮脇宏4)，若松弘也5)，中島研円瀬尾勝弘5)

人工呼吸関連肺炎(VAP) の予防には，気管内チューブ事のカフ圧の適正な管理に

よるカフ上貯留物の流れ込み防止(シール効果)が重要である.今回，気管内吸
引施行時の吸引圧とカフ圧との関係，およびシール効果について検討したので
報告する. [方法1Portex社製profile cuff blue lineチューブ(P) と Mallinckrodt社
製Hi-Lo Evacチューブ(M) の2種類の気管内チューブを，モデル気管内に挿入

して測定を行った.(1)各カフ圧(却~枇mH20) において気管内吸ヲ I(吸引圧ー印
--400mmHg) によるカフ圧の変化を測定した. (2) カフ上部に蒸留水を注入
し，カフ圧と吸引圧を変えて蒸留水の流れ込み量を測定し，シール効果を比較

した. [結果】P， Mともに，吸引圧を上げるとそれにつれてカフ圧が低下した
が， Pの方が圧の低下が少なかった.吸引により蒸留水の流れ込みがみられ，
カフ圧を上げると流れ込み量が減少したが，カフ圧枇mH20においても流れ込
みがみられた.同ーカフ圧で、の流れ込み量はMの方が少なかった. [まとめ]
VAPの予防には，吸引圧，吸引時のカフ圧，気管内チューブの種類，カフ上貯
留物の吸引に留意する必要がある.

P・E・04

第 2 日目 14 : 00 ....... 15 : 00 第 15 会場

閉鎖式吸引により気道内吸引力は影響されるかートラック
ケアTMの使用経験一

])東北大学医学部附属病院集中治療部

開米秀樹(かいまいひでき )U，清水裕也])，谷川原勝史U，喜嶋邦彦])，
佐藤俊J}，星邦彦1)，松田みち子1l，松川周1)

[目的]高いPEEPを用いた人工換気下で閉鎖式吸引回路を使用すると吸引力
が変化するのか否かを、モデル肺を用いて検討する。[方法]モデル肺と水
を入れたプラスチックボックスを並列につないだものに人工呼吸器回路を
接続し、 トラックケア™ (12Frおよび、14Fr) を装着してプラスチックボック

ス内の水を一定時間 (30秒間)吸引し、その量を吸引力の指標とした。換気

モードはCMV(TV 500ml、 RR 15回/分)とし、呼吸器回路を接続しない状
態(開放)を対照として、 PEEP 0-15cmH20のCMVの条件下での水の吸引
量を連続5回測定した。吸引圧は -0.03MPa、 -0.02MPa、 -O.OlMPaの3通

りとした。[結果]人工換気を行ってPEEPを加えても吸引力が減少すること
はなく、むしろ高いPEEPを加えることで吸引量は有意に大きな値を示し
た。[考案】閉鎖式吸引回路使用で略疲の吸引量が減少するとすれば、吸引
圧の変化ではなく気道内陽圧の大気圧への開放による急速な肺の収縮など
の影響を考える必要がある。[結語]人工呼吸が閉鎖式吸引時の吸引力を減
少させるとは考えにくい。

P・E・05 人工鼻装着患者の吸入気絶対温度に影響を及ぽす因子

J)駿河台日本大学病院 2) 日本大学救急医学

古川エミ(ふるかわえみ)])，岡本一彦J}，矢崎祐二1) 二藤部英治])，

三木隆弘1l，粛藤豪2)，大槻穣治2)，櫛英彦2)，長尾建2)，矢崎誠治2)

[目的]人工呼吸療法中の加湿に人工鼻(以下HME) を用い、患者の吸入気絶
対湿度に影響を及ぼす因子について検討した。[対象および方法]対象は、
10例、機械換気を施行し、深部体温が測定可能な患者とした。全例に、
HME(DAR社製HygrobacS) を装着し、吸入気絶対湿度をスカイネット社製
MOISCOPEを用いて、装着直後、 5分、 30分、 60分、 24時間後に測定し
た。同時に、深部体温、呼吸回数、吸気流速、分時換気量、室温を測定し
た。{結果]装着直後より 24時間までの各測定値は、吸入気絶対湿度18.3-
37.3mg/l、深部体温35.2-38.4

0

C、呼吸回数12-22、吸気流速35-501/分、
分時換気量5.19-10.701、室温26.0-27.0

0

C であった。また、全例で吸入気絶
対湿度の安定した60分後の測定値は30.l-37.3mg/l、深部体温は35.7-38.4
℃で、 p<0.002相関係数0.8の強い相聞が認められた。しかし、呼吸回数、
吸気流速、分時換気量、室温とは相闘が認められなかった。[結論1HMEを
用いた人工呼吸療法中の吸入気絶対湿度は、患者の呼吸状態、機械換気の
設定によらず、患者体温に依存する可能性がある。
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当院における人工呼吸器回路の変遷P・E-09呼吸管理モニターを用いたVCV と PCVの比較P圃E・06

I) 日本大学医学部付属板橋病院臨床工学技士室 2) 日本大学医学部救急

医学教室

中川富美子(なかがわふみこ) 1) ，権田正樹I)，塚尾浩I)，土井麻友子1)，
和泉徹2)

1)東京医科大学八王子医療センター臨床工学部 2)東京医科大学八王子医療

センター救命救急部 3)東京医科大学八王子医療センタ一心臓血管外科

山下一好(やましたかずよし) I) ，上野隆光1)，久野木忠1)，畑谷重人I) ，
棲井淳2)，大橋裕樹2)，鈴木秀道2)，鬼塚俊朗2)，池田 一美2)，池田寿昭2) ，

工藤龍彦3)

[はじめに】当院救命救急センターでは、感染に対する危険性の軽減、及び、

加温加湿能力の向上を目的として人工呼吸器の変更を試みてきた。 その経
過について報告したい。 [経過}表に示す[考察]1.口元温の常時モニタリン
グ、及び直接設定が可能になったことによる加湿能力の向上2.ネブライザ廃
止や閉鎖式回路の利用に伴

う感染等のリスクファク
ターの軽減3.回路の簡素化に
よる事故防止[結語]現在使
用されている回路において

多くを改善点したが、問題
点、も多い。 変更回路におけ

る加温加湿能力や感染頻度
等について検証を継続して
行い、さらに人工呼吸回路
の改善に努めていきたい。
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{目的]volume control ventilation (VCV) と pressure control ventilation 
(PCV) では人工呼吸器の設定項目などが異なる 。 今回、設定をVCVから
PCVに変更した時の換気力学的パラメーターをノパメトリックス社製呼吸
管理モニターベントラック 1550(以下ベントラック)を用い検討した。 [対
象]2001年1月から8月まで、 ICUにて人工呼吸管理を行った内の10症例を無
作為に抽出した。 [方法]VCVにて調節呼吸管理中に換気力学的パラメー
ターをベントラックにて測定した後、 一回換気量、 IE比などが同じになる
様PCVに変更し1時間後同様に測定し比較した。 [結果}波形データから
VCV時では最高気道内庄とプラトー庄の差がPCV時では吸気フローや一回
換気量の入り具合が観察できた。 VCV時に比べPCV時で最高気道内圧が下
がった症例は10症例、平均気道内圧が上がった症例は7症例、生理学的死腔
率が下がった症例は6症例あった。 [結語]VCV と PCVでは設定項目が異な
るので患者に与える影響を考慮し適切な設定を行う必要性を認めた。

人工呼吸器の清浄度とバクテリアフィルタの必要性P・E・10当院MEセンターにおけるサーボiの評価P・E・07

I)兵庫医科大学病院臨床工学室 2)兵庫医科大学集中治療部 3)兵庫医科

大学麻酔学
1)横浜市立大学医学部附属病院 MEセンター

木村政義(きむらまさよし)I)，奥谷龍2)，太城力良3)

[目的]パーティクルカウンタを用いることにより，人工呼吸器から送気さ
れる吸気ガス中の空気清浄度を測定し，人工呼吸器吸気ガスの清浄度とバ
クテリアフィルタ(以下BF) の必要性について検討を行った.【対象]人工呼
吸器の清浄度では，空気配管が不要な人工呼吸器と，空気配管が必要な人
工呼吸器とについて比較検討を行った. BFの性能に関してはリユース型
BF，ディスポ型BF，機械式HMEF，静電式HMEF，簡易型BFについて比
較検討を行った. [結果]空気配管不要な人工呼吸器の空気清浄度は，空気
配管必要な人工呼吸器に比べ有意に悪かった.リユース型BF，ディスポ型
BF，機械式HMEFは， 0.5μm 以上の粒子を99%以上除去する事ができた
が，静電式HMEFの一部と簡易型BFは99%以上を達成できなかった. [考
察】空気配管不要な人工呼吸器にBFは必要である.空気配管必要な人工呼
吸器は，中央配管供給ガスの清浄度が保たれているのであれば省略が可能
である . 機械式HMEFはBFの代わりとなる.静電式HMEFは除去率が低い
物があり， BFの代わりには不十分で、ある.

田中千年(たなかちとせ)I)，伊藤洋0，並木陽明0 ， 三浦真樹o

[はじめに}当院MEセンターでは、院内で共有使用する人工呼吸器の選定か
ら購入、運用、保守、廃棄に至るまでの総合的な中央管理を行っている 。

しかし、これまで機種選定には、明確な選定基準を設けず対応していたの
が現状だ、った。 そこで、今回我々は、中央管理している人工呼吸器10機種

の使用経験を基にMEセンターの立場から、客観的な評価基準を設け、デモ

ンストレーション中の人工呼吸器の評価を行ったので報告する 。 [対象及び
方法]サーボi( シーメンス社製)を評価対象とし、安全性・経済性・機能
性・信頼性・保守管理体制の5項目を基本とし、これを小分類の30項目に分
けて評価を行った。 [結果及び考察]サーボiは、これらの評価基準を充分に
満たし、当院MEセンターにおける中央管理機器として、 ICUから、一般病

棟まで導入することにより、当院の人工呼吸療法の安全性に寄与すること
が示唆された。

人工呼吸器の呼吸回路内汚染の検討 ーP・E・11ベンチレーター840の新機能、 TCについての検討P・E・08

J)徳島大学医学部材料部 2)徳島大学医学部救急部・集中治療部1 )総合病院北見赤十字病院臨床工学課 2)総合病院北見赤十字病院麻酔科，

3)総合病院旭川赤十字病院麻酔科

上田雅彦(うえたまさひこ)I)，大西芳明2>，六車直樹0，黒田泰弘2) ，

阿部正2)，大下修造ベ 伊東進1 )

[目的]人工呼吸器関連肺炎の発症機序として呼吸回路を経由する細菌感染
がある.今回，呼吸回路内における細菌生着の調査を行い，適切な回路交
換に関する検討を行った. [方法]長期人工呼吸患者(脊髄腫傷，環軸椎亜脱
臼，肺線維症)3名において，新呼吸回路装着後4 日， 7 日， 10 日， 14 日目に
おける回路内 (yピース，吸気トラップ，呼気トラップ)付着物の細菌培養
を， 1)患者につき計2組の呼吸回路で行った.呼吸回路の加湿には加温加湿
器を用いた.培養結果は可能な場合，略疾培養結果と比較検討した.【結
果・考察]吸気および呼気トラップにおいては細菌生着はみられなかった.
Yピースには2患者計3呼吸回路で4日目より 14 日目まで毎回グラム陽性球
菌，グラム陰性梓菌等が検出された.yピースから検出された細菌は曙疲培
養の結果と一致した.yピースは患者略疾で汚染されやすい危険性がある.

呼吸回路交換のタイミングや方法については今後さらに検討する必要があ
る.
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好井透(よしいとおる ) 0，荒川穣二2)，大森英哉2) ，住田臣造3)

[目的]Tube Compensation (TC) はマリンクロット社製ベンチレーター840
の新機能の一つで、気管内チューブ (ETT)抵抗と吸気フローにより発生す

るETT先端での圧力降下を補正するものである。 TCを吸気フローの速い患
者に使用した場合、最大回路内圧が高くなる傾向があるが、この場合ETT
先端の圧力がどのように変化するかは不明である 。 今回、血管内圧測定用
のプレシャーワイヤーを利用してETT先端圧を、モデル肺と呼吸不全患者
で、実測定し検討した。 [方法1]TTLモデル肺で、吸気フロー、コンブライ
アンス、レジスタンスを変化させた8通りの自発呼吸を模擬し、それに対し

て840の設定をCPAP、 PSV、及びTCとした場合の口元圧、 ETT先端圧、
モデル肺内圧を同時測定した。 [方法2] 人工呼吸管理下の呼吸不全患者で、
TCを使用した際の口元圧、 ETT先端圧等の測定を行った。 [結果]TCにお
いて、吸気フローの速い時、口元圧、 ETT先端庄の差圧は最大lOcmH20以
上となった。 普通の吸気フローでは、 ETT先端圧及び肺内圧波形は、
CPAP時の波形に類似した。 [考察・結語]TCはPSVと異なり、あくまでも
ETT抵抗を補正する機能である。適応患者の選択が肝要であると考えられ
た。



E・3 保守・管理

P・E・12 人工呼吸器専用加温加湿器の性能における実験的検討

])群馬大学医学部附属病院材料部 2)群馬大学医学部附属病院集中治療

部 3)群馬大学医学部附属病院看護部

田島行雄(たじまゆきお)])，国元文生2)，津田八重子3)，小林瑞枝3l，

中村美香3)，塚越聖子3)，橋場康弘11，佐々木富男])，後藤文夫2)

[目的】過換気時の加温加湿性能をMEDISIZE社製HMEブースターと F&P社
製MRシリーズとの間で比較検討した。[条件]呼吸器は、ベネット 7200 と
サーボ300Aを用いた。ベネット 7200動作では、 HMEブースター. MR410 

を、サーボ300A動作では、 HMEブースター・ MR730を比較した。吸気流
速は50L/min、 1 回換気量は500ml とし、分時換気量は呼吸回数を変えるこ
とで設定した。[実験方法】分時換気量を5Lから 15L まで2.5L刻みで換気さ
せ、測定値が安定した後に、 1秒間隔で5分間測定した (MOISCOPE) 。テス

ト肺には蒸留水50ml を入れ37
0

C に保温した。[結果】ベネット 7200におい
て、 MR410は低換気量においてやや絶対湿度が35.1mg/L と低値であった
が、 HMEブースターは各分時換気量に於いて39.4・40.7mg/L と安定してい
た。またサーボ300Aでは、 MR730は換気量増加とともに加温加湿性能が低
下したが、 HMEブースターの加湿性能は安定していた (38.9-40.0mg/L)。
[まとめ]HMEブースターは、高い換気量に於いても安定した加温加湿性能
示す。

P・E・13 人工呼吸器の保守管理システムの開発とその有用性

1)徳島大学医学部救急部・集中治療部 2)徳島大学医学部材料部 3)徳

島大学医学部麻酔学 4) フクダ電子(株)シーメンス事業部

大西芳明(おおにしよしあき)1)，黒田泰弘1)，上田雅彦2)，六車直樹2) ，

福田靖J)，飯富貴之3)，佐藤由美子3)，小野真治ベ阿部正])，伊東進ベ
大下修造3)

[目的]生命維持装置である人工呼吸器に関する医療事故防止対策として、
使用者側である医療機関では機器の適正な使用(生体情報モニターの併用、
適切な設定、操作等)及び適切な保守管理(使用前点検、使用中点検、使用
後点検、定期点検等)を実施する必要性がある。我々は、人工呼吸器の安全
管理体制を確立する一環として、新たに人工呼吸器の保守管理システムを
共同開発したので報告する。[対象及び方法]当院集学治療病棟36床 (ICU:6
床.HCU:30床)で使用されている人工呼吸器6機種24台の保守管理として、本
システムを導入し、その有用性について検討した。[結果及び考察]本シス
テムを導入した結果、人工呼吸器の保守管理全般(機器の購入、運用、保
守、廃棄までのライフサイクル全体)を支援することが可能になった。また
保守点検内容をチェックリストとして、デジタル化したことにより、作業

手順が明確になり、保守管理業務を円滑に遂行でき、作業効率を向上する
ことができた。本システムは、医療事故防止上も有用なシステムであると
考えられる。

P・E・14 パルスオキシメーターの精度管理~機種間の測定値の差の

検証~

1) 日本大学医学部附属板橋病院臨床工学技士室 2) 日本大学医学部救急

医学科

土井麻友子(どいまゆこ)1)，権田正樹])，塚尾浩1)，中川富美子1)，
和泉徹2)

[目的]パルスオキシメーターは、非観血的で簡易的な患者監視装置として
臨床での使用が多く、重要性も高まっている。しかし各社によってSp02値
に差があると認識していた為、今回フィンガーファントム(米国ノニン社)
を用いて機種間のSp02値の差を検証した。[方法]8社12機種のパルスオキシ
メーターで、Sp02値の同時再現性テストを行い、各装置の平均値、 SD、 CV

を求めた。[結果]グラフに示
す。{考察]各社精度は優れてい
たが、機種間で測定値に差があ
り、特に低値では治療方針に大
きく影響を与えると思われる。
[結語]Sp02値は機種間によって
測定値に差があることを医療者
側に意識づけし、早急にパルス

オキシメーターの標準化と精度
管理が必要である。
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P・E・15 パルスオキシメータの経時的変化管理の検討について

])日本医科大学付属病院高度救命救急センター臨床工学技士 2) 日本医科

大学付属病院救急医学教室

野口裕幸(のぐちひろゆき)])，久志本成樹2)，上田康晴2)，相星淳一2) ，

小井土雄一2)，山本保博2)

【はじめに】パルスオキシメータの経時的変化による測定値の精度は確立さ
れていない.今回フインガーファントム(米国NONIN社製) (以下ファント

ム)を用い経時的変化を簡易に測定したので報告する.
[方法}ファントムを用い3杜4機種のパルスオキシメータで本体・延長ケー
ブル・センサーの各々新品と、 1年以上使用した物の比較テストを行なっ

た。ファントムの吸収率は97%、 90%、 80%の3種で、各組合せ毎に各々 30
回ずつ測定した.その測定値から平均値、 SDを求めた.各装置の測定値は
Sp02と心拍数の両値表示後30秒を安定値としその値を記録した.
[結果]新品と 1年以上使用した物では、測定値の平均値は各組合せで大差は
見られなかったが、後者は測定値にばらつきが生じた.しかし装置によっ

ては延長ケーブルの劣化が判断できない物もあった。
【考察】本体は劣化が起きにくいと思われるが、延長ケープル・センサーに
おいて経時的変化がおき、測定値にばらつきがでると思われた.またメー

カーによっては延長ケーブルの劣化対策がなされていると思われた.
[結語]パルスオキシメータの経時劣化について測定した.今後点検・構成
の必要性について更なる検討が必要である.

P・E・16 当院集学治療病棟におけるインフュージョンポンプの保守

管理一ライフサイクル管理を目指してー

1)徳島大学医学部救急部・集中治療部 2)徳島大学医学部麻酔学 3)徳

島大学医学部薬剤部

大西芳明(おおにしよしあき)])，黒田泰弘1)，佐藤由美子町飯富貴之2l，
阿部真治3)，小津祐一3) ，福田靖])，阿部正])，大下修造2)

[目的]本病棟36床で使用されているインフュージョンポンプ264台(輸液ポ
ンプ: 119台、シリンジポンプ: 145台)の安全性・信頼性を維持するため、

本病棟の診療形態に沿った機器の使用環境を整備し、機器のライフサイク
ル全般(機器の購入から運用、保守、廃棄まで)をサポートできる保守管理

体制を構築することができたので報告する。{結果及び考察]適切な保守管
理として、1)故障・修理時のトラブル状況を判断できるヒストリ機能が内
蔵されている輸液ポンプ100台を購入。 2)購入時の評価として機器220台の

導入点検を実施。 3) 常に機器が充電された状態で保管され、緊急時に対応
できる充電支援システムを共同開発。 4) 無菌室用にナースコールを用いた
警報支援システムを共同開発。 5)機器の履歴管理用としてME業務管理シス
テムを導入。 6) 機器の院内修理用として、補修部品を常備。 7)購入から 10
年以上使用している機器14台を廃棄。 8) 定期点検の実施等を行った。リス
ク管理の観点から、臨床工学技士が機器のライフサイクル管理を充実して
いかなければならないと考えられる。

P・E・17 シリンジポンプの充電支援システムの有用性

1)徳島大学医学部材料部 2)徳島大学医学部救急部・集中治療部 3)徳島

大学医学部周産母子センタ -NICU

上田雅彦(うえたまさひこ)1)，六車直樹])，大西芳明2)，黒田泰弘2) , 
中川竜二3)，西保隆彦3)，阿部正2)，大下修造2) ，伊東進])

【目的]当院周産母子センター (NICU)6床では，微量設定で多数のシリンジ
ポンプが使用されている.しかし，機器の内蔵バッテリーが充電されてい
ない場合や電源コンセントに差込みされていない場合，輸液剤が突然投与

停止するなどの医療事故が発生する危険性がある.我々は，医療現場に対
し安全で信頼性の高い輸液療法を提供する目的で，シリンジポンプの充電
支援システムを共同開発したので報告する. [対象・方法]シリンジポンプ
30台の稼動状況，および充電支援システム(専用集中キャビネット，専用
ベッドサイドテーブル)の有用性を検討した. [結果・考察]2001年1月から
8ヶ月間の延べ入院患児数は1.614名で，使用機器は延べ4.276台であった.
本システムを導入した結果， AC電源コードのスパゲッティー現象がなくな
り，散在していた機器も整頓され，完全充電された機器を使用できる環境
となった.また，専用のベッドサイドテープルの使用により多台数使用
時，機器の操作性および作動確認が容易となった.臨床工学技士業務とし
て医療機器の保守管理だけではなく，安全管理上からの医療環境整備も重
要であると考えられた.
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E-4 循環・他

P・E・18 修正大血管転位症根治術後V-Aバイパス、 IABPを施行し救
命し得たー症例

1)手稲渓仁会病院臨床工学部 2)手稲渓仁会病院心臓血管外科 3)手稲渓

仁会病院麻酔科 4 )手稲渓仁会病院小児循環器科

千葉 二三夫 (ちばふみお) 1)，前中則武 1) ，菅原誠一1)，中川博視Il ，

奥田正穂1)，小林暦光il，千葉直樹]) ，荒野隆之 1 ) ，渡部悟 1 ) ，

古川博一il，俣野順2" 片山勝之3) ， 佐々木 真樹ぺ 武田宏一郎4)

【症例]8歳男児、修正大血管転位症、 三尖弁閉鎖不全症の診断で過去4回の
肺動脈絞施術を施行し、根治手術 (Double Switch Operation) となる 。 心
房内転換術 (Senning) と大血管転換術(Jatene) 及び三尖弁形成術を施行、人
工心肺離脱試みるも、左心不全の為離脱困難と判断、 V-Aバイパスへ移行

となる 。 [経過]Icu入室後、徐々に血行動態不安定となり、 翌 日 IABP導
入。 7Frl2CCのバルーンを左大腿動脈より 4mmの人工血管を用い外科的に

挿入。 2 日目より左下肢の虚血を認め挿入部位を上行大動脈に変更、 CPK
の上昇を認めCHF開始となる 。 その後6 日目 142時間で、V-Aバイパス離脱、
7日目で、IABP離脱に至った。 [結果】V・Aバイパスでは、勝質浸透圧を高く
保ち、 ACTを 150sec前後にコントロール、左心不全に対しIABPを導入し
たo IABPによる下肢の虚血でCHFを導入し、ミオグロビンの除去及び水分
コントロールを容易にした。 [結語]V-Aバイパス、 IABP、 CHF相互の治療
効果を十分に活かし、左心機能が回復するまで合併症を最小限に抑えられ

たことが離脱を可能とし救命できた要因と考えられた。

P・E・19 IABカテーテルセントラルルーメンにおける周波数特性の

比較

II北里大学医療衛生学部臨床工学 2)北里大学病院MEセンタ一部

田口元健(たぐちもとたけ) il ，東候 圭一2)，藤井正実2) ，贋瀬稔ll ，

渡辺敏1 )

[緒言]近年、 IABカテーテルは患者への侵襲を減らすため、その径を細く
する傾向にある 。 しかしIABカテーテルが細くなるにともなってセントラ

ルルーメンの径も細くなるため、 IABカテーテル先端圧の圧なまりが起こ

る危険性がある 。 そこで今回我々は、 IABカテーテルセントラルルーメン
の周波数特性について比較検討を行ったので報告する 。 {方法]現在市販さ
れているIABカテーテル(シャフト径8Fr 、 9 .5Fr)を対象に、セントラル

ルーメンの断面積を比較した。 また、ファンクションジェネレー夕、アン
プ及びスピーカを用いて水槽内に振動を与え、その中にIABカテーテル先
端を挿入し、先端圧測定系の周波数特性を測定した。 [結果]各社多少の違
いはあったが9.5Frに対する8Frのセントラルルーメンの断面積はほぼ1/2
であった。 また、先端圧測定系の周波数特性は患者監視装置で必要とされ
る周波数帯において8FrのIABカテーテルで延長チューブ使用時に減衰して

いるものがあった。 【考察と結語]今回の結果から8Frのカテーテル先端圧は
その使用により実波形に影響を及ぼす可能性が示唆された。

P・E・20 PCPSエアー抜きラインを利用し血液浄化並びに下肢への

血流確保を施した一例

II広島市立安佐市民病院 MEセンター 2)広島市立安佐市民病院集中治療
部

原和信(はらかずのぶ)1)，世良昭彦2)

[症例]78歳，女性.胸苦出現し救急車にて当院に搬送された.来院時血圧
は80台，心臓カテーテル ・ 血液検査等で急性心筋炎が疑われ薬物療法が開
始された.心室粗動 (VT) 出現など心筋炎所見は改善せず，第3病日に血柴
交換用のブラッドアクセスとして右内頚静脈を確保.挿入後VT頻発したた
め急遁PCPSを施行された.その後内頚静脈より血柴交換を開始したが，右
房まで達したPCPSの脱血管のため血紫交換の脱血量が確保できなかった.
そこでPCPS送血側エアー抜きライン(三方活栓の一方を解放)より脱血し，

返血はPCPS脱血側エアー抜きラインから行いトラブル無く血紫交換を終了
できた.第5病日， PCPS送脱血管が挿入されている側の右足背部に広範囲
チアノーゼが認められたため，右後腔骨動脈をカットダウンしてPCPS送血

側エアー抜きライン (三方活栓の全開)よりエックステンションチューブを

介して右後腔骨動脈へ濯流され，右足背部のチアノーゼは改善され足背動

脈の触知も可能となった. [結論】今回， PCPSエアー抜きラインを利用し血
液浄化の施行および下肢への血流が確保でき有効な手段であったと考えら
れた.

第 3 日目 1 0 : 00 --11 : 00 第 15会場

P・E・21 PCPS装置エマセブの機能向上について

il群馬県立心臓血管センター ME管理室

安野誠 (あんのまこと ) ll ，斉藤知義ll ， 中嶋勉1)，遠藤裕介II

[目的]テルモ社製エマセブは、 PCPSを普及させたシステムであるが、人工
肺の膜面積が小さいこと、熱交換機がないことなどの欠点を含んでいた。

今回欠点を補う回路を考案したので報告する 。 [対象]46歳、男性、急性心
筋梗塞に対して、緊急POBAを実施、その後心不全のためにPCPSを開始し
た。 [方法]酸素化対策は送血→脱血のシャント回路を設け、熱交換機テル
モCX-CP50を装着した。 シャント流量と人工肺湛流量は人工肺出口と遠心
ポンプ入り口の2カ所の測定セルで計測した。 動脈フィルタの装着、回路は

交換用に動脈、静脈回路に二股の部分を設けた。 [結果110時間で酸素化能
が低下、シャント回路開放、シャント回路3L/min、人工肺6L/minが瀧流さ

れた。 酸素濃度100%、 Pa02 150mmHg→370mmHgに改善した。 体温は36
℃に管理できた。 最初の回路では66時間使用できた。 PCPSは 134時間で離
脱できた。 [考察]標準エマセブはPCPSの導入が行いやすいが、さらに機能
の向上を求めるといくつかのオプションが必要に思える 。 [まとめ]エマセ
ブの酸素化能、体温管理、回路交換などで機能の向上が認められた。

P・E・22 集中治療室開設時の臨床工学技士の関わりについて

1 )済生会山形済生病院 ME機器管理室

伊藤治(いとうおさむ)])，鈴木潤ーll ，石井洋次1 )，永沢光朗 ll ，

長岡健1 ) ，沼沢 美雪II

[目的]平成 13年4月 1 日より 4床の集中治療室が開設した。 開設まで約1年
問、幅広い業務が発生した。 今回、臨床工学技士(以下 CE) の対応につい
て報告する。 [方法】大きな業務内容として、(1)工事業者との打ち合わせ、
委員会の参加 (2) 工事に伴う電力・医療ガス供給遮断 (3) 機器の運用法が
あった。 [結果](1)当院の医療機器使用、法にあった設備の仕様を決定し、過
大設備に陥らないようにした。 (2) 電力・医療ガス I回、医療ガス 1回の計2
団施行したが、 CEが中心的役割を果たした。 (3)5年の実績のある中央管理
システムにより貸出形式をとり必要最低限の機器の使用法とした。 開設後

は、手術室. NICUと同様にラウンド業務中心の保守管理業務が施行されて
いる 。 また、 CEの常駐は行っていなし、。 [考察]開設にあたり、管理運用の
対応としての結果が得られた。 しかし、業務の方向性は、 ICUに限らず、
保守管理業務は決定されたが、レベルアップが必要である 。 臨床技術提供

業務は検討が必要で、 CEの目標となっている 。 [結論】設備・医療機器分野
から柔軟に関与し得た。 業務の方向性を考えていくことが次の目標となっ
た。
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E・5 血液浄化・他

P・E・23 CHDF施行時の抗凝固剤の使用についてーソノクロットを

用いて一

1)東京医科大学八王子医療センター臨床工学部 2)東京医科大学八王子医

療センター救命救急部 3)東京医科大学八王子医療センター外科学第五
講座

久野木忠(くのぎただし)1l，畑谷重人1l，村上秀崇1l，市岡由美1l，
大久保淳1)，杉原英司1)，鈴木紀江1l，池田寿昭2)，岩本整3)，内山正美3) ，

松野直徒3) ，工藤龍彦1l，長尾桓3)

[目的]ナファモスタットメシレイト (NM) と低分子ヘパリン (LMWH) の二
種類の抗凝固剤を使用しCHDFを施行したとき、 NM と LMWHの血中濃度

および血液凝固モニターとしてソノクロットについて検討した。[対象およ
び方法]CHDFを施行した患者8名に対し、抗凝固剤としてNM と LMWHを
併用し、 CHDF開始前をコントロール、開始直後、 1時間後、 24時間後の
NM血中濃度、 LMWH血中濃度、ソノクロットにてガラス粒キュベットを

使用し、 SonACT、 Clot Rate (CR) を測定した。[結果]NM血中濃度はコン
トロールに比べ開始直後に有意に増加し、 1時間後、 24時間後でもほぼ一定
の濃度であった。 LMWH血中濃度は、コントロールに比べ各測定時間で有
意に増加した。 SonACTは各測定時間で、有意に延長した。 CRはコントロー
ルに比べ各測定時間で有意に低下した。[結語】NM と LMWH を併用し
CHDFを施行したとき、 LMWH濃度は時間と共に増加するため、血液凝固
モニターとしてソノクロットを用い、 SonACT、 CRを測定することによ
り、抗凝固剤の使用量をより適切に調節できると思われた。

P・E・24 頭蓋内出血を合併した透析患者に対するCHFの経験

1)川崎医科大学附属病院医療機器管理センター 2)川崎医科大学救急医学，

3)川崎医科大学脳神経外科 4)川崎医科大学腎臓・リウマチ内科

青木都香(あおきふみか)1l，青木光広2) ，青木正典2)，平野一宏3) ，

福田充宏2) ，鈴木幸一郎2) ，小i賓啓次2) ，小野淳一1l，田中直子1l，

佐々木環4)

透析患者に頭蓋内出血を発症した場合、急性期の体液管理が重要となる。今
回、透析患者の頭蓋内出血に対しCHFを施行した症例を経験した。症例1 : 

50歳女性。 SLEによる慢性腎不全(HD歴11年)。脳動脈癌破裂によるくも膜
下出血を発症し、高カリウム血症のため術中からCHFを開始した。第17病日

からHDを再開した。症例2: 53歳男性。糖尿病性腎症 (HD歴4年)。皮質下出
血が脳室に穿破しており、脳室ドレナージ、術を行った。第2病日からCHFを

行い、第27病日からHDを再開した。 CHFの条件は、 QB100~120mllmin、
QF750~15∞mllhrとした。抗凝固剤はメシル酸ナファモスタット 30~4仇ng/

hrを持続投与した。 HDは急激な浸透圧や体液量の変化により脳浮腫を助長
する恐れがあるため、意識レベルの低下を来すような頭蓋内出血後の血液浄
化法としては適さない。従来より PDが用いられてきたが、導入初期は除水が
不確実である。今回の症例ではCHFにより、再出血や脳圧充進の増悪を来さ

ず、リアルタイムに且つ確実に体液管理を行うことができた。特に症例1で
は、血管れん縮の時期の体液管理が行いやすかった。以上、頭蓋内出血を合
併した透析患者に対する透析技術について考察を加え報告する。

P・E・25 連続的ヘマトクリツトモニタ情報システムの開発

1)徳島大学工学部電気電子工学科 2)医学部保健学科 3)第二内科 4)救

急部・集中治療部

井上和俊(いのうえかずとし)1l，芥川正武2) ，長篠博文1l，木内陽介1l，
居和城宏3)，岡久稔也3)，大西芳明4>，黒田泰弘4)，阿部正4)，大下修造4)

[目的】連続的ヘマトクリットモニタ (CLM) が開発され，血液浄化施行中の
急激な水分バランスの変化による血圧低下の予防に利用されている.今
回， CLMの有効性をより高めるために， CLMの情報とその情報を基に計算
した間質から血管内への水分の移行率 (Plasma Refilling Rate: PRR) を，
より見やすく画面表示し，保存・出力することが可能なCLM情報システム
を，学内の医工連携によって開発したので報告する. [方法・結果]本シス
テムは， Microsoft Visual C++を用いて構築した.ノートパソコンの画面
上に， CLMより転送された情報 (Ht ・ムBV% ・ VSp02) と PRRの現在値を数
値で表記するとともに，その推移をトレンドグラフで表示した.また，自
動保存されたデータを，必要に応じて出力できるようにした. [考察]本シ
ステムを用いることより， CLMより得られる情報がより理解しやすく，活
用しやすくなった.さらに，データを出力して研究活動へ利用することに
より，血液浄化をより安全・有効に行うことが可能になると考えられる.

P・E・26

第 3 日目 11 : 00 -' 1 2 : 00 第 15 会場

DFPP施行時における循環血液量変化率(ムBV%) の連続モ
ニタリングの必要性

II徳島大学医学部救急部・集中治療部 2)徳島大学医学部第一内科 3)

徳島大学医学部第二内科 4)徳島大学医学部麻酔学 5)徳島大学医学部

薬剤部

大西芳明(おおにしよしあき)円黒田泰弘1l，三ツ井貴夫2)，岡久稔也引
佐藤由美子4)，飯富貴之4)，阿部真治5)，小津祐一5)，福田靖1)，阿部正九

大下修造4)

[目的及び方法]GBS、 MFSなどの疾患に対し、 DFPP施行時、低血圧等の
副作用が発生する場合がある。生体情報管理システムを応用し、膜型血柴

交換装置と連続ヘマトクリットモニターをリンクした中央監視システムを
用いて、 DFPP施行時における循環血液量変化率(ムBV%) の連続モニタリ
ングの必要性について検討したので報告する。[結果及び考察]2000年度に
おける症例は30例(男性:11例、女性:19例、平均年齢:57歳)。疾患はGBS: 4 

例、 MFS: 7例、 MG:2例、 crDP: 3例、 MMN:7例、他疾患 :7例。膜型

血紫分離器 (Plasmacure PS-06) 、血柴分画分離器 (Evaflux 2A) 、置換液
(1 2.5% アルブミン溶液500ml) を用いて、 DFPP を 72件施行。生体情報
(NIBP、 HR、 Sp02、 RR等)及び装置のデータを連続モニタすることによ
り、ムBV%が:t 12%以内となるように維持液(デキストラン製剤)の投与
速度を微調整することが可能になり、以前より副作用の発生頻度が減少し
た。 DFPP施行時、勝質浸透圧の低下に伴う血管脱水によって起こる低血圧
等の副作用の発生頻度を減少させるため、ムBV%の連続モニタリングは有

用である。

P・E・27 敗血症性ショックに対して短時間大量液置換を目的とした

ON-LINE CHDFシステムの考案と施行

1 )札幌医科大学手術部臨床工学科 2)札幌医科大学医学部救急集中治療

部

大江祥(おおえあきら)1l，今泉均2)，升田好樹2)，紅露伸司2) ，

吉田英昭2)，西森英史2)，高橋典之2)，浅井康文2)

[目的}大量液置換によって血液浄化の高効率化を実現するため，個人用漉
過透析装置を用いたON-LINE CHDFシステム (STHVH) を考案し，敗血症
性ショック患者に対する使用により循環動態の改善を図ることを目的とし
た. [対象と方法]個人用鴻過透析装置には東レ社製TR-7000Sを用いた.装
置直前のRO配管にエンドトキシン(ET) 除去膜を装着し，一次膜は鴻過透

析装置出口部に装着し，全鴻過方式で透過させ透析液として用いた.その

一部を二次膜に部分鴻過方式で透過させ置換液として使用した.ON・LINE
CHFは置換液量12.5L ， ON・LINE CHDFでは透析液量36L，置換液量12L，
施行時間はいずれも 6時間とした.敗血症性ショック 4症例を対象とし
STHVHを施行した. [結果]ET濃度は一次膜および二次膜通過後は測定限
界以下であった.敗血症性ショック症例に対するSTHVHの効果は，血圧上

昇が3例にみられ，うち 1例ではSVRの増加により昇圧剤の減量が可能で
あった.本装置では大量の透析液・置換液を容易に供給でき， STHVHを安
全に施行することが可能であった.【結語]従来のCHDF装置に比べて，本
装置はSTHVHを安全かつ簡便に施行することが可能であった.

P・E・28 模擬患者マネキンの臨床実習における有用性・第二報

II東京女子医科大学医学部麻酔科学教室

藤原太郎(ふじわらたろう)川池上志穂子1l，小森万希子1l，西山圭子1)，
原芳樹1) ，吉田啓子1l，尾崎虞II

<目的>模擬患者マネキンを教育目的に使用し臨床実習を行い危機的状況

時の判断における教育効果を検討した。<対象>臨床工学技士養成校実習
生50名(平成10年~13年)<方法>(1)使用機器: Eagle社製生体シミュレー
タ (2)危機的状況を再現した上で各種モニタ機器の観察、心肺蘇生術への参
加、人工呼吸器を用いた呼吸管理の実際を行った。 (3) 実習者と討論を行
い、参加者の理解が多い順に感想を判定した。<結果>1心電図モニタの観
察方法と危機的状況の把握: 92%JI心肺蘇生術の手順: 56%JI人工呼吸器
の操作による血液ガスの変化: 56%JI各種モニタの有用性: 40%J<考察>
シミュレータ教育によってリアルな疑似臨床を経験し、実際に学習するこ
とが不可能な稀な症例、複雑な病態を認識することが可能となり教育的効
果が高まった。現時点では医療の質を安定供給するには個人の努力と技能
による状況である。医療過誤を減少させるためにも現場での経験を多く蓄
積させる必要があり本実習はその一助となると考える。<結語>臨床実習
に模擬患者マネキンを使用することにより、現実に危機的判断や処置につ
いて教育することは有用であった。
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内山昭則 O-D-54, P-D-058 大江克憲 O-D-24, P-D-127 大塚将秀 P-D-040, P-D-051, 

内山智浩 P-D-109 大江透 EL-D-3 P-D-092, P-D-139 
内山正美 P-E-23 大川貴子 O-N-12 大槻穣治 P-D-079, P-D-080, 
卯月みつる P-D-038 大川夏芽 P-N-43 P-D-219, P-D-284, 
宇野洋史 P-D-065, P-D-134 大川浩文 P-D-033 , P・D・044 ， P-E-05 

卯野木健 O-N・53 ， 0・N-54 P-D-276 大槻直子 O-N-61, P-N-26 

鵜島雅子 O-D-39, P-D-036, P- 大川雅贋 O-D-07 大槻学 P-D-200 

D-283, P-D-285 大木敬子 O-N-25 大中正光 P-D-004 

梅内明子 O-D-30 大北沙由利 P-N-18 大西敦子 P-D-069, P-D・191

梅田美樹 O-N-43 大草智子 P-N-03, S-N-6 大西芳明 P-D-148, P-D・164 ，

梅本琢也 O-N-32, P-D-269 大久保淳 P-E-23 P-D・166 ， P-D-174, 
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P-D-178 , P-D-183, 岡本ゅう P-D-241 越智辰清 O-D・47 ， P-D-137 

P-E-1L P-E-13, P- 岡本有美子 0-D-64, P-D-059 越智朋子 P-D-105 

E-16, P-E-17, P-E- 岡山尚久 P-D-277 落合正宏 S-D-2 

25, P-E-26 小川晃生 P-D-025 落安孝子 0-N-14 

大野喜代志 P-D-194 小川肇 P-D-176 鬼塚俊朗 P-D-190 , P-D-193 , 

大野曜吉 0-D-75 小川龍 0-D-04, P-D-20L S- P-D-165 , P-E-06 

大場淳一 P-D-273 D-4, S-D-4 座長 小野和身 0-D-64, P-D-059 

大場崇芳 P-D-021 小川研一 S-D-6 小野淳一 P-D・177 ， P-E-24 

大場正直 P-D-277 小川彰 S-D-7 小野真治 P-E-13 

大橋一郎 0-D-22, 0-D-23, 0- 小笠原邦昭 S-D-7 小野剛 P-D-046, P-D-135 

D-24, S-D-8 沖律子 P-N-27 小野哲 P-D-066, P-D-142 

大橋さとみ 0-D-55, P-D-133, P- 荻野隆史 P-D-015 尾野敏明 O-N・40 ， N・06 座長

D-244, P-D-267 荻原幸彦 P-D-125 小野彰子 S-N-6 

大橋裕樹 P-D-165 , P-D-190, 奥格 W-5 コーデイネー 尾上公一 P-D-225 

P-D-193 , P-E-06 ター， O-D・22 ， 0-D- 小野田昇 P-D-161 

大橋幸雄 P-D-277 24 , P-D-132, P-D- 小幡典彦 P-D-180, P-D-232 

大畑善治 0-N-62, P-E-03 195, P-D-224 小原俊彦 P-D-021 

大林香 0-D-04 奥田耕司 P-D-248 小原祐子 P-D-046, P-D-135 

大林末子 0-N-06 奥田隆彦 P-D-065 , P-D-134 尾原秀史 0-D-29, 0-D-65 , P-

大原義隆 P-D-019 奥田正穂 P-E-18 D-035 

大東豊彦 P-D-275 奥谷龍 0-D-20, P-E-lO 尾前毅 P-D-074 , P-D-266 

大間由貴子 0-N-73 奥寺敬 0-N-60 
か大町直樹 P-D-195 奥林理恵 P-N-31 

大村昭人 D-17 座長 奥村徹 0-N-30, P-D-254 加井沙織 0-N-57 

大村暢子 0-N-51 小倉真治 0-D-52, P-D-198, P明 海塚安郎 P-D-118, P-N-35 , P-

大森恵 P-D-204 D-230 N-47 

大森英哉 P-D-237, P-E-08 小倉ひとみ 0-N-30 貝沼関志 D-02 座長， P-D・019

大森信彦 S-D-7 刑部義美 P-D-084, P-D-103, 貝原信明 P-D-173 

大矢なぎさ 0-N-69 S-D-8 開米秀樹 P-E-04 

大家宗彦 P-D-220 尾崎寛子 P-N-39 香川幸太 P-D-067 

大山晃弘 0-D-08 尾崎弘美 0-N-7L S-N-7 柿白未恵 0-N-19 

大和田哲郎 P-D-056, P-D・057 尾崎異 P-E-28 垣花泰之 0-N-59, P-D-073, P-

岡和美 0-N-69 尾崎真理 P-D-054 D-074, P-D-159, P-

岡英男 0 -D-70, 0-D-72 尾崎容子 0-D-40 D-218, P-D-266 

岡秀樹 P-D-007 尾崎玲子 P-N-32 , P-N-33 垣本めいこ P-D-077 

岡崎泉 0-N-30 尾崎弘美 S-N-7 鍵山奈保 P-D-103 

岡崎理恵 0-N-70 長内佐斗子 S-N-7 賀来隆治 0-D-22, 0-D-23, 0-

岡田邦彦 P-D-001 小津志朗 P-E-02 D-24, S-D-8 

岡田剛 P-D-024 小津拓郎 P-D-013 , P-D-123, 角本虞ー 0-D-02, P-D-264 

緒方明貴 P-D-157 P-D-125 , P-D-211 笠井馨美 P-D-258 

岡沼水緒子 0-D-1L P-D-034, P- 小津やつ子 P-N-30 笠井健一 P-D-177, S-N-8 

D-152, P-D-262 小津祐一 P-D-164, P-D-183, 葛西嘉亮 P-D-123 

岡久稔也 P-D-164, P-D-166, P-D-214, P-E-16, P- 笠岡俊志 P-D-101 

P-D-174, P・D-178 ， E-26 笠神康平 0-D-18, S-D-6, P-D-

P-D-183 , P-D-214, 織田成人 D・42 座長， 0-D-36 ， 014 

P-E-25, P-E-26 P-D-167 , P-D-175, 笠嶋砂織 0-N-52 

岡村篤 P-D-095 , P-D・145 ， P-D-206, P-D-236, 笠貫宏 D-15 座長

P-D-170, P-D-179, P-D-242, P-D-249, 鍛治有登 P-D・086 ， P-D-154 , 

P-D-245, P-D-248, P-D-260, P-D-255, P-D-231 , P-D-233 

P-D-268 S-D-L S-D-2, S-N- 炊江秀幸 。-D-6L P-D-031 

岡村篤徳 S-D-6 8 梶j青友美 S-N-5 

岡本亜紀 P-N-25 小田俊昭 P-D-095 , P-D-245 , 樫田真喜子 0-N-45 

岡本一彦 P-D・128 ， P-E-05 P-D-248 梶谷要子 0-N-23 

岡元和文 D・59 座長 小田泰崇 P-D-101 梶谷文彦 EL-E-1 

岡本晃代 0-N-72 小田切徹太郎 D-04 座長 梶野友世 0-D-46 
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梶山あゆ子 0-N-55 金子麻衣 P-D-013 河野辰幸 P-D-045 

柏木政憲 P-D-032 金子正子 O-N-Ol, S-N・6 ， S-N- 川野成夫 S-D-6 

柏瀬一路 P-D-027 8 座長 川端房絵 0-N-46 

柏田政利 P-D-160 , P-D-227 , 金子昇 S-D-6 川原千香子 0-N-42 

P-D-281 金子高太郎 W-1 講師 川原元司 P-D-218 

糟谷由紀子 P-D-108 兼坂茂 P-D-084, S-D-8 河原田栄子 0-N-68 

加瀬川均 P-D-278 金田浩太郎 P-D-101 川辺昭浩 P-D-181 

加田奈々絵 P-D-017 金谷智明 S幽D-6 河港聡 P-D-072 

片岡寛章 P-D-251 加納正也 P-D-ll0 川前金幸 P-D-042, P-D-200 

片貝智恵 0-N-01 , S-N-6 加納正也 P-D-158 川前博和 P-D-218 

片桐敬 D・31 座長 鎌田信仁 P-D-261 川俣博文 0-D-67, P-D-138 

片桐まさ子 P-N-04, P-N-42 神島啓一郎 P-D-210 川村明子 P-N-25 

片山勝之 0-D-30 , 0-D-34, P- 神畠宏 P-D-002 , P-D-005 , 河村晃弘 P-D-006 

E-18 P-D-006 , S-D-6 川村光喜 0-D-06 

片山俊子 P-D-148 , P-D-164 , 上村秀樹 KL-D-3 , S-D-3 河村宜克 P-D-101 

P-D-183 , P-D-214 神元裕子 0-D-77 JII村 孝 EBN 実践講座プレ

片山浩 0-D-22 , 0司D-24 ， P- 上山圭子 0-N-50 ワークショップレ

D-132 , P-D-195, P- 神山知子 P-D-246 クチャー

D-224 , W-4 コー 亀井英樹 S-D-2 河村裕 S-D-6 

デイネーター， E・5 亀上隆 P-D-095 , P-D-145 , 管桂一 P-D-202 

座長， S-D-4, S・D-8 P-D-170 , P-D-179 , 韓正訓 P-D-086 , P-D-154 , 

片山正夫 P-D-056, P-D-057 P-D-245 , P-D-248 , P-D-233 

香月多枝子 N-14 座長 P-D-268 丸藤哲 D・35 座長， 0・D・32 ，

勝見敦 P-D-070 亀沢晃 0-D-33 0-D-42, P-D-095 , P-

勝屋弘忠 0-D-25 , P-D-012 , P- 亀山幹彦 0-D-18, P-D-014 D-145, P司D-170 ， P-

D-071, P-D-089, P- 亀山住之 P-D-013 D-179, P-D-245 , P-

D-094, P-D-158 , P- 蒲原隆 P-N-32, P-N-33 D-248, P-D-268, P-

D-209, P-D-257 , EL- 唐木かおり 0-N-69 D幽282 ，

D・2 司会 苅部陽子 P-D-280 上松瀬勝男 0-D-37 , P-D-079, P-

桂田和子 0-N-32 川井真 P-D-029 , P-D-156 D-080, 0-D-67 , P-

加藤混 D・46座長 川内麻里子 0-N-58 D-128, P-D-138, P-

加藤啓一 P-D-023 川上勝弘 0-N-60 D-284 

加藤清司 P-D-114, P-D-140 川上雅之 0-N-59, P-D-073 , P- 上村裕一 O-N-59, P-D-073, P-

加藤貴雄 P-D-014 D-074, P-D-159 , P- D-074, P-D-159, P-

加藤忠 P-D-019 D-218, P-D-266 D-218, P-D-266 

加藤昇 0-D-26, P-D-143 川岸あゆみ P-N-16 
=』与ー

加藤久晶 P-D-278 川口秀二 0-D-52, P-D-198, P-

加藤英明 P-D-257 D-229, P-D-230 菊池忠 P-D-073 , P-D-159 , 

加藤裕美 0-N-17 川口昌彦 P-D-077 P-D-218, P-D-266 

加藤史枝 P-N-09 川久保和子 P-N-27 菊池敏樹 P-D-103 

加藤正人 P-D-091 川崎孝一 P-D-074 菊地利浩 P-D-240 

加藤通子 0-D-46 川崎貞男 0-D-01 , P-D-041, P- 菊池弘子 P-D-050 

加藤道久 P-D-024 D-171 , P-D-247, S- 菊池学 0-D-37, P・D-079 ， P-

加藤みわ子 0-N-69 D-l, W-1 講師 D・080 ， P-D-128, P-

加藤和歌子 P-N-24 川崎秀子 P-N-17 D-219, P-D-284 

加藤博之 W-1 講師 川崎理栄子 P-D-049 菊池研 0-D-43 

門崎衛 S-D-3 川瀬正樹 P-D-020 , P-D-099 , 菊池幸 0礼40， N・22 座長

門田静明 P-D-188 P-D-120 菊元成典 S-N-5 

角野宏佳 P-D-019 川瀬光彦 P-D-278 木崎智代 P-N-05 

香取信之 0-D-63 川田哲嗣 P-D-030 喜嶋邦彦 P-E-04 

金井尚之 P-D-246 河手良一 0-N-55 貴嶋宏全 P-D-103 

神成田朝美 0-N-31, S-N-2 川西進 0-D-19, P-D-075, P- 岸本憲明 0-D-32 

金子秀一 0-D-02 , P-D-264 D-238 北飛鳥 P-D司250

金子達夫 P-D-015 河西稔 P-D-225 木多秀彰 0-D-45, P-D-066, P咽

金子敏和 P-D-204 川西秀樹 S-D-1 D-142 
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北浦道夫 0-D-48, P-D-286 P-D-205 , P-D-219, 
l:t 北川美穂子 P-N-26 P-D-252, P-D-263, 

北野敬明 0-D-39, P-D-072, P- P明D-284 ， P-E-05 花倉かおり 0-N-27 

D-285 棉野繁子 0-N-29 源河朝広 P-N-36 

北畠顕 0-D-32 久志本成樹 P-E-15, P-D-169 鍋物修 0-D-32 , KL-D-8 司

北原晃一郎 0-D-69 楠瀬伴子 N-21 座長 会， O-D・05 ， 0・D-

北村愛子 0-N-38 葛目正央 P-D-084 21 , 0-D-42 , P-D-

北村征治 D-26 座長 工藤一大 P-D-039 095, P-D-145, P-D-

北村伸哉 P-D-167, P-D-182 工藤享祐 P-D-116, P-D-117 170, P-D-179, P-D-

北村佳博 S-D-5 工藤桂子 0-N-42 245, P-D-248, P-D-

橘田雅美 0-N-21 工藤孝子 P-N-20 268, P-D-282 

狐塚由香 P-N-36 工藤龍彦 D・63 座長， P-E・06，

木戸仲介 0-N-15, P-N-19 P-E-23 L 

鬼頭幸一 P-D-275 工藤雅哉 P-D-153 小池荘介 P-D-104 

木内陽介 P-D-148, P-D-166, 国広充 0-D-09, P-D-150 小池大介 P-D-246 

P-D-174, P-D-178, 国元文生 P-D-047, Pε-12 小池俊明 P-D-114, P-D-140 

P-E-25 園本三知代 P-N-37 小池薫 S-D-4 

木下浩作 P-D-069, P-D-124, 久野木忠 P-E-06, P-E-23 小泉有美馨 0-D-73 

P-D-253 久場良也 P・D・162 ， P-N-14 小井土雄一 P-D-029, P-D-156, 

木下住子 0-N-55 久保晴美 O-N-71 P-D-169, P-E-15 

木原照厳 。曲D-33 久保洋子 0-N-52 濃沼信夫 P-N-01 

金成元 P-D-096 窪田淳一 0-D-49 郷一知 0-N-15, P-N-19 

金徹 0-D-04, P-D-014, P- 窪田武浩 P-D-095 郷律子 P-D-024 

D-201 , S・D・4 熊田恵介 0・N-30 ， P・D-216 ， P- 幸田登美子 N-18座長

金升子 N・12 座長 D-254 合田恭子 0-N-15, P-N-19 

木村彰夫 0-D-40 公文啓二 D・62 座長， P・D・107 神津将仁 P-D-245 

木村邦之 P-D-261 倉石博 P-D-084, P-D-103 河野総江 P-N-45, N・09 座長

木村健一 P-D-053, P-D-270 倉内里依 0-N-73 幸部吉郎 P-D-182 

木村友昭 P-D-251 倉迫敏明 0-D-24, P・D-132 幸村英文 P-D-089 

木村信康 P-D-072 蔵下宏美 P-N-23 神山有史 P-D-024 

木村太 P-D-261 倉田町恵 0-N-48 紅露伸司 O-D-ll , P-D-034, P-

木村文彦 0-N-30, P-D-216, P- 倉橋清泰 P-D-043 D・098 ， P-D-130, P-

D-254 倉山富久子 S-N-1 D-152, P-D-208, P-

木村政義 P-E-10 久利順子 P-D-093 D-226, P-D-239, P-

木村満 D-ll 座長 栗田明 0-D-33, P-D-016, P- D-262, P-E-27 

木村素子 P-D-053, P-D-177, N-43 肥塚史郎 P-D-015 

P-D-270 栗田聡 0-D-26, P-D-143 小尾口邦彦 P-D-113, S-D-5 

木矢克造 P-D-067 栗田直子 P-D-077 古賀義久 D-01座長， P-D・065 ，

清田和也 0-D-75 栗原裕彦 P-D-006 P-D-134 

清田義治 P-D-163 樽松久美子 0-N-46 粉河久美子 0-N-55 

吉良慎一郎 0-D-39, P-D-036 黒川顕 D-43 座長 小北直宏 P-D-250 

切田学 D-08座長， 0・D・03 ， 黒田早苗 0-D-07 穀田知秋 0-N-12 

P-D-220 黒田俊久 P-D-019 小坂誠 P-D-127 

金徹 S-D-4 黒田浩光 0-D-44, O-D-66, P- 小坂裕太 P-N-36 

金原敦子 P-N-45 D-121 小笹雄司 P-N-38 

く
黒田泰弘 P-D-148, P-D-164, 越崎雅行 P-D-176, P-D-185 

P-D-166, P-D-174, 小嶋俊一 P-D-025 

久我英世 P-D-142 P-D司 178 ， P-D-183, 小島直子 0-N-58 

久木田一朗 0-D-12, P-D-106, P- P-D-214, P-E-11, P- 小杉志都子 P-D-131 

D-111 E-13 , P-E-16, P-E- 小関智幸 P-N-42 

釘宮豊城 P-D-188 17, P-E-25, P-E-26 小竹良文 0-D-63, P-D-032, P-

草野展周 W・6 コーデイネー 黒飛俊哉 P-D-003 , P咽D-008 ， D-131 

ター P-D-009, P-D・027 小竹涼子 0-N-14 

草間宣好 P-D-089, P-D・094 ， 桑原美弥子 O-N岨12 小谷一敏 P-D-115 

櫛英彦 P・D-079 ， P-D-080, 小谷直樹 S-D・4
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児玉和久 P-D-003 , P-D-008, 近藤真紀 P-N-44 佐久間秀武 S-N-1 

P-D-009, P-D-027, 近藤美保子 P-N-16 佐倉伸一 P-D-176 

S-D-6 近藤康博 S-D-5 棲井淳 P-D-069, P-D-081, 

小塚雄史 P-D-022, P-D-237 
ー」• 

P-D-124, P-D-191, 

後藤明子 0-N-62, P-E-03 P-D-253 

後藤喜美 0-N-71 佐井義和 P-D-088, P-D-192 棲井浩司 P-D-149 

五藤恵次 0-D-24, P-D-115, P- 西線隆彦 P-E-17 棲井淳 P-D・165 ， P-D-190, 

D-195, E-2 座長 財津昭憲 D-29 座長 P-E-06 

後藤隆久 P-D-083, P-D-122 斉藤朗子 P-D-241 桜井智恵 0-N-14 

後藤文夫 D・60座長， P-D・047 ， 粛藤浩二 P-D-090 桜井淑男 P-D-147 

P-D-140, P-E-12 斎藤豪 P-D-079, P-D・080 ， 桜井洋一 S-D-2 

後藤正美 P-D-040, P-D-051 , P-D-205 , P-D-219, 棲井利江 S-N-2 

P-D-092, P-D-139 P-D-252 , P-D-263 , 棲谷憲彦 D・49 座長， 0・D-30 ，

後藤美那子 P-D-049 P-D-284, P-E・05 0-D-34 

五嶋祐子 0-N-25 斎藤智恵 P-N-46 桜庭ムツ子 P-N-46 

後藤幸生 P-D-209 斎藤友久 P-D-248 楼間一史 0-D-07 

小西英毅 P-D-046, P-D-135 斉藤知義 P-E-21 棲谷文香 0-D-05 

小j賓啓次 P-D-216, P-D-254, 粛藤憲輝 P-D-168, P-D-173 , 酒見隆信 P-D-157 

P-E-24, 0-N-30 D-51 座長 迫秀則 P-D-018 

小林敦子 0-D-06 斎藤裕美 P-N-44 笹井三郎 P-D-275 

小林巌 0-D-44, O-D-66, P- 粛藤郁子 P-D-103 佐々木晃 P-D-197 

D-121 斉藤将隆 0-D-41 , P-D-055, P- 佐々木敦美 P-N-02 

小林暦光 P-E-18 D-189, P-D-213, P- 佐々木勝教 P-D-052 

小林健介 P-D-011 D-259 佐々木純 P-D-084 

小林光太郎 P-D-066, P-D-142 粛藤美和子 P-D・114 ， P-D-140 佐々木純子 0-N-61, P-N-26 

小林繁明 P-D-268 斎藤宗靖 D-12 座長 佐々木環 P-E-24 

小林弘 P-D-007 斉藤祐二 P-D-015 佐々木規喜 P-D・090， P-D-091, 

小林誠人 P-D-173 斎藤由実 0-N-12 P-D-235 

小林瑞枝 P-E-12 斉藤洋司 D-40座長， P-D・062 ， 佐々木富男 P-E-12 

小林康夫 0-D-44, O-D・66 ， P- P-D-176, P-D-185 佐々木直子 P-N-21 

D-121 佐伯仁 0-D-70 佐々木博一 P-D-246 

小林裕子 0-N-45 三枝弘志 0-D-17 佐々木勝 P-D-144, P-E-01 

小林零 P-D-151 酒井彰 P-D-196 佐々木真樹 P-E-18 

小林敦子 S-D-5 堺 一郎 0-D-62 佐々木美奈子 P-N-02 

小松和代 0-N-39 境純 P-D-079 佐々木基 0-D-32 

小松誠 P-D-003, P-D司008 ， 酒井宏明 P-D-240 佐々木由樹 P-N-38 

P-D・009 ， P-D-027 境倫宏 P-D-052 佐々木容子 P-N-20 

小松徹 P-D-037, P-D-209 酒井基広 0-D-17 笹島耕二 S-D-4 

小松久男 P-D-241 酒井陽子 P-D-024 笹田友恵 0-N-57 

駒村和雄 O-D-38 境美代子 S-N-3 座長， S-N-9 笹野寛 P-D-158 

小村昇 0-D-55, P-D-133, P- 榊原麻弓 S-N-6 笹原徹也 P-D-225 

D-244, P-D-267 阪越信雄 P-D-272 佐多竹良 D・37 座長

米田雅洋 0-D-03 坂野晶司 P-D-172 佐竹慶子 0-N-22, P-N-15 
小森万希子 P-E-28 坂野英俊 0-D-40 佐谷誠 D-44座長， P-D・126 ，

小屋敷美鏡子 P-N-20 坂野亮子 P-N-17 P-D-217, P-D-231 

小柳俊哉 P-D-278 坂本篤裕 P-D-201 定光大海 P-D-101 

小柳仁 P-D-011 坂本香寿 0-D-72 佐藤愛子 0-N-14 

小山郁子 0-N-57 坂本成司 P-D-168 佐藤 綾子 O-N-Ol, S-N-6 

小山薫 P-D-102 坂本尚典 P-D-030, P-D-077 佐藤 一範 0-D-55, P-D-133, P-

小山信 P-D-273 坂本篤裕 S-D-4 D-244, P-D-267 

権回正樹 P-E-09, P-E-14 佐川俊世 S-D-6 佐藤恭子 P-N-29 

近藤一郎 P-D-061 阪脇礼子 P-N-21 佐藤邦恵 P-N-25 

近藤香 0-D-73 崎尾秀彰 D-54座長， 0・D・45 ， 佐藤健治 0-D-48, P-D-286 
金銅伸彦 P-D-003 , P-D-008, P-D-066, P-D-142, 佐藤幸子 P-N-22 

P-D-009, P-D-027 P-D-280 佐藤小百合 0-N-63 
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佐藤俊 P-D-090, P-E-04 塩田博幸 P-D-280 志水正水 P-N-43 

佐藤力 O-D-67, P-D-138 塩見正司 P-D-231 清水真澄 O-N-04 

佐藤督忠 P-D-017 志賀健人 P-D-261 清水幹夫 O-D-13 

佐藤俊秀 O-D-74 志賀尚子 P-D-070 清水裕也 P-E-04 

佐藤智充 O-D-09, P-D-150 志賀英敏 O-D-36, P-D-167, P- 清水ゆかり P-D-164, P-D-183, 

佐藤直樹 O-D-18, P-D-014, P- D-175, P-D-206, P- P-D-214 

D-201 D-236, P-D-242, P- 清水裕子 S-D-4 

佐藤紀夫 O-D-43 D-249, P-D-255, P- 清水政彦 S-D-6 

佐藤秀樹 P-D-067 D-260, S-D-l, S-D- 清水一郎 S-N-6 

佐藤浩之 P-D-273 2, S-N-8 下川恭弘 P-D-119 

佐藤富貴子 O-N-17, O-N-37 鹿倉公雄 P-D-188 下里豪俊 P-D-113 

佐藤衛 O-D-43 重松次郎昌幸 P・D-131 下回紗規子 O-N-74 

佐藤美菜子 P-D-043 重光修 P-D-018 下回裕子 P-N-02 

佐藤守仁 O-D-ll , P-D-130, P- 重本達弘 P-D-086, P-D-154, 下回豊 O-D-47, P-D-137 
D-152, P-D-208, P- P-D-233 下村毅 P-D-279 

D-226, P-D-239, P- 宍戸桂子 P-N-29 下山哲 P-D・040 ， P-D・051，

D-262, S-D-2, S-D- 七戸康夫 O-D-71 , S-D-2, S-D- P-D-092, P-D-139 

8 8 釈永清志 P-D-048 

佐藤康広 P-D-015 品目車郎 P-D-021 首藤義幸 P-D-061 

佐藤裕子 P-N-01 篠崎真紀 O-D-01 , P-D-041, P- 蕎福美智子 O-N-59 

佐藤幸恵 O-N-31 D-171, P-D-247 東海林哲郎 D・13 座長

佐藤由美子 P-D-148, P-D-164, 篠崎正博 O-D-01 , P-D-041, P- 庄司由美 P-N-04 

P-D-166, P-D-174, D-171, P-D-247, P- 正田丈裕 P-D-097 

P-D-178, P-D-183, D-256, S・D-l， S-D- 庄野弘幸 O-N-74, P-D-007, P-
P-D-214, P-E-13, P- 1 座長 N-05 

E-16, P-E-26 篠津洋太郎 S-D-4 白井邦博 P-D-081, P-D-191 

佐藤陽二 P・D-210 ， P-D-222 篠原真弓 O-N-57 白井達 P-D-065 

佐藤哲雄 KL-D・4 司会 柴崎郁子 P-D-278 白井正浩 P-D-181 

佐藤格夫 S-D-4 柴田康之 O-D-60 白石修史 P-D-104 

佐藤直樹 S-D-6 柴原育子 O-N-72 白石成二 P-D-221 

佐藤圭子 S-D-7 柴原由紀枝 O-N-69 白石義人 O-D-59, P-D-109, P-
佐藤敏行 S-N-3 柴山健三 O-N-03 D-187 

里村公生 O-D-33, P-D-016 渋谷伸子 P-D-048 白尾聡子 P-N-43 

佐野和三 P-D-219 島正巳 P-D-199 白神豪太郎 P-D-258 

佐野克敏 O-D-66 島幸宏 P-D-247, P-D-256, 白阪哲朗 P-D-160, P-D-227, 
佐野秀樹 O-D・59 ， P-D-109, P- S-D-1 P-D-281 

D-187 志馬伸朗 S-D-3 白鷹雅美 O-N-74 

佐野由文 P-D-115 嶋岡英輝 P-D-126, P-D-217, 白武麻衣子 P-E-02 

三溝知里 O-N-39 P-D-231, W-4 講師 白浜彰彦 P-D-050, P-D-212 
佐牟田健 O-D-48, P-D-286 島田二郎 O-D-35 白水和雄 S-D-2 

鮫島達夫 P-D-215 島田康弘 P-D-037, KL-D司2 司 新川花絵子 O-N-19 

左利厚生 P-D-053, P-D-129, メ~ 新宮千尋 P-D-283 

P-D-177, P-D-270, 島田秀子 S-N-7 新宮興 D-07 座長

D・19 座長， S-N-8 島津和久 P-D-086, P-D-154, 新宅祐子 P-N-31 

猿木信裕 O-D-08 P-D-233 新藤光郎 O-D・27 ， P-D-271 

j畢芳樹 S-D-2 島本千秋 O-N-28 進藤有一郎 P-D-020 

i畢頭陽子 O-N-58 清水敬樹 O-D-15, P-D-060 新保比奈子 P-N-09 

j畢崎優 P-D-223 清水啓子 O-D-47, P-D-137 
す

津田八重子 P-E-12 清水秀一 P-D-025 

津村匡史 P-D-007 清水哲也 O-D-18 須加原一博 O-D-12, P-D-106, P-
三瓶智美 O-N-12 清水信義 P-D-115 D-ll1 

し
清水博和 O-N-13 菅俣弘道 S-N-5 

清水博 P-D-056, P-D-057 菅谷明子 O-D-36, P-D-175, P-
椎貝勝 O-D-33 清水政彦 P-D-003 , P-D-008, D-206, P-D-236, S-
椎野泰和 O-D-76 P-D・009 ， P-D・027 D-2 
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菅谷壮男 P岨D・ 114 ， P-D・140
せ

高田貴美子 0-N-02, P-N-06 
菅原誠一 P-E-18 高玉さおり 0-N-14 

杉浦健之 P-D-094 瀬井圭起 P-D-100 鷹取誠 P-D・093 ， W・4 講師

杉浦哲朗 P-D-006 清野精彦 S-D-6 高野照夫 0-D-18, P-D-014, P-
杉浦友紀 P-N-37 瀬尾勝弘 0-D-02, 0-N-62, P- D-025, S-D-6, S-D-
杉田学 0-D-15, P-D-060 D-264, P-E-03 6 座長

杉原英司 P-E-23 瀬川一 P-D-097, P-D-258 高野春美 0-N-46 

杉原充 P-D-243 関一平 P-D-234 高野仁司 P-D-025 

杉村浩之 S-D-6 関啓輔 0-D-52, P-D-198, P- 高野泰明 0-D-06 

杉本敬子 0・N-40 ， N・20 座長 D-229, P-D・230 高橋栄治 P-D-114, P-D-140 
杉山千里 0-N-21 関ちい子 0-N-10, O-N-11 高橋京子 P-N-24 

杉山貢 0-D-53 関口妙子 N・15 座長 高橋耕平 P-D-070 

須佐泰之 0-D-44, 0-D-66, P- 関根秀介 P-D-013, P-D-125 高橋聡 P-D-181 

D-121 関野長昭 0-N-52, P-D-049 高橋修一 P-N-42 

須崎紳一郎 P-D-070 瀬口智子 P-D-251 高橋伸二 P-D-225 

頭師和子 P-N-26 瀬戸甲蔵 P-D-046, P-D-135 高橋貴子 0-N-29 

鈴川栄子 0-N-48 脊戸山景子 0-D-31 高橋哲也 P-D-015 

鈴木朗子 0-N-32 妹尾順子 0-N-71 高橋徹 D-48 座長， S-D-4 

鈴木朗子 P-D-033 世良昭彦 P-E-20 高橋利文 0-D-08 

鈴木貴美子 P-N-16 世良田和幸 P-D-215 高橋稔之 0-D-66 

鈴木幸一郎 0-N-30, P-D-216, P- 芹田良平 0-D-63, P-D-131 高橋成輔 D・64 座長

D-254, P-E-24 
そ

高橋典之 O-D-11 , P-D-034, P-
鈴木秀一 P-D-279 D-098, P-D-130, P-
鈴木潤ー P-E・22 徐民恵 P-D-012 D-152, P-D-208, P-
鰭岳夫 P-D-225 相馬一亥 S-N ・4 講師 D-226 

鈴木尚志 P-D-215 副島由行 0-D-09, P-D-150 高橋典之 P-D-239, P-D-262, 
鈴木智恵子 O-D・04， N・13 座長 曽根良昭 P-D-203 P-E-27 

鈴木恒夫 0-D-75 祖父江和哉 0-D-25, P-D-071 高橋伯夫 P-D-002 

鈴木紀江 P-E-23 
た

高橋広巳 P-D-237 

鈴木俊成 P-D-102 高橋宏行 0-D-45, P-D-142, P-
鈴木伸志 P-D-222 国家諭 0-D-52, P-D-198, P- D-280 

鈴木一 P-D-103 D-207, P-D-229 高橋真由美 0-N-42 

鈴木春香 0-N-45 妙中信之 D・38座長， 0・D・54 ， 高橋愛樹 P-D-084, S-D-8 
鈴木秀道 P-D-165, P-D-190, P-D-058, P-D-146 , 高橋美文 P-D-004 

P-D-193, P-E-06 P-D・203 ， S-D-2 座 高橋俊樹 S-D-2 

鈴木雄二郎 P-D-063, P-D-064 長 高平篤法 P-N-21 

鈴木良子 0-N-32 高上洋一 P-D-096 高比良法子 0-N-56 

鈴木理恵 0-D-24 高江洲秀樹 O・D-01 ， P・D-041， P- 高松道生 P-D-001 

鈴木崇生 S-D-4 D-171, P-D-247 高村かおり P-D-044 

鈴木将敏 S-D-6 高尾信贋 P-D-011 高群博之 P-D-054 

須田高之 P-D-104 高尾ゆきえ 0-N-60 高屋尚子 N司17 座長

酢谷保夫 P-D-006 高岡誠司 P-D-153 高柳猛彦 P-D-094 

須藤昌子 P-N-45 高岡勇子 N-08 座長， S-N-6 高山ちづ子 N・05 座長， 0札40

須藤ルミ子 0-N-04 高木省治 0-D-49 高山英男 P-D-014 

須永康代 0-N-68, P-N-13 高木啓倫 0-D-18, P-D-014 高山守正 S-D-6 

鷲見和行 P-D-155 高木三保子 0-N-40, S-N-1 座長 高良到 0-D-12, P-D-106, P-
澄川耕二 0-D-41, P-D-055, P- 高崎異弓 P-D-160, P-D-221 , D-lll 

D-189, P-D-213, P- P-D-227, P-D-281 滝和美 P-D-037 

D-259 高島武4換 P-D・046 ， P-D-135 滝康則 P-D-186 

住田臣造 0-D-44, 0 -D-66, P- 高島尚美 0-N-53 滝上剛 P-D-273 

D-038, P-D-121, P- 高須昭彦 D-52 座長 滝津大介 P-D-023 

E-08 高須宏江 P-D-151 滝津洋之 P-D-241 

住吉蝶子 KL-N-1 司会 高瀬凡平 0-D-33, P-D-016, P- 田口学 P-D-151 

N-43 田口弥人 P-D-151 

高瀬谷徹 0-D-61 田口元健 P-E-19 
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田口裕子 0-N-42 田中英理子 0-N-49 丹野 英 P-D-087 

田口功 S-D-6 田中和豊 0-D-76 
ち竹内昭憲 P-D-158 田中克明 0-D-27 

竹内直子 0-D-25 田中克拓 P-D-ll0 千明政好 O-N-Ol, S-N-6 

竹内雅治 P-N-42 田中経一 D・24 座長 千島康稔 0-D-53 

竹内護 KL-D-3 司会， P-D- 田中佐子 P-D-136 千代孝夫 0-D-16, P-D-063, P-

127, S-D-3 座長 田中恵子 P-N-21 D-064, P-D・085 ， P-

竹内ミカ P-N-10 田中桂子 P-N-46 D-141 

竹内宗之 P-D-107 田中啓治 D・14 座長， 0・D-04， 千葉久美子 P-N-34 

竹内豊 P-D-181 0-D-18, P-D-014, P- 千葉直樹 P-E-18 

武j畢純 S-N-3, S-N・3 座長， D-201 , S-D-4, S-D- 千葉二三夫 P-E-18 

S-N-5 6 千葉美紀 0-N-14 

竹j畢真吾 S-D-1 田中さゆき P-D-012 中僚浩介 P-D-198, P-D-207, 

竹下聡 S-D-6 田中孝憲 P-D-035 P-D-229 

武田明雄 P-D-180, P-D-232 田中千年 P-E-07 中櫨真里 P-N-15 

武田宏一郎 P-E-18 田仲毅至 P-D-134 長晃平 P-E-02 

武田純三 0-D-63, P-D-032, P- 田中登紀子 0-N-29 張文日 S-D-7 

D-131 田中直子 P-D-177, P-E-24, S- 鄭永喜 0-N-62, P-E-03 

竹田晋浩 0-D-04, 0-D-18, P- N-8 

D-014, P-D-201, S- 田中伸和 0-D-27 つ

D-4 田中博之 P-D-172 塚尾浩 P-E-09, P-E-14 

武田直子 P-D-125 田中農喜子 P-N-27 塚越 聖子 O-N-Ol, P-E-12, S-

武田純一 P-D-103 田中基 P-D-088 N-6 

武田美和子 0-D-30, 0-D-34 田中裕子 P-D-272 辻口直紀 P-D-038 

竹田泰治 P-D-003 , P-D-008, 田中行夫 D-55 座長 辻谷俊一 P-D-173 

P-D-009, P-D・027 田中禎一 P-D-161 辻本登志英 0-D-16, P-D-063, P-

武田吉正 S-D-7 田中義文 0-D-40 D-064, P・D・085 ， P-

武智晶子 0-D-12 田中玲子 0-N-18 D-141 

竹原哲彦 0-D-69 田中克明 S-D-2 辻本好子 SL-3 

竹山葉子 0-N-45 田中紘一 S-D-8 津田圭一 P-E-02 

武山佳洋 0-D-50 棚橋順治 0-D-46 津田喬子 P-D-071, P-D-209, 

田崎新二 P-D-100 田漣潤 P-D-025 P-D-257 

田津利治 P-D-049 谷上博信 0-D-57, P-D-274 津田敏秀 W-2 コーデイネー

田路大悟 P-D-180, P-D-232 谷口新 0-D-47, P-D-137 ター

田近研一郎 P-D-025 谷口繁樹 P-D-030 津田智弘 P-D-030 

田島圭子 0-D-57, P-D・274 谷口正彦 P-D-160, P-D-281 土屋健二 0-D-30, 0-D-34 
田島行雄 P-E-12 谷口博之 S-D-5 

田島夕紀子 P-D-023 谷西秀紀 P-D-093 堤哲也 P-D-114, P-D-140 

多治見公高 D-18 座長， P・D-172 谷野雅昭 P-D-127, P-D-195 堤紀子 O-D-71 

田尻鉄郎 S-D-2 谷藤泰正 P-D-147 堤内やよい P-N-43 

太城力良 0-D-20, P-E-10 谷村都 O-N-71 恒吉勇男 P-D-073, P・D・074 ，

田勢長一郎 D-34 座長， P・D・200 田上正 P-D-054 P-D-159, P-D-218, 

多田恵一 D・36座長， 0・D・14 ， 多林伸起 P-D-030 P-D-266 

P-D-093, P-D-265 田測昭彦 P-D-ll0 角田一虞 O-D-71 

橘一也 P-D-107 多淵八千代 P-D-275 坪敏仁 D-45座長， P・D・033 ，

橘洋子 P-N-20 玉城淑子 P-N-14 P-D-044, P-D-276 

立花博之 E-3 座長 田宮栄治 P-D-017 坪井早苗 0-N-30 

立原弘章 P-D-104 田村高志 0-D-73 坪内旬子 S-N-9 

立柳総子 0-N-04 田村尚 O・D-70， 0-D-72 坪田信三 P-D-105 

立川弘孝 P-D-199 田村真 P-D-001 水流恵子 0-N-59 

田附真弓 0-N-61 田村正徳 SL-2 司会 鶴田宏史 P-D-113 

伊達洋至 P-D-115 田山栄基 0-D-61, P-D-031 鶴田良介 P-D-101 

立石彰男 O・D-09 ， P-D・150 ， S- 田山慶一郎 0-D-61, P-D-031 鶴見友子 P-D咽066

D-7 田山信至 P-D-007 

立石由紀子 0-N-31 垂水泰元 P-D-272 
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て
豊田芳郎 P-D-194 中田和人 0-N-73 

豊山広勝 P-D-194 長田いつよ 0-N-27 

出口弘直 P-D-222 鳥井真由美 P-D-164, P-D-166, 永田悦郎 0-D-69 

手嶋英樹 P-D-031 P-D-183, P-D-214, 長田直人 P-D-221 

豊嶋浩之 P-D-197 鳥海岳 P-D-270 永田雅良 0-D-33 

寺尾嘉彰 0-D-41, P-D-213, P-
な

永田昌久 P-D-163 

D-259 中谷桂治 P-D-194 

寺津篤 P-D-151 内貴恵子 N-ll 座長 中谷俊彦 P-D-185 

寺田八重子 0-N-36, 0-N-66, P- 内藤滋人 P-D-015 仲地厚 P~D-162 

N-23 内藤博司 P-D-093, P-D-265, 仲地ますみ P-N-14 

と
中敏夫 0-D-01 , P-D-041 , P- 中塚秀輝 0-D-24 

D-171 , P-D-247, P- 中西一浩 P-D-201, S-D-4, 
土井顕 0-D-23, 0-D-24 D-256, S-D-1 , 中西加寿也 0-D-36, P-D-167, P-
土井克史 P-D-185 永井小夜 P-D-168 D-175, P-D-206, P-
土居早苗 0-N-20 永井晴美 P-N-32, P-N-33 D-236, P-D-242, P-
土井松幸 P-D-181 中永士師明 0-D-51, P-D-172, D-249, P-D-255, P-

土井麻友子 P-E-09, P-E-14 中尾浩一 P-D-007 D-260, S-D-l, S-D-
東海洋子 P-N-40 中尾博之 P-D-136 2, S-N-8 
東傑圭一 P-E-19 中尾美保 P-D-126, P-D-231, 中西一浩 S-D-4 

東傑玄ー P-D-219 長尾建 0-D-37, P-D-079, P- 中西和雄 S-N-6 

道藤エミ 0-N-03 D-080, P-D-128, P- 中根正樹 P-D-042 

銅前崇平 P-D-180, P-D-232 D-138, P-D-184, P- 中野通代 0-D-52, P-D-198, P-
遠山一喜 P-D-186 D-205, P-D-219, P- D-230 

渡海裕文 0-D-77, 0-N-32, P- D-252, P-D-263, P- 中野実 P-D-114, P-D-140, 
D-269 D-284, P-E-05, 0- 中野もとみ P-D-089 

時岡宏明 S-D-5 座長 D-67 長野修 0-D-24, P-D-132, P-
時任陽子 O-N幽59 長尾桓 P-D-165, P-E-23 D-195, S-D-5 

徳平夏子 P-D-028 長尾知哉 P-D-056, P-D-057 中ノ上洋憲 0-N-62, P-E-03 
渡久山すえの P-N-14 長尾乃婦子 P-D-261 長原政美 0-N-43 

登倉尋実 P-D-203 長岡健 P-E-22 中村歩子 0-N-60 

都甲裕美 0-N-30, P-D-216 長岡咲子 P-N-04 中村京一 P-D-114, P-D-140 

戸津隆司 0-D-08 中川隆 0-D-49 中村京太 P-D-043, P-D-052 

戸城仁一 0-D-16, P-D-063, P- 中川智美 0-N-34, P-N-37 中村久美子 0 -D-70, 0-D-72 

D-064, P-D-085, P- 中川博視 P-E-18 中村早奈恵 0-N-25 

D-141 中川富美子 P-E-09, P-E-14 中村純子 0-N-03 

戸田成志 0-D-48, P-D-286, S- 中川竜二 P-E-17 中村誠志 P-D-006 

D-4 中木村和彦 S-D-7 中村龍彦 P-D-072 

栃木佐和子 P-E-02 中津暁雄 P-D-234 中村利秋 P-D-055 , P-D-189, 
外塚順子 P-N・07 ， P-N-08 中津博江 EL-D-1 P-D・213

土手健太郎 S-N-6 永沢光朗 P-E-22 中村敏克 P-D-261 

十時忠秀 D-39 座長 長篠博文 P-E-25 中村俊規 P-N-32, P-N-33 
戸根修 P-D-070 中島研 0-D-02, O-N-62, P- 中村不二雄 O-D-46 

土橋タ香 O-N-08 E-03 中村真佐子 P-N-39 

土肥修司 P-D-108, P-D-155 中嶋勉 P-D-015, P-E-21 仲村将高 0-D-36, P-D-167, P-

土肥守 S-D-7 中島はるみ P-N-17 D-175, P-D-206, P-
富田敏司 0-D-54, P-D-146 仲島浩 P-D-200 D-236, P-D-242, P-
富田博樹 P-D-070 中島史子 O-N-29 D-249, P-D-255, P-
富永崇司 P-D-278 中島安恵 0-N-42 D-260, S-D-l, S-D-
富永善照 O-D-37, P-D-079, P- 中島祐史 O-D-18, P-D-014, P- 2, S-N-8 

D-080, P-D-128 D-201 中村美香 P-E-12 

鞠線淳子 P-N-32, P-N-33 中嶋諭 S-N-7 中村美紀子 P-N-20 

友測佳明 O-D-Ol, P-D-041, P- 長嶋昭憲 P-D-157 中村義孝 O-D-45 

D-247 中筋正人 P-D-271 中村吉孝 P-D-066 

外山裕章 P-D-091 中田純 P-D司181 中山清和 O-D-67, P-D-138, 
豊岡秀訓 D・20 座長， O-N-54 中国一夫 P-D-217 中山英人 P-D-228 
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中山雄貴 0-N-20 8, 野矢久美子 0-D-33 

那須英紀 O-D-01, P-D-041, P- 西山圭子 P-E-28 野矢文子 0-N-43 

D-171, P-D-247, 西山隆 P-D-230 乗松祐佐 0-D-59 

生田目英樹 P-D-061 西山隆久 P-D-125 
lま並木昭義 0-D-66, P-D-038, P- 西山友貴 O-D-lO 

D-237, P-D-250, S- 西山秀樹 P-D-063, P-D・064 ， 袴田恵美子 0-N-36 

N-6 座長 西山理 S-D-5 萩沢康介 P-D-016 

並木陽明 P-E-07 西脇公俊 P-D-037 萩原美恵子 0-N-71, S-N-7 

並木正伸 P-D-250 仁田坂謙一 P-D-147 萩原聡 0-D-39, P-D-036, P-

納谷紀久子 0-N-57 新田笑子 0-N-10, O-N-l1, D-283, P司D-285

奈良順子 S-N-6 新田憲市 0-D-02, P-D-264, 朴幸男 P-D-002 

成田亜子 0-N-43 仁田豊生 P-D-108, P-D-155, 羽毛田公 0-D-67, P-D-138 

成田厚子 P-N-26 新田正和 0-D-36, P-D-175, P- 橋口清明 0-D-74 

成田英之 P-D-211 D-206, P-D-236, P- 橋口哲昭 P-D-074 

成原健太郎 P-D-084 D-242, P-D-249, P- 橋場康弘 P-E-12 

成松紀子 P-D-054 D-255, P-D-260, S- 橋本明彦 0-D-57, P-D-274 

成島道昭 P-D-103 D-1, S-D-2 橋本圭司 P-D-176, P-D・185

鳴海孝 P-D-225 二渡部英治 P-D-128, P-E-05, 橋本悟 0-D-40, S-D-5 

鳴海豊 P-D-026 仁平信 0-D-75 橋本学 P-D-056, P-D-057 

難波亜紀子 0-D-19, P-D-075, P-
ぬ

橋元利江 P-N-16 

D-238 橋本良子 0-N-04 

南波仁 0-D-44, 0-D-66, P- 布宮伸 P-D-087 橋本語豊子 0-N-26 

D-121 沼沢美雪 P-E-22 羽角小百合 P-D-188 

難波由美子 S-N-7 
ね

蓮本誠 P-D-103 

土師一夫 P-D-086, P-D-154, 

祢石まり子 0-N-44 P-D-233 

新山幸俊 P-D-237 根岸裕子 P-N-17 長谷井真理 0-D-57, P-D-274 

二階哲朗 P-D-176 根津武彦 P-D・061， D-28座長 長谷川豊 P-D-015 

仁熊敬枝 0-D-07 根本友重 0-N-29, S-N-2 長谷川隆一 P-D-090, P-D・091，

西信一 0-D-27, P-D-028, P-
の

P-D-235 

D-271 長谷部正晴 S-D-2 座長

西裕太郎 0-D-76, P-D-Ol1 野上悟史 0-D-14 畑典武 P-D-021 

西上尚志 P-D-006, S-D-6 能城久美子 P-N-15 羽田勝征 P-D-017 

西川精宣 P-D-028 野口隆之 D-61 座長， 0-D-39 ， 畑田憲吾 P-D-006 

西川幸宏 0-D-75 P-D-036, P-D・072 ， 畑中瑞穂 0-N-45 

西郡知代 P-N-09, 0-N-16 P-D-116 , P-D-117, 葉玉哲生 P-D-018 

西田修 P-D-094, P-D-158 P-D-283, P-D-285 畑谷重人 P-E・06 ， P-E-23 

西田和美 0-N-29 野口裕記 0-D-49 秦谷美佐枝 0-N-49 

仁科かほる P-D-035 野口宏 D-57 座長， 0・D-49 ， 八田誠 P-D-110 

仁科雅良 P-D-181 P-D-209 服部友紀 P-D-257 

西原秀信 0-D-57, P-D-274 野口裕幸 P-D・169 ， P-E-15, 羽鳥文麿 S-N-7座長

西原実 P-D-162 野口将 P-D-013 花岡一雄 O-D-lO 

西村絵実 P-D-281 野坂修一 P-D-088, P-D・192 花川和也 0-D-67, P-D-138 

西村信哉 0-D-54, P-D-146, P- 野坂俊寿 P-D-045 馬場靖子 P-D-043 

D-203 野崎勝宏 P-D-007 馬場ゆかり 0-N-24 

西村匡司 0-D-54, P-D・058 ， P- 野沢英子 P-N-12 羽深鎌一郎 P-D-026 

D-146 野田咲子 0-N-46 j賓岡直也 P-D-194 

西村元延 S-D-2 野田燦 P-D-209 j賓 JII 俊朗 P-D-160, P-D-227, 

西本愛 P-D-157 野中暁子 0-D-75 P-D-281 

西本雅彦 O-D・48 ， P-D-286, 野原秀公 0-N-39 漬口正道 0-D-74 

西森英史 P-D-034, P-D・098 ， 野間秀樹 0-D-20 j賓崎順一郎 0-D-56 

P-D-226, O-D-l1, P- 野村岳志 P-D-185 j賓田亜弥 0-N-27 

D-130, P-D-152, P- 野村正江 P-N-12 浜田和枝 0-N-51 

D-208, P-D-239, P- 野本功一 P-D-215 演目信一 P-D-006 

D-262, P-E・27 ， S-D- 野本美津子 P-N-21 浜田真帆 0-N-09 
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演田良一 P-D-123 久松麻由美 0-N-22 平原健司 P-D-243 

浜野裕子 P-D-211 久松明美 S-N-9 平原隆子 P-N-34 

演野孝子 S-N-1 菱沼典子 EL-N-1 平松大典 0-D-57, P-D-274, 

演漫祐一 0-D-75 肥田誠治 0-D-36, P-D-167, P- 平松玉江 P-N-07, P-N-08, 

浜見原 P-D-105 D-175, P-D-206, P- 平盛勝彦 EL-D-3 司会

漬本浩嗣 P-D-018 D-236, P-D-242, P- 平山篤志 P-D-003 , P-D-008, 

早坂章 P-D-182 D-249, P-D-255, P- P-D-009, P-D-027, 

林和恵 P-N-44 D-260, S-D-1 , S-D- S-D-6 

林和敏 P-D-151 2, 平山陽 0-D-36, P-D-167, P-

林堅二 0-D-45, P-D-066, P幽 日高秀邦 P-D-180, P-D-232, D-175, P-D-206, P-

D-142 人見一彰 0-D-57, P-D-274, D-236, P-D-242, P-

林成之 0-D-37, 0-D-67, P- 日沼時子 P-N-07, P-N-08, D-249, P-D-255, P-

D-069, P-D-079, P- 日野原宏 P-D-047 D-260, S-D-l, S-D-
D-080, P-D-081 , P- 姫野佳郎 P-D-070 2 

D-124, P-D-128, P- ?馬国剛 P-D-037 平山亮 P-D-119 

D-138, P-D-184, P- 兵子早苗 P-D-130 広木公一 D-25 座長

D-191, P-D-205, P- 平井勝治 P-D-030, P-D-077, 康淳書一 P-D-168 

D-219, P-D-252, P- 平井康純 0-D-20 弘重毒ー 0-N-05 

D-253, P-D-263, P- 平賀徳人 P-D-105 贋瀬一 P-D-155 

D-284 平川方久 0-D-22, 0-D-23, 0- 庚瀬稔 P-E-19 

林正則 P-D-194 D-24, P-D-127, P-D- 贋田和成 0-D-15 

林真理 P-N-35, P-N-47 132, P-D-195, P-D- 贋津なぎさ O-N- lO, O-N-ll 

林幹彦 P-D-050 224, S-D・4 ， S-D-8, 庚畑加代子 0-N-65 

林明聡 0-D-18, P-D-014 SL-l 司会
J3¥ 林優子 EL-N-2 平崎盟人 P-D-046, P-D-135, 

林田直樹 P-D-277 平沢邦彦 D・06 座長 深江宏治 S-D-3 

林田憲明 P-D-Oll 平津博之 0-D-17, O-D-36, P- 深尾枝美 0-N-43 

早野智子 P-N-36 D-167, P-D-175, P- 深田祐作 P-D-200 

早野良生 P-D-283 D-206, P-D-236, P- 深津まり子 0-N-19, 0-N-36, 0-

原和信 P-E-20 D-242, P-D-249, P- N・66 ， P-N-23 

原克子 P-D-002 D-255, P-D-260, KL- 深谷智恵子 EL-N-1 司会

原千鶴 0-D-04, 0-N-08, S- D-1 司会， S-D-1 , S- 福井千晶 0-N-06 

N-2 座長 D-1 座長， S-D-2, S- 福井秀公 P-D-123, P-D-125 

原正彦 P-D-119 N- l, S-N-8 福井道彦 P-D-113 

原芳樹 P-E-28 平田公一 P-D-208 福岡敏雄 EBN 実践講座プレ

原口義座 0-D-17, 0-D-77 平田淳一 O-D-03, P-D-220 ワークショップレ

原津由香 P-N-17 平田隆彦 0-D-57, P-D-274 クチャー

原田一樹 P-D-101 平田直之 P-D-250 福崎誠 O-D・41， P-D-259 

原田 将英 P-D-Oll 平田雅子 P-D-049 福島臣啓 S-D-1 

原西保典 O-D-70, O-D-72 平田学 P-D-241 福田靖 P-D-148, P-E-13, P-

張岳輝子 O-N-24 平田康之 O-N-72 E-16, P-E-26 

半田誠 W-5 講師 平田明美 N-19 座長 福田充宏 P-D-216, P-D-254, 

阪東健司 0-N-65 平塚了一 P-D-031 P-E-24 

ひ
平手博之 P-D-ll0 福田和彦 P-D-097, P-D-258 

平野 一宏 P-E-24 福田純子 0-N-09 

ピアス洋子 P-D-277 平野剛 0-D-36, P-D-167, P- 福田正子 P-D-126 

槍垣暢宏 P-D-105 D-175, P-D-206, P- 福谷奈々 P-N-15 

東龍哉 0 -D-19, P-D-075, P- D-236, P-D-242, P- 福罵教偉 S-D-2 

D-238 D-249, P-D-255, P- 福永周司 0-D-61, P-D-031 

東俊宏 KL-D-8 D-260, S-D-1 , S-D- 福永幸代 P-N-30 

樋川洋一 O-N-56 2, S-D-8 福光和美 P-N・25 ， S-N・6 座長

樋木和子 P-N-39 平林清子 P-D-013, P-D-211 , 福本きよみ 0-N-50 

疋田聡 P-D-182 平林剛 P-D-123 福本真理 0-N-18 

樋口三枝子 N・03 座長 平林高之 0-D-32 福本結香 O-N-49 

久門裕子 O-N-51 平林秀光 O-D-13 福本行臣 P-D-269 
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福本陽平 O-D-09, P-D-150 
lま

D-146, P・D・203 ，

福山達也 P-D-102 増田健太郎 P-D-019 

福家伸夫 D・27座長， P-D・083 ， 芳地一 P-D-164, P-D-183, 升田好樹 P-D-208 

P-D・122 ， S-N-4講師 P-D-214 増田純一 P-D-032 

房崎哲也 O-D-43 星邦彦 P-D-090, P-D-091, 増田直樹 O-D-73 

藤井桂子 P-D-046, P-D-135 P-D-235, P-E-04 桝田弘美 P-N-27 

藤井崇 P-D-126, P-D-217 星光 P-D-153 増田裕一郎 O-D-65 

藤井千穂 P-D-173 星俊安 S-D-6 升田好樹 O-D-ll , P-D-034, P-
藤井洋泉 O-D-22, O-D-23 星野公彦 P-D-021 D-098, P-D-130, P-
藤井正実 P-E-19 星野正巳 O-D-17 D-152, P-D-226, P-
藤井謙司 S-D-6 星野竜 P-D-278 D-239, P-D-262, P-
藤井昭 S-N・9 座長 細原勝士 O-D-03, P-D-220 E-27, S-D-8 
藤川正 P-D-246 堀田毒郎 P-D-149 舛谷元丸 P-D-010 

藤崎大整 P-D-157 堀典子 P-D-144, P-E-01 増満誠 P-N-23 

藤島清太郎 S-D-4 堀内賢二 P-D-007 俣野順 P-E-18 

藤田暁美 P-N-02 堀内俊孝 P-D-077 俣本静華 P-N-40 

藤田朝子 P-D-043 堀口真仁 P-D-063, P-D-064 又吉康俊 O-D-70, O-D-72 
藤田一美 P-N-16 堀口みゆき P-N-21 松井晃紀 P-D-033, P-D-276 
藤田きしゅう P-D-119 堀場清 P-D-209 松井岳巳 P-D-016 

藤田尚宏 P-D-243 堀部由美子 P-N-24 松石純 P-D-103 

藤田正人 P-D-083, P-D-122 本田完 P-D-096, P-N-07, P- 松浦昭雄 P-D-279 

藤田喜久 P-D-053, P-D-129, N-08 松尾憲一 P-D-040 

P-D-270 本田二郎 P-D-278 松尾治三 P-D咽277

藤田義人 P-D-071 , P-D-158 本田喬 O-N-74, P-D-007, P- 松岡さおり O-N-62, P-E-03 
藤野栄子 O-N-12 N-05 松岡哲平 P-D-163 

藤野淑子 O-N-48 本田尚典 O-D-30, O-D-34 松岡博史 P-D-160, P-D-227, 
藤野裕士 O-D-54, P-D-058, S- 本多忠幸 O-D-55, P-D-133, P- P-D-281 

D-5 D-244, P-D-267 松岡義和 P-D-046, P-D-135 
藤巻智子 O-N-15, P-N-19 本田美香 O-N-29 松川周 P-D-090, P-D-091, 

藤村直幸 P-D-038 本多亮子 P-D-105 P-D-235, P-E-04, S-
藤村雅子 O-N-48 本間敦 O-N-15, P-N-19 N-3 

藤本一弘 O-N-15, P-N-19 本間三枝子 O-N-12 松木明知 P-D-033, P-D-044, 
藤森研司 P-D-208 

ま
P-D-276 

藤山総一郎 S-D-6 松木恵里 O-N-05 

藤原綾 P-D-177, S-N-8 前川拓治 P-D-055 , P-D-189, 松坂春奈 P-N-15 

藤原太郎 P-E-28 P-D-213 松坂文 O-N-04 

古川エミ P-E-05 前川剛志 P・D-101， EL-D-1 司 松崎益徳 KL-D-6 

古川博一 P-E-18 ~ 、 松j宰吉保 O-D-28 

古川麻紀 O-N-65 前川信博 O-D-52, P-D-198, P- 松重俊憲 P-D-067 

古川誠 P-D-069, P-D-253 D-207, P-D-229, P- 松下文子 O-N-Ol, S-N-6 

古川泰司 S-D-6 D司230 松下幹晴 P-D-046, P-D-135 
古j畢梓 O-N-49 前田利昭 O-D-71 松下洋子 P-N-35, P-N-47 
古瀬晋吾 O-D-66 前田朝平 D-30 座長 松島吉宏 O-D-33 

古谷秀勝 P-D-097 前田靖子 S-N-8 松田いづみ O-N-62, P-E-03, 
古谷美砂緒 O-N-44 前中則武 P-E-18 松田兼一 O-D-36, P-D-167, P-
古谷保博 P-D-272 前原茂子 O-D-04 D-175, P-D-206, P-
古橋究一 P-D-269 前原潤ー P-D-100 D-236, P-D-242, P-
古幡博 P-D-147 牧美晴 P-N-39 D-249, P-D-255, P-
古屋真吾 O-D-37, P-D-079, P- 横田浩史 O-D-28, P-D-026, P- D-260, S-D-1 , S-D-

D-080, P-D-128, P- D-068 2, S-N-8 
D-284 横田徹次 P-D・055 ， P-D-189, 松田知之 O-D-40 

古家仁 P-D-030, P-D-077 P-D-213 松田直之 O-D-42, P-D-145, P-
文室こずえ P-N-21 牧野桂花 P-D-205, P-D-252 , D-170, P-D-179, P-

P-D-263 D-245, P-D-248, P-
真下節 O-D-54, P-D-058, P- D-268, P-D-282 
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松田美紀子 0-N-09 三浦邦久 P-D-188 宮尾秀樹 P-D・102 ， W・5 講師

松田みち子 P-E-04 三浦耕資 0-D-41, P-D-259 宮川博司 P・D-036 ， P-D・285

松田力哉 P-D-046, P-D-135 , 三浦真樹 P-E-07 三宅聴行 P-D-019 

松田陣 S-D-2 三浦 昌子 0-N-66, S-N-5 , S-N- 三宅奈苗 P-D-228 

松田知之 S-D-5 5 座長 三宅康史 0-D-15, P-D-060 

松田尚子 SL-3 司会 三浦由視 P-D-017 三宅祥三 S-N-1 

松平誠 S-N-2 三浦美英 P-D-153 宮越美和 P-N-28 

松月みどり S-N-2 座長 三浦昌子 S-N-5 宮坂陽子 S-D-6 

松永明 P-D-073 三笠美保 0-N-64 宮崎峰生 0-D-19, P-D-075, P-

松浪薫 P-D-088, P-D-192 三川勝也 P-D-035 D-238 

松野直徒 P-D-165 , P-E-23 御川安仁 P-D-075 , P-D-238 宮崎友美子 0-N-32 

松原泉 D-41 座長 三木隆弘 P-D-128 , P-E-05 宮崎玲子 0-N-34 

松原欣也 P-D-199 三木靖雄 0-D-49 宮沢育子 O札60， N・02 座長

松原 康博 P-D-197 三沢尚弘 P-D-013 宮沢玲子 P-N-12 

松原弘明 S-D-6 三島史朗 P-D-246 宮下都 0-N-21 

松三昌樹 0-D-22 , 0-D-23, 0- 水木幸子 S-N-6 宮下正夫 S-D-4 

D-24 , P-D-195 , S-D- 水口 一三 P-D-030 宮庄浩司 0-D-64, P-D-059 

8 水口加奈子 0-N-61 宮田和人 P-D-104 

松宮護郎 S-D-2 水谷明男 P-D-1l6, P-D-117 宮田圭 0-D-50 

松村喜世子 0-N-06 水谷健司 0-D-53 宮地正彦 P-D-163 

松村剛毅 P-D-119 水谷太郎 0-N-54, P-N-38 宮野ひとみ 0-N-10, O-N-l1 

松村純也 P-D-201 水野滋章 0-D-67, P-D-138 宮野博史 P-D-107 

松本小百合 P-N-44 水野洋子 0-N-31 宮之原弘晃 P-D-218 

松本重清 P-D-1l6, P・D- 1l7 ， 三住拓誉 P-D-035 宮原保之 P-D-161 

P-D-283 , P-D-285 三隅寛恭 P-D-1l9, P-N-05 宮本伸二 P-D-018 

松本晶平 P-D-211 溝上達也 P-D-067 宮本摂 0-N-67 

松本真介 P-D-269 溝手勇 P-D-003 , P-D-008 , 宮本寛 P-D-176, P-D-185 

松本千香子 0-D-60 P-D-009, P-D-027 宮本麻央 P-D-211 

松本典子 P-D-006 溝測知司 0-D-24, P-D-115 , P- 宮本裕加子 P-D-228 

松本浩美 0-N-46 D-132, S-D-4 宮脇宏 0-D-02, 0-N-62 , P-

松本睦子 O-D-07 三高千恵子 D・16座長， P-D・026 ， D-264 , P-E-03 

松本裕則 P-D-082 P-D司045 明星康裕 P-D-186 

松谷弘子 P-N-07, P-N・08 道越淳一 0-N-62, P・E-03 明神哲也 0-N-46 

松山健次 P-D・ 171 ， P-D-247 道場ゆかり P-N-43 三好恵理子 0-D-54, P-D・058

松山広樹 0-D-06 道又元裕 0-N-40 三好宏典 P-D-006 

真鍋雅信 0-D-77 三 ツ井貴夫 P-D-164 , P-D-183, 三吉由起 0-N-25 

真鍋佳子 N-04 座長 P-E-26 
む

異i則敏 S-N-8 三井孝則 P-D-123 

真弓事久 0-D-05, 0・D-21 光畑裕子 0-N-64, 0-N-70 六車直樹 P-E-11, P-E-13, P-

真弓雅子 O-D-59, P-D-109, P- 三寺隆之 S-D-6 E-17 

D-187 皆川幸洋 0-D-51 向山剛生 0-D-37, 0-D-67, P-

真弓俊彦 S-N-5 水口和生 P-D-164, P-D-183 , D-079, P-D-080, P-

丸川征四郎 0-D-03 , P-D-220 , P-D-214 , P-D-166 D-138, P-D-184 

EL-E・1 司会， EL-E- 南俊孝 P-D-275 武藤孝夫 P-D-211 

1 司会， S-N-4 座長 南ゆかり P-D-168 棟近雅彦 S-N-1 

丸橋民子 0-N-30 南由紀子 0-N-62, P司E-03 村井俊章 P-N-42 

丸山征郎 P-D-173 南正人 S-D-2 村井みゆき P-N-37 

丸山美津子 S-N-4座長， S-N-9座 三根誠 P-D-157 村井幸恵 P-N-21 

長 峯瀬美千代 0-N-56 村岡麻樹 P-D-246 

丸山泰幸 S-D-6 峰田信子 0-N-32 村上咲織 0-N-04 

高代良一 P-D司088 ， P-D-192 美馬裕之 P-D-097 村上真一 O-D-71 

み
味村純 P-D-006 村上達明 P司D-004

宮市功典 P-D-086 , P-D-154 , 村上秀崇 P-E-23 

三井浩 0-D-76 P-D-233 村上幹高 0-N-05 

三浦敦 P-D-163 宮内善豊 0-D-68, D-32 座長 村川徳昭 O-D-62 
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村川雅洋 P-D-042, P・D-200 森田真 0-N-62, P-E-03 山内順子 0-D-03, P-D-220 

村崎由佳 0-N-34 森田麻紗子 P-N-07, P-N-08 山内浩輝 0-D-46 

村田克介 P-D-087 森田正則 0-D-76 山内正憲 O-N・45

村田志乃 0-N-66 森田泰正 P-D-249, P-D-255 , 山岡健治 0-D-67, P・D-138

村田優子 P-N-16 P-D-260, S-D-1 山岡久泰 D-47 座長

村田亜夕美 S-N-2 森田寛 P-D-002 山j際朋宏 0-D-09 

村中健二 O-D-02, P-D-264 森田慶久 P-D-131 山木良一 O-D・52 ， P-D-198, P-

村中好美 P-N-31 森田泰正 S-D-1 D-207 

村山沙織 0-N-17 森近雅之 P-D-022 山岸美奈子 0-N-53 

村山伸樹 P-D-100 森弘貞延 P-D-019 山口亜紀子 O-D-39 

村山博和 P-D-277 森村尚登 0-D-53 山口修 P-D・040 ， P-D・05 1，

室園美智博 P-D-125 森本朱実 P-N-ll P-D-092, P-D-139 

め
森本卓史 P-D-045 山口佳津乃 0-N-25 

守谷俊 P-D-069, P・D-124 ， 山口俊一郎 0-D-56 

米良泰彦 P-D-147 P-D-253 山口順子 P-D-284 

も
森山潔 P-D-131 山口大介 0-D-54 

森山崇子 0-N-39 山口武典 S-D-7 

望月利昭 P-D-181 森山美保子 0-N-07 山口達郎 P司D-104

望月優子 0-N-04 諸江雄太 P-D-070 山口奈巳 0-N-21 

元宿めぐみ P-D-210 
や

山口弘子 0-N-66 

元良俊太 P-E-02 山口一彦 S-D-7 

物部容子 0-D-47, P-D-137 八井田豊 0-D-07 山崎香織 P-N-08 

縦山定美 P-N-38 矢ケ崎和明 P-D-170 山崎雅美 O-N-31 

百瀬和子 P-D-087 矢数芳英 P-D-211 山崎光章 P-D-048 

森和久 O-D-50 谷川原勝史 P-E-04 山崎元靖 S-D-4 

森健次郎 P-D-258 八木千枝 0-N-45 山下明子 0-D-56 

森隆比古 0-D-57, P-D-274 夜久英明 0-D-29, 0-D-65 山下一好 P-E-06 

盛直久 D-05 座長， P-D-196 矢崎誠治 0-D-37, 0-D-67, P- 山下幸一 0-D-77 

森英雄 O-N-33 D-079, P-D-080, P- 山下幸一郎 P-N-29 

森正和 0-D-39, P-D-116, P- D-128, P-D-138, P- 山下茂樹 O-D噂73

D-285 D-184, P-D-205, P- 山下潤 P-D-I03 

森正信 P-D-028 D-219, P-D-252, P- 山下進 P-D-101 

森美津子 P-D-136 D-263, P-D-284, P- 山下衛 D・33 座長

森祐一朗 P-D-251 E-05 山下優美 0-N-33 

森英雄 S-N-8 矢崎正浩 0-N-21 山科章 D-lO座長

守内郁夫 P-D-004 矢崎祐二 P-E-05 山科育子 P-D-025 

森景則保 P-D-101 安田邦光 P-D-151 山田章子 P-N-30 

森川修 P-D-035 安田季道 0-D-60 山田映子 0-N-48 

森口武史 0-D-36, P-D-167, P- 安田治正 P-D司272 山田桂子 0-D-49 

D-175, P-D・206 ， P- 安田真紀 0-N-23 山田圭輔 0-D-58 

D-236, P-D-242, P- 安田優子 0-N-22 山田光一 P-D-006 

D-249, P-D-255, P- 安田幸美 P-N-27 山田浩二郎 P-D-210, P-D-222 

D-260, S-D-1, S-D- 安田信彦 S-N・1 座長， S-N・5 山田隆毒 0-D-49 

2, 安田文子 S-N-3 山田智美 0-N-15, P-N-19 

森国のり子 0-N-63 安武正弘 0-D-18, P-D-014, S- 山田宏 P-D-039 

森崎浩 0-D-63, P-D-032, P- D-6 山田守正 P-D-019 

D-131 安本和正 P-D-215 山田裕彦 0-D-51 

森下洋子 0-N-13 八竹直 0~N-15 ， P-N-19 山田芳嗣 P-D-043, P-D-051 , 

森島徹朗 0-D-25 柳沢淳子 P-N-lO P・D-052 ， KL-D・5 司

森田潔 O-D・22 ， 0-D・23 ， 0- 柳田国夫 P-D-104 会， S-D・5 座長

D-24, P-D-127, P-D- 柳原尚 P-D-094 山田佐登美 EL-N-2 司会

132, P・D・195 ， P・D・ 矢野武志 P-D-221 山中郁男 D-56 座長， P・D・234

224, S-D-8 矢埜正実 D-58 座長， P・D-251 山中沙織 0-N-02 

森田茂穂 D-50 座長， P-D・122 矢作友保 P-N-42 山根聡子 0-N-44 

守田敏洋 P-D-047 矢吹道子 0-N-29, S-N-9 山根順子 0-N-31 
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山本敦子 P-D-158 横堀仁美 0-N-43 
り山本恵子 P-D-067 横山訓典 P-D-026, P-D-068 

山本拓巳 P-D・108 ， P-D-155 横山健 0-D-30, 0-D-34 李廷和 0-D-77 

山本剛 0-D-18, P-D-0l4 横山順一郎 0-D-59, P・D-109， P- 林下浩士 P-D-086, P-D-154, 
山本友美 0-N-66 D-187 P-D-233 

山本直樹 P-D-071 横山真也 P-D-021 
わ山元博義 P-D-003, P-D-008, 横山俊郎 P-D-215 

P-D-009, P-D-027 横山広行 P-D-025 若月準 P-D-101 

山本みず枝 0-N-50 横山正尚 P-D-132 吾妻俊弘 P-D-091, P-D-235 

山本保恵 0-N-07 横山恵 0-N-66 若林隆信 D-09座長， 0・D・47 ，

山本康裕 0-D-49 横山陽子 0-D-03 P-D-137 

山本保博 P-D-029 , P-D-050 , 好井透 P-E-08 若松弘也 0-D-02, 0-N-62, P-
P-D-156, P-D-169, 吉浦恵子 O-N-71 E-03 

P-D-212, P-E-15, S- 芳尾邦子 S-N-9 若松豊 P-D-273 

D-4 吉岡秀樹 P-D-261 脇恭子 P-N-16 

山元優子 0-N-59 吉岡愛 P-D-065 脇屋友美子 0-N-31 , 0-N-37 
山本由香 0-D-31 吉川恵美子 O-N-71 , S-N-7 和気晃司 0-D-45, P-D-142 
山本克浩 P-D-002 吉田勝彦 P-D-279 和気陽一郎 P-D-I04 

山本洋子 N-07 座長 吉田啓子 P-E-28 和田浩輔 P・D-022 ， P-D-237 

山本剛 S-D-6 吉田玄 0-D-26, P-D・143 和田貴志 P-D-073, P-D-159, 
山本保恵 S-N-7 吉田研一 。司D-60 P-D・218 ， P-D-266 

山森祐治 P-D-062, P-D-176 吉田省造 P-D-081, P-D-191 和田崇文 P-D-234 

山脇恵美子 P-N-43 吉田聖妙 P-D司243 和田徹 P-D-102 

山家安子 P-D-056, P-D-057 吉田英昭 O-D・11 ， P-D-034, P- 和田比呂子 。司N-27

山家謙 P-D-011 D-098, P-D-130, P- 和田博 P-D-172 

ゆ
D-152, P-D-208, P- 和国政彦 P-D司087

D-226, P-D-239, P- 和田みゆき P-E-02 

湯浅文雄 P-D-ω5 D-262, P-E-27 i度井恵 P-N-12 

行岡哲男 P-D-246 吉田優 0-N-04 渡遺栄三 0-D-36, P-D-175, P-
行岡秀和 D-53座長， 0・D-26 ， 吉田祥吾 S-D-2 D-206, P-D-236, P-

P-D-143 吉田竜介 S-D-4 D-242, P-D-249, P-
弓削郁代 0-N-20 吉武重徳 P-D-116, P-D~117 D-255, P-D-260, S-
湯本正人 0-D-46 吉富修 P-D-055 , P-D-189, D-l, S-D-2 
湯本美穂 P-D-089 P-D-213 渡辺和宏 0-D-37. P・D-079 ， P-

湯山令輔 P-D-005 吉冨郁 0-D-70, 0-D-72 D-080, P-D-128, P-

よ
吉永正夫 P-D司218 D-284 

与芝虞 S-D-8 渡部和弘 P-D-204 

横井健人 0-D-36, P-D-206, P- 吉原千景 0-N-35 渡辺敏 P-E-19 

D-236, S・D-l 吉嶺孝和 0-D-69 渡部悟 P-E-18 

横井宏佳 0-N-62, P-E-03 吉村トモ子 P-N-05 渡辺直 P-D-Oll 

横江隆夫 P-D-140 吉村真紀 P-D-055 , P-D-189, 渡辺省五 P-D-013 , P-D-123 , 
横田亜希 0-N-07 P-D-213 P-D・125 ， P-D-211 

横田喜美夫 P-D-053. P-D-177, 嘉本賢哉 S-N-6 渡辺敏光 P-D-105 

P-D-270, S-N-8, 依田建吾 P-D-241 渡辺奈々 0-N-45 

横手龍 O・D-15 ， P-D-060, 米井昭智 0-D-73 渡漣仁美 P-N-03 

横張賢司 O・D-36 ， P・D-167 ， P- 米国雅洋 P-D-220 渡遁真紀 0-N-32 

D-175. P-D-206, P- 米田真智子 0-N-28, 0-N-67 渡辺美智子 P-N-12 

D-236, P-D-242, P- 米本俊良 P-D-272 渡辺綱正 S-D-8 

D-249, P-D-255, P- 輿良登美代 N・01 座長 渡遁都貴子 S-N-3 

D-260, S-D-1 , S-D- 渡漫仁美 S-N-6 

2 亘文恵 0-N-02 

蕨真由美 P-N-20 

円iq
J
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の循環器用製剤ラインナップ
狭心症治療用 ISMN製剤

1'~ト目-JI:錠 J32
(ー硝酸イソソルビド錠)

経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

ヲヲ:Jドルテ・~O.

虚血性心疾患治療剤(持効錠)

ヲヲ:JI'JI:
(硝酸イソソルビド徐放錠)

定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤

ミ方ヨ-JI:ヌプI..f-
(速効性ニトログリセリンエアゾール製剤)

血栓溶解剤(改変型t-PA製剤)

ソリナーゼL射用iiiz
パミテプラーゼ(遺伝子組換え)

不整脈治療剤

ブロノン海10018 ・15018
(塩酸プ口パフェノン製剤)

【薬価基準収載]

アイトロール錠・フランドルテープS ・フランドル・ミオコールスプレーは製造元:トーァエィヨー株式会社、
発売元:山之内製薬株式会社です。

ソリナーゼ注射用・プロノン錠は製造販売元:山之内製薬株式会社、発売元:トーアエイヨー株式会社です。

※警告、禁忌、効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は、製晶添付文書をと参照下さい。

盟ト子工イヨー
〈資料請求先〉トアエイ吋式会社干 1山聞東京都中央区京橋四 1 ・2 一一一I

2000年4月作成 (6CB5101K)



eJ急佐原炎

・鰻佐厚箔佐原jだの怠往者悪J坊

e術後の念佐原炎

e沈箔住血管庁血液凝E症のIIC)

L医薬吉 一一一一一二圃 一一 '⑧ 
蛋自分解酵素阻害剤 注射用土"'~--.1守

注射用メシル酸ガベキサート
-効能・効果 ①蛋自分

ロ10時 薬 ⑧議開露日営の急亡::芋収載

蛋自分ぷ素阻害剤革論rm:tフ，トヲイ~OO
注射用メシル酸ガベキサート

-効能・効果 汎発性血管内血液凝固症 薬価基準収載

禁忌(次の患者には投与しないこと)
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

・用法・用量
1.豚炎には通常 1 回 1ノ〈イアル(メシル酸 tfベキサートとして 100
mg) を 5% ブドウ糖注射液又はリンゲル液を用いて溶かし、全
量 500mLとするか、もしくはあらかじめ注射用水 5mLを用いて
溶かし、この溶液を 5%ブドウ糖注射液又はリンゲル液 500
mLに混和して、 8mL/分以下て、点滴静注する。
(1)原則として、初期投与量は 1 日量 1~3ノ〈イアル(溶解液 500

~ 1 ， 500mL) とし、以後は症状の消退に応じ減量するが、
症状によっては同日中にさらに 1~3パイアル(溶解液 500
~ 1 ， 500mL)を追加して、点滴静注することができる。

(2)症状に応じ適宜増減。(以上注射用エフオーワイのみ〉

ë.汎発性血管内血液凝固症には通常成人 1 日量メシル酸yゲ
ベキサートとして 20~39mgjkg の範囲内で 24時間かけて静
脈内に持続投与する。(注射用エフオーワイ、 } 

l 注射用エフオーワイ 500 共通/

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
汎発性血管内血液凝固症には
本剤は高濃度で血管内壁を障害し、注射部位及ぴ刺入した
血管に沿って静脈炎や漬蕩・壊死を起こすことがあるので、
末梢血管から投与する場合、本剤 100mg あたり 50mL以上
の輸液 <0.2%以下)で点滴静注することが望ましい。

圃使用上の注意1.重要な基本的注意ショック、アナフイラキシ
ーショック、アナフィラキシー棟症状があらわれることがあるので、
十分な問診と救急処置のとれる準備を行い、投与にあたっては観察
を十分に行い、血圧低下、発赤、癌庫、不快感、幅気等の症状があら
われた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。 ë. 副
作用〈騨炎〉副作用集計の対象となった 3 ， 893例中 85例 (2.18%) に
副作用が認められた。主なものは血管痛・静脈炎・発赤等投与部位
に関するもの 59例(1 .52%) 、発疹・癌痔等過敏症に関するもの 25例
(0.64%) 、血圧降下 5例 (0.13%) 、悪心・幅吐等消化器系に関するも
の 12例 (0.31%) などである。(承認時迄の調査及ぴ 1981年3月迄の副作用頻度報告

結果) (汎発性血管内血液凝固症〉副作用集計の対象となった 1 ， 952
例中 56例 (2.87%) に副作用が認められた。主なものは血管痛・静
脈炎・発赤等投与部位に関するもの 37例 0 . 90%) 、発疹・癌惇等
過敏症に関するもの 5例 (0.26%) 、 AST(GOT) -ALT(GPT) の上
昇等の肝機能異常 5例 (0.26%) などである。(再審査終了時) (1)重大な
副作用1)ショック、アナフィラキシーショツクショ、ソク、アナフィラキシー
シヨ‘ソク(血圧低下、呼吸困難、意識消失、咽・喉頭浮腫等)があらわ

れることがあるい、ずれも頻度不明)ので、異常が認められた場合
には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。 ë)アナフィラキ
シ一様症状アナフィラキシ一様症状(呼吸困難、咽・喉頭浮腫等)
があらわれることがある(頻度不明)ので、異常が認められた場合
には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。 3)血管本剤の
濃度、投与速度が増加すると、血管内壁を障害し、注射部位及ぴ
刺入した血管に沿って静脈炎や漬痕・壊死を起こすことがある
ので観察を十分に行い、注射部位の血管痛、発赤、炎症等が
あらわれた場合には減量又は投与を中止すること。 4) 白血球減少
白血球減少 (0.03%) があらわれることがあるので、異常が認められ
た場合には投与を中止すること。
(2)その他の副作用

0.1-1%未満 0.1%未満 頻度不明
過敏症注J) 発疹、極摩感等
出血傾向注 2) 出血傾向凡進
血 液注J) 頼粒球減少 好酸球増多
循環器 血圧降下

H干 目蔵
AST(GOT) ・ ALT

(GPT) の上昇等

その他
悪心 顔面潮紅、 高カリウム血症、

発熱 低ナトリウム血症

頻度不明は自発報告による 注1):発現した場合には投与を中止すること。

i主 2) :発現した場合には減量又は投与を中止すること。

3. 高齢者への投与一般に高齢者では生理機能が低下している
ので減量するなど注意すること。 4. 妊婦、産婦、授乳婦等への
投与妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には大量投与を避
けること。〔大量 (100 mgjkg/ 日)投与でマウスに胎児体重の増加
の抑制が認められている。) 5. 適用上の注意 (1)投与速度:点
滴静注する場合、投与速度が増加すると血圧が低下することがあ
るので、メシル酸ガベキサートとして体重 lkg 当たり毎日寺 2.5mg以
下とすることが望ましい。 (2)投与時:薬液が血管外へ漏れると、
注射部位に硬結、壊死を起こすことがあるので、薬液が血管外
へ漏出しないよう注意すること。また、血液うっ滞が起こらないよう
できるだけ太い血管より投与すること。 (3)調製時:1)溶解後はなる
べく速やかに使用すること。 2) 他の注射剤(抗生物質製剤等)と
配合した場合に、 i昆濁等の配合変化を起こすことがあるので注意
すること。

-詳細は注射用工フオーワイ、注射用工フオーワイ 500
各々の添付文書をご覧ください。

2語諒夏用開小野薬品工業株式会社
l川川
~ 干54ト8526 大阪市中央区道修町2丁目 1番5号 010425 



麻酔科領域のプ口スタグランジン

低血圧維持に
手術時の

異常高血圧の救急処置に
-禁忌(次の患者には投与しないこと)
(1)重症の動脈硬化症及び心あるいは脳に高度な
循環障害のある患者
(低血圧により症状が悪化するおそれがある。)

(2)重症の肝疾患、腎疾患のある患者
(低血圧により症状が悪化するおそれがある。)

(3)非代償性の高度の出血、ショック状態及び呼吸
不全の患者、未治療の貧血患者
(低血圧により症状が悪化するおそれがある。)

ほ)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
(r妊婦、産婦、授乳婦等への投与Jの項参照)

(5)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

の投与・」の項参照) 2. 重要な基本的注意 (1)本剤の作用には
個人差があるので血圧を頻回に測定するとともに、患者の全身
状態を十分に管理しながら慎重に投与すること。 (2)低血圧を
必要とする手術では ECG、導尿等により心機能や腎機能を監
視すること。 (3)呼吸抑制があらわれることがあるので、呼吸管
理に注意すること。 (4)本剤の過剰投与により著明な低血圧を
きたした場合には本剤の投与を中止して、麻酔を浅くし、体位
変換、気道内圧の減少等の処置を行うこと。また、その他の副
作用があらわれた場合にはすみやかに投与速度を遅くするか
又は投与を中止すること。 (5)術後は患者の血圧が完全に回復
するまで管理を行うこと。 3. 副作用副作用集計の対象となっ
た 2 ， 170例中 155例 (7.14%) に 168f牛の副作用が認められた。
主なものは静脈炎 82 件 (3.78%) 、 PaÜ2低下 13件 (0.60%) 、

低血圧 12件 (0.55%) 、頻脈 19件 (0.88%) 、不整脈 9
件 (0.41%に ST上昇・低下等 15件 (0.69%) などであ
る。(再審査終了時) (l)重大な副作用ショックまれ

劇薬 指定医薬局 要指示医薬局 薬価基準収載 にショックを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置
を行うこと内注射用 プ口スタク‘ランジ、ン El 製剤 (2)その他ゐ副作用

1019コ予'ィゴ500
注射用アルプ口スタジルアルファデクス

-効能・効果
1.下記における外科手術時の低血圧維持

高血圧症または軽度の虚血性心疾患を合併する場合
2. 外科手術時の異常高血圧の救急処置

・用法・用量
通常成人には本品 1パイアル(アルプロスタジルとして 500μg) を
輸液 100mL に溶解し毎分 5-10μg (0.1-0.2μgjkgj分)の注入
速度で点滴静注を開始する。血圧の下降に注意しながら目的と
する血圧まで下げ、以後それを維持できる点滴速度に調節する。
低血圧を維持するためには通常毎分 2.5-10μg (0.05-0.2μgjkg 
/分)を必要とする。

・使用上の注意
1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること) (1)心不全のある患者
〔心不全の増強傾向があらわれるとの報告があるので、観察を十分に行い、
慎重に投与すること。) (2)緑内障、眼圧充進のある患者〔動物実験(ウサ
ギ)で眼圧上昇が報告されている。) (3)ステロイド服用中の患者〔急性高IJ
腎不全を起こすおそれがある。) (4)衰弱患者〔状態が悪化するおそれが
ある。) (5)小児等 (r小児等への投与」の項参照) (6)高齢者 (r高齢者へ

0.5-5% 未満 0.5% 未満

心電図異常 (ST上昇・ 不整脈
循環器 低下、 T波逆転・平低

化)、頻脈、低血圧

注射部 静脈炎

肝臓
AST(GOT) 、 ALT
(GPT) の上昇等

その他 Paü2低下
尿量減少、

じずLキフィラキシー

4. 高齢者への投与高齢者では一般に生理機能が低
下しているので、低用量から投与を開始するなど患者
の状態を観察しながら慎重に投与すること。 5. 妊婦、
産婦、授乳婦等への投与妊婦又は妊娠している可能
性のある婦人には投与しないこと。〔アルフ。ロスタジルには
子宮収縮作用が認められている。) B. 小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する
安全性は確立していない(使用経験が少ない) 0 7. 適用
上の注意 (1)投与時:本剤は輸液以外の薬剤とは別経
路で投与すること(患者の血圧の変化に応じて本剤の
投与速度を適宜調節する必要があるため) 0 (2)調製方
法:インフュージョンポンプ使用に際しては、パック。ある

いはシリンジ内に気泡が混入しないように注意すること。

*その他、詳細は添付文書をご参照ください。

閉空?野警fPZ空?里会社



薬価基準収載

急性循環不全改善剤/点滴静注用塩酸ドJ(ミン製剤
劇薬・指定医薬品

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については、

添付文書をご参照下弘、

⑧HHkff信金子5
電話 03(3544)8858 

2000年10月作成



ポーテックスHMEF
サーモベントHEPA

Thermovent Series Heat and Moisture Exchanging FUters 

高性能なヘパフィルターが交叉感染を防御し、
患者・装置・医療スタッフの生命を守ります。

ポーテックスサーモベントHEPAI志、
ヨーロピアンスタンダードに基つく試験によって、
市販されているHMEFの申で、高い細菌除去効率が実証されていますヘ

* A.R.Wilkes, J.E.Benbough and S.E. Speight Bacterial and viral filtration performance of breathing system filters. BJA, Reprinted from 

Volume 82 number 3 March 1999. Pages 461P-462P. Jurnal ofthe Royal College of Anaesthetists, OXFORD UNIVERSITY PRESS. 

0疎水性HMEFのサーモベントHEPAは空中と液中の細菌を除去します。

0特許を有する等間隔なプリーツ構造は、最大限の除菌効果と最少の流量抵抗を可能にしました。

0ハウジングケースか5フィルターの屑が出ないように加工されています。

。八ウジングケースは患者に不快感を与えないように、力ドが滑5かです。

Technical Specification 

内容量
流量抵抗(30Lmin- 1 )

バクテリアフィルトレーション

ウィルスフィルトレーション

水分損失(Vt250ml 20b.min-1 ) 

製品規格

1 00/585/000 サーモベントHEPA

モニタリングポート付き

ガンマ線滅菌済

50個入り/1 箱

輸入販売元

45ml 

1.4cmH20 

MPV~l (之 99.999990/0)

MPV<lOO (> 99.9990/0) 

12mg H20/L 

本社名古屋市名東区一社1-10

承認番号20600BZY00060000

~1 日制テνコ株式会社
.札幌営業所 TEL (011 )221 ・8550 .大阪営業所 TEL (06)6941 ・3813 .神奈川出張所 TEL (042)799・5490

.仙台営業所 TEL (022)264・3371 .岡山営業所 TEL (086)241 ・5679 .金沢出張所 TEL (076)223・5801
・東京営業所 TEL (03)3816・3367 .広島営業所 TEL (082)277・6000 .神戸出張所 TEL (078)361 ・9180
・名古屋営業所 TEL (052)703-7501 ・福岡営業所 TEL (092)473・7687



ステレオクラムの見方(X 吋の人差し指を立て吋を見つめまれいわ何寄り目の状態になったら)脚ールにíoHt :l:To t旨の位置を少し吋後して
宜..~査 2つの心臓の写真が3つに見えるところを探します。真ん中が立体的に見えます。

J. 一剤で，動・静脈血管拡張+利尿の二つの作用を有する
急性心不全治療薬であるD

2. 前負荷軽減により，呼吸困難(肺うつ血)を改善する。
3. 後負荷軽減により，心泊出量を増大させる。

⑮⑮温室。α型ヒト心房性ナトリウム帝Ij尿ポ1)ペプチド製剤

... -..-U⑥ 

逗言プ凡;I~注射月ff蹴4.心拍数を上昇さ世g.，心筋酸素消費量を増大さぜない。
5. 副作用発現率は5.1%であり，主な副作用は血圧低下'2.3%，
低血圧性ショック1.0%，徐脈 1.0%などであった。

HANP( Injection 1000 一般名:カルベリチド
(遺伝子組換え)

[1995年 1 月承認時までの集計]

[組成 5) ネフローゼ症候群の患者
ハンブ@注射用1000は、 1 Jíイアル中力ルペリチド(遺伝子組換え)1000μ 本邦で実施された臨床試験において尿蛋白が摺加した例が認めら
を含有する。 れた。〕
添加物として0・マン二卜ー)[ノ375mg及びアミノ酢酸50mgを含有する。 6) へマトク1)ット値が著しく高い患者
[効能・効果へマトク1)ット値が上昇した例が報告ざれている。〕
急性心司t全(慢性心不全の急性溜悪期を含む 7) 重篤芯肝障害、腎障害を有する患者
[用法・用量肝控室害、腎障害を有する患者に対する使用経験が少芯い。なお、重
本剤は日本薬局方注射用水 10mLlこ溶解し、必要に応じて日本薬局方生理食 症の腎障害患者では、血祭中濃度が健常人の2倍程度に上昇し、血祭
塩液又は5%ブドウ糖注射液で希釈し、カルペリチドとして 1 分間あたり0.1 中からの消失半減期はほぼ同様の値を示したという報告がある。〕
μg/kgを符続静脈内投与する。なお、投与量は血行動態をモニターし主主がら 4. 副作用(まれに 0.1%未満、ときに 01 ~5%未満、副詞なし 5%以上
適宜謁節するが、患者の病態|こ応じて 1 分間あたり0.2μg/kgまで泊璽できる。 又は頻度不明)
[使用上の注意1)重大広副作用
1 . 一般的注意 血圧低下、ときに低血圧性ショック、徐脈等があらわれることがある。
1)本剤授与中に温度の血圧低下、徐脈等がみられた場合には、過量投 「予防及び処置方法 本剤投与にあたっては観察を十分行い、上寸
与の可能性があるので、このような場合には役与を中止すること。また、 l 記のような症状があらわれた場合は減量又は中止等、また、血圧 l 
血圧等の回復が不十分な場合あるいは徐脈を伴う場合には、輸j夜、硫 l 等の回復が不十分な場合あるいは徐脈を伴う場合には、輸液、 l 
酸アトロビンの静注等の適切な処置を施すこと。 L硫酸アトロビンの静注等の適切な処置を行うこと。.J

2) 本剤の投与は、血圧、心拍数、尿量、電解質、又は可能芯限り肺動脈喫 2) その他の副作用
入圧、右房圧、心拍出量等の患者の状態を十分監視し広がら行うこと。 循環器ときに顔のほてり、頻脈、不整脈等があらわれることがある。

3) 本剤の投与開始後60分経過しても血行動態、臨床症状に改善の傾 精神・神経系ときにめまい等があらわれることがある。
向がみられ芯い場合には、他の治療方法を施すこと。 血液ときに血小板減少、赤血涼減少、白血球指加、白血球分画の異

4) 本剤の投与により臨床症状が改善し、患者の状態が安定した場合(急 常、へマトク1)ット値ヘモグロビン値の変動等があらわれるこ
性期の状態を脱した場合)には、他の治療方法に変更するとと。 とがある。

5) 本剤は長時間投与(最長33.5時間)の使用経験は少芯いので、原則 肝鵬ときにGO丁、 GP丁、 A卜P、 y-GTP、 LDH、総ビリルビンの上昇等
として24時間を超える長時間設与は避けること。やむを得す長時間 があらわれることがある。
投与が必要と判断される場合には、患者の血行動態及び全身状態を 腎臓ときにBUN、クレアチ二ン、尿酸の上昇等があらわれることがある。
十分管理しながら慎重に投与すること。 消化器ときに幅気、曜吐等があらわれるととがある。

2. 禁忌(;欠の患者には技与しないこと)
1)重篤な低血圧、又は心原性ショックのある患者
〔本剤は降圧作用を有するため、その病態を悪化させる可能性がある。〕
2) 右室梗塞のある患者
〔一般的に、右室梗塞のある患者に対して血管拡張薬や利尿薬を用
いると、静脈璽矛が減少し、低心拍出状態を淘悪させるとし刈つれてし1る。〕
3) 脱水症状の患者
〔本剤は利尿作用を有するので、循環血祭量の減少している患者に
投与した場合、その病態を更に悪化させる可能性がある。〕

3. 慎量鍛与(;欠の患者には慎重に投与するとと)
1)低血圧の患者
2) 右房庄が正常域にある患者(例えば5mmHg以下の患者過度の血圧
低下が発生 9る可能性がある)

3) 利尿剤力守宣与されている患者(過度の利尿があらわれる可能性がある)
4)脱水傾向にある患者

(l) ~4) について上記の患者に本剤を投与すると過剰の前負荷軽減、
利尿効果が強く発現し、血圧の過低下が起こる可能性が高い。〕

&、 〔発売元〕干 103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

壬ぞゼリア新薬工業株式会社
Z E R I A (資料構求先]医薬部 告 03(3661) 0277 

その他ときに胸部不快感、呼吸困難等があらわれることがある。ま
た‘ときに血清蛋白の低下、血清電解質の変動、尿蛋白の増
加等があらわれることがある。

5 高齢者への妓与
般的に高齢者では、肝機能、腎機能が低下している場合が多く、副作用

が発現しやすいと推定されるので、血圧、心泊数、尿量、電解質、又は肺動
脈模入圧、右房圧、心拍出量等の患者の状態を十分監視し、過量投与に
怒らないよう投与量に注意すること。

6 妊婦・綬乳婦への投与
1)妊娠中の投与に関する安全性は確立してい広いので、妊婦又は妊娠
している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回る
と判断される場合にのみ投与すること。

2) 動物実験(ラット)で乳汁中への移行がわすかに認められるので
本高IJ投与中は綬乳を避けさせること。

7. 小児への投与
小児に対する安全性は確立していなし\(使用経験がない)。

8. 適用上の注意
1)調製時の注意

(1)本剤は、他の注射剤と混合せず用いることが望E正しい。
(2) 本剤は、日本薬局方生理食塩液での直媛溶解により、提言析が確認
されているので、日本薬局方生理食塩液での直後溶解は行わな
いこと。

(3) 現在までに下記の事前液と混合24時間までは配合変化を起とさ
忽いことが確認されている。
日本薬局方ブドウ糖注射液、日本薬局方生理食塩j夜、乳酸リンゲ
J レ;夜

ただし、日本薬局方生理食塩液、乳酪リンゲル液については、希
釈後力ルペリチド濃度が20μg/mLより高濃度に怠る場合には
24時間までに不溶物理E生じるので、希釈後力ルペリチド濃度が
20μg/mしより低濃度になるよう調製するとと。

2) 配合変化

(1)現在までに下記の薬剤lと混合24時間までに配合変化が生じる
ことが確認されているので、混合せず別の静脈ラインから投与
すること。
〔混合により外観変化が生じるもの〕
アスパラK注射液、力ルヒ"スケン注射液、ケーワン;主50mg、ソ
ルダクトン200mg、注射用ダイアモックス、ピタシミン注射液
500mg、ラシックス;主、ノボリン R;.主40、大塚塩力ル注2%、 1
モル塩化カリウム液「シミズ」、フ工ジン、ブルタール、工レメンミ

/ ツク注

〔混合により本高IJの含量が低下するもの〕
①イノパン注、力ルト二ック注射液50mg、ドブトレックス注射液
100mg、ノルアドリナリン、ボスミン注、レギチーン注射液
(亜硫酸水素ナトリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム含有の製剤)

(?Y\パリンナトリウム注Niシミズ」、カルチコール注射液
(2) 現在までに下記の紛液と混合24時閉までに配合変化が生じる
ことが確認されているので、混合して用いないこと。
[;毘合により本剤の含量が低下するもの〕
①アミカリック、アミゼット 10注射液、アミ二ック、アミノレパン
アミパレン、アミユ 、 12%イスポール注射液、テルアミノー
12X、バリアミンX、フィジオゾール 3号F、プラスアミノ、プロ
テアミン 12注射液、ブロテアミンXT注射液、マックアミン、モ
リアミンN、モリアミンS.N、モリブロン、モリプロンF
(亜硫酸水素ナトリウム、乾燥亜硫厳ナトリウム、ピロ亜硫酸カ
リウム、亜硫酸リジン含有の製剤)

②アミゼットB
9. 過量役与
本剤投与中に過度の血圧低下、徐脈等がみられた場合には、過宣投与の
可能性があるので、とのような場合には投与を中止すること。また、血圧
等の回復が不十分な場合あるいは徐脈を伴う場合には、輸液、硫厳アト
ロビンの静注等の適切芯処置を施すこと。

※詳細については、製品添付文書をご参照ください。

S?;~~ヰ龍五40



人工臓器

ホローファイバー ※2 
ダイアライザ- KF・ 201
医療用具承認番号:15900BZZ01521 000 

ダイアライザ- EV ※2 
医療周具承認番号:20400BZZ00761 000 
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血祭分離器

プラス‘マキユアー③ ※1
医療用具承認番号:20300BZZ01260000 

工パキュアー@※2
医療用具承認番号:16200BZZ01762000 

血祭成分分離器

工パフラックス@ ※2
医療用具承認番号:15800BZZ00770000 

血襲成分吸着器

メディソ-)お BL※ 1
医療用具承認番号:20300BZZ00626000 
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持続緩徐式血液漉過器

PSフィルター CF※1
医療用具承認番号:20300BZZ00042000 

吸着型血液浄化器

DHP@・lC薬物中毒・肝性昏睡用)※1
医療用具承認番号:15400BZZ00906000 

腹水源週濃縮用フィルター

PSフィルター AS(腹水濃過器)※1
医療用具承認番号:20300BZZ01263000 

PSフィルター AC(腹水漏過器)※1
医療用具承認番号:201 00BZZ01 064000 

装置

アフェレシスモニター

KM-8900 ※3 
医療用具承認番号:21 000BZZ00205000 

血痕交換用装置

KPS ・ 8800Ce ※3
医療用具承認番号:21200BZZ007 48000 

血液浄化用装置

KM ・ 8700 ※3
医療用具承認番号:21200BZZ00065000 

製造元

※1~~5υ:派手ィ刀JlJ練武会社
岡山県倉敷市酒津 1621

※2@~Jm聾化学工縫株式会祉
東京都品川区南大井3・28・ 15

※3 山陽電子工業練式会社
岡山市長岡4・73

発売元

~~ラレ:メヨィ刀JIJ株武会社
岡山県倉敷市酒津1621

阪:大阪市北区堂山町3-3 (日本生命梅田ビJレ) 〒530-0027 TEL (06) 6365-2811 

山:岡山市海岸通1 -2- 1 (クラレ岡山事業所) 〒702-8601 TEL(086) 264-1734 

国:愛媛県西条市朔日市892(クラレ西条事業所) 干793-0027 TEL (0897) 55-5700 

岡:福岡市中央区天神2-14-2 (福岡証券ビル)〒810-0001 TEL(092)741-9186 

JSG-1-M-LN-0111-1 

{お問合せ先]医療器材部

札 幌:札幌市中央区北三条西3-1-44 (富士ビル) 〒060-0003 TEL (011) 231-5404 

仙 台:仙台市青葉区一番町3ふ20 (日産火災仙台ビル) 干980-08 11 TEL (022) 222-4555 

東 京:東京都中央区日本橋3-1-6 (クラレ日本橋ビル) 干103-8254 TEL (03) 3277-6550 

名古屋:名古屋市中区錦3-11-23 (弘洋ビル) 干460-0003 TEL (052) 962・8983
福 井:福井市大手3-4-7 (住友生命福井ビル) 干910-0005 TEL (0776) 23-4108 

・2001 年10月より株式会社クラレはメテ‘イカル事業部を分社し、クラレメディカル株式会社として事業を行うことになりました。

大
岡
田
福



血液続ftのバグスナニア-!t!lメ戸ダJクノrv~r
ACH-07yグーズでの実演をトるとに
!fJm去るつτ厳芳~l台芸FdZ て冒す。
信綾子佐や操作佐の5らと去ぷfÍiJーとをト
実!Jl~1~1士。

持続緩徐式血液浄化装置

1.ろ液，補液，透析液の重量を，側面の小型バッグに貯留して重量を測るこ
とにより，高い精度でポンプの制御を行います。

2. 主要な操作部を前面に集中配置することで，わかりやすい操作と見やすい
一面管理を実現しました。

3. CHF， CHD， CHDF の各療法が行えます。また，マニュアル機能を使って血媛
交換療法などへの対応も可能です。

4. プライミング補助機能やチャンバー液面調整により準備時間の短縮が可能です。

5. 警報発生時には，ディスプレイが赤色に変化し警報内容をお知らせします。
また，解除スイッチを押すことで簡単な復帰が可能です。

S. 高性能なバッグ加温器を標準装備し 安心してお使いいただけます。

7. オプションとしてバッテリーとプリンターを用意しております。

医療用具承認番号 21000BZZ00187000

〈バッグ加温器〉
医療用具承認番号 21000BZZ00096000

持続緩徐式血液漉過器

パンフローは，従来の問歌的な血液透析や血液鴻過法では適用困難な
多臓器不全などの重症合併症 心不全や浮腫などの心循環器系の不全
などを伴う腎疾患に対し，長時間に緩徐な体液調整を行うためのもので，
主として救命救急治療室および集中治療室で使用される持続緩徐式血
液鴻過器です。

・特長
APF-Sシリーズは，低分子量蛋白の除去性能の向上を目的として，生体
適合性・透水性に優れているポリアタリ口ニトリル (PAN) 膜を用い

中空糸の孔径を適正化した持続緩徐式血液鴻過器です。 医療用具承認番号 16200BZZ01897000

|A問|旭チテセ力JL株式会社 北海道支店 ft011 (261) 5540 名古屋支店 ft052(212)2222
東北支店 ft022(225)7261 大阪支店 ft06(6228) 6351 
東京第一支店 ft03(5802) 6011 中四国支店 ft082(243) 081 0 
東京第二支店 ft03(5802) 6020 九州支店岱092(752)4244



血液凝固阻止剤(乾燥濃縮人アンチ卜口ンビンm) 薬価基準収載|

13旨定医薬晶|献血J~:&目=J
d~ 

e 
|幸一晶|献血J邑五回=J1500注射用
El' JVÁ~~ 翠国 EmtJtl~店主遷

-本剤は献血由来の製剤で下記の
スクリーニングが実施されていま弘

eHBs抗原 ・抗HCV抗体
・抗HIV-1 ， 2抗体 ・ ALT(GPT)
・抗HT~\/ー I 抗体(抗ATLA抗体)
・ヒトJ\ルボウイルス819 (RHA法)
・核酸増幅検査 (NAT): HIV-1 , HBV, HCV 

陵斑祖国厩J~~

く〉先天性アンチトロンピン皿欠乏に基づく血栓形成傾向

。アンチトロンビン皿低下を伴う汎発性血管内凝固症候群 (DIC)

-..;;W.ilal..;;~置

本剤( 1 瓶)を添付の注射用水(献血ノンスロンは 10mL、献血ノン

スロン 1500注射用は30mL)で溶解し、緩徐に静注もしくは点滴
静注する。

。先天性アンチ卜口ンビンE欠乏に基づく血栓形成傾向
本剤 1 日 1 .000~3.000単位(又は20~60単位/kg) を投与す

る。なお、年齢、症状により適宜減量する。

。アンチ卜口ンピン皿低下を伴う汎発性血管内凝固症候群 (DIC)

アンチトロンビンEが正常の70%以下に低下した場合は、通常
成人に対し、ヘパリンの持続点滴静注のもとに、本剤 1 日 1.500
単位(又は30単位/kg) を投与する。

ただし、産科的、外科的DICなどで緊急処置として本剤を使用す

EEヨ....圃置~:J.亘書三週

, .慎重投与(次の患者には慎重に投与する乙と)
(1)溶血性・失血性貧血の患者[ヒトパルボウイルスB19の感染
を起こす可能性を否定できない。感染した場合には、発熱と

急激な貧血を伴う重篤な全身症状を起乙すことがある。]
(2) 免疫不全患者・免疫抑制状態の患者[ヒトパルボウイルス

B19の感染を起こす可能性を否定できない。感染した場合に

は、持続性の貧血を起とすととがある。]

2. 重要な基本的注意
(1)本剤は、 HBs抗原、抗HCV抗体、抗HIV- 1 抗体、抗HIV-2抗
体、抗HTLV- I 抗体陰性で、かつALT (GPT) 値でスクリー

二ングし、さらにHIV-1 、 HBV及びHCVについての核酸増幅

検査を行った献血者の血祭から製造されている。本剤はウイ

ルスの不活化又は除去を目的として65
0

C 、 96時間の加熱処

理及びウイルス除去膜によるろ過処理を行っているが、投与

に際しては、次の点に十分注意すること。

血業分画製剤の現在の製造工程では、ヒトパルボウイルス
B19等のウイルスを完全に不活化・除去するととが困難であ
るため、本剤の投与によりその感染の可能性を否定できない

ので、投与後の経過を十分に観察すること。
(2) アナフィラキシ一様ショック等の重篤芯副作用を起とすこと

があるので使用にあたっては、経過を十分観察するとと。

禁 忌:本剤の成分に対しアナフィラキシー
様ショックの既往歴のある患者さん
には投与しないでください。

原則禁忌:本剤の成分に対し過敏症の既往歴
のある患者さんには投与しないこ
とを原則としますが、特に必要と
する場合には慎重に投与してくだ
さし、。

る場合は、 1 日 1 回40~60単位/kgを投与する。なお、年齢、

体重、症状により適宜増減する。

ド用法 用量に関連する使用上の注意>
(1)出血検査等出血管理を十分行いつつ使用すること。

(2) ヘパリンの併用により出血を助長する危険性のある場合iは本 i

斉Ijの単独投与を行うこと。

(3) 0 I C の場合におけるヘパリンの 1 日持続点滴は、通常 j

10.000単位が適当と考えられるが、臨床症状により適宜増 j

減すること。ただし、 1 時間あたり 500単位を超えないとと。

(3)本剤を、緊急措置以外|こDIC治療に使用する場合にあたっては、

患者のアンチトロンビンE値が正常の70%以下に低下してい

る場合においても、本剤の投与が医療上必要であると判断さ
れたときに使用するとと。

(4) 本剤の使用にあたっては、少なくとも2日以上使用してその効

果を判定し、使用の継続を判断するとと。

3. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実

施していない。(再審査対象外)
(1)重大な副作用
アナフィラキシ一様ショック(頻度不明)を起こすことがある
ので観察を十分に行い、異常が認めうれた場合には投与を中

止し、適切な処置を行うこと。
(2) その他の副作用

頻度不明

発疹、尊麻疹等

AST (GOT) 、 ALT (GPT) の上昇等

瞳気、 日匡吐

悪寒、発熱、頭痛、胸部不快感、好酸球増多

注)このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

-使用上の注意の詳細および取扱い上の注意等については、添付文書をご参照ください。
製造〔資料請求先〕

⑧日本製薬株式会社
干101-0031 東京都千代田区東神田一丁目9番8号

販売

⑨武田薬品工業株式会社
干540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号



エレクトロニクスで病魔に挑戦

監 NIHON KOHDEN ノ45PECY@

コンパク卜!こなって新登場!!

BISモニタ

A-2000 ﾍliS1 
.A-2C削 BISモニタは、パイスペクトラル・インデ、ソクス (BIS

値)を測定するためのモニタです。 BIS値は患者さんの催眠レ

ベルと非常に高い相関を示すと言われています。

.プロポフォールに代表される静脈麻酔はもちろん、セボフル

ランやイソフルラン等の吸入麻酔においても大いに力を発揮

します。(注:吸入麻酔の鎮痛効果や筋弛緩効果は反映されません。 )

・術中の様々な刺激や麻酔器のトラブルによる患者さんの予期

せぬ覚醒を発見しやすくなります。

・必要最小限の麻酔薬使用量の調節により、患者さんの予後
向上につながります。

.ポールにマウント可能です。 オペ室でも、スペースをとりま

せん0

.コンパクトで軽量(1.4kg) 、持ち運びもらくらく 。

|医療用具承認番号 1 21300BZG000290001 

K04-008 

~ 
おかげさまで 50年

あたたかい、未来のために。

BISセンサ Plus
BISセンサ Plusは低インピーダンスを得ら
れるよう前処理されていますので、臨床現場
で容易にすばやくご使用いただけます。

。 1 996.1 998 .1 9個師陣ct M岡田!Systøms.lnc

日本光電需??ZT駐仏28
*カタログをご希望の方は当社までご請求ください。

-・・・・・・・・・自画面.，~町四~珊副liY司副史司置宙開・直観・:111・M・
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ドイツ・ドレーゲル祉の最高機種

人工呼吸器『工ビタ4J

“工ビタ4は進化し続けます"

-シンプルな操作
タッチスクリーン方式のコントロールパネルと、ロータリーノブによる
「選ぶ・回す・押す」だけの簡単操作。

-オプション追加によるアップグレード可能
ユーザニーズに応じて、オプションの追加によるアップク‘レードが可能です0
・ブリージングサポートキット (pPS) ・・・挿管チューブ‘による呼吸抵抗を
軽減し (ATC)、患者さんの自発呼吸に近い呼吸サポート (pPS) で人工呼
吸器からの早期離脱を促進。
・ネオフローキット・・・体重O.5kgからの未熟児/新生児も対応可能0
・ Sp02センサ・・・呼吸・循環の同時評価が可能。

e BIPAPモード標準装備
高い気道内圧による肺障害やファイテイングの危険性を最小限に抑えます。

e C02センサ標準装備
ガス交換の指標、適正挿管の判断に有効なCO2計測機能を搭載。

e Ideal Body Weightスター卜機能
電源投入時、体重を入力するだけで自動的に初期設定が完了。
患者さんに最適の呼吸ケアを素早く開始できます。

ドレーゲル光電 罰器官4-1
l 人工呼吸器工ビタ 4 I EVT -4000 I 医療用具承認番号 2面白BZY00757己而1

K04・010A 輸入販売元:ドレ ゲル光電株式会社 販売:日本光電工業株式会社

本製品に関するお問い合わせ、カタログのご請求は

東京都新宿区西落合1-31-4 〒 161 ・8560
告知) 5996-8028
日本光電工銭(練}
URL http://www.kohden.co.jp/ 
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AII patient categories. 

Ne山 proc_edures. New possibilities, 
びerVQl Ventilation platform 

サーボベンチレータシリーズ

Servoi 
新生児/小児/成人用人工呼限器
医療用具承認番号 : 21200BZY00120000 

フクダ電子ホームページ|お客様窓口
http://www.fukuda.co.jp I 包 (03 ) 5802-6600 

-医用電子機器の総合メーカー

7'79-1章子聴豆電重量誼⑮
本社 東京都文京区本郷 3・39・4 TEL (03) 3815-212lC代)干 113・8483



向日野怒号つなぐ¥.W' FUKUDA 
¥.T DENSHI 

ワイドなディスプレイと豊富なパラメータ表示を実現した
ベッドサイドモニタ

l
n
u
 

M
タ

n
v

u
三
凋
『

s

院
5

A

詩
園

川
材
S

U
出
D ハグエシp~を実感f
医療用具承認番号 : 21200BZZ00486000 

Jヅq、)のずに型カラ-~.-4>~/
，.~，\i.;-
。v

o 
~ 

-レイアウトフリ一
本体，カラー液品テ‘ィスプレイ，インプットボックス
か5なるセパレート設計

・ワイドな 12.1 インチカラー画面
鮮やかで高精細，薄型の見やすい大型 12.1 インチTFT
カラー液晶ディスプレイ

-多くのパラメータ測定を実現!
最大10波形および最大16項目の計測値を同時表示

・モジ‘ユール方式採用
・セントラルモニタとの通信に対応
・タッチスクリーンによる快適操作

立問予95ZR官 事

非窟妻f8'i/，ìlltJJ:J:J.重のAZ傷害ニタジングf
呼阪管理モニタ
NICOモ=タ 7300
医療用具承認番号:21200BZY00263000

-手術室，ICUにおける革新的ニューアイテム!

・全身麻酔中や人工呼吸中の重症患者に非侵襲

的に心拍出量の連続モニタリンク‘が可能!

eSp02 ， ETC02，換気力学 (P/Vカーブ，F/V力

ーブ等)モニタリングも可能

・波形肺胞有効換気量，VC02，生理学的死腔率

が測定でき，ウィ一二ンク‘にも貢献

・電源は交流とバッテリ動作が可能

・コンパクト設計(寸法:27.3X 16.5x24cm, 

重量:4.5kg)

フクダ電子ホームページ|お客様窓口
http://www.fukuda.co.jp I 宮 (03 ) 5802-6600 

.医用電子機器の総合メーカー

7'79.1草子様式盆誼⑪
本社 東京都文京区本郷 3・39-4 TEL (03) 3815・2121(代)干 113・8483
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連続心抽出量 心肺系容量評価
パルスカンター(動脈庄波形解析)法を採用 経動脈的熱希釈法を採用

毎心拍 (Beat-to- Beat) の動脈圧波形面積を 肺動脈カテーテルの代わりに、サーミスタ付のPCCOカテーテルを動脈に

利用した連続心拍出量のモニタリンク‘ができます。 挿入することによって、心肺系の血液容量司肺血管外水分量を評価で、きますO

測定パラメータ | 

-心柏数 (HR)

・動脈圧 (AP)

・心拍出量 (COa)

.連続心拍出量 (CCOpc)

.一回拍出量 (SV)

.胸腔内血液容量 (lTBV)

・拡張末期心臓血液総容量

(GEDV) 

-心機能係数 (CFI)

・腕血管外水分量 (EVLW)

・体血管抵抗 (SVR)

.左室収縮力指数(dP/dt max) 

特長

低侵襲で簡便
肺動脈カテーテルを挿入することによる期外収縮誘発などのリスクがありません。

より短時間で、セットアッフ。がで、き、簡便に測定が行えます。

直接的指標
ウエッジプレッシャーの代わりに、心肺系情報を胸腔内血液容量と

肺血管外水分量によって評価することが可能です。

販売名:連続心拍出量測定装置ピコ

医療用具承認番号 :21000BZY00669

販売名 :PCCO力デーテルキット

医療用具承認番号 : 21100BZY00424

輸入元:株式会社佐多商会
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指定医薬品
要指示医薬品:注意一医師等の処方せん・指示により使用すること
血栓溶解剤

ヲヲFヲヲー;主薪
くモンテプラーゼ(遺伝子組換え)製剤〉

指定医薬品
要指示医薬品:注意-医師等の処方せん・指示により使用すること
急』性IL，\不全治療剤

fpfZL5mg 

頻脈』性不整脈治療剤

タニ.コ『az;主50mg

硝酸イソソルビド注射剤

ZトD-JÇj~5mg.
指定医薬品

硝酸イソソルビド点滴静注用製剤

_1・E-HF51毘:;
劇薬・指定医薬品
要指示医薬品:注意-医師等の処方せん・指示により使用すること
Ca++括抗性不整脈治療剤

7Y-ーρ〆⑮二F士7")~
く塩酸ベラパミル製剤〉

l 薬価基準収載l

資料請求先:エーザイ株式会社医薬部

-効能・効果、用法・用量及び禁忌を含む使用上の

注意等については添付文書をご参照ください。ヒユ44f点夕日出fifl含ι



一過性肺塞按症リスクに・.

細径イジトロテコーす

アンテオ・フィルタ

挿入・抜去が容易

また、

ット水源による血控除去用

仏オアシス。

持チッフより噴射される

ヅトパワーにより、血桧を

、短時間での血流再聞を



急性腺炎、DIC、 ECC*時の血液凝固防止に

-薬価基準収載

* EXTRACORPOREAL CIRCULATlON 

蛋自分解酵素阻害剤(メシル酸ナフアモスタツ卜)

芸員首ヲヲ2t-
芸員古ヲt7::J@SO

[薬価基準収載]

禁忌(次の患者には投与しないこと)
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

※注射用フサンと注射用フサン50では効能文は効果カず異なります。

効能又は効果、用法浸び用量、使用上の注意等については、

製品添付文書をご参照ください。

製造販売元 資料請求先

鳥居薬品株式会社学術部

⑨ R!?罪it空会会翌 TEL 0120 (31) 6834 (フリーダイヤル)

FAX 03 (5203) 7335 

1999.8 

セフェム系抗生物質製剤

注射用硫酸セフピロム Broact⑧ 略号 CPR
注1)注意ー医師等の処方せん・指示により使用すること

・「効能・効果J ， r用法・用量J ， r禁忌J ， r原則禁忌J ， r使用上の注意」等については添付文書をご参照下さい。

〔資料請求先〕 塩野義製薬株式会社製品情報部干541-0045 大阪市中央区道修町 3・ト 8

⑧; アベンティス社登録商標 2001年 10月作成A42

輸入

アベンティスファーマ株式会社
干 107-8465 東京都港区赤坂二丁目 17番 51 号 ⑧ lff:tT警警



Cefamezinæα 
(略号 :CEZ)

合成セファロスポリン製剤薬価騨載

く注射用セファゾリンナトリウム水和物〉 指定医薬晶・要指示医薬晶注)
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l 放射線科と泌尿器科の先生方の共同執筆による新しい解説書 | 

型

いま必要な疾患の知識と各種画像診断
編著O杉村和朗(神戸大学大学院医学系研究科生体情報医学講座)

〈 AB判 312頁/定価: 6.50日叩〉

との本には泌尿器疾患の
知識が詰まっています

泌尿器の

韓両の知可

-主要目次・

第 1 章技術および原理/第2章画像の基づく骨盤部正常解剖一生理および

正常所見-/第3章治療後の変化/第4章腎尿路系男子生殖器系の発生と

その奇形/第5章腎/第6章副腎/第7章尿管・跨脱/第8章前立腺・精嚢/

第9章尿道・外性器

秀，商社

l “所見か5鑑別を絞り込む11 待望のテキスト登場 | 

所見か§せまる
脳MRl

一票締鑑別診断ー
B5判

編著/土屋一洋(杏林大学医学部放射線科 1 300ページ

青木茂樹(東京大学医学部附属病院放射線科) I 定価
5 ， 500円+税

砂 主要目次

最新刊

1 T1強調像の高信号/2 T2強調像の低信号/3 T2強調像の著明な高信号/4 拡散強調像の
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生きょうと決意す: る子どもがいる。
小さな生命を守り育てた愛と涙の91 日間

The Heroic Doctors and Nurses 

Who Perform Medicine's T�iiest 

中

エドワード・ヒュームズO著

川上直子+加部一彦(愛育病院新生児科部長)。訳

ビューリッツアー賞受賞ジャーナリストが描く

新生児集中治療室 (NICU) の光と磐…

ここにはNICUの真実がある。

2002年 1 月下旬発売予定
四六判・仮フランス装・ 408ページ・予価1，900円(税別)

治 療
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J~ Yamanouchi 

〔禁忌(次の患者には投与しないこと)) 
(1)肥大型閉塞性心筋症のある患者[流出路閉塞が悪化する
可能性がある。 ]

(2 ) 本剤に過敏であることが知られている患者

~ .効果〕 下記の状態で他の薬剤を投与しても効果が不卜分な場合
急性心不全

〔用法・用量〕 本剤は、注射液そのまま、又は必要に応じて生Jlg食血液、ブドウ精注射1夜、
乳酸リンゲルi夜、総合アミノ酸注射液等で希釈し、ミルリノンとして体重 1kgあたり50"gを
10分間かけて締脈内投与し ，0] 1 き続き l 分 11りあたり0.51' g kgを点滴静脈内投うする。 な
お、点滴投与量は患者の血行動態、臨床痕状に応じて l分間あたり0.25 ~ 0.75flg/kgの
範開で適'îL明滅できる。また、患者の状態によっては、点滴静脈内投'}から開始してもよい。

<用法・用量に関連する使用上の注意>
(1 ) 本商lJの投 'jーにより臨床症状が改持し、忠訴の状態が安定した場合(忽、性J切の状態 ;
を脱した場合)には、波然と投守することなく他の治療 }J法に変更すること。 投予期 Ilij : 
は忠者の反応性に応じて異なるが、本f.1\においては48時間を超える使用経験がほと 1
んとないので、これを超えて投与する必要が生じた場合には、血行動態>>..び全身状態 i
T宇を十分管JI1l.しながら慎重に投与すること。 なお、 11 1の総投与量は1.13mg kg (ゑ認;
用量の上限で24時間投うした場合に相吋)を超えないこと。 :
( 2 ) 本部lは腎排池型の薬剤lでありJFF俄能が低下している患者(慢性特不全、糖尿病性 :
腎症、高齢者等)では血禁中濃度が向くなるおそれがあるので、血圧、心汀l数、心屯問、 :
尿量、腎機能、体液及び電解質、また可能な限り!J，lî動脈喫入 11、心拍出hl及び血液ガス :
等、忠者の状態を十分観察しながら、点滴静脈l人j投与の際には1分間あたり0.25flg/
kgから開始するなど過量投うにならないよう悦![Iに投守すること。 なお、的li，7クレアチ i
ニン値3.0mg dしを超える忠者で、本斉IJの JÚl禁中濃度が高まることが認められている;
ので、このような忠者では特に注意すること。 :

〔使用上の注意)(抜粋)
1.慎重投与(次の患者には偵 íltに投うすること ) (l )重篤な頻脈性不繁脈のある患者
( 2 )腎機能の低下している患者 ( 3 ) ~苦しく血圧の低い忠者 ( 4 )高齢者 ( 5 ) 血消カリウム
低下のある忠お
2 .重要な基本的注意 (l)本剤は他の薬剤を投与しても効果が不十分な場合に適用を
考慮すること ( 2 ) 本剤の投ワー l諸に体液減少及びm解質の是正、呼吸管理等の必要な
処置を行うこと。 ( 3 ) 本剤の投引立、 l血圧、心的数、心氾岡、尿祉、腎機能、体液及び電解
質、また可能な限り肺動脈傑人圧、心打l出品及び血液ガス等、居、在の状態を観察しながら
行うこと。 (4)本剤lの投うによっても、期待された改善がみられない場合には妓与を中止し、
他剤に切り答えるなどの必要な処置を行うこと。 なお、将機能の低下している忠符にて、腎
機能の悪化を来すことがあるので注意すること。 ( 5 ) 本部lの投与 rl' に、過度の心拍数増
加、血圧低下があらわれた場合には、過:hl:投与の可能性があるので、 このような場合には
減量又は中止するなどの適切な処世を行うこと。 ( 6 ) 向度の大動脈弁狭窄・{曽帽弁狭窄
等がある患者では、本剤による改善がみられない可能性がある。 ( 7 )判尿剤を大量に投与

耳芯台 ，崎u町'
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されている患者では、本方IJに卜分反応しない可能性があるので注意すること。 ( 8 )フロセミド
等のループ利尿剤の投与を受けている患者では、過度の利尿により低カリウム胤痕が生じ
やすいため、ジギタリスを併用している場合はジギタリスによる不整脈が生じやすくなるの
で、本剤と併用する際には注意すること。 ( 9 )急性心不全患者では、不整脈があらわれるこ
とがあり、本剤投手によりその可能性を高めるおそれがあるので、初期投与量を減量するな
ど注意すること。
3.相互作用 [併用注意](併用に注意すること ) カテコラミン系の強心薬 (塩酸ドパミン、単
酸ドプタミン等)
4.副作用 安全性評価対象例210例'i'副作用が報侍されたのは32例 ( 1 5.2% )であり、副
作用発現件数は35件であった。主な副作用は心室性知l外収縮、心室頻拍、心室紺l郵j等で
あった。 臨床検査値異常変動に関しては、JÍl1小板減少、 LDHの上昇等であった。(;兵認時)
( 1)重大な副作用 1)心室鎖拍 ( torsades de pointesを含む) 、 心室細動、血圧低下
(0.1 ~5%未満 ) :心宝塚i拍 ( torsades de poi n tesを合む)、心室紺l動、血圧低下があら
われることがあるので観察を卜分に行い、これらが認められた場合には、減丑又はけ 'JIニする
など適切な処置を行うこと。 2 )腎機能の悪化( 0.1 ~ 5%未満 ) : 腎機能の低下している
患者(慢性腎不全、糖尿病性腎症、高齢者等)では、腎機能の悪化を来すことがあるので、
観察を卜分に行い、このような場合には投与をrl'止すること。
(2) その他の副作用

0.1 ~5%未満

心房総i動、心室性期外収縮、ヒ室性期外収縮等の不整脈、頻脈、動停
血小微減少

曜気、曜l止

その他 | ほてり感、頭痛、肝機能障害
外国において、まれに気管支唆織があらわれたとの報告がある。

・その他の使用上の注意等については、製品添付文書をご参照
ください。

- 技術導入 ・販売提携 山之内サノフィ製薬株式会社
. 製造発売元[資料請求先]山之内製薬株式会社

干 1 03・8 411 東京都中央区日本橋本町 2-3- 11

ミルリーラ注射漉10mB
医書店mz匡宮店E語調圃副副司1I1~:~謹君臨祖国~哲詞阻・・凶阻臨調目
朱注意ー医師等の処方せん・指示により使用すること 2001 /12 作成



より明確な心機能評価を実現

CEDVモニターは、心拍出量、混合静脈血酸素飽和度、
右室拡張終期容量を連続的に測定できるシステムです。

0 ・

-輸入販売元

パクスター株式会社
工ドワーズライフサイエンス事業本部
本社 : 東京都千代田区六番町4番地

5列lロード伺Iに 三一一プーJ
右室のプリロードを直接的に表す右室拡張終期容量

(RVEDV) を連続測定します。

圧だけでなく 『容量J を測定することにより、より信頼性

の高いプリロードの指標を得ることができます。

EffiWÞWAi・司ン』トロール!こ 一一】
左室に比べ、よりプリロードに敏感である右室の容量を

測定し、 Frank-Starlingの法則に基づいたボリューム

管理を可能にします。 この右室容量のモニタリングは、

重篤な患者への的確な輸液を行う上で極めて有用で

す。

E主な特徴 一一一 >
* CO, SV02, EDV等のパラメーターを連続測定

*CCO/CCIとEDV/E DVI値を迅速に表示し、細かな

変動にも追従するSTATモード・スクリーン

*30分---24日寺問のCCO/Sv02/EDVトレンド・テ3イスプ

レイ

*特有のランダムな加熱パターンにより、より信頼性

の高い心拍出量をj則定

*表示パラメーターを数種の組合せから選択可能

医療用具承認番号: 21300BZY00164 

Edwards Lifesciences 

製品に関するお問い合わせは下記にお願いたします。

札幌 Tel (011) 261 ・6810 (代) 東京 Tel (03 ) 5213・5710 (代)

仙台 Tel (022) 225-4743 (代) 繍浜 Tel (045) 201 ・2518 (代)

新潟 Tel (025) 249-2588 (代) 静岡 Tel (054) 250-8502 (代)

大宮 Tel (048) 647・5311 (代) 金沢 Tel (076) 244-9550 (代)

名古屋 Tel (052) 735-7610 (代)

京都 Tel (075) 344-1456 (代)

大阪 Tel (06) 田50・6341 (代)

神戸 Tel (078) 272-2101 (代)

岡山 Tel (086) 226-2440 (代)

広島 Tel (082) 242・2425 (代)

福岡 Tel (092) 281 ・5414 (代)

鹿児島 Tel (099) 257-0900 (代)

EW-2001-022 
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