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第2日目【11月20日（火）】

第1会場【パシフィコ横浜　会議センター　1階　メインホール】

09：00～ 10：00

特別企画2

西日本豪雨災害緊急報告
司会　　　　国立病院機構　災害医療センター　災害医療部・臨床研究部　　近藤　久禎

岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　救命救急・災害医学講座　　中尾　篤典

SP02-1 広島県における急性期の対応
県立広島病院　救命救急センター　　楠　　真二

SP02-2 災害亜急性期の保健医療対応を考える―広島県を中心に
山形県立中央病院　救命救急センター　　森野　一真

SP02-3 平成30年7月豪雨における岡山の急性期医療支援の実際
特定非営利活動法人　ピースウィンズ・ジャパン　　稲葉　基高

SP02-4 岡山県 県南西部保健医療調整本部（KuraDRO）の支援
労働者健康安全機構　横浜労災病院　救命救急センター　救急災害医療部　　中森　知毅

SP02-5 愛媛県の対応（DMAT活動を中心に）
愛媛県立中央病院　救命救急センター　　濱見　　原

10：00～ 12：00

シンポジウム3

魅力ある専門医制度を目指して
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

前橋赤十字病院　高度救命救急センター　　中野　　実

SY03-1 「魅力ある」専門職の評価方法である「やりぬく力」GRITを測定する―医学教育評価方法の
試み

兵庫医科大学　救急・災害医学講座　　中尾　博之
SY03-2 魅力ある専門医制度には多様なステークホルダーが必要！～米国の例から

国際医療福祉大学　医学部　救急医学　　志賀　　隆
SY03-3 米国専門医制度に学ぶ我が国の救急科専門医制度の発展と構築

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
SY03-4 救急医を目指してみませんか？～あらゆるビジョンに対応したオーダーメイド救急医教育の

意義
大阪府済生会千里病院　千里救命救急センター　　吉永　雄一

SY03-5 救急科専攻医が求める後期研修プログラムと将来のキャリアプランとは
東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　舩越　　拓

SY03-6 働き方改革と魅力ある専門医教育の両立
昭和大学　医学部　救急・災害医学講座　　土肥　謙二

SY03-7 県内中核施設連携を中心にすえた専門医プログラム～行政と病院と専攻医教育の連携
筑波大学　医学医療系　救急・集中治療医学　　井上　貴昭
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12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 12

敗血症性DICに併存するTMAの早期診断と治療
座長　　札幌東徳洲会病院　　丸藤　　哲

LS12-1	 DICとの鑑別も含めたTMA症例の検討
三重大学大学院　医学系研究科　臨床医学系講座　検査医学分野　　和田　英夫

LS12-2	 敗血症性DICに併発したと思われたaHUSの1例
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

共催：アレクシオンファーマ合同会社

13：40～ 14：40

特別講演2
司会　　大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　嶋津　岳士

SL2	 新専門医制度のスタートにあたって
一般社団法人　日本専門医機構　　寺本　民生

14：40～ 15：40

特別講演3
司会　　東京医科大学　法医学分野　　吉田　謙一
コメンテーター　　安福法律事務所　　安福　謙二

SL3	 杏林大学割り箸事件　被告人側の医師証人を経験して感じた刑事裁判の問題点
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

15：40～ 17：40

合同シンポジウム

日本版敗血症診療ガイドライン（J-SSCG）2020：新たなチャレンジと課題
司会　　　藤田医科大学　医学部　麻酔・侵襲制御医学講座　　西田　　修

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

JSY1-1 J-SSCG2016作成の成果：SSCG2016との比較
日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会　　西田　　修

JSY1-2 J-SSCG2016のアンケート評価と批判的検証
日本版敗血症診療ガイドライン2016作成特別委員会アンケート調査実施班　　矢田部智昭

JSY1-3 J-SSCG2020におけるチャレンジと課題： 新たな組織，作業工程
日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会　　江木　盛時

JSY1-4 J-SSCG2020におけるチャレンジと課題：新たな項目とCQ選択
日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会　　小倉　裕司

JSY1-5 J-SSCG2020におけるチャレンジと課題：エビデンスの確実性と推奨の設定方法
日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会　　山川　一馬

JSY1-6 注目すべき項目：Resuscitation phase（ショック管理など）
日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会　　垣花　泰之

JSY1-7 注目すべき項目：Management phaseにおける J-SSCGオリジナル課題
日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会　　久志本成樹

JSY1-8 J-SSCG2020におけるチャレンジと課題：小児（定義と治療アルゴリズムを中心に）
日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会　　志馬　伸朗
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第2会場【パシフィコ横浜　会議センター　5階　503】

07：10～ 08：10

専門医共通講習2　　感染対策講習会
司会　　福岡大学　医学部　救命救急医学講座　　石倉　宏恭

BC02	 救急医のための感染対策の重要ポイント
浜松医療センター　　矢野　邦夫

09：00～ 10：30

パネルディスカッション8

体温異常の現状と対策
司会　　　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

札幌医科大学　救急医学講座　高度救命救急センター　　成松　英智

PD08-1 高齢者における偶発性低体温症の治療を考える
高知医療センター　救命救急センター　　野島　　剛

PD08-2 偶発性低体温症における急性膵炎のリスク因子
札幌医科大学　医学部　救急医学講座　　井上　弘行

PD08-3 低体温症例の復温にECMOを使用すべき症例の検討
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

PD08-4 高齢者重症熱中症に対する血管内冷却カテーテルを用いた治療の検討：単施設研究
日本医科大学大学院　医学研究科　救急医学分野　　横堀　將司

PD08-5 熱中症の重症度評価とバイオマーカー
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

PD08-6 エビデンスに基づくスポーツイベントにおける熱中症対策の現状と課題
九州大学大学院　医学研究院　先端医療医学部門　災害救急医学分野　　永田　高志

10：30～ 12：00

合同委員会報告　　緊急企画；未体験ゾーンに突入した空前の猛暑・熱波を振り返る	2018

熱中症および低体温症に関する委員会・日本集中治療医学会神経集中治療ガイドライン作成委員会　	
合同委員会報告

司会　　東京都立多摩総合医療センター　救命救急科　　清水　敬樹
香川大学　医学部　救急災害医学　　黒田　泰弘

JCR01 緊急報告
帝京大学　医学部　救急医学講座　　神田　　潤

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
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

財団法人　気象業務支援センター　　登内　道彦
聖路加国際病院　救急部　　一二三　亨

日本医科大学大学院　医学研究科　救急医学分野　　横堀　將司
Department of Anesthesia, Critical Care & Pain Medicine, Massachusetts General Hospital/ 

Harvard Medical School/慶應義塾大学救急医学　　林田　　敬
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12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 13
座長　　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

LS13	 救急・集中治療領域における脳波・脳酸素化モニタリングの有用性
日本医科大学大学院　医学研究科　救急医学分野　　横堀　將司

共催：マシモジャパン株式会社

13：40～ 14：40

招待講演2
司会　　日本大学病院　循環器病センター　　長尾　　建

IL2	 Hierarchical	model	of	modern	resuscitation	for	improvement	of	cardiac	arrest	survival
Chairman, Emergency Medicine, Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra　　Lance B. Becker

14：40～ 16：40

シンポジウム4

院外心停止患者の転帰改善に向けて
司会　　　　愛媛大学病院　　相引　眞幸

静岡県立静岡病院　　野々木　宏

SY04-1 年齢と覚知接触時間で調整したショッカブルリズムは通信指令員の指導で増加する
国士舘大学大学院　救急システム研究科　　田久　浩志

SY04-2 病院前心肺蘇生における ITDの使用は，日本人の転帰を改善するか？～ JRCガイドライン
2020を目指して

東邦大学医療センター大森病院　救急・災害統括部　　吉原　克則
SY04-3 Goal directed CPRのためのディバイスの開発

京都医療センター　救命救急センター　　西山　　慶
SY04-4 心停止患者における神経バイオマーカーを用いた蘇生可能性の検討

日本医科大学大学院　医学研究科　救急医学分野　　横堀　將司
SY04-5 院外心停止患者に対するhybrid ERでのECPR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
SY04-6 院外心停止患者診療における救急医，循環器医，集中治療医の連携の有用性

信州大学　高度救命救急センター　　嘉嶋勇一郎

16：40～ 18：00

パネルディスカッション9

応急手当の更なる普及のために何が問題か？
司会　　　　　　岡山赤十字病院　医療社会事業部　　石井　史子

済生会横浜市東部病院　救命救急センター　　山崎　元靖

PD09-1 バイスタンダーの心的ストレスがその後の救助意欲に及ぼす影響
小牧市消防本部　　田島　典夫

PD09-2 MCで行うバイスタンダーサポート体制
岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　名知　　祥

PD09-3 東京消防庁における応急手当普及への取組みについて
東京消防庁　救急部　救急指導課　　小松　雅彦

PD09-4 報道から見た市民による応急手当
朝日新聞社　　中村　通子
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PD09-5 応急手当をめぐる法津問題
杏林大学大学院　国際協力研究科　　橋本雄太郎

第3会場【パシフィコ横浜　会議センター　5階　501】

07：10～ 08：10

救急科領域講習6

小児救急診療
司会　　みさと健和病院　救急総合診療　　箕輪　良行

EC06	 子どもが苦手な救急医のための極意伝授
福井大学医学部附属病院　救急科　総合診療部　　林　　寛之

09：00～ 10：30

パネルディスカッション10

小児救命医療の最適化に向けて
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

国立成育医療研究センター　救急診療科　　植松　悟子

PD10-1 ER医による小児救命のための医療資源の効率的分配
湘南鎌倉総合病院　救急総合診療科　　関根　一朗

PD10-2 小児救急　どこからきて，どこへいくのか
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

PD10-3 重篤小児の受入れ医療機関での人材育成は困難と考えますが，みなさんの施設では？
大阪市立総合医療センター　救命救急センター　　林下　浩士

PD10-4 救命救急センターに併設されたこども救急センターの実績と効果
順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　石原　唯史

PD10-5 非都市部における小児救急診療体制構築の方略
公立豊岡病院　但馬救命救急センター　　佐藤　紘一

PD10-6 横浜市重症外傷センターにおける小児救命医療のあり方
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　　問田　千晶

10：30～ 12：00

シンポジウム5

緊急度から救急度へ：古くて新しい概念を改めて整理する
司会　　　　　　東京大学大学院　医学系研究科　救急医学　　森村　尚登

順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科　　杉田　　学

SY05-1 緊急度判定のアルゴリズムと家庭自己判断
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

SY05-2 #7119事業における緊急度判定
横浜市救急相談センター　　六車　　崇

SY05-3 緊急度判定体系を地方都市で実施する際の課題と現況について
倉敷中央病院　救命救急センター　救急科　　池上　徹則

SY05-4 救急現場の緊急度判定体系について
順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科　　杉田　　学
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SY05-5 社会における緊急度の概念の共有とSociety 5.0
富山大学大学院　危機管理医学（救急・災害医学）　　奥寺　　敬

12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 14
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

LS14	 神経集中ケアにおける多角的神経モニタリング
ルンド大学（スウェーデン）　　ハンス・フリーバーグ

共催：アイ・エム・アイ株式会社

14：40～ 16：10

パネルディスカッション11

救急医療と災害医療
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

北里大学　医学部　救命救急医学　　浅利　　靖

PD11-1 災害時に過多となる救急医の役割～福岡県における現状と課題
久留米大学病院　高度救命救急センター 　　山下　典雄

PD11-2 災害医療における救急医の担う役割とは？：現状と課題についての考察
兵庫県災害医療センター　　中山　伸一

PD11-3 局地災害対応は救急医を主軸に考える～本白根山噴火災害を経験して
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

PD11-4 原子力災害医療の中心は救急医である
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　　廣橋　伸之

PD11-5 へき地・離島での災害訓練～新教育訓練プログラム（DoRia Program）の作成
札幌東徳洲会病院　　合田　祥悟

PD11-6 大規模災害時の病院機能ダメージコントロールに救急医が参画する必要性の検討
藤沢市民病院　救命救急センター　　阿南　英明

16：10～ 17：40

パネルディスカッション12

救急医療における先進技術の活用
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

岐阜大学　救急・災害医学分野　　小倉　真治

PD12-1 救急自動通報システム（D-Call Net）によるドクターヘリ出動事例
日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター　　本村　友一

PD12-2 脳卒中医療過疎地に ICTがもたらす t-PA治療への光明
宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター　　金丸　勝弘

PD12-3 北海道地域医療におけるクラウド型遠隔医療システムを活用した救急医療の実践
旭川医科大学　心臓外科　　中西仙太郎

PD12-4 救急医療における ITシステムの活用事例と先端技術応用の可能性
日立総合病院　救急集中治療科　　園生　智弘

PD12-5 近赤外分光法を用いた敗血症の臓器管理
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

PD12-6 遠隔集中治療支援システム（eICU）を導入して
昭和大学　医学部　救急・災害医学講座　　加藤　晶人
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第4会場【パシフィコ横浜　会議センター　5階　502】

07：10～ 08：10

救急科領域講習7

外傷診療
司会　　近畿大学　医学部　救急医学　　村尾　佳則

EC07	 出血死を避ける
帝京大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　藤田　　尚

09：00～ 09：40

私のあんな工夫・こんな工夫　2
司会　　秋田大学　救急・集中治療医学講座　　中永士師明

DS2-1 This is a handmade ! 救急室開胸術シミュレーターの試作（動画つき）
東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　井上　哲也

DS2-2 This is a handmade ! 後期研修医のための緊張性気胸に対する手作り緊急脱気シミュレーター
の試作（動画つき）

東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　井上　哲也
DS2-3 心タンポナーデを合併した急性大動脈解離に対するControlled Pericardial Drainage-Return

兵庫県災害医療センター　救急部　　伊集院真一
DS2-4 提唱　Chemical APGAR score　「除染よりも処置を優先すべき被災者」を見つけ出せ

公益財団法人　日本中毒情報センター　　奥村　　徹

09：40～ 10：30

私のあんな工夫・こんな工夫　3
司会　　鹿児島大学病院　救命救急センター　　有嶋　拓郎

DS3-1 『私の愛着するズボン』  ～ 履く救急カート
国際親善総合病院　救急科　　吉田　　哲

DS3-2 先輩から伝授された「子供の鼻腔内異物除去の特製手作りデバイス」は最強説！
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

DS3-3 顎関節脱臼に対する両手を重ねる自己整復法：unified hands GONAI method
東戸塚記念病院　救急科　　郷内　志朗

DS3-4 救急外来診療における尿管結石の除痛について　指圧の効果
東京女子医科大学　救急医学　　武田　宗和

DS3-5 救急医療における自然治癒力の役割
京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　　榎原　巨樹

10：30～ 11：00

教育講演8
司会　　八戸市立市民病院　救命救急センター　　今　　明秀

EL8	 トラネキサム酸，使ってますか？
済生会宇都宮病院　救急科　　伊澤　祥光
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11：00～ 11：30

教育講演9
司会　　堺市立総合医療センター　　横田順一朗

EL9	 Hybrid	ERにおける外傷初期診療指針を考える
関西医科大学総合医療センター　救急医学科　　中森　　靖

11：30～ 12：00

教育講演10
司会　　医仁会　武田総合病院　　中谷　壽男

EL10	 救急・外傷におけるPrecision	surgery：VR/AR/MRとAIによるRadiomicsの最前線
東京大学先端科学技術研究センター　　杉本　真樹

12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 15
座長　　自治医科大学附属病院　救命救急センター　　間藤　　卓

LS15	 生体情報モニタ　ネクストステージ～生体情報モニタ開発への取り組み～
川越救急クリニック　　上原　　淳

東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科（救急外来部門）　　舩越　　拓

共催：日本光電工業株式会社

14：40～ 15：20

アジア特別講演2
司会　　国士舘大学大学院　救急システム研究科　　田中　秀治

ASL2	 Global	Resuscitation	Alliance;	the	concept	and	the	current	status
Department of Emergency Medicine, Seoul National University College of Medicine and 

Seoul National University Hospital　　Sang Do Shin

15：20～ 16：00

アジア特別講演3
司会　　日本医科大学　救急医学　　松本　　尚

ASL3	 Building	World-Class	EMS	and	Community	Chain-of-Survival:	Translating	Science	 into	
Education	and	Implementation

Professor of Emergency Medicine, National Taiwan University, Taiwan Vice Superintendent, National Taiwan 
University Hospital Yunlin Branch, Taiwan　　Matthew Huei-Ming Ma　

16：00～ 16：30

教育講演11
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　　高橋　　毅

EL11	 Resuscitation	Science,	Ischemia/Reperfusion	Injury	and	Mitochondria
North Shore University Hospital/LIJ Medical Center救急部　　篠崎広一郎
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16：30～ 17：00

教育講演12
司会　　大阪府立中河内救命救急センター　　塩野　　茂

EL12	 熱傷患者の死因となる感染症：JSBIによる熱傷ガイドラインと熱傷入院患者レジストリー
川崎市立川崎病院　救急科・救命救急センター　　田熊　清継

17：00～ 17：30

教育講演13
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

EL13	 宇宙のビッグデータを扱うスパコンの現状と医学研究の今後の可能性
理化学研究所　　加藤　成晃

17：30～ 18：00

教育講演14
司会　　杏林大学	　医学部　救急医学教室　　松田　剛明

EL14	 医療とAI，テクノロジーの今と未来
アイリス株式会社 /産業総合技術研究所　　沖山　　翔

第5会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　301】

09：00～ 10：30

パネルディスカッション13

通信指令業務におけるメディカルコントロール
司会　　和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座　　加藤　正哉

救急救命東京研修所　　田邉　晴山

PD13-1 通信指令・救急隊・救急医，三位一体でのシミュレーショントレーニング
富山大学　医学部　救急・災害医学　　若杉　雅浩

PD13-2 大阪府豊能医療圏における通信指令員教育について
大阪府済生会千里病院　千里救命救急センター　　林　　靖之

PD13-3 岐阜県メディカルコントロールを中心とした通信指令員教育の現状と課題
岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　吉田　隆浩

PD13-4 通信指令員教育への当地域における取り組み
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

PD13-5 院外心停止症例における通信指令業務の効果的な検証に対する救急医の果たすべき意義
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

PD13-6 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 第3報
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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10：30～ 12：00

パネルディスカッション14

精神科リエゾンの課題と今後のあり方
司会　　　　　　　帝京大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　三宅　康史

横浜市立大学附属市民総合医療センター　精神医療センター　　日野　耕介

PD14-1 当救命救急センターにおける精神科診療の現状
SUBARU健康保険組合　太田記念病院　救急科　　山本　理絵

PD14-2 当院における「精神疾患診療体制加算」対象症例の検討
唐津赤十字病院　地域救命救急センター　　中島　厚士

PD14-3 自殺企図例における単科精神科病院の役割～再企図予防への取り組みと課題
医療法人爽神堂  七山病院　　坂田　幹樹

PD14-4 精神疾患をもつ患者の運動器外傷に対するpreventable trauma disabilityを減らすための試み
堺市立総合医療センター　救急外科　　川本　匡規

PD14-5 2次救急病院における自殺企図患者ケアの成果
勤医協中央病院　救急科　　田口　　大

PD14-6 当救命センターにおける精神疾患患者への取り組み
獨協医科大学埼玉医療センター　救命センター　救急医療科　　五明佐也香

PD14-7 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
自殺企図症例への介入を中心に

九州大学大学院　医学研究院　精神病態医学　　田中　裕記
PD14-8 MPU in The Emergency Department―救命救急センターの精神科身体合併症病棟

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

12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 16

外傷診療の最前線―画像診断機器の進化による新しい診療システム―
座長　　帝京大学　医学部　放射線科学講座　　近藤　浩史

LS16-1	 こう使わなきゃもったいない！　IVRがより速く，より安全になるCT情報活用法
国立病院機構　災害医療センター　放射線科　DIRECT研究会　　一ノ瀬嘉明

LS16-2	 Hybrid	Emergency	Room	Systemを用いた外傷診療
帝京大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　伊藤　　香

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

14：40～ 16：00

パネルディスカッション15

救急診療戦略におけるIVRの位置づけ
司会　　　　　　　　帝京大学　医学部　放射線科　　近藤　浩史

済生会横浜市東部病院　救命救急センター　　船曵　知弘

PD15-1 重症外傷に対するDamage Control IVR （DCIR）の可能性
済生会横浜市東部病院　救命救急センター　　折田　智彦

PD15-2 外傷 IVRの最前線～ Non-responderに対する治療戦略
北里大学　医学部　救命救急医学　　丸橋　孝昭

PD15-3 骨盤骨折に対する緊急TAE開始時間の解析と考察
日本医科大学　高度救命救急センター　　原　　義明



－149－

第
２
日
目

第
6
会
場

PD15-4 ER型救急に IVR医が加わることで対応可能な範囲拡大や患者安全に貢献できるか
東京ベイ・浦安市川医療センター　IVR科　　舩越　　拓

PD15-5 救急診療における IVRの位置付けを高めるために：現状から見た問題点
東京医科歯科大学医学部附属病院　救命救急センター　　高橋麻里絵

PD15-6 東京都郊外の救命救急センターにおける緊急血管内治療の現状と展望
東京医科大学八王子医療センター　救命救急センター　　弦切　純也

PD15-7 消化管出血に対する経カテーテル的塞栓術（TAE）の効果と虚血性合併症に関する検討
奈良県立医科大学　総合医療学　　矢田　憲孝

16：00～ 17：20

特別企画3

救急IVR症例検討会
司会　　　　　　北里大学　医学部　救命救急医学　　樫見　文枝

済生会横浜市東部病院　救命救急センター　　船曵　知弘

SP03 コメンテーター 慶應義塾大学　放射線診療科　　井上　政則
帝京大学　医学部　放射線科学講座　　近藤　浩史

 症例提示 さいたま赤十字病院　高度救命救急センター　救急科　　人見　　秀
東京ベイ・浦安市川医療センター　救急・集中治療科・IVR科　　舩越　　拓

17：30～ 19：00

イブニングセミナー 2

Don't	guess.	Know.―救急領域における網羅的な迅速検査アプローチ	―
座長　　聖マリアンナ医科大学　救急医学　　藤谷　茂樹

ES2	 新しい微生物診断テクノロジーが切り開く救急領域の感染症診療
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　医学講座　救急集中治療医学　　志馬　伸朗

	 New	rapid	testing	technologies	for	respiratory	pathogens
Kaiser Franz Josef Hospital Vienna Austria　　Zoufaly Alexander

共催：ビオメリュー・ジャパン株式会社

第6会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　302】

09：00～ 10：30

シンポジウム6

原子力災害医療において日本救急医学会が担うべき役割
司会　　原子力災害対応特別委員会　　山口　芳裕

SY06-1 「原子力災害対策指針」及び「原子力災害拠点病院等の施設要件」の改正について
原子力規制庁　長官官房　放射線防護グループ　放射線防護企画課　　田中　　桜

SY06-2 原子力災害時の医療体制の在り方に関する検討チーム構成員の立場から
北里大学病院　救命救急・災害医療センター　　浅利　　靖

SY06-3 包括的被ばく医療体制における研修体系化の提案
量子科学技術研究開発機構　放射線医学総合研究所　被ばく医療センター　　富永　隆子
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SY06-4 原子力災害医療において日本救急医学会が担うべき役割～総合支援センターの立場から
長崎大学　原子力災害対策戦略本部，長崎大学病院　高度救命救急センター　　田崎　　修

SY06-5 静岡県原子力災害拠点病院としての課題
浜松医科大学　医学部　救急災害医学講座　　吉野　篤人

10：30～ 12：00

合同ワークショップ

「救急外来部門における感染対策」の標準化に挑む2018
司会　　慶應義塾大学　医学部　救急医学　　佐々木淳一

広島大学病院　感染症科　　大毛　宏喜

JWS1-1 救急外来部門における感染対策チェックリスト～救急医の立場より
川崎医科大学　救急医学　　椎野　泰和

JWS1-2 救急外来部門における感染対策チェックリスト～感染制御医の立場より
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

JWS1-3 病院前救護活動における感染対策標準化へ向けて
堺市立総合医療センター　救命救急センター　　森田　正則

12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 17

救急医療におけるワルファリン服用患者の出血マネージメント
座長　　東北大学病院　高度救命救急センター　　久志本成樹

LS17-1	 高齢者頭部外傷に対する治療戦略
山口大学医学部附属病院　先進救急医療センター　　末廣　栄一

LS17-2	 救命救急センターにおける4FPCCの有用性―多発外傷からECPR症例まで―
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

共催：CSLベーリング株式会社

14：40～ 16：10

ワークショップ4

多様化する母体救命コースの特性・普及・そして共存へ向けて
司会　　東京慈恵会　医科大学　救急医学講座　　武田　　聡

三重大学　医学部　産科婦人科学教室　　池田　智明

 コメンテーター 聖マリアンナ医科大学　救急医学集中治療部　　藤谷　茂樹
昭和大学　医学部　麻酔科学講座　　加藤　里絵

WS04-1 BLSO，ALSOプロバイダーコースと産科ケアバンドル
恵寿総合病院　　新井　隆成

WS04-2 周産期初期診療トレーニングには共通言語としての治療アルゴリズムが必要である～ PC3
におけるprimary surveyの重要性

島根大学医学部附属病院　高度外傷センター　　渡部　広明
WS04-3 J-CIMELS公認ベーシックコースと関連セミナーの展開

京都府立医科大学　救急・災害医療システム学　　山畑　佳篤
WS04-4 J-CIMELSアドバンスコースのコンセプト

日本赤十字社医療センター　救命救急センター・救急科　　山下　智幸
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16：10～ 17：40

パネルディスカッション16

てんかん重積状態：初期診療からフォローアップまで
司会　　国際医療福祉大学大学院　医学研究科　神経内科学　　永山　正雄

大阪府三島救命救急センター　　小畑　仁司

PD16-1 救急診療におけるてんかん重積状態の診断・治療のポイント
獨協医科大学　救命救急センター　　星山　栄成

PD16-2 自動車運転中に発症した痙攣発作：頻度・特徴と交通事故との関連
済生会宇都宮病院　救急科　　稲桝　丈司

PD16-3 当院で治療した初発難治性てんかん重積発作（New-onset Refractory Status Epilepticus : 
NORSE）の報告 

TMGあさか医療センター　神経集中治療部　　江川　悟史
PD16-4 小児神経救急における持続脳波モニタリングの有用性についての検討

兵庫県立尼崎総合医療センター　小児救急集中治療科　　河内　晋平
PD16-5 救命救急センターのおけるてんかん重積への対応

日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　恩田　秀賢
PD16-6 痙攣重積に対する2nd-line治療としてのレベチラセタム静注

日立総合病院　救命救急センター　救急集中治療科　　中村　謙介
PD16-7 当院救命救急センターにおける痙攣重積発作への対応

日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター　　金子　純也

18：00～ 19：00

イブニングセミナー 3
座長　　京都大学大学院　医学研究科　初期診療・救急医学　　小池　　薫

ES3	 救急現場における終末期対応と臓器提供の選択肢提示の現状
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

第7会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　303】

09：00～ 10：00

私のキャリア　1
司会　　東京女子医科大学　救急医学　　並木みずほ

QO1-1 ER医として歩み，そしてER医を育てていく
横浜労災病院　救命救急センター　　大屋　聖郎

QO1-2 救急クリニックは救急医の新しい生き方となる
松岡救急クリニック　　松岡　良典

QO1-3 基礎と臨床の一体型医療を目指して卒後キャリアの構築
近畿大学　医学部　救急医学講座　　濱口　満英

QO1-4 男性医師として1ヶ月の育休を取得して～パパ業，満喫してますか？
熊本赤十字病院　　岡野　博史

QO1-5 育児，時々救急医？―育休から見えてきた育児と研修医教育，そして救急医獲得へ
福井県立病院　救命救急センター　　瀬良　　誠

QO1-6 神経集中治療の今後：救急医，集中治療医，脳神経外科医，神経内科医，麻酔科，ほか多職
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種をつなぐネットワーク
香川大学　医学部　救急災害医学　　黒田　泰弘

10：00～ 11：00

私のキャリア　2
司会　　東京都立墨東病院　高度救命救急センター　　濱邊　祐一

QO2-1 若い人そして生まれ育った北海道の住民を救いたい～助けてもらった感謝を胸に
手稲渓仁会病院　救命救急センター　　岡本　博之

QO2-2 私のキャリア　テロ事件で変わった救急医人生 
公益財団法人　日本中毒情報センター　　奥村　　徹

QO2-3 当院外傷センター設立までの軌道―私のキャリア
大阪市立総合医療センター　　宮市　功典

QO2-4 3次救命救急専門センターから病院前救急医学分野を専門とする指導医に転身
国士舘大学大学院　救急システム研究科　　田中　秀治

QO2-5 レールに乗らない医師人生　自衛隊医官から麻酔科医，へき地・離島救急医へ，さらに
2160kmへのチャレンジ

鹿児島県立大島病院　救急科　　服部　淳一
QO2-6 救急医だからできる在宅医療

医療法人社団永生会　南多摩病院　　加藤　　宏

11：00～ 12：10

私のキャリア　3
司会　　沖縄県立中部病院　心臓血管外科　　本竹　秀光

QO3-1 超音波をサブスペシャリティーにする救急医の視点
安曇野赤十字病院　救急科　　亀田　　徹

QO3-2 成人も含めた救急診療に従事する自称「小児救急医」としての私の働き方
京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　　安　　炳文

QO3-3 湿潤療法の汎用性を理解すればこそ，創傷・熱傷治療に救急医が関わる意義がある
聖隷横浜病院　救急科／キズ・やけど外来　　入江　康仁

QO3-4 外科系救急医への麻酔のススメ
横浜市立大学大学院　医学研究科　生体制御・麻酔科学　　玉田　　尚

QO3-5 救急医学と法医学
東京医科大学　法医学分野　　前田　秀将

QO3-6 もしも自分があの二刀流で有名な選手だったら
杏林大学　保健学部　救急救命学科　　阪本奈美子

QO3-7 私のキャリア～救急車たらい回しと私が会社を立ち上げて成し遂げたいこと～
株式会社ドクターズプライム　　田　　真茂

12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 18
座長　　みさと健和病院　救急総合診療研修顧問　　箕輪　良行

LS18	 Step	beyond	RUSH	exam：Tips	&	Tricks	～超音波に「超」強くなる！～
福井大学医学部附属病院　救急科　　林　　寛之

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社
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14：40～ 15：45

パネルディスカッション10　関連セッション	

小児救命医療の最適化に向けて
座長　　　　　埼玉医科大学総合医療センター　　荒木　　尚

横浜市立大学　医学部　救急医学教室　　六車　　崇

MRP10-1 小児重症例集約化の実例からみた本邦の課題
東京大学　医学部　小児科，元長野県立こども病院小児集中治療科　　松井　彦郎

MRP10-2 『面』を意識した病院間連携で重篤小児を診る
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

MRP10-3 兵庫県における小児救命救急センターと救命救急センターの教育連携
兵庫県立尼崎総合医療センター　小児救命救急センター　　菅　　健敬

MRP10-4 救急外来での小児気管挿管における複数回挿管と合併症発生率の関連
東京ベイ・浦安市川医療センター　　國谷　有里

MRP10-5 小児傷病者を対象とした病院前救護の課題―小児救命の first step
日本臨床救急医学会小児救急委員会　　六車　　崇

MRP10-6 医療優先固定翼機“Medical Wings”が担う北海道の小児傷病者航空機搬送
手稲渓仁会病院　救命救急センター　　岡本　博之

MRP10-7 小児の小型ジェット機による長距離搬送
北海道医師会　　浅井　康文

15：45～ 16：40

パネルディスカッション8　関連セッション

体温異常の現状と対策
座長　　　　　　　　　　　旭川医科大学　　藤田　　智

帝京大学　医学部　救急医学講座　　神田　　潤

MRP08-1 静岡県島田市での熱中症市民講座の効果
市立島田市民病院　救急科　　松岡　良太

MRP08-2 体温異常における低体温症の現状とこれからの管理
公立陶生病院　救命救急センター　　市原　利彦

MRP08-3 偶発性低体温症の予後
川崎医科大学　救急医学　　上野　太輔

MRP08-4 偶発性低体温症に対するV-A ECMO導入と予後について
旭川医科大学　救急医学講座　　高氏　修平

MRP08-5 中心静脈留置型経皮的体温調整システムを用いて効果的に復温を行えた重症の偶発性低体温
症患者の本邦報告例

東京医科歯科大学　救命救急センター　　浅倉　友理
MRP08-6 体温は脳内の酸素需給バランスに影響を与えるのか？

大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　舘野丈太郎
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第8会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　304】

09：00～ 09：55

パネルディスカッション11　関連セッション

救急医療と災害医療
座長　　　　　　医療法人豊和会　新札幌豊和会病院　地域在宅支援センター　　丹野　克俊

岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　災害医療マネジメント学講座　　中尾　博之

MRP11-1 災害対応計画における救急医の役割
社会医療法人財団大樹会　総合病院回生病院　災害対策室　　関　　啓輔

MRP11-2 救急医療と災害時コーディネータ制度
徳島県立三好病院　救急科　　三村　誠二

MRP11-3 救急医は地域の災害医療のHUBになる！
浜松医科大学　救急災害医学講座　　高橋　善明

MRP11-4 大阪府における災害時小児周産期リエゾンとDMAT，自衛隊との連携体制
大阪市立総合医療センター　救命救急センター　　古家　信介

MRP11-5 国際的な受援体制の重要性：来たるべき大災害に備えて
社会医療法人緑泉会　米盛病院　　冨岡　譲二

MRP11-6 No notice incidentに対する病院対応における救急医の役割およびその重要性について
国立病院機構　災害医療センター　救命救急センター　　霧生　信明

09：55～ 11：00

パネルディスカッション15	　関連セッション

救急診療戦略におけるIVRの位置づけ
座長　　　聖マリアンナ医科大学　救急医学　　松本　純一

東京医科大学　救急・災害医学分野　　本間　　宙

MRP15-1 脳梗塞急性期の IVR（血栓回収療法）導入の院内診療体制の変化
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

MRP15-2 内因性疾患における IVRの治療成績と今後の展望
日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　金　　史英

MRP15-3 重症上部消化管出血に対する大動脈内バルーン遮断（REBOA）を含めた "蘇生的 IVR"併用
の治療戦略

杏林大学　医学部　救急医学　　守永　広征
MRP15-4 救急診療戦略における相互補完的 IVRの重要性

NHO水戸医療センター　救急科　　土谷　飛鳥
MRP15-5 当院の【救急外科】における IVRのあり方

堺市立総合医療センター　救急外科　　薬師寺秀明
MRP15-6 当院の救急 IVR治療戦略：外傷ハイブリッド治療を中心に

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
MRP15-7 救急集中治療医による IVR治療の現状

山梨県立中央病院　救命救急センター　　松本　　学



－155－

第
２
日
目

第
8
会
場

11：00～ 12：05

シンポジウム4　関連セッション

院外心停止患者の転帰改善に向けて
座長　　稲沢市民病院　麻酔・救急・集中治療部門/名古屋大学医学部附属病院　外科系集中治療部　　貝沼　関志

山口大学医学部附属病院　集中治療部　　若松　弘也

MRS04-1 院外心肺停止ECPR症例の搬入時心電図波形と神経学的予後の検討～ JAAM　OHCA　
Registryデータの解析

札幌医科大学　医学部　救急医学講座　　上村　修二
MRS04-2 院外心停止患者の劇的予後改善ミネソタエクスペリエンス

ミネソタ大学　医学部　救急医学　　日比野誠惠
MRS04-3 鹿児島県における小型軽量PCPSを用いた病院前ECPR（PH-ECPR）構想

鹿児島市立病院　救命救急センター　　杉本　龍史
MRS04-4 予後改善に必須と考えられる病院前での取り組み―現場からの脳循環連続モニタリングの対

象拡大
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

MRS04-5 脳内酸素飽和度測定による心拍再開の予測～ TripleCPR 16 study
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

MRS04-6 院外心停止の転帰改善のためのパラダイム・シフト：医師同乗救急搬送
金沢大学附属病院　救急部　　後藤　由和

MRS04-7 心原性院外心停止患者の予後予測への機械学習技術の適用性の検討
慶應義塾大学　医学部　救急医学　　関　　倫久

14：40～ 15：40

口演28

地域医療・連携　1
座長　　埼玉医科大学国際医療センター　救命救急科　　根本　　学

雲南市立病院　内科・総合診療科　　永瀬　正樹

O28-1 救急専従医のいない救命救急センターにおける2次救急受け入れ体制改善の取り組み
帯広厚生病院　麻酔科　　佐藤　智洋

O28-2 断らない医療の実践～現状と課題
川崎幸病院　救急・総合診療部　　伊藤　慎吾

O28-3 当院救命救急センター・ERを受診する外国人患者の特徴と問題点
東京都立墨東病院　救命救急センター，救急診療科　　明石　曉子

O28-4 当院における身寄りのない高齢患者33例の検討
蘇生会総合病院　救急科　　吉川　徹二

O28-5 院内の救急救命士が行っている転院調整の内，時間を要した症例の検討
湘南鎌倉総合病院　救急総合診療科　　山本　真嗣

O28-6 ICTクラウドを活用した県境仮想医療圏における広域救急医療連携
金沢大学　医薬保健研究域　医学系　循環救急蘇生科学（救急医学）　　稲葉　英夫

O28-7 地域医療と多機関連携の活性化～島根メディカルラリーを通して
島根大学医学部附属病院　　日下あかり
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15：40～ 16：30

口演29

地域医療・連携　2
座長　　社会医療法人財団大樹会　総合病院回生病院　　関　　啓輔

鹿児島大学　救急集中治療科　　原浦　博行

O29-1 救急搬送不応需の現状
社会福祉法人康和会　久我山病院　救急診療科兼整形外科　　　小松　研郎

O29-2 地方における救急受け入れ体制について
医療法人青仁会　池田病院　　冨田　伸一

O29-3 地域包括ケアシステム時代の都市部2次救急病院救急医の役割
済生会横浜市南部病院　　豊田　　洋

O29-4 救急車の同乗に関する現場の声と同乗不要システムの提案
日立総合病院　救命救急センター　救急集中治療科　　中村　仁美

O29-5 病院前で蘇生処置中止希望が示される心肺停止事案：広島での対応
広島大学大学院　救急集中治療医学　　細川　康二

O29-6 地域メディカルコントロール協議会として取り組んだ看取り医療－その経緯と内容，結果に
関する中間報告

埼玉医科大学国際医療センター　救命救急科　　根本　　学

17：30～ 19：00

国際シンポジウム
司会　　　　帝京大学　医学部　救急医学講座　　中原　慎二

筑波大学附属病院　救急・集中治療部　　鈴木　貴明

ISY01-1 The association between duration to operation and mortality rate in penetrating trauma patients
Division of Trauma, Department of Surgery, Khon Kaen Hospital, Thailand　　Tawatchai Impool

ISY01-2 A mobile app for management of animal attack victims at rural hospitals in Sri Lanka
Postgraduate Institute of Medicine, University of Colombo　　Achala Upendra Jayatilleke

ISY01-3 The training of CPR for healthcare staff working at dental office: New activity in Vietnam
Hanoi Medical University　　Bui Hai Hoang

ISY01-4 An Innovative Pre-hospital Care Provider Training Course for Improving Emergency Medical Care 
System in Cambodia

Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore,
Singapore & KHANA Center for Population Health Research, Cambodia  　　　Siyan Yi

ISY01-5 The development of EMS system Khon Kaen Province
Khon Kaen Hospital　　Seathapong Thanoorat

第9会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　311+312】

07：10～ 08：10

モーニングセミナー
座長　　東京女子医科大学　救急医学講座　　矢口　有乃

MS	 てんかん重積の脳波学
TMGあさか医療センター　　久保田有一

共催：エーザイ株式会社/ノーベルファーマ株式会社
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09：00～ 10：00

研修医セッション　口演1

ER・内因性疾患
座長　　　　　　　　札幌東徳洲会病院　救急科　　増井　伸高

オブザーバー　　帝京大学ちば総合医療センター　救急科　　山下　雅知

RO1-1 当院におけるダニ媒介性感染症の臨床的背景
鹿児島市立病院　　池畑　　樹

RO1-2 敗血症性ショックにおけるバソプレシン反応性の検討
大阪急性期・総合医療センター　　村尾　修平

RO1-3 当院で経験した糖尿病性ケトアシドーシスと正常血糖ケトアシドーシスの検討
福井県立病院　救命救急センター　　吉田　志帆

RO1-4 尿管結石患者における結石性腎盂腎炎合併頻度についての検討
広島市立広島市民病院　救急科　初期研修医　　秋山　拓也

RO1-5 当院におけるレジオネラ肺炎の臨床的検討
市立四日市病院　救命救急センター　　濱崎　　一

RO1-6 ERではめまい患者の頭部CTは不要である
兵庫県立柏原病院　　玉川晃太朗

RO1-7 救急外来で施行したCT検査にて偶発的に発見された乳腺腫瘍の検討
三豊総合病院　卒後臨床研修センター　　鄭　　芳毅

10：00～ 11：00

研修医セッション　口演2

外傷・中毒・その他
座長　　松戸市立総合医療センター　　村田　希吉

オブザーバー　　　川崎医科大学　救急医学　　荻野　隆光

RO2-1 東京都郊外の救命救急センターにおける小児腹部臓器損傷の治療経験
東京医科大学八王子医療センター　救命救急センター　　渡邉　　駿

RO2-2 当院における過去5年間の前頭葉脳挫傷患者の症状と予後について
岸和田徳洲会病院　　弘中　雄基

RO2-3 有機リン中毒における気管切開の有用性についての検討
長野赤十字病院　臨床研修センター 　　本戸　景子

RO2-4 腹部CTからみた薬物過量内服
岡山大学病院　卒後臨床研修センター　　浅田　　遼

RO2-5 小児急性中毒症例の検討
帝京大学ちば総合医療センター　救急科　　河合　優一

RO2-6 成人熱傷患者の生命予後および合併症と投与カロリーの関連性の検討
岡山大学病院　卒後臨床研修センター　　妹尾　春佳

RO2-7 重症急性膵炎に伴う腹部コンパートメント症候群に対する腹直筋前鞘切開の有用性
大阪急性期・総合医療センター　　仲田佳津明
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11：00～ 12：00

研修医セッション　口演3

医療システム・急変対応
座長　　東京慈恵会医科大学　救急医学講座　　武田　　聡

オブザーバー　　呉共済病院　麻酔・救急集中治療部　　石川　雅巳

RO3-1 東京都郊外の救命救急センターにおけるヘリコプター搬送の収容実績
東京医科大学八王子医療センター　救命救急センター　　瀬下　治孝

RO3-2 初期研修における救急科研修の意義の評価
順天堂大学医学部附属浦安病院　臨床研修センター　　久津見　整

RO3-3 Dr.コールが鳴らない日を目指して―当院Drコールの臨床的特徴の検討
勤医協中央病院　　齋藤　僚太

RO3-4 M＆Mカンファランスから見えてきた初期臨床研修医が身につけるべき急変対応スキルに
ついての検討

国立病院機構　別府医療センター　救急科　　松永俊太郎
RO3-5 ガイドライン2015に基づく徒手的心肺蘇生と機械的心肺蘇生の比較

松戸市立総合医療センター　　佐々木沙綾
RO3-6 機械的胸骨圧迫装置は過疎地の救急医療を救うのか？

兵庫県立柏原病院　　岡副　佑城
RO3-7 がん拠点病院における担がん患者の救急受診の現状―重症例の検討

山形大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　　高田　聡子

12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 19
座長　　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，

東京医科歯科大学医学部附属病院　救命救急センター　　大友　康裕

LS19	 集中治療入院患者に合併するrefeeding	syndromeの臨床的特徴
東北大学病院　高度救命救急センター　　佐藤　武揚

共催：株式会社大塚製薬工場

13：40～ 14：40

研修医セッション　口演4

優秀演題
座長　　　　　　　　　　香川大学　医学部　救急災害医学　　黒田　泰弘

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

RO4-1 本人・家族からの申告のなかった農薬中毒例の検討
岡山大学病院　卒後臨床研修センター　　有吉　雪乃

RO4-2 当院救急外来での急性期脳梗塞診療における第一選択としてのMRI検査の有用性
名寄市立総合病院　　柴垣　圭佑

RO4-3 そのDダイマー，精査しなくて大丈夫？
京都市立病院　初期臨床研修医　　福岡　里紗

RO4-4 動物咬傷の疫学的検討～月齢と咬傷発生の関連について
産業医科大学　救急医学教室　　清水　太一

RO4-5 乳酸値は病院前診療において外傷患者の大量輸血の必要性を正確に予測する因子となりうる
前橋赤十字病院　教育研修推進室　　岡田　　澪

RO4-6 救急外来における頭部CT画像所見見落としのリスク因子の検討
東京ベイ・浦安市川医療センター　　荒井　翔也
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RO4-7 当院を救急受診した外耳道異物359例の検討
倉敷中央病院　教育研修部　　中澤　晋作

14：40～ 15：50

学生セッション　口演
座長　　　　　　　　　　　東京女子医科大学　救急医学講座　　武田　宗和

オブザーバー　　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

RO5-1 実験的心筋炎モデルの作成とその解析
横浜市立大学　医学部　医学科　　宮田　康生

RO5-2 マウス睡眠妨害モデルを用いた抑肝散によるストレス軽減についての基礎的考察
岐阜大学医学部附属病院　高次救命治療センター　　玉置　祐斗

RO5-3 医学生による中学生に対する心肺蘇生講習の手法と成果の検討
筑波大学　　森　陽愛子

RO5-4 急性薬物中毒入院症例における予後因子の検討
筑波大学　医学類　　岡崎　友香

RO5-5 熊外傷の特徴と予後に関する検討
弘前大学　医学部　医学科　　垣内　章江

RO5-6 くも膜下出血における予後予測因子としてのStress Indexの有用性
日本医科大学　医学部　医学科　　野城　美貴

RO5-7 学生・研修医メンバーで構成される日本救急医学会学生・研修医部会設立準備ワーキンググ
ループの取り組み

島根大学　医学部　　工藤　公平

17：30～ 19：00

イブニングセミナー 4

重症患者の栄養療法～救命後の長期予後改善を目指して～
座長　　神戸大学大学院　医学研究科　外科系講座　災害・救急医学分野　　小谷　穣治

ES4-1	 PICS（postintensive	care	syndrome）の予防
横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　　畠山　淳司

ES4-2	 重症病態における蛋白投与の位置付け～至適蛋白投与量はどれくらいか？～
京都桂病院　救急科　　寺坂　勇亮

ES4-3	 重症患者に対して栄養療法マニュアルの導入は臨床成績に影響を与える
兵庫医科大学　救急災害医学　　白井　邦博

共催：ネスレ日本株式会社/ネスレヘルスサイエンスカンパニー

第10会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　313+314】

09：00～ 10：00

口演30

感染症　3
座長　　　　　　　　　　　　　　加古川中市民病院　救急科　　切田　　学

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

O30-1 侵襲性インフルエンザ桿菌感染症10例の検討
札幌徳洲会病院　プライマリセンター　　西條　正二
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O30-2 当院EICUでの肺炎症例における耐性インフルエンザ桿菌の検出状況と抗菌薬選択の考察
北里大学　医学部　救命救急医学　　山谷　立大

O30-3 遺伝子解析に基づいたAcinetobacter baumanniiの感染対策
順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　村田　健介

O30-4 浴槽での溺水に伴う肺炎の起因菌に関する検討
日立総合病院　救急集中治療科・感染症内科　　橋本　英樹

O30-5 浴槽内溺水後肺炎の起因菌調査
神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター　　大久保祐希

O30-6 カルバペネム耐性緑膿菌発生と使用抗菌薬の関係
東海大学　医学部　外科学系　救命救急医学　　梅澤　和夫

10：00～ 10：40

口演31

敗血症　1
座長　　　東京女子医科大学八千代医療センター　　貞広　智仁

済生会福岡総合病院　救命救急センター　　柚木　良介

O31-1 ER型救命救急センターにおける血液培養陽性患者の背景
名古屋掖済会病院　救急科　　前田　　遥

O31-2 qSOFA1点以下の群からQ-CRTを用いて敗血症を予測する検討
横浜市立市民病院　救急診療科　　大井　康史

O31-3 qSOFAの敗血症特異的な予後予測精度の検討と新たな指標の提案
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

O31-4 urosepsisにおけるqSOFA陰性症例の特徴
徳島赤十字病院　　松永　直樹

O31-5 外来通院患者における血液培養陽性と来院時のqSOFAの検討：症例対照研究
東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　木村　隆治

10：40～ 11：20

口演32

敗血症　2
座長　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学　救命救急科　　武山　直志

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

O32-1 敗血症患者における体温異常と臨床的特徴，初期治療および臨床転帰：The FORECAST study
副研究

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
O32-2 敗血症に対するポリミキシン吸着療法の適応基準に関する検討

大阪急性期・総合医療センター　　岡本　啓志
O32-3 敗血症性ショック患者の治療成績の検討

山梨大学　医学部　救急集中治療医学講座　　高三野淳一
O32-4 敗血症を合併した肺炎患者における乳酸クリアランスと予後との関係

東京医科歯科大学医学部附属病院　救命救急センター　　杉本　桃子
O32-5 抗血小板薬内服と敗血症予後

松戸市立総合医療センター　救急科　　植野　広大
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11：20～ 12：00

口演33

敗血症　3
座長　　久留米大学　医学部　救急医学　　高須　　修

京都大学　初期診療・救急科　　高谷　悠大

O33-1 敗血症予後に対する内臓脂肪 /皮下脂肪比の影響
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

O33-2 敗血症性ショックにおいてプロカルシトニンクリアランスが重症度の改善具合を予想する
金沢大学附属病院　集中治療部　　谷口　　巧

O33-3 プレセプシン・プロカルシトニン値と ICU症例における転帰との関連
大阪急性期・総合医療センター　高度救命救急センター　　塩飽　尭之

O33-4 各DIC診断基準と凝固線溶系分子マーカーの患者転帰との関連の検証
東京女子医科大学東医療センター　救命救急センター　　増田　崇光

O33-5 血中アンチトロンビン活性値が播種性血管内凝固症候群に対する治療薬の効果におよぼす影
響の検討

函館五稜郭病院　　小林　　慎

12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 20
座長　　順天堂大学　医学部　救急・災害医学　　射場　敏明

LS20	 敗血症性DIC対策―実臨床を皆で考えよう！
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

共催：旭化成ファーマ株式会社

14：40～ 15：40

口演34

感染症　4
座長　　琉球大学大学院　医学研究科　救急医学講座　　久木田一朗

信州大学　高度救命救急センター　　濱野雄二朗

O34-1 高齢者感染症に対するqSOFAの有用性
神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター　　水　　大介

O34-2 qSOFAの予後予測能に対する血中乳酸値測定の意義
多根総合病院　救急科　　廣田　哲也

O34-3 好中球・リンパ球比，リンパ球数は結石性腎盂腎炎の菌血症を予測できるか？
沖縄県立中部病院　泌尿器科　　八木橋祐亮

O34-4 細菌性髄膜炎とウイルス性髄膜炎の鑑別にプロカルシトニンは有用か
埼玉石心会病院　救急・総合診療科　　東盛　雄政

O34-5 リアルタイムPCR （cobas Liat system） を基準検査とした , インフルエンザ迅速抗原検査の感
度に影響する要因の検討 

筑波メディカルセンター病院　感染症内科　　明石　祐作
O34-6 2017年度に当院の救急外来で施行された髄液検査とその結果の検討

日立総合病院　救命救急センター　救急集中治療科　　神田　直樹
O34-7 当院でのextended-spectrum β -lactamase （ESBL） 産生菌による尿路感染症の検討

旭川医科大学病院　救命救急センター　　堀越　佑一
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15：40～ 16：30

口演35

血液・凝固線溶
座長　　　北海道大学病院　先進急性期医療センター　　早川　峰司

さいたま赤十字病院　高度救命救急センター　　早川　　桂

O35-1 敗血症性DIC診断における血漿フィブリノゲン値の意義を再考する
大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　松原　庸博

O35-2 アンチトロンビン製剤特定使用成績調査の解析結果報告（第3報）
滋賀医科大学　救急集中治療医学講座　　江口　　豊

O35-3 深部静脈血栓症を合併した外傷患者における経口抗凝固薬の有用性と安全性
和歌山県立医科大学　救急・集中治療医学講座  　　山口　智由

O35-4 重症頭部外傷に伴う急性凝固障害に対するクリオプレシピテートの効果
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

O35-5 PCPSが院外心停止蘇生後の凝固線溶動態へ及ぼす影響
北海道大学病院　救急科　　土田　拓見

O35-6 救急領域におけるTMA
順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　中村　有紀

第11会場【パシフィコ横浜　会議センター　4階　411+412】

09：00～ 10：10

口演36

Acute	Care	Surgery
座長　　島根大学　医学部　Acute	Care	Surgery講座　　渡部　広明

大分大学　救命センター・消化器小児外科　　柴田　智隆

O36-1 救命救急センターにおける外科医とAcute care surgeryの連携
昭和大学藤が丘病院　救急医学科　　佐々木　純

O36-2 救急科におけるAcute Care Surgeryの取り組みと外科との協働，住み分け
京都第二赤十字病院　救命救急センター　　石井　　亘

O36-3 当院でのacute care surgery における救急医と外科医の役割
りんくう総合医療センター　泉州救命センター　救命診療科　　文野　裕美

O36-4 救急医がAcute Care Surgeryを担う意義：中堅医師の立場から
日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　瀧口　　徹

O36-5 順天堂大学医学部附属浦安病院におけるAcute Care Surgery Team
順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　近藤　　豊

O36-6 市中病院ACS short programから見た救急医・外科医・集中治療医の役割
健和会大手町病院　外科 　　三宅　　亮

O36-7 当院における体幹部外傷に対する方策
長崎大学病院　高度救命救急センター　　猪熊　孝実

O36-8 生体豚を用いた外傷手術トレーニング～救急科専攻医教育やチームビルディング，医療機器
開発を見据えて

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
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10：10～ 11：20

口演37

外傷　4
座長　　日本医科大学　高度救命救急センター　　増野　智彦

東京医療センター　　上村　吉生

O37-1 外傷入院患者における発熱の検討
手稲渓仁会病院　救命救急センター　　大西　新介

O37-2 当院における重症外傷患者への抗菌薬投与の現状
兵庫県立淡路医療センター　地域外傷センター　　坂平　英樹

O37-3 外傷患者における抗血栓薬の休薬期間と有害事象に関する検討
兵庫県災害医療センター　救急科　　坪井　孝文

O37-4 鋭的外傷と鈍的外傷における凝固障害の差異
前橋赤十字病院　集中治療科・救急科　　金畑　圭太

O37-5 当院での外傷（外傷CPAを除く）患者の挿管RSIとNon RSI での比較検討
沖縄県立中部病院　救急センター　　木全　俊介

O37-6 外傷患者における予後とNGAL動態との関連
横須賀共済病院　救急科　　南　さくら

O37-7 重症外傷における骨折固定術のタイミングについての検討
兵庫県立淡路医療センター　救急科　　宮永　洋人

O37-8 当センター Hybrid ERで手術・TAEを施行した26例の検討
兵庫県災害医療センター　高度救命救急センター　　松山　重成

11：20～ 12：00

口演38

外傷　5
座長　　佐久医療センター　救命救急センター　　田中　啓司

さいたま赤十字病院　救急科　　坂本　早紀

O38-1 外傷症例の搬送時間・曜日別転帰に関する検討：JTDB解析より
大阪警察病院　ER・救命救急科　　廣瀬　智也

O38-2 外傷における高齢者と若年者の入院期間における比較検討
福井大学医学部附属病院　救急部　　川野　貴久

O38-3 当院における屋根の雪下ろし転落外傷の2シーズンの実態と対策
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院　地域救命救急センター　　山口　征吾

O38-4 腰椎骨折による後腹膜血腫の画像的分類（後編）
清恵会病院　救急医療センター　　石川　和男

12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 21

救急画像診断：遠隔画像診断支援で救急診療はどう変わる？
座長　　済生会横浜市東部病院　救急科　　船曵　知弘

LS21-1	 これだけは見逃したくない重要病態のCT診断：15分でツボを押さえる！
聖マリアンナ医科大学　救急医学　　松本　純一

LS21-2	 断らない救急を遂行する為の夜間遠隔救急画像診断コンサルテーション
社会医療法人厚生会　木沢記念病院　救急部門　　山田実貴人

LS21-3	 遠隔救急画像診断コンサルテーションの導入数か月後での評価
岐阜県総合医療センター　救命救急センター　　豊田　　泉

共催：株式会社STERS/株式会社NOBORI
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14：40～ 15：20

口演39

外傷　6
座長　　　　　　　　　　　　太田西ノ内病院　救命救急センター　　篠原　一彰

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　救急科　　高山　和之

O39-1 当院へ救急搬送された樹木を伐採時に発生した外因性疾患の検討
埼玉医科大学国際医療センター　救命救急科　　大谷　義孝

O39-2 当院に搬送された刺創患者の検討
川崎市立川崎病院　救命救急センター　救急科　　齋藤　　豊

O39-3 自動車事故前の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

O39-4 高齢者の後部座席は危ない !!
富山県立中央病院　救命救急センター　　松井恒太郎

15：20～ 16：20

口演40

腹部外傷・疾患
座長　　　　　　　　東京女子医科大学東医療センター　　庄古　知久

日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　重田　健太

O40-1 当センターで経験した腹部内臓動脈瘤症例の検討
奈良県総合医療センター　救命救急センター　　植田　史朗

O40-2 当院における内因性疾患に対するOAM戦略の検討
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　　福間　　博

O40-3 閉腹困難なopen abdomenに対する両側腹直筋鞘前葉反転法による急性期腹壁再建の長期成
績の検討

日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　新井　正徳
O40-4 腹部鈍的外傷症におけるアンダートリアージの現状と予後への影響

国士舘大学大学院　救急システム研究科　　笹本　真吾
O40-5 当院における外傷性脾損傷の非手術症例についての臨床的検討

愛媛県立中央病院　救急科　　田中　光一
O40-6 当院における循環が不安定な鈍的脾損傷に対する非手術療法の有用性の検討

前橋赤十字病院　集中治療科・救急科　　西村　朋也
O40-7 地域救命救急センターにおけるAcute Care Surgeryと救急専門医による外科研修の現状

三豊総合病院 　外科　 地域救命救急センター　　松本　尚也
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第12会場【パシフィコ横浜　会議センター　4階　413】

09：00～ 10：00

口演41

循環器　1
座長　　　　信州大学　医学部　救急集中治療医学　　今村　　浩

静岡県立総合病院　高度救命救急センター　　吉岡　良造

O41-1 急性大動脈解離の診断におけるADDRS，D-dimer，縦隔径拡大の有用性の検証
淀川キリスト教病院　救急科　　原　　悠也

O41-2 当院での頭蓋内疾患を示唆する症状を呈した急性大動脈解離13症例の検討
藤田保健衛生大学病院　救急総合内科　　　中島　理之

O41-3 心臓血管外科医のいない地方病院における急性大動脈解離症例の検討
伊南行政組合　昭和伊南総合病院　救急センター　　唐澤　幸彦

O41-4 合併症を認めない急性B型大動脈解離に対する救急医療は保存治療で良いのか？ 
手稲渓仁会病院　心臓血管外科　　栗本　義彦

O41-5 救急外来での心電図の撮像体制の変化の急性心筋梗塞に対するDoor to balloon timeと予後因
子への影響

豊川市民病院　救急科　　鈴木　　健
O41-6 STEMIにおけるST上昇形式と冠動脈狭窄の有無に関する研究

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
O41-7 高感度トロポニン時代における非ST上昇型急性冠症候群診断の現状と課題

済生会熊本病院　救急総合診療センター　　高木　大輔

10：00～ 10：50

口演42

循環器　2
座長　　　　大分大学　医学部　救急医学講座　　重光　　修

山梨県立中央病院救命救急センター　　萩原　一樹

O42-1 当院ERにおける急性肺血栓塞栓症の診断に関する検討
藤田保健衛生大学病院　救急総合内科学　　山際　暁子

O42-2 失神における肺塞栓症の疫学調査
日立総合病院　救命救急センター　救急集中治療科　　島田　　敦

O42-3 消化器外科術後肺動脈血栓症に関する研究
公立玉名中央病院　循環器内科　　奥山　英策

O42-4 治療困難な施設での肺動脈血栓塞栓症の転送前診断手順について
岡山旭東病院　救急室　　田中礼一郎

O42-5 急性心不全患者に対するDoor to NPPV timeの検討
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

O42-6 感染性心内膜炎の確定診断とバイオマーカーの関連についての後ろ向き検討
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
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10：50～ 12：00

口演43

PCPS・ECMO・血液浄化
座長　　　　　東北医科薬科大学病院　救急科　　遠藤　智之

信州大学　医学部　救急集中治療医学　　上條　　泰

O43-1 当院における経皮的心肺補助装置を用いた心肺蘇生の治療成績
伊勢崎佐波医師会病院　救急医療科　　須賀　弘泰

O43-2 出血合併症を伴うECPR症例に対する治療戦略の検討
札幌医科大学附属病院　救急医学講座　　佐藤　弘樹

O43-3 来院時神経学的所見はECPR導入患者の予後良好予測因子である
札幌医科大学附属病院　救急医学講座　　加藤三四郎

O43-4 ECPR後の心電図非同期造影CTにおける左心室壁造影所見の検討
東京都立墨東病院　高度救命救急センター　　杉山　和宏

O43-5 急性薬物中毒が疑われる院外心肺停止症例でのECPR施行について
大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　田尻　昌士

O43-6 当院 ICUにおける重症呼吸不全患者に対するV-V ECMO施行状況の検討
大分大学医学部附属病院　麻酔科・集中治療部　　安部　隆国

O43-7 敗血症性ショックに対する持続的腎代替療法でPS膜とAN69ST膜の違いが循環動態に与え
る影響

和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座　　喜多　真未
O43-8 敗血症に使用するAN69ST膜の血小板低下に対する検討

東京都立多摩総合医療センター　救命救急センター　　金子　　仁

14：40～ 15：30

口演44

高齢者　1
座長　　　　　　　　藤田医科大学　救急総合内科学　　岩田　充永

横浜市立大学大学院　医学研究科　救急医学　　酒井　和也

O44-1 高齢者における偶発的低体温患者の社会背景
大垣市民病院　　伊藤　豪規

O44-2 東京都郊外における高齢者の低体温症
東京医科大学八王子医療センター　救急救命センター　　奥村　滋邦

O44-3 咬合不確立が入院経過中のADL低下とせん妄発症の予測因子となる
香川大学医学部附属病院　救命救急センター　　藤浪　好寿

O44-4 非特異的な症状で救急外来を受診した高齢者の転帰に関わる因子の検討
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

O44-5 気管挿管が施行された80歳以上の高齢者の予後に影響する因子
東邦大学医療センター大森病院　救命救急センター　　一林　　亮

O44-6 超高齢者における医療・介護関連肺炎（NHCAP）の予後予測に関する検討
大垣市民病院　救命救急センター　　川崎　成章
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15：30～ 16：20

口演45

高齢者　2
座長　　聖マリア病院　救命救急センター　救急科　　山下　　寿

日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急科　　大嶽　康介

O45-1 高齢者の転倒・転落に関する検討
虎の門病院　　横田　茉莉

O45-2 最近の高齢重症外傷の傾向と転帰
京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　　竹上　徹郎

O45-3 当院の重症外傷患者における高齢者と輸血量の関係
兵庫県立淡路医療センター　　平山　貴一

O45-4 高齢者大腿骨近位部骨折に対する早期手術の有用性の検討
慶應義塾大学　医学部　 救急医学　　宇田川和彦

O45-5 大腿骨近位部骨折と術後移動能力を規定する因子の検討
山形徳洲会病院　整形外科　　木下　大輔

O45-6 大腿骨近位部骨折は受傷後24時間以内の手術で，歩行能力再獲得率が上昇する
大阪市立総合医療センター　救命救急センター　　森本　　健

第13会場【パシフィコ横浜　会議センター　4階　414+415】

09：00～ 09：50

口演46

精神科救急
座長　　　　　済生会若草病院　外科　　山本　俊郎

関西医科大学　救急医学講座　　川田　真大

O46-1 精神科病院を経由して当院救急外来を受診した53例の検討
公立昭和病院　救命救急センター　　岡田　保誠

O46-2 精神科単科病院入院中に当院救命救急センターへ転院搬送となった患者の特徴
東京女子医科大学東医療センター　救命救急センター　　河原　直毅

O46-3 精神科単科病院から転院となった敗血症患者の検討
藤田保健衛生大学病院　　神間しほ莉

O46-4 精神‒身体疾患合併救急患者の対応～筑波大学附属病院の役割
筑波大学　医学医療系　救急・集中治療科　　下條　信威

O46-5 精神科救急における多職種連携への取り組み
藤田保健衛生大学病院　災害・外傷外科　　平川　昭彦

O46-6 自殺企図症例における救命救急センターと精神科病院の連携
岸和田徳洲会病院　救命救急センター　　白坂　　渉
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09：50～ 10：50

口演47

中枢神経
座長　　社会医療法人社団木下会　鎌ヶ谷総合病院　救急科　　澤村　　淳

荒尾市民病院　救急科　　田畑　輝海

O47-1 胃酸分泌抑制薬の違いによるダビガトランの薬効に関する検討
公立陶生病院　薬剤部　　齊藤　将之

O47-2 Saitama Stroke Network運用開始とともに導入した初期診療時間短縮に向けた脳卒中院内プロ
トコルの有用性

さいたま市民医療センター　救急総合診療科　　長岡　　毅
O47-3 院内脳梗塞チームによる脳梗塞急性期診療の改善

八戸市立市民病院　救命救急センター　　佐々木暁洋
O47-4 急性期脳梗塞における病院前救急診療の効果

八戸市立市民病院　救命救急センター　　森　　仁志
O47-5 MRI施行施設における急性期脳梗塞患者への tPA投与までの所要時間の検討

東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　田中　　駿
O47-6 急性期脳梗塞に於いて血栓溶解療法（tPA静注）を施行した症例の検討

順心病院　救急科　　栗原　茉希
O47-7 当院での脳梗塞に対する急性期血栓回収術による予後の検討

金沢市立病院　脳神経外科　　赤池　秀一

10：50～ 12：00

口演48

頭部外傷　2
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

京都大学　初期診療・救急科　　陣上　直人

O48-1 軽症頭部外傷小児に対するPECARNルールの安全性の検討―多施設共同前方視的観察研究
国立成育医療研究センター　　井手健太郎

O48-2 軽症頭部外傷における打撲部位と外傷性脳損傷の位置関係の検討
慶應義塾大学　医学部　救急医学　　大野聡一郎

O48-3 軽症頭部外傷例の検討
川口市立医療センター　救命救急センター　　直江　康孝

O48-4 抗血栓薬内服中の頭部外傷患者の当院での特徴と管理
山口大学大学院　医学系研究科　脳神経外科学分野　　土師　康平

O48-5 高齢者自転車事故による重症頭部外傷の傾向―頭部外傷データバンク2015を基に
医療法人同仁会　京都九条病院　脳神経外科　　榊原　毅彦

O48-6 重症頭部外傷後の病院前増悪の検討―頭部外傷データバンク2015より
日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター　　畝本　恭子

O48-7 重症頭部外傷で中枢神経感染合併に関連する因子の検討
大阪医療センター　救命救急センター　　中倉　晴香

O48-8 頭部外傷後の未分化ヘパリンは脳血管の炎症を抑え，脳浮腫・神経予後を改善する
東京医科大学八王子医療センター　救命救急センター　　長田　雄大
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12：20～ 13：20

ランチョンセミナー 22
座長　　筑波大学　医学医療系　救急・集中治療医学　　井上　貴昭

LD22	 疾病救急患者への初期診療アプローチの標準化―地域連携施設と協力して行うシミュレー
ション教育―

大阪市立大学大学院　医学研究科　救急医学　　溝端　康光

共催：レールダルメディカルジャパン株式会社

14：40～ 15：40

口演49

チーム医療
座長　　独立行政法人国立病院機構　東京医療センター　救急科　　菊野　隆明

徳島県立中央病院　救急科/外科　　川下陽一郎

O49-1 多職種連携による「t-PAモード」発令による時間短縮への取り組み
高知赤十字病院　救急部　　布村　俊幸

O49-2 救急外来診療における特定行為看護師の貢献を測定する研究
国際医療福祉大学病院　看護部　　白石　佳奈

O49-3 抗けいれん剤の臨時投与に関する看護師特定行為研修指導での ISLSの有用性
福島県立医科大学　医学部　脳神経外科学講座　　市川　優寛

O49-4 肺炎の入院期間が4割短い救急科での，診療看護師と薬剤師の役割についての考察
札幌東徳洲会病院　救急センター　　松田　知倫

O49-5 救急領域で働く診療看護師のモデルケースになるために～特定医行為のその先に
東京ベイ・浦安市川医療センター　診療部　　野呂　美香

O49-6 事件・事故による救急患者に対するサポートのありかた～ ERから始まる！
日本赤十字社和歌山医療センター　外科部 /第一救急部 /精神科部　　益田　　充

O49-7 高度救命救急センターにおける歯科医師の救命救急研修の意義
岡山大学病院　高度救命救急センター　　柴田　　茜

15：40～ 16：30

口演50

呼吸器
座長　　埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター　　澤野　　誠

国立国際医療研究センター病院　　松田　　航

O50-1 経鼻エアウェイガイド下でのBFS挿入は，非救急麻酔科系providerによるBFS挿入・声門通
過を容易化する

社会医療法人小寺会　佐伯中央病院　　塩月　成則
O50-2 当院救命救急センターに搬送された肺塞栓症の特徴

東京女子医科大学東医療センター　救命救急センター　　齋田　文貴
O50-3 当院における縦隔気腫症例の後方視的検討

名古屋掖済会病院　救急科　　小川健一朗
O50-4 自然気胸経験患者が再発した場合の自己診断的中率の検討

藤沢市民病院　救命救急センター　　水堂　祐広
O50-5 救急外来における卒後年数と初回挿管成功および合併症との関連

沖縄県立中部病院　　岡　正二郎
O50-6 気道熱傷患者の気道管理（緊急気道確保の適応について）

埼玉医科大学総合医療センター　救急科（ER）　　中村　元洋
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ポスター会場  【パシフィコ横浜　展示ホール　1階　展示ホールA】

16：30～ 17：10

ポスター 51

心肺停止　4
座長　　　　　　　　春秋会城山病院　リハビリテーション科　　今西　正巳

東京女子医科大学東医療センター　救命救急センター　　吉川　和秀

P051-1 バイスタンダー CPRが除細動適応の心停止患者の神経学的転帰を著明に改善する
東京都済生会中央病院　救命救急センター　　谷口　枝穗

P051-2 愛知県救急隊員の胸骨圧迫手技とChest Compression Fraction の現状～第2報
JA愛知厚生連　江南厚生病院　救命救急センター　　竹内　昭憲

P051-3 院外心停止症例の予後予測における初回TOI値の有用性
聖マリアンナ医科大学　救急医学　　川口　剛史

P051-4 ウツタインデータから見る救急救命士によるアドレナリン投与効果の検討と今後の課題
国士舘大学大学院　救急システム研究科　　匂坂　　量

P051-5 病院外心停止患者に対する病院前病着後を含めた初回薬剤投与時間と予後の関連についての
検討

東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　本間　洋輔

17：10～ 18：00

ポスター 52

心肺停止　5
座長　　兵庫県立尼崎総合医療センター　ER総合診療科　　西内　辰也

市立釧路総合病院　救命センター　　郭　　光徳

P052-1 めざせ！心マの達人～胸骨圧迫訓練評価システム「しんのすけくん」の改良
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

P052-2 人工呼吸デバイス含む短時間心肺蘇生法講習の検証
国士舘大学大学院　救急システム研究科　　守岡　大吾

P052-3 気管挿管実施率と有効性の関連についての検討
国士舘大学大学院　救急システム研究科　　中川　洸志

P052-4 職員のBLS技能をどう維持するか～院内BLS試験登録制度の開発
小牧市民病院　救命救急センター　　井上　卓也

P052-5 ストレッチャーで移送中心停止患者の胸骨圧迫の質の確保 ～ Straddling CPR vs walking CPR
市立ひらかた病院　救急科　　小林　正直

P052-6 近赤外線酸素モニター（NIRO）および胸部CTを用いた“蘇生循環”に関する検討
鹿児島市立病院　救命救急センター　　安武　祐貴

16：30～ 17：30

ポスター 53

骨盤外傷
座長　　日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　原　　義明

岩手医科大学　救急災害総合医学講座　　菅　　重典

P053-1 直腸会陰部裂傷，膀胱尿道損傷，殿部・大腿部のMorel-Lavallee lesionを合併した重症開放
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骨盤骨折の1例
兵庫県立加古川医療センター　救急科　　清水　裕章

P053-2 1歳児の重症骨盤骨折に対して保存的加療を行い，後遺症なく自宅退院となった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

P053-3 最近2年間に経験した骨盤骨折38例の検討
愛知医科大学病院　救命救急科　　阿曽　広昂

P053-4 C-Clampの救命における治療効果
りんくう総合医療センター　機能外傷センター　　日下部賢治

P053-5 腰椎剪断骨折による出血性ショックに対する動脈塞栓術
東京医科大学八王子医療センター　救命救急センター　　大岩　彬人

P053-6 交通外傷により腸骨筋血種 ,腸腰動脈抹消に仮性動脈瘤を来した一例
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

P053-7 びまん性特発性骨増殖症（DISH）があれば軽微な外傷でも腰動脈損傷を来す可能性がある
湘南鎌倉総合病院　救急総合診療科　　山田　拓也

17：30～ 18：10

ポスター 54

脊椎・脊髄外傷　1
座長　　埼玉医科大学総合医療センター　　井口　浩一

徳山中央病院　救急科　　罇本　浩司

P054-1 脊髄損傷をまぬがれた激しい頭部挫創を伴った頸椎多発骨折の一例
社会医療法人財団大樹会　総合病院回生病院救急科　　上乃　　誠

P054-2 気道確保困難により心肺停止に陥った咽頭後間隙血腫の1例
豊川市民病院　救急科　　池上　之浩

P054-3 四肢麻痺の原因として頸椎周囲軟部組織感染と外傷性頸髄損傷が疑われ診断に苦慮した1例
津山中央病院　研修医科　　大木　初里

P054-4 当院における非骨傷性頸髄損傷患者：Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormalities
（SCIWORA）の臨床的検討

聖路加国際病院　脳神経外科　　桑本健太郎
P054-5 高齢者の歯突起骨折の治療

兵庫医科大学　救急災害医学科　　宮脇　淳志

16：30～ 17：10

ポスター 55

四肢外傷
座長　　埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター　　福島　憲治

山梨県立中央病院　救命救急センター　　笹本　将継

P055-1 鈍的外傷による膝窩動脈損傷症例の検討
近畿大学医学部附属病院　救命救急センター　　鷹羽　浄顕

P055-2 左母指，両下腿轢断の1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

P055-3 末梢動脈穿通外傷の初期診断に超音波検査が有用であった一例
岡山赤十字病院　　渡邊　麻衣

P055-4 マムシ咬傷による上肢コンパートメント症候群の一例
筑波記念病院　整形外科　　角南　貴大

P055-5 意識障害により上肢コンパートメント症候群を併発したクラッシュ症候群の一例
東京医科大学病院　救命救急センター　　米山沙恵子
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17：10～ 18：10

ポスター 56

高齢者
座長　　　　青梅市立総合病院　救命救急センター　　川上　正人

東京医科大学八王子医療センター　救命科　　守屋まりこ

P056-1 肺炎で入退院を繰り返す症例の検討～急性期病院の対応方針について
平成紫川会　小倉記念病院　救急部　　中島　　研

P056-2 非痙攣性てんかん重積の早期診断にArterial spin-labeling（ASL）によるMRI灌流画像が有用
であった1例

東北大学　加齢医学研究所　機能画像医学研究分野　　山本　修三
P056-3 重篤な出血性ショックを呈した特発性後腹膜血腫の一例

佐賀大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　松岡　綾華
P056-4 救急・集中治療領域で遭遇したレビー小体型認知症

岡山赤十字病院　救命救急センター　　三枝　秀幸
P056-5 細菌感染症軽快後に発症したリウマチ性多発筋痛症の検討

至誠会第二病院　総合診療部　　板橋美貴子
P056-6 急激な頸部痛，体動困難で発見されたCrowned dens syndrome

セコメディック病院　　宇藤　　薫
P056-7 慢性腎不全患者の食後失神にて，高K血症と冠動脈三枝病変合併の高齢患者

セコメディック病院　　宇藤　　薫

16：30～ 17：20

ポスター 57

中毒　7
座長　　公立昭和病院　救命救急センター　　山口　和将

聖路加国際病院　救急部　　磯川修太郎

P057-1 シベンゾリン中毒で循環不全を来し，体外循環管理を要した1例
トヨタ記念病院　統合診療科　　磯谷　肇男

P057-2 エペリゾン過量内服後にQT延長症候群となり心肺停止に陥った1例
埼玉医科大学病院　救急センター・中毒センター　　横山　尚人

P057-3 臭化ジスチグミンとベタネコール塩化物の併用に伴いコリン作動性クリーゼを引き起こした
と考えられる1例

福井県立病院　救命救急センター　　茂見　　瞭
P057-4 殿筋群の横紋筋融解を伴ったジフェンヒドラミン中毒の一例

順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　池上　さや
P057-5 メトホルミンとDPP4阻害薬の過量内服による四肢コンパートメント症候群の一例

藤田保健衛生大学　医学部　災害外傷外科　　春日井大介
P057-6 プレガバリン過量服薬に対して，血液透析が有効であった1例

静岡赤十字病院　救命救急センター　救急科　　笠原　直人
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17：20～ 18：30

ポスター 58

ER診療　5
座長　　　新百合ヶ丘総合病院　救急センター　　伊藤　敏孝

川崎市立川崎病院　救命救急センター　　金尾　邦生

P058-1 舌根部癌に対して緊急輪状甲状靱帯穿刺を行った1例
岡崎市民病院　救急科　　小林　洋介

P058-2 嗄声を主訴に救急受診した梨状窩膿瘍の一例
杉田玄白記念公立小浜病院　　奥津　理彦

P058-3 開口障害を伴い咽後膿瘍との鑑別に難渋した石灰沈着性頸長筋腱炎
湘南鎌倉総合病院　救急総合診療科　　河上　哲朗

P058-4 破傷風との鑑別に苦慮した石灰沈着性頸長筋腱炎の一例
東海大学　医学部　救命救急医学　　佐藤　俊樹

P058-5 敗血症を契機に診断された壊疽性膿皮症の一例
獨協医科大学埼玉医療センター　救急医療科　　鈴木　光洋

P058-6 化膿性関節炎との鑑別診断に難渋した骨軟部腫瘍の一例
東京女子医科大学　救急医学　　齊藤眞樹子

P058-7 骨髄生検により確定診断に至った恥骨骨髄炎の1例
洛和会音羽病院　救命救急センター・京都ER　　三木由香里

P058-8 膵石症に脾臓周囲膿瘍を合併した1例
千葉西総合病院　救急科　　松本　直久

16：30～ 17：40

ポスター 59

ER診療　6
座長　　横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　　武居　哲洋

順天堂大学　医学部　救急災害医学研究室　　井本　成昭

P059-1 awakeでのAWSによる食道入口部直視の安全性に関する検討
社会医療法人小寺会　佐伯中央病院　　塩月　成則

P059-2 全身紅潮を伴うショックと意識障害で搬送され，ジスルフィラムとアルコールの相互作用が
原因と判明した1例

千葉西総合病院　救急科　　松本　直久
P059-3 急性冠症候群との鑑別を要したマクロクレアチンキナーゼ血症の一例

新潟市民病院　救命救急・循環器病・脳卒中センター　　石亀　那歩
P059-4 敗血症の加療中の高ナトリウム血症で判明した中枢性尿崩症の一例

自治医科大学附属さいたま医療センター　　中村　雅人
P059-5 救急外来に搬送される不定愁訴患者における鉄欠乏との関連性について

聖隷横浜病院　救急科／キズ・やけど外来　　入江　康仁
P059-6 心因性過換気症候群患者における静脈血液ガス乳酸値上昇に関する検討

倉敷中央病院　救急科　　漆谷　成悟
P059-7 急性肺血栓塞栓症を発症し，同時に奇異性脳塞栓症を発症したと考えられる一例

独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央病院　　池知　大輔
P059-8 2型減圧症（内耳・脊髄型）の一例　

東海大学医学部付属病院　救命救急科　　崔　　貴成



－174－

第
２
日
目

ポ
ス
タ
ー
会
場
		

17：40～ 18：30

ポスター 60

中毒　8
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

国立病院機構　熊本医療センター　救命救急・集中治療部　　北田　真己

P060-1 高齢者のアシクロビル脳症に対し血液浄化療法を施行して改善を認めた一例
大阪府済生会野江病院　　豊島　千絵

P060-2 意識障害から誤嚥性肺炎・急性呼吸窮迫症候群となり救命出来たが，意識障害の原因診断に
難渋した一例

市立宇和島病院　　堀内大志郎
P060-3 ナイアシン過量内服により劇症肝炎を来たした一例

武蔵野赤十字病院　救命救急センター　　大山裕太郎
P060-4 新規抗てんかん薬ペランパネルの過量服用の経験

京都市立病院　救急部　綾部ルネス病院　脳神経内科　　渡邉　　究
P060-5 コルヒチン過量内服に対し，集学的治療で救命した一例

宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター　　田中　達也
P060-6 Cre正常の高マグネシウム血症

湘南鎌倉総合病院　救急総合診療科　　土屋　　翼

16：30～ 17：20

ポスター 61

中毒　9
座長　　　　　　杏林大学　救急医学　　樽井　武彦

東京女子医科大学　救急医学　　齊藤眞樹子

P061-1 ワーファリン大量内服の1例
小田原市立病院　　澤本　　徹

P061-2 意識障害で搬送されセロトニン症候群と診断された一例
東京女子医科大学　救急医学　　菊地　まゆ

P061-3 インスリン大量自己注射による自殺企図の一例
高知赤十字病院　救命救急センター　救急部　　本多　康人

P061-4 存在を知らなかったため診断が困難であったデキストロメトルファン中毒の1例
野崎徳洲会病院　救急部　　千代　孝夫

P061-5 学童期テオフィリン中毒の2例
北九州市立八幡病院　小児救急センター　　岡畠　祥憲

P061-6 本院で経験した薬物中毒の検討
巨樹の会　新武雄病院　総合救急科　　樋口　大空

17：20～ 18：30

ポスター 62

ER診療　7
座長　　　　　　　　　　埼玉医科大学病院　救急科　　芳賀　佳之

横須賀市立うわまち病院　救命救急センター　　河野　慶一

P062-1 食道癌に伴って大量吐血で発症した大動脈食道瘻の一例
日立総合病院　救命救急センター　救急集中治療科　　荒井　静香

P062-2 上腹部痛を訴え心電図でST上昇を呈した小腸閉塞の1例
湘南鎌倉総合病院　救急総合診療科　　朝山　　彬
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P062-3 腹腔内遊離ガスを合併した腸管囊胞様気腫症の1例
草加市立病院　救急診療科　　鈴木　恒夫

P062-4 肝囊胞破裂の一例
東戸塚記念病院　内科　　大吉　　希

P062-5 E型肝炎ウイルスによる劇症肝炎の1症例
川崎医科大学総合医療センター　麻酔・集中治療科　　片山　　浩

P062-6 左腎摘出および下行結腸部分切除を要した結石性腎盂腎炎の 1 症例
東京女子医科大学　集中治療科　　吉田　拓也

P062-7 敗血症性ショックに併発し，診断に難渋した特発性膀胱破裂の一例
日本医科大学武蔵小杉病院　救命センター　　城戸　教裕

P062-8 正中弓状靱帯圧迫症候群による後腹膜出血を来した1例
広島市立広島市民病院　救急科　　瀬良　　聡

16：30～ 17：20

ポスター 63

産科・婦人科救急　1
座長　　　　　関東労災病院　救急総合診療科　　早野　大輔

長崎大学病院　高度救命救急センター　　上村　恵理

P063-1 複数の診療科を含む多科の連携により救命できた周産期妊婦心停止の一例
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　　貞松　毅大

P063-2 von Recklinghausen病合併双胎妊娠に対して帝王切開施行後に大量出血を生じ，子宮動脈塞
栓術にて止血した1例

福山医療センター　産婦人科　　甲斐　憲治
P063-3 出血多量の前置胎盤に対して，子宮動脈塞栓術を併用することで安全に治療的流産を行うこ

とができた1例
りんくう総合医療センター　産婦人科　　前田　通秀

P063-4 緊急帝王切開術後に産科DICで発症した臨床的羊水塞栓症の1例
名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科　　川浪　匡史

P063-5 初療室を受診する若年女性の腹痛患者における産婦人科疾患の頻度
京都第二赤十字病院　救命救急センター　　岡田　麻美

P063-6 ALSO単回受講で救急専門医が予期せぬ分娩に対応可能か
聖路加国際病院　救急部・救命救急センター　　岩崎　　任

17：20～ 18：10

ポスター 64

産科・婦人科救急　2
座長　　　京都府立医科大学　救急・災害医療システム学　　山畑　佳篤

大阪市立大学医学部附属病院　救命救急センター　　橘　　陽介

P064-1 子宮内外同時妊娠の一例
水戸済生会総合病院　救命救急科　　楢橋　和真

P064-2 褐色細胞腫クリーゼが死亡の主因と判明した妊娠35週の妊産婦症例
市立砺波総合病院　麻酔科　　松本　　豊

P064-3 妊産婦右被殻出血発症後に無痛経腟分娩にて生児を得た一例
りんくう総合医療センター　　小林まりや

P064-4 緊急帝王切開術施行数時間後に発症したPRESの一例
東京女子医科大学東医療センター　救命救急センター　　鈴木　美麗

P064-5 HELLP症候群で妊娠継続を終了するも，分娩数時間後に PRES（posterior reversible 
encephalopathy syndrome）を合併した1例

都立墨東病院　高度救命救急センター　　金子　　悟
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P064-6 両側水腎症を伴った子宮留膿腫穿孔・腹腔内膿瘍の1例
八重瀬会　同仁病院　救急総合診療科　　粟国　克己

16：30～ 17：30

ポスター 65

病院前救急診療・ドクターカー
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

兵庫県災害医療センター　救急部　　伊集院真一

P065-1 ドクターカーでのモバイル12誘導心電図伝送システムにより，迅速かつ確実に診断しえた
特発性冠動脈解離の1例

自治医科大学附属さいたま医療センター　総合医学1　救急科　　田村　洋行
P065-2 高齢者福祉施設でのCPA症例に対するドクターカーの現状と今後の課題

半田市立半田病院　救急科　　石田　陽祐
P065-3 病院前診療を行った鈍的外傷による心肺停止症例の検討

兵庫県立加古川医療センター　救急科　　佐野　　秀
P065-4 ドクターカー活動による脳卒中患者の早期対応と予後についての検討

日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター　　佐々木和馬
P065-5 隣接するさいたま赤十字病院との連携によるドクターカー出動事案の検討

埼玉県立小児医療センター　小児救命救急センター　　宮本　大輔
P065-6 “現場滞在時間”の分析：現場へ医師が赴くことで初療開始が早まる可能性について

聖マリアンナ医科大学　救急科　　安藤　大吾
P065-7 ドクターヘリは地域の救急医療にとって有益のみ与えるか

順天堂大学医学部附属静岡病院　救急診療科　　大森　一彦

17：30～ 18：10

ポスター 66

災害医療　1
座長　　大崎市民病院　救命救急センター　　山内　　聡

筑波大学　救急・集中治療科　　榎本　有希

P066-1 熊本地震における被災地内災害拠点病院受診患者の重症度に関する検討
慶應義塾大学　医学部　救急医学　　清水千華子

P066-2 当院救急部と局地災害，大規模災害との関わり
徳島赤十字病院　救急部　　福田　　靖

P066-3 東日本大震災被災地のドクターヘリ要請内容の変遷
福島県立医科大学　救急医療学講座　　反町光太朗

P066-4 国際医療救援の経験は，国内の救急医療と災害医療の現場に生きる！～バングラデシュ南部
避難民支援活動の経験より

日本赤十字社和歌山医療センター　外科部　　益田　　充
P066-5 JMAT活動の更なる進化に向けた取り組み

医療法人本多友愛会　理事長　　本多　正久
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16：30～ 17：00

ポスター 67

災害医療　2
座長　　東京都立広尾病院　減災対策支援室　　中島　　康

熊本赤十字病院　救急科　　大高　俊一

P067-1 救急医の専門性を活かし，企業と共同開発した職員招集システム
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　　成田麻衣子

P067-2 災害診療記録2018年改訂について
宮崎善仁会病院　救急総合診療部　　牧原　真治

P067-3 全日本病院協会AMATが災害医療体制に貢献できること
直和会　平成立石病院　地域救急医療センター　　大桃　丈知

17：00～ 18：00

ポスター 68

航空医療
座長　　久留米大学病院　高度救命救急センター　　山下　典雄

さいたま赤十字病院　　金　　泰秀

P068-1 防災救急ヘリでのホイスト救助により早期治療介入が実現した急性期脳梗塞の一例
宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター　　宮崎　香織

P068-2 ドクターヘリによる富山県内の救急医療連携の意識の変化
富山県立中央病院　救命救急センター　　大鋸　立邦

P068-3 沖永良部島（鹿児島県）における，奄美ドクターヘリ運航開始前後の変化と傾向
にのさかクリニック　　二ノ坂建史

P068-4 ドクターヘリで現場出動した耕運機外傷の特徴
川崎医科大学　救急医学　　高橋　治郎

P068-5 エアレスキューされた登山外傷症例の検討
山梨県立中央病院　救命救急センター　　笹本　将継

P068-6 過去5年間に当院へヘリコプターで搬入された山岳救助事案383例の検討
社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　救命救急センター　　菅沼　和樹

P068-7 国際宇宙探査における救急医療体制の検討
兵庫県災害医療センター　救急部　　横田　航志

16：30～ 17：20

ポスター 69

災害医療　3
座長　　福島県立医科大学　ふたば救急総合医療支援センター　　島田　二郎

大分大学　救命救急センター　　松成　　修

P069-1 "Mass gathering medicine"沖縄県尚巴志マラソンにおける救護体制について
宮里病院　内科　　井上　比奈

P069-2 風向が桜島大噴火時の事前病院避難想定に与える影響
鹿児島市立病院　救命救急センター　　吉原　秀明

P069-3 都市型火山災害を想定した病院災害訓練
鹿児島市立病院　救命救急センター　　高間　辰雄

P069-4 地方空港における救急医療体制の今後に向けた検討
川崎医科大学　救急医学　　井上　貴博
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P069-5 原子力災害拠点病院のBCP策定に向けて
九州大学　医学研究院　災害救急医学分野　　永田　高志

P069-6 原子力災害拠点病院の立ち上げと広域システムの開発
京都医療センター　　寺嶋真理子

17：20～ 18：10

ポスター 70

災害医療　4
座長　　　　　　　　　　　　荒尾市民病院　救急科　　松園　幸雅

鹿児島市立病院　救命救急センター　救急科　　梅田　幸希

P070-1 中国地区DMAT連絡協議会実働訓練を開催して
岡山済生会総合病院　救急科　　野崎　　哲

P070-2 京都大学病院における地震計導入の試み
京都大学　初期診療救急医学講座　　趙　　晃済

P070-3 災害時の通信手段としての院内PHSの再検討～災害対策の観点から見た「自営通信手段」
の確保の重要性

日本赤十字社医療センター　救命救急センター　　鷺坂　彰吾
P070-4 クラウドサービスを使用した災害医療情報システムの構築

JA愛知厚生連　江南厚生病院　放射線技術科　　江藤　貴樹
P070-5 Real Time Kinematics （RTK） GPSとDeep Learningを用いた救急医療用ドローンによる配送シ

ステム
浜松医科大学医学部附属病院　救急災害医学講座　　林　　良郎

P070-6 九州地区の医療機関における災害時輸血医療に関する態勢の現況と問題点：九州各県合同輸
血療法委員会関係者会による調査報告

長崎大学病院　細胞療法部　　長井　一浩

16：30～ 17：40

ポスター 71

病院前医療・MC　3
座長　　日本体育大学　救急医療学科　　小川　理郎

P071-1 口頭指導実技トレーニングを含むBLS講習会の実施と効果の検討
国士舘大学　防災・救急救助総合研究所　　月ヶ瀬恭子

P071-2 状況に応じた胸骨圧迫ができているか？―レサシアンシミュレータ PLUSを用いた救急救命
士による胸骨圧迫の評価

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　　爲廣　一仁
P071-3 救急救命士の処置技能維持に対する当院での試み

南奈良総合医療センター  　　植山　　徹
P071-4 福岡県における救急救命士による処置拡大の検証―低血糖発作に対する血糖測定とブドウ糖

投与　
飯塚病院　　鮎川　勝彦

P071-5 地方都市消防における救急業務に携わる職員の意識調査～指導救命士の介入領域の検討
日本体育大学　保健医療学部　救急医療学科　　原田　　諭

P071-6 小児患者の病院前救護に関する救急隊員の認識と望まれる研修内容－救急隊員へのアンケー
ト調査を通して

兵庫県立淡路医療センター　小児科　　福原　信一
P071-7 新たに導入された救急隊派遣型病院実習の効果

京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　　的場　裕恵
P071-8 当院における救急ワークステーションの試み

市立秋田総合病院　救急科　　長谷川　傑
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17：40～ 18：30

ポスター 72

災害医療　5
座長　　帝京大学　医療技術学部　救急救命士コース　　橘田　要一

島根大学　医学部　acute	care		surgery講座　　藏本　俊輔

P072-1 市民メディカルラリーの有用性
南奈良総合医療センター　　　守川　義信

P072-2 地域におけるC-CAT セミナーの試み 
公益財団法人　日本中毒情報センター　　奥村　　徹

P072-3 東京都区東部医療圏における災害体制の構築（墨田区）
直和会　平成立石病院　地域救急医療センター　　大桃　丈知

P072-4 東京都江東区における災害医療体制の現状と今後の課題
社会医療法人社団順江会　江東病院　救急室　　三浦　邦久

P072-5 地域12病院 -三師会 -保健所による合同災害訓練を通じたマニュアル策定・共有と，地域継
続計画（DCP）構築の試み

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　救急科　　島　　　完
P072-6 災害拠点病院に指定された東京都精神科基幹病院の現状と課題

東京都立松沢病院　一般科　　樫山　鉄矢

16：30～ 17：20

ポスター 73

脳死・終末期医療
座長　　兵庫県立西宮病院　救命救急センター　　鴻野　公伸

高知赤十字病院　救命救急センター　　山本祐太郎

P073-1 二次救急病院のEnd-of-Life Care～本学会の向かう先は？
市立ひらかた病院　救急科　　小林　正直

P073-2 末期心不全（NYHA3，NYHA4）症例に対し在宅医療を行った診療経験について
むらい内科　循環器内科　　村井　基修

P073-3 苛性ソーダ服薬自殺企図患者の終末期緩和医療の経験
大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター　麻酔科　　鉢嶺　将明

P073-4 EICUにおけるEnd-of-Life Careに対する一考～ EICUから自宅退院後8時間で看取った経験
を通して

JA長野厚生連　佐久医療センター　　児玉　貴之
P073-5 ICUを擁する救命救急センターにおける終末期医療

愛知医科大学病院　救命救急科　　富野　敦稔
P073-6 「在宅看取り」をキーワードにEnd of Life Careを地域全体で考える取り組み

横須賀市立うわまち病院　救命救急センター　　本多　英喜

17：20～ 18：30

ポスター 74

救急医療全般
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

自治医科大学附属さいたま医療センター　救急科集中治療部　　増山　智之

P074-1 学生・研修医部会設置運用特別委員会の活動成果
日本救急医学会学生・研修医部会設置運用特別委員会　　西川　佳友
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P074-2 地方会としての東北救急医学会の現状と課題
山形県立中央病院　救命救急センター　　森野　一真

P074-3 救命後に回復期リハビリテーションが提供できた症例の検討
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

P074-4 救急病院が在宅医療に取り組むことにより得られる医療経済的効果
医療法人社団　永生会　南多摩病院　　　加藤　　宏

P074-5 救急科男性後期研修医の育児休暇取得～パパ・ママ育休プラス制度の利用
川崎医科大学　救急医学　　稲吉　祐樹

P074-6 聴覚障害者の救急車利用についての意識調査
日本体育大学　保健医療学部　救急医療学科　　河原　義昌

P074-7 救急搬送された在留外国人の医療保険と医療費の実態と比較
東京女子医科大学東医療センター　救命救急センター　　赤星　昂己

P074-8 大学間での医療交流を発展させ，学会・国家規模の国際交流へ
大阪市立大学大学院　医学研究科　救急医学　　西村　哲郎

16：30～ 17：40

ポスター 75

精神科救急
座長　　公立昭和病院　救命救急センター　　小島　直樹

杏林大学　医学部　救急医学　　荻野　聡之

P075-1 過換気発作後に呼吸停止を来した一例
セコメディック病院　　宇藤　　薫

P075-2 初期治療により良好な経過を得た重度低Na血症を伴う悪性症候群の一例
兵庫県立西宮病院　救命救急センター　　池田　光憲

P075-3 肺炎を合併し，経過中に緊張病性昏迷を呈し，集中治療を要した統合失調症の1例
帝京大学　医学部　救急医学講座　　松村　謙一

P075-4 熱帯熱マラリア感染後に急性錯乱状態を呈した1例
九州大学大学院　医学研究院　精神病態医学　　田中　裕記

P075-5 当院における自殺企図で搬送された症例の検討
太田西ノ内病院　救命救急センター　　吉岡　義朗

P075-6 自損目的に薬物過量摂取した患者における服薬総量と希死念慮の関係の後方視的コホート研
究

兵庫県立尼崎総合医療センター　　恒光　健史
P075-7 自損行為により聖マリアンナ医科大学病院救命救急センターに救急搬送された146症例の後

ろ向き検討
聖マリアンナ医科大学　救急医学　　清水　剛治

P075-8 当院救命センターに転院した精神疾患既往の急性腹症患者の解析
藤田保健衛生大学病院　救急総合内科　　長澤　恭平

17：40～ 18：30

研修医セッション　ポスター 1

プレホスピタル・ER
座長　　済生会横浜市南部病院　救急診療科　　豊田　　洋

RP01-1 愛媛県松山圏域二次救急輪番病院に救急科を開設して2年が経過しての問題点
一般財団法人永頼会　松山市民病院　臨床研修科　　松本　雅史

RP01-2 ドクターカー出動で救命できた心肺停止後のA型解離の一例
公立陶生病院　救命救急センター　　安田　和史

RP01-3 手術室へ直入し救命し得た高エネルギー外傷の一例
徳島県立中央病院　医学教育センター　　秋本　雄祐
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RP01-4 当院に搬送されたアンダートリアージ症例
一般財団法人永頼会　松山市民病院　臨床研修科　　中村　聡志

RP01-5 家庭で突然発生した心停止の通報までにかかった時間の検討～ Bystander Delay
東京歯科大学　市川総合病院　　正源　勇朔

RP01-6 ERにおける呼吸数測定の重要性～当院ERにおける呼吸数測定率を通して
京都市立病院　研修医　　宮元　創士

16：30～ 17：30

研修医セッション　ポスター 2

頭頸部外傷
座長　　東京都立小児総合医療センター　救命救急科　　萩原　佑亮

RP02-1 頭部外傷後に救急搬送され，後日びまん性軸索損傷と小腸癌が判明した一例
松山市民病院　臨床研修科（現　愛媛大学医学部附属病院　総合臨床研修センター）　　岡本　　唯

RP02-2 眼窩上壁骨折の1例
大阪赤十字病院　初期研修医　　藤川　詩織

RP02-3 下顎骨骨折に外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻を合併した1例
宮崎大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　　福嶋　研人

RP02-4 声帯筋内血腫を伴った頸部鈍的外傷の1例
国立病院機構　災害医療センター　初期臨床研修医　　箕輪　和陽

RP02-5 硬球による頚部打撲により緊急気管挿管となった1例
宮崎大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　　柿沼　裕樹

RP02-6 縊頸により両側反回神経麻痺を来した1例
九州大学病院　救命救急センター　　雪本　薫平

RP02-7 経過観察中に症状が明らかとなり診断に至った中心性頸髄損傷の1例
春日井市民病院　研修管理室　　篠田　和宏

17：30～ 18：20

研修医セッション　ポスター 3

胸部外傷
座長　　北里大学　医学部　救命救急医学　　片岡　祐一

RP03-1 肋骨固定が早期退院に有用であると考えられたフレイルチェストの1例
三豊総合病院　卒後臨床研修センター　　川田　知佳

RP03-2 外傷性肋骨骨折に対し超音波ガイド下Retrolaminar blockにて疼痛管理を行った1症例
雪の聖母会　聖マリア病院　麻酔科　　橋本　卓磨

RP03-3 軽微な鈍的外傷から肋間動脈及び横隔膜損傷による大量出血を来した1例
大阪医科大学附属病院　医療総合研修センター　　中村恵理子

RP03-4 鈍的胸部外傷により外傷性三尖弁閉鎖不全症と右冠動脈解離を発症した一例
手稲渓仁会病院　研修医　　伊東しほり

RP03-5 餡練機に衣類が巻き込まれ外傷性窒息と神経障害をきたした1例
順天堂大学医学部附属順天堂医院　　波多江文俊

RP03-6 2次救急における軽度高所からの転落症例の検討
国際医療福祉大学病院　救急医療部　　秋田　貴之
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16：30～ 17：20

研修医セッション　ポスター 4

腹部外傷
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

RP04-1 診断に苦慮した肝，胃損傷を伴う外傷性脾損傷の1例
呉共済病院　初期研修医　　籔本　直也

RP04-2 腹部刺創に対し診断的腹腔鏡検査を施行し開腹術を回避できた一例
医療法人倚山会　田岡病院　救急科　　青木　秀憲

RP04-3 穿通性膀胱損傷をきたした膀胱異物の一例
宮崎県立宮崎病院　臨床研修医　　鈴木真由佳

RP04-4 無痛性の鼠径部膨隆で発見された外傷性鼠径部血腫の1例
兵庫県立柏原病院　　渡邊　　賢

RP04-5 複数診療科の連携により救命した開放骨盤骨折の一例
昭和大学病院　救命救急センター　　千葉　誠也

RP04-6 下部消化管内視鏡中に腹部コンパートメント症候群による心肺停止をきたした一例
大隅鹿屋病院　臨床研修センター　　横山　久美

17：20～ 18：10

研修医セッション　ポスター 5

心肺停止
座長　　聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　救命救急センター　　吉田　　徹

RP05-1 諦めかけた急性大動脈解離によるCPAの劇的救命症例
徳島赤十字病院　初期研修医　　谷村奈津美

RP05-2 重症筋無力症による呼吸筋低下が原因でCPAに至った一例
関西医科大学　救急医学講座　　露無　景子

RP05-3 急性心筋梗塞による心破裂で心停止するも救急外来にて胸骨正中切開を施行し救命した1例
市立函館病院　救命救急センター　　鎌田千奈美

RP05-4 院外心停止例への速やかな体外式膜型人工肺装置導入により良好な神経予後を得ることが出
来た一例

九州大学病院　救命救急センター　　山本　　賢
RP05-5 胸骨圧迫により合併した内胸動脈損傷に対して動脈塞栓術を施行した2例

会津中央病院　救命救急センター　　大塚　礼央
RP05-6 救急隊接触時心肺停止であったがROSCを得られた多発外傷の考察

公立陶生病院　救命救急センター　　稲熊　　凱

16：30～ 17：30

研修医セッション　ポスター 6

脳血管障害
座長　　福岡大学　救命救急センター　　松本　德彦

RP06-1 DKAの治療経過中に多発皮質下出血を発症した一例
順天堂大学医学部附属浦安病院　臨床研修センター　　壁村　大至

RP06-2 ERでくも膜下出血を伴う脳梗塞と診断された中大脳動脈解離の1症例
横浜労災病院　救急科　　友藤　嘉彦

RP06-3 小腸間膜の感染性動脈瘤を併発した脳塞栓症の1例
市立四日市病院　臨床研修部　　近藤　怜苑
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RP06-4 血栓回収術後に核上性動眼神経麻痺を呈した脳底動脈先端部塞栓症の1例
大阪府三島救命救急センター　　中崎　華子

RP06-5 両側上下肢の脱力にて発症した脳梗塞の一例
地域医療機能推進機構　九州病院　総合診療部　　木幡　　亮

RP06-6 脳血流SPECTが意識障害の原因精査に有用であった左前脈絡叢動脈脳梗塞の一例
京都大学医学部附属病院　臨床総合研修センター　　王　　徳雄

RP06-7 意識障害にて搬送され両側視床傍正中部梗塞症候群と診断された一例
JA広島総合病院　教育研修科　　入江　耕平

17：30～ 18：20

研修医セッション　ポスター 7

中枢神経系
座長　　国際医療福祉大学　医学部　救急医学・熱海病院　救急部　　安心院康彦

RP07-1 暑熱環境下で生じた意識障害で熱中症との鑑別に苦渋した一例
静岡済生会総合病院　　岩本　創哉

RP07-2 両側下顎骨骨折と上腕骨骨折を合併した痙攣重積発作の1例
東京大学医学部附属病院　救急科（救命救急センター・ER，集中治療部）　　宮國　翔太

RP07-3 高齢者の意識障害の鑑別に側頭葉てんかんが重要であると実感した一例
済生会中津病院　救急科　　小林　孝生

RP07-4 受診時の痙攣発作を契機に診断し得た発作性心室頻拍の一例
北播磨総合医療センター　救急科　　高田　　謙

RP07-5 後発した低体温症と低血糖による意識障害で，診断に難渋した橋出血の1例
春日井市民病院　研修管理室　　重松　拓朗

RP07-6 たこつぼ型心筋症が疑われ改善直後に脳梗塞を発症した2症例の検討
東京大学医学部附属病院　救急科　（救命救急センター・ER，集中治療部）　　遠藤　友理

16：30～ 17：20

研修医セッション　ポスター 8

神経系
座長　　東京大学　救急科・救命救急センター・ER　　比留間孝弘

RP08-1 急性腰痛・両下肢運動麻痺の主訴で脊髄梗塞の診断に難渋した一例
加古川中央市民病院　初期研修医　　桂　　大希

RP08-2 非典型的な脊髄梗塞の一例
大阪医科大学　医療総合研修センター　　岡　　成裕

RP08-3 両下肢の完全麻痺で発症した急性大動脈閉塞症の一例
高山赤十字病院　救命救急センター　　上野　美佳

RP08-4 外傷契機の低髄圧症候群に慢性硬膜下血腫を合併した一例
市立四日市病院　救命救急センター　　寺尾　和一

RP08-5 動眼神経麻痺を主症状とした蝶形骨洞悪性リンパ腫の一例
杏林大学医学部付属病院　総合研修センター　　野田　祐司

RP08-6 遷延する意識障害の原因診断に難渋したMEN1型の1症例
国立病院機構　九州医療センター　臨床教育部　　忽那　史也
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研修医セッション　ポスター 9

循環器
座長　　京都医療センター　救命救急センター　　西山　　慶

RP09-1 後頸部痛で発症した急性冠症候群を見逃し心室中隔穿孔をきたした1例
名寄市立総合病院　研修医　　和知修太朗

RP09-2 初診時に急性胆囊炎を疑ったが，急性心筋梗塞であった1例　
国家公務員共済組合連合会　呉共済病院　総合診療科　　田中　裕輔

RP09-3 胸部打撲を契機に発見した急性心筋梗塞の一例
東住吉森本病院　救急・総合診療センター　　森　　　逸

RP09-4 心肺停止で来院した無症候性Brugada症候群の一例
公益社団法人昭和会　今給黎総合病院　救急科　　山下　眞弘

RP09-5 右片麻痺を生じた急性大動脈解離の1症例
飯塚病院　　金城　国俊

RP09-6 窒息が主訴であった急性大動脈解離の一例
大阪警察病院　臨床研修医指導センター　　三好由美香

16：30～ 17：20

研修医セッション　ポスター 10

消化器
座長　　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

RP10-1 心窩部痛の鑑別を考え直す契機となった孤立性上腸間膜動脈解離の1例
伊勢赤十字病院　　鬼藤　優介

RP10-2 孤立性総肝動脈解離の一例
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　　原田　　匠

RP10-3 門脈・上腸間膜静脈血栓症による急性広範腸壊死から救命し得た一例
日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　高橋　亜季

RP10-4 ERに上腹部痛と背部痛で受診した腹部多発血栓塞栓症の1例
東京都立墨東病院　救急診療科　高度救命救急センター　　澤田　良平

RP10-5 腸腰筋膿瘍との鑑別を要した感染性動脈瘤の一例
京都第二赤十字病院　救命救急センター　　中野さゆり

RP10-6 αグルコシダーゼ阻害薬 （αGI） 内服中に門脈ガス血症を呈し，腹部所見を認めなかったが
最終的に腸管切除を要した一例

市立四日市病院　救命救急センター　　澤田　裕美

17：20～ 18：20

研修医セッション　ポスター 11

代謝・内分泌
座長　　帝京大学　医学部　救急医学講座　　立澤　直子

RP11-1 手術・感染・内服中止により誘発された甲状腺クリーゼの一症例
飯塚病院　　坂戸　真也

RP11-2 心・肝不全を合併した甲状腺クリーゼに対して血漿交換を行った一例
奈良県総合医療センター　救急科　　藤井　一喜

RP11-3 低体温，循環不全で救急搬送された甲状腺機能低下症の1例
新久喜総合病院　　井戸田　健
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RP11-4 巨大甲状腺腫瘍を誘因とした陰圧性肺水腫が疑われた2症例
会津中央病院　救急科　　原口　祥子

RP11-5 初診時心筋炎と診断した褐色細胞腫の一例
東住吉森本病院　救急・総合診療センター　　村川　慧祐

RP11-6 抗精神病薬開始後に糖尿病性ケトアシドーシス発症し重症急性膵炎を合併した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　　濱崎樹里亜

RP11-7 繰り返す意識障害で救急搬送され，猪瀬型肝性脳症と診断した1例
杏林大学医学部附属病院　救急総合診療科　　山本　祐資

16：30～ 17：20

研修医セッション　ポスター 12

感染症―中枢神経
座長　　トヨタ記念病院　救急科　　西川　佳友

RP12-1 細菌性髄膜炎の急速な進行により死に至った侵襲性Klebsiella感染症の1例
大阪市立大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　　森田　　諒

RP12-2 耳管通気法から気脳症を来たし髄膜炎となった一例
小田原市立病院　　青木　花奈

RP12-3 Nocardia arthritidisによる脳膿瘍の一例
JA広島総合病院　臨床研修科　　山本　高嗣

RP12-4 熱源精査を進めていく中で硬膜下膿瘍の診断に難渋した一例
大阪赤十字病院　　桂　　隆介

RP12-5 crowned dens症候群に頚椎周囲膿瘍を合併した1例
国立病院機構　熊本医療センター　救命救急・集中治療部　　大野　健翔

RP12-6 鍼治療を契機とした両腸腰筋膿瘍から化膿性脊椎炎へ進展した一例
大阪警察病院　臨床研修医指導センター　　四宮　　遼

17：20～ 18：10

研修医セッション　ポスター 13

感染症―頸部・縦隔・胸部
座長　　公立昭和病院　救命救急センター　　佐々木庸郎

RP13-1 咽頭血管腫を背景にOral Sex後に発症したLemierre症候群の1例
湘南藤沢徳洲会病院　救急総合診療部　　谷口　敦基

RP13-2 ERに来院した原因不明の縦隔炎の1例
公立陶生病院　救命救急センター　　黒田　実沙

RP13-3 緊急輪状甲状靱帯切開を施行した気管支結核の1例
宝塚市立病院　診療部　　亀井　基宏

RP13-4 敗血症性ショックの経過中に多彩な症状をきたし結核の診断に難渋した一例
杏林大学病院　臨床研修センター　　尾坂　　真

RP13-5 当院で経験したレジオネラ肺炎4症例の検討
青森県立中央病院　救命救急センター　　木村　凌矢

RP13-6 破傷風3期に対し芍薬甘草湯を併用することで人工呼吸器管理を回避できた一例
福島県立医科大学附属病院　高度救命救急センター　　柳沼　真維
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16：30～ 17：20

研修医セッション　ポスター 14

感染症―腹部・尿路
座長　　慶應義塾大学　医学部　救急医学　　本間康一郎

RP14-1 経皮経肝ドレナージを実施せず，内視鏡的経鼻胆道ドレナージのみで改善を得た肝損傷後
Bilomaの1例

聖隷浜松病院　救急科　　伊藤　　静
RP14-2 特徴的な画像所見にて診断された，気腫性胆嚢炎の一例

沼津市立病院　初期研修医　　具志堅　翔
RP14-3 直腸穿孔の後腹膜穿通により大腿筋層内ガス像を認めた一例

JA広島総合病院教育研修科　　濱永　有華
RP14-4 サルモネラ腸炎から下肢虚血を呈した1例

トヨタ記念病院　統合診療科　　間瀬　宏美
RP14-5 基礎疾患のない患者に発症した気腫性腎盂腎炎の1例

京都第二赤十字病院　救命救急センター　　西本　草太
RP14-6 二次救急外来へ搬入された気腫性膀胱炎による敗血症性ショックの一例

昭和大学病院　救命救急センター　　青木　崇吾

17：20～ 18：10

研修医セッション　ポスター 15

重症感染症
座長　　NTT東日本関東病院　救急科　　山本　武史

RP15-1 インフルエンザが契機となったと考えられたCPA（Cardiopulmonary arrest）に至った3例
半田市立半田病院　救命救急センター　　吉田　　峻

RP15-2 重症化が示唆されたデング熱の1例
トヨタ記念病院　　丸子誉士宏

RP15-3 健常人に発症した侵襲性肺炎球菌敗血症とそれに伴う電撃性紫斑病の1例
福井大学医学部附属病院　初期研修医　上加世田佳代

RP15-4 多臓器感染症をきたしたKlebsiella pneumoniae感染症の1例
徳島赤十字病院　救急部　　坂東　美咲

RP15-5 敗血症・DICで発症したCapnocytophaga canimorsus感染症の一例
大阪警察病院　臨床研修医指導センター　　松本紗矢香

RP15-6 敗血症性ショック・腹部コンパートメント症候群を合併した巨大卵巣腫瘍の1症例
飯塚病院　集中治療部　　藤本得宮子

16：30～ 17：30

研修医セッション　ポスター 16

出血性疾患　1
座長　　一般財団法人永頼会　松山市民病院　救急科　　小田原一哉

RP16-1 動脈塞栓術を施行した胸部打撲後の遅発性背部巨大血腫
石川県立中央病院　　大政　皓聖

RP16-2 腹横筋への長時間の機械的な振動により生じた筋肉内血腫に膿瘍を形成した一例
順天堂大学医学部附属順天堂医院　臨床研修センター　　古屋　匡史

RP16-3 抗凝固薬内服中の腰椎圧迫骨折に合併した遅発性後腹膜血腫による出血性ショック
湘南鎌倉総合病院　　小山　瑛司
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RP16-4 迅速な病病連携，院内連携により救命できた腎血管筋脂肪腫破裂・出血性ショックの1例
加古川中央市民病院　初期研修医　　大西　宏和

RP16-5 肉眼的血尿を主訴に来院した腎動脈瘤腎盂内穿破の1例
筑波大学附属病院　救急・集中治療部　　佐々木憲人

RP16-6 造影CTで判明した片側副腎腫瘍出血の1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　研修部　　坂井　裕樹

RP16-7 当院における産科救急症例の検討
日本医科大学付属病院　臨床初期研修医　　平野　瞳子

17：30～ 18：30

研修医セッション　ポスター 17

出血性疾患　2
座長　　東京都立多摩総合医療センター　救命救急センター　　小山　知秀

RP17-1 特発性肋間動脈出血の1例
青森県立中央病院　救命救急センター　　佐々木貴夫

RP17-2 低体温症を伴った子宮筋腫（漿膜下筋腫）表在血管の破綻による出血性ショックの1例
杏林大学医学部付属病院　救急総合診療科　　柳下　康博

RP17-3 神経線維腫症1型における動脈瘤形成及び破裂した症例の検討
福井大学医学部附属病院　初期研修医　　西川　　緑

RP17-4 中心静脈カテーテル挿入時に発見された左上大静脈遺残の1例
徳山中央病院　初期臨床研修医　　兼行　恵太

RP17-5 前上膵十二指腸動脈瘤破裂の2例
旭川医科大学病院　救急科　　松田　正大

RP17-6 出血性ショックで発症し救命しえた巨大肝被膜下血腫の1例
北播磨総合医療センター　　佐伯　崇史

RP17-7 アルコール性ケトアシドーシスに多発筋肉内血腫を合併した，肝硬変患者の1例
飯塚病院　集中治療部　　野田　敦子

16：30～ 17：30

研修医セッション　ポスター 18

中毒　1
座長　　東京大学大学院　医学系研究科　医療倫理学　　今長谷尚史

RP18-1 軽度腎機能障害による血中リチウム濃度上昇で生じた高度徐脈
東京医科大学八王子医療センター　救命救急センター　　菊地　孝行

RP18-2 グロリオサの球根誤食による急性コルヒチン中毒が疑われた1治験例
東名厚木病院　　根田　知明

RP18-3 透析患者へのジスチグミン臭化物投与によるコリン作動性クリーゼの1例
静岡済生会総合病院　救命救急センター　　阿部　　遼

RP18-4 急性薬物中毒による来院時心肺停止後，神経学的予後良好であった一例
東京女子医科大学東医療センター　救命救急センター　　江畑　希子

RP18-5 痙攣重積を認めた高齢者のテオフィリン中毒の1症例
飯塚病院　集中治療部　　佐々木一駿

RP18-6 テオフィリン中毒の一例
トヨタ記念病院　統合診療科　　吉田　英司

RP18-7 前が向けないことを主訴に受診した高齢者の1例
東京都健康長寿医療センター　救急診療部　　北郷　　萌
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17：30～ 18：30

研修医セッション　ポスター 19

中毒　2
座長　　救急救命東京研修所　　宮内　　洋

RP19-1 誤飲によるメトヘモグロビン血症の一救命例
諏訪赤十字病院　臨床研修センター　　大石　祐希

RP19-2 エチレングリコール中毒の1例
名寄市立総合病院　　津村　諄一

RP19-3 アルカリ製剤の誤飲による腐食性食道炎を保存的に治療した症例
国立病院機構　京都医療センター　救命救急科　　外村　俊祐

RP19-4 原因不明の意識障害，低K血症からトルエン中毒が診断された一例
北里大学　医学部　救命救急医学　　箕浦　宏之

RP19-5 灯油中毒と誤認された農薬中毒の一例
大分県立病院　救命救急センター　　守田　和正

RP19-6 遅発性呼吸不全を呈した有機リン中毒の一例
福島県立医科大学附属病院　高度救命救急センター　　長島　智春

RP19-7 アンモニアガス曝露による気管狭窄・肺胞障害を認めた症例
岡山大学病院　卒後臨床研修センター　　沢田　孝平

16：30～ 17：20

研修医セッション　ポスター 20

中毒　3
座長　　山形県立中央病院　救命救急センター　救急科　　武田健一郎

RP20-1 急激な循環変動とたこつぼ型心筋症を生じたフグ中毒の1例
唐津赤十字病院　救急科　　木村　萌絵

RP20-2 遷延する中毒症状と血中濃度を検討したカフェイン中毒の一例
愛媛大学医学部附属病院　救急科　　二宮　鴻介

RP20-3 急性腎性腎不全を来した急性カフェイン中毒の一例
新潟市民病院　救急科　　小出　奈央

RP20-4 防水スプレー使用に伴う薬剤性肺障害の一例
名古屋掖済会病院　臨床研修センター　　中村　元気

RP20-5 一般的な二次救急診療で二次災害を経験した一例
日野市立病院　初期臨床研修医　　村上宗一郎

RP20-6 Mass Bee Attackの一例と文献レビュー
宮崎大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　　鍋倉　弘樹

17：20～ 18：10

研修医セッション　ポスター 21

集中治療
座長　　聖路加国際病院　救急部　　一二三　亨

RP21-1 当科における経皮的気管切開と外科的気管切開の合併症の比較について
宮崎大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　　工藤　陽平

RP21-2 腰痛を主訴に受診し，肺血栓塞栓症および腎梗塞を認めた一例
東京大学　医学部　救急科学教室　　数井真理子

RP21-3 敗血症に伴う二次性の血球貪食症候群（HPS）が疑われた一例
京都大学医学部附属病院　　幡　　輝世
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RP21-4 救命した重症酸血症の2例
徳島赤十字病院　救急科　　高原　千咲

RP21-5 メトホルミン乳酸アシドーシスの一例
新久喜総合病院　　清水　崇弘

RP21-6 車中泊にて下肢凍傷となり両下肢指趾壊疽に陥った1症例
公立陶生病院　救命救急センター　　岩田　憲吾

16：30～ 17：30

研修医セッション　ポスター 22

診断困難例・その他
座長　　順天堂大学　救急・災害医学/循環器内科　　山田　京志

RP22-1 ビタミンB1欠乏症による衝心脚気の循環管理に経肺熱希釈法を用いた1例
宮崎県立宮崎病院　救命救急科　　黒木　琢也

RP22-2 診断に難渋した全身痛の一例
国立病院機構　熊本医療センター　救命救急・集中治療部　　深水　浩之

RP22-3 胸部レントゲンで肺炎と診断されていた stage 4若年性肺癌の1例
北播磨総合医療センター　　川村　浩平

RP22-4 麻酔薬の不適切投与により陰圧性肺水腫を来たした一例
国立病院機構　名古屋医療センター　救命救急センター　　多湖真帆里

RP22-5 呼吸困難感を主訴に来院した重症筋無力症（MG）クリーゼの一例
名古屋掖済会病院　臨床研修センター　　森田　皓貴

RP22-6 イノシシ肉摂取後のアナフィラキシーショックにより頸髄損傷をきたした1例
長崎大学病院　高度救命救急センター　　和田千香子

RP22-7 救急搬送されたCrowned Dense Syndromeの2症例
群馬大学大学院　医学系研究科　救急医学　　沼崎あゆみ

17：30～ 18：20

学生セッション　ポスター 1

内因性疾患
座長　　安曇野赤十字病院　救急科　　亀田　　徹

RP23-1 初診時に過換気症候群を併発し診断に難渋した前脊髄動脈症候群の一例
浜松医科大学　医学部　医学科　　河西　　怜

RP23-2 統合失調症との鑑別を要した抗NMDA受容体抗体脳炎の一例
岡山大学　医学部　医学科　　曽田　祐民

RP23-3 異なる転機を辿った抗NMDA抗体受容体脳炎が疑われた2例の比較
東京医科歯科大学医学部附属病院　救命救急センター　　川良　健二

RP23-4 職業が発症に関連した可能性を示唆した結核性胸膜炎の1例
埼玉医科大学　医学部　医学科　　豊口　　将

RP23-5 劇的な経過をたどった脾臓低形成に伴う劇症型肺炎球菌感染症の一例
自治医科大学附属病院　救命救急センター　　滝川　陽希

RP23-6 子宮筋腫による腹腔内大量出血に対し，REBOA併用で救命し得た1例
杏林大学　医学部　医学科　　清水　亮祐
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16：30～ 17：10

学生セッション　ポスター 2

外傷・熱傷・中毒など
座長　　大阪府立中河内救命救急センター　　山村　　仁

RP24-1 外傷性腹壁ヘルニアの1例
島根大学医学部附属病院　高度外傷センター　　綿引　萌花

RP24-2 シートベルト損傷による外傷性腹壁ヘルニアの1例
島根大学　医学部　6年生　　兼松　里衣

RP24-3 救命救急センターに搬送された電撃傷の二例
順天堂大学　医学部　医学科　　神後　宏一

RP24-4 多角的な呼吸管理戦略で救命した重症気道熱傷の1例
杏林大学　医学部　医学科　　小塙　智志

RP24-5 トラベルミン過量内服によりQT延長をきたした1例
長崎大学病院　高度救命救急センター　　出光　玲菜

17：10～ 18：00

学生セッション　ポスター 3

教育・訓練・研究
座長　　帝京大学　医学部　救急医学　　池田　弘人

RP25-1 医学部1年生に対する心肺蘇生に関する調査
福島県立医科大学　医学部　2年　　年名　　悠

RP25-2 レサシアンwith QCPRと CPRアシストを用いた胸骨圧迫の深さの検討
福島県立医科大学　医学部　5年　　江口　翔吾

RP25-3 絶食による腸管粘膜バリア変化の超微形態学的考察
岐阜大学大学院　医学系研究科　救急・災害医学分野　　若山　佑豪

RP25-4 糖尿病と血管内皮グリコカリックスの超微形態
岐阜大学大学院　医学系研究科　救急・災害医学分野　　福田　洋丞

RP25-5 血管内皮グリコカリックスの超微形態からみた心不全と臓器連関
岐阜大学大学院　医学系研究科　救急・災害医学分野　　稲川　莉紗

RP25-6 体液貯留が血管内皮グリコカリックスに与える影響の基礎的考察
岐阜大学大学院　医学系研究科　救急・災害医学分野　　川崎　雄輝


