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第 3 日目【10月 26日（木）】

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 3　感染対策講習会

司会 東海大学医学部外科学系救命救急医学　　猪口　貞樹

BC03 世界における感染対策への取り組み～パンデミックを防ぐ

大阪大学医学部附属病院感染制御部 朝野　和典

08：40 ～ 10：10

パネルディスカッション 15

日本における ER診療のあり方

司会 京都府立医科大学大学院医学研究科救急・災害医療システム学　　太田　　凡

新潟市民病院救命救急・循環器病・脳卒中センター　　廣瀬　保夫

PD15-1 “Previously on ER”
神戸市立医療センター中央市民病院 有吉　孝一

PD15-2 大リーガー救急医による ER教育
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

PD15-3 独歩来院の患者には重症患者が隠れており，それを見つけ出すことが ER診療の醍醐味の 1
つである

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

PD15-4 本邦に北米型 ERが普及した場合の受診予測

沖縄県立中部病院救急科 山口　　裕

PD15-5 湘南 ERにおける救急調整室の現状と今後の展望

湘南鎌倉総合病院救命救急センター 中野秀比古

10：10 ～ 11：40

シンポジウム 5

専門医制度と救急医の養成

司会 国立国際医療研究センター病院救命救急センター　　木村　昭夫

奈良県立医科大学救急医学　　奥地　一夫

SY05-1 全国国公立大学病院救急部協議会での救急科専門医に関するアンケート結果報告

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 大西　光雄

SY05-2 救急科専門医の確保は，医師の地理的偏在を軽減する　

～日本救急医学会アンケート調査から～
東京医科歯科大学大学院救急災害医学分野 大友　康裕

SY05-3 救命救急センターの無い地方大学病院で救急科専門医を増やすには？
山形大学医学部附属病院救急部・高度集中治療センター 中根　正樹

SY05-4 救急科専門医プログラム作成過程における県内連携・地方は待ったなし

筑波大学医学医療系救急・集中治療医学 井上　貴昭

SY05-5 救急医から見た当院における新専門医制度への取り組みとその課題

京都第二赤十字病院救命救急センター救急科 石井　　亘
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SY05-6 救急専攻医・指導医間のプロフェッショナリズムの比較検討

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 中島　義之

13：10 ～ 14：10

特別講演 3
司会 日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野，同高度救命救急センター　　横田　裕行

SL03 人工知能で脳を操作する

ATR脳情報通信総合研究所 川人　光男

14：10 ～ 15：40

シンポジウム 6

小児救命救急：今日の課題と明日へのビジョン

司会 東京都立小児総合医療センター救命・集中治療部

福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター　　清水　直樹

横浜市立大学市民総合医療センター高度救命救急センター　　六車　　崇

SY06-1 小児医療の現状

厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期等対策室病院前医療対策専門官 飯塚　悠祐

SY06-2 小児救命救急センターの果たす役割　現状と課題

あいち小児保健医療総合センター救急科 伊藤　友弥

SY06-3 水戸市ドクターカーを使用した小児傷病者に対する病院前救護の現状と課題

水戸済生会総合病院救命救急センター 菊地　　斉

SY06-4 二次医療圏規模の救急搬送患者登録システムより判明した小児救急搬送の現状と課題，今
後の展望

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 安達　晋吾

SY06-5 当院救急外来を受診した小児重症患者の検討

市立釧路総合病院救急科 俵　　敏弘

SY06-6 横浜市重症外傷センターで小児救命救急患者を診る

横浜市立大学付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教室 問田　千晶

SY06-7 JTDBに登録された小児外傷患者数と転帰の関係性

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 八木　貴典

15：40 ～ 17：10

シンポジウム 7

高齢化社会を見据えた救急医療：セイフティーネットを構築する

司会 京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学　　小池　　薫

三重大学医学部附属病院救命救急センター　　今井　　寛

SY07-1 米国の高齢者救急の現状

Department of Emergency Medicine, University of New Mexico, USA 乗井　達守

SY07-2 当センターにおける高齢者搬送症例の検討

帝京大学医学部救急医学講座 大貫　隆広

SY07-3 老人保健施設からの救急車要請の実情と将来予測：大阪市における網羅的解析

大阪大学救急医学 片山　祐介

SY07-4 転院搬送から救急医療資源を再考する：セイフティーネットの再構築に向けた提言

東京都医師会救急委員会 石川　秀樹

SY07-5 介護と救急医療を守るセーフティーネット～遠隔医療相談によるトリアージ～

医療法人ユリシス会きむら訪問クリニック 木村　眞一
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SY07-6 松戸入浴関連死撲滅プロジェクト

国保松戸市立病院救急科 朝田　慎平

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】

08：40 ～ 09：10

教育講演Ⅰ-19　“救急最前線”シリーズ

司会 さいたま赤十字病院高度救命救急センター　　清田　和也

ELⅠ-19 救急科専門医が知っておくべき「痛み・不穏・せん妄（PAD）」の管理

山口大学大学院医学系研究科救急・総合診療医学講座 鶴田　良介

09：15 ～ 09：45

教育講演Ⅰ-20　“救急最前線”シリーズ

司会 宮崎大学医学部病態解析医学講座救急・災害医学分野　　落合　秀信

ELⅠ-20 急性腎障害・血液浄化療法の最新トピックス

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 貞広　智仁

09：50 ～ 10：20

教育講演Ⅰ-21　“救急最前線”シリーズ

司会 琉球大学大学院医学研究科救急医学　　久木田一朗

ELⅠ-21 救急領域における抗菌薬の選び方

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

10：25 ～ 10：55

教育講演Ⅰ-22　“救急最前線”シリーズ

司会 大阪医科大学救急医学　　高須　　朗

ELⅠ-22 敗血症性ショックの治療最前線

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 垣花　泰之

11：00 ～ 11：30

教育講演Ⅰ-23　“救急最前線”シリーズ

司会 香川大学医学部附属病院救命救急センター　　一二三　亨

ELⅠ-23 敗血症診療におけるバイオマーカーの理解を深める

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
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12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー20
座長 防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門　　齋藤　大蔵

LS20 医学論文構造の理解と執筆メソッド：アンチトロンビン論文を実例に

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：一般社団法人 日本血液製剤機構

13：10 ～ 14：10

招待講演 4
司会 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

IL04 The BestBETs collaboration: systematising the evidence
Department of Emergency Medicine, Manchester Metropolitan University, UK Kevin C. Mackway-Jones

14：10 ～ 14：40

教育講演Ⅰ-24　“救急最前線”シリーズ

司会 熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部　　笠岡　俊志

ELⅠ-24 PICS（Post intensive care syndrome）の予防と治療

東海大学医学部付属八王子病院 井上　茂亮

14：45 ～ 15：15

教育講演Ⅰ-25　“救急最前線”シリーズ

司会 済生会福岡総合病院救命救急センター　　則尾　弘文

ELⅠ-25 集中治療患者における体温管理・血糖管理

神戸大学医学部附属病院麻酔科 江木　盛時

15：20 ～ 15：50

教育講演Ⅰ-16　“救急最前線”シリーズ

司会 広島大学大学院救急集中治療医学　　大下慎一郎

ELⅠ-16 呼吸不全を ECMOで救命する

日本医科大学付属病院外科系集中治療科 市場　晋吾
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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】

08：40 ～ 09：10

教育講演Ⅱ-17　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 福島県立医科大学医学部放射線災害医療学講座　　長谷川有史

ELⅡ-17 来るべき原子力災害に向かって～救急医はどのように対処すべきか？～
広島大学原爆放射線医科学研究所放射線災害医療研究センター放射線医療開発研究分野，

広島大学緊急被ばく医療推進センター 廣橋　伸之

09：15 ～ 09：45

教育講演Ⅱ-18　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 高知赤十字病院救命救急センター救急部　　西山　謹吾

ELⅡ-18 救急現場から見た脳死下臓器提供の現状と課題

日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野 横田　裕行

09：50 ～ 10：20

教育講演Ⅱ-19　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 大阪府済生会千里病院千里救命救急センター　　甲斐　達朗

ELⅡ-19 国際人道支援活動あれこれ～国際緊急援助隊と HuMAを中心に～

兵庫県災害医療センター 鵜飼　　卓

10：25 ～ 10：55

教育講演Ⅱ-20　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 愛知医科大学災害医療研究センター　　中川　　隆

ELⅡ-20 日本人の死生観と救急医療

淀川キリスト教病院 柏木　哲夫

11：00 ～ 11：30

教育講演Ⅱ-21　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 みさと健和病院 ER　　箕輪　良行

ELⅡ-21 高齢者医療における意思決定プロセスのあり方

東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター上廣講座 会田　薫子

14：10 ～ 14：40

教育講演Ⅱ-22　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 東京都立墨東病院高度救命救急センター　　濱邊　祐一

ELⅡ-22 救急医療と地域医療が医療を回す

新潟大学大学院医歯学総合研究科新潟地域医療学講座 井口清太郎
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14：45 ～ 15：15

教育講演Ⅱ-23　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 神戸大学医学部附属病院救命救急科　　西山　　隆

ELⅡ-23 救急分野における効果的な多変量解析の使い方

大阪市立大学医学研究科医療統計学講座 新谷　　歩

15：20 ～ 15：50

教育講演Ⅱ-24　“救急を多方面から視る”シリーズ

司会 杏林大学医学部救急医学　　樽井　武彦

ELⅡ-24 エボラ出血熱に世界はどう対峙したか

国立研究開発法人国立国際医療研究センター総合感染症科，国際感染症センター 大曲　貴夫

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 9　急性心不全

司会 東京医科大学病院麻酔科学分野・集中治療部　　今泉　　均

EC09 急性心不全の診断と治療

大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 坂田　泰史

08：40 ～ 10：10

Love EM！救急への想い　パネルディスカッション 2

男女共同参画への取り組み　～ボスの本音，施設運営の理想と現実～

司会 福井大学医学部附属病院総合診療部　　林　　寛之

東京女子医科大学救急医学講座　　矢口　有乃

QPD02-1 救急科専門医指定施設　男女共同参画の取り組み～救急部門長へのアンケート調査から～

日本救急医学会男女共同参画推進特別委員会 畝本　恭子

QPD02-2 医局人事無し，地域的ハンディキャップ有り，新設救命救急センターに救急医を集める！

公立豊岡病院但馬救命救急センター 小林　誠人

QPD02-3 ボスは常に板挟み！

国際医療福祉大学三田病院救急部，国際医療福祉大学病院救急医療部 志賀　　隆

QPD02-4 北総救命に「ワークライフバランス」は成立するか？

日本医科大学救急医学，日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 松本　　尚

QPD02-5 当院救急科での男性救急医家庭参加の取り組み～イクメンからみたイクボス～

名古屋市立大学病院救急科 三浦　敏靖

QPD02-6 Gender Equality and Work-Life Balance in Emergency Medicine
Department of Emergency Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, USA Tiffany C. Fong
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10：10 ～ 11：10

Love EM！救急への想い 9

アイデンティティー

司会 順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科　　田中　　裕

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター　　竹重加奈子

QO9-1 救急医の identity
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

QO9-2 救急患者のために「代理人」として活躍してみる？
横須賀市立うわまち病院救命救急センター，横浜市立大学医学部救急医学教室 本多　英喜

QO9-3 救急医として真面目に IVRを習得するということ

帝京大学医学部附属病院放射線科 横山　太郎

QO9-4 救急専門医とは？　～そもそも，救急に専門医は必要か？～
豊見城中央病院救急科 園井　英輝

QO9-5 救急医であることがアイデンティティーそのものである

総合病院国保旭中央病院救命救急センター 高橋　　功

QO9-6 Love EM，救急医の Identityとは？
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

11：10 ～ 11：40

Love EM！救急への想い

救急医 1000人アンケート　救急医の今を見る

司会 日本医科大学大学院医学研究科外科系救急医学分野　　横田　裕行

QOQ 救急医 1000人アンケート　救急医の今を見る

へるす出版「救急医学」編集委員会 松嶋　麻子

12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー21
座長 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学　　織田　成人

LS21 重症患者に対する栄養療法の展望　～各国のガイドラインを中心に～
山梨大学医学部救急集中治療医学講座 松田　兼一

共催：株式会社 明治

14：10 ～ 15：10

Love EM！救急への想い 10

女性救急医の想い

司会 香川大学医学部救急災害医学　　黒田　泰弘

兵庫医科大学病院救命救急センター　　滿保　直美

QO10-1 すべての救急科医師のワークライフバランス実現のために男性医師も育休を取ろう

帝京大学医学部附属病院救急科 中澤佳穂子

QO10-2 演題取り下げ

　　　　　　　

QO10-3 娘・妻・嫁・母親という立場を経験した女性救急医が，今想うこと

東京女子医科大学救急医学 並木みずほ
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QO10-4 救急医療に従事する女性医師の現状と将来

福岡大学病院救命救急センター 弓削　理絵

QO10-5 これからの「信州型女性救急医」～自信をもって働き続けるために～
信州大学医学部附属病院救急科 秋田　真代

QO10-6 米国救急専門医　女性医師の想い

Emory University School of Medicine Department of Emergency Medicine 中嶋　優子

15：10 ～ 16：25

Love EM！救急への想い 11

海外へのチャレンジ 2
司会 大阪市立大学大学院医学研究科救急医学　　溝端　康光

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター　　遠藤　　彰

QO11-1 A Japanese doctor at Emergency Department in Australia- Why I decided to work in ED?
Gold Coast University Hospital, Emergency Department 安田　晃一

QO11-2 海外のキャリア，海外への挑戦

The Japanese Association Manila Medical Clinic（（財）海外邦人医療基金派遣） 菊地　宏久

QO11-3 一救急医が大阪赤十字病院国際医療救援部の国際医療支援活動を通じて得た所感

大阪赤十字病院救急科部，大阪赤十字病院国際医療救援部 渡瀬淳一郎

QO11-4 米国 Trauma Centerでの Clinical Fellowへの挑戦と経験，および Evidence-Based Trauma Care
を実践する外傷外科医の育成

慶應義塾大学医学部救急医学 山元　　良

QO11-5 海外での外傷手術研修を！　海外外傷手術研修会について

徳島県立中央病院救急外科・外傷センター 大村　健史

QO11-6 米国でのレジデンシー，フェローシップ，ファカルティ経験

Emory University School of Medicine Department of Emergency Medicine 中嶋　優子

QO11-7 貢献できるのか，という　チャレンジ　-国境なき医師団からの派遣を終えて-
JA 愛知厚生連豊田厚生病院心臓外科 寺田　貴史

16：25 ～ 17：10

Love EM！救急への想い 12　いま輝くとき～そして未来へ～

司会 順天堂大学大学院医学研究科救急災害医学　　田中　　裕

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

演者　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 大西　光雄

Department of Emergency Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, USA Tiffany C. Fong
Department of Emergency Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, USA Harry E. Heverling

Fairview Lakes Medical Center, USA Joseph Alfano
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
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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】

08：40 ～ 10：10

パネルディスカッション 16

敗血症性 DICへのアプローチ：抗凝固療法は必要か？

司会 順天堂大学大学院救急・災害医学　　射場　敏明

福岡大学医学部救命救急医学講座　　石倉　宏恭

PD16-1 敗血症性 DICに対する我々の治療方針と治療成績

盛岡友愛病院，岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学講座救急医学分野 遠藤　重厚

PD16-2 DIC予後因子の検討～アンチトロンビン製剤特定使用成績調査の中間解析から～

滋賀医科大学救急集中治療医学講座 江口　　豊

PD16-3 日本の敗血症性 DIC診療の実状～アンケート調査と多施設後ろ向き観察研究の結果から～

北海道大学病院先進急性期医療センター 早川　峰司

PD16-4 Sepsis 治療戦略：どの DIC診断基準を用いるか？

大阪急性期・総合医療センター救急診療科 吉村　旬平

PD16-5 あらたな Sepsis-induced DIC診断基準の提唱とその妥当性の検証

福岡大学病院救命救急センター 星野　耕大

PD16-6 Sepsis 治療戦略：どの症例に抗凝固療法を行うか？

大阪急性期・総合医療センター救急診療科 山川　一馬

PD16-7 Sepsis 治療戦略：どの薬剤で抗凝固療法を行うか？

大阪大学医学部附属病院 梅村　　穣

10：10 ～ 11：40

パネルディスカッション 17

腸管不全の予防と治療：最先端のエビデンス

司会 兵庫医科大学救急・災害医医学講座　　小谷　穣治

愛媛大学大学院医学系研究科救急航空医療学講座　　佐藤　格夫

PD17-1 集中治療患者における腸管気腫症：
腸管虚血例と非虚血例の臨床的特徴に関する後方視的観察研究

東北大学病院高度救命救急センター 佐藤　武揚

PD17-2 重傷熱傷後の腸管ダメージは多臓器不全の進展に関与する

JCHO中京病院救急科，大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 大須賀章倫

PD17-3 腸管麻痺を回避するための“安易に腸管を休ませない”管理

札幌医科大学医学部集中治療医学 巽　　博臣

PD17-4 腸管を起動させるための早期経腸栄養

りんくう総合医療センター救命診療科大阪府泉州救命救急センター 泉野　浩生

PD17-5 腸管不全を制御する：高濃度水素水の効果

大阪大学医学部附属病院高度救命センター 池田　光憲

PD17-6 成人腸管不全関連肝障害（IFALD）に対する ω3 系脂肪酸経腸投与の効果

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 織田　美紀

PD17-7 重症患者の腸内細菌叢とシンバイオティクス療法

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
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12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー22

見逃されがちな突然死

座長 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　　竹内　一郎

LS22-1 見逃さない失神診療

東京歯科大学救急科 鈴木　　昌

LS22-2 新しいデバイスで突然死を防ぐ

東京大学循環器内科健康空間情報学講座 藤生　克仁

共催：日本メドトロニック株式会社

14：10 ～ 15：40

パネルディスカッション 18

多死社会における救急医療のあり方：適切な医療の提供

司会 横須賀市立うわまち病院救命救急センター救急総合診療部　　本多　英喜

麻生総合病院救急総合診療科　　伊藤　壮一

PD18-1 エンドオブライフ・ケアにおけるフレイル評価の必要性

東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター上廣講座 会田　薫子

PD18-2 在宅クリニックにおける救急搬送症例の検討

医療法人社団悠翔会在宅クリニック品川，藤沢市民病院救命救急センター 井上　淑恵

PD18-3 超高齢心肺停止患者の 3 次救急搬送についての検討

杏林大学医学部救急医学 宮国　泰彦

PD18-4 高齢者施設から救命救急センターへ搬送された救急患者の現状

獨協医科大学救急医学講座 内田　雅俊

PD18-5 当院で実施された Advance Care Planningの実態調査

宇治徳洲会病院 城　　嵩晶

PD18-6 老人保健施設における急変対応

～平成 18年・24年・29年の大阪市内老人介護施設アンケート調査より

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 山村　　武

PD18-7 人生の最終段階にある傷病者の意思に沿った救急現場での心肺蘇生等のあり方に関する提

言について

救急救命東京研修所 田邉　晴山

15：40 ～ 17：10

パネルディスカッション 19

魅力ある救急医学教育：若手を育てる

司会 公立豊岡病院但馬救命救急センター　　小林　誠人

国際医療福祉大学三田病院救急部　　志賀　　隆

PD19-1 地域社会のニーズを知る現場教育

新潟大学大学院医歯学総合研究科新潟地域医療学講座地域医療部門 井口清太郎

PD19-2 医学科学生，救急医学へのイザナイ作戦

防衛医科大学校病院救急部 池内　尚司

PD19-3 救急研修中の研修医の指導医とのコミュニケーションに関する意識調査

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 溝辺　倫子

PD19-4 当院 ICUでの，ステップアップについて・・・“任せてもよい”とは何か？

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 宮崎　　大
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PD19-5 外科系救急医を育てるための外科定時手術参加

東京女子医科大学東医療センター 庄古　知久

PD19-6 魅力ある後期研修医教育とは？　未来の救急医を育てる但馬救命流教育論

公立豊岡病院但馬救命救急センター 前山　博輝

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】

08：40 ～ 09：40

口演 39

腹部外傷

座長 徳山中央病院救急科　　山下　　進

長崎大学病院救命救急センター　　井山　慶大

O39-1 腹部外傷に対する腹腔鏡下手術－日本外傷データバンク解析－
東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 岡　　　智

O39-2 鈍的肝損傷後に肝コンパートメント症候群をきたした 5例の検討

大阪府立中河内救命救急センター 升井　　淳

O39-3 当院における外傷性脾損傷の治療経験

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 岡崎哲ロバート

O39-4 鈍的脾損傷に対する早期離床の試み

大阪府三島救命救急センター 橘高　弘忠

O39-5 主膵管損傷を伴う膵外傷に対し，内視鏡的治療を行った 1例
魚沼基幹病院救命救急外傷センター 大橋さとみ

O39-6 ガーゼパッキングによる止血で救命し得た下大静脈損傷の 2例
筑波メディカルセンター病院救急診療科 栩木　愛登

O39-7 胸腔ドレーン入れ替えに合併した肝損傷・下大静脈内迷入を待機的手術で救命しえた一例

東京医科大学救急・災害医学分野 内堀健一郎

09：40 ～ 10：40

口演 40

四肢外傷

座長 長野赤十字病院救命救急センター　　岩下　具美

藤田保健衛生大学病院救急総合内科　　小川　広晃

O40-1 当院の大腿骨骨幹部骨折に対する初期治療の検討

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 宮田　秀平

O40-2 高齢者の大腿骨近位部骨折に対する早期手術の有効性に関する検討

慶應義塾大学医学部救急医学 宇田川和彦

O40-3 救急外来における橈骨遠位端骨折の徒手整復

手稲渓仁会病院救命救急センター 清水　隆文

O40-4 超音波検査による posterior fat pad signによって橈骨骨頭骨折を診断できた症例

North Shore University Hospital，Emergency Medicine 奥村　善人

O40-5 膝窩動脈損傷例の搬送状況と短期成績

大阪府三島救命救急センター救急科 岡本　雅雄

O40-6 後方病院における下肢切断患者の検討

松戸市立福祉医療センター東松戸病院 森本　文雄
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O40-7 ミートミンサー（挽肉加工機）への上肢巻き込み症例の対処法　機械から離脱困難であっ

た 3症例の検討

熊本赤十字病院救急科外傷外科部 岡野　博史

10：40 ～ 11：40

口演 41

骨盤外傷

座長 永生会南多摩病院救急科 / 国立病院機構災害医療センター救命救急センター　　加藤　　宏

横浜労災病院救命救急センター　　大屋　聖郎

O41-1 当院での骨盤骨折における経カテーテル的動脈塞栓術症例の検討

順天堂大学医学部附属浦安病院 中村　有紀

O41-2 骨盤骨折に対しての大動脈遮断バルーン併用下血管内塞栓術の有用性とリスク

群馬大学医学部附属病院救命総合医療センター救急科 青木　　誠

O41-3 当院での骨盤骨折症例における TAE後の殿筋壊死発生リスクの検討

獨協医科大学救急医学講座 飯田　茉李

O41-4 骨盤輪骨折の手術治療成績

岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター 神田　倫秀

O41-5 変形をきたした仙骨骨折に対する整復法

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 大饗　和憲

O41-6 当センターにおける骨盤輪骨折に対する創外固定法の治療経験

北里大学救命救急・災害医療センター 笠原　　峻

12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー23

救急医療現場における終末期への対応と臓器提供オプション提示の実際

座長 日本医科大学大学院医学研究科外科系救急医学分野　　横田　裕行

LS23-1 患者の意思を尊重するために

聖隷浜松病院救命救急センター 渥美　生弘

LS23-2 終末期医療の選択肢の 1つである臓器提供への倫理的対応

聖マリアンナ医科大学東横病院脳神経外科 小野　　元

共催：アステラス製薬株式会社

14：10 ～ 15：10

口演 42

感染症・敗血症 1
座長 社会医療法人行岡医学研究会行岡病院救命救急科　　川嶋　隆久

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救命診療科　　福間　　博

O42-1 重症敗血症患者における感染部位と臨床的転帰：多施設共同前向き観察研究

東北大学大学院医学系研究科救急医学分野，東北セプシスレジストリ研究グループ 佐藤　哲哉

O42-2 重症敗血症・敗血症性ショック患者において，来院時 antithrombin 高活性の患者は重症化す

る可能性がある

青燈会小豆畑病院，日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野，J-septic study group 小豆畑丈夫

O42-3 敗血症性 DICにおける臓器障害の早期制御の重要性と抗凝固療法の関係

信州大学医学部救急集中治療医学教室 望月　勝徳
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O42-4 二次救急医療機関の感染症患者に対する qSOFAの予後予測能に関する検討

多根総合病院救急科 廣田　哲也

O42-5 SOFAスコアの各臓器項目点数が敗血症予後に与える影響

杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター 清水　裕介

O42-6 デクスメデトミジンは敗血症患者の炎症反応を改善させるか～DESIREサブ解析から～
兵庫医科大学内科学講座総合診療科 太田　好紀

O42-7 敗血症に対する免疫グロブリン製剤投与例から検討した SIRS 基準の重要性～Sepsis-3から
外れた SIRS 基準を無視していいのか？～

国立病院機構別府医療センター総合診療科 久保　徳彦

15：10 ～ 16：10

口演 43

感染症・敗血症 2
座長 日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部/救命救急センター　　望月　　徹

兵庫県立加古川医療センター救急科　　池田　　覚

O43-1 敗血症における尿酸値の経時的推移についての意義

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 松岡　　俊

O43-2 感染症超早期における血清鉄（Tr-Fe3+）低下の意義と経時的測定の有用性：its predicitive
role as biomarker

国立療養所奄美和光園 有働　尚子

O43-3 血中プレセプシンは腎機能障害時には敗血症の重症度を反映しない

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 平林茉莉奈

O43-4 敗血症初期診断においてプレセプシンは有用か？

公立豊岡病院但馬救命救急センター 星野あつみ

O43-5 尿管結石に伴う急性腎盂腎炎における血清 PCT 値の検討

沖縄県立中部病院泌尿器科 八木橋祐亮

O43-6 敗血症性 DICと mannan-binding lectin（MBL），collectin kidney 1（CL-K1）の関係

北海道大学病院先進急性期医療センター 早川　峰司

O43-7 敗血症初療時の重症度指標としての血糖値と血清アルブミン値の検討

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 古川　　誠

16：10 ～ 17：10

口演 44

感染症・敗血症 3
座長 島根大学救急医学　　仁科　雅良

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院千里救命救急センター　　権　　志成

O44-1 東海大学に於ける AMR対策アクションプランへの対応

東海大学医学部外科学系救命救急医学 梅澤　和夫

O44-2 集中治療室で新たに施行した感染対策の有効性～接触感染予防策拡大適応の効果～
福山市民病院麻酔科，福山市民病院集中治療室 石井　賢造

O44-3 質量分析装置の導入に伴う抗菌薬適正化までの期間の変化

信州大学医学部附属病院臨床検査部 松本　　剛

O44-4 肺炎治療薬選択の適正化　スコアリングシステムの構築と今後の展望

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 飯尾純一郎

O44-5 MRSA 感染症治療の実態調査：PORTRAIT study
日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，

広島大学大学院医歯薬保健学研究院救急集中治療医学 齋藤　伸行

O44-6 ESBL産生菌による尿路感染症のリスクファクターに関する検討

多根総合病院救急科 武東　義成
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O44-7 インフルエンザウイルス感染は肺炎球菌性肺炎を重症化させるのか？-当救命救急センター

における症例の検討-
公立昭和病院救命救急センター 今村　剛朗

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3

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　　地域医療機能推進機構中京病院救急科 米田　和弘

地域医療機能推進機構中京病院救急科 大須賀章倫

前橋赤十字病院集中治療科救急科 内海　　秀

前橋赤十字病院集中治療科救急科 小倉　崇以

招待講師　　Fairview Lakes Medical Center Joseph Alfano
Department of Emergency Medicine, University of New Mexico Tetsuya Norii

　　　　　　　

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

08：40 ～ 09：40

口演 45

病院前救急 1
座長 大阪府三島救命救急センター　　小畑　仁司

札幌医科大学救急医学講座　　柿崎隆一郎

O45-1 救急隊員が臨床的にもつ疑問の解決方法についての検討と「質問ボックス」による介入

倉敷中央病院救急科 山本　篤史

O45-2 墜落高度と外傷チーム発動の関係について

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教室 酒井　拓磨

O45-3 川崎市南部地域における拡大 2 行為施行前後でのブドウ糖投与までの時間の変化の検討

川崎市立川崎病院救命救急センター救急科 齋藤　　豊

O45-4 神戸市消防局における救急救命士処置拡大の現況と課題～血糖測定とブドウ糖溶液投与の

総括～
神戸大学病院 西村与志郎

O45-5 関東圏における小中高等学校の消防機関の心肺蘇生指導の現状

国士舘大学大学院救急システム研究科 宇田川美南

O45-6 意識障害傷病者へのアプローチとしての PCEC/ACECハイブリッドコースの開催経験

脳神経センター大田記念病院 佐藤　圭路

O45-7 乳幼児院外心停止に対する口頭指導の課題 －音声記録の解析から－
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 六車　　崇
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09：40 ～ 10：40

口演 46

病院前救急 2
座長 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院総合診療科　　小延　俊文

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　　嶽間澤昌泰

O46-1 「東京ルール」は当医療圏の救急医療を改善したのか？ ～平成 27年度に当院へ搬送された

149症例を分析して～

日本赤十字社医療センター救命救急センター 鷺坂　彰吾

O46-2 横浜市コールトリアージシステムの検証

国立病院機構横浜医療センター救命救急センター，
横浜市メディカルコントロール協議会検証委員会 古谷　良輔

O46-3 長崎県版検証票を用いた長崎地域の精神疾患患者搬送の現状について

春回会井上病院 高橋　優二

O46-4 病院前救護生涯教育と救急搬送体制―茨城県メディカルコントロール協議会の新たなる取

り組み―
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 安田　　貢

O46-5 横浜市救急相談センター（#7119）の現況

横浜市救急相談業務運営協議会，横浜市救急相談業務運用部会，
横浜市立大学医学部救急医学教室 六車　　崇

O46-6 群馬県でのアウトドアレジャーに関連した外因性疾患における，病院前診療症例の検討

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 小橋　大輔

O46-7 救護体制におけるソーシャルメディアテクノロジーの活用

国士舘大学大学院救急システム研究科 井上　拓訓

10：40 ～ 11：40

口演 47

病院前救急 3
座長 加古川中央市民病院救急科　　切田　　学

北里大学部医学部救命救急医学　　稲垣　泰斗

O47-1 「外傷センター」が PTDを撲滅する（千葉県交通死亡事故調査の結果から）

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 平林　篤志

O47-2 都市部における，救急救命士による病院前輸液の有用性について

横浜市立市民病院救命救急センター，横浜市立大学救急医学教室 本澤　大志

O47-3 信州大学附属病院高度救命救急センターにおける心電図伝送の検討

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター 岡田まゆみ

O47-4 心肺停止患者における救急不搬送事例の多変量解析による社会的要因の検討

広島大学医学部総合内科・総合診療科，京都府立医科大学法医学教室 宮森　大輔

O47-5 当院における心疾患傷病者の検討

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 作山　洋貴

O47-6 院外心停止における早期アドレナリン投与と自己心拍再開の関係

日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター 長谷川智宏

O47-7 院外心肺停止症例に対して病院前診療を行っても予後に有意差はない

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
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12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー24

救急医療における抗凝固療法と特異的中和剤

座長 大阪大学大学院医学系研究科救急医学　　嶋津　岳士

LS24-1 ダビガトランとイダルシズマブの特徴について

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社医薬開発本部 中山　大輔

LS24-2 ダビガトラン特異的中和剤プリズバインドの使用経験

関西医科大学総合医療センター救急医学科 中森　　靖

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

14：10 ～ 15：10

口演 48

災害医療

座長 岸和田徳洲会病院救命救急センター　　鍜冶　有登

堺市立総合医療センター救急外科　　山田　元彦

O48-1 支援活動を行なった DMAT隊員に対するメンタルヘルスケアの体制

災害医療センター臨床研究部 河嶌　　讓

O48-2 社会的背景の異なる災害対応者における放射線不安の特徴に関する研究-カスタムメイドな
災害時コミュニケーションに向けて-

福島県立医科大学医学部放射線災害医療学講座 長谷川有史

O48-3 平成 28年熊本地震からみる緑トリアージ患者の入院

熊本赤十字病院救急科 大高　俊一

O48-4 熊本地震において，血液センターはどのように血液製剤を供給したか？

熊本県赤十字血液センター 井　　清司

O48-5 住民主体の高知県朝倉第二小学校避難所運営訓練とその反省

高知大学医学部附属病院救急部 山内　英雄

O48-6 暫定的な救急室移設運営経験から事業継続を考える

京都市立病院救急科 國嶋　　憲

O48-7 東京都北多摩北部医療圏の精神科病院の災害体制

公立昭和病院救命救急センター 岡田　保誠

15：10 ～ 16：10

口演 49

航空医療

座長 長崎大学病院地域医療支援センター　　髙山　隼人

三島救命救急センター　　秋田　尚毅

O49-1 平成 29年度総合防災訓練に参加するドクターヘリの調整について

聖隷三方原病院高度救命救急センター 早川　達也

O49-2 新潟県ドクターヘリ 2 機体制と連携体制の構築

新潟大学医歯学総合病院高度救命救急センター 遠藤　　裕

O49-3 岩手県ドクターヘリでの胸痛覚知要請症例の検討

岩手医科大学救急・災害・総合医学講座救急医学分野 照井　克俊

O49-4 ドクターヘリ搬送をおこなった患者における qSOFAによる院内死亡の予測

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座 柴田　尚明
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O49-5 医療後進国で発病した邦人デング熱患者はどのように対応すべきか？
インターナショナル SOS 葵　　佳宏

O49-6 PCPS 装着患者のドクターヘリによる搬送経験

長岡赤十字病院救命救急センター 宮島　　衛

O49-7 ドクターヘリ長距離搬送におけるバキュームスプリントの有用性

鹿児島県立大島病院救急科 永山　　純

16：10 ～ 17：10

口演 50

地域医療

座長 埼玉医科大学国際医療センター救命救急科　　龍神　秀穂

近畿大学医学部附属病院救命救急科　　一ノ橋紘平

O50-1 介護施設における CPA 搬送の実態

半田市立半田病院救命救急センター 杉浦真沙代

O50-2 e-MATCHを用いた 3年間のデータで見えた奈良県の救急応需改善の成果

奈良県立医科大学救急医学 奥地　一夫

O50-3 専攻医からみた地方都市救命救急センターの取り組み

大崎市民病院救命救急センター 大杉　真也

O50-4 医療機関からの重症転送例では救急車が適正利用されていない

医療法人倚山会田岡病院救急科 上山　裕二

O50-5 当院救命センターへ搬送される転院搬送症例の検討

多摩総合医療センター救命科 光銭　大裕

O50-6 救急医療提供体制における課題の明確化に向けた地理情報の応用を試みて

洛和会音羽病院教育研修室，洛和会音羽病院救命救急センター・京都 ER 滝　　麻衣

O50-7 100床規模の地域医療支援病院に求められる救急医療を考える

遠賀中間医師会おんが病院救急科 黒坂　升一

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】

08：40 ～ 09：40

パネルディスカッション 18関連セッション

多死社会における救急医療のあり方：適切な医療の提供

座長 防衛医科大学病院救急部　　池内　尚司

秋田大学大学院救急・集中治療医学講座　　中永士師明

MRP18-1 高齢社会の終末期における救急医療の実態と対策

京都岡本記念病院救急科 清水　義博

MRP18-2 65歳以上の心肺停止症例の検討から多死社会を考える

藤沢市民病院救命救急センター，医療法人社団悠翔会在宅クリニック品川 井上　淑恵

MRP18-3 高齢多死社会での経口摂取困難な腹部関連救急医療における医療資源再分配の適正化

雲南市立病院地域総合診療科 森脇　義弘

MRP18-4 急性増悪し気管挿管された慢性閉塞性肺疾患患者の抜管の可能性についての検討

総合病院国保旭中央病院救急救命科 糟谷美有紀

MRP18-5 救命救急センターから見た多死社会に向けての提言

松戸市立病院救命救急センター 中本　礼良

MRP18-6 地域住民に対する動画による ACP 啓蒙活動から見えてきたもの

岡山済生会総合病院救急科 稲葉　基高
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09：40 ～ 10：40

パネルディスカッション 19関連セッション

魅力ある救急医学教育：若手を育てる

座長 近畿大学医学研究科救急医学，近畿大学 IRセンター　　平出　　敦

金沢大学循環救急蘇生科学（救急医学）　　稲葉　英夫

MRP19-1 シミュレーション教育に関わる因子の検討―必要なのは人材でありマネキンではない

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科 高橋　　仁

MRP19-2 初期臨床研修医に対する医療面接研修の効果

旭川医科大学救急医学講座 中嶋　駿介

MRP19-3 主訴とレッドフラッグで迫る初療での二次元鑑別：二次救急医療機関における救急搬送患

者の主訴と診断の内訳

彩の国東大宮メディカルセンター救急科 望月　礼子

MRP19-4 救急医療の魅力を伝える研修医メディカルラリー

筑波メディカルセンター病院救急診療科 新井　晶子

MRP19-5 英語を取り入れた救急医学教育の取り組み-世界にはばたけ大阪 ERセミナー-
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

MRP19-6 後期研修医を診療の主役に！宮崎大学救命救急センターにおける専門医育成の工夫について

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 落合　秀信

10：40 ～ 11：40

シンポジウム 3関連セッション

敗血症診療ガイドライン 2016（日本版，SSCG）：検証と今後の課題

座長 聖隷浜松病院救命救急センター　　渥美　生弘

伊勢崎佐波医師会病院救急医療科　　須賀　弘泰

MRS3-1 早期離床プロトコール導入が敗血症/敗血症性ショック患者の予後に与える影響

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 劉　　啓文

MRS3-2 敗血症における SOFA score，qSOFA score，SIRS criteriaと退院時死亡率の関係：三次救急医

療施設における後方視的研究

山口大学医学部附属病院先進救急医療センター 戸谷　昌樹

MRS3-3 敗血症新定義による敗血症診断数の変化

岩手医科大学救急・災害・総合医学講座 高橋　　学

MRS3-4 当院救命センターに敗血症患者における qSOFAスコアの検証

関西医科大学附属病院高度救命センター 尾上　敦規

MRS3-5 PMX-DHPは敗血症性ショック患者の生命予後を改善する

福岡大学病院救命救急センター 仲村　佳彦

12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー25

重症病態におけるシンバイオティクスの有用性～腸内細菌叢と感染制御のメカニズム

座長 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター　　小倉　裕司

LS25-1 腸内細菌叢からみた重症病態とシンバイオティクス療法

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

LS25-2 シンバイオティクスによる感染制御とそのメカニズム

株式会社ヤクルト本社中央研究所 朝原　　崇

共催：株式会社ヤクルト本社中央研究所
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14：10 ～ 15：10

シンポジウム 7関連セッション

高齢化社会を見据えた救急医療：セイフティーネットを構築する

座長 京都第一赤十字病院　　池田　栄人

前橋赤十字病院高度救命救急センター　　中野　　実

MRS7-1 ER 型救命救急センターからみた，後期高齢者患者（75歳以上）救急搬送の現状と問題点

社会医療法人近森会近森病院救命救急センター 杉本　和彦

MRS7-2 地方都市にある救命救急センターの高齢化社会に伴う課題と役割

長野赤十字病院救命救急センター 岩下　具美

MRS7-3 二次救急病院における高齢者肺炎患者の早期転院システムの構築について

市立豊中病院救急科 東　　孝次

MRS7-4 病院救急車は地域包括ケアのセイフティーネット

医療法人社団永生会南多摩病院 関　　　裕

MRS7-5 高齢者施設の嘱託医や協力医療機関に責任ある対応を求める

杏林大学医学部救急医学 海田　賢彦

MRS7-6 地域医療サポーター（MS）活動を通じ地域住民と連携し，予防救急を進める！
飯塚病院 鮎川　勝彦

15：10 ～ 16：10

パネルディスカッション 15関連セッション

日本における ER診療のあり方

座長 神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター　　有吉　孝一

埼玉医科大学病院急患センターＥＲ　　芳賀　佳之

MRP15-1 都市部の ERが担う役割は，地域における救急医療システムの核か？

札幌東徳洲会病院救急科 松田　知倫

MRP15-2 地方型救命救急センターそのものが日本版 ERの一つの形である
総合病院国保旭中央病院救命救急センター 高橋　　功

MRP15-3 当センターにおける救命救急センター併設型 ER診療について～対極から表裏一体を目指して～

大阪急性期・総合医療センター高度救命救急センター救急診療科 藤見　　聡

MRP15-4 地方中核病院の研修医・総合診療医・救急スタッフを対象に行っているシミュレーション

型・シナリオ型の ER 講義

熊本県赤十字血液センター 井　　清司

MRP15-5 若手医師は ER診療＋重症患者管理の両者にかかわることを望んでいる

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 守谷　　俊

MRP15-6 地方都市救命救急センターは総合診療部と一体の運営が望ましい

青森県立中央病院救命救急センター 齋藤　兄治

16：10 ～ 17：10

シンポジウム 6関連セッション

小児救命救急：今日の課題と明日へのビジョン

座長 飯塚病院　　鮎川　勝彦

高山赤十字病院救命救急センター　　白子　隆志

MRS6-1 「救急型」PICUの現状と今後に向けての課題

兵庫県立尼崎総合医療センター小児救命救急センター小児救急集中治療科 菅　　健敬
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MRS6-2 救命救急センターに併設されたこども救急センターの役割-新しいこども外傷診療モデルの

可能性-
順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 石原　唯史

MRS6-3 血管内治療（IVR）を実施した小児の外傷例の臨床像

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 嶽間澤昌泰

MRS6-4 Pediatric Emergency Care and Evaluation for Physicians（PECEP）による小児トリアージ体制
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

MRS6-5 非都市部における小児救急診療体制の構築と効果

公立豊岡病院但馬救命救急センター 佐藤　紘一

MRS6-6 小児重症救急患者の長期予後―新たに医療ケアを要する児はどの位いるか?―
国立成育医療研究センター集中治療科 西村　奈穂

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】

08：40 ～ 09：40

口演 51

熱傷

座長 湘南真田クリニック　　春成　伸之

日本医科大学千葉北総病院救急救命センター　　久城　正紀

O51-1 自家培養表皮の母床形成において局所陰圧閉鎖療法が有用であった一例

大阪警察病院 ER・救命救急科 小川　新史

O51-2 当施設における熱傷初期輸液の実際

新潟大学医歯学総合病院 新田　正和

O51-3 熱傷患者における血小板の指標と菌血症との関連性

JCHO中京病院検査部 楠木　啓史

O51-4 島嶼医療の基幹病院である東京都立広尾病院における過去 20年間の熱傷統計；島嶼と都市

部の熱傷治療の比較

東京都立広尾病院形成外科 森田　尚樹

O51-5 高容量ビタミン C投与療法によって偽性高血糖を示した重症熱傷の一症例

獨協医科大学病院救命救急センター 前川　奈々

O51-6 スタンドアップパドルボードの大会で配布された Tシャツに使用された化学物質による接

触性皮膚炎の集団発生例

湘南藤沢徳洲会病院 前田　一成

O51-7 スノーモービルによる摩擦熱傷の 1例
福島県立医科大学附属病院高度救命救急センター 小澤　昌子

09：40 ～ 10：40

口演 52

ショック・モニタリング

座長 三重大学麻酔集中治療学　　丸山　一男

国立病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部　　狩野　亘平

O52-1 非侵襲的心拍出量測定機器 StarlingTM SVの重症患者に対する有用性の検討-輸液反応性予測

指標の相関について-
済生会熊本病院救急総合診療センター 杉本　　龍
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O52-2 敗血症患者の初期輸液管理における BNP 測定による GEDI（心臓拡張終期容量指標）予測

可能性の検討

亀田総合病院集中治療科 安田　英人

O52-3 敗血症ショックにおけるノルアドレナリン投与量と予後の関係　～DESIREサブ解析から～

弘前大学救急災害医学，DESIRE Trial Investigators 山村　　仁

O52-4 National Early Warning Score（NEWS）は敗血症性ショック患者の予後予測に有用である

国立病院機構嬉野医療センター救急科 小野原貴之

O52-5 ノルアドレナリン不応性敗血症性ショックへの早期バソプレシン投与

山口大学医学部附属病院先進救急医療センター 古賀　靖卓

O52-6 敗血症における循環不全と血液凝固異常についての検討

関西医科大学附属病院救急医学科 中村　文子

O52-7 敗血症性ショックにおいてデクスメデトミジンは乳酸クリアランスを改善するか～DESIRE
サブ解析から～

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座 島　　　望

10：40 ～ 11：40

口演 53

輸液・輸血

座長 岐阜大学医学部救急災害医学　　豊田　　泉

倉敷中央病院救急科　　亀井　　純

O53-1 DPCデータを用いた大量輸血患者の最適な新鮮凍結血漿/赤血球比と血小板/赤血球比の検討

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 遠藤　　彰

O53-2 高齢者の骨盤骨折における大量出血予測因子についての検討

神戸市立医療センター中央市民病院 畑　　菜摘

O53-3 当院における外傷輸血戦略の現状と今後のMTP運用
神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター 岩崎　　寛

O53-4 当院救命救急センターでの緊急輸血の現状

愛知医科大学病院救命救急科 富野　敦稔

O53-5 modified TBSS-CTは輸血開始時間の短縮に有用

東京都立墨東病院高度救命救急センター 山岸　利暢

O53-6 演題取り下げ

　　　　　　　

O53-7 外傷による危機的大量出血時に Rh不適合輸血を施行した 1症例
公立昭和病院救命救急センター 松吉　健夫

14：10 ～ 15：10

口演 54

Acute Care Surgery
座長 大阪市立大学大学院医学研究科救急医学　　山本　啓雅

京都第一赤十字病院救急科　　榎原　巨樹

O54-1 冷凍保存ブタ臓器による外傷手術手技研究会：対象臓器拡大と今後の展望について

東京医科大学救急・災害医学分野 本間　　宙

O54-2 Thiel 法固定献体を用いた外傷手術トレーニングの有用性　ASSETを受講して

京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学分野 邑田　　悟

O54-3 高知県における救急事情と当院での Acute Care Surgery体制
高知赤十字病院救命救急センター 原　　真也

O54-4 傍ストーマ穿孔によって腸重積をきたした 1例
東邦大学医療センター大橋病院外科 萩原　令彦
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O54-5 第 9胸椎骨折に合併した胸部食道損傷の 1例
さいたま赤十字病院高度救命救急センター救急科 勅使河原勝伸

O54-6 当院での腹部救急疾患における reduced port surgeryの現状

総合大雄会病院救命救急センター救急外科 甲村　　稔

O54-7 開腹管理症例において転帰に影響する術前要因

関西労災病院救急部 高松　純平

15：10 ～ 16：10

口演 55

IVR 1
座長 国立国際医療研究センター救急科　　萩原　章嘉

大阪大学大学院医学系研究科救急医学　　蛯原　　健

O55-1 救急領域の IVRの現状に関する全国調査

日本 IVR学会救急・外傷アドホック委員会 樫見　文枝

O55-2 当院における重症腹部外傷に対する「外傷 IVR protocol」の効果
太田西ノ内病院救命救急センター 石田　時也

O55-3 骨盤骨折に対する damage control interventional radiologyの検討

済生会横浜市東部病院 平木　咲子

O55-4 骨盤外傷における Angiographyの適応
日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 久城　正紀

O55-5 DPCデータベースを用いた外傷性出血性ショックに対する大動脈遮断バルーンカテーテル

と開胸下大動脈遮断術の比較

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 麻生将太郎

O55-6 7Frシース対応細径 IABOカテーテルの有用性

杏林大学医学部救急医学 守永　広征

O55-7 救急医主導による破裂性腹部大動脈瘤の新治療戦略-救命センターにおける EVARの確立-
杏林大学医学部救急医学 持田　勇希

16：10 ～ 17：10

口演 56

IVR 2
座長 済生会横浜市東部病院横浜市重症外傷センター　　北野　光秀

兵庫県立淡路医療センター　　平山　貴一

O56-1 膵疾患が起因となった内臓動脈破裂 TAE症例の検討

岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学講座救急医学分野 井上　義博

O56-2 臨床的に SAMが疑われた腹部内臓動脈瘤破裂の 4例
独立行政法人国立病院機構災害医療センター放射線科，

独立行政法人国立病院機構災害医療センター救命救急科 小原佐衣子

O56-3 動脈管動脈瘤食道穿破の 1例
松江赤十字病院救急部 北角　泰人

O56-4 血管造影で診断した胆嚢炎・膵梗塞で発症した結節性多発動脈炎の一例

京都医療センター放射線科 濱中　訓生

O56-5 重症胆管炎患者に対する EST後遅発出血に対し IVRが有効であった一例
静岡赤十字病院救急救命センター・救急科，静岡赤十字病院 IVR科 竹内　誠人

O56-6 特発性後腹膜血腫 20例の臨床像と IVRについての検討

旭中央病院救急救命科 伊藤　史生

O56-7 巨大縦隔血腫を来たした縦隔型気管支動脈瘤破裂の 1例
豊田厚生病院救命救急センター 畑田　　剛



第
３
日
目

第
10
会
場

－202－

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】

08：40 ～ 09：40

口演 57

高齢者救急 1
座長 大分大学医学部救急医学講座　　重光　　修

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　　川村　祐介

O57-1 高齢者社会における，広域在宅診療グループと在宅療養支援病院連携の「1つの病院連携」

の有効性について

青燈会小豆畑病院 小豆畑丈夫

O57-2 地方都市 ERにおける高齢者問題：現状と連携の重要性について

生長会府中病院急病救急部 福廣　吉晃

O57-3 高齢者介護施設からの救命救急センター搬送症例の検討

山梨県立中央病院救命救急センター 岩瀬　史明

O57-4 在宅死の割合が全国一の地域における救急医療の課題と地域での取り組み

横須賀市立うわまち病院救命救急センター 本多　英喜

O57-5 救急搬送される超高齢者症例の当院における現状について

春日井市民病院救命救急センター 近藤　圭太

O57-6 当院における高齢者救急の現状

聖マリアンナ医科大学救急医学講座 田北　無門

O57-7 高齢者四肢・骨盤骨折に対する病病連携強化と不応需削減の取り組み

洛和会音羽病院救命救急センター・京都 ER 宮前　伸啓

09：40 ～ 10：40

口演 58

高齢者救急 2
座長 済生会滋賀県病院救命救急センター・救急集中治療科　　塩見　直人

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科　　野村　侑史

O58-1 高齢者における心停止蘇生後の長期転帰

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 杉田　篤紀

O58-2 高齢者 CPA症例の検討

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 龍神　秀穂

O58-3 救急搬送された後期高齢者におけるフレイルの影響

聖マリア病院救命救急センター 山下　　寿

O58-4 救命救急センターにおけるフレイル（frailty）評価に基づく重症高齢者診療の現況と課題

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，横浜市立大学救急医学教室 問田　千晶

O58-5 当センターにおける高齢者救急患者の生命予後の推移

福岡大学病院救命救急センター 外間　　亮

O58-6 非特異的な症状で ERを受診した高齢者の診断と転帰

国立病院機構名古屋医療センター救命救急センター 近藤貴士郎

O58-7 転倒による高齢者外傷症例の検討

兵庫県立西宮病院救命救急センター 杉野　達也
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10：40 ～ 11：40

口演 59

高齢者救急 3
座長 千葉県救急医療センター　　藤芳　直彦

東京医科大学八王子医療センター救命救急センター　　小西　浩之

O59-1 救急搬送された高齢心不全患者の検討

済生会宇都宮病院救急科 宮武　　諭

O59-2 高齢者外傷における収縮期血圧の有用性

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療部 石上雄一郎

O59-3 当院救急科で NPPVを使用し治療した高齢者肺炎の検討

長野赤十字病院救急科 市川通太郎

O59-4 超高齢者に対する人工呼吸管理導入の検討

藤沢市民病院救命救急センター 吉田　有希

O59-5 地方辺縁地域非都市部での経口摂取が制限される経口摂取消化器関連病態の生命線として

の救急医療

雲南市立病院地域総合診療科 森脇　義弘

O59-6 多職種連携による誤嚥性肺炎の治療　―食べられない症例は看取りへ―
順心病院救急科 八田　　健

O59-7 高齢者救急医療における侵襲的治療差し控えの実情

新潟市民病院救命救急･循環器病･脳卒中センター 熊谷　　謙

12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー26
座長 山口大学大学院医学系研究科救急・総合診療医学講座／山口大学医学部附属病院　　鶴田　良介

LS26 抗菌薬のやめどき，やめかたを考える

広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急集中治療医学 志馬　伸朗

共催：サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社

14：10 ～ 15：10

口演 60

高齢者救急 4
座長 済生会若草病院内科　　鈴木　淳一

兵庫県災害医療センター救急部　　中山　晴輝

O60-1 超高齢者における脳梗塞救急医療の実態～ドクターヘリは高齢者脳梗塞患者の転帰向上に

寄与しているか?～
和歌山県立医科大学医学部救急集中治療医学講座 藤田　浩二

O60-2 ナースカー～激増する高齢者搬送を代替する低コストな搬送手段～

医療法人八女発心会姫野病院 姫野亜紀裕

O60-3 病院救急車の積極的な運用による高齢者救急医療への貢献

直和会平成立石病院 大桃　丈知

O60-4 高齢化社会における札幌市の救急医療体制を考える取り組みと救急搬送の問題点について

北海道大学病院先進急性期医療センター 方波見謙一

O60-5 日中と休日夜間帯での高齢者施設から入院となった患者の救急車利用の比較

蘇生会総合病院救急科 吉川　徹二

O60-6 Google Mapを利用した災害時の高齢者施設を守るシステム構築

小田原市立病院救命救急センター，東海大学医学部付属病院外科学系救命救急医学 守田　誠司
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O60-7 施設利用中の後期高齢者に対するドクターカーは必要か-セーフティーネットとしてのドク
ターカーの効率性を検討する-

済生会滋賀県病院救命救急センター 野澤　正寛

15：10 ～ 16：10

口演 61

地域医療

座長 大阪府済生会千里病院千里救命救急センター　　澤野　宏隆

日本赤十字社和歌山医療センター第一救急科部　　東　　秀律

O61-1 救急クリニック開業は救急医を一生続けるための選択肢の一つである

松岡救急クリニック 松岡　良典

O61-2 入院施設がないクリニックで救急車を受け入れることで見えてきたもの

川越救急クリニック 木川　　英

O61-3 救急専従医のいない二次救急病院での外傷診療における 1人救急医の役割

自治医科大学附属さいたま医療センター 中村　雅人

O61-4 地域中核二次救急病院での外科医の救急医療における役割

秩父病院外科，埼玉医科大学病院 守　麻理子

O61-5 農村地域にある三次救命救急センターでの高齢者交通外傷の現状

那須赤十字病院救急集中治療部 木多　秀彰

O61-6 当院における重症外傷初療対応院内コールの運用現況と課題

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 川村　祐介

O61-7 ガラパゴス救命センターでの重症外傷診療

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 松田　真輝

16：10 ～ 17：10

口演 62

終末期医療・臓器提供

座長 八尾徳洲会総合病院救急総合診療部　　岩井　敦志

愛知医科大学救命救急科　　後長　孝佳

O62-1 癌終末期患者の救急外来受診状況に関する検討

大垣市民病院救命救急センター 川崎　成章

O62-2 当院救急外来における臓器提供の疫学調査

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 若竹　春明

O62-3 多死社会における脳死の位置付けについて―臓器提供を前提としない脳死に関する全国調

査より―
埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 荒木　　尚

O62-4 終末期医療の臓器提供に対する臨床倫理的考察

聖マリアンナ医科大学東横病院脳神経外科 小野　　元

O62-5 ご家族が臓器提供を承諾されたが臓器提供に至らなかった 2症例
兵庫県立西宮病院救命救急センター 鴻野　公伸

O62-6 ニュージーランドにおける臓器移植への取り組み

聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科 丸井　祐二

O62-7 日本スキンバンクネットワークの現状と今後の課題

一般社団法人日本スキンバンクネットワーク，東京大学医学部附属病院組織バンク 青木　　大



第
３
日
目

第
11
会
場

－205－

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】

08：40 ～ 09：40

口演 63

基礎研究

座長 岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学講座救急医学分野　　山田　裕彦

前橋赤十字病院集中治療科救急科　　内海　　秀

O63-1 腸管不全に対する新たなホルモンの検討―小腸粘膜増殖における systemic factorの意義

近畿大学医学部 橋本　直樹

O63-2 腸管上皮幹細胞機能からみた重症病態における腸管機能不全に関する検討

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター，大阪警察病院 山田　知輝

O63-3 Activator Protein-1デコイ核酸の炎症性多臓器傷害に対する創薬科学的検討

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

O63-4 赤血球補体成分と炎症の初期反応

関西医科大学救急医学科 室谷　　卓

O63-5 Ca2+-independent Phospholipase A2γの急性炎症における役割の検討

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 本藤　憲一

O63-6 敗血症性心筋傷害に対するリコンビナントトロンボモジュリンの治療効果の検討

岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学分野 鈴木　浩大

O63-7 実験的敗血症性侵襲下での IL6 signal制御による臓器保護の可能性

埼玉医科大学保健医療学部 小野川　傑

09：40 ～ 10：40

口演 64

ある視点

座長 聖隷三方原病院高度救命救急センター　　早川　達也

獨協医科大学救急医学　　齋藤　　威

O64-1 外傷患者の長期的な QOLに影響する因子は何か？
倉敷中央病院救急科 田村暢一朗

O64-2 ひとり暮らし中年男性に潜む孤独死の危険：神経救急症例の検討から

仙台東脳神経外科病院 渡部　憲昭

O64-3 鳥インフルエンザパンデミックの予防を目指した非接触モニタの基礎研究

東海大学医学部救命救急医学 中島　　功

O64-4 熊本地震による急性ストレス障害と診断されていた糖尿病性ケトアシドーシスの 1例
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 長門　　直

O64-5 一酸化炭素によるドナー前処置が及ぼすラット心臓移植後虚血再灌流障害の予防効果

兵庫医科大学救急災害医学講座 藤崎　宣友

O64-6 人のやめない組織戦略と医局運営

名古屋掖済会病院救急科 安藤　裕貴

O64-7 全死亡例報告における死後検証の仕組みとフィードバック

杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター，医療安全管理室死亡例検討部会 宮内　　洋
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10：40 ～ 11：40

口演 65

医療経済

座長 名古屋掖済会病院救急科　　北川　喜己

国立病院機構災害医療センター救命救急センター　　米山　久詞

O65-1 救急受診時に初めて進行悪性疾患を発見された経済的困難患者の背景について

耳原総合病院総合診療センター 田端　志郎

O65-2 救命救急入院料算定病棟に長期在室した症例の検討―他職種連携の効果と限界―
鹿児島大学病院救命救急センター 原浦　博行

O65-3 紹介状なし患者への定額負担金徴収が ER受療行動へ与える影響

福井県立病院救命救急センター 永井　秀哉

O65-4 救急医療機能係数の改善は救命救急センターの医療の質改善に繋がるか

松戸市立病院救命救急センター 漆畑　　直

O65-5 時刻ごとの ER受診者数から考える効率的な ERスタッフの配置

福井県立病院救命救急センター 河野久美子

O65-6 日本の人口減少がもたらす手術数の地域格差と救急医療

市立砺波総合病院麻酔科 松本　　豊

O65-7 血液培養・腹腔内感染検体採取の有用性

NHO水戸医療センター救急科，東京大学大学院医学系研究科臨床疫学経済学 土谷　飛鳥

12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー27
座長 筑波大学附属病院救急・集中治療部　　井上　貴昭

LS27 心肺蘇生時の呼吸管理：最新のトピックスと今後の課題

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

共催：アイ・エム・アイ株式会社

14：10 ～ 15：10

口演 66

中枢神経 3
座長 小牧市民病院救命救急センター　　井上　卓也

順天堂大学医学部附属静岡病院救急診療科　　大森　一彦

O66-1 痙攣を主訴に当院三次救急へ搬送された症例の検討

日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター 菊池　広子

O66-2 慢性硬膜下血腫の疫学とその問題点―とくに特発性低髄液圧症候群合併例の検討―
国立病院機構仙台医療センター救命救急センター脳神経外科 鈴木　晋介

O66-3 急性喉頭蓋炎の疑いにて救急外来紹介となり，肥厚性硬膜炎と診断された 1例
名古屋記念病院救急科 大漉　祐己

O66-4 クモ膜下出血関連突然死に関する検討

北海道大学病院先進急性期医療センター 澤村　　淳

O66-5 重症くも膜下出血の転帰に影響を与える因子についての検討

東邦大学医療センター大森病院救命救急センター 鈴木　銀河

O66-6 DOAC内服中に発症した脳出血に対する手術経験

伊万里有田共立病院脳神経外科 田中　達也

O66-7 日立医療圏における抗凝固療法症例脳出血

筑波大学日立社会連携教育研究センタ－・日立総合病院脳神経外科 小松　洋治
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15：10 ～ 16：10

口演 67

様々な外傷

座長 大分大学医学部附属病院　　石井　圭亮

静岡赤十字病院救命救急センター救急科　　笠原　直人

O67-1 脾臓低形成は外傷受傷後の反応性血小板増多症と関連する

大阪急性期総合医療センター救急診療科 占部翔一朗

O67-2 外傷症例における来院時低体温は腎機能低下を示唆する

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 福島　史人

O67-3 倉敷中央病院に 4年間で救急搬送された用水路転落症例の検討

倉敷中央病院救急科 市川　元啓

O67-4 当院に救急搬送された競輪外傷の検討

市立川崎病院 塩島　裕樹

O67-5 改正道路交通法施行前後の自転車飲酒運転による交通外傷の検討

川崎市立川崎病院救急科 春成　　学

O67-6 高エネルギー正面衝突事故における乗員保護装置の有効性の検討：シートベルトとエア
バッグはどちらが有効か？

太田西ノ内病院救命救急センター・麻酔科 篠原　一彰

O67-7 築地市場におけるターレットトラックによる外傷 186例の検討―豊洲新市場移転に向けて―
聖路加国際病院救急部救命救急センター 清水　真人

16：10 ～ 17：10

口演 68

膵炎

座長 兵庫県立加古川医療センター救命救急センター　　当麻　美樹

県立広島病院救急科　　板井　純治

O68-1 IVR-CTを用いた感染性膵壊死に対する治療戦略

大阪急性期・総合医療センター救急診療科 中本　直樹

O68-2 当院における腹圧上昇を伴う重症急性膵炎 12例の腹圧管理方法

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 関谷　宏祐

O68-3 DIC合併重症急性膵炎の転帰と治療戦略

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野，日本大学病院救急科 千葉　宣孝

O68-4 著明なアンチトロンビン活性低下を認めた高トリグリセリド血症による急性膵炎の 2例
大阪府済生会千里病院千里救命救急センター 小川　裕子

O68-5 重症急性膵炎を合併したアルコール性ケトアシドーシスの 1例
岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学講座救急医学分野 藤野　靖久

O68-6 重症急性膵炎を契機に特発性食道破裂を合併した一例

武蔵野赤十字病院救命救急センター 原　　俊輔
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第 12 会場【大阪国際会議場 3F　イベントホール】

08：40 ～ 09：40

口演 69

心肺停止 1
座長 東京都済生会中央病院救命救急センター　　関根　和彦

東京女子医科大学八千代医療センター救急科　　湯澤　紘子

O69-1 院外発症心室細動の更なる予後改善を目指して―電気ショックの限界と適応について

東海大学医学部救命救急医学 中川　儀英

O69-2 心停止後患者に対するアドレナリン投与と脳機能予後の関係-蘇生時間マッチングを用いた解析-
国士舘大学大学院救急システム研究科 匂坂　　量

O69-3 接触時間が遅くても早期アドレナリン投与は有効か？

明治国際医療大学保険医療学部救急救命学科 植田　広樹

O69-4 心肺停止症例に対するドクターカー出動は目撃がある症例に効果がある

済生会滋賀県病院救急集中治療科 加藤　文崇

O69-5 急性冠症候群による経皮的心肺補助導入は，他疾患による導入に比較して 30日予後が良好

である

一宮市立市民病院循環器内科 梅本　紀夫

O69-6 病院外心停止に対する治療目標体温管理療法における目標体温別の予後に関する検討（大

阪 CRITICAL Study 研究班からの報告）

大阪大学医学部附属病院高度救命センター 入澤　太郎

O69-7 蘇生後体温管理療法における目標体温逸脱の予測因子の検討

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 落合　香苗

09：40 ～ 10：40

口演 70

心肺停止 2
座長 自治医科大学附属さいたま医療センター救急科　　守谷　　俊

獨協医科大学越谷病院救急科　　佐伯　辰彦

O70-1 当センターにおける来院時心停止患者に対する ECPRの治療成績

大阪府三島救命救急センター救急科 頭司　良介

O70-2 VA-ECMOを必要とした高齢心肺停止患者についての検討

獨協医科大学救急医学講座 富田　静香

O70-3 ECPR症例における来院時乳酸値と予後との関係についての検討

大阪府済生会千里病院千里救命救急センター 大谷　尚之

O70-4 院外心肺停止患者の凝固・線溶系マーカー値と神経学的予後の関連性

福岡市民病院救急科 小野　雄一

O70-5 心停止患者における多元的モニタリングを用いた蘇生限界の検討

日本医科大学付属病院高度救命救急センター，日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野 横堀　將司

O70-6 aEEGモニタリングを指標とした心停止蘇生後症候群に対する tailored TTMの可能性

大阪府三島救命救急センター 小畑　仁司

O70-7 重症大動脈弁狭窄症による蘇生後脳症に対して PCPS 装着下で経皮的バルーン大動脈弁形成

術（BAV）を施行した 1例
市立函館病院救命救急センター 野田　昇宏
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10：40 ～ 11：40

口演 71

心肺停止 3
座長 獨協医科大学越谷病院救命救急センター　　松島　久雄

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

O71-1 院外心肺停止患者における胸骨圧迫開始時間と予後に関する調査

九州大学大学院医学研究院先端医療医学講座災害救急分野 永田　高志

O71-2 内因性院外心肺停止患者の診療における地域差の検討

国保松戸市立病院救命救急センター 古口　葉月

O71-3 心原性院外心停止の搬入時腎機能と予後の関係：SOS-KANTO 2012 Study
慶應義塾大学医学部救急医学，SOS-KANTO 2012 Study Group 多村　知剛

O71-4 アジアにおける先進国と途上国の病院外心停止の特徴

国士舘大学大学院救急システム研究科 原　　貴大

O71-5 病院前救急医療における静脈路確保に代わる骨髄穿刺について考察

明治国際医療大学健康医療学部救急救命学科 木内　賢一

O71-6 運動競技中における心肺停止症例の検討

国士舘大学大学院救急システム研究科，国士舘大学体育学部スポーツ医科学科 坂梨　秀地

O71-7 浴槽内 CPAの蘇生に影響する因子の検討

川崎市立川崎病院 荘司　　清

14：10 ～ 15：10

口演 72

栄養

座長 関西医科大学総合医療センター脳神経外科・救命救急センター　　岩瀬　正顕

岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター　　三宅　喬人

O72-1 バクテリアルトランスロケーションは健常人で起こり得るのか？

岩手医科大学救急・災害・総合医学講座 高橋　　学

O72-2 救急領域の重症患者における栄養投与ルートと生命予後の関連性の解析

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 東　　倫子

O72-3 神経性食思不振症に敗血症性ショックを合併し，治療困難となった症例

日立総合病院 吉良　　圭

O72-4 ビフィズス菌によって経腸栄養剤を増粘させる試み

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

O72-5 肝不全用アミノ酸製剤投与直後に心停止に陥った 2例
京都第二赤十字病院救命救急センター救急科 成宮　博理

O72-6 Refeeding症候群から心肺停止に至るも集学的治療により救命しえた 1例
東千葉メディカルセンター救急科 橋田　知明

15：10 ～ 16：10

口演 73

血液浄化

座長 大阪市立総合医療センター救命救急センター　　林下　浩士

山口大学先進救急医療センター　　山本　隆裕

O73-1 敗血症性 AKIにおける腎代替療法の効果を再考する～DESIREサブ解析から～
佐賀大学医学部救急医学 小網　博之
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O73-2 敗血症性ショックに対する血液浄化療法の検討

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター 中村　悠太

O73-3 大腸穿孔症例に対する PMX-DHP施行効果の検討

岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学講座救急医学分野 佐藤　寿穂

O73-4 敗血症性ショックに対する長時間 PMX-DHPは 2時間施行よりも有効か　~DESIREサブ解

析から~
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 川副　　友

O73-5 新規血液浄化器（PES膜）の中分子除去性能に関する基礎的検討

大分大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部 大地　嘉史

O73-6 敗血症性ショックに対する AN69ST膜と PMMA膜による効果の比較

東邦大学医療センター大森病院救命救急センター 豊田幸樹年

O73-7 著明な代謝性アシドーシスをきたした症例に対して前医との密接な連携により速やかな治

療介入を行い救命できた 1例
高槻病院小児集中治療科 大西　　聡

16：10 ～ 17：10

口演 74

重症度・予後評価

座長 市立豊中病院救急科　　東　　孝次

名古屋掖済会病院　　渡邉　紀博

O74-1 疾患や重症度を限定しない救命救急センター入院患者における乳酸値による予後予測：単

一施設による後向き検討

東北大学病院高度救命救急センター 横川　裕大

O74-2 病着時バイタルサインを用いたMGAP score，GAP scoreは外傷患者の院内死亡予測に有用

である

済生会宇都宮病院救急科 鯨井　　大

O74-3 日本外傷データバンクを用いた高齢者外傷の来院時収縮期血圧と予後の関係

帝京大学医学部救急医学講座 小山　知秀

O74-4 敗血症性 DIC（disseminated intravascular coagulation）の予後と乳酸クリアランスの関係

大阪市立大学医学部附属病院救命救急センター 江崎麻衣子

O74-5 敗血症患者における来院時収縮期血圧 100mmHg以下と乳酸値による予後予測：多施設共同

前向き観察研究 Tohoku Sepsis Registry
東北大学病院高度救命救急センター 横川　裕大

O74-6 重篤小児症例の予測致死率スコアリングの算出法の検討

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，JaRPAC Study Group 六車　　崇

O74-7 ECMO 患者における独立予後因子としての fibrinogen
日立総合病院救急集中治療科 奈良場　啓

第 13 会場【大阪国際会議場 3F　イベントホール】

08：40 ～ 09：20

Pros & Cons シリーズ 12

心肺蘇生において rSO2モニタリングは有用か？
司会 日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野　　木下　浩作

P&C12-1 CPRを内側から見る～目の前の患者に対する最良の CPRを求めて～

市立札幌病院 鹿野　　恒
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P&C12-2 rSO2の値で蘇生をあきらめていませんか？
大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 大西　光雄

09：25 ～ 10：05

Pros & Cons シリーズ 13

老人施設の予期せぬ急変に living willは適応できるか？

司会 国立病院機構大阪医療センター集中治療部　　木下　順弘

P&C13-1 老人施設の予期せぬ急変にも living willは適応可能である
堺市立総合医療センター救命救急センター 森田　正則

P&C13-2 リビングウィルは誰がために･･･
帝京大学医学部救急医学講座，高度救命救急センター，東京都医師会救急委員会 石川　秀樹

10：10 ～ 10：50

Pros & Cons シリーズ 14

ARDSの呼吸器管理に筋弛緩薬を使用するか？

司会 東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部　　池田　寿昭

P&C14-1 ・・・そりゃ筋弛緩薬，使うでしょ。だって RCTでもメタ解析でもガイドラインでも

“いい”ってなっているんですから。

神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター 瀬尾龍太郎

P&C14-2 ちょっと待って，筋弛緩

三重大学医学部附属病院救命救急センター 岩下　義明

10：55 ～ 11：35

Pros & Cons シリーズ 15

ARDSに対してステロイド療法は有効か？
司会 札幌医科大学集中治療部　　升田　好樹

P&C15-1 （PRO）ARDSに対してステロイド療法は有効である

神戸大学医学部附属病院麻酔科 江木　盛時

P&C15-2 ARDSに対してステロイド療法は有効と言い切れない

広島大学大学院医歯薬保健学研究科救急集中治療医学 大下慎一郎

14：10 ～ 15：10

口演 75

精神科救急・せん妄

座長 大津赤十字病院高度救命救急センター　　松原　峰生

防衛医科大学校病院救急部　　東山　大士

O75-1 敗血症関連せん妄のリスク因子の検討～DESIREサブ解析から～
大阪市立大学医学部附属病院救命救急センター 山本　朋納

O75-2 せん妄前駆状態に対するせん妄予測スコア（PRE-DELIRIC）の検証

東京医科大学救急・災害医学分野 東　　一成

O75-3 当院救命救急センターICUにおける CAM-ICU，ICDSC陽性患者の患者背景の検討

武蔵野赤十字病院救命救急センター 山本浩大郎
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O75-4 看護師への教育介入前後でのせん妄モニタリング精度の比較

新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院救命救急・外傷センター看護部 長谷川　真

O75-5 当院救急部における自殺企図・自傷行為についての精神科紹介率の検討

国立病院機構東近江総合医療センター救急科 陌間　大輔

O75-6 当院から精神疾患を理由に転院搬送となった症例のまとめ

徳島赤十字病院救急部 吉岡　勇気

O75-7 救命センターで精神科的ケアを受けた自殺企図患者の 1年以内の再自殺企図の実態

東海大学医学部外科学系救命救急医学 市村　　篤

15：10 ～ 16：10

口演 76

画像診断 1
座長 新百合ケ丘総合病院救急センター　　伊藤　敏孝

三重大学医学部附属病院救命救急センター　　伊藤亜紗実

O76-1 ERで診る非外傷性頸部痛にはなぜ適切な画像診断が必要なのか

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座 米満　尚史

O76-2 救急外来でのめまいに対する頭部 CTの有効性の検討

箕面市立病院放射線科 丸山　泰貴

O76-3 外傷患者における全身 CTでの偶発所見　発生頻度と対応の必要性

岐阜大学附属病院医療安全管理室 熊田　恵介

O76-4 高齢者の軽微な外傷に対する全身 CTの適応についての検討

福井大学医学部附属病院救急部 川崎　磨美

O76-5 小児頭部外傷に対する CT実施基準の検討

横浜市立大学医学部救急医学教室 余湖　直紀

O76-6 頭部 MRI 検査が診断に有用であった脂肪塞栓症 4例
奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センター 永井　　淳

O76-7 初心者への肺超音波検査講義における学習効果の検討

鹿児島市立病院救命救急センター 吉原　秀明

16：10 ～ 17：10

口演 77

画像診断 2
座長 清恵会病院救急医療センター　　石川　和男

名古屋市立大学病院救急科　　五島　隆宏

O77-1 帝京大学病院 ERで CTを撮影し放射線科医から救急医に緊急連絡を要した症例の検討

帝京大学医学部救急医学講座 玉井　大地

O77-2 D-dimerを用いた全身外傷 CTの適応決定の試み

済生会宇都宮病院放射線科 中間　楽平

O77-3 頭頸部外傷 CTにおける Volume Rendering画像の有用性について

那須赤十字病院放射線科 三浦　剛史

O77-4 頸部鋭的損傷における CT評価の有用性についての検討

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

O77-5 失神患者に対する頭部 CT 撮影－どのような患者に実施すべきか－
国立病院機構災害医療センター救命救急科 高田　浩明

O77-6 Arterial Spin Labeling MRIにより脳梗塞と非痙攣性てんかんを鑑別し得た一例

京都大学大学院医学研究科脳神経外科学 武信　洋平

O77-7 蘇生後脳症に対する軽度低体温療法の CT 像による有効性の検討

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野，

前橋赤十字病院高度救急救命センター集中治療科・救急科 錦見　満暁
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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61

心肺停止 5
座長 伊勢赤十字病院救命救急センター　　説田　守道

順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科　　村田　健介

P61-1 経皮的心肺補助装置管理中のインフルエンザによる劇症型心筋炎の転院搬送事例の検討

熊本大学医学部附属病院集中治療部 蒲原　英伸

P61-2 胸骨圧迫による内胸動脈損傷の 4例
諏訪赤十字病院救急科 伊藤　鮎美

P61-3 上部消化管内視鏡後に全身空気塞栓症を発症し PCPSを導入した 1例
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

P61-4 心肺蘇生後，右鎖骨下動脈分枝損傷からの出血によりショックを来した 1例
京都大学医学部附属病院初期診療・救急科 角田　洋平

P61-5 心室細動の蘇生後に甲状腺機能亢進症の診断に至った一例

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 近藤　乾伍

P61-6 非外傷性内胸動脈瘤破裂後の大量血胸で心停止に至った患者の IVR治療

東京医科大学八王子医療センター救命救急センター 守屋まりこ

P61-7 腹腔内の癒着が原因と考えられる胸骨圧迫後肝損傷の 1例
天神会古賀病院 21消化器外科 山口　方規

10：40 ～ 11：40

ポスター62

中枢神経 5，循環 2
座長 京都第二赤十字病院救命救急センター救急科　　飯塚　亮二

東京慈恵会医科大学附属柏病院救急部　　麻植　一孝

P62-1 肺嚢胞を伴う間質性肺炎患者に発症した脳空気塞栓症の 1例
広島大学大学院医歯薬保健学研究院救急集中治療医学 津村　　龍

P62-2 脳空気塞栓症を短期間に繰り返した 1例
愛媛大学病院救急航空医療学講座 菊池　　聡

P62-3 左肺葉切除後の ESUSに対する血栓回収療法の 1例
千葉県救急医療センター脳血管治療科 山内　利宏

P62-4 救急外来における急性心不全患者に対して早期 NPPV導入効果の検討

公立陶生病院救急部，公立陶生病院臨床工学部 樋口　知之

P62-5 Multi-modalityを駆使し，迅速に診断しえた心筋梗塞後左室自由壁 oozing ruptureの一症例
都立墨東病院救命救急センター 田邉　孝大

P62-6 肺挫傷による呼吸不全との鑑別を要した虚血性心不全の一例

岡山赤十字病院麻酔科 河野　圭史

P62-7 経口腸管洗浄剤（商品名モビプレップ）内服中に急性心筋梗塞による心原性ショックをき

たした一例

順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床研修センター 畠中　美穂
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呼吸 4，肝臓 1
座長 近畿大学医学部附属病院救命救急センター　　植嶋　利文

横浜労災病院救命救急センター　　三田　直人

P63-1 緊急気道管理を想定した研修医対象の気管支鏡トレーニングと臨床応用

焼津市立総合病院外科 北　　雄介

P63-2 非麻酔科系 providerがエアウェイスコープを用いると，ブロンコファイバー声門通過の時間

短縮，安全性に寄与する

社会医療法人佐伯中央病院 塩月　成則

P63-3 多発脳梗塞に伴った ARDSに対してトロンボモデュリン製剤を使用した 1例
公立藤岡総合病院救急科研修医 戸村　琴音

P63-4 ARDS 患者における ΔPEEP 推移がアウトカムに与える影響の検討

武蔵野赤十字病院救命科 岸原　悠貴

P63-5 気管切開カニューレ交換時にカフ上の凝血塊脱落により窒息を来した一症例

山口大学医学部附属病院集中治療部 松本　　聡

P63-6 保存的治療が成功した TACE後肝細胞癌破裂の 1例
済生会横浜市東部病院救急部 西田　和広

P63-7 特発性肝出血に対し経皮的動脈塞栓術（TAE）を施行した 1例
JA 愛知厚生連海南病院放射線診断科 金原　佑樹

P63-8 アルコール性肝障害に敗血症を合併し acute-on-chronic liver failureをきたし救命された一例

東京女子医科大学救急医学 望月健太朗

10：40 ～ 11：40

ポスター64

消化管 3
座長 関西医科大学救急医学科　　池側　　均

日立総合病院救急集中治療科　　奈良場　啓

P64-1 正常大卵巣癌症候群による閉塞性イレウスの一例

本荘第一病院外科 板垣　秀弥

P64-2 小腸憩室穿通の 1例
近畿大学医学部救命救急センター 横山　恵一

P64-3 感染性門脈血栓を併発した小腸真性憩室穿孔の 1例
宮城厚生協会坂総合病院救急科 後藤　　恵

P64-4 脾動脈形成不全を伴う Dieulafoy 潰瘍の一例

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 横野　良典

P64-5 急性虫垂炎の診断にて紹介となった大動脈解離の 1例
宇佐高田医師会病院 柏木　孝仁

P64-6 門脈内ガス像を伴い，緊急手術を行った NOMIの 1例
もりえい病院外科 増田　　亨

P64-7 突然の胸背部痛で発症し，胃拡張を呈した gastrointestinal stromal tumor 破裂

信州大学医学部附属病院救急科 新田　憲市
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内分泌・代謝 1
座長 長浜赤十字病院救急科　　中村　誠昌

さいたま赤十字病院高度救命救急センター　　小﨑　教史

P65-1 当院に救急搬送された低血糖症例の検討

東海大学医学部付属八王子病院救命救急科 日上　滋雄

P65-2 痙攣が初発症状であった副腎皮質癌の 1例
武蔵野赤十字病院救命救急センター 河口　拓哉

P65-3 ステロイド静脈内投与により悪化した褐色細胞腫クリーゼ

大阪警察病院 ER・総合診療センター 岡田　英泰

P65-4 当院における糖尿病性ケトアシドーシスに対する治療反応性の検討

勤医協中央病院救急科 林　　翔平

P65-5 受傷から 3年後に外傷性視床下部障害による続発性副腎皮質機能低下症と診断した 1例
京都市立病院総合診療科 檜垣　　聡

P65-6 心室細動に至った甲状腺クリーゼに対する血漿交換の有用性

都立墨東病院 田邉　真樹

P65-7 外傷起因性甲状腺クリーゼ一例

前橋赤十字病院集中治療科・救急科 内海　　秀

10：40 ～ 11：40

ポスター66

感染症・敗血症 8
座長 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター救命救急科　　川崎　貞男

北里大学医学部救命救急医学　　山谷　立大

P66-1 降下性壊死性縦隔炎 1例の検討

日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター 石丸　直樹

P66-2 緑膿菌単独感染による壊死性筋膜炎に対し大腿切断術を施行し救命しえた 1例
成田赤十字病院救急・集中治療科 奥　　怜子

P66-3 敗血症治療における Source controlの重要性を再認識した一例

済生会横浜市東部病院 矢島慶太郎

P66-4 左上肢に限局して筋強直を呈した局所性破傷風の 1例
済生会熊本病院救急総合診療センター 鈴木　　博

P66-5 当院で経験した多発筋膿瘍の 2例
横浜市立みなと赤十字病院救命救急センター 河野　裕嗣

P66-6 早期の人工肛門造設術によって創汚染を防いだ Fournier 壊疽の 1例
日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 西原　正浩

P66-7 黄色ブドウ球菌による後頸部壊死性筋膜炎の 1例
大阪府三島救命救急センター 浅井　健佑
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ポスター67

血液凝固線溶異常

座長 近江八幡市立総合医療センター救命救急センター　　立川　弘孝

東京大学大学院医学系研究科救急科学　　堀江　良平

P67-1 脾梗塞を契機に診断されたリンパ腫関連血球貪食症候群の一例

東京大学医学部附属病院救急科 高井　大輔

P67-2 大腿動脈血栓症を併発したソフトドリンクケトーシスの一例

諏訪中央病院 栗原　和人

P67-3 胆嚢炎による二次性血栓性微小血管症（TMA：thrombotic microangiopathy：）の 1例
東千葉メディカルセンター 林　　洋輔

P67-4 悪性腫瘍による限局性下大静脈血栓症の 1例
日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野，日本大学病院救急科 倉本　悠里

P67-5 偶発性低体温症が誘因となった劇症型の混合型自己免疫性溶血性貧血の一例

佐賀県医療センター好生館救急科 松本　　康

P67-6 S 状結腸癌を契機に後天性第 5 因子欠乏症を発症した 1例
関西医科大学救急医学講座 前島　健志

P67-7 Bernard-Soulier syndromeの大量喀血に対して気管支ブロックバルーンを挿入することで救命

し得た 1例
佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センター 中山　賢人

10：40 ～ 11：40

ポスター68

骨盤・四肢外傷 1
座長 奈良県総合医療センター救命救急センター　　松山　　武

済生会熊本病院　　中嶋いくえ

P68-1 当院に搬送された四肢開放骨折症例に関する検討

慶應義塾大学医学部救急医学 西田　有正

P68-2 Temporary External Fixation を用いた，局所ダメージコントロールの治療経験

医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 池田　昌樹

P68-3 重症下腿開放骨折に対してMuscle transferテクニックを用いて創閉鎖した 1例
岩手医科大学救急・災害・総合医学講座 増田　卓之

P68-4 大腿骨頸部骨折後に半日の経過で心肺停止となり診断に苦慮した脂肪塞栓症の一例

恩賜財団済生会熊本病院救急総合診療センター 村田　真紀

P68-5 鈍的膝窩動脈損傷の血行再建後に再閉塞をきたした 2症例
大阪府三島救命救急センター救急科 岡本　雅雄

P68-6 外傷性腋窩動静脈損傷に対し，大伏在静脈による血行再建を行い救肢し得た一例

国立病院機構東京医療センター救急科 脇田真奈美

P68-7 柔道で受傷した胸鎖関節後方脱臼の 1症例
神戸赤十字病院整形外科 山下　良祐
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Acute Care Surgeryなど 2
座長 洛和会音羽病院救命救急センター　　安田　冬彦

熊本赤十字病院救急科　　寺住　恵子

P69-1 成傷器の刃先による椎骨動脈損傷にて脳梗塞をきたした一例

佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センター 品田　公太

P69-2 来院後心肺停止となった成傷器遺残背部刺創の一例

藤沢市民病院救命救急センター 長嶋　一樹

P69-3 脊椎脆弱性骨折に腸腰筋血腫を合併した 1例
磐田市立総合病院救急科 植野　正英

P69-4 開腹歴のない小腸閉塞に対する腹腔鏡手術の検討

北九州市立八幡病院外科 木戸川秀生

P69-5 Damage Control Surgery戦略の治療成績

武蔵野赤十字病院救命救急センター 蕪木　友則

P69-6 腹腔鏡により診断，治療しえた魚骨による消化管穿孔の 1例
長崎大学病院救命救急センター 猪熊　孝実

P69-7 術前に診断困難であった肝膿瘍穿孔による汎発性腹膜炎の一例

南多摩病院外科 上田太一朗

10：40 ～ 11：40

ポスター70

中毒 5
座長 近畿大学医学部奈良病院麻酔科　　奥田　隆彦

愛知医科大学病院救命救急科　　寺島　嗣明

P70-1 臨床経過の異なる有機リン中毒 2症例の比較検討

長崎大学病院救命救急センター 村橋　志門

P70-2 有機リン中毒後に intermediate syndromeを発症し，挿管管理を要した一例

前橋赤十字病院集中治療科・救急科 山川　隼輝

P70-3 長期に人工呼吸器管理を要した有機リン中毒の一例

東京女子医科大学救急医学 齋藤　倫子

P70-4 有機リン中毒に心室細動を合併した 1例
獨協医科大学病院救命センター 齋藤　　豊

P70-5 蘇生に成功した有機リン中毒の一例

東邦大学医療センター大森病院救急救命センター 山本　慶郎

P70-6 予後不良と判定されたが，救命し得たパラコート中毒の一例

真生会富山病院内科 佐々木彰一

P70-7 服用 1週間後に受診したラウンドアップ中毒の一例

福島県立医科大学附属病院高度救命救急センター 徳江　祐美
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産科・婦人科救急 1
座長 市立福知山市民病院地域救命救急センター　　北川　昌洋

東京医科大学救急災害医学分野　　内堀健一郎

P71-1 J-MELSアドバンス母体救命コースにおける simulation training～妊産婦死亡ゼロを目指して～
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-CIMELS） 鈴木茂利雄

P71-2 災害時における妊婦の適切なトリアージの構築に関する研究

順天堂大学医学部附属順天堂静岡病院 伊藤　早紀

P71-3 子宮外妊娠における所見と診断的意義の検討

相澤病院救急科 白戸　康介

P71-4 産後出血に対し，大動脈閉塞バルーンカテーテル（IABO）が奏功した一例

東京女子医科大学東医療センター救命救急センター 竹田津史野

P71-5 JMELS-SAMコンセプトにより迅速に診断し根本治療に成功した産科危機的出血の 1例
日本赤十字社医療センター 宮城　隆志

P71-6 産科危機的出血に対する子宮収縮薬の投与方法

日本赤十字社医療センター 乃美　　証

10：40 ～ 11：40

ポスター72

多様な救急 2
座長 兵庫県立淡路医療センター救命救急センター　　林　　孝俊

大垣市民病院救命救急センター　　川崎　成章

P72-1 難治性鼻出血の精査中に発見された義歯誤飲による遅発性喉頭出血の 1例
東京女子医科大学東医療センター救命救急センター 安達　朋宏

P72-2 咽頭痛にて発症し急速に症状が進行した劇症型急性喉頭蓋炎の 2例
独立行政法人国立病院機構災害医療センター救命救急科 相原　一紀

P72-3 救急外来で経験した Fisher症候群の二例

埼玉石心会病院救急総合診療科 西　紘一郎

P72-4 静脈麻酔薬の使用後に悪性高熱症の症状を呈した一例

獨協医科大学越谷病院救急医療科 中村龍太郎

P72-5 網嚢内出血の 2例
札幌徳洲会病院救急科 加藤　久晶

P72-6 気道緊急を繰り返した特発性血管浮腫の一例

横浜医療センター救命救急センター，横浜市立大学救急医学教室 山縣　英尋

P72-7 当院に搬送された異物による窒息症例の検討

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 足立　智子

10：40 ～ 11：40

ポスター73

ECMO・PCPS 1，輸血・栄養

座長 宇治徳洲会病院救命救急センター　　末吉　　敦

埼玉医科大学総合医療センター救急科　　橋本　昌幸

P73-1 出血性ショックからの院内心肺停止に対して PCPSによる補助循環のもと TAEを施行し救

命し得た 1例
山梨県立中央病院 川島　佑太
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P73-2 当院における PCPS施行症例の検討

勤医協中央病院 佐藤　克哉

P73-3 術後門脈内血栓症を合併した非昏睡型急性肝不全に対して cPDF（Continuous Plasma Filtra-
tion with Dialysis）を施行した 1例

社会医療法人天神会新古賀病院救急部，社会医療法人天神会新古賀病院消化器外科 宇治　祥隆

P73-4 抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に合併した間質性肺炎にポリミキシン B 固定化カラムによる直

接血液灌流法を施行した 2症例の検討

旭川医科大学医学部救急医学講座 小林　厚志

P73-5 外傷後著明な高ビリルビン血症をきたした腎損傷の一例

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院救急科 神野　敬祐

P73-6 当救命センターでの超急性期栄養管理

東京女子医科大学東医療センター救急医療科 吉川　和秀

P73-7 血液浄化療法実施中の重症敗血症患者の Refeeding Syndrome
鹿児島大学救命救急センター 田中　貴子

10：40 ～ 11：40

ポスター74

基礎研究 1
座長 兵庫県立西宮病院救命救急センター　　鵜飼　　勲

東京女子医科大学八千代医療センター　　木村　友則

P74-1 ヒアルロン酸を基材とした上皮成長因子含有組織癒着防止材の設計

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 黒柳　美里

P74-2 樹状細胞由来アセチルコリンによる免疫応答調節

埼玉医科大学総合医療センター救急科（ER） 松枝　秀世

P74-3 出血性ショック蘇生後の小腸絨毛における Bcl-2と Baxの発現と高張食塩液と IL-10の関連

について

近畿大学医学部救急医学救命救急センター 中尾　隆美

P74-4 interleukin-18の動態から見るマウス全身性炎症後の雄性不妊

兵庫医科大学救急・災害医学講座，神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域 井上　岳人

10：40 ～ 11：40

ポスター75

医療機器・ICT
座長 都立広尾病院救命救急センター　　後藤　英昭

国立病院機構災害医療センター救命救急センター　　井上　和茂

P75-1 独立型救命救急センターでの部門システムを介さない電子カルテシステムと新しい連携シ

ステム

千葉県救急医療センター 江藤　　敏

P75-2 様々な体位や状況下における Airway Scope-S200を用いた気管挿管

滋賀医科大学麻酔科 今宿　康彦

P75-3 ライブ中継機能を救急に生かすクラウド型救急医療連携システムの研究開発

国立大学法人福井大学医学部 笠松　眞吾

P75-4 ドクターヘリへの高精細動態管理システム搭載を利用した救急連携について

大分大学医学部附属病院高度救命救急センター 重光　　修

P75-5 横浜市における ICTを活用した地域医療連携ネットワーク構築における課題と展望

横浜市立大学附属病院集中治療部 高木　俊介

P75-6 臨床研究で利用可能な匿名加工情報の作成手法

佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センター 山田クリス孝介
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P75-7 ウエアラブルデバイスによる重症外傷患者の治療支援の試み

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

10：40 ～ 11：40

ポスター76

ER診療 5
座長 京都第一赤十字病院救命救急センター救急科　　竹上　徹郎

諏訪赤十字病院救急科　　岡畠　祥憲

P76-1 子宮全摘出術後の閉鎖神経位置異常によって特発性閉鎖神経痛を認めた 1例
慶應義塾大学医学部救急医学 大野聡一郎

P76-2 複数医療機関受診を経て，当院 ERで診断した石灰沈着性頸長筋炎の一例

東京都立墨東病院救急診療科 北村友喜宏

P76-3 診断に苦慮した発熱・腰背部痛の一例

島根大学医学部救急医学講座 瀧波　慶和

P76-4 膀胱自然破裂の 1例
草加市立病院救急診療科 鈴木　恒夫

P76-5 一過性意識障害を呈した Lemierre症候群の 1例
広島市立広島市民病院救急科 瀬良　　聡

P76-6 当院で治療した再膨張性肺水腫 4例の検討

岡山済生会総合病院研修医科 木山　健太

P76-7 義歯誤飲を契機とした陰圧性肺水腫の一例

兵庫県立尼崎総合医療センター 長永　真明

P76-8 尿路結石症と腹腔動脈解離を同時に診断した急性腹症の一例

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院救急科 小林　靖孟

10：40 ～ 11：40

ポスター77

災害医療 3
座長 国立病院機構京都医療センター救命救急センター　　西山　　慶

富山県立中央病院救命救急センター　　渕上　貴正

P77-1 東京都区東部医療圏における災害医療体制の構築（墨田区）
直和会平成立石病院地域救急医療センター救急科，公益社団法人墨田区医師会 大桃　丈知

P77-2 災害時の車中泊者などに配布する災害用弾性ストッキング・着圧ソックスの規格標準化と

防災協定

新潟大学医歯学系呼吸循環外科 榛沢　和彦

P77-3 災害医療リスクリソース比を用いた首都直下型地震における急性血液浄化の医療需給均衡

の評価

東京大学大学院医学系研究科救急科学 土井　研人

P77-4 岡山県内での熱傷患者複数発生事案での EMIS使用についての検討

川崎医科大学救急医学 山田　祥子

P77-5 平成 28年台風 10号による岩手・北海道豪雨災害にて盛岡友愛病院へ搬送された被災患者

の検討

盛岡友愛病院呼吸器外科 志賀光二郎

P77-6 台風 10号による岩泉の災害に対する活動について

岩手医科大学救急・災害・総合医学講座救急医学分野 山田　裕彦
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10：40 ～ 11：40

ポスター78

地域医療 2
座長 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　　中尾　彰太

石川県立中央病院救命救急センター　　南　　啓介

P78-1 救命救急センター開設は救急応需率を上げる

岸和田徳洲会病院救命救急センター 鍜冶　有登

P78-2 当院における救急搬送不応需の現状と課題

市立函館病院救命救急センター 武山　佳洋

P78-3 川崎市北部医療圏の救急搬送応需率向上を目指しての取り組み

聖マリアンナ医科大学救急医学 遠藤　拓郎

P78-4 尾西西部地域における不応需に対する傾向と対策―頼り頼られる病院と消防―
一宮市立市民病院救命救急センター 山口　　均

P78-5 救急不応需の削減に向けた取り組みと救急医の役割

和歌山ろうさい病院救急科 中村　俊介

P78-6 救急不応需率 0％をもたらす方策

公立豊岡病院但馬救命救急センター 小林　誠人

P78-7 断らない救急：救急不応需削減へ実践と取り組み

川崎幸病院救急・総合診療部 成田　和広

10：40 ～ 11：40

ポスター79

病院前救急 6・MC 6
座長 兵庫県立尼崎総合医療センター救急集中治療科　　鈴木　崇生

北九州市立八幡病院救命救急センター　　田上　貴之

P79-1 高次医療機関における消防救急車による転院搬送の現状と今後の課題

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 岸田　全人

P79-2 東京国際空港国際線旅客ターミナルにおける救急車出動の現状と課題

東京検疫所東京空港検疫所支所検疫衛生課 栗田　　直

P79-3 高速道路サービスエリアから救急搬送された症例の検討

伊南行政組合昭和伊南総合病院救急センター 唐澤　幸彦

P79-4 天候と救急車利用の関連性の検討

国士舘大学大学院救急システム研究科 吉家　大二

P79-5 救急搬送され最終的に低介入で帰宅となる患者群の検討

東京都立多摩総合医療センター救命救急センター 荒川　裕貴

P79-6 当院における搬送困難事例受け入れの現状―重篤と判断された症例について―
大阪市立大学救急医学 晋山　直樹

P79-7 山形県立救命救急センター救急室への紹介患者の現状

山形県立救命救急センター救急科 武田健一郎
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16：10 ～ 17：10

ポスター80

心肺停止 6
座長 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター　　中川　雄公

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター　　岡田まゆみ

P80-1 心肺蘇生後時に肝損傷を来した 2症例
大分大学医学部附属病院麻酔科集中治療部 橋口裕次朗

P80-2 StanfordA 型大動脈解離に独立したくも膜下出血を合併した一例

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救急科 井上　智博

P80-3 心肺蘇生によって椎体骨折をきたした高齢女性の 2症例
佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センター 岩永　幸子

P80-4 心肺停止蘇生後患者に合併した胸骨圧迫に伴う外傷性脾損傷の 1例
聖路加国際病院救急部救命センター 服部　賢治

P80-5 病院前 ECPR（体外循環式心肺蘇生法）で社会復帰を遂げた院外心肺停止の一例

東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科，八戸市立市民病院救命救急センター 梅谷　一公

P80-6 迅速な救急処置，地域連携により救命，独歩退院ができた心原性院外心停止の 3例
魚沼基幹病院循環器内科 渡邊　　達

P80-7 重症低体温症に続発した意識障害，高度徐脈に一時ペーシング後，心肺停止となった患者

に対して PCPSを用いて救命し得た一例

水戸済生会総合病院救急科 楢橋　和真

16：10 ～ 17：10

ポスター81

循環 3
座長 一宮市立市民病院救命救急センター　　山口　　均

近畿大学医学部附属病院救命救急センター　　豊田甲子男

P81-1 蜂刺症を契機に Kounis症候群の発症が強く疑われた一例

岐阜市民病院救急・集中治療部 上田　宣夫

P81-2 選択的肺動脈 tPA投与で血栓が消失した肺塞栓の 1例
千葉西総合病院 新田　正光

P81-3 肺血栓塞栓症に陰圧性肺水腫を合併した一例

広島大学大学院救急集中治療医学 石井　潤貴

P81-4 当院で経験したたこつぼ型心筋症 15症例の検討

安曇野赤十字病院救急科 志村　福子

P81-5 プレホスピタルで「吐血」と認識された「喀血」を主訴とした胸部大動脈瘤術後の一例

横浜市立大学救急医学教室，国立病院機構横浜医療センター救急科 祐森　章幸

P81-6 胸膜痛をきたした，特発性孤発性腹腔動脈解離の 1例
湘南鎌倉総合病院救急総合診療科 山田　拓也

P81-7 意識障害を呈する急性大動脈解離術後の成績

国保総合病院旭中央病院心臓血管外科 有馬　大輔
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16：10 ～ 17：10

ポスター82

肝臓 2，腎臓

座長 大阪赤十字病院救急科　　西村　英祥

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　　小橋　大輔

P82-1 肝損傷受傷翌日に Klebsiellaによる敗血症をきたした 1例
宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 中村　仁彦

P82-2 門脈ガス血症に対し審査腹腔鏡を施行した 1例
洛和会丸太町病院外科 出口　勝也

P82-3 慢性の嘔吐を呈して発見されたミルク・アルカリ症候群の 1例
独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院救急科 田中　俊生

P82-4 腎移植後 29年経過し発症した重症レジオネラ肺炎の 1例
医療法人八重瀬会同仁病院救急総合診療科 粟国　克己

P82-5 Chlamydia pneumoniaeの関与が疑われた特発性腎出血の 1例
防衛医科大学校病院救急部 松本　綾佳

P82-6 体外衝撃波結石破砕術（ESWL）後の腎被膜下血腫に対して経カテーテル動脈塞栓術

（TAE）を施行した一例

国保直営総合病院君津中央病院救急・集中治療科 大竹　沙織

P82-7 演題取り下げ

　　　　　　　

16：10 ～ 17：10

ポスター83

消化管 4
座長 近畿大学医学部附属病院救命救急センター　　松島　知秀

静岡県立総合病院救命救急センター　　成田　知大

P83-1 大網腫瘍が疑われた有茎性子宮筋腫による大網捻転の一例

筑波学園病院外科 前田　道宏

P83-2 虫垂切除術後 25年で発症した腹壁膿瘍の 1例
下北医療センターむつ総合病院外科 一戸　大地

P83-3 高齢者の緊急開腹術には術後手術部感染に気をつけろ

会津中央病院救命救急センター 寺岡晋太郎

P83-4 保存療法にて治癒した超高齢者の腸間膜脂肪織炎

深川市立病院救急部 籏本　恵介

P83-5 腸管気腫性嚢胞症を呈した横行結腸憩室穿孔による腹腔内膿瘍の一例

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 須賀　弘泰

P83-6 嵌頓鼠径ヘルニアに併発した大網裂孔ヘルニアの 1例
JCHO 船橋中央病院救急科 大塚　恭寛

P83-7 絞扼性腸閉塞を発症した成人腸回転異常症の一例

新潟医療センター 大矢　　洋
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16：10 ～ 17：10

ポスター84

内分泌・代謝 2，多様な救急 3
座長 大阪市立大学医学研究科救急医学　　西村　哲郎

JA広島総合病院　　河村　夏生

P84-1 胃癌術後に発症し診断に苦慮した Lymphocytic infundibulo-neurohypophysitisの 1例
諏訪赤十字病院救命科 岡畠　祥憲

P84-2 偽性アルドステロン症に原発性アルドステロン症の合併が疑われた低 K血症・心室頻拍の一例

三重大学病院救命救急・総合集中治療センター 池尻　　薫

P84-3 一過性 SIADHに類似した病状を呈し 1か月間の補充療法を要した低ナトリウム血症の 1例
鹿児島大学病院救命救急センター 政所祐太郎

P84-4 脳出血を契機に甲状腺クリーゼを発症した 1例
高知赤十字病院救命救急センター 廣田　誠二

P84-5 出血性イベントに関わる抗血小板薬や抗凝固薬の種類と患者背景の検討

東京慈恵会医科大学新橋本院救急医学講座 佐藤　浩之

P84-6 出血性イベントに対する医療安全対策

日本医科大学付属病院高度救命救急センター 金　　史英

P84-7 当院での最近 3年間の緊急放射線治療について

愛知医科大学放射線科 森　　美雅

P84-8 免疫チェックポイント阻害薬に関連すると思われる有害事象で救急外来を受診した症例

広島市民病院救急科 近藤　圭介

16：10 ～ 17：10

ポスター85

感染症・敗血症 9
座長 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

広島大学大学院救急集中治療医学　　木田　佳子

P85-1 皮下膿瘍から気管皮膚瘻へと進展した 1例
独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター救命救急センター 高野　信二

P85-2 クローン病に併発し広範な下肢ガス壊疽に進展したフルニエ壊疽の 1例
JCHO 船橋中央病院救急科 大塚　恭寛

P85-3 局所的な切開排膿を行い救命し得た広範な非クロストリジウム性ガス壊疽の 1例
三重大学大学院医学系研究科名張地域医療学講座/名張市立病院総合診療科 橋本　修嗣

P85-4 壊死性筋膜炎の 6例
新潟大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター 渡邊　　要

P85-5 当院救命センターで壊死性筋膜炎と診断された 6例の検討

自治医科大学附属さいたま医療センター 鈴木　涼平

P85-6 上腕二頭筋膿瘍を呈する患者には覚醒剤静注歴の確認をするべきである

順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科 加藤　理紗

P85-7 覚醒剤使用が原因となった上肢の複雑性皮膚軟部組織感染症の 2例
東京警察病院救急科 鳥山　亜紀
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16：10 ～ 17：10

ポスター86

頭部外傷 2
座長 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　　若井　聡智

聖隷浜松病院救急科　　眞喜志　剛

P86-1 鎮静管理継続のため頭蓋内圧測定を要した症例の検討

りんくう総合医療センター大阪府泉州救命センター救命診療科 松浦　　誠

P86-2 頸部損傷に対し気道管理方法に苦慮した 2例
京都第一赤十字病院救命救急センター救急科 八幡　宥徳

P86-3 超急性期に凝固障害を来しており，救命不可能であった頭部外傷の 2例
大分県立病院脳神経外科 松田　　剛

P86-4 多発外傷に外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻を合併した 1例
太田西ノ内病院麻酔科 森　　佑介

P86-5 斜台骨折を合併しない外傷性脳底動脈閉塞の 1例
札幌医科大学救急医学講座 山岡　　歩

P86-6 Contrecoup injuryに伴って生じた進行性眼症状を呈した中硬膜動静脈瘻に対して血管内治療

にて根治し得た一例

埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科 鈴木　海馬

P86-7 緊急内視鏡下血腫除去術を施行した急性硬膜下血腫の一例

公立置賜総合病院救命救急センター，公立置賜総合病院脳神経外科 久下　淳史

16：10 ～ 17：10

ポスター87

骨盤・四肢外傷 2，脊椎・脊髄外傷 2
座長 大阪府立中河内救命救急センター　　加藤　　昇

大阪大学高度救命救急センター　　舘野丈太郎

P87-1 妊娠中の開放性骨盤骨折の一例

岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター 市橋　雅大

P87-2 膀胱直腸障害を合併した仙骨脱臼骨折の 1例
東京女子医科大学救急医学 大城　拓也

P87-3 TAEを回避し，良好な経過をたどった尿道損傷を合併した完全不安定型骨盤骨折の 1例
福山市民病院整形外科 井上　智顕

P87-4 人工肛門造設術が有用であった run over injuryの 1例
国立病院機構仙台医療センター形成外科・手外科 鈴木　　準

P87-5 永久ペースメーカー植込み術を施行した頸髄損傷の 2症例
飯塚病院集中治療部 安達　普至

P87-6 頸髄損傷急性期における固定術の施行時期（24時間以内と 7日以内）と死亡率

日本医科大学多摩永山病院救命救急センター 田中　知恵

P87-7 搬送時や入院時の体勢に留意すべき reverse chance fractureの一例
順天堂大学静岡病院救急診療科 近藤　彰彦
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16：10 ～ 17：10

ポスター88

Acute Care Surgeryなど 3，熱傷

座長 大阪警察病院 ER救命救急科　　中江　晴彦

東京女子医科大学東医療センター救命救急センター　　春田　浩一

P88-1 内因性疾患にダメージコントロール手術が有用であった 1例
京都岡本記念病院 田中　良一

P88-2 小腸穿孔，汎発性腹膜炎を契機に診断されたクローン病の 1症例
公立昭和病院救命救急センター 一瀬　麻紀

P88-3 小腸穿孔による腹膜炎に対して open abdominal managementを施行した 1例
京都第一赤十字病院救命救急センター救急科 箕輪　啓太

P88-4 気道熱傷に対する気管挿管の適応

順天堂大学医学部附属浦安病院 川崎　喬彬

P88-5 体表面に熱傷を認めない気道熱傷疑い患者における気管挿管適応予測因子の検討

兵庫県災害医療センター 村橋　　一

P88-6 広範囲熱傷治療中のヘパリン起因性血小板減少症（heparin-induced thrombocytopenia：HIT）
東北大学病院高度救命救急センター 藤田　基生

P88-7 広範囲顔面熱傷をきたした高齢者の一例

東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部 佐藤　拓也

16：10 ～ 17：10

ポスター89

中毒 6
座長 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター　　入澤　太郎

国立病院機構大阪医療センター救命救急センター　　中倉　晴香

P89-1 グリホサート中毒の 1例
千葉県救急医療センター 藤芳　直彦

P89-2 スピンドロン乳剤の誤飲による急性腎不全の 1例
深谷赤十字病院救命救急センター 齋藤　征爾

P89-3 四肢脱力を主訴に来院し，詳細な病歴聴取により診断に至った慢性トルエン中毒の一例

湘南鎌倉総合病院救急総合診療科 福井　浩之

P89-4 マムシ咬傷における入院期間にかかわる因子の検討

岡山大学病院救急科 小崎　吉訓

P89-5 本院で経験したまむし咬傷のまとめ

巨樹の会新武雄病院総合救急科 堺　　正仁

P89-6 まむしウマ抗毒素を用いて加療した小児まむし咬傷の一例

山形県立中央病院救急科 横川　京子

P89-7 マグロによるヒスタミン中毒によりショックバイタルを呈した一例

田川市立病院消化器内科 大藏　裕子
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16：10 ～ 17：10

ポスター90

産科・婦人科救急 2
座長 大阪医療センター救命救急センター　　上尾　光弘

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兼循環器内科　　大鐘　崇志

P90-1 自然妊娠における子宮内外同時妊娠・異所性妊娠破裂の 1例
福井大学医学部附属病院救急部 田下　大輔

P90-2 産後弛緩出血による凝固障害に対し濃縮フィブリノゲン製剤を使用した 2例
新潟大学医歯学総合病院高次救命災害治療センター 上村　夏生

P90-3 分娩時に大量出血を来した直腸粘膜脱症候群の一例

国立病院機構東京医療センター救急科 太田　　慧

P90-4 卵管結紮術後の卵管水腫捻転の一例

トヨタ記念病院統合診療科 八重樫　悠

P90-5 妊娠 31週に副腎クリーゼを発症し，救命し得た褐色細胞腫合併妊娠の 1例
獨協医科大学病院産婦人科 坂本千代織

P90-6 妊娠後期に胎児機能不全をみとめ，診断に苦慮した卵巣嚢腫破裂の 1例
福山医療センター 甲斐　憲治

16：10 ～ 17：10

ポスター91

ECMO・PCPS 2
座長 大阪府立中河内救命救急センター　　奥田　和功

帝京大学医学部救急医学講座　　西　　竜一

P91-1 早期の ECMOが有効であった喘息重積発作の一例

奈良県総合医療センター救命救急センター 尾中　敦彦

P91-2 間質性肺炎急性増悪に対して ECMO 管理にて救命できた一例

公立陶生病院臨床工学部 小山　昌利

P91-3 細菌性肺炎による敗血症性心筋症と重症呼吸不全に対して VAV ECMOを導入した一例
済生会横浜市東部病院救命救急センター 倉田　早織

P91-4 ECMOを用いて救命できた侵襲性肺炎球菌肺炎の 1例
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

P91-5 VA-ECMOによる ECPRで救命し得た高度低血糖，偶発低体温症による難治性 Vfの一例
千葉ろうさい病院救急集中治療部 伊良部真一郎

P91-6 awake ECMOにより良好な転帰をたどった肥満低換気の一例

東邦大学医療センター大森病院救命救急センター 天野　杏李

P91-7 VA-ECMO 管理中の後腹膜出血による腹腔内圧上昇に対して経皮的ドレナージ術が有効で

あった一例

北海道大学病院先進急性期医療センター救急科，市立札幌病院救命救急センター 斉藤　智誉

16：10 ～ 17：10

ポスター92

画像診断・IVR 3
座長 順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科　　阿部　智一

長崎医療センター救命救急センター　　増田　幸子

P92-1 単純 CTでの急性大動脈解離の診断　-高次病院に紹介するにあたって造影 CTは必須か-
佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センター 鳴海　翔悟
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P92-2 25歳男性の急性大動脈解離

生駒市立病院救急総合診療科 今村　正敏

P92-3 PET-CTを用いた ARDSの早期診断
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

P92-4 胸膜癒着に起因し CT上胸腔ドレーンの肺内迷入が疑われた一例

松江市立病院放射線科 木村　隆誉

P92-5 外傷精査中に放射線科医により心筋虚血を指摘された外傷 CPA（と思われた）の 1例
東京ベイ・浦安市川医療センター救急集中治療科，聖マリアンナ医科大学救急医学 井上　哲也

P92-6 骨盤内膿瘍に対する CTガイド下ドレナージ後の調査：外科的処置の介入，術後鎮痛について

中国労災病院放射線科 三谷　英範

P92-7 短軸・長軸同時表示可能な超音波診断装置の血管カテーテル挿入時における有用性

名古屋市立大学病院救急科 笹野　　寛

16：10 ～ 17：10

ポスター93

基礎研究 2
座長 JCHO中京病院救急科　　大須賀章倫

大阪急性期・総合医療センター救急診療科　　吉村　旬平

P93-1 敗血症マウスの心室筋におけるアドレナリン作動性 β受容体シグナルの変容に関する解析

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 松田　直之

P93-2 炎症と交感神経緊張による線維芽細胞の増殖機構

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

P93-3 演題取り下げ

　　　　　　　

P93-4 免疫グロブリンは，敗血症の予後を改善するか～マウス敗血症モデルにおける免疫グロブ

リン静脈投与（IVIG）の有効性

日本医科大学付属病院高度救命救急センター 萩原　　純

P93-5 ラジカルスカベンジャーEUK-134は新生マウスの低酸素時の 100％酸素投与後の脳神経成長

因子を維持し学習障害を軽減する

神戸大学医学部附属病院救命救急科（災害・救急医学講座） 安藤　維洋

16：10 ～ 17：10

ポスター94

航空医療

座長 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

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター　　山本真梨子

P94-1 救急災害医療におけるマルチコプターの実用配備　～山間地域からの提言～

菊川市立総合病院外科 林　　良郎

P94-2 愛知県ドクターヘリの新たな取り組みを取り入れた当院の外傷診療戦略

愛知医科大学病院救命救急科 寺島　嗣明

P94-3 ドクターヘリ搬送時におけるメトクロプラミドの制吐作用に関する考察

総合病院聖隷三方原病院高度救命救急センター 殷　　加耶

P94-4 高知県におけるドクターヘリ出動統計と消防防災ヘリ出動統計の集約

高知医療センター救命救急センター 石原　潤子

P94-5 地方のドクターヘリ基地病院が抱えるフライトドクター養成の問題点

佐久総合病院佐久医療センター 田中　啓司

P94-6 緊急で血行再建が必要な重度四肢外傷および手指切断症例におけるドクターヘリ搬送の有用性

湘南鎌倉総合病院外傷センター 吉田　直記
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P94-7 院における動画転送システムを用いたドクターヘリ新人教育

愛知医科大学医学部救命救急科 津田　雅様

16：10 ～ 17：10

ポスター95

災害医療 4
座長 金沢医科大学救急医学　　和藤　幸弘

川崎医科大学附属病院救急科　　松尾　瑞恵

P95-1 災害時に求められること活かせたこと～総合病院 DPATロジの視点から～

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター救命救急センター 大城　　桜

P95-2 多数傷病者受け入れ時を想定した頭部外傷に対する手術成績の検討

金沢市立病院脳神経外科 赤池　秀一

P95-3 東京都区東部医療圏における災害体制の構築（江戸川区）

東京臨海病院救急科 佐藤　秀貴

P95-4 新規指定災害拠点病院における救急科専門医および DMATチーム配置の効果

東京都保健医療公社豊島病院救急科 野田　彰浩

P95-5 地域 MCによる佐賀空港訓練の変革

佐賀県医療センター好生館救命救急センター 佐藤　友子

P95-6 多数傷病者発生事案における当救命救急センターの取り組み

熊本赤十字病院救急科 大塚　哲也

16：10 ～ 17：10

ポスター96

Rapid Response System
座長 兵庫県立西宮病院　　高岡　　諒

九州大学病院救命救急センター　　籾井　健太

P96-1 2つの院内急変対応システムの両立が医療安全に与える影響

三重大学医学部附属病院救急集中治療センター 江角　　亮

P96-2 当院の一般床からのMET 要請における予後因子の検討

千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 小倉皓一郎

P96-3 RRS/院内心停止レジストリのデータをいかに自施設の医療安全に反映させるか？
国立病院機構嬉野医療センター救急科 藤原　紳祐

P96-4 当院における RRT（Rapid Response Team）「5555」の検討

東京女子医科大学救急医学 康　　美理

P96-5 中規模病院における RRSの取り組み
九州中央病院 前原伸一郎

P96-6 日本赤十字社医療センターにおける code QQ症例の検討

日本赤十字社医療センター 深田　卓也

P96-7 当院におけるコードブルー体制の実態調査

東京都立多摩総合医療センター 進谷　憲亮
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16：10 ～ 17：10

ポスター97

連携（リハ・チーム・地域）
座長 製鉄記念広畑病院姫路救命救急センター救急科　　中村　雅彦

横浜市立みなと赤十字病院集中治療部　　田嶋　淳哉

P97-1 重症外傷に対する早期リハビリテーション；単施設後方視的観察研究

名古屋医療センター救命救急センター 森田　恭成

P97-2 信州大学高度救命救急センターで行った一年間の感染対策の検討

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター 竹重加奈子

P97-3 リフレクティング・プロセスを用いたふり返り法の導入

埼玉成恵会病院外科 清水　広久

P97-4 2 次救急病院で体外補助循環装置の使用により救命し得た劇症型心筋炎の 1例
唐津赤十字病院救急科 吉武　邦将

P97-5 ERにおける診療看護師 NPの活用は救急不応需の一助になるか？
麻生総合病院救急総合診療科 權守　　智

P97-6 在宅からの救急搬送例に学ぶ在宅医療の意義

にのさかクリニック 二ノ坂建史

P97-7 訪問診療を受ける患者が救急外来から入院する原因疾患の調査

川崎市立多摩病院救急災害医療センター 野村　　悠

16：10 ～ 17：10

ポスター98

病院前救急・MC 7
座長 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター　　射場　治郎

横浜市立みなと赤十字病院救急科　　河野　裕嗣

P98-1 嘔吐モデルに対する救急救命士による気管挿管における Airway ScopeとMcGRATH MACの
比較

広島大学大学院救急集中治療医学 鈴木　　慶

P98-2 通信指令員に対する救急に係る実施状況についてのアンケート調査

国士舘大学大学院救急システム研究科 古元　謙悟

P98-3 病院前救急診療における自動胸骨圧迫装置の有用性に関する検討

済生会滋賀県病院救急集中治療科 平泉　志保

P98-4 病院前救急診療での胸腔脱気には肺エコー検査が有用である

徳島赤十字病院 松永　直樹

P98-5 20m 墜落による多発外傷，出血性ショックに対し，ドクターカー・ドクターヘリ出動によ
り救命し得た一例

高知県・高知市病院企業団高知医療センター救命救急科 畠中茉莉子

P98-6 医師降下により患者接触時間を短縮し，良好な転帰を辿ったアナフィラキシーショックの一例

高知医療センター救命救急センター 盛實　篤史

P98-7 顔面外傷による気道緊急に対して，プレホスピタルでの輪状甲状靱帯切開にて救命した一例

太田西ノ内病院救命救急センター 杉山　拓也


