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（第４会場：4階	41会議室）

	 8:45 〜 9:00 開会挨拶 日本集中治療医学会第 3 回東海北陸支部学術集会　会　長　土井　松幸

	 17:00 〜 17:15 優秀演題賞発表・表彰／閉会挨拶

シンポジウム

シンポジウム 1
9：00〜11：00（第５会場：4階	43会議室）

「集中治療での薬剤師の役割を考える」
座長：小倉  真治（岐阜大学医学系研究科　救急・災害医学分野）

SY1-1	 集中治療室で感染症治療に携わる薬剤師の貢献とその後の展開
 演者：山田  尚広（浜松医科大学医学部附属病院薬剤部）

SY1-2	 血液浄化施行時の薬剤投与の考え方
 演者：竹本  雄一（藤田医科大学病院　薬剤部）

SY1-3	 救急・集中治療領域における薬剤師の役割とチーム医療に基づく臨床研究の展開
 演者：小林  亮（岐阜大学医学部附属病院　薬剤部）

SY1-4	 救急・集中治療領域における薬剤師のあり方とは
 演者：吉田  省造（岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター）

シンポジウム 2
12：45〜15：45（第１会場：1階	大ホール）

「急性期リハビリテーションを考える」
座長：祖父江  和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）

山内  克哉（浜松医科大学 医学部附属病院リハビリテーション部）　　　　　　

SY2-1	 ICUリハビリテーション　総論と我々の取り組み
 演者：山内  克哉（浜松医科大学　リハビリテーション科）

プログラム
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SY2-2	 		消化器外科術後の回復促進を目的とした周術期管理チームにおける周術期リハビ
リテーション強化の取り組み

 演者：高尾  昌資（浜松医科大学附属病院　リハビリテーション部）

SY2-3	 集中治療室から始める活動を育むリハビリテーション
 演者：水谷  公司（藤田医科大学病院リハビリテーション部）

SY2-4	 当院 ICUにおける理学療法士専従配置と早期リハビリテーション
 演者：野々山  忠芳（福井大学医学部附属病院　リハビリテーション部）

SY2-5	 集中治療チームで取り組む術後鎮痛が早期リハビリテーションに及ぼす影響
 演者：仙頭  佳起（名古屋市立大学大学院医学研究科　麻酔科学・集中治療医学分野）

SY2-6	 重篤患者に求められる急性期リハビリテーション医療
 演者：中村  健（横浜市立大学医学部リハビリテーション科学）

集中治療文献レビュー

集中治療文献レビュー
9：15〜10：10（第３会場：3階	31会議室）

座長：中島  芳樹（浜松医科大学医学部附属病院麻酔科蘇生科）

	 「呼吸管理　最近の話題」
 演者：今井  寛（三重大学医学部附属病院　救命救急センター）
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教育講演（D）

教育講演（D)1
9：00〜9：40（第４会場：4階	41会議室）

座長：松島  暁（中東遠総合医療センター救急科）

EL(D)1	 若手医師・看護師向け！	疑いから始める循環管理
 演者：奥村  将年（愛知医科大学　医学部　麻酔科学講座）

教育講演（D)2
9：45〜10：25（第４会場：4階	41会議室）

座長：渥美  生弘（聖隷浜松病院救命救急センター  救急科）

EL(D)2	 集中治療スタッフも産科をもっと知ろう
 演者：佐野  文昭（名古屋市立大学大学院医学研究科　麻酔科学・集中治療医学分野）

教育講演（D)3
10：30〜11：10（第４会場：4階	41会議室）

座長：酒井 宏明（藤枝市立総合病院集中治療室）

EL(D)3	 Immunothrombosis（免疫血栓）と多臓器不全
 演者：下村  泰代（藤田医科大学　麻酔・侵襲制御医学講座）

教育講演（D)4
12：45〜13：25（第４会場：4階	41会議室）

座長：岡島  正樹（金沢大学附属病院　集中治療部）

EL(D)4	 中毒診療における集中治療医の役割　〜化学・生物テロ対策も含めて〜
 演者：土井  智章（岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター）

教育講演（D)5
13：30〜14：10（第４会場：4階	41会議室）

座長：御室  総一郎（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部）

EL(D)5	 ICUにおける鎮静鎮痛
 演者：加藤  弘美（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部）



－ 14 －

教育講演（N）

教育講演（N)1
9：00〜9：30（第１会場：1階	大ホール）

座長：乾  早苗（金沢大学附属病院救急部）

EL(N)1	 補助循環装置を装着している患者の看護
 演者：蔵  サユリ（富山県立中央病院　看護部）

教育講演（N)2
9：35〜10：05（第１会場：1階	大ホール）

座長：本家  淳子（浜松医科大学医学部周術期等生活機能支援学講座）

EL(N)2	 PICS 対策としての看護ケア
 演者：河合  佑亮（藤田医科大学病院 看護部）

教育講演（N)3
10：10〜10：40（第１会場：1階	大ホール）

座長：佐藤  慎哉（富山大学附属病院看護師特定行為研修センター）

EL(N)3	 特定行為に係る看護師に求められる看護とは
	 ―救急看護認定看護師として特定行為研修を修了して―
 演者：辻  俊行（岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター）

教育講演（N)4
10：45〜11：15（第１会場：1階	大ホール）

座長：豊﨑  曜子（九州大学病院　救命救急センター・救命ICU）

EL(N)4	 診療看護師（NP）は集中治療におけるチーム医療に貢献できるのか？
 演者：森  一直（愛知医科大学病院　看護部 / 麻酔科）

教育講演（N)5
12：45〜13：15（第３会場：3階	31会議室）

座長：藤井  晃子（名古屋大学医学部附属病院看護部）

EL(N)5	 集中治療における倫理的意思決定支援の実際
 演者：豊﨑  曜子（九州大学病院　看護部　救命 ICU）
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教育講演（N)6
13：20〜13：50（第３会場：3階	31会議室）

座長：石原  靖乃（浜松医科大学医学部附属病院看護部）

EL(N)6	 当院でのPICS予防に対する取り組み　〜 ICUダイアリーを導入して〜
 演者：桒原  勇治（福井大学医学部附属病院呼吸器センター）

教育講演（N)7
13：55〜14：25（第３会場：3階	31会議室）

座長：河合  佑亮（藤田医科大学病院看護部）

EL(N)7	 せん妄予防バンドルの導入の取組み
 演者：北山  未央（金沢医科大学病院）

教育講演（N)8
14：30〜15：00（第３会場：3階	31会議室）

座長：桒原  勇治（福井大学医学部附属病院呼吸器センター）

EL(N)8	 集中治療後症候群（Post-Intensive	Care	Syndrome:	PICS）とその予防
 演者：櫻本  秀明（茨城キリスト教大学　看護学部看護学科）

教育講演（C）

教育講演（C)1
9：00〜10：30（第２会場：2階	22会議室）

「呼吸療法のABCとピットフォール」
座長：神戸  幸司（小牧市民病院　診療技術局　臨床工学科）

中村  光宏（浜松医療センター　臨床工学科）　　　　

EL(C)1-1	 これであってる酸素療法？
 演者：開  正宏（  名古屋第一赤十字病院　臨床工学技術課　兼　教育研修推進室　兼　医療

安全推進室）

EL(C)1-2	 〜 NPPV導入から管理までポイントを押さえよう〜
 演者：小山  昌利（公立陶生病院　臨床工学部）

EL(C)1-3	 コメディカルからの人工呼吸器〜エビデンスから考える人工呼吸器の設定〜
 演者：石橋  一馬（神戸市立医療センター中央市民病院　臨床工学技術部）
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教育講演（C)2
10：40〜11：10（第２会場：2階	22会議室）

「臨床工学技士が集中治療領域に関わるには」
座長：興津  英和（浜松労災病院　中央臨床工学部）

EL(C)2	 ICUプロフェッショナルの条件
	 ‐いかに臨床工学技士は成果を上げ、成長するか‐
 演者：森實  雅司（  社会福祉法人恩賜財団済生会支部 神奈川県済生会横浜市東部病院 臨床

工学部）

教育講演（C)3
12：45〜14：15（第２会場：2階	22会議室）

「ECMOのABCとピットフォール」
座長：北本  憲永（社会福祉法人 聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院　臨床工学室）

櫻井  修（金沢大学附属病院　ＭＥ機器管理センター）　　　　　　　　　　 　

EL(C)3-1	 ECMO回路の圧力と血流について
 演者：小山  富生（名古屋大学医学部附属病院　臨床工学技術部）

EL(C)3-2	 EOLIA 時代、VV	ECMOの基礎を理解しよう
 演者：行光  昌宏（三重大学医学部附属病院　臨床工学部）

EL(C)3-3	 VV-ECMOにおける院内搬送、Awake	ECMOを中心に臨床工学技士の視点から
 演者：藤浦  拓也（藤田医科大学病院　ME 管理室）

教育講演（C)4
14：20〜15：50（第２会場：2階	22会議室）

「急性血液浄化療法のABCとピットフォール」
座長：田島  志緒里（名古屋市立大学病院　臨床工学室）　　　

富田  淳哉（静岡県立総合病院　検査技術・臨床工学室）

EL(C)4-1	 急性血液浄化療法の基礎と実践　〜敗血症の病態から考える〜
 演者：峰松  佑輔（大阪大学医学部附属病院　臨床工学部）

EL(C)4-2	 AKI ガイドラインからCHDFを考えよう
 演者：江間  信吾（浜松医科大学医学部附属病院　血液浄化療法部）

EL(C)4-3	 ＡＫＩ：Acute　Kidney　Injury における血液浄化療法
	 〜血液透析濾過　ＨＤＦ：Hemo　Dialysis　Filtration 〜
 演者：柚原  利至（岐阜大学医学部附属病院医療機器センター）
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教育講演（O）

教育講演（O)1
14：25〜14：55（第５会場：4階	43会議室）

座長：山下  千鶴（藤田医科大学 麻酔・侵襲制御医学講座）

EL(O)1	 日本の栄養問題から考える周術期栄養管理のこれから
 演者：伊藤  明美（藤田医科大学病院　食養部）

教育セミナー（ランチョン）

教育セミナー（ランチョン）1
11：30〜12：30（第３会場：3階	31会議室）

共催：丸石製薬株式会社
座長：祖父江  和哉（名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野）

LS1	 ICUにおける鎮痛、鎮静	―PADIS ガイドラインを読み解くー
 演者：谷口  巧（金沢大学附属病院　集中治療部）

教育セミナー（ランチョン）2
11：30〜12：30（第４会場：4階	41会議室）

共催：MSD 株式会社
座長：小倉  真治（岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター・救急科）

LS2	 ICUにおける抗菌薬の使い方〜基本から最新アップデートまで
 演者：志馬  伸朗（広島大学大学院医系科学研究科救急集中治療医学）

教育セミナー（ランチョン）3
11：30〜12：30（第５会場：4階	43会議室）

共催：一般社団法人日本血液製剤機構
座長：今井  寛（三重大学医学部附属病院　救命救急・総合集中治療センター）

LS3	 血漿分画製剤のウイルス安全性
 演者：柚木  幹弘（一般社団法人日本血液製剤機構 研究開発本部 研究開発推進部）
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教育セミナー（ランチョン）4
11：30〜12：30（第６会場：5階	52会議室）

共催：テルモ株式会社
座長：重見  研司（福井大学器官制御医学講座 麻酔・蘇生学）

LS4	 周術期の自動記録と薬物投与
 演者：林  夏美（広島大学病院　ＳＩＣＵ）
 　　　讃岐  美智義（広島大学病院　麻酔科）

教育セミナー（アフタヌーン）

教育セミナー（アフタヌーン）1
15：10〜16：00（第３会場：3階	31会議室）

共催：日本光電工業株式会社
座長：若杉  雅浩（富山大学附属病院　災害・救命センター）

AS1	 たかが血圧、されど血圧。血圧から未来を照らす
 演者：臼田  孝史（日本光電工業株式会社　マーケティング戦略部）

教育セミナー（アフタヌーン）2
15：10〜16：00（第４会場：4階	41会議室）

共催：旭化成ファーマ株式会社
座長：畠山  登（愛知医科大学医学部　麻酔科学講座）

AS2	 敗血症性多臓器不全のUp	To	Date
 演者：垣花  泰之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　救急・集中治療医学分野）

教育セミナー（アフタヌーン）3
15：10〜16：00（第５会場：4階	43会議室）

共催：ネスレ日本株式会社ネスレヘルスサイエンスカンパニー
座長：西田  修（藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）

AS3	 	周術期栄養管理における免疫栄養の再考―エビデンスの紹介および食道癌周術期
栄養管理における臨床現場での実践をもとに―

 演者：安部  哲也（愛知県がんセンター　消化器外科）
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教育セミナー

教育セミナー 1
10：20〜11：10（第３会場：3階	31会議室）

共催：株式会社フィリップス・ジャパン
座長：土井  松幸（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部）

ES1	 Tele-ICUはこれからの集中治療に必要か？
 演者：小谷  透（昭和大学病院集中治療科）

教育セミナー 2
12：45〜13：35（第５会場：4階	43会議室）

共催：東レ・メディカル株式会社
座長：松田  直之（名古屋大学大学院 医学系研究科 救急・集中治療医学分野）

ES2	 基礎からわかる敗血症の病態と血液浄化法
 演者：森山  和広（藤田医科大学医学部  臨床免疫制御医学講座）

教育セミナー 3
12：45〜13：35（第６会場：5階	52会議室）

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社　　　　　
サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社

座長：齊藤  律子（福井大学医学部附属病院集中治療部）

ES3	 呼吸器感染症診療におけるプロカルシトニンの役割
	 〜経時的測定の有用性を中心に〜
 演者：伊藤  明広（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　呼吸器内科）

教育セミナー 4
13：40〜14：20（第５会場：4階	43会議室）

共催：株式会社大塚製薬工場
座長：武山  直志（愛知医科大学病院 救命救急科）

ES4	 栄養から考えるPICS対策
 演者：西田  修（藤田医科大学医学部　麻酔・侵襲制御医学／藤田医科大学病院　集中治療部）
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教育セミナー 5
13：40〜14：20（第６会場：5階	52会議室）

共催：フクダ電子神奈川販売株式会社
座長：赤松  繁（JA岐阜厚生連 中濃厚生病院）

ES5	 換気モード－この70年間の変遷
 演者：大塚  将秀（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター）

教育セミナー 6
14：15〜14：55（第４会場：4階	41会議室）

共催：小野薬品工業株式会社
座長：西脇  公俊（名古屋大学大学院医学系研究科 麻酔・蘇生医学講座）

ES6	 Electrical	storm	に対する landiolol の役割
 演者：岩崎  雄樹（日本医科大学付属病院　循環器内科）
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優秀演題賞選出セッション

優秀演題賞選出セッション
9：00〜11：00（第６会場：5階	52会議室）

座　長：赤松　  繁（JA岐阜厚生連 中濃厚生病院 麻酔科・集中治療部）
　　　　藤井  晃子（名古屋大学医学部附属病院看護部）
審査員：伊藤  彰師（名古屋市立東部医療センター）
　　　　山下  千鶴（藤田医科大学 麻酔・侵襲制御医学講座）　
　　　　若杉  雅浩（国立大学法人富山大学附属病院）

BPA-1	 	外傷に伴う急性腎障害に対する尿中 L-FABPテストの検討
 岐阜大学医学部付属病院　高次救命治療センター
 ○安田  立，吉田  省造，岡田  英志，楠澤  圭吾，市橋  雅大，大岩  秀明，土井  智章，
 　小倉  真治

BPA-2	 	敗血症性ショックにおける連続的グルコース測定装置 FreeStyle リブレ pro の
使用経験

 1）浜松医科大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科，
 2）浜松医科大学医学部附属病院　集中治療部，3）浜松医科大学医学部麻酔・蘇生学講座
 ○西本  久子 1），土井  松幸 2），中島  芳樹 3）

BPA-3	 当院における集中治療部の現状と長期在室因子の検討
 1）福井大学医学部附属病院　集中治療部，2）福井大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科
 ○北村  倫子 1），伊佐田  哲朗 2），白石  貴大 2），田畑  麻里 2），次田  佳代 2），松木  悠佳 2），
 　齊藤  律子 1），重見  研司 1,2）

BPA-4	 集中治療室を中心とした抗菌薬適正使用支援の実践と効果
 1）聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院　薬剤部，2）同　臨床検査部，3）同　看護部，
 4）同　外科，5）同　総合診療科，6）同　Antimicrobial Stewardship Team
 ○本田  勝亮 1,6），石塚  友一 1,6），柏原  道志 1,6），長岡  翔 1,6），釋  悦子 2,6），石原  冬馬 2,6），
 　真壁  利枝 3,6），宮木  祐一郎 4,6），武地  大維 5,6），齊藤  一仁 5,6），渡邊  卓哉 5,6）

BPA-5	 集中治療室における中心静脈カテーテル閉塞予防の研究
 1）名古屋大学医学部附属病院　看護部，2）名古屋大学　医学系研究科　麻酔蘇生医学講座，
 3）名古屋大学医学部附属病院　麻酔科
 ○小林  恵里 1），川口  真理子 1），松岡  由起 1），藤井  晃子 1），鈴木  章悟 2），足立  裕史 2），
 　田村  高廣 3），西脇  公俊 2）

BPA-6	 	A 病院呼吸サポートチーム (RST) による院内全死亡例におけるバイタルサイン
の変容調査　〜呼吸回数は本当に重症化を予測できるのか？〜

 1）愛知医科大学病院　看護部，2）愛知医科大学病院　RST コアメンバー，
 3）愛知医科大学病院　周術期集中治療部
 ○吉田  有紀子 1,2），藤田  義人 2,3），久具  純子 1,2），川谷  陽子 1,2），岩田  純子 1,2），
 　小松  克弘 1,2），原田  博之 1,2），澤田  泰子 1,2），当間  健治 1,2），安形  早苗 1,2），水谷  卓史 1,2）



－ 22 －

BPA-7	 	NHF及びNPPVでの酸素ガス使用量（m3）が院内酸素ガス総使用量（m3）に及ぼ
す影響より、災害時の使用方法を考える

 1）浜松医科大学医学部附属病院　医療機器管理部，
 2）浜松医科大学医学部附属病院　集中治療部
 ○中村  元春 1），江間  信吾 1），川村  茂之 1），加茂  嗣典 1），伊藤  裕美 1），滝井  利勝 1），
 　水口  智明 1），森田  耕司 1），土井  松幸 2），中島  芳樹 1）

BPA-8	 	乳児急性細気管支炎の発症からHFNC導入までの日数が入院経過に与える影響
についての考察

 1）名古屋掖済会病院　臨床工学部，2）名古屋掖済会病院　小児科
 ○中井  浩司 1），花隈  淳 1），藤村  真伊 1），田中  ふみ 2）

一般演題口演（D）

一般演題口演(D)1
14：25〜15：05（第６会場：5階	52会議室）

「感染・敗血症１」
座長：土井  智章（岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター）

O(D)1-1	 2018年の集中治療室における起炎菌の解析
 1）名古屋大学大学院　医学系研究科　救急・集中治療医学分野，
 2）名古屋大学医学部附属病院　中央感染制御部
 ○安田  祐真 1），中村  元気 1），春日井  大介 1），平岩  宏章 1），小川  広晃 1），東  倫子 1），
 　山本  尚範 1），尾崎  将之 1），後藤  縁 1），沼口  敦 1），八木  哲也 2），松田  直之 1）

O(D)1-2	 	内攻型 Fournier 壊疽が疑われた敗血症性ショックに対し患者意思を尊重し内科
的治療のみを選択し、自宅退院できた高齢者の一例

 藤枝市立総合病院救命救急センター　救急科
 ○麻喜  幹博，増田  崇光，三木  靖雄

O(D)1-3	 Septic	shock を来した低ガンマグロブリン血症患者の1救命例
 1）名古屋市立東部医療センター　麻酔・集中治療科，
 2）名古屋市立東部医療センター　救急科
 ○野木村  茜 1），伊藤  彰師 1），齋藤  愛美 1），森川  彰大 1），横地  佑磨 1），山村  薫平 1），
 　香川  沙織 1），工藤  妙 1），森島  徹朗 1），稲垣  雅昭 1），村橋  一 2），安藤  雅樹 2）

O(D)1-4	 	透析用カテーテル留置によりCRSBI が疑われ抗菌薬治療開始したがその後も持
続菌血症が遷延し血栓性化膿性静脈炎の診断に至った一例

 聖隷浜松病院　救急科
 ○徳山  仁美，土手  尚，植田  秀樹，小林  俊介，斎藤  隆介，大杉  浩一，渥美  生弘，
 　田中  茂
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一般演題口演(D)2
15：10〜16：00（第６会場：5階	52会議室）

「感染・敗血症２」
座長：高須  宏江（日本赤十字社名古屋第二赤十字病院集中治療部）

O(D)2-1	 ECIRS 術中に発症した敗血症に対し、迅速に診断し治療しえた一症例
 名古屋市立大学大学院研究科　麻酔科学・集中治療医学分野
 ○衣笠  梨絵，森  友紀子，平手  博之，上村  友二，仙頭  佳起，佐野  文昭，徐  民恵，
 　祖父江  和哉

O(D)2-2	 	急速な進行をたどり救命することのできなかったC群溶血性連鎖球菌による劇
症型感染症の１症例

 岐阜市民病院　集中治療部
 ○大畠  博人，上田  宣夫

O(D)2-3	 疼痛コントロール中の痛みの増悪が病態の重症化の予兆となった一例
 1）浜松医科大学　医学部　麻酔・蘇生学講座，
 2）浜松医科大学　医学部　附属病院　集中治療部
 ○小林  充 1），御室  総一郎 2），今井  亮 2），佐藤  恒久 2），鈴木  祐二 2），植田  広 1），
 　加藤  弘美 2），牧野  洋 1），小幡  由佳子 2），土井  松幸 2），中島  芳樹 1）

O(D)2-4	 	急性胆嚢炎の診断による胆嚢摘出術施行直後より、急激な胆管炎・敗血症性ショッ
クを生じた１例

 1）行田総合病院，2）群馬大学医学部附属病院
 ○柳澤  晃広 1），河内  力 1），飯田  章博 1），岡本  知紀 1），門井  雄司 2）

O(D)2-5	 アナフィラキシーショックと鑑別を要した劇症型A群溶連菌感染症の一救命例
 1）名古屋医療センター　救急集中治療科，2）名古屋医療センター　総合内科
 ○自見  孝一朗 1），荒川  立郎 1），森田  恭成 1），村田  哲哉 1），安藤  諭 2），鈴木  秀一 1）

一般演題口演(D)3
16：05〜16：55（第４会場：4階	41会議室）

「呼吸他」
座長：山本  拓巳（岐阜県総合医療センター麻酔科）

O(D)3-1	 	人工呼吸管理中に生じた難治性気胸に対して、EWSによる気管支充填術と自己
血胸膜癒着術が奏功した1例

 1）名古屋市立東部医療センター　麻酔・集中治療科，
 2）名古屋市立東部医療センター　救急科
 ○山村  薫平 1），伊藤  彰師 1），斎藤  愛美 1），森川  彰大 1），横地  佑磨 1），野木村  茜 1），
 　工藤  妙 1），村橋  一 2），安藤  雅樹 2），森島  徹朗 1），稲垣  雅昭 1）
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O(D)3-2	 	CO2 ナルコーシスにて気管切開，人工呼吸器離脱にPAV	モードによる評価が
有用だった1例

 1）名古屋第一赤十字病院　集中治療部，2）同　救急部，3）同　耳鼻咽喉科，
 4）同　リハビリテーション部，5）同　医療技術部　臨床工学技術課，6）同　看護部・RST，
 7）同　麻酔科
 ○都築  通孝 1,2），鈴木  淳志 3），西川  大樹 4），開  正宏 5），秋江  百合子 6），森  玲央那 7），
 　花木  芳洋 2）

O(D)3-3	 	両側声帯麻痺の原因として迷走神経刺激療法の関与が疑われた一例
 名古屋市立大学大学院医学研究科　麻酔科学・集中治療分野
 ○川津  文子，佐野  文昭，井口  広靖，太田  晴子，加古  英介，徐  民恵，草間  宣好，
 　祖父江  和哉

O(D)3-4	 1 日 16時間の腹臥位管理が奏功した重症ARDSの 1症例
 1）聖隷浜松病院　リハビリテーション部，2）聖隷浜松病院　救急科
 ○四十宮  公平 1），渥美  生弘 2），大杉  浩一 2），柴田  涼 1）

O(D)3-5	 	脊髄腫瘍術後に舌下神経麻痺と声帯麻痺を呈した一例
 1）浜松医科大学附属病院集中治療部，2）浜松医科大学医学部　麻酔・蘇生学講座
 ○丹羽  琢哉 1），御室  総一郎 1），土井  松幸 1），中島  芳樹 2）

一般演題口演(D)4
16：05〜16：55（第５会場：4階	43会議室）

「救急他」
座長：服部  友紀（名古屋市立大学病院救急科）

O(D)4-1	 VA-ECMO導入により良好な転帰を得た，三環系抗うつ薬中毒の1症例
 三重大学病院　救命救急・総合集中治療センター
 ○池尻  薫，赤間  悠一，宮村  岳，家城  洋平，川本  英嗣，鈴木  圭，横山  和人，
 　石倉  健，武田  多一，今井  寛

O(D)4-2	 高血糖高浸透圧症候群による転倒から腹膜内膀胱破裂に至った一例
 1）蘇西厚生会　松波総合病院　救急総合診療科，2）蘇西厚生会　松波総合病院　泌尿器科
 ○柴  將人 1），森岡  貴勢 1），白井  知佐子 1），八十川  雄図 1），長谷川  義和 2），濱本  幸浩 2），
 　萩原  徳康 2），富岡  奨幸 2），近藤  啓美 2）

O(D)4-3	 	重症広範囲熱傷に対して集学的治療を行うも多剤耐性緑膿菌による敗血症に起因
する多臓器不全となり、救命し得なかった一剖検例

 岐阜大学医学部附属病院　高度救急救命センター
 ○楠澤  佳悟，土井  智章，上谷  遼，市橋  雅大，大岩  秀明，北川  雄一郎，安田  立，
 　吉山  直政，福田  哲也，三宅  喬人，鈴木  浩大，山田  法顕，名知  祥，中野  通代，
 　岡田  英志，吉田  隆浩，熊田  恵介，牛越  博昭，吉田  省造，小倉  真治
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O(D)4-4	 低濃度フッ化水素による化学熱傷を集中治療室で管理した一例
 1）藤枝市立総合病院 臨床研修医，2）藤枝市立総合病院　麻酔科，
 3）藤枝市立総合病院　集中治療室，4）藤枝市立総合病院　形成外科
 ○山田  淳生 1），酒井  宏明 2,3），國持  瑛人 4），鈴木  大介 4），森田  勝 4）

O(D)4-5	 3 例の脳死下臓器提供事例を通して見出した集中治療医のアイデンティティ
 掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター　救急科
 ○松島  暁，大林  正和，淺田  馨，山本  麻里子，北島  信三

一般演題口演(D)5
16：05〜16：45（第６会場：5階	52会議室）

「感染・敗血症３」
座長：加藤  弘美（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部）

O(D)5-1	 	電撃性紫斑病を呈した脾臓低形成を伴う劇症型肺炎球菌性敗血症の一例
 金沢大学附属病院集中治療部
 ○平井  忠幸，北野  鉄平，谷口  巧

O(D)5-2	 超高齢の破傷風患者に硫酸マグネシウム持続静注した一例
 1）中東遠総合医療センター，2）相澤病院
 ○淺田  馨 1），池田  武史 2），大林  正和 2），磯部  隆 2）

O(D)5-3	 	急速な転機を辿った劇症型溶血性連鎖球菌症の一症例
 1）浜松医科大学医学部附属病院　手術部，2）浜松医科大学医学部附属病院　集中治療部，
 3）浜松医科大学麻酔・蘇生学講座
 ○植田  広 1），御室  総一郎 2），土井  松幸 2），中島  芳樹 3）

O(D)5-4	 レジオネラ肺炎の合併により救命できなかった急性前骨髄球性白血病の1例
 1）金沢大学附属病院　麻酔科蘇生科，2）金沢大学附属病院　集中治療部
 ○山本  剛史 1），岡島  正樹 2），谷口  巧 1,2）
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一般演題口演（N）

一般演題口演(N)1
16：05〜16：55（第３会場：3階	31会議室）

「終末期・支援」
座長：桒原  勇治（福井大学医学部附属病院呼吸器センター）

O(N)1-1	 	Do	Not	Attempt	Resuscitation	（DNAR）に関する看護師への現状調査
 浜松医科大学医学部附属病院　看護部
 ○神谷  有里子，小畑  美佳，花島  希，笹竹  桃子，藤田  悟子

O(N)1-2	 	当院集中治療室での終末期医療における代理意思決定の現状と課題
 1）藤枝市立総合病院，2）藤枝市立総合病院　麻酔科，3）藤枝市立総合病院　心臓血管外科
 ○石川  智也 1），酒井  宏明 2），鈴木  一周 3），山根  映貴子 1），藤田  智和 1），増田  喜昭 1），
 　秋山  正乃 1），長坂  信次郎 1）

O(N)1-3	 	ICU に緊急入室した患者家族の思いに関する文献レビューと看護師の家族ケア
の検討

 浜松医科大学医学部附属病院　看護部
 ○杉山  知里，細貝  恵美代，大野  明日美，石原  靖乃

O(N)1-4	 集中治療部におけるインフォームド・コンセントに関する現状と課題
 浜松医科大学　医学部附属病院　集中治療部
 ○小林  磨依，高岡  雅代，石原  靖乃

O(N)1-5	 	高度気道狭窄により集中治療を要したDNAR指示のある食道末期癌患者とその
家族への看護支援の一例

 藤枝市立総合病院　看護部　集中治療室
 ○増田  喜昭，山根  映貴子
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一般演題口演（C）

一般演題口演(C)1
16：05〜16：55（第２会場：2階	22会議室）

「臨床工学技士2」
座長：窪  　孝充（静岡がんセンター　医療機器管理室）　　

中村  博一（三重県立総合医療センター　臨床工学室）

O(C)1-1	 	ICU専任臨床工学技士（ICU-CE）の挿管患者への急性期から慢性期までの関わり
 1）聖隷浜松病院　臨床工学室，2）聖隷浜松病院　救急科，
 3）聖隷浜松病院　リハビリテーション室
 ○三浦  啓道 1），北本  憲永 1），大野  喬亮 1），大平  和 1），草場  嘉美 1），清水  圭太 1），
 　富田  聡子 1），藤井  洵希 1），古山  大志 1），広瀬  徳勝 1），増井  浩史 1），神谷  典男 1），
 　土手  尚 2），大杉  浩一 2），渥美  生弘 2），四十宮  公平 3）

O(C)1-2	 ICU専従臨床工学技士（ICU-CE）の業務と専従に向けての教育体制について
 聖隷浜松病院　臨床工学室救急科
 ○大野  喬亮，北本  憲永，大平  和，草場  嘉美，清水  圭太，古山  大志，冨田  聡子，
 　藤井  洵希，三浦  啓道，広瀬  徳勝，増井  浩史，神谷  典男，土手  尚，大杉  浩一，
 　渥美  生弘

O(C)1-3	 	ICU-CE の院内コードブルーへの関わりと今後の課題
 1）聖隷浜松病院　臨床工学室，2）聖隷浜松病院　救急科
 ○古山  大志 1），北本  憲永 1），大野  喬亮 1），大平  和 1），草場  嘉美 1），清水  奎太 1），
 　富田  聡子 1），藤井  洵希 1），三浦  啓道 1），広瀬  徳勝 1），増井  浩史 1），神谷  典男 1），
 　土手  尚 2），大杉  浩一 2），渥美  生弘 2）

O(C)1-4	 	IABP装置 CARDIOSAVEと CS-100 の駆動部の違いが血行動態に与える影響
について

 1）浜松医科大学医学部附属病院　医療機器管理部，
 2）浜松医科大学医学部附属病院　集中治療部，
 3）浜松医科大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科
 ○加茂  嗣典 1），江間  信吾 1），中村  元春 1），木村  竜希 1），鈴木  咲子 1），川村  茂之 1），
 　伊藤  裕美 1），水口  智明 1），森田  耕司 1），土井  松幸 2），中島  芳樹 1,3）

O(C)1-5	 VA-ECMO模擬回路による下肢送血方法の検討
 聖隷三方原病院　CE 室
 ○井上  彰太，大隅  佑介，下田  絢子
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一般演題ポスター（D）

一般演題ポスター(D)1
14：00〜15：00（ポスター会場1：2階	大ホールホワイエ）

「循環」
座長：鈴木  祐二（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部）

P(D)1-1	 	両下肢虚血を呈した急性大動脈閉塞症に対して術中瀉血と術後CHDFを施行し
救命し得た1例

 1）刈谷豊田総合病院　臨床研修センター，2）刈谷豊田総合病院　麻酔 ･ 救急集中治療部
 ○高木  翔一朗 1），山田  貴大 2），磯谷  肇男 2），吉澤  佐也 2），山内  浩揮 2），三浦  政直 2）

P(D)1-2	 	腹部大動脈瘤破裂の術後に腹部コンパートメント症候群と対麻痺を合併した	
1例

 1）富山大学附属病院　集中治療部，2）富山大学附属病院　心臓血管外科，
 3）富山大学附属病院　麻酔科
 ○渋谷  伸子 1），山下  昭雄 2），山下  重幸 2），小尾  勇人 2），山崎  光章 3），奥寺  敬 1）

P(D)1-3	 	早期のCoronary	Angiography で冠攣縮性狭心症と診断し得た心停止の一例
 1）富山大学　附属病院　災害・救命センター，2）済生会富山病院　循環器内科
 ○席  望 1），澁谷  忠希 1），川岸  利臣 1），庵  弘幸 2），奥寺  敬 1），若杉  雅浩 1）

P(D)1-4	 	急性肺塞栓症の治療中にたこつぼ型心筋症を発症し ,	体外式膜型人工肺を使用し
て救命した1例 .

 一宮市立市民病院　循環器内科
 ○井上  祥，墨  卓哉，梶浦  宏紀，飯尾  友理，梅本  紀夫，杉浦  剛志，谷口  俊雄，
 　浅井  徹，山田  道治，志水  清和

P(D)1-5	 寒冷凝集素症患者における術中肺血栓塞栓症の一例
 帝京大学医学部附属病院 麻酔・集中治療科
 ○山本  陽菜，華山  悟，窪田  絹子，佐島  威行，安田  篤史，張  京浩，澤村  成史

P(D)1-6	 経過中に腸管壊死に至ったStanford	B 型大動脈解離の1例
 富山市立富山市民病院　呼吸器血管外科
 ○武内  克憲，湖東  慶樹，山本  優，土岐  善紀，瀬川  正孝
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一般演題ポスター(D)2
14：00〜15：00（ポスター会場1：2階	大ホールホワイエ）

「補助循環」
座長：奥村  将年（愛知医科大学麻酔科学講座）

P(D)2-1	 	体外式膜型人工肺Extra	Corporeal	Membrane	Oxygenation（ECMO）管理
中の長距離搬送において検討すべき課題

 1）藤田医科大学　医学部　麻酔侵襲制御医学講座，
 2）公立西知多総合病院　麻酔科・集中治療部
 ○堤  啓彰 1），樋上  拓哉 1,2），栗山  直英 1），川治  崇泰 1），小川  慧 1），栗本  恭好 1），
 　幸村  英文 1），西田  修 1）

P(D)2-2	 急性冠症候群に対し左室補助循環装置 Impella を使用した2症例
 1）富山県立中央病院　集中治療科，2）富山県立中央病院　内科　（循環器）
 ○名倉  真紀子 1），林  大輝 1），中山  祐子 1），堀川  慎二郎 1），小林  大祐 1），越田  嘉尚 1），
 　臼田  和生 2）

P(D)2-3	 	好酸球性心筋炎による低心拍出状態に対して IMPELLAR で急性期管理を行った
一症例

 1）名古屋大学医学部附属病院　救急科，
 2）名古屋大学大学院医学系研究科　救急・集中治療医学分野
 ○中村  元気 1），後藤  縁 1），安田  祐真 1），春日井  大介 1），平岩  宏章 1），小川  広晃 1），
 　東  倫子 1），山本  尚範 1），尾崎  将之 1），沼口  敦 1），松田  直之 2）

P(D)2-4	 成人重複大動脈弓症における大動脈内バルーンパンピングの使用経験
 1）浜松医科大学医学部附属病院　集中治療部，2）浜松医科大学医学部　麻酔・蘇生学講座
 ○和久田  千晴 1），鈴木  祐二 1），加藤  弘美 1），青木  善孝 1），小幡  由佳子 1），
 　御室  総一郎 1），土井  松幸 1），中島  芳樹 2）

P(D)2-5	 	当院 ICUで心原性ショックにてPCPS/IABPを導入した患者に対し呼吸リハビ
リを併用しPCPS/IABPの離脱が可能であった高齢・腎不全患者の一例

 1）岐阜県総合医療センター　循環器内科，
 2）岐阜県総合医療センター　中央リハビリテーション部
 ○増田  直也 1），吉眞  孝 1），石原  敦司 2），森  輝樹 2），佐々木  優依 1），堀尾  俊太郎 1），
 　渡邊  亮太 1），矢ヶ崎  裕人 1），荒井  正純 1），野田  俊之 1）



－ 30 －

一般演題ポスター(D)3
16：00〜17：00（ポスター会場1：2階	大ホールホワイエ）

「中枢神経・せん妄」
座長：柴田  純平（藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）

P(D)3-1	 良好な術後経過をたどった9歳小児の褐色細胞腫摘出及び肝合併切除の1症例
 1）浜松医科大学　麻酔・蘇生学講座，2）浜松医科大学医学部附属病院　集中治療部
 ○今井  亮 1），御室  総一郎 2），大石  龍之介 1），木村  哲朗 1），八木原  正浩 1），牧野  洋 1），
 　土井  松幸 2），中島  芳樹 1）

P(D)3-2	 抜管後の異常行動で鎮静薬の離脱症候群が疑われた小児の一例
 1）福井大学　医学部　附属病院　集中治療部，
 2）福井大学　医学部　附属病院　麻酔科蘇生科，3）公立丹南病院　麻酔科
 ○松田  修子 1），坂口  友里江 1），田中  克弥 2），佐上  祐介 1），齊藤  律子 1），藤林  哲男 3），
 　重見  研司 1,2）

P(D)3-3	 	集中治療室においてデクスメデトミジンおよび少量オピオイド併用により意識下
経鼻挿管を行った開口障害のある頸部膿瘍患者２症例の検討

 1）磐田市立総合病院，2）浜松医科大学医学部附属病院　集中治療部，
 3）浜松医科大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科，4）浜松医科大学医学部　麻酔・蘇生学講座
 ○滑川  美南 1），御室  総一郎 2），鈴木  興太 3），加藤  弘美 2），土井  松幸 2），中島  芳樹 4）

P(D)3-4	 	比較的軽度の脳損傷に伴うParoxysmal	sympathetic	hyperactivity（PSH）
が疑われた一例

 聖隷浜松病院 救急科
 ○赤岡  宗紀，土手  尚，小林  駿介，齋藤  隆介，大杉  浩一，諏訪  大八郎，渥美  生弘，
 　田中  茂

P(D)3-5	 	フェンタニルのPatient	controlled	analgesia 投与によってミオクローヌスを
生じたと考えた1症例

 1）名古屋大学　医学部附属病院　外科系集中治療部，
 2）名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科，3）愛知学院大学歯学部麻酔学講座
 ○横山  祐太郎 1），久保  倫子 1），松原  愛 1,2），足立  裕史 1），高倉  将司 1），前田  翔 1），
 　竹田  道宏 1），佐藤  會士 3）

P(D)3-6	 低髄圧症候群によると考えられる重症脳梗塞の一例
 1）愛知医科大学病院　卒後臨床研修センター，2）愛知医科大学病院　救命救急科，
 3）愛知医科大学病院　脳神経外科
 ○若山  怜 1），津田  雅庸 2），竹中  信義 2），寺島  嗣明 2），梶田  裕加 2），川口  礼雄 3），
 　宮地  茂 3），武山  直志 2）
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一般演題ポスター(D)4
16：00〜17：00（ポスター会場1：2階	大ホールホワイエ）

「代謝他」
座長：杉本  憲治（日本赤十字社　名古屋第二赤十字病院）

P(D)4-1	 	SGLT2 阻害薬投薬中に自己判断で糖質制限を行い正常血糖糖尿病ケトアシドー
シスを発症した1例

 掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター
 ○山本  麻里子，井出  直仁，北島  信三，大林  正和，淺田  馨，松島  暁，伊藤  政治

P(D)4-2	 	１型糖尿病患者の敗血症性ショックに対して人工膵臓を含めた集学的治療を施行
し救命し得た１例

 刈谷豊田総合病院　麻酔科／救急・集中治療部
 ○中井  俊宏，三浦  政直，鈴木  宏康，吉澤  佐也，黒田  幸恵，山内  浩揮

P(D)4-3	 意識障害・低体温で搬送された粘液水腫性昏睡の1例
 1）愛知医科大学病院　卒後臨床研修センター，2）愛知医科大学病院　救命救急科
 ○村尾  大翔 1），梶田  裕加 2），竹中  信義 2），寺島  嗣明 2），森  久剛 2），冨野  敦稔 2），
 　津田  雅庸 2），武山  直志 2）

P(D)4-4	 	ICU管理を行ったメトホルミン関連高度乳酸アシドーシスの一例
 1）名古屋市立東部医療センター　麻酔・集中治療科，
 2）名古屋市立東部医療センター　救急科
 ○横地  佑磨 1），伊藤  彰師 1），齋藤  愛美 1），森川  彰大 1），野木村  茜 1），山村  薫平 1），
 　香川  沙織 1），工藤  妙 1），森島  徹朗 1），稲垣  雅昭 1），村橋  一 2），安藤  雅樹 2）

P(D)4-5	 地域市民病院での集中治療により退院に至った高齢者重症疾患3症例の経験
 稲沢市民病院　麻酔 ･ 救急 ･ 集中治療部門
 ○貝沼  関志

一般演題ポスター(D)5
16：00〜17：00（ポスター会場2：3階	大ホールホワイエ）

「血液・他」
座長：山口  均（一宮市立市民病院救命救急センター）

P(D)5-1	 再発性の右室内血栓に対し緊急血栓摘出術を施行した症例
 1）市立島田市民病院，2）浜松医科大学医学部附属病院集中治療部，
 3）浜松医科大学医学部附属病院麻酔科蘇生科，4）浜松医科大学医学部麻酔・蘇生学講座
 ○松永  雄太 1,2），白石  義人 1），鈴木  興太 2,3），御室  総一郎 2），土井  松幸 2），中島  芳樹 2,4）
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P(D)5-2	 	非閉塞性腸管虚血から小腸広範壊死に至り、小腸切除術を施行した維持透析患者
2例の経験

 独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター
 ○田中  智規，自見  孝一朗，荒川  立郎，森田  恭成，近藤  貴士郎，鈴木  秀一，安藤  諭

P(D)5-3	 	持続的血液濾過透析による除水により乏尿が改善したうっ血性心不全およびうっ
血腎の一例

 1）浜松医科大学　第一内科，2）浜松医科大学　集中治療部，3）浜松医科大学　第三内科
 ○田代  傑 1），西本  久子 2），佐藤  恒久 2），小林  賢輔 2），鈴木  祐二 2），御室  総一郎 2），
 　小幡  由佳子 2），佐野  誠 3），前川  裕一郎 3），永田  総一朗 1），安田  日出夫 1），土井  松幸 2）

P(D)5-4	 大量出血に対するクリオプレシピテートの有効性の検討
 焼津市立総合病院　救急科
 ○富田  守

P(D)5-5	 造血幹細胞移植後に肺静脈閉塞症を合併した一例
 金沢大学附属病院　集中治療部
 ○余川  順一郎，中村  美穂，北野  鉄平，佐野  宏樹，佐藤  康次，野田  透，岡島  正樹，
 　谷口  巧

一般演題ポスター(D)6
16：00〜17：00（ポスター会場2：3階	大ホールホワイエ）

「産科・ショック」
座長：小幡  由佳子（浜松医科大学医学部附属病院集中治療部）

P(D)6-1	 脳炎とたこつぼ型心筋症の併存によるSepsis	mimicker の 1例
 聖隷浜松病院　救急科
 ○伊藤  静，土手  尚，小林  駿介，齋藤  隆介，大杉  浩一，諏訪  大八郎，渥美  生弘，
 　田中  茂

P(D)6-2	 敗血症性ショックの初期治療中にアナフィラキシー様反応を来した一症例
 1）福井大学医学部附属病院　臨床研修センター，2）福井大学医学部附属病院　集中治療部，
 3）福井大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科
 ○西川  緑 1），齊藤  律子 2），木村  幸平 2），中西  侑子 3），佐上  祐介 2），坂口  友里江 2），
 　重見  研司 2,3）

P(D)6-3	 	1 回拍出量変動（SVV）を用いた、中心静脈圧（CVP）と末梢静脈圧（PVP）との
相関性

 1）行田総合病院　麻酔科，2）群馬大学医学部附属病院
 ○柳澤  晃広 1），河内  力 1），飯田  章博 1），岡本  知紀 1），門井  雄司 2）
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P(D)6-4	 	胎盤遺残による分娩後大量出血に対してクリオプレシピテートとTEG6ｓの使用
経験

 1）浜松医科大学　麻酔蘇生科，2）浜松医科大学　集中治療部
 ○川島  信吾 1），成瀬  智 1），加藤  弘美 2），御室  総一郎 2），土井  松幸 2），中島  芳樹 1）

P(D)6-5	 	重症敗血症を罹患した妊婦に対し、A群溶連菌を念頭に治療し、児は死亡したが、
母体は良好な経過を得た1症例

 1）浜松医科大学　麻酔・蘇生学講座，2）浜松医科大学　医学部附属病院　医療安全管理室，
 3）浜松医科大学　医学部附属病院　集中治療部，4）浜松医科大学　医学部　産婦人科
 ○成瀬  智 1），秋永  智永子 2），御室  総一郎 3），土井  松幸 3），伊東  宏晃 4），中島  芳樹 1）

一般演題ポスター（N）

一般演題ポスター(N)1
14：00〜15：00（ポスター会場2：3階	大ホールホワイエ）

「リハビリ・せん妄」
座長：神谷  有里子（浜松医科大学医学部附属病院看護部）

P(N)1-1	 開胸術後呼吸器管理下におけるせん妄予防に関わる因子考察
 順天堂大学医学部附属静岡病院　３EICU
 ○山崎  裕也

P(N)1-2	 	急性大動脈解離で安静治療となった患者の看護ケアを ICU看護師と病棟看護師
が協働したことでの変化　せん妄に着目して

 福井大学医学部附属病院　看護部　集中治療部
 ○清水  直毅，岩崎  光恵，高橋  優太朗，辻  美佐枝，桑原  勇治，釼内  由香里，
 　柿並  ますみ，宮下  智樹，諏訪  万惠

P(N)1-3	 A 病院救急 ICUにおける早期リハビリテーションの現状報告
 愛知医科大学病院　看護部　EICU
 ○加藤  健太，川井  かおり，竹内  史子，水谷  卓史，梶田  裕加，清水  由希

P(N)1-4	 当院ＩＣＵにおける早期リハビリテーションの取り組みと今後の課題
	 〜 passive	cycling を導入して〜
 1）藤枝市立総合病院　集中治療室，2）藤枝市立総合病院　リハビリテーション科
 ○山口  豊子 1），片山  直紀 2），山根  映貴子 1），提坂  恵美 1），官田  友美 1）

P(N)1-5	 高齢の脊髄損傷患者の療養意欲への関わり
	 〜人工呼吸器を装着しながらの入浴がもたらした患者の変化〜
 金沢大学附属病院　看護部
 ○田畑  亜希子，中尾  弥生，瀬戸  乃扶子，辻  千芽
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一般演題ポスター(N)2
16：00〜17：00（ポスター会場2：3階	大ホールホワイエ）

「看護」
座長：長谷川  桃子（浜松医科大学医学部附属病院看護部）

P(N)2-1	 人工呼吸器管理患者の早期離床に対する看護師を対象とした意識調査
 1）名古屋市立西部医療センター　リハビリテーション科，
 2）名古屋市立西部医療センター　麻酔科・集中治療部
 ○安田  雅美 1），稲葉  守彦 1），市橋  理恵子 1），鈴木  辰幸 1），坂本  一路 1），笹野  信子 2）

P(N)2-2	 集中治療室における観血的動脈圧カテーテル閉塞予防の研究
 1）名古屋大学医学部附属病院　看護部，2）名古屋大学　医学系研究科　麻酔蘇生医学講座，
 3）名古屋大学医学部附属病院　麻酔科
 ○川口  真理子 1），小林  恵里 1），松岡  由起 1），藤井  晃子 1），鈴木  章悟 2），足立  裕史 2），
 　田村  高廣 3），西脇  公俊 2）

P(N)2-3	 	当院集中治療室における看護師の超音波に対する意識調査
	 〜エコーガイド下末梢点滴留置を通して〜
 大垣市民病院
 ○宮川  亮太，横山  達郎

P(N)2-4	 A 病院救急ＩＣＵにおけるリーダー評価表項目の検討
 愛知医科大学病院 看護部　EICU
 ○加藤  樹，坂田  久美子，清水  由希，水谷  卓史，竹内  史子

一般演題ポスター（C）

一般演題ポスター(C)1
16：00〜17：00（ポスター会場1：2階	大ホールホワイエ）

「臨床工学技士1」
座長：前田  智美（国民健康保険　小松市民病院臨床工学科）

P(C)1-1	 高電圧電撃症に対しV	VA-ECMO・CHDFを行い救命した1例
 1）名古屋第一赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課，
 2）名古屋第一赤十字病院　循環器内科，3）名古屋第一赤十字病院　集中治療部，
 4）名古屋第一赤十字病院　救命救急センター
 ○瀧本  さち 1），開  正宏 1），清水  真也 2），都築  通孝 3），花木  芳洋 4），神谷  春雄 2）
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P(C)1-2	 当院の IMPELLA経験とCEの関わり
 1）聖隷浜松病院　臨床工学室，2）聖隷浜松病院　心臓血管外科，3）聖隷浜松病院　循環器科
 ○神谷  典男 1），増井  浩史 1），富永  滋比古 1），広瀬  徳勝 1），藤井  洵希 1），三浦  啓道 1），
 　内山  明日香 1），太田  早紀 1），北本  憲永 1），杉浦  亮 3），立石  実 2），國井  佳文 2），
 　小出  昌秋 2），岡田  尚之 3）

P(C)1-3	 	シリンジポンプ TE-351 の駆動部ネジ外れと緩みにより薬剤過少投与を発生さ
せた一例

 浜松医科大学医学部付属病院　医療機器管理部
 ○長末  鉄平，江間  信吾，川村  茂之，滝井  利勝，森田  耕司，水口  智明，中島  芳樹

P(C)1-4	 小児 ECMO中の人工肺凝固を経験して
 静岡県立こども病院　臨床工学室
 ○岩城  秀平，早苗  翼，高田  将平，桑原  靖之，花田  卓哉，小林  有紀枝

P(C)1-5	 V-A		ECMO導入後に、人工肺の血漿リークが早期に発生した急性心筋炎の一例
 1）浜松医科大学付属病院　医療機器管理部，2）浜松医科大学医学部附属病院　集中治療部，
 3）浜松医科大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科
 ○近藤  翔胤 1），加茂  嗣典 1），中村  元春 1），木村  竜希 1），鈴木  咲子 1），川村  茂之 1），
 　伊藤  裕美 1），江間  信吾 1），水口  智明 1），森田  耕司 1），土井  松幸 2），中島  芳樹 1,3）


