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学 会 日 程 表

第 1 日目【10月 24日（火）】

第 1会場【リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング 3F　ロイヤルホール】

07：30 ～ 08：30

専門医共通講習 1　医療安全講習会

司会 徳島大学大学院医師薬学研究部救急集中治療医学　　西村　匡司

BC01 救急医療におけるレジリエンス・エンジニアリング～変動する複雑適応系の制御

大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部 中島　和江

08：45 ～ 09：40

会長講演

司会 帝京大学医学部救急医学　　坂本　哲也

PL 救急への想い―Love EM (Emergency Medicine) !
大阪大学大学院医学系研究科救急医学，大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 嶋津　岳士

09：40 ～ 11：40

シンポジウム 1

地域医療構想を見据えた救急医療体制

司会 堺市立病院機構　　横田順一朗

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター　　堤　　晴彦

SY01-1 地域医療構想の推進と救急医療体制

厚生労働省医政局地域医療計画課 田丸　智巳

SY01-2 広域な離島医療圏における地域医療構想と救急医療体制の構築：奄美医療圏における取り組み

鹿児島県立大島病院救急科 服部　淳一

SY01-3 病院救急車を公的に運用する二次救急医療機関は地域包括ケアのハブ病院

医療法人社団永生会南多摩病院 朽方　規喜

SY01-4 地域医療構想実現には脆弱な 2 次医療機関整備と救命救急センターが地域のハブ医療機関

としての機能をもつ必要がある

総合病院国保旭中央病院救命救急センター 高橋　　功

SY01-5 救急WSを活用した医療情報の共有が救急医療体制充実に有効である

堺市立総合医療センター救命救急センター 森田　正則

SY01-6 地域医療構想を見据えた地域メディカルコントロール体制のあり方

順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 岡本　　健

SY01-7 「日本在宅救急研究会」設立の趣意と地域医療構想における役割

日本在宅救急研究会 小豆畑丈夫
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11：55 ～ 12：55

ランチョンセミナー1
座長 北海道大学大学院医学研究院侵襲制御医学講座救急医学教室　　丸藤　　哲

LS1 Recombinant Human Soluble Thrombomodulin in Sepsis Therapies
Dept of Intensive Care, Erasme Hospital, Université libre de Bruxelles, Brussels, Belgium Jean-Louis Vincent

共催：旭化成ファーマ株式会社

13：05 ～ 14：05

特別講演 1
司会 地方独立行政法人堺市立病院機構　　横田順一朗

SL01 実証分析と理念に基づく医療費適正化

慶應義塾大学総合政策学部 印南　一路

14：05 ～ 15：35

シンポジウム 2

東京オリンピック・パラリンピックに向けた救急医療体制の整備

司会 国立病院機構災害医療センター臨床研究部　　小井土雄一

杏林大学医学部救急医学　　山口　芳裕

SY02-1 東京オリンピック・パラリンピック競技大会時の救急医療体制を見据えた厚生労働省の取組

厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療対策室災害時医師等派遣調整専門官 小谷　聡司

SY02-2 東京オリンピック・パラリンピックに向けてコンソーシアムの活動状況

日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野 横田　裕行

SY02-3 東京オリンピック・パラリンピック 2020の開催地医師会が行うべき準備

東京都医師会救急委員会 石川　秀樹

SY02-4 2020年 東京オリンピック・パラリンピックにおける陸上自衛隊 衛生科の可能性について

自衛隊中央病院 竹島　茂人

SY02-5 東京オリンピックにおける冷却センターの役割に関する検討

帝京大学医学部救急医学講座 神田　　潤

SY02-6 爆発物テロ対応を 3年で確立するために

～出血想定の現場 3Tと搬送原則，消防指令室での医療調整，病院 surge capacity強化～

山梨県立中央病院救命救急センター 井上　潤一

SY02-7 オリンピック・パラリンピックまでに解くべき化学テロ対応への 2つの大きな誤解

日本中毒学会 奥村　　徹

15：35 ～ 17：05

パネルディスカッション 1

救急領域における医療安全への新たな取り組み

司会 大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部　　中島　和江

東京大学医学部附属病院救命救急センター　　中島　　勧

PD01-1 施設の実情から立案した作戦の継続が Rapid Response Systemの成績を向上させる

聖マリアンナ医科大学救急医学 下澤　信彦

PD01-2 小児早期警告スコアリング・システムと病態変化の可視化・情報共有

北九州市立八幡病院小児救急センター 神薗　淳司
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PD01-3 安全な ER診療のための CT・MRI画像読影での取り組み

市立四日市病院救命救急センター 柴山美紀根

PD01-4 当院におけるM&Mカンファレンス運営の工夫

～M&MカンファからM&Gカンファへの変遷～

熊本赤十字病院救急科 岡野　雄一

PD01-5 柔軟で安全な医療を遂行するために個人・チームが取り組むべきこと

大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部 新開　裕幸

PD01-6 救命救急センターのレジリエントなシステムを支えるチーム医療

横浜市立大学附属市民総合医療センター医療安全管理学，
横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター，横浜市立大学医学部救急医学 中村　京太

17：15 ～ 18：15

専門医共通講習 2　医療倫理講習会

司会 東京女子医科大学救急医学講座　　矢口　有乃

BC02 医学・医療の倫理的課題への対応と医師・研究者・専門職の役割

大阪大学大学院医学系研究科医の倫理と公共政策学分野 加藤　和人

第 2会場【リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング 3F　光琳Ⅰ】

09：40 ～ 10：10

教育講演Ⅰ-1　“救急最前線”シリーズ

司会 埼玉医科大学国際医療センター救命救急科　　根本　　学

ELⅠ-01 緊急 IVR（Interventional Radiology）の最前線

済生会横浜市東部病院救命救急センター 船曵　知弘

10：15 ～ 10：45

教育講演Ⅰ-2　“救急最前線”シリーズ

司会 兵庫県立西宮病院救命救急センター　　鴻野　公伸

ELⅠ-02 救急整形外傷：後遺症をゼロに近づける方策

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 井口　浩一

10：50 ～ 11：20

教育講演Ⅰ-3　“救急最前線”シリーズ

司会 和歌山県立医科大学救急集中治療医学　　加藤　正哉

ELⅠ-03 Damage Control Surgery―Up-to-date
東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学分野 久志本成樹

13：05 ～ 14：05

招待講演 1
司会 東京医科歯科大学大学院救急災害医学分野　　大友　康裕

IL01 The Mystery of Blast Injury
Defence Science and Technology Laboratory, Porton Down, UK Emrys Kirkman
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14：05 ～ 14：35

教育講演Ⅰ-4　“救急最前線”シリーズ

司会 富山大学大学院危機管理医学　　奥寺　　敬

ELⅠ-04 意識障害の鑑別の基本，ファインプレー，ピットフォール

日本医科大学多摩永山病院 畝本　恭子

14：40 ～ 15：10

教育講演Ⅰ-5　“救急最前線”シリーズ

司会 日本生命済生会付属日生病院救急診療センター　　岸　　正司

ELⅠ-05 脳卒中急性期の診断・治療最前線

大阪大学大学院医学系研究科神経内科学 坂口　　学

15：15 ～ 15：45

教育講演Ⅰ-6　“救急最前線”シリーズ

司会 福岡大学医学部救命救急医学　　石倉　宏恭

ELⅠ-06 DIC：最新の病態生理と診断・治療～敗血症と外傷での検討～

北海道大学医学研究院侵襲制御医学講座救急医学教室 丸藤　　哲

15：50 ～ 16：20

教育講演Ⅰ-7　“救急最前線”シリーズ

司会 信州大学医学部救急集中治療医学　　今村　　浩

ELⅠ-07 敗血症性 DICの治療最前線

順天堂大学医学部救急災害医学 射場　敏明

16：25 ～ 16：55

教育講演Ⅰ-8　“救急最前線”シリーズ

司会 川崎医科大学救急医学　　荻野　隆光

ELⅠ-08 急性胆道感染症と DIC：治療の最前線

北九州市立八幡病院外科，消化器・肝臓病センター 岡本　好司

17：15 ～ 18：15

救急科領域講習 1　中毒診療

司会 社会医療法人緑泉会米盛病院救急科　　冨岡　譲二

EC01 化学テロ～東京地下鉄サリン事件を振り返り，その教訓は生かされているのかを考える

日本中毒学会 奥村　　徹
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18：20 ～ 20：20

イブニングセミナー1　第 7回救急感染症塾「VAP to the Future～VAPの未来について考える」

総合座長 慶應義塾大学名誉教授　　相川　直樹

開会挨拶

慶應義塾大学名誉教授 相川　直樹

セッション 1　「賢い VAPマネージメント」
座長 慶應義塾大学名誉教授　　相川　直樹

東邦大学医学部微生物・感染症学講座　　舘田　一博

ES1-1 賢い VAPの診断，治療　～感染症学の視点で見た最新のガイドライン～

慶應義塾大学医学部救急医学 佐々木淳一

ES1-2 人工呼吸器のウィニング 5W1H（救急編）

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター／水戸協同病院救急・集中治療科 長谷川隆一

セッション 2　症例検討「VAP相談室」

座長 杏林大学医学部救急医学教室　　山口　芳裕

医療法人社団親樹会恵泉クリニック／東京女子医科大学東医療センター在宅医療部　　太田　祥一

ES1-3 症例検討 1：感染症

コメンテーター　　東京医科大学微生物学分野 松本　哲哉

東北大学病院高度救命救急センター 宮川乃理子

　　　　　　　

ES1-4 症例検討 2：鎮静

コメンテーター　　筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター／

水戸協同病院救急・集中治療科 長谷川隆一

日本医科大学付属病院高度救命救急センター 横堀　將司

　　　　　　　

閉会挨拶

慶應義塾大学名誉教授 相川　直樹

共催：ファイザー株式会社

第 3会場【リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング 3F　光琳Ⅱ】

09：40 ～ 10：10

教育講演Ⅱ-1　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 国士舘大学大学院救急システム研究科　　田中　秀治

ELⅡ-01 AEDを活用できる救命体制を All Japanで築きたい

～心臓突然死を減らすための疫学的アプローチ～

京都大学健康科学センター 石見　　拓
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10：15 ～ 10：45

教育講演Ⅱ-2　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 青梅市立総合病院救命救急センター　　川上　正人

ELⅡ-02 救急領域における DPCデータの活用

日本医科大学多摩永山病院救命救急センター，
東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学，日本医科大学救急医学教室 田上　　隆

10：50 ～ 11：20

教育講演Ⅱ-3　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 札幌医科大学医学部救急医学　　成松　英智

ELⅡ-03 日本外傷データバンクから世界への情報発信

防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門・病院救急部 齋藤　大蔵

14：05 ～ 14：35

教育講演Ⅱ-4　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 東京女子医科大学救急医学　　武田　宗和

ELⅡ-04 レジリエントな救急医療チームの有する力：想定，モニター，対応，学習

大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部 中島　和江

14：40 ～ 15：10

教育講演Ⅱ-5　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院救急科　　上山　昌史

ELⅡ-05 科学としての救急医学：「今，ここ，私」を超える技

東京医科大学 行岡　哲男

15：15 ～ 15：45

教育講演Ⅱ-6　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター　　松田　　潔

ELⅡ-06 救急医療に ICTを活かせ！次世代の挑戦（次世代 ICT活用事業）
岐阜大学大学院救急・災害医学分野 小倉　真治

15：50 ～ 16：20

教育講演Ⅱ-7　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 内閣官房参与　　佐々木　勝

ELⅡ-07 多言語対応 災害情報システム Caredについて: ICTを使った被災状況の見える化

大阪大学未来共生イノベーター博士課程プログラム 塚本　俊也
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16：25 ～ 16：55

教育講演Ⅱ-8　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 札幌医科大学救急医学講座　　上村　修二

ELⅡ-08 さあ，メタアナリシスをしよう！

大阪急性期・総合医療センター救急診療科 山川　一馬

18：20 ～ 19：35

イブニングセミナー2

ICU-AWを踏まえた機能予後改善のために　経腸栄養療法で今すぐ実行できること

～重症患者の経腸栄養を血糖コントロールの観点から見直す～

座長 兵庫医科大学救急・災害医学講座　　小谷　穣治

藤田保健衛生大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座　　西田　　修

ES2-1 ICU-AWと機能予後：早期からの確実な血糖管理の重要性

東海大学医学部外科系救命救急医学講座 井上　茂亮

ES2-2 早期経腸栄養時の医原性高血糖回避をめざす栄養学的エッセンス

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 山口　順子

ES2-3 重症患者の血糖変動に着目した新たな試み：血糖管理向上を目指して

大阪警察病院 ER・救命救急科 山田　知輝

共催：アボット ジャパン株式会社

第 4会場【リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング 3F　光琳Ⅲ】

07：30 ～ 08：30

救急科領域講習 2　外傷診療

司会 大阪警察病院 ER・救命救急科　　水島　靖明

EC02 JATECコースと JETECコースで学ぶ最新の外傷診療

大阪市立大学大学院医学研究科救急医学 溝端　康光

09：40 ～ 10：40

Love EM！救急への想い 1

私のキャリア　外科系の立場から

司会 東京医科歯科大学救急災害医学分野　　大友　康裕

関西医科大学附属病院救急医学科　　高橋　弘毅

QO1-1 Acute Care Surgeonへの道
東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 森　　周介

QO1-2 消化器外科専門医が救急科専門医資格を取得してわかったこと

飯塚病院救急部 奥山　稔朗

QO1-3 大動脈救急を極める

杏林大学医学部救急医学 持田　勇希

QO1-4 救命救急センターにおける整形外科治療の魅惑

大阪府立中河内救命救急センター 岸本　正文
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QO1-5 地方救急医のリアル

社会医療法人財団池友会新行橋病院救命救急部 田中　宏典

QO1-6 外科と救急科の専門医のダブルボード ～私のキャリアから～
弘前大学大学院医学研究科救急災害医学 山村　　仁

10：40 ～ 11：40

Love EM！救急への想い 2

私のキャリア　内科系の立場から

司会 岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学分野　　小倉　真治

大阪急性期・総合医療センター救急診療科　　小舘　　旭

QO2-1 大阪から来ました！ただいま，東京下町 ERで奮戦中

東京都立墨東病院救急診療科 北村友喜宏

QO2-2 Love ER! Make A Difference Beyond ER!!
順天堂大学医学部附属浦安病院 針谷　綾花

QO2-3 Love EM 呼吸器内科をバックグランドとした ER診療について

大阪警察病院 ER・総合診療センター 岡田　英泰

QO2-4 消化器内科医から救急医へのキャリアチェンジ。そして消化器へのフィードバック

旭川医科大学救急医学講座 高氏　修平

QO2-5 Love DM＆EM　救急医と糖尿病・内分泌内科医の両立

大阪警察病院 ER・総合診療センター，大阪警察病院糖尿病・内分泌内科 永田　慎平

QO2-6 サブスペシャリティーとして放射線科を選んだ道

東京慈恵会医科大学救急医学講座 亀岡　佳彦

11：55 ～ 12：55

ランチョンセミナー2
座長 地方独立行政法人りんくう総合医療センター／大阪府泉州救命救急センター　　松岡　哲也

LS2 救急医にとっての循環モニタリング　～循環エキスパートへの道～

弘前大学大学院医学研究科救急災害医学講座弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター 山村　　仁

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

14：05 ～ 15：05

Love EM！救急への想い 3

私のキャリア　I am sailing.
司会 東海大学医学部外科学系救命救急医学　　猪口　貞樹

地域医療機能推進機構中京病院救急科　　吉川　吉曉

QO3-1 五十にして惑わず？－中高年の医師になって大学病院へという選択

東京女子医科大学救急医学 久保田　英

QO3-2 救急医はどこでもキャリアを積める！高度救命センターと救急部のメリット，デメリット
琉球大学医学部救命救急医学講座 平良　隆行

QO3-3 私のキャリア　―臨床以外の道へのいざない―
美原保健センター 浜崎　俊明

QO3-4 高齢化･過疎化が進む僻地で無床開業している救急科専門医の役割

医療法人隆英会ますざき医院 益崎　隆雄

QO3-5 基礎研究志望だった私が救急専門医を取った理由

旭川医科大学脳機能医工学研究センター，旭川医科大学病院救命救急センター 高橋　未来
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QO3-6 グローバル社会でのいのちと人権―救急医だから見えたもの

東京女子医科大学救急医学 矢口　有乃

15：05 ～ 16：05

Love EM！救急への想い 4

私の想い・そして夢

司会 国立病院機構熊本医療センター　　高橋　　毅

大阪市立大学医学部附属病院救命救急センター　　内田健一郎

QO4-1 救急クリニックは日本を変えれる・・かな？

川越救急クリニック 上原　　淳

QO4-2 To be a regional and global leader as an emergency physician
岡山大学病院高度救命救急センター 湯本　哲也

QO4-3 13年ぶりの 3 次救急への挑戦

水戸済生会総合病院救命救急センター 村岡　麻樹

QO4-4 あらゆる救急整形外傷で preventable disabilityを減らすには，懐の広い外傷センターが必要

だと想う！
大阪市立総合医療センター救命救急センター，同外傷センター 森本　　健

QO4-5 救急医だから経験できた後腹膜腔の研究：その臨床応用を夢見て

清恵会病院救急医療センター 石川　和男

QO4-6 救急医として何ができるか，何をすべきか
岸和田徳洲会病院救命救急センター 薬師寺泰匡

16：05 ～ 17：05

Love EM！救急への想い 5

救急現場への想い

司会 北海道大学病院先進急性期医療センター　　丸藤　　哲

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター　　宮﨑　香織

QO5-1 本邦救急医の開発途上国における活躍の場

筑波大学附属病院救急・集中治療部 鈴木　貴明

QO5-2 救急医として生きるという選択―現場を作り上げる力という救急医の存在意義

東京女子医科大学救急医学 鈴木　秀章

QO5-3 当院の救命救急センターの沿革と将来像

水戸済生会総合病院救命救急センター救急科 遠藤　浩志

QO5-4 2.5 次救急を目指して―地域の救急病院として―
マツダ株式会社マツダ病院救急センター 河野　匡彦

QO5-5 千里メディカルラリーの原点であるレイビッツラリー（チェコ）への参加

大阪府済生会千里病院千里救命救急センター 林　　靖之

QO5-6 東日本大震災の被災地における卒後臨床研修で得た私の経験

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 岩崎　陽平

17：15 ～ 17：45

Love EM！救急への想い　教育講演 1
司会 大阪急性期・総合医療センター高度救命救急センター　　藤見　　聡

EL-Q01 Desire and Passion for Emergency Medicine!
Department of Emergency Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, USA Harry E. Heverling
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17：45 ～ 18：15

Love EM！救急への想い　教育講演 2
司会 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター　　清水健太郎

EL-Q02 Transcending Chaos: A Day in the Life of a Community Emergency Physician
Fairview Lakes Medical Center, USA Joseph Alfano

第 5 会場【リーガロイヤルホテル大阪 ウエストウイング 2F　山楽 1】

09：40 ～ 11：10

パネルディスカッション 2

ARDS診断・治療の最前線：標準治療への挑戦

司会 慶應義塾大学医学部総合診療教育センター　　藤島清太郎

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学　　中田　孝明

PD02-1 ARDSにおける遺伝子多型の影響

千葉大学大学院医学研究院総合医科学講座 渡邉　栄三

PD02-2 PET-CTを用いて肺胞炎症の局在を分析する

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生体集中管理学分野，
マサチューセッツ総合病院麻酔科 日下　琢雅

PD02-3 Severe ARDSに合併する肺線維症に対する治療戦略

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 松田　直之

PD02-4 敗血症性 ARDSに対する我々の治療方針と治療成績

盛岡友愛病院 遠藤　重厚

PD02-5 過去に否定された ARDSに対する薬物療法の再評価：DPCデータを用いた検討

産業医科大学医学部呼吸器内科学，産業医科大学医学部救急医学 城戸　貴志

PD02-6 急性呼吸不全患者における経肺圧を指標とした呼吸管理の有用性

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 竹川　良介

PD02-7 重症 ARDSに対する Veno-venous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO)の臨床的検討

日本医科大学付属病院外科系集中治療科 市場　晋吾

11：55 ～ 12：55

ランチョンセミナー3
座長 帝京大学医学部救急医学講座　　坂本　哲也

LS3 臨床研究を行う際に必要な「発想」と「解析方法」：提案と今後の展望

日本医科大学多摩永山病院救命救急センター 田上　　隆

共催：日本製薬株式会社
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14：05 ～ 15：35

パネルディスカッション 3

侵襲反応を制御する～基礎研究（臨床への架け橋）
司会 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学　　織田　成人

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野　　松田　直之

PD03-1 急性炎症病態に対する骨髄由来単核球細胞移植による侵襲反応制御の可能性

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 梅村　　穣

PD03-2 全身性炎症における自然免疫受容体発現パターンによる早期病態判別法

長崎大学病院救命救急センター 田島　吾郎

PD03-3 熱傷後の敗血症に対する自然免疫応答制御の有効性

防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門 宮崎　裕美

PD03-4 高齢好中球制御による敗血症治療の試み

順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 平野　洋平

PD03-5 生体バイオインピーダンス分析（BIA）法による血管透過性亢進の評価と Angiopoietin-1に
よる制御効果の検討

久留米大学医学部救急医学 高須　　修

PD03-6 敗血症性心筋症での β3受容体の役割
旭川医科大学救急医学講座 岡田　　基

PD03-7 敗血症における肝オートファジーの生体保護的な役割

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 大網　毅彦

PD03-8 エクソソームを介した腸管由来炎症性メディエーターの新たな輸送機構

東京医科歯科大学医学部附属病院救急科，カリフォルニア大学サンディエゴ校 小島　光暁

15：35 ～ 17：05

パネルディスカッション 4

侵襲反応を制御する～臨床研究（breakthrough）
司会 愛知医科大学救命救急科　　武山　直志

長崎大学病院救命救急センター　　田﨑　　修

PD04-1 Interleukin-10ファミリー遺伝子多型と重症救急患者の転帰との関連

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 中田　孝明

PD04-2 敗血症性免疫不全の病態解析と新たな治療戦略

東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部 小野　　聡

PD04-3 外傷症例における好中球の活性酸素産生量の経時的評価と健常者との比較

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野 吉川　俊輔

PD04-4 重症患者の酸化ストレス制御を目的としたビタミン Cリアルタイム測定法の確立と各種重

症度スコアとの関連

大分大学医学部附属病院高度救命救急センター 竹中　隆一

PD04-5 敗血症，広範囲熱傷における C1インヒビターの推移と治療への展望

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 松浦　裕司

PD04-6 カフリークテスト後の再挿管リスクについての検討

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 賀川　哲夫

PD04-7 重症熱中症患者における DICの進行と DAMPsの関与：多施設共同前向き研究

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 島崎　淳也
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第 6 会場【リーガロイヤルホテル大阪 ウエストウイング 2F　山楽 2】

09：40 ～ 11：10

パネルディスカッション 5

他分野の学問の成果を救急医学に生かす

司会 東京医科大学　　行岡　哲男

東海大学医学部外科学系救命救急医学　　猪口　貞樹

PD05-1 建築学領域と医学領域の連携による成果

東京歯科大学市川総合病院救急科学 鈴木　　昌

PD05-2 救急医学とネットワーク理論

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 櫻井　　淳

PD05-3 情報理論を用いた災害及び救急医療の混乱度分析

帝京大学医学部救急医学講座 安心院康彦

PD05-4 地震シミュレーションを活用した災害医療対応シミュレーションの開発

日本医科大学救急医学教室 布施　　明

PD05-5 救急における個人チームワーク能力を測定する尺度開発

りんくう総合医療センター救命診療科 小野　秀文

11：55 ～ 12：55

ランチョンセミナー4
座長 千葉大学大学院医学研究院・医学部救急集中治療医学　　織田　成人

LS4 高感度トロポニン Tを用いた AMI 診断－ESC 2015 0-1時間アルゴリズムについて

順天堂大学医学部附属練馬病院循環器内科 井上　健司

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

14：05 ～ 15：35

パネルディスカッション 6

ショック管理：輸液・モニタリングの新戦略

司会 関西医科大学救急医学講座　　鍬方　安行

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科救急・集中治療医学　　垣花　泰之

PD06-1 ガイドラインエビデンスからみた敗血症性ショックの管理

名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学 松嶋　麻子

PD06-2 無侵襲モニターによる動的指標を用いた外傷ショックの循環モニタリング

～動的指標はどこまで信頼できるのか～

島根大学医学部 AcuteCareSurgery講座，島根大学医学部附属病院高度外傷センター 渡部　広明

PD06-3 敗血症患者における心拍数変動（HRV）と動脈圧変動（BPV）
自治医科大学医学部救急医学講座救命救急センター，

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 間藤　　卓

PD06-4 Passive leg raise testを用いた輸液反応性の評価における僧帽弁輪収縮期移動距離（MAPSE）
の有用性

聖マリアンナ医科大学救急医学 尾崎　将之

PD06-5 広範囲熱傷患者において時間尿量 0.5cc/kgを達成するまでの時間についての検討

JCHO中京病院救急科 黒木　雄一

PD06-6 救急・集中治療領域における Pモニタリングの必要性と補正に関する検討

関西医科大学救急医学講座 川田　真大
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15：35 ～ 17：05

ワークショップ 1

「救急外来部門における感染対策」の標準化に挑む 2017　
（日本救急医学会，日本臨床救急医学会，日本感染症学会，日本環境感染学会，日本臨床微生物学会合同企画）　

第一部：合同 WG活動報告 2017
司会 慶應義塾大学医学部救急医学　　佐々木淳一

WS01-1 病院前における感染対策の問題点と今後の対策

堺市立総合医療センター救命救急センター 森田　正則

WS01-2 救急外来部門における感染対策チェックリスト（案）作成について
川崎医科大学救急医学 椎野　泰和

WS01-3 救急外来部門における微生物検査体制：問題点と解決への糸口

広島大学大学院医歯薬保健学研究科救急集中治療医学 志馬　伸朗

第二部：感染対策をディベートで考える！救急医 vs感染制御医

司会 帝京大学医学部救急医学　　池田　弘人

広島大学病院感染症科　　大毛　宏喜

プレゼンター　　　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部付属病院看護部 鍋谷　佳子

ディスカッサント　　兵庫県災害医療センター高度救命救急センター救急部 松山　重成

東邦大学医療センター大橋病院外科 渡邉　　学

17：15 ～ 18：15

救急科領域講習 3　熱傷診療

司会 近畿大学医学部救急医学　　北澤　康秀

EC03 熱傷の治療：基本と応用

独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院救急科 上山　昌史

第 7会場【リーガロイヤルホテル大阪 ウエストウイング 2F　楓】

07：30 ～ 08：30

モーニングセミナー1

症例検討会～救命救急ドクターE～
司会 大阪急性期・総合医療センター救急診療科　　木下　喬弘

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター　　高端　恭輔

症例プレゼンター　　大阪急性期・総合医療センター救急診療科 林　　元久

大阪急性期・総合医療センター救急診療科 木下　喬弘

大阪警察病院 ER・総合診療センター 中原未紀子

大阪警察病院 ER・総合診療センター 金　　成浩

招待講師　　Department of Emergency Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine Harry E. Heverling
Department of Emergency Medicine, University of Minnesota Seikei Hibino

　　　　　　　

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社
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09：40 ～ 10：40

口演 1

頭頚部外傷

座長 聖マリアンナ医科大学東横病院脳神経外科　　小野　　元

国立病院機構大阪医療センター救命救急センター　　小島　将裕

O01-1 東京オリンピック・パラリンピック競技中に生じたスポーツ頭部外傷に対する救急対応の

重要性

福岡大学スポーツ科学部スポーツ医学研究室，福岡大学医学部脳神経外科 重森　　裕

O01-2 重症急性硬膜下血腫急性期の脳循環動態

東邦大学医療センター大森病院救命救急センター 本多　　満

O01-3 外傷後に遅れて発症した急性硬膜下血腫 17例の検討

黒沢病院脳神経外科 中島　弘之

O01-4 頭部外傷後痙縮に対する急性期 ITB治療

近畿大学医学部附属病院救命救急センター 布川　知史

O01-5 前頭骨を貫通し前頭葉正中まで達していた金属棒による穿通性頭部外傷の一例

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 山﨑　佳穗

O01-6 10年間の穿通性頸部損傷の検討

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 高端　恭輔

O01-7 当院における自殺企図による頸部刺創症例の検討

太田西ノ内病院 松本　　亮

10：40 ～ 11：40

口演 2

頭部外傷

座長 国家公務員共済組合連合会立川病院救急科　　並木　　淳

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野　　賀川　哲夫

O02-1 日本頭部外傷データバンク One Week Study 2016からみた頭部外傷症例の現状

山口大学医学部脳神経外科，山口大学医学部附属病院先進救急医療センター，

日本頭部外傷データバンク検討委員会（日本脳神経外傷学会） 末廣　栄一

O02-2 「軽症」急性硬膜下血腫は手術すべきか？　―痙攣重責リスクとの関連から―
りんくう総合医療センター高度脳損傷・脳卒中センター 萩原　　靖

O02-3 血管内冷却による目標体温管理が頭部外傷治療に与える影響

大阪急性期・総合医療センター救急診療科 渡邊　　篤

O02-4 重症多発外傷患者における GFAP，S100βの頭部外傷診断マーカーとしての有用性

福岡大学病院救命救急センター 喜多村泰輔

O02-5 脳震盪症例における瀰漫性軸索損傷の検討

札幌医科大学医学部救急医学講座 喜屋武玲子

O02-6 頭部外傷に対する他部位外傷の合併が臨床転帰に与える影響

奈良県立医科大学救急医学 渡邉　知朗

O02-7 当院 ERを受診し重症化した頭部外傷症例の検討

大阪警察病院 ER・救命救急科 戸上　由貴
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11：55 ～ 12：55

ランチョンセミナー5
座長 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科　　小武海公明

LS5 救急医療における BNP活用の扉

東京医科大学八王子医療センター救命救急センター 新井　隆男

共催：塩野義製薬株式会社／東ソー株式会社／株式会社LSIメディエンス／アボット ジャパン株式会社／シーメンスヘル
スケア・ダイアグノスティクス株式会社／積水メディカル株式会社／富士レビオ株式会社／アリーア メディカル株式会社

14：05 ～ 15：05

口演 3

血液凝固線溶障害（外傷）

座長 深谷赤十字病院救命救急センター　　金子　直之

済生会熊本病院救急総合診療センター　　川野雄一朗

O03-1 単独頭部外傷時の線溶亢進型播種性血管内凝固症候群と組織低灌流に関する検討

北海道大学先進急性期医療センター救急科 土田　拓見

O03-2 重篤な頭部外傷と胸部外傷の合併は D-dimerを著明に上昇させる

大阪急性期・総合医療センター救急診療科 木下　喬弘

O03-3 重症鈍的外傷における来院時凝固・線溶系マーカーと生命予後の関係

りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救急センター 石井　健太

O03-4 ショックを伴う頭部外傷合併多発外傷の治療

川口市立医療センター 直江　康孝

O03-5 外傷性頭蓋内出血を伴う体幹部外傷において，止血のための IVR施行中における頭蓋内出

血の拡大について

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 落合　秀信

O03-6 致死的 VTEに対して，可溶性フィブリンモノマーを指標とした抗凝固療法の検討

奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センター 正田　光希

O03-7 骨盤骨折患者における静脈血栓症発症背景の検討

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座 山口　智由

15：05 ～ 16：05

口演 4

胸部・頚部外傷

座長 聖路加国際病院救急部　　石松　伸一

沖縄県立中部病院救急科　　岡　正二郎

O04-1 近年の鈍的重症頸部外傷の治療戦略

東海大学医学部外科学系救命救急医学 大塚　洋幸

O04-2 鈍的交通外傷による多発心房損傷の 1救命例

静岡市立静岡病院心臓血管外科救急科 村田　由祐

O04-3 心損傷治療の課題

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 中山　文彦

O04-4 重症胸部外傷における挫傷肺内 Blushの検討

日本医科大学付属病院高度救命救急センター 富永　直樹

O04-5 肋骨骨折に合併した遅発性大動脈損傷 2例
済生会横浜市東部病院救命救急センター 中道　　嘉

O04-6 自動釘打ち機による穿通性胸部大動脈損傷の 1例
三重県立総合医療センター救命救急センター 山本　章貴
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O04-7 外傷における「開胸心臓マッサージ」の有効性について　DPCデータでの解析

大阪医科大学救急医学教室，東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学経済学 太田　孝志

16：05 ～ 17：05

口演 5

脊椎・脊髄

座長 日本医科大学千葉北総病院救命救急センター　　原　　義明

京都医療センター救命救急科　　田中　博之

O05-1 骨折・転位を伴わない頸髄損傷に対する危険因子および臨床的特徴の分析

琉球大学医学部附属病院救命救急医学講座 平良　隆行

O05-2 頸椎損傷に合併する椎骨動脈損傷の見逃しを軽減する

高知医療センター整形外科 多田圭太郎

O05-3 第 2 頸椎骨折に外傷性椎骨動静脈瘻を合併した一例

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座 喜多　真未

O05-4 突然発症の後頚部痛，胸背部痛の落とし穴　―特発性脊髄硬膜外血腫 17例の検討―
神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター 野浪　　豪

O05-5 当院での脊髄硬膜外血腫 12例の検討

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 小川　敦裕

O05-6 ERにおける特発性脊髄硬膜外血腫の診断について

高知赤十字病院救命救急センター 廣田　誠二

O05-7 当院 ERを受診した脊髄硬膜外膿瘍 5症例の検討

藤田保健衛生大学病院救急総合内科学 山際　暁子

第 8会場【リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング 2F　桐】

09：40 ～ 10：40

パネルディスカッション 1関連セッション

救急領域における医療安全への新たな取り組み

座長 大阪府三島救急医療センター　　秋元　　寛

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院救急センター　　関　　啓輔

MRP1-1 救命救急センター初療室におけるヒューマンエラー低減のためのチームワークトレーニン

グに関する開発

大阪警察病院 ER・救命救急科 水島　靖明

MRP1-2 演題取り下げ

　　　　　　　

MRP1-3 救急外来における造影剤腎症のリスクの検討～迅速なマーカーの提案～
岡山済生会総合病院救急科 本郷　貴識

MRP1-4 救急外来での画像読影の工夫で安全を保つ！ 救急医と放射線科医の読影比較による質の担保

東京ベイ浦安市川医療センター 岡野　　恵

MRP1-5 当院救急外来（ER）における CT画像読影の見落とし率は 2％である
健和会大手町病院 徳田　隼人

MRP1-6 外傷後静脈血栓塞栓症の新規予防法に関する検討

長崎大学病院救命救急センター，長崎大学病院循環器内科 井山　慶大
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10：40 ～ 11：40

パネルディスカッション 3関連セッション

侵襲反応を制御する～基礎研究（臨床への架け橋）
座長 近畿大学医学部救急医学　　村尾　佳則

久留米大学医学部救急医学　　高須　　修

MRP3-1 頭部外傷後の慢性神経炎症を制御する

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 細見　早苗

MRP3-2 出血性ショック侵襲度と蘇生と脳アポトーシス発現に関する実験的研究～“permissive hypo-
tension戦略”への架け橋～

大阪医科大学救急医学教室，大阪医科大学麻酔科学教室 三原　良介

MRP3-3 神経筋電気刺激（NMES）が侵襲時の栄養代謝動態と生存率に与える効果

川口市立医療センター救命救急センター，日本医科大学救急医学 苛原　隆之

MRP3-4 腸間膜リンパ液 miRNAはショック後肺障害のキープレイヤーか？

東京臨海病院救急科 坂本和嘉子

MRP3-5 腸管虚血再灌流障害における補体 C3の二律背反的機能

長崎大学病院救命救急センター 松本　直也

MRP3-6 肝虚血再灌流障害における脾臓の炎症惹起機序に関する基礎的研究

三重大学肝胆膵・移植外科 加藤　宏之

11：55 ～ 12：55

ランチョンセミナー6

インフェクション ZEROへ限りない挑戦

座長 関西医科大学総合医療センター救命救急センター　　中森　　靖

LS6-1 WHO，ACS，CDC　3つの SSI 防止ガイドラインの発表にともなって

本邦の周術期感染対策はどう変わるのか

NTT東日本関東病院 針原　　康

LS6-2 Human Factorから考える中心静脈カテーテル挿入部位の消毒と血流感染予防

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科 塚本　容子

共催：株式会社大塚製薬工場

14：05 ～ 15：05

シンポジウム 1関連セッション

地域医療構想を見据えた救急医療体制

座長 名古屋第二赤十字病院救急科　　稲田　眞治

聖マリアンナ医科大学救急医学　　平　　泰彦

MRS1-1 救急現場の緊急度判定プロトコルに関する実態調査

順天堂大学医学部附属練馬病院 杉田　　学

MRS1-2 日本一急速に高齢化が進む さいたま の救急搬送状況と大宮包括ケアネット

自治医科大学附属さいたま医療センター救命救急センター 海老原貴之

MRS1-3 MSWと連携して行う高齢化地域における救急医療

横浜栄共済病院救急総合診療科 稲村　宏紀

MRS1-4 救命救急センターの新設は，既存の救命救急センターの重症患者数に影響を及ぼすか？

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，筑波大学医学医療系臨床試験・臨床疫学研究室 齋藤　伸行

MRS1-5 救命救急センターに機能を併設された重症外傷センターの課題

済生会横浜東部病院救命救急センター 山崎　元靖
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MRS1-6 CCUを救命救急センター内に設置するシステムの有用性

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター 嘉嶋勇一郎

15：05 ～ 16：05

パネルディスカッション 7関連セッション

心肺蘇生ガイドライン 2020への挑戦

座長 東京医科大学八王子医療センター救命救急センター　　新井　隆男

兵庫県立西宮病院救命救急センター　　杉野　達也

MRP7-1 日本における Rapid Response System（RRS）の現状と展望

奈良県総合医療センター集中治療部，RRS合同委員会，In-Hospital Emergency Registry in Japan 安宅　一晃

MRP7-2 病棟内での院内心停止の検討　院内心停止オンラインレジストリ

聖マリアンナ医科大学救急医学 藤谷　茂樹

MRP7-3 治療的体温管理療法での導入速度についての検討　多施設研究 Critical Studyを通じて
大阪市立大学医学研究科救急医学 西村　哲郎

MRP7-4 院外心肺停止発生時間と蘇生の質の関係

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 高山　　渉

MRP7-5 心肺停止患者に対する連続胸骨圧迫の有用性の検討：triple CPR 16study
大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 竹川　良介

MRP7-6 蘇生ガイドライン 2020への挑戦　脳酸素飽和度を生理学的指標に

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 酒井　智彦

16：05 ～ 17：05

シンポジウム 2関連セッション

東京オリンピック・パラリンピックに向けた救急医療体制の整備

座長 北里大学医学部救命救急医学　　浅利　　靖

武蔵野赤十字病院救命救急センター　　須﨑紳一郎

MRS2-1 国際診療と救急医療

虎ノ門病院救急科 石井　　健

MRS2-2 東京オリンピック・パラリンピックに向けた救護体制に必要なこと―シアトル・マリナー
ズの本拠地の視察から―

国士舘大学防災・救急救助総合研究所 月ヶ瀬恭子

MRS2-3 巨大遊園施設に隣接する当院でのマスギャザリング医療に対する経験と検討

順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 滝沢　　聡

MRS2-4 東京五輪・パラ大会期間中における SNSを用いた熱中症の予防対策と効果的対応手法につ

いての検討

日本医科大学救急医学教室 布施　　明

MRS2-5 爆弾テロ対応は，これまでの多数傷病者対応を根本的に見直す必要がある

東京医科歯科大学 大友　康裕

MRS2-6 カラーコードによる情報伝達システム・RIS運用からみえた課題～マラソンフェスティバル
ナゴヤ・愛知での 3年間の実績を通じて

あいち小児保健医療総合センター総合診療科部救急科，
マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知実行委員会医療部会作業部会 水野　光規
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第 9会場【リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング 2F　桂】

09：40 ～ 10：40

口演 6

中枢神経 1
座長 東京慈恵会医科大学附属柏病院救命救急センター　　卯津羅雅彦

公立豊岡病院但馬救命救急センター　　前山　博輝

O06-1 急性期脳梗塞症例の受け入れ体制は脳卒中ホットラインで変わるか- 脳卒中ホットライン導
入後 2年を経過して -

佐世保市総合医療センター脳卒中センター 岩永　充人

O06-2 非侵襲的長時間連続転送テレメトリー式心電送信機による，潜因性脳梗塞における潜在性

心房細動検出の有用性

聖マリアンナ医科大学神経内科 秋山　久尚

O06-3 初診時に見逃された脳梗塞患者の検討

焼津市立総合病院救急科 富田　　守

O06-4 中大脳動脈急性閉塞の再開通を予見する-neuro PBVから得られるMIP画像の有用性-
流山中央病院脳神経外科 吉原　智之

O06-5 福井県立病院救命救急センターにおける症候性未破裂頭蓋内椎骨・脳底動脈解離/瘤（siu-
VBD）の検討

福井県立病院救命救急センター 村崎　　岬

O06-6 虚血性脳卒中の転帰不良および予測因子

鹿児島市立病院 大西　広一

O06-7 痙攣重積における高齢者の検討

東邦大学医療センター大森病院救命救急センター 本多　　満

10：40 ～ 11：40

口演 7

中枢神経 2
座長 昭和大学救急・災害医学講座　　土肥　謙二

済生会滋賀県病院救急集中治療科　　加藤　文崇

O07-1 当施設における虚血性脳血管障害に対する血管内治療

山梨県立中央病院救命救急センター 松本　　学

O07-2 内頚動脈閉塞性病変による急性期脳梗塞に対する緊急脳血管内血行再建術での必要手技

京都第一赤十字病院脳神経・脳卒中科 今井　啓輔

O07-3 急性内頸動脈先端部閉塞に対する血栓回収療法の治療成績

国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科 浅井　琢美

O07-4 超高齢者（85歳以上）に対する脳梗塞急性期血栓回収療法の治療成績

安城更生病院脳神経外科脳血管内治療センター 太田　圭祐

O07-5 当院における急性期主幹動脈閉塞症に対する血栓回収療法の治療成績と時間短縮の取り組み

聖路加国際病院脳神経外科，聖路加国際病院神経血管内治療科 桑本健太郎

O07-6 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法のさらなる時間短縮－D2N 30分，D2P 60分，D2R 90
分－を目指した取り組み

筑波大学医学医療系救急・集中治療科，筑波大学医学医療系脳神経外科，

筑波大学医学医療系脳卒中診療グループ 丸島　愛樹

O07-7 来院時軽症脳主幹動脈閉塞症例に対する急性期血栓回収療法

独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター脳神経外科 保田　宗紀
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11：55 ～ 12：55

ランチョンセミナー7

急性期虚血性脳卒中における救命の連鎖と血管内治療の現状

座長 奈良県立医科大学救急医学・高度救命救急センター　　奥地　一夫

LS7-1 病院前救急診療から脳卒中チームへ

伊勢赤十字病院救命救急センター 説田　守道

LS7-2 変化する急性脳動脈再開通療法の現場と脳卒中の救急医療への期待

：インターベンションの立場から

伊勢赤十字病院 柴田　益成

共催：日本ストライカー株式会社

14：05 ～ 15：05

口演 8

循環 1
座長 帝京大学ちば総合医療センター救命救急センター　　森脇龍太郎

川崎医科大学救急医学　　高橋　治郎

O08-1 STEMI 患者の ST 変化部位と診断時間に関する検討

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 小中　理大

O08-2 冠動脈破裂（SCR）による ACS の一例
池友会新小文字病院 冨永　尚樹

O08-3 感染性心内膜炎でのバイオマーカーによる経食道心臓超音波適応決定補助

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 吉田　　徹

O08-4 院外心停止した僧帽弁腱索断裂による急性僧帽弁逆流症の 1例
済生会宇都宮病院救急科 藤井　公一

O08-5 卵円孔開存を介し，両心房内に紐状血栓を認めた肺塞栓症による心肺停止蘇生後の 1例
都立墨東病院救命救急センター 中村　一葉

O08-6 経食道心エコーからみる新規経口抗凝固薬（NOAC）の有効性

群馬県立心臓血管センター循環器内科 南　健太郎

O08-7 当院における STEMI症例に関する検討

安房地域医療センター救急科，亀田総合病院 日下　伸明

15：05 ～ 16：05

口演 9

循環 2
座長 新潟大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター　　本多　忠幸

JA広島総合病院救急・集中治療科　　高場　章宏

O09-1 Hybrid ER system導入による心血管疾患の診療体制の変化と有用性についての検討

関西医科大学救急医学講座 丸山　修平

O09-2 当院 3 次救急における，左冠動脈主幹部病変による急性心筋梗塞症例の検討

東京都立墨東病院高度救命救急センター 宮崎　紀樹

O09-3 典型的なスポーツ以外で生じた Paget-Schroetter症候群の一例

名古屋掖済会病院救急科 後藤　　縁

O09-4 日本人における肺塞栓症に対する DダイマーELISAのカットオフ値についての検討

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 福山　唯太
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O09-5 アテローム血栓塞栓症を機序とする亜急性上腕動脈遠位部閉塞症の一例

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 西　淳一郎

O09-6 当院における重症肺塞栓症の治療成績

兵庫県災害医療センター 伊集院真一

O09-7 バスキュラーアクセス留置後の深部静脈血栓症の形成

鹿児島大学病院救命救急センター 内山　奈美

16：05 ～ 17：05

口演 10

血管疾患

座長 日本赤十字社医療センター救命救急センター　　林　　宗博

広島大学大学院救急集中治療医学　　山賀　聡之

O10-1 循環器疾患で入院中に NOMIを発症した症例の検討

大阪府三島救命救急センター循環器内科 清水　木綿

O10-2 腹部内臓動脈瘤破裂と診断し治療を行った 6例の検討

藤田保健衛生大学病院医学部救急総合内科 湯川　貴史

O10-3 保存的加療により軽快した，肝硬変に伴う胃壁内気腫・腸間膜静脈気腫の 1例
済生会横浜市東部病院救急科 森野　杏子

O10-4 遅発性十二指腸通過障害を起こした特発性後腹膜血腫の一例

千葉ろうさい病院救急集中治療部 山本　奈緒

O10-5 前胸部打撲による外傷性食道粘膜下血腫の 1例
済生会松阪総合病院外科 河埜　道夫

O10-6 緊張性気胸を合併した StanfordA型大動脈解離の 1例
福井大学医学部附属病院救急部・総合診療部 仁平　敬士

O10-7 Aortic enteral fistula
日立総合病院救急集中治療科，東京大学救急科教室 田上　俊輔

第 10 会場【リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング 2F　蔦】

09：40 ～ 10：40

口演 11

呼吸

座長 昭和大学藤が丘病院救急医学科　　林　　宗貴

中河内救命救急センター救急科　　舟久保岳央

O11-1 救急外来における緊急気管挿管後の血圧上昇の発生率とリスク因子の検討

兵庫県災害医療センター救急部，香川大学医学部附属病院救命救急センター 井上　明彦

O11-2 救急対応時，気管内挿管，胃管挿入において AWSを用いて連続して行うことは，手技の迅

速性，安全性を高める

社会医療法人小寺会佐伯中央病院 NP診療室長 塩月　成則

O11-3 急性膵炎による severe ARDSに対して V-V ECMOを導入し救命できた一例

飯塚病院集中治療部 鶴　　昌太

O11-4 ビーズタイプ消臭剤を誤嚥し長時間経過後に急性呼吸不全をきたした一例

岐阜県総合医療センター小児科 平田　和裕

O11-5 肺炎の敗血症診断において ADROPは qSOFAより有用か？
多根総合病院救急科 北村　　充
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O11-6 高齢者マイコプラズマ肺炎の臨床的検討

聖路加国際病院救急部 川上　直樹

O11-7 胸部 CTによる無気肺の評価と臨床経過への影響の検討

奈良県立医科大学高度救命救急センター 川井　廉之

10：40 ～ 11：40

口演 12

ECMO・PCPS
座長 国立病院機構横浜医療センター救急科　　古谷　良輔

奈良県立医科大学附属病院救急医学講座　　高野　啓佑

O12-1 重症呼吸循環不全に対する hybrid configuration ECMOの有効性の検討

東京都立多摩総合医療センター救命救急センター 萩原　祥弘

O12-2 当施設における ECMO（extracorporeal membrane oxygenation）搬送症例の検討

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 今枝　太郎

O12-3 当院における v-vECMO導入症例の検討

兵庫県立加古川医療センター救命救急センター 國重　千佳

O12-4 チーム派遣による ECMO導入と防災ヘリ病院間搬送にて救命した難治性肺出血の一例

筑波大学附属病院救急・集中治療科 古川　彩香

O12-5 ECMO導入により救命できた高度気管変形による気道確保困難症例

札幌医科大学救急医学講座 柿崎隆一郎

O12-6 急性大動脈解離に起因する院外心停止に対し ECPRを施行した症例の転帰

東京都立墨東病院高度救命救急センター 湯川　高寛

O12-7 ECPRにおける whole body CTの有用性の検討

東京都立墨東病院高度救命救急センター 杉山　和宏

11：55 ～ 12：55

ランチョンセミナー8

急性期脳梗塞血管内治療における連携強化と時間短縮の重要性

座長 富山大学大学院危機管理医学・医療安全学　　奥寺　　敬

LS8-1 血栓回収療法において必要なこと

神戸市立医療センター中央市民病院脳卒中センター 今村　博敏

LS8-2 血管内治療は救急医療体制構築の上に真の有効性を発揮する

公立豊岡病院但馬救命救急センター 小林　誠人

共催：日本メドトロニック株式会社　ニューロバスキュラー事業部

14：05 ～ 15：05

口演 13

小児救急 1
座長 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院救命救急センター　　山下　　寿

市立福知山市民病院救急科　　奥村　能城

O13-1 当院 PICUで経験した腹部外傷と事故防止への取り組み

北里大学医学部小児科学 田村　佑平

O13-2 乳児熱傷データベースの構築と保護者ヘルスリテラシー評価への展望

北九州市立八幡病院小児救急センター 藤崎　　徹
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O13-3 当救命救急センターでのペットによる小児の外傷

東京医科大学八王子医療センター 小林　雄大

O13-4 小児階段転落におけるリスク因子の検討

国立成育医療研究センター救急診療科 尾川　　陽

O13-5 小児の転落・墜落外傷の検討

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 野村　侑史

O13-6 救命救急センターに入室した小児外因性疾患患者の社会的背景に関する検討

岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター 岡本　　遥

O13-7 虐待通告の必要性を議論した症例への当院虐待防止委員会の対応

高槻病院小児科 仲宗根瑠花

15：05 ～ 16：05

口演 14

小児の救急 2
座長 済生会横浜市南部病院救急診療科　　豊田　　洋

日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター　　城戸　教裕

O14-1 熱湯熱傷にて気道閉塞を起こした幼児の一例

近畿大学医学部附属病院救命救急センター 松島　知秀

O14-2 1000 μg/dlを超える高アンモニア血症を血液浄化法でコントロールに成功した新生児の一例

熊本大学医学部集中治療部 鷺島　克之

O14-3 尿路感染症による溶血性尿毒症症候群に脳症を伴い救命出来なかった 1例
成育医療研究センター集中治療科 松戸　孝博

O14-4 痙攣重積型二相性脳症（AESD）発症予防へのビタミン投与の効果

国立成育医療研究センター手術集中治療部 松原　　健

O14-5 救命救急センターにおける SIDSを体験した家族へのグリーフケアの必要性

東京医科大学八王子医療センター 横森　良平

O14-6 京都府内における小児熱中症患者に関する実態調査結果

京都小児救急疾患研究会 伊藤　陽里

O14-7 PICU 管理を要した乳幼児突発性危急事態 12例の検討

東京都立小児総合医療センター救命・集中治療部 時田　裕介

16：05 ～ 17：05

口演 15

ICT
座長 順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科　　野村　智久

昭和大学藤が丘病院救急医学科　　宮本　和幸

O15-1 福井県におけるクラウド型心電図伝送システムの運用とその評価

福井大学医学部附属病院救急部 木村　哲也

O15-2 心電図・画像伝送システムを軌道に載せるためには消防との連携が鍵である

社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院救急総合診療部 三戸　正人

O15-3 津・久居地域メディカルコントロールにおける病院前十二誘導心電図伝送の現状について

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 石倉　　健

O15-4 NDBを用いた心肺蘇生後患者に対する診療の実態調査

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学 中谷　友香

O15-5 地域医療連携システムを用いた遠隔画像診断の ER運用
名古屋市立東部医療センター救急科 安藤　雅樹

O15-6 QRコードを用いるデジタルトリアージタッグシステムの情報収集機能評価と課題

東京女子体育大学運動医学 山田浩二郎
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O15-7 ICTを用いた医師集合要請システム

千葉大学医学部附属病院救急集中治療医学 田中久美子

第 11 会場【リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング 2F　ゴールデンルーム】

09：40 ～ 10：40

口演 16

消化管 1
座長 浦添総合病院救命救急センター　　八木　正晴

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座　　置塩　裕子

O16-1 上部消化管出血に対する内視鏡止血不能例の検討

東京都立墨東病院救命救急センター 大倉　淑寛

O16-2 上部消化管穿孔における術後真菌感染症のリスク因子の検討

済生会横浜市東部病院 笠井　華子

O16-3 上部消化管内視鏡を研修した救急医は内視鏡による上部消化管出血の治療，入院管理がで

きるか

東金九十九里地域医療センター東千葉メディカルセンター救急科，久喜総合病院救急科 幸部　吉郎

O16-4 内視鏡下止血術困難な出血性胃十二指腸潰瘍に対する止血方法の検討

日本医科大学付属病院高度救命救急センター，山梨県立中央病院救命救急センター 萩原　一樹

O16-5 内視鏡的食道異物除去術中に発生した緊張性気胸の一例

鹿児島愛心会大隅鹿屋病院 田口　朋洋

O16-6 食道破裂 19例の検討

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 持田　　弦

O16-7 門脈ガス血症症例の診断・治療について

泉大津市立病院外科・内視鏡外科 庄野　嘉治

10：40 ～ 11：40

口演 17

消化管 2
座長 済生会横浜東部病院救命救急センター　　山崎　元靖

京都第二赤十字病院救命救急センター救急科　　荒井　裕介

O17-1 当院での大腸穿孔緊急手術症例における予後因子の検討

大分県立病院救命救急センター 二日市琢良

O17-2 大腸癌 ileusに対する EMS症例の検討

岩手県立中央病院救急医療部内視鏡科 赤坂威一郎

O17-3 急性虫垂炎による急性汎発性腹膜炎に対する当院の治療戦略

半田市立半田病院外科 秋山荘二郎

O17-4 消化管穿孔に対する open abdomen managementの検討

日本医科大学付属病院救命救急科 瀧口　　徹

O17-5 下部消化管穿孔による急性汎発性腹膜炎症例に対する予防的局所陰圧閉鎖療法の検討

半田市立半田病院救急科 石田　陽祐

O17-6 急性胆嚢炎に対する腹腔鏡手術を安全に完遂するための当科の工夫

北播磨総合医療センター救急科，北播磨総合医療センター外科 御井　保彦

O17-7 2016年名古屋大学病院の胆道感染症の解析

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 高谷　悠大
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11：55 ～ 12：55

ランチョンセミナー9
座長 医療法人伯鳳会東京曳舟病院　　山本　保博

LS9 最新画像システムの徹底活用が救急医療のあり方を変えていく　

～Advanced Hybrid ER 救急新基準への挑戦～
社会医療法人緑泉会米盛病院外科 畑　　倫明

共催：シーメンスヘルスケア株式会社

14：05 ～ 15：05

口演 18

内分泌・代謝

座長 大崎市民病院救命救急センター　　山内　　聡

名古屋医療センター集中治療科　　森田　恭成

O18-1 インフルエンザを契機に褐色細胞腫が判明した一例

東京医科歯科大学救命救急センター 久下　晶子

O18-2 非痙攣性てんかん重積状態を呈したMarchiafava-Bignami病の一例
自治医科大学附属さいたま医療センター救急科 窪田　雅之

O18-3 Plummer病による甲状腺クリーゼに対して外科治療を行うことで救命し得た 1例
大阪警察病院 ER・総合診療センター 永田　沙也

O18-4 SGLT2阻害薬（エンパグリフロジン）内服のため著名な高血糖をしめさなかった高度ケト

アシドーシスの一例

東戸塚記念病院 大吉　　希

O18-5 SGLT2阻害薬による正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスの 3例
都立広尾病院救命救急センター 川下　剛史

O18-6 劇症 1 型糖尿病による高 K 血症で心肺停止となった一例

前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科 有賀　千秋

O18-7 特徴的な症状とMRI所見から糖尿病性筋梗塞が疑われた左大腿部痛の 1例
医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院救急科 今村　友典

15：05 ～ 16：05

口演 19

体温異常（環境異常）

座長 津山中央病院救命救急センター　　森本　直樹

大阪警察病院 ER・救命救急科　　戸上　由貴

O19-1 入浴中急死のほとんどは熱中症である－大阪市の疫学調査より

千葉科学大学危機管理学部医療危機管理学科，大阪府監察医事務所，日本救護救急財団 黒木　尚長

O19-2 大阪市における熱中症と気象の関係について

千葉科学大学危機管理学部医療危機管理学科，日本救護救急財団 飯田　涼太

O19-3 Heatstroke FAX 2016 熱中症発生即時登録全国調査報告

熱中症に関する委員会 八木　正晴

O19-4 DICは熱中症の予後因子である

香川大学医学部附属病院救命救急センター 一二三　亨

O19-5 当院における低体温症例の検討

国立病院機構南和歌山医療センター救命救急科 益満　　茜

O19-6 発性低体温症における死亡のリスクの検討（J-point regisrty）
京都第二赤十字病院救命救急センター救急科 岡田　遥平
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O19-7 低体温症は高齢者の社会問題である

神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター 井上　　彰

16：05 ～ 17：05

口演 20

産科・婦人科救急

座長 東海大学医学部救命救急医学　　中川　儀英

国立病院機構嬉野医療センター救急科　　小野原貴之

O20-1 妊婦心停止に対する救急医の理解は不十分である

日本赤十字社医療センター，日本母体救命システム普及協議会 山下　智幸

O20-2 産褥心筋症と診断され，治療介入に遅延が生じた特発性冠動脈解離（SCAD）の 1例
沖縄県立中部病院救急科 小山　智士

O20-3 産科危機的出血の病院間搬送における危険性の検討

東京都立多摩総合医療センター救命救急センター，日本母体救命システム普及協議会（J-CMELS） 金子　　仁

O20-4 妊産婦における REBOAの使用経験

京都第二赤十字病院救命救急センター救急科，京都第二赤十字病院産婦人科，
大阪市立総合医療センター産科 岡田　麻美

O20-5 救命のための医師搬送の有用性　―妊産婦死亡報告事業の事例検討から―
東京女子医科大学八千代医療センター救急科・集中治療部 木村　友則

O20-6 異なった治療経過をたどった妊婦外傷の 3例
大阪府泉州救命センター 文野　裕美

O20-7 産科救急症例の救急医介入による効果

横須賀共済病院救急科，横浜市立大学医学部救急医学教室 南　さくら

第 12 会場【大阪国際会議場 3F　イベントホール】

09：40 ～ 10：40

私の工夫 1

私の発見，私の発明 1
司会 藤沢市民病院救命救急センター　　阿南　英明

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター　　梅村　　穣

DS1-1 顎関節脱臼防止帽（AGOキャップ）の開発と臨床応用について

香川大学医学部歯科口腔外科学講座 小川　尊明

DS1-2 Finger intubationを基に考案した新しい気管挿管器具の開発

近畿大学医学部救急医学科 植嶋　利文

DS1-3 CT専用放射線被曝防護板「かまくら」の開発

都島放射線科クリニック 保本　　卓

DS1-4 重症外傷および ECMO患者の安全・迅速な搬送デバイス「バックボードツリー」の開発と運用

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 松村　洋輔

DS1-5 ストレッチャー外付け式モニター架台の作成

鹿児島市立病院救命救急センター 高間　辰雄
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10：40 ～ 11：40

私の工夫 2

私の発見，私の発明 2
司会 産業医科大学医学部救急医学講座　　真弓　俊彦

神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター　　神谷　侑画

DS2-1 小児患者の緊急度判定のための市民用救急医療サービス提供アプリケーション開発を通し

ての経験

大阪大学救急医学 片山　祐介

DS2-2 深在性真菌症における多血小板血漿を用いたWako法の新規測定法

岩手医科大学岩手県高度救命救急センター，岩手県立大船渡病院 下山　　賢

DS2-3 急性腎障害に対する新規治療法の開発を見据えた，ヒト多能性幹細胞から腎尿細管細胞へ

の分化誘導法の確立

慶應義塾大学医学部救急医学 本間康一郎

DS2-4 急性一酸化炭素中毒に対する新しい治療法としての光照射

聖マリアンナ医科大学救急医学 平　　泰彦

DS2-5 近赤外分光法（NIRS）を用いた脳表層組織の脈動血流成分の測定法

聖マリアンナ医科大学救急医学 川口　剛史

DS2-6 ISLS 浜松での模擬心電図モニターの開発

総合青山病院脳神経外科 野村　　契

14：05 ～ 15：05

私の工夫 3

私のあんな工夫，こんな工夫 1
司会 国立病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部　　原田　正公

大崎市民病院救急科　　松村　隆志

DS3-1 入歯老人対処法『鼻マスク換気』

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院救急センター 関　　啓輔

DS3-2 ビデオ喉頭鏡直視下の経鼻・経口胃管挿入について

昭和大学藤が丘病院救急医学科 宮本　和幸

DS3-3 顔面・気道熱傷における新しいチューブホルダーの考案

近畿大学医学部附属病院救命救急センター 一ノ橋紘平

DS3-4 気管切開と異物鉗子を用いた気道出血・気管内血腫の窒息回避法

亀田総合病院呼吸器外科 叢　　　岳

DS3-5 カフなし気管切開カニューレの固定方法-事故抜去を防ぐための工夫-
社会医療法人関愛会佐賀関病院 中村　朋子

DS3-6 脊椎・脊髄外傷後に発症した呼吸不全に対し，自家製の腹臥位用脊柱固定器を用いての呼

吸療法による管理

杉田玄白記念公立小浜病院外科 前田　敏樹

15：05 ～ 16：05

私の工夫 4

私のあんな工夫，こんな工夫 2
司会 山口大学大学院医学系研究科救急・総合診療医学　　鶴田　良介

東北大学病院高度救命救急センター　　小林　正和

DS4-1 CTの最適のマーカーは何か？

箕面市立病院放射線科 丸山　泰貴
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DS4-2 交差法と平行法を組み合わせた超音波ガイド下中心静脈穿刺

大阪府立病院機構大阪母子医療センター集中治療科 竹下　　淳

DS4-3 心停止を来した心タンポナーデ症例に対する「私の工夫」－Quick draw脱血管を用いた PCPS－
一宮市立市民病院救急科 谷口　俊雄

DS4-4 赤外線センサー式輸液滴下数計測器を使用した呼吸回数測定

岡山市立市民病院救急センター 桐山　英樹

DS4-5 急性大動脈解離 Stanford B 型 急性期治療における Peripherally inserted central catheterによる
静脈炎予防効果

徳島大学大学院心臓血管外科，千葉西総合病院心臓血管外科 川谷　洋平

16：05 ～ 17：05

私の工夫 5

私のあんな工夫，こんな工夫 3
司会 広島大学原爆放射線医科学研究所放射線医療開発研究分野　　廣橋　伸之

国立国際医療研究センター病院救命救急センター　　植村　　樹

DS5-1 過換気症候群の治療に 10mlシリンジを用いる試み
浜松医療センター救急科 小野　愛子

DS5-2 できるかな？　「機内で使える聴診器」

自治医科大学医学部救急医学講座救命救急センター 間藤　　卓

DS5-3 医療器具に屈曲処理を行うことで目的部位に容易に到達できるようになる

近畿大学医学部救急医学科 植嶋　利文

DS5-4 臨床で使える換気効率の簡易計算式

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院集中治療科 財津　昭憲

DS5-5 駆血により静脈血乳酸値は影響されるか？
名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学，名古屋市立東部医療センター看護部 内藤　雅文

第 13 会場【大阪国際会議場 3F　イベントホール】

09：40 ～ 10：40

口演 21

感染症 1
座長 筑波メディカルセンター病院救命救急センター　　河野　元嗣

日本赤十字社医療センター救急科　　山下　智幸

O21-1 治療経過中に発症したサイトメガロウイルス（CMV）腸炎の 3例
関西医科大学附属枚方病院救命救急科 村津　有紗

O21-2 脾臓低形成により脾臓摘出後重症感染症（Overwhelming PostSplenectomy Infection：OPSI）
と同様の病態を経た一例

鹿児島市立病院救命救急科 山中　陽光

O21-3 急速に神経症状が進行しダニ媒介性脳炎で死亡した 1例
市立札幌病院救命救急センター 坂東　敬介

O21-4 当院で経験した重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の検討

徳島県立中央病院救急科 佐尾山裕生

O21-5 溶連菌の先行感染を伴いリウマチ熱と鑑別困難であった成人 Still病の 1例
筑波大学附属病院救急・集中治療部 朴　　啓俊

O21-6 壊死性筋膜炎に対する分割皮膚切開

鳥取県立中央病院救命救急センター 岡田　　稔
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O21-7 結石性腎盂腎炎における腎盂造影の有無は予後と関連する

沖縄県立中部病院救急科 岡　正二郎

10：40 ～ 11：40

口演 22

感染症 2
座長 松戸市立福祉医療センター東松戸病院リハビリテーション科　　森本　文雄

大阪市立総合医療センター救命救急部　　吉野　智美

O22-1 侵襲性肺炎球菌感染症 16例の検討

札幌徳洲会病院救急総合診療科 西條　正二

O22-2 劇症型 A 群溶血性連鎖球菌による敗血症性ショックの救命の一例

名古屋大学医学部救急・集中治療医学部分野 春日井大介

O22-3 ELISAによる迅速血中 TSST―1 測定により TSS早期診断・治療につながった 3症例
愛知医科大学病院救命救急科 丸地　佑樹

O22-4 多関節炎が初発症状であった Streptococcus dysgalactiae subspecies equisimilisによる劇症型溶

血性連鎖球菌感染症の一例

東京医療センター救急科 藤沢　篤夫

O22-5 肺炎球菌性髄膜炎罹患後に視力障害を来たした一例

横浜医療センター 武田　知晃

O22-6 ガス壊疽抗毒素を投与した血管内溶血を伴う Clostridium perfringens肝膿瘍の 1例
香川大学医学部附属病院救命救急センター 岡崎　智哉

O22-7 アミノグリコシド耐性アシネトバクターのリスク因子

順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科，順天堂大学医学部附属浦安病院感染対策室 村田　健介

14：05 ～ 14：45

Pros & Cons シリーズ 1

重症頭部外傷に対する低体温療法は有効か？

司会 山口大学大学院医学系研究科救急・総合診療医学講座　　小田　泰崇

P&C01-1 重症頭部外傷に対する低体温療法の有効性―これまでの知見と今後の方向性―
大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 吉矢　和久

P&C01-2 重症頭部外傷に対する低体温療法は有効か？
地方独立行政法人りんくう総合医療センター高度脳損傷・脳卒中センター，脳神経外科 萩原　　靖

14：50 ～ 15：30

Pros & Cons シリーズ 2

重症頭部外傷の管理に ICPモニタリングは必要か？

司会 香川大学医学部救急災害医学　　黒田　泰弘

P&C02-1 ICPモニタリングは神経集中治療に必須のモニターである！
日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野 横堀　將司

P&C02-2 重症頭部外傷の管理に ICPモニタリングは必要か？～Consの立場から～
日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 櫻井　　淳
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15：35 ～ 16：15

Pros & Cons シリーズ 3

救命センターの外傷初療にハイブリッド ERは必要か？
司会 東京医科歯科大学大学院救急災害医学分野　　大友　康裕

P&C03-1 Hybrid Emergency Roomが切り開く新たな世界

関西医科大学救急医学講座 中森　　靖

P&C03-2 外傷診療にとってハイブリッド ERのメリットは限定的である

兵庫医科大学救急災害医学 白井　邦博

ポスター会場【大阪国際会議場 3F　イベントホール】

10：40 ～ 11：40

ポスター1

心肺停止 1
座長 東京女子体育大学運動医学　　山田浩二郎

公立豊岡病院但馬救命救急センター　　佐藤　紘一

P01-1 鈍的外傷来院時心肺停止症例の検討～ER 開胸（ERT）の妥当性～

健和会大手町病院外科，健和会大手町病院救急科 三宅　　亮

P01-2 心停止蘇生後の難治性非けいれん性てんかん重積に対して積極的治療を行い，良好な神経

学的転帰が得られた一例

東京都立墨東病院救命救急センター 石田　琢人

P01-3 バルプロ酸，クロナゼパムに抵抗性の Lance-Adams症候群における薬物治療の検討

大阪急性期・総合医療センター救急診療科 林　　元久

P01-4 PCPSを挿入する場所により死亡率は変わるか

福山市民病院 宮庄　浩司

P01-5 自己心拍再開（ROSC）症例と非 ROSC症例との PCO2を主体とした血液ガス分析データの

比較検討

宮崎県立延岡病院救急センター 川名　　遼

P01-6 病院外発生心肺停止に対する ECPRの検討

岐阜県総合医療センター救命救急センター・心臓血管センター 森　　義雄

P01-7 脳低体温療法を導入した心停止後症候群における転帰因子の検討

国立病院機構災害医療センタ－救命救急センタ－ 金村　剛宗

10：40 ～ 11：40

ポスター2

中枢神経 1
座長 東北医科薬科大学病院救急科　　遠藤　智之

大阪市立大学大学院医学研究科救急医学　　野田　智宏

P02-1 めまい患者における脳血管障害診断マーカーの探索

群馬大学大学院医学系研究科救急医学分野 澤田　悠輔

P02-2 救急で戸惑う一過性全健忘（TGA）
甲府共立病院救急科 浅川　英一
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P02-3 急性期脳卒中入院患者における神経原性肺水腫についての検討

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター救命救急センター 下野圭一郎

P02-4 くも膜下出血で発症した解離性脳動脈瘤の臨床的特徴の検討

島根県立中央病院脳神経外科 上田　　猛

P02-5 脳出血手術症例における救急外来での気管挿管は肺炎の減少や退院時転帰に貢献するのか？
飯塚病院救急部 山田　哲久

P02-6 Clinical Application of a Digital Pupillmeter in Perioperative Patients
大阪府三島救急救命センター診療部脳神経外科 Adam Tucker

P02-7 クモ膜下出血術後，スパイナルドレナージの合併症として，血腫による急性閉塞性水頭症

を発症した 1例
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域救急・災害医療学講座 内藤　宏道

10：40 ～ 11：40

ポスター3

循環 1
座長 市立釧路総合病院救命救急センター　　其田　　一

済生会滋賀県病院救急集中治療科　　平泉　志保

P03-1 神経脱落所見のない Painless aortic dissection（Stanford type A）の 3例
順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科 関井　　肇

P03-2 孤立性腹部内臓動脈解離 14例の検討

済生会熊本病院集中治療室 鵜木　　崇

P03-3 喀血症状で搬送され感染性動脈瘤の気管支瘻の診断に難渋した一例

東京女子医科大学救急医学 角田美保子

P03-4 腹痛を主訴に受診した急性心筋炎の 1例
東京都立墨東病院 坂谷　朋子

P03-5 発熱と頭痛を主訴に来院した感染性脳動脈瘤を伴う感染性心内膜炎の一例

前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科 丸山　　潤

P03-6 S 状結腸癌術後に VT/VF stormとなり PCPSサポート下に救命した一例

大隅鹿屋病院循環器内科 有馬　　喬

P03-7 特発性コレステリン塞栓症と診断し，TBIによる経過フォローを行った 1例
大阪警察病院 ER・総合診療センター 小林　　献

10：40 ～ 11：40

ポスター4

消化管 1
座長 新潟市民病院救命救急・循環器病・脳卒中センター　　田中　敏春

関西医科大学総合医療センター救急医学科　　川田　真大

P04-1 乳酸値高値は上部消化管出血患者の緊急止血処置の予測因子と成り得る

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 小野寺隆太

P04-2 小腸が出血源であった消化管出血の診断並びに治療戦略

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 興梠　貴俊

P04-3 絞扼性腸閉塞の緊急手術について

健生会土庫病院救急科 下林　孝好

P04-4 大腸憩室出血/再出血の検討

滋賀医科大学救急・集中治療部，滋賀医科大学外科学講座 北村　直美

P04-5 イレウス（腸閉塞）に対する高気圧酸素治療の有用性

岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター 土井　智章

P04-6 ステロイド長期内服中高齢男性に発症した腸管気腫症に対する高気圧酸素療法の有用性

南部徳洲会病院救急診療科 今村　　恵
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P04-7 骨盤内腹膜炎を合併した成人腸重積の一例

東京女子医科大学病院救急医学 市丸　　梓

10：40 ～ 11：40

ポスター5

多臓器不全

座長 医療法人靖和会飯能靖和病院　　原田　俊一

京都第二赤十字病院救命救急センター救急科　　岡田　遥平

P05-1 好酸球増多が早期診断の鍵になり得た特発性コレステロール塞栓症の 1例
仁愛会浦添総合病院 穂積　拓考

P05-2 上行大動脈解離に伴う縦隔血腫により右肺動脈狭窄を来たし，低酸素血症を呈した一例

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 山崎さつき

P05-3 3度熱中症との鑑別に難渋した急性壊死性脳症の 1例
札幌医科大学救急医学講座，市立函館病院救命救急センター 小田桐有沙

P05-4 急激に全身紫斑を伴い多臓器不全を呈した血栓性微小血管症の 1例
防衛医科大学校病院救急部 長村　龍憲

P05-5 椎骨動脈破裂により脳死とされうる状態となった NF1の 1例
熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部 田中　拓道

P05-6 アナフィラキシーショック加療中に敗血症性ショックを診断した一例

厚生連高岡病院救命救急センター 中川貴美子

P05-7 診断に苦慮した皮膚リンパ腫の一例

香川大学医学部附属病院救命救急センター 眞鍋亜里沙

10：40 ～ 11：40

ポスター6

感染症・敗血症 1
座長 かづの厚生病院　　吉田　雄樹

大阪市立総合医療センター救命救急センター　　的井　愛紗

P06-1 肺化膿症に対するセフトリアキソン（CTRX）の投与が原因と診断した偽胆石症の 1成人例
社会医療法人三和会永山病院救急科 高橋　　均

P06-2 保存的治療で救命した Class4 気腫性腎盂腎炎

東京都立墨東病院高度救命救急センター 山岸　利暢

P06-3 門脈内ガスと胃壁内気腫を呈し保存的治療にて改善した 1例
済生会横浜市東部病院集中治療科 木村　慎一

P06-4 イレウスによる敗血症性ショックにタコツボ心筋症を合併し治療に難渋した一例

日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター 渡邊　顕弘

P06-5 Klebsiela pneumoniae 菌血症に電撃性紫斑病を伴った一症例

浦添総合病院救急集中治療部 高橋　公子

P06-6 腹部症状を全く認めない急性胆嚢炎の 1例
岡山旭東病院救急室 田中礼一郎

P06-7 再発性肝膿瘍により，眼内炎をきたした一例

東京女子医科大学救急医学 秋月　　登
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10：40 ～ 11：40

ポスター7

頭部外傷 1，胸部外傷 1
座長 東京慈恵会医科大学附属第三病院救急部　　大槻　穣治

りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救急センター　　臼井　亮介

P07-1 両側前頭葉の脳挫傷により無言症を呈した重症頭部外傷の一例

彩の国東大宮メディカルセンター脳神経外科，日本大学医学部脳神経外科学系神経外科学分野 木村　重吉

P07-2 眼部打撲による一次性動眼神経麻痺の一例

京都第一赤十字病院救命救急センター救急科 荒井　美香

P07-3 頭蓋骨内板のみの陥没骨折の 1症例
緑泉会米盛病院脳神経外科 伊地知　寿

P07-4 血球貪食症候群を併発し，びまん性軸索損傷を呈するも二年の経過で意識改善に至った重

症頭部外傷の一例

東京都立墨東病院高度救命救急センター 寳田　秀憲

P07-5 カテコラミン不応性ショックを呈した鈍的心損傷の 1例
久留米大学医学部救急医学講座 森田　敏夫

P07-6 開胸大動脈遮断を用いた止血術後，経過中に再出血した胸腹部刺創の 1例
山口大学医学部附属病院先進救急医療センター 綾田　　亮

P07-7 パラグライダー中の高所墜落から大動脈損傷を負い，救命し得なかった一例

順天堂大学医学部附属静岡病院救急診療科 長澤　宏樹

10：40 ～ 11：40

ポスター8

脊椎・脊髄外傷 1，多発外傷 1
座長 東京警察病院救急科　　金井　尚之

大阪府済生会千里病院千里救命救急センター　　三浦　拓郎

P08-1 当センターにおける頚髄損傷患者の気管切開適応に関する検討

長崎大学病院救命救急センター 野崎　義宏

P08-2 頭部外傷後に遅発性に発症した頚椎脱臼の 1例
大分大学医学部附属病院高度救命救急センター 野谷　尚樹

P08-3 頸髄損傷患者の画像診断（CT,MRI）についての検討

手稲渓仁会病院救急科 内藤　祐貴

P08-4 当センターにおける重症外傷例の検討

東京都立多摩総合医療センター救命救急科 鈴木　大聡

P08-5 外傷を契機に発症したギラン・バレー症候群の一例

札幌医科大学医学部救急医学講座 吉田　有法

P08-6 熊外傷による頸部血管損傷により，脳梗塞を来した一例

福島県立医科大学附属病院高度救命救急センター 三澤　友誉

P08-7 交通外傷を契機に発症した急性心筋梗塞（AMI）の 1例
富山県立中央病院救命救急センター 宮越　達也
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10：40 ～ 11：40

ポスター9

環境異常 1
座長 昭和大学藤が丘病院救急医学科　　佐々木　純

岸和田徳洲会病院救命救急センター　　鈴木慧太郎

P09-1 重症熱中症に起因した心停止患者に対して蘇生後脳低体温療法を施行した 1例
大阪国際がんセンター麻酔科 鉢嶺　将明

P09-2 ARDSを合併し VV－ECMOを導入した三度熱中症の一例

東京女子医科大学救急医学 金　　児民

P09-3 人工呼吸管理を要し急速全身冷却が有効であった重症熱射病患者の一例

国家公務員共済組合連合会大手前病院救急科 甲斐沼　孟

P09-4 “サウナ”は重症熱中症となる重要なキーワードとなり得るか

順天堂大学医学部附属静岡病院救急診療科 石川　浩平

P09-5 当院における偶発性低体温症例の復温と輸液量の検討

横浜市立みなと赤十字病院救命救急センター 中山　祐介

P09-6 偶発性低体温症における感染症合併群と外因性疾患群での時間あたりの復温温度の差の検討

洛和会音羽病院救命救急センター・京都 ER 植木あゆみ

P09-7 重症偶発性低体温症例における血液培養結果の検討

山梨県立中央病院救急科 小林　辰輔

10：40 ～ 11：40

ポスター10

中毒 1
座長 東京都立多摩総合医療センター救命救急センター　　清水　敬樹

兵庫県災害医療センター救急部　　菊田　正太

P10-1 キョウチクトウ中毒の 1例
戸田中央総合病院救急科 大塩　節幸

P10-2 茶会中に生じた集団一酸化炭素中毒の一例

埼玉医科大学総合医療センター救急科 遠井　敬大

P10-3 水タバコ 1 回の喫煙により一酸化炭素中毒を来した一例

健和会大手町病院救急科 山本　康之

P10-4 典型的なMRI所見を呈した遷延型一酸化炭素中毒の一例

福島県立医科大学附属病院高度救命救急センター 後藤　將之

P10-5 ヘリウムガス吸入による心肺停止の一例

福岡徳洲会病院救急科 川原　加苗

P10-6 アンモニアガスによる気道緊急の一例

国立病院機構仙台医療センター 斉藤　壮矢

P10-7 当初中毒死が疑われたが，剖検により内因性急死と判明した一例

京都医療センター救命救急科 別府　　賢
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10：40 ～ 11：40

ポスター11

精神科救急

座長 東京都立松沢病院一般科　　樫山　鉄矢

日本赤十字社和歌山医療センター救急科部　　是永　　章

P11-1 当院における自殺企図患者の動向

荒尾市民病院救急科 田畑　輝海

P11-2 未成年の自損行為の傾向と今後の対策についての検討

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 杉田秀太郎

P11-3 九州大学病院におけるコンサルテーション・リエゾン活動：救命救急センターに搬送され

た自傷症例の臨床的特徴と転帰

九州大学大学院医学研究院精神病態医学 田中　裕記

P11-4 愛知県～精神疾患（身体合併症含む）の搬送基準策定について

名古屋第二赤十字病院救急科，愛知県救急搬送対策協議会ワーキング・グループ（精神） 稲田　眞治

P11-5 悪性リンパ腫による症状性精神障害をきたし集中治療管理を要した一例

関西医科大学救急医学講座 大石　峻裕

P11-6 医療チームの介入による行動抑制により軽快した過活動の食思不振症患者の 1例
日本赤十字社医療センター栄養課 山邊志都子

P11-7 当院に搬入された自殺企図者の傾向と行政とタッグを組んだ自殺企図者支援システム

社会医療法人仁愛会浦添総合病院救命救急センター 八木　正晴

10：40 ～ 11：40

ポスター12

画像診断・IVR 1
座長 獨協医科大学救急医学　　小野　一之

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター救命救急センター　　家城　洋平

P12-1 外傷性出血性ショックに対する経カテーテル動脈塞栓術（TAE）における当院の救急医と放

射線科医の協力体制

京都第一赤十字病院救急科 榎原　巨樹

P12-2 当院で経験した動脈瘤症例の検討

名古屋徳洲会総合病院外科 松居　亮平

P12-3 当救命救急センターにおける外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻の endovascular therapy
東京医科大学八王子医療センター救命救急センター 沼田　儒志

P12-4 僧帽筋内血腫に多発仮性動脈瘤および腕神経叢麻痺を合併した von Recklinghausen病の 1例
前橋赤十字病院集中治療科救急科 佐々木慧美

P12-5 下顎骨関節突起脱臼骨折に合併した咽喉頭血腫による気道閉塞に対し，経カテーテル的動

脈塞栓術を施行した一例

一宮西病院救急科 川村正太郎

P12-6 来院後心肺停止となった特発性腰動脈損傷に対して大動脈ステントグラフト内挿術で止血

を得た一例

湘南鎌倉総合病院救急総合診療科 中野秀比古

P12-7 特発性肋間動脈仮性瘤破裂の治療経験

愛媛県立中央病院 上松　敬吾

P12-8 IVR・CTが有用であった子宮破裂の一救命例

新潟市民病院救命救急・循環器病・脳卒中センター 窪田　健児
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重症度・予後評価・病態生理

座長 国立病院機構東京医療センター救命救急センター　　菊野　隆明

大阪府泉州救命救急センター　　中村　洋平

P13-1 一般病棟で心停止を来たし心肺蘇生を受けた入院患者の予後因子

東京都立多摩総合医療センター 奥村光一郎

P13-2 早期治療介入とアドレナリン持続静脈内投与方法が，アナフィラキシーにおける 2 相性反

応を抑制しうる

前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科救急科 藤塚　健次

P13-3 くも膜下出血予後予測因子としての glucose/ K ratioの有用性

日本医科大学救急医学科 藤木　　悠

P13-4 好中球・リンパ球比を用いたくも膜下出血の重症度評価

大津市民病院 横峯　辰生

P13-5 救急搬送患者の初療における末梢循環血流量と quick SOFAとの関連性

山形大学医学部附属病院救急科 高橋　一則

P13-6 敗血症患者における赤血球分布幅とチャールソン併存疾患指数との関係性について

久留米大学病院高度救命救急センター 田代　恵太

P13-7 長期の運動負荷は細胞性免疫能を低下させる

日本大学文理学部人文科学研究所 深田喜八郎

10：40 ～ 11：40

ポスター14

ER診療 1
座長 新百合ヶ丘総合病院救急科　　竹本　正明

大阪急性期・総合医療センター高度救命救急センター　　中本　直樹

P14-1 ERが小児外傷の初期診療を引き受ける意味―さまよう患児の受け皿と虐待のセーフティー

ネットとしての役割―
東京都立墨東病院救急診療科高度救命救急センター 岡田　昌彦

P14-2 日本における ER診療のあり方：大学病院 ERにおけるリスクヘッジを考慮した初期研修医

教育と救急専門医の役割

東京女子医科大学救急医学 武田　宗和

P14-3 南奈良総合医療センターが奈良県の救急医療に与えた影響の検討

南奈良総合医療センター 鶴田　啓亮

P14-4 これからの ER診療はどうあるべきか？
加古川西市民病院救急科 切田　　学

P14-5 ER 型救急外来における振り分け困難症例の検討

横浜労災病院救命救急センター 木下　弘壽

P14-6 都市部における ER 型救命救急センターの現状と問題点

横浜市立市民病院救命救急センター 伊巻　尚平

P14-7 当施設における ER 型救急の現状

洛和会音羽病院救命救急センター・京都 ER 安田　冬彦
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災害医療 1
座長 聖マリア病院救命救急センター集中治療科　　爲廣　一仁

JA愛知厚生連海南病院　　斗野　敦士

P15-1 南海トラフ地震に備えた静岡県志太榛原地域及び島田市の取り組みと問題点

市立島田市民病院 松岡　良太

P15-2 全日本病院協会災害医療支援チーム AMATの活動

直和会平成立石病院地域救急医療センター救急科，公益社団法人全日本病院協会 大桃　丈知

P15-3 東京医科歯科大学歯学部附属病院内で発生した刺傷事件における現場対応

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 加藤　　渚

P15-4 救急医が災害医療に向いている理由

国立病院機構災害医療センター災害医療部福島復興支援室 小早川義貴

P15-5 CBRNE 災害時の病院受け入れ時の現状

京都第一赤十字病院救命救急センター 高階謙一郎

P15-6 BCRNE 災害対応の検討-mass eventも含めて

京葉病院外科，災害医療大系編纂グループ 原口　義座

P15-7 大規模災害時には高齢者や透析患者を搬送する病院救急車が必要

永生会南多摩病院 藤江　　聡

10：40 ～ 11：40

ポスター16

臓器提供・AI
座長 新潟大学医歯学総合病院高度救命救急センター・集中治療部　　遠藤　　裕

刈谷豊田総合病院救急集中治療部　　三輪　立夫

P16-1 脳死下臓器提供という終末期におけるオプション提示と臓器提供の経験

日本赤十字社医療センター救命救急センター 林　　宗博

P16-2 長崎県下三次救急医療施設の死亡退院調査からみた，臓器提供の選択肢提示における現状

長崎大学病院救命救急センター 平尾　朋仁

P16-3 Aiの可能性を探る　検死結果を踏まえた考察

横浜栄共済病院救急総合診療部 宮崎真奈美

P16-4 当救命救急センターにおける縊頚症例の現状と画像検査

手稲渓仁会病院救命救急センター 山口　智佳

P16-5 当救命センターにおける Autopsy Imagingの現状と課題

東京女子医科大学東医療センター救命救急センター 岩崎　　恵

P16-6 救急外来へ搬送された心肺停止症例に施行された CTにおける後方的検討

藤田保健衛生大学病院救急総合内科 中島　理之

P16-7 胸骨圧迫により肋骨骨折はどの程度起こるのか？～Autopsy Imaging（AI）による検討～

横須賀市立うわまち病院救急総合診療部 神尾　　学
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様々な視点

座長 安曇野赤十字病院救急科　　亀田　　徹

伊勢赤十字病院外科　　田村　佳久

P17-1 腹部 CT実施割合と虫垂切除術後合併症との関連　DPCデータを用いた病院特性の解析

大阪医科大学救急医学教室，東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学経済学 太田　孝志

P17-2 消化管緊急手術における二臓器同時切除のリスクに関する検討

函館五稜郭病院外科 小林　　慎

P17-3 適切な連携により訴訟を回避できた胃管誤挿入による医原性気胸の 1例
社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院救急科 乙宗佳奈子

P17-4 火災警報作動時の初動体制の改善

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院麻酔科 木村　廷和

P17-5 救急外来警護のための警察 OB24時間配備体制前後の変化

横浜市立みなと赤十字病院 八木　啓一

P17-6 病院レベルでの防犯・テロ対策および傷病者対応

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 岩崎　陽平

P17-7 救急・集中治療での身体抑制に係る法的・倫理的問題の考察

稲沢市民病院麻酔･救急･集中治療部門 貝沼　関志

10：40 ～ 11：40

ポスター18

病院前救急・MC 1
座長 京都第二赤十字病院救命救急センター救急科　　成宮　博理

大阪府健康医療部保健医療室医療対策課　　岡本　　潤

P18-1 救急車による転院搬送についての検討

関西医科大学救急医学講座 梶野健太郎

P18-2 救命救急センター開設に伴う救急車の受け入れ体制の改革

藤枝市立総合病院救命救急センター救急科 三木　靖雄

P18-3 救急搬送時間に影響する因子についての検証

国士舘大学大学院救急システム研究科 星野　元気

P18-4 時間外・管轄外エリアへラピッドカーを非常出動させた事例の報告

順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 熊川　靖章

P18-5 傷病者 2 名の現場で，Drカーで到着した Dr1 名が初療後に現発するタイミング

八戸市立市民病院救命救急センター 今野　慎吾

P18-6 ドクターカーで対応し良好な機能予後を得た外傷性窒息に因る心肺停止の一例

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 小池　俊明

P18-7 外傷症例に対するさいたま赤十字病院のドクターカーの病院前評価・処置の検討

さいたま赤十字病院救急科 鈴木　　源
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病院前救急・MC 2
座長 日本体育大学保健医療学部救急医療学科　　小川　理郎

岡山大学救急科　　小﨑　吉訓

P19-1 救急医学会当委員会主催の救急セミナーに関するアンケート，追跡調査の検討

日本救急医学会学生・研修医部会設置運用検討特別委員会 上杉　泰隆

P19-2 当院救命救急センターにおける初期臨床研修医の指導体制の現状および研修医教育

富山県立中央病院救命救急センター 坂田　行巨

P19-3 Hawaii International Clinical Teaching Workshop に参加して
神戸大学医学部附属病院救急部 大坪　里織

P19-4 除細動器を使用した致死性不整脈に対する体験型救急科臨床実習の試み

岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター 牛越　博昭

P19-5 救急医をめざす初期研修医を増やすために　～生の声を聴き，アプローチを考える～
順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 笹生　樹里

P19-6 18歳未満が有効的な心肺蘇生訓練を行う人形の比較

国士舘大学大学院救急システム研究科 津波古　憲

P19-7 動的な生理学的評価を主眼においた救急初期診療コースの開発と開催報告

自治医科大学附属さいたま医療センター救命救急センター 下山　　哲

16：05 ～ 17：05

ポスター20

心肺停止 2
座長 宮崎県立延岡病院救急センター　　矢野　隆郎

愛媛県立中央病院救急科　　上松　敬吾

P20-1 院外心停止患者における上腕部・前額部 rSO2と自己心拍再開との関連

横須賀共済病院救命救急センター 谷口　隼人

P20-2 BISによる心肺停止後症候群患者の神経予後評価

山梨県立中央病院救命救急センター 松本　　学

P20-3 当院における脳低温療法に筋弛緩薬投与を要した心肺停止蘇生後患者の神経学的予後の検証

武蔵野赤十字病院救命救急科 高橋　　充

P20-4 病院搬入後の院外心肺停止症例に対する心肺蘇生の質の検討

沖縄県立中部病院救急科 山口　　裕

P20-5 2016年に当院へ搬送された CPA症例の現状について

東邦大学医療センター大森病院救命救急センター 伊東　俊秀

P20-6 入浴中の死亡と気象条件は関係があるのか？

福井県立病院 福本　雄太

P20-7 当院搬送心肺停止症例の現状

太田西ノ内病院救命救急センター麻酔科 千田　康之
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中枢神経 2
座長 大分市医師会立アルメイダ病院救命救急センター　　稲垣　伸洋

長野赤十字病院救急科　　市川通太郎

P21-1 重症体幹部外傷に対して大動脈遮断施行後に脳塞栓症を発症した 4例の検討

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，日本医科大学救急医学 山本真梨子

P21-2 急性期血栓回収術に内頚動脈ステント留置術を併用した 1例
医療法人王子総合病院脳神経外科 本間　敏美

P21-3 異常行動が前面に出現した脳血管障害の 2症例
草加市立病院救急科 海老瀬広規

P21-4 意識声明期を挟んで反復する痙攣様運動で発症した Top-of-the-basilar infarcts
佐久総合病院小海分院 椎野明日実

P21-5 破裂前交通動脈瘤コイル塞栓術に合併した非典型的悪性症候群

東京曳舟病院脳神経外科 渋谷　　肇

P21-6 頭痛，痺れを主訴に搬送された前大脳動脈解離の一例

前橋赤十字病院集中治療科・救急科 諸田　　彗

P21-7 内頸動脈解離による tandem occlusionに対する急性期血行再建の 1例
市立四日市病院脳神経外科 水谷　高輔

16：05 ～ 17：05

ポスター22

呼吸 1
座長 川口市立医療センター　　直江　康孝

水戸済生会総合病院救命救急科　　楢橋　和真

P22-1 餅による気道閉塞を来し予後不良に至った 3例
大阪警察病院 ER・総合診療センター 永田　慎平

P22-2 肝膿瘍から二型呼吸不全を来した高齢女性の一例

伊那中央病院救急科 北川　奈美

P22-3 声門部腫瘤による気道閉塞の一例

東京大学医学部救急科学教室 丹生谷啓介

P22-4 慢性甲状腺炎に伴う甲状腺腫大により著しい気管狭窄を来した 1例
公立昭和病院救命救急センター 佐々木庸郎

P22-5 甲状腺腫瘤による気道閉塞をきたした三症例

日立総合病院救命救急センター 高橋　雄治

P22-6 気管狭窄を初発症状とした食道癌の一例

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター 服部　理夫

P22-7 突然の呼吸苦を初発症状とした解離性胸部大動脈瘤

京都第二赤十字病院臨床研修医 豊國　恵麻

P22-8 気管切開症例の気道緊急による院内急変の 1例
愛知医科大学循環器内科 小島　宏貴
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消化管 2
座長 東邦大学救命救急センター　　本多　　満

さいたま赤十字病院救急科　　坪井　基浩

P23-1 意識障害を主訴に来院した特発性食道破裂の一例

兵庫医科大学救急・災害医学講座 大河原悠介

P23-2 吐血を主訴に受診した腹部大動脈瘤十二指腸瘻孔の一例

沖縄県立中部病院 河北　　光

P23-3 食道胃接合部穿孔により急速に心肺停止に至った一例

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター 三山　　浩

P23-4 悪性腫瘍との鑑別が困難であったカンジダ胃潰瘍穿孔の 1例
東京医療センター 田山　英樹

P23-5 出血性ショックとなった巨大な胃 GISTの 1例
北播磨総合医療センター外科 村田　晃一

P23-6 内視鏡治療により瘻孔閉鎖に成功した難治性十二指腸潰瘍に合併した総胆管十二指腸瘻の 1例
済生会横浜市東部病院救急部 中野亜由美

P23-7 胆石イレウスに対し術中内視鏡が有用であった 1例
横浜旭中央総合病院外科 岡本　成亮

16：05 ～ 17：05

ポスター24

感染症・敗血症 2
座長 日本赤十字社医療センター救命救急センター　　諸江　雄太

徳山中央病院救急科　　清水　弘毅

P24-1 Streptococcus pyogenesによる市中肺炎から ARDS，劇症型心筋炎に至った一例

飯塚病院集中治療部 竪　　良太

P24-2 インフルエンザ流行期における発熱患者のトリアージについて　－死亡 3症例の検討－

鹿児島大学附属病院救急集中治療科 寺田　晋作

P24-3 結石性腎盂腎炎において排泄相 CTは Bacteremiaを予測できるか？

沖縄県立中部病院泌尿器科 八木橋祐亮

P24-4 化膿性脊椎炎患者の神経症状の有無における検討

東京ベイ・浦安市川医療センター救急集中治療科 中澤　太一

P24-5 敗血症性 DICに対するアンチトロンビンとトロンボモジュリン αの治療効果；ヒストリカ

ルコホート研究

大阪府済生会野江病院救急集中治療科 鈴木　聡史

P24-6 当院における敗血症に対する免疫グロブリンの有効性の検討

大阪市立大学大学院医学研究科救急医学 野田　智宏

P24-7 敗血症による高度の心機能障害に対し ECMOを導入し救命した 1例
札幌医科大学附属病院高度救命救急センター 和田健志郎
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感染症・敗血症 3
座長 公立昭和病院救命救急センター　　稲川　博司

公立陶生病院外科　　吉田　光一

P25-1 直腸穿孔を来した劇症型溶血性連鎖球菌感染症の一例

群馬大学大学院医学系研究科救急医学 福島　一憲

P25-2 当院におけるメトロニダゾール脳症 2例の検討

日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部 望月　　徹

P25-3 治療経過中に不整脈と片麻痺の出現により心内膜炎が疑われた化膿性椎間板炎の一例

大阪府泉州救命センター，総合大雄会病院 日下部賢治

P25-4 成人男性がインフルエンザ脳症を発症した一例

関西医科大学救急医学講座 島津　遥香

P25-5 治療に難渋している髄膜炎の一例

東京大学医学部附属病院救急科学教室 水野　仁介

P25-6 急速にショックが進行したブドウ球菌性椎間関節炎の一例

京都府立医科大学救急医療学教室 岡　　　翔

P25-7 救急外来における急性喉頭蓋炎・咽頭喉頭周囲膿瘍の診察について

草加市立病院救急科 大崎聡太郎

16：05 ～ 17：05

ポスター26

胸部外傷 2
座長 川口市立医療センター救命救急センター　　小川　太志

横須賀市立うわまち病院救命救急センター　　河野　慶一

P26-1 鈍的心損傷に合併した心タンポナーデに対して心嚢開窓ドレナージを施行して経過良好で

あった一例

南奈良総合医療センター救急科 田村　　昂

P26-2 墜落外傷 3日目に心タンポナーデを発症した心筋挫傷の 1例
埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 阿部　建彦

P26-3 治療抵抗性の出血性ショックに対してバソプレシンを使用した心損傷の 1例
日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 太田黒崇伸

P26-4 胸部外傷における人工呼吸器離脱困難をどのように克服するか

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター救命救急センター 山田　成美

P26-5 胸腔ドレ―ン挿入時の胸壁損傷の一例

静岡県立総合病院高度救命救急センター 宮川　赳平

P26-6 鈍的外傷により肋骨固定術を行った 3例―種々のプレートの使用経験―
京都第一赤十字病院救命救急センター救急科 的場　裕恵

P26-7 機械的胸部圧迫デバイス（LUCAS-2）を用いた心肺蘇生により生じたフレイルチェストに

対して観血的整復固定術を行った 1例
深谷赤十字病院救命救急センター・外傷センター 中込圭一郎
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多発外傷 2，外傷病態・システム 1
座長 福岡大学病院救命救急センター　　喜多村泰輔

SUBARU健康保険組合太田記念病院救急科　　金指　秀明

P27-1 エアバック未装着車衝突による多発外傷に対し二期的手術を施行した 1例
松永救急クリニック 植田　　茂

P27-2 来院時に外傷性左総腸骨静脈血栓症と肺塞栓症を認めた腸骨静脈圧迫症候群の一例

高崎総合医療センター救急科 三嶋　奏子

P27-3 イダルシズマブを用いてダビガトランを拮抗した多発外傷の一例

自治医科大学附属さいたま医療センター救急部 長岡　　毅

P27-4 外傷性後咽頭間隙血腫により遅発性上気道切迫閉塞を来した 1症例
市立三次中央病院麻酔科・集中治療室 田嶋　　実

P27-5 現場から手術・集中治療へとシームレスな自己完結型救急医療システムの魅力

杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター 田中　佑也

P27-6 群集事故（胸腹部圧迫による外傷性窒息）のメカニズム解明に関する研究

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 本村　友一

P27-7 自動車事故における意識消失患者の検討

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 小田　有哉

16：05 ～ 17：05

ポスター28

環境異常 2，中毒 2
座長 東京臨海病院救急科　　佐藤　秀貴

福岡県済生会福岡総合病院救命救急センター救急科　　中村　周道

P28-1 当院での低体温症に対する検討

高知医療センター救命救急センター 野島　　剛

P28-2 南国宮崎に立地する当院で経験された低体温症

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 田中　達也

P28-3 沖縄でも起こる，偶発性低体温性

浦添総合病院救急集中治療部 北原　佑介

P28-4 偶発性低体温に外傷を合併し，著明な血液凝固異常を呈した 1例
国立病院機構呉医療センター救命救急センター 岩崎　泰昌

P28-5 北アルプス縦走中に発症し，帰宅後診断された高地肺水腫の 1例
東京慈恵会医科大学附属病院救急部 古西　英央

P28-6 推定情報に基づく薬物中毒患者に対する初期治療の限界

岩手県立磐井病院救急科 金　　悠路

P28-7 当院で経験した常用量アセトアミノフェンによる急性肝障害 2例の検討

山梨大学医学部救急集中治療医学講座 渡邉　愛乃
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高齢者救急

座長 県立広島病院救命救急センター　　山野上敬夫

君津中央病院救急・集中治療科　　岩瀬　信哉

P29-1 超高齢の敗血症患者に抗菌薬，昇圧剤を用いた治療により改善を認めた一例

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 岩田　耕生

P29-2 高齢者に発症した潰瘍性大腸炎の一例

東京女子医科大学救急医学 齊藤眞樹子

P29-3 閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対して徒手整復を行った 1症例
沖縄県立中部病院救急科 湖山　知篤

P29-4 入浴後に右胸壁巨大血腫を認めた 1症例
兵庫県立尼崎総合医療センター 恒光　健史

P29-5 超高齢女性の食思不振を解決した ball valve症候群の一例

湘南鎌倉総合病院救急総合診療科 鱶口　清満

P29-6 DISHによる急性気道狭窄を来した 1例
飯塚病院救急部 三股佳奈子

P29-7 再発するめまいで頻回に救急搬送される高齢患者に対して漢方治療が有効であった一例

松本市立病院救急総合診療科 小澤　正敬

16：05 ～ 17：05

ポスター30

多様な救急 1
座長 雲南市立病院　　森脇　義弘

市立函館病院救命救急センター　　野田　昇宏

P30-1 急性腹症を呈するも保存加療で軽快した急性門脈血栓症の一例

湘南鎌倉総合病院 澤村　直輝

P30-2 肺癌化学療法中に発症した薬剤性膵炎の 1例
井上病院 西川　敏雄

P30-3 鑑別診断に難渋した高齢者呼吸不全の 2例
公立甲賀病院麻酔科 今井　秀一

P30-4 播種性血管内凝固（DIC）をきたした悪性リンパ腫に全身管理を行い化学療法導入に至った一例

麻生飯塚病院集中治療部 平松　俊紀

P30-5 鼻出血が初期症状であった海綿静脈洞内内頚動脈瘤の 1例
千葉県救急医療センター麻酔・集中治療科 宮原　将也

P30-6 呼吸筋麻痺を呈したギランバレー症候群の一例

東京女子医科大学救急医学 菊地　まゆ

P30-7 ERC施行中に発症した空気塞栓症の 1例
飯塚市立病院総合診療部 三好　　修



第
１
日
目

ポ
ス
ター

会
場

－127－

16：05 ～ 17：05

ポスター31

画像診断・IVR 2
座長 武蔵野赤十字病院救命救急センター　　蕪木　友則

東京医科大学病院救急災害医学分野　　上田　康弘

P31-1 胃十二指腸動脈瘤破裂で発見された十二指腸癌の 1例
製鉄記念室蘭病院放射線科 湯浅　憲章

P31-2 演題取り下げ

　　　　　　　

P31-3 意識障害から発見された門脈大循環短絡症に対し，B-RTOが著効した非肝硬変性肝性脳症

の 1例
伊勢崎佐波医師会病院救急医療科，東京女子医科大学東医療センター救急医療科 佐藤　孝幸

P31-4 乳頭切開術後の乳頭出血に対し経カテーテル動脈塞栓術にて止血し得た 2例
神戸徳洲会病院救急科 竹内　庸浩

P31-5 contrast blushから遅発性仮性動脈瘤・静脈瘤を生じた IIIb型脾損傷の一例

兵庫県立西宮病院救急科 井口　知子

P31-6 自然経過で外傷性脾動静脈瘻が消失した一例

高知医療センター放射線科 大西　伸也

P31-7 演題取り下げ

　　　　　　　

P31-8 腎動脈尿管枝の破綻から多量の後腹膜出血をきたし出血性ショックとなった一例

東京ベイ・浦安市川医療センターIVR科，東京ベイ・浦安市川医療センター救急集中治療科 舩越　　拓

16：05 ～ 17：05

ポスター32

ER診療 2
座長 山梨県立中央病院　　小林　辰輔

名寄市立総合病院救急科　　岩田　周耕

P32-1 英国の救急診療体制の現状（Londonの GP（General Physician）クリニックでの診療経験を

通じて）

東京慈恵会医科大学救急医学講座，東京慈恵会医科大学総合診療部 大谷　　圭

P32-2 Emergency Warning Score（EWS）によるトリアージ体制
JA 長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院救急科 関口　幸男

P32-3 救急部門に長時間滞在した後に入院となった事例の検討

京都第一赤十字病院救命救急センター救急科 安　　炳文

P32-4 救急外来における診断の未確定は予後に影響を与えるか

水戸協同病院 島田　　薫

P32-5 長距離搬送患者の他科依頼の傾向に関する検討

慶應義塾大学医学部救急医学 上野　浩一

P32-6 ERにおける倦怠感の検討

淀川キリスト教病院 藤本　善大

P32-7 救急外来における失神診療の実態

佐賀県医療センター好生館 甘利　香織
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災害医療 2
座長 岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学　　井上　義博

いわき市立総合磐城共立病院救命救急センター　　溝渕　大騎

P33-1 平成 28年熊本地震が自殺・自殺の発生に与えた影響（熊本医療センター救急外来受診記録

調査）

国立病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部 橋本　　聡

P33-2 災害時の救急医療を維持するための通知運用の現状と法的課題

市立函館病院救命救急センター 葛西　毅彦

P33-3 小児医療従事者向け災害医療研修会報告

埼玉医科大学総合医療センター救急科 淺野　祥孝

P33-4 水難災害時におけるライフジャケットの気道確保能力の検証

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 今井　光一

P33-5 爆傷医学研究のための大型衝撃波発生装置の導入について

防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門，防衛医科大学校病院救急部 関根　康雅

P33-6 すし詰め状態のMass-gathering eventsにおける急病人対応の経験と救急現場での問題点

日本体育大学保健医療学部救急医療学科 小川　理郎

P33-7 東京都区東部医療圏における災害医療体制の構築（江東区）

江東病院救急室，江東区医師会防災部会，東京都医師会救急委員会，東京曳舟病院 三浦　邦久

P33-8 なぜ大規模災害訓練が必要なのか：院外 DMAT受援の重要性について

南奈良総合医療センター循環器内科 守川　義信

16：05 ～ 17：05

ポスター34

脳死・終末期医療

座長 医療法人倚山会田岡病院救急科　　上山　裕二

湘南鎌倉総合病院救急総合診療科　　廣瀬　　薫

P34-1 家族により尊厳死を希望された脂肪塞栓症候群による遷延性意識障害の 1例
東京都立多摩総合医療センター救命救急センター 森川健太郎

P34-2 当院へ搬送された院外心停止症例の分析

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院看護部 島田　佐苗

P34-3 重症熱性血小板減少症候群患者における終末期医療

鹿児島市立病院救命救急センター 高間　辰雄

P34-4 救命救急センターにおける悪性腫瘍に起因して搬送された症例の実態調査

帝京大学医学部救急医学講座 梅原　祥嗣

P34-5 DNR order/終末期患者への救急部門としての対応のあり方―災害時を含めて

京葉病院外科，災害医療大系編纂グループ 原口　義座

P34-6 院外心肺停止の現状とヘルスリテラシーの問題点～最期の選択～
順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 戒能多佳子

P34-7 脳死下臓器移植に関するアンケート調査

虎の門病院，帝京大学 横田　茉莉
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16：05 ～ 17：05

ポスター35

労務・運営・診療支援

座長 公立昭和病院救命救急センター　　岡田　保誠

佐賀県医療センター好生館救命救急センター　　吉富　有哉

P35-1 当院における救急診療体制の改善の取り組み

昭和大学藤が丘病院救急医学科 佐々木　純

P35-2 救急科を含めた各科の負担軽減が救急不応需削減に貢献する

国家公務員共済組合連合会虎の門病院救急科 島　　　完

P35-3 うちの職場，男性育児休暇 100％取得です!!
兵庫県立姫路循環器病センター麻酔科 古賀　聡人

P35-4 東京女子医科大学救命救急センターに勤務する医師・看護師のワーク・ライフ・バランス

に対する意識調査

東京女子医科大学救急医学 並木みずほ

P35-5 当院救急外来における，受診患者統計収集システムの構築と課題

諏訪中央病院救急科 五十嵐一憲

P35-6 救急車応需率向上のための救急科設置および救急医遅番制度導入とその結果について

東京北医療センター救急科 宮崎　国久

P35-7 消防非常備町村における救急活動の実際と課題

岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター 吉山　直政

16：05 ～ 17：05

ポスター36

地域医療 1
座長 手稲渓仁会病院救急科　　森下　由香

長岡赤十字病院救急科　　小林　和紀

P36-1 地方の二次救急医療機関におけるメディカルコントロールの質の改善に向けての取り組み

友愛記念病院外科 渡辺　隆明

P36-2 地方の高度救命救急センターが考える地域医療構想を見据えた外傷診療のあり方

和歌山県立医科大学附属病院高度救命救急センター 川嶋　秀治

P36-3 奈良県の救急搬送時迅速化の取り組みの地域への影響：奈良県の救急搬送記録を用いた横

断研究

京都大学大学院医学研究科医療経済学分野 花木　奈央

P36-4 名古屋市における地域医療構想と救命救急センターの役割

名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学 松嶋　麻子

P36-5 施設設置型救急WSの機能を生かした病院前情報の共有と地域MCが不応需削減に有効である

堺市立総合医療センター救急外科 山田　元彦

P36-6 不応需削減を目的とした総合診療科開設と現状

済生会中和病院総合診療科 小延　俊文

P36-7 当院における救急医療の現状と限界―救急不応需削減への取り組みを考える―
医療法人沖縄徳洲会四街道徳洲会病院，川崎幸病院外科 伊藤　慎吾
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ポスター37

病院前救急・MC 3
座長 市立函館病院救命救急センター　　武山　佳洋

富山県立中央病院救命センター科　　大鋸　立邦

P37-1 大牟田市消防本部における指導救命士の活用と救急救命士及び救急に携わる職員教育の実践

医療法人社団鳥巣病院救急科 最所　純平

P37-2 奈良県メディカルコントロール協議会における指導医師講習会開催の試み

奈良県総合医療センター救命救急センター，

奈良県メディカルコントロール協議会指示体制委員会 關　　匡彦

P37-3 救急隊員向け周産期プレホスピタル研修の実践報告－多職種協働による研修設計の実施と

課題－
佐久大学看護学部 上原　明子

P37-4 地方都市の二次救急病院における救急隊実習の工夫について　～指導救命士と創る効果的

な教育法～

明石市立市民病院救急総合診療科 小平　　博

P37-5 CPA症例に対する救急救命士による具体的指示要請時の医師介入率の検討

札幌医科大学医学部救急医学講座，札幌医科大学北海道病院前・航空・災害医学講座 沢本　圭悟

P37-6 心肺停止症例における収容困難の理由分析と対策

那須赤十字病院救命救急センター 長谷川伸之

P37-7 横浜市における救急隊に対する指示，指導医の質の維持について

済生会横浜市南部病院，横浜市MC協議会 豊田　　洋

16：05 ～ 17：05

ポスター38

教育など

座長 鹿児島大学病院救命救急センター　　有嶋　拓郎

石川県立中央病院救急科　　蜂谷　聡明

P38-1 救急後期研修医に対するシミュレーション教育のアンケート調査の報告

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 高橋　　仁

P38-2 二次救急医療機関である当院救急外来での初期研修医，レジデント教育パッケージの作成
東邦大学医療センター大橋病院救急科 片桐　美和

P38-3 救急初療現場での POCUS credential system導入の取り組み：指導者養成の視点から

杉田玄白記念公立小浜病院救急総合診療科 前田　裕和

P38-4 心停止蘇生後の院内低体温療法プロトコル作成後の ROSC 患者を振り返って～二次救急病

院での救急医療標準化の取り組み～

京都市立病院 林　　真也

P38-5 日本における病院前周産期救急の実態調査　～救急施設・救急医へのアンケートより～

筑波大学附属病院救急集中治療科 小山　泰明

P38-6 当院における脚立での外傷の検討

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 小川　博史

P38-7 当センターにおける急性期栄養管理の現状と課題

川口市立医療センター救命救急センター 苛原　隆之


