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第3日目【11月21日（水）】

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～ 10：30

パネルディスカッション17

Acute Care Surgeryにおける救急医と外科医の役割
司会　　　　　　東京医科歯科大学大学院　救急災害医学　　大友　康裕

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

PD17-1 Acute Care Surgeonと外科医の連携が診療の質を向上させる～ ACSと専門外科の相補的診療
の有用性

島根大学　医学部　Acute Care Surgery 講座　　下条　芳秀
PD17-2 Acute Care Surgeryにおける救急医と外科医の役割―藤沢Acute care surgery 始動2年目

藤沢市民病院　救命救急センター　救急外科　　岡　　　智
PD17-3 外科のサブスペシャリティとしてのAcute Care Surgeryチームの構築

堺市立総合医療センター　救命救急センター　救急外科　　山田　元彦
PD17-4 当院のACSにおける救急医と外科医の役割～ Fusion＆“SAMURAI”　formation

国立病院機構　水戸医療センター　救命救急センター　　石上　耕司
PD17-5 general surgeonの修練こそがTop knifeへの本道である～地方救命センターでのAcute Care 

Surgeonの育成
伊勢赤十字病院　　田村　佳久

PD17-6 Acute Care Surgeonを救急科で養成するには今後何が必要か？―都市部市中病院での取り組
み

独立行政法人国立病院機構　災害医療センター　救命救急センター　　岡田　一郎
PD17-7 大学病院におけるacute care surgery

北里大学　医学部　救命救急医学　　片岡　祐一
PD17-8 わが国におけるAcute Care Surgeonの育成～日本Acute Care Surgery学会認定外科医

東京医科歯科大学大学院　救急災害医学分野　　大友　康裕

10：40～ 11：40

特別講演4

司会　　社会医療法人東明会　原田病院　　前川　和彦

SL4 続・野球の要，捕手からみた「ID野球」でイノベーション
元プロ野球選手・監督　　古田　敦也

13：20～ 15：20

シンポジウム7

ショック：基礎と臨床の最前線
司会　　順天堂大学大学院　医学研究科　救急災害医学　　田中　　裕

東京大学　救急科学　　土井　研人

SY07-1 出血性ショックにおける水素ガスの作用機序の検討
慶應義塾大学　医学部　救急医学　　多村　知剛
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SY07-2 心停止蘇生後症候群における新規治療ターゲットとしての一酸化窒素（NO）代謝調節機構
の解明

マサチューセッツ総合病院　麻酔集中治療科　ハーバード大学医学校　　林田　　敬
SY07-3 敗血症性ショックにおけるプログラム細胞死の役割とその制御

東千葉メディカルセンター　救急科・集中治療部　　渡邉　栄三
SY07-4 血液中NETs（Neutrophil Extracellular Traps）定量化システムを利用した熱傷および敗血症に

おけるショックメカニズムの解明
杏林大学　医学部　救急医学教室　　大田原正幸

SY07-5 CyTOF technologyによる外傷免疫学の新展開～病態の解明および免疫応答修飾因子CpG-
ODNの治療薬としての可能性

北海道大学大学院　医学研究院　救急医学分野　　和田　剛志
SY07-6 敗血症時の臓器還流障害を血管内皮傷害の超微形態から解明する

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
SY07-7 敗血症性ショックに対して経肺熱希釈法を用いた循環管理は有用か？

大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　梅村　　穣

15：30～ 17：30

シンポジウム8

重症外傷診療のエビデンス構築を目指して
司会　　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

帝京大学　医学部　救急医学講座　　藤田　　尚

SY08-1 全てのLoad & Go症例の集約搬送による全ての重症外傷患者の集約は可能か？
済生会横浜市東部病院　重症外傷センター　　清水　正幸

SY08-2 Hybrid ERのエビデンス構築を目指して
大阪急性期・総合医療センター　救急診療科　　木下　喬弘

SY08-3 Traumatic Bleeding Severity Score （TBSS） based Trauma Resuscitation Protocol
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　　小倉　崇以

SY08-4 重症外傷性頸髄損傷患者への早期手術介入は有効か～傾向スコア逆数重み付け法を用いた
解析

奈良県立医科大学附属病院　高度救命救急センター　　山本　幸治
SY08-5 頭部外傷関連多発外傷の治療成績と今後の課題～日本頭部外傷データバンク登録症例

からの検討
日本医科大学大学院　医学研究科　救急医学分野　　横堀　將司

SY08-6 本邦の外傷症例acute respiratory distress syndrome （ARDS）合併頻度と損傷部位別リスクの検
証

東京医科歯科大学医学部附属病院　救命救急センター　　吉川　俊輔

第2会場【パシフィコ横浜　会議センター　5階　503】

07：50～ 08：50

専門医共通講習3　医療倫理講習会
司会　　慶應義塾大学　医学部　救急医学　　佐々木淳一

BC03-1 法医からみた「救急医療におけるリスクマネジメント」
慶應義塾大学　医学部　法医学教室　　藤田　眞幸

BC03-2 弁護士からみた「救急医療におけるリスクマネジメント」
上拾石・中村法律事務所　　上拾石哲郎
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09：00～ 10：30

合同パネルディスカッション

世界目線の敗血症トピックス
司会　　　　　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

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

JPD1-1 世界の敗血症対策：WHO, GSAの動きと市民への啓発
日本救急医学会敗血症合同活動委員会，日本集中治療医学会Global Sepsis Alliance 委員会　　松嶋　麻子

JPD1-2 薬剤耐性菌への世界対策～でも実は大事なのは日本目線
日本救急医学会敗血症合同活動委員会・日本集中治療医学会GSA委員会　　志馬　伸朗

JPD1-3 敗血症の予防と早期認知
日本救急医学会敗血症合同活動委員会・日本集中治療医学会GSA委員会　　中田　孝明

JPD1-4 敗血症の教育プログラム
日本救急医学会敗血症合同活動委員会　　井上　貴昭

JPD1-5 敗血症の疫学：その変遷と現状
日本救急医学会敗血症合同活動委員会・日本集中治療医学会GSA委員会　　藤島清太郎

JPD1-6 敗血症患者におけるPICS対策
日本救急医学会敗血症合同活動委員会　　井上　茂亮

JPD1-7 小児医療領域の敗血症対策
日本救急医学会敗血症合同活動委員会・日本集中治療医学会GSA委員会　　中川　　聡

10：40～ 11：40

招待講演3
司会　　順天堂大学　救急科　　射場　敏明

IL3 New Insights in Pathogenesis and Management of Disseminated intravascular 
coagulation （DIC）

University College London, United Kingdom & University of Amsterdam, the Netherlands　　Marcel Levi　

12：00～ 13：00

ランチョンセミナー 23

治療抵抗性DICに潜むTMAの鑑別の重要性と治療について
座長　　順天堂大学　医学部　大学院医学研究科　救急・災害医学　　射場　敏明

LS23-1 TMAの病態生理～ DICとの鑑別を中心に～
奈良県立医科大学　総合医療学講座　　西尾　健治

LS23-2 凝固異常を来たした血栓性微小血管障害症（TMA）症例とその診断・治療戦略
東千葉メディカルセンター　救急科・集中治療部　　渡邉　栄三

共催：アレクシオンファーマ合同会社
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13：20～ 14：50

パネルディスカッション18

救急医療における疫学研究の取り組み
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

京都大学環境安全保健機構　健康科学センター　　川村　　孝

PD18-1 時間外選定療養費は軽症患者の受診抑制につながる可能性がある
東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　舩越　　拓

PD18-2 救急車有料化に関する疫学研究～救急搬送1件の実費用
水戸医療センター　救急科　　土谷　飛鳥

PD18-3 地域全体の救急搬送データを対象とした，救急車頻回受診のリスク因子解析
日立総合病院　救急集中治療科　　園生　智弘

PD18-4 救命救急センターおよび外傷センター開設と外傷患者の転帰に関する地域網羅的解析
春回会　井上病院　　　高橋　優二

PD18-5 敗血症の疫学研究：学会主導研究・委員会活動の重要性
日本救急医学会多施設共同試験特別委員会　　小倉　裕司

PD18-6 救急領域の研究倫理：クラスターランダム化比較試験の規制はどうあるべきか
獨協医科大学埼玉医療センター　救命救急センター・救急医療科　　畠山　稔弘

15：00～ 17：00

ワークショップ5

ICLS指導者養成ワークショップ ブラッシュアップセミナー
司会　　福島県立医科大学　医学部　救急医療学講座　　伊関　　憲

東京慈恵会医科大学　救急医学講座　　佐藤　浩之

WS05-1 「デブリーフィング」を中心とした ICLS指導者養成ワークショップの紹介
江南厚生病院　救急科　　増田　和彦

WS05-2 ICLS指導者のコンピテンシーとは？～当センターのコース運営と今後の課題
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

WS05-3 ICLSコース内でのARCSモデルの実践
飯塚病院　総合診療科　　小田　浩之

WS05-4 インストラクター自身の現場での教育実践向上を目指したワークショップ
全日本患者安全組織文化学習支援財団　　松本　尚浩

WS05-5 群馬県開催の ICLS指導者ワークショップ：各ブースは，ICLSコース指導にいかに寄与して
いるか？

群馬県 ICLSアソシエイツ　　宮崎　　大
WS05-6 ICLS指導者ワークショップは受講生の役に立っているのか？

手稲渓仁会病院　救命救急センター　　清水　隆文
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第3会場【パシフィコ横浜　会議センター　5階　501】

07：50～ 08：50

救急科領域講習8　災害医療
司会　　東京大学大学院　医学系研究科　救急医学　　森村　尚登

EC08 マスギャザリングにおける感染症対策
国立国際医療研究センター　　大曲　貴夫

09：00～ 10：30

パネルディスカッション19

救急医と新たなアカデミックキャリア
司会　　東京女子医科大学　救急医学　　矢口　有乃

京都大学　健康科学センター　　石見　　拓

PD19-1 救急医こそ疫学データを提供し地域貢献するべきである
京都府立医科大学　救急医療学教室　　松山　　匡

PD19-2 医師 /統計家（データサイエンティスト）の可能性
沖縄県立中部病院　救急科　　宜保光一郎

PD19-3 救急医と臨床研究フェローシップ～新たなアカデミックキャリアのかたち
京都大学大学院　医学研究科　社会健康医学系専攻　医療疫学分野　　松岡　由典

PD19-4 博士（公衆衛生学）課程への進学―地球規模課題の解決に貢献出来る救急医を目指して
筑波大学附属病院　救急・集中治療部　　鈴木　貴明

PD19-5 バイオデザイン：事業化に資する課題を明らかにし，ビジネスを通じた医療貢献とキャリア
デザインをするための方法

東北大学病院　高度救命救急センター　　中川　敦寛
PD19-6 教育技能はキャリアアップの大きなツール―シミュレーション /医学教育フェローシップ

（救急医学）
国際医療福祉大学　医学部　救急医学　　志賀　　隆

12：00～ 13：00

ランチョンセミナー 24

救急医が知っておくべき疾患，HAEとは？―早期に診断し，正しく治療するために―
座長　　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

LS24-1 皮膚科医の立場から
神戸大学大学院　医学研究科　皮膚科学　　福永　　淳

LS24-2 救急医の立場から
済生会熊本病院　救急総合診療センター　救命救急センター　　前原　潤一

共催：シャイアー・ジャパン株式会社
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13：20～ 14：00

アジア特別講演4
司会　　イムス富士見総合病院　　堀　　進悟

ASL4 How to improve global emergency medicine?
Department of Emergency, Wonju College of Medicine, Yonsei University, Wonju, South Korea　　Kang-Hyun Lee　

14：00～ 15：30

パネルディスカッション20

高齢者救急の現状と今後の方策
司会　　日本医科大学大学院　医学研究科　救急医学分野　　横田　裕行

産業医科大学　救急医学講座　　真弓　俊彦

PD20-1 地域包括ケアシステムにおける，高齢者救急の現状と問題点―在宅医療と救急医療
日本救急医学会高齢者救急特別委員会　　小豆畑丈夫

PD20-2 この国で歳を重ねることは幸せか？　高齢者救急医療の現状を再考する
日本救急医学会高齢者救急特別委員会　　石川　秀樹

PD20-3 救急搬送された後期高齢者におけるフレイルの影響
社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　救命救急センター　　山下　　寿

PD20-4 八王子市の高齢者救急医療支援体制について
八王子市医師会　　数井　　学

PD20-5 フレイルとACP―不要なCPRを避けるための臨床倫理
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

PD20-6 高齢者救急集中治療に対して「フレイル」が及ぼす影響についての前向き研究
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　救命救急・災害医療学講座　　稲葉　基高

PD20-7 高齢者救急対応の困難性と今後の対応
日本医科大学大学院　医学系研究科　救急医学分野，同付属病院高度救命救急センター　　横田　裕行

PD20-8 高齢者救急特別委員会のこれまでの活動と今後の方策
日本救急医学会高齢者救急特別委員会　　真弓　俊彦

15：30～ 17：00

パネルディスカッション21

地域包括ケアシステムにおける救急医の役割
司会　　　　　　　　　　　　東京都医師会　　猪口　正孝

福島県ふたば医療センター附属病院　　田勢長一郎

PD21-1 救急医が中心となって地域全体のベッドを活用することで，医療は地域内で完結する
札幌東徳洲会病院　救急センター　　松田　知倫

PD21-2 病院救急車を利用した高齢者の搬送需要対策としての葛飾区の取り組み
直和会　平成立石病院　地域救急医療センター　　大桃　丈知

PD21-3 地域包括ケア時代に求められる救急医のAdvanced Triage
医療法人社団　永生会　南多摩病院　　関　　　裕

PD21-4 地域包括ケア時代に必要な医療・介護連携情報の標準化：千葉県の取り組み
千葉県救急医療センター　　古口　徳雄

PD21-5 救急医の積極的な地域連携介入による影響
小田原市立病院　救急科　　守田　誠司

PD21-6 東京都・区西南部医療圏における地域包括ケアシステム構築に向けた救命救急センターの役
割

日本赤十字社医療センター　救命救急センター　　林　　宗博
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17：00～ 19：30

委員会報告4

JAAM FORECAST 報告
司会　　　愛知医科大学附属病院　高度救命救急センター　　武山　直志

山口大学医学部附属病院　先進救急医療センター　　鶴田　良介

CR04-1 JAAM FORECAST Sepsis研究　1.全体疫学：敗血症患者の特徴と転帰
日本救急医学会多施設共同試験特別委員会　　小倉　裕司

CR04-2 記述疫学：感染部位と予後
日本救急医学会多施設共同試験特別委員会　　阿部　智一

CR04-3 我が国における敗血症バンドル遵守率の推移
日本救急医学会多施設共同試験特別委員会　　藤島清太郎

CR04-4 JAAM FORECAST Sepsis研究　4.敗血症診療における補助・支持療法の治療疫学
兵庫医科大学　救急災害医学講座　　小谷　穣治

CR04-5 Quick SOFAの予後予測能は患者の重症度に左右される
日本救急医学会多施設共同試験特別委員会　　梅村　　穣

CR04-6 ARDSに対する前向き観察研究
日本救急医学会多施設共同試験特別委員会　　藤島清太郎

CR04-7 β溶連菌と肺炎球菌による重症敗血症と敗血症性ショック患者の病原性と臨床的特徴
日本救急医学会多施設共同試験特別委員会　　一二三　亨

CR04-8 D-dimerからも算出可能な JAAM DIC II
亀田総合病院　救命救急科　　白石　　淳

CR04-9 JAAM FORECAST DIC研究　2.抗凝固療法の患者選択の最適化
日本救急医学会多施設共同試験特別委員会　　山川　一馬

第4会場【パシフィコ横浜　会議センター　5階　502】

07：50～ 08：50

救急科領域講習9　救急蘇生
司会　　熊本大学医学部附属病院　救急・総合診療部　　笠岡　俊志

EC09 救急医が知っておくべき最新の循環器の治療―左室補助装置 Impella/VADからECMOの新
カニュラAvalonカテまで

横浜市立大学　救急医学教室 /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

09：00～ 09：50

私のあんな工夫・こんな工夫　4
司会　　帝京平成大学　健康メディカル学部　医療科学科　　鈴木　宏昌

DS4-1 「フライト中でも呼吸音が聴ける。そう，Thinklabs Oneならね」
兵庫県立加古川医療センター　救急科　　伊藤　　岳

DS4-2 呼吸管理専門医の経験則（Medical Expert System）の人工知能化
社会医療法人　雪の聖母会　聖マリア病院　集中治療科　　財津　昭憲

DS4-3 ECPR導入に対する「私の工夫」
一宮市立市民病院　救急科　　谷口　俊雄

DS4-4 診療までの待ち時間を短縮させる当院ERの流儀
名古屋掖済会病院　救急科　　渡邉　紀博

DS4-5 交代制勤務における労務管理の実際
昭和大学藤が丘病院　救急医学科　　林　　宗貴
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09：50～ 10：40

私のあんな工夫・こんな工夫　5
司会　　浜松医科大学　救急災害医学講座　　吉野　篤人

DS5-1 超音波ガイドによる爪下異物の同定に水浴と他指との同時比較が有用だった1例：水浴同時
比較法の紹介

社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　救命救急センター　　山本　基佳
DS5-2 異物のCT画像に対する当院の工夫

名古屋第二赤十字病院　医療技術部　放射線科　　大保　　勇
DS5-3 Dynamic Needle Tip Positioning（DNTP）を用いた小児患者の超音波ガイド下末梢動静脈穿刺

～針先の正確な描出法
大阪母子医療センター　集中治療科　　竹下　　淳

DS5-4 救急診療における身体所見と超音波の相補的活用
安曇野赤十字病院　救急科　　亀田　　徹

DS5-5 ビデオ喉頭鏡直視下の胃管挿入
昭和大学藤が丘病院　救急医学科　　宮本　和幸

12：00～ 13：00

ランチョンセミナー 25
座長　　日立総合病院　救急集中治療科　　中村　謙介

LS25 データベース研究が診療と政策を変える
京都大学　医療疫学分野　　福原　俊一

日立総合病院　救急集中治療科　　園生　智弘

共催：ＴＸＰ　Medical株式会社

13：20～ 13：50

教育講演15
司会　　公立昭和病院　救命救急センター　　岡田　保誠

EL15 循環とは何か？　～ oxygen deliveryとperfusionを見る循環モニタリング
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

13：50～ 14：20

教育講演16
司会　　自治医科大学　　鈴川　正之

EL16 ドクターカーの四半世紀：プレホスピタルからアウトオブホスピタルへ
東京大学大学院　医学系研究科　救急科学分野　　森村　尚登

14：20～ 14：50

教育講演17
司会　　日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　布施　　明

EL17 Civilian Military Trauma
前　自衛隊中央病院　（元陸将）　　千先　康二
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14：50～ 15：20

教育講演18
司会　　熊本県赤十字血液センター　　井　　清司

EL18 指定参集制度に向けた課題
医療法人社団正風会　石井脳神経外科・眼科病院　　石井　正三

15：20～ 15：50

教育講演19
司会　　日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急科　　松田　　潔

EL19 災害時の医療の需給均衡指標の定量化
東京大学医学部附属病院　災害医療マネジメント部　　問田　千晶

15：50～ 16：20

教育講演20
司会　　聖路加国際病院　救急部　　石松　伸一

EL20 自殺企図で搬送される患者の臨床的特徴と救急・精神科との連携の課題
北里大学　医学部　精神科学　　　新井　久稔

16：20～ 16：50

教育講演21
司会　　堺温心会病院　　定光　大海

EL21 教育と医療の社会学―逸脱・障害・学力をどう捉えるか
大阪大学　国際教育交流センター　　北山　夕華

17：00～ 17：30

専門医試験検討委員会，専門医認定委員会，専攻医募集タスクフォース合同アンケート結果速報
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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22

救急医療における体外補助循環
司会　　日本大学病院　循環器センター　　長尾　　建

大阪大学　心臓血管外科　　澤　　芳樹

PD22-1 体外循環式心肺蘇生（ECPR）における血管造影室への直接搬入の試み
大阪府三島救命救急センター　救急科　　頭司　良介

PD22-2 透視下ECMO導入は，安全かつ迅速なECPRを可能にする
公立豊岡病院　但馬救命救急センター　　藤田　健亮

PD22-3 無脈性電気活動（PEA）に対するECPRの神経学的転帰における関連因子を探る
兵庫県災害医療センター　救急部　　伊集院真一

PD22-4 病院前ECPR（PH-ECPR）構想に対する最小最軽量PCPSを用いたシミュレーション（動画
供覧）

鹿児島市立病院　救命救急センター　　梅田　幸希
PD22-5 心原性ショックに対するECPELLAの初期導入経験

名古屋徳洲会総合病院　循環器内科・救急科　　青山　英和
PD22-6 ECMO離脱困難な心停止・心原性ショック症例に対する補助循環を駆使した治療戦略

千葉大学大学院　医学研究院　救急集中治療医学　　安部　隆三

12：00～ 13：00

ランチョンセミナー 26
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　　大友　康裕

LS26 再認識すべき“時間軸を念頭においた急性心原性肺水腫管理”の重要性
日本医科大学武蔵小杉病院　循環器内科　　佐藤　直樹

共催：フィリップス・レスピロニクス合同会社

13：20～ 14：50

パネルディスカッション23

体温管理療法の適応と方法
司会　　　　　　　　　　　　香川大学　医学部　救急災害医学　　黒田　泰弘

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

PD23-1 体温管理 /低体温療法の適応と方法～自験654例の検討と今後の展望
大阪府三島救命救急センター　　小畑　仁司

PD23-2 シバリングは予後予測因子か？－心停止後症候群，頭部外傷の低体温療法における冷却方法，
シバリング頻度，予後に関する検討

大阪大学医学部附属病院　　水谷　亮輔
PD23-3 自己心拍再開後Lactateに基づいた心停止後症候群への目標体温設定の検討～ JAAM OHCA 

registryより
香川大学医学部附属病院　救命救急センター　　岡崎　智哉

PD23-4 縊頚未遂での来院時意識障害例に対する体温管理療法の有効性について
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
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PD23-5 熱中症に対する血管内体温管理システムの有効性について
大阪急性期・総合医療センター　　伊藤　　弘

PD23-6 くも膜下出血での覚醒下体温管理プロトコルを用いた解熱効果の検討
TMGあさか医療センター　神経集中治療部　　江川　悟史

14：50～ 16：20

パネルディスカッション24

PICSからPACSへ　～救急から集中治療後症候群を科学する～
司会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日立総合病院　救急集中治療科　　中村　謙介

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　先進救命救急医学部門　　井上　茂亮

 Introduction　PICS/ICU-AW総論と課題
神戸大学大学院　医学研究科　外科系講座　　井上　茂亮

PD24-1 Post-Acute Care Syndrome PACSという概念の提言
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

PD24-2 敗血症誘発性骨格筋萎縮の新規薬物治療の可能性
福島県医科大学　救命救急センター　　大野　雄康

PD24-3 Post intensive care syndromeの本態は脳の器質障害である～ PICSの本質に迫る挑戦
日本大学　医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野　　細川　　透

PD24-4 敗血症治療における集中治療後症候群発症の現状評価と予後改善に向けた方策
杏林大学　医学部　救急医学　　樽井　武彦

PD24-5 ICU-AWおよびPICSの予防戦略には定型化に加え，問題点からの個別化が必要である
熊本大学　医学部　集中治療部　　蒲原　英伸

PD24-6 重症救急患者に対する包括的チーム医療による集中治療後症候群（PICS）対策
北里大学　医学部　救命救急医学　　片岡　祐一

16：20～ 17：25

シンポジウム7　関連セッション

ショック：基礎と臨床の最前線
司会　　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

東京医科大学　麻酔科学分野・集中治療部　　今泉　　均

MRS07-1 ショック患者におけるPoint of care ultrasound（POCUS）の有用性について
福井県立病院　救命救急センター　　瀬良　　誠

MRS07-2 敗血症性ショックにおけるDAMPsの検討
東京医科大学　麻酔科学分野・集中治療部　　今泉　　均

MRS07-3 敗血症性ショック時の栄養代謝動態の変化と治療的介入の可能性～運動と神経筋電気刺激
（NMES）の効果

川口市立医療センター　救命救急センター　　苛原　隆之
MRS07-4 ウサギ敗血症性ショックモデルに対するノルアドレナリンの腸管循環系への作用

関西医科大学附属病院　救急医学科　　中村　文子
MRS07-5 全身性炎症における自然免疫受容体発現パターンの経時変化

長崎大学病院　高度救命救急センター　　田島　吾郎
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第6会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　302】

09：00～ 10：30

パネルディスカッション25

ERトリアージの実際
司会　　福井大学医学部附属病院　救急科総合診療部　　林　　寛之

日本大学病院　看護部　　木澤　晃代

PD25-1 事務受付から始まるERトリアージ～選択的トリアージのための工夫
一宮市立市民病院　救命救急センター　　山口　　均

PD25-2 救急外来データベース連動 iPadのトリアージ機能を用いた院内トリアージの運用
日立総合病院　救命救急センター　救急集中治療科　　高橋　雄治

PD25-3 都市型救急外来（ER）に潜む“Killer Disease”の検討
横浜市立市民病院　救命救急センター　　伊巻　尚平

PD25-4 24時間365日専従の救急科専門医によるERトリアージがWalk in killer disease診療に与える
効果についての検討

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
PD25-5 救急トリアージステムの効果と課題―7年間の実績を振り返って

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
PD25-6 High volume ERにおけるトリアージ：現状と課題，質改善の取り組み

兵庫県立尼崎総合医療センター　ER総合診療科　　西内　辰也
PD25-7 National early warning score（NEWS） は新たなトリアージ方法となりえるか

東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　舩越　　拓
PD25-8 院内トリアージにおいては適切な検証・介入を行うことで質の改善が期待できる

聖路加国際病院　救急部・救命救急センター　　遠矢　　希

12：00～ 13：00

ランチョンセミナー 27
座長　　島根大学　医学部　Acute Care Surgery講座　　渡部　広明

LS27 敗血症と抗凝固療法―過去を総括し未来を予見する―
大阪急性期・総合医療センター　高度救命救急センター　　山川　一馬

共催：日本製薬株式会社

13：20～ 14：25

パネルディスカッション17 　関連セッション

Acute Care Surgeryにおける救急医と外科医の役割
座長 　　　　　　　　　　大阪警察病院　ER・救命救急科　　水島　靖明

帝京大学ちば総合医療センター　救命救急センター　　角山泰一朗

MRP17-1 Oncologic Emergency & Palliative Surgery：Acute Care Surgeonが対応すべき疾患群
青燈会　小豆畑病院　救急・総合診療科　　小豆畑丈夫

MRP17-2 完全独立型救命救急センターにおけるAcute Care Surgeonの役割
大阪府三島救命救急センター　　橘高　弘忠

MRP17-3 Acute Care Surgeryの周術期における麻酔科医の役割とAcute Care Anesthesiology
防衛医科大学校病院　救急部　　吉村　有矢



－203－

第
３
日
目

第
6
会
場

MRP17-4 当院におけるNOMI（非閉塞性腸間膜虚血）症例の検討
神戸市立医療センター中央市民病院　外科　　水野　良祐

MRP17-5 当センターにおける外傷診療教育―FRST
兵庫県災害医療センター　　石原　　諭

MRP17-6 地方大学病院救命センターにおける若手Acute Care Surgeonの育成状況
和歌山県立医科大学附属病院　高度救命救急センター　　上田健太郎

MRP17-7 米国Trauma and Acute Care Surgery Fellowshipの経験を通じて
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

14：30～ 16：00

パネルディスカッション26

救急領域における医療安全の課題
司会　　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

武蔵野赤十字病院　救命救急センター　　須﨑紳一郎

PD26-1 救急医としての医療安全へのかかわり
岐阜県総合医療センター　救急科　　豊田　　泉

PD26-2 米国救急医学会から学ぶ救急医療領域の医療安全確保
愛知医科大学病院　医療安全管理室　　児玉　貴光

PD26-3 多施設前向き研究から見えた処置時の鎮痛鎮静に対する安全管理の現状と課題（JPSTAR
中間報告）

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
PD26-4 救急外来での画像診断報告書「見落としゼロ」への工夫

市立島田市民病院　救急科　　松岡　良太
PD26-5 救急・集中治療における患者安全の目的

奈良県総合医療センター　救急・集中治療センター　　安宅　一晃
PD26-6 当院のRapid Response Systemの心肺停止への対応における弱点を克服するための検討

聖マリアンナ医科大学　救急医学　　下澤　信彦

16：00～ 17：30

パネルディスカッション27

災害による病院ライフライン途絶時の『患者の治療中断判断基準』について
司会　　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　　大友　康裕

鳥取大学医学部附属病院　救命救急センター　　本間　正人

PD27-1 大規模災害時の病院被災評価と行動評価基準における集中治療中断の意義
藤沢市民病院　救命救急センター　　阿南　英明

PD27-2 熊本地震における病院避難の経験から考える
熊本大学医学部附属病院　救急・総合診療部　　笠岡　俊志

PD27-3 災害時の特定の状況下における「患者の治療中断判断基準」について
大阪市立総合医療センター　救命救急センター　　福家　顕宏

PD27-4 Crisis Standard of Care―社会全体で考える危機的状況下での診療基準
山梨県立中央病院　救命救急センター　　井上　潤一

PD27-5 災害時の患者の治療中断がやむを得ない事案における法律問題を紛争予防法学の視点から考
える

杏林大学大学院　国際協力研究科　　橋本雄太郎
PD27-6 手術や透析など発災時に施行中の医療行為を打ち切る基準

日本救急医学会災害医療検討委員会　　石川　秀樹
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第7会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　303】

09：00～ 11：00

シンポジウム9

災害時の医療提供の課題と社会における病院強靱化を図る共助連携事業体推進の必要性
司会　　　　　　　　　　　　　　戸田中央医科グループ　　野口　英一

日本医科大学大学院　医学研究科　救急医学分野　　横田　裕行

SY09 ビデオメッセージ
衆議院厚生労働委員会委員　　安藤　高夫

SY09-1 災害時の医療提供の課題と社会における病院強靱化を図る共助連携事業体推進の必要性
独立行政法人　労働者健康安全機構　　有賀　　徹

SY09-2 災害時における実際的な共助連携の在り方
株式会社 i4h Corporation　　長谷川仁志

SY09-3 西日本豪雨災害時の医療提供の課題
独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院　　宮地　義光

SY09-4 BCM格付から見る医療機関のBCMの現況と今後の期待～災害拠点病院はBCM人材を「専
従」化すべき

日本政策投資銀行　サステナビリティ企画部　　蛭間　芳樹
SY09-5 病院BCPの現況と対策

東京大学大学院　医学系研究科　救急科学分野　　森村　尚登

12：00～ 13：00

ランチョンセミナー 28　失神診断の現状と植込み型心臓モニタの果たす役割
座長　　東京歯科大学　救急科　　鈴木　　昌

LS28-1 生命に直結する心原性失神～その特徴と見逃さないための植込み型心臓モニタの活用法～
横浜労災病院　不整脈科　　小和瀬晋弥

LS28-2 ER型救急に来る失神の診方
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

共催：日本メドトロニック株式会社

13：20～ 14：15

パネルディスカッション19　関連セッション

救急医と新たなアカデミックキャリア
座長　　　　　　　国際医療福祉大学　救急医学教室　　志賀　　隆

東京大学大学院　医学系研究科　公衆衛生学　　冨尾　　淳

MRP19-1 アメリカ救急レジデンシートレーニングとフェローシップトレーニングを修了して感じるこ
と

Guam Regional Medical City　　奥村　善人
MRP19-2 救急医が研究成果を出し続けるために；カナダのアカデミアシステムから学んだ事を踏まえ

て
山形県立中央病院　救急科　　杉浦明日美

MRP19-3 臨床研究もできる救急医をめざして
大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　中尾俊一郎



－205－

第
３
日
目

第
7
会
場

MRP19-4 公衆衛生大学院のMPHを取得すると臨床研究ができるようになるのか
マサチューセッツ総合病院　救急部　　後藤　匡啓

MRP19-5 救急医から公衆衛生大学院，そして大学院博士課程への進学：救急医療と社会医学の融合を
目指して

深谷赤十字病院　救命救急センター　　上野　恵子
MRP19-6 聖路加国際大学大学院で公衆衛生を学んで

東京ベイ・浦安市川医療センター　　沼田　賢治

14：20～ 15：30

口演51

病院前医療・MC　2
座長　　山形県立病院　救命救急センター　救急科　　森野　一真

兵庫県災害医療センター　　市川　哲也

O51-1 院外心停止患者の発見者が小中高生であった場合のBLS対応について
金沢大学　医薬保健研究域　循環救急蘇生科学　　田中　良男

O51-2 養護教諭を対象とした緊急時の対応講習会の検証
日本体育大学　保健医療学部　　　鈴木　健介

O51-3 公共場所におけるAEDの設置密度が院外心停止症例の社会復帰割合に与える影響の検討
国家公務員共済組合連合会　九段坂病院　　石橋　由基

O51-4 ソーシャルメディアテクノロジーを活用した救命システムの運用
京都大学　環境安全保健機構　　島本　大也

O51-5 OHCAに対するDA-CPRの経年的効果の検討
国士舘大学大学院　救急システム研究科　救急救命システム専攻　　古元　謙悟

O51-6 千葉市における搬送困難事例の分析
医療法人誠馨会　千葉中央メディカルセンター　救急科　　内野　正人

O51-7 救急車ダイバージョン：川崎市と市立川崎病院における三次救急患者の応需状況の検討
川崎市立川崎病院　救命救急センター　　田熊　清継

O51-8 川崎市北部医療圏MCとしての取り組み：National Early Warning Scoreを活用した搬送症例の
重症度判定基準作成の試み

聖マリアンナ医科大学　救急科　　遠藤　拓郎

15：30～ 16：25

パネルディスカッション25　関連セッション

ERトリアージの実際
座長　　　　倉敷中央病院　救命救急センター　救急科　　池上　徹則

埼玉医科大学総合医療センター　救急科（ER）　　輿水　健治

MRP25-1 トリアージでのインフルエンザ迅速検査は救急外来滞在時間を短縮させ得る
聖路加国際病院　救急部・救命救急センター　　岩崎　　任

MRP25-2 救急外来の混雑はトリアージの精度に影響を与えない
福井大学医学部附属病院　看護部　　林　　智美

MRP25-3 当院における院内トリアージの質と実施率改善に向けての取り組み：第二報
友愛記念病院　外科　　渡辺　隆明

MRP25-4 トリアージは単なるシステム導入では機能せず，人で初めて機能する
東京都立小児総合医療センター　救命救急科　　萩原　佑亮

MRP25-5 事務受付から使用可能なトリアージシステムUTAS　Universal Triage and Assessment Scaleの
使用経験

宇治徳洲会病院　救命救急センター　　末吉　　敦
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16：25～ 17：20

パネルディスカッション26　関連セッション

救急領域における医療安全の課題
座長　　横浜市立大学附属市民総合医療センター　医療安全管理室　　中村　京太

岐阜大学医学部附属病院　医療安全管理室　　熊田　恵介

MRP26-1 救急外来での腹部CT撮影において読影テンプレートを利用することにより見落としを減ら
す

東京ベイ・浦安市川医療センター　　岡野　　恵
MRP26-2 救急外来のCT画像検査で偶然発見された所見の疫学的検討

横浜市立大学附属病院　救急科　　酒井　和也
MRP26-3 救急医が知っておくべき偶発所見の実際と対策～画像診断報告書未読情報の管理対策

岐阜大学附属病院　医療安全管理室　　熊田　恵介
MRP26-4 IVRで止血した中心静脈カテーテル挿入に伴う動脈誤穿刺症例の検討

大阪府済生会千里病院　千里救命救急センター　　澤野　宏隆
MRP26-5 近赤外線光を用いた経管カテーテル位置確認方法の開発

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
MRP26-6 院内発症脳卒中の初療体制構築は早期診断・治療機会の向上に寄与する

東北大学病院　脳神経外科　　大沢伸一郎

第8会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　304】

09：00～ 09：40

パネルディスカッション21 　関連セッション1

地域包括ケアシステムにおける救急医の役割
座長　　山梨県立中央病院　救命救急センター　　岩瀬　史明

青燈会小豆畑病院・日本大学救急医学　　小豆畑丈夫

MRP21-1-1 高齢化時代における地域救急医療体制のあり方
平塚市民病院　救急科　　葉　季久雄

MRP21-1-2 機能強化型在宅療養支援診療所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　　井上　淑恵

MRP21-1-3 かかりつけ医があるにもかかわらず救急クリニックを受診する患者の検討
川越救急クリニック　　上原　　淳

MRP21-1-4 地域包括ケアを利用した災害対応への取り組み～地域の老人施設へのアンケートをもとに救
急医と福祉避難所の連携を考える

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

09：40～ 10：40

パネルディスカッション21 　関連セッション2

地域包括ケアシステムにおける救急医の役割
座長　　総合病院　国保旭中央病院　救命救急センター　　高橋　　功

国立病院機構　横浜医療センター　救急科　　古谷　良輔

MRP21-2-1 「在宅と救急の1つの病院連携」から見えた，地域包括ケアシステムにおける救急医の役割
青燈会　小豆畑病院　救急・総合診療科　　小豆畑丈夫
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MRP21-2-2 地域包括ケアシステムにおける救急医の役割―当科での在宅医療との関わり
国立病院機構　横浜医療センター　　望月　聡之

MRP21-2-3 二次救急医療施設（ER）の高齢者救急に対する地域連携支援の効果
生長会　府中病院　急病救急センター　　福廣　吉晃

MRP21-2-4 地域メディカルコントロール協議会が地域包括ケアシステムに果たすべき役割と課題
順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　岡本　　健

MRP21-2-5 相互不信から相互理解へ～多職種研修会の有用性
豊見城中央病院　救急科　　園井　英輝

MRP21-2-6 ふくろうプロジェクトが目指す2025年
松戸市立総合医療センター　救急科　　中本　礼良

13：20～ 14：10

口演52

災害医療　1
座長　　順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科　　杉田　　学

筑波メディカルセンター病院　救急診療科　　山名　英俊

O52-1 クロルピクリン集団災害事例とその後10年間の対応
熊本赤十字病院　救急科　　奥本　克己

O52-2 フッ化水素の曝露患者搬入を経験して～災害拠点病院としてのCBRNE 対策の取り組み
健和会大手町病院　外科　災害対策委員会　　古城　　都

O52-3 CBRNE災害における災害拠点病院の受け入れ対応では，院内外での組織化が非常に重要で
ある

健和会大手町病院　救急科　　徳田　隼人
O52-4 シミュレーション研修手法を用いた化学テロに対する病院前救護体制の検討

鳥取大学　医学部　救急災害医学　　本間　正人
O52-5 原子力災害に対応する消防職員の不安や関心事に関する研究～カスタムメイドな災害コミュ

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

O52-6 危機管理体系と災害医療体制について
防衛医科大学校　救急部　　秋冨　慎司

14：10～ 15：00

口演53

災害医療　2
座長　　鳥取大学医学部附属病院　救命救急センター　　本間　正人

広島大学病院　救急科　　村尾　正樹

O53-1 東日本大震災後の中長期的脳卒中罹患状況について
岩手医科大学　岩手県高度救命救急センター　　大間々真一

O53-2 平成30年福井豪雪が救命救急センターに及ぼす影響
福井県立病院　救命救急センター　　辻本　佳久

O53-3 新幹線内で発生した2件の多数傷病者受け入れ事例
小田原市立病院　救急科　　梅鉢梨真子

O53-4 大宮風俗ビル火災における医療活動の教訓
さいたま赤十字病院　高度救命救急センター　救急科　　平澤　暢史

O53-5 気象情報をマラソン救護に活かすための課題 ～ マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知の医
療救護経験より

あいち小児保健医療総合センター　集中治療科　　水野　光規
O53-6 マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知マラソンコースと名古屋地方気象台との気候の違い

東海学園大学　教育学部　　石田　妙美
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15：00～ 15：50

口演54

災害医療　3
座長　　　　　　　　　　　　兵庫県災害医療センター　　石原　　諭

日本赤十字社医療センター　救命救急センター　　近藤　祐史

O54-1 病院避難のあり方
岩手県立大船渡病院　救命救急センター　　山野目辰味

O54-2 沖縄で考える，大災害時の海を隔てた搬送優先順位～赤優先？黄優先？
沖縄赤十字病院　救急部　　佐々木秀章

O54-3 茨城県航空自衛隊百里基地におけるSCU訓練の現状と展望
水戸済生会総合病院　救命救急センター　　福井大治郎

O54-4 大規模災害訓練における陸上自衛隊1 1/2t救急車を用いた新生児同時搬送の試み
大阪市立総合医療センター　救命救急センター　　古家　信介

O54-5 大規模災害時における周産期関連症例の搬送
愛仁会　千船病院　救急診療部　　山下　公子

O54-6 東京オリンピックを前に救急隊の止血処置を考える：「テロ災害の対応力向上としての止血
に関する教育テキスト」で実践可能か

深谷赤十字病院　救命救急センター・外傷センター　　上野　恵子

15：50～ 17：05

パネルディスカッション18　関連セッション 

救急医療における疫学研究の取り組み
座長　　　　　　　亀田総合病院　救命救急科　　白石　　淳

長崎大学病院　高度救命救急センター　　田崎　　修

MRP18-1 気候変動は救急医学に影響するか～夏季の気温上昇と心血管疾患死亡率の関係
東京歯科大学市川総合病院　救急科　　鈴木　　昌

MRP18-2 松戸市入浴関連死撲滅プロジェクト2018
松戸市立総合医療センター　救急科　　吉行　綾子

MRP18-3 TOR基準と院外蘇生時間の検討
東京医科歯科大学医学部附属病院　救命救急センター　　古口　葉月

MRP18-4 全国社会保険病院グループにおける院内心・肺停止事例の全例調査
社会保険病院　院内心肺蘇生事例検討専門委員会　　松嶋　麻子

MRP18-5 夜間や休日の敗血症診断は院内死亡との関連はみられない（JAAM-FORECAST）
千葉大学大学院　医学研究院　救急集中治療医学　　松村　洋輔

MRP18-6 qSOFAにFrailtyを加えると感染症院内死亡予測精度を改善するか：多施設前向き診断精度研
究

亀田総合病院　集中治療科　　増渕　高照
MRP18-7 大規模データを用いた救急医と疫学研究者が共同したClinical Research Teamの取り組み

大阪大学　　片山　祐介
MRP18-8 北日本の救急救命士の院外気管挿管の経験，自信，および自信の関連要因

福島医科大学　救命救急センター　　大野　雄康
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第9会場【パシフィコ横浜　会議センター　3階　311+312】

09：00～ 09：50

International Session 1

CPA
座長　　香川大学　医学部　救急災害医学　　黒田　泰弘

INT1-1 Neuroprotection post cardiac arrest; does midazolam have positive effect?
Department of Emergency Medicine, Yamagata Prefectural Central Hospital　　Asumi Sugiura

INT1-2 Can we predict return of spontaneous circulation of out-of-hospital  cardiac arrest according to blood 
gas data ?

宮崎県立延岡病院　救急センター・集中治療室　　矢野　隆郎
INT1-3 Virtual Reality based learning platforms for ongoing Cardio Pulmonary Resuscitation training at 

Accident and Orthopedic Service, National Hospital of Sri Lanka
Accident and Orthopaedic Service, National Hospital of Sri Lanka　　Janith C. Wanigatunga

INT1-4 Bathing-Related Out of Hospital Cardiopulmonary Arrest Investigated by Post-Mortem CT 
　宮崎県立延岡病院　救急センター・集中治療室　　矢野　隆郎

INT1-5 Are school hours associated with better outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in school children? 
A propensity-matched cohort study
Department of Circulatory Emergency and Resuscitation Science, Kanazawa University Graduate School 　　Hideo Inaba

 of Medicine
INT1-6 The influence of excluding patients with bystander interventions in the current Utstein-style database

Graduate School of Emergency Medical System, Kokushikan University, Tama-City, Tokyo, Japan　　Hiroshi Otani

09：50～ 10：30

International Session 2

Trauma patient management
座長　　帝京大学　医学部　救急医学　　藤田　　尚

INT2-1 Usefulness of Coagulation Biomarkers to Detect Arterial Extravasation in Pelvic Fracture Patients 
with Stable Hemodynamics

Department of Emergency Medicine, Gunma University Graduate School of Medicine　　Makoto Aoki
INT2-2 Is the external fixation appropriate strategy in the pelvic ring fracture in elderly?

兵庫県立西宮病院　四肢外傷センター　　北田　真平
INT2-3 A trauma case of renal arterial occlusion treated by endovascular intervention after damage control 

surgery
Department of Emergency and Critical Care Medicine, Tokyo Saiseikai Central Hospital　　Shiho Irino

INT2-4 Participatory discharge planning model for patients with severe traumatic brain injuries in trauma 
surgery unit, Khon Kaen Hospital

Department of Nursing, Khon Kaen Hospital, Thailand　　Pimwara Akaratiensin
INT2-5 Development of a case management model for severe traumatic brain injuries

Department of Nursing, Khon Kaen Hospital, Thailand　　Anchalee Sophon
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13：20～ 14：00

International Session 3

Epidemiological study
座長　　帝京大学　医学部　救急医学講座　　中原　慎二

INT3-1 An autopsy report analysis on common fatalities in Sri Lanka
Postgraduate Institute of Medicine, University of Colombo, Sri Lanka　　Jayatilleke Achala Upendra

INT3-2 The psychiatric background of torso stab wounds
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　　高橋　　航

INT3-3 The Significance of Neurosurgical Treatment for Abusive Head Trauma 
 Department of Emergency and Critical Care Medicine, Saitama Medical Center, Saitama Medical Takashi Araki
 Unversity
INT3-4 A new classification of foreign body airway obstruction and its association with survival outcomes

Department of Critical Care Medicine, Osaka Habikino Medical Center, JP　　Sung-Ho Kim
INT3-5 Application of NOMESCO Classification of External Causes of Injuries in burn injury research in 

Mongolia
University of Tsukuba　　Gunsmaa Gerelmaa

14：00～ 15：10

International Session 4

Patient management
座長　　帝京大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　伊藤　　香

INT4-1 Implementing a Medical Emergency Team （MET） system to identify a deteriorating patient in 
non-intensive care setting in Sri Lanka

Accident and Orthopaedic Service, National Hospital of Sri Lanka　　Samarakoon Samiddhi
INT4-2 Development of discharge planning model for pediatric patients with pneumonia based on caregiver 

empowerment
Pediatric Nursing Department, Khon Kaen Hospital, Thailand　　Klangka Paneukkaew

INT4-3 Effects of a clinical nursing practice guideline among mechanically ventilated patients in critical care 
department, Khon Kaen Hospital

Department of critical care, Khon Kaen Hospital, Thailand　　Tiasawat Udonlak
INT4-4 A CASE REPORT OF MULTIDRUG-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII 

VENTRICULITIS AND MENINGITIS
Hanoi Medical University　　Hai Hoang Bui 

INT4-5 Low dose of recombinant tissue-type plasminogen activator （rt-PA） in the treatment of acute 
pulmonary embolism in Vietnam

Hanoi Medical University and Hanoi Medical University Hospital 　　Hai Hoang Bui
INT4-6 Use of ketofol （combination of ketamine and propofol） for procedural sedation and analgesia in the 

Emergency Departments in Japan
 Department of Emergency Medicine and Critical Care,Center Hospital of the National Center for 

Global Health and Medicine Kentaro Fukano
INT4-7 Comparison of the efficiency of oral airway and nasal airway inserted in the oral airway during mask 

ventilation
Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Seoul National University Bundang Hospital　　Jaesung Lee

INT4-8 Macrophage-HMGB1 is involved in the development of cystic pain in mice
福岡大学　医学部　救急医学講座　　入江　悠平
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15：10～ 15：50

International Session 5

EMS / referral
座長　　東京医科大学　救急・災害医学分野　　織田　　順

INT5-1 The trial of "ITC（Iwate Trauma Conference）" by various hopitals and various medical staffs
Morioka Yuai Hospital, Thoracic Surgery　　Kojiro Shiga

INT5-2 A little improvement of EMS in Hanoi through 2 different case studies 
Hanoi Medical University Hospital, Hanoi Medical University　　Hai Hoang Bui

INT5-3 The interval from patient collapse to defibrillation of emergency medical service and favorable 
neurological outcomes on out-of-hospital cardiac arrest

Graduate School of Emergency Medical System, Kokushikan University, Tokyo, Japan.　　Toru Shirakawa
INT5-4 Evaluation of referral centers in Khon Kaen Province

Nursing Department of Emergency Room （Referral Center）, KhonKaen Hospital, Thailand　　Talsab Wilawan

16：00～ 16：40

International Session 6

Severity / diagnosis
座長　　大阪市立大学大学院　医学研究科　　溝端　康光

INT6-1 Keywords in initial report which predict severity of ski and snowboard injuries
手稲渓仁会病院　救急科　　小野寺良太

INT6-2 JTAS （Japan Triage and Acuity Scale） 2012 in pediatric emergency department is a valid tool for 
non-traumatic patients of all ages

 Department of Emergency Medicine, Tokyo Metropolitan Children＇s Medical Center, Tokyo, 
Japan　　 Masashi Taniguchi

INT6-3 Factors Related To Severe Injury From Motorcycle Accident In Teenage Whom Were Cared At The 
Emergency Department, KhonKaen Hospital

Emergency Department, Khon Kaen Hospital, Thailand　　Jerawit Setciwanon
INT6-4 Do you have a strategy to rule out pulmonary thromboembolism? - a single-center retrospective review

2nd year junior resident, Osaka Police Hospital, JP　　Tadakiyo Ido
INT6-5 REsident vs. Senior physicians Care of Urgent aortic dissection in the Emergency department 

（RESCUE study）― a retrospective study
Department of Cardiology, Osaka Police Hospital, JP　　Mikiko Matsumura

16：40～ 17：30

International Session 7

Case report
座長　　国立国際医療研究センター　救命救急センター　　木村　昭夫

INT7-1 A case of acute appendicitis secondary to a foreign body swallowed by a patient with mental 
disabilities and pica

姫路赤十字病院　外科　　坂田　寛之
INT7-2 A case of tension peumoperitoneum caused by colon cancer in which needle decompression was 

effective
京都大学大学院　医学研究科　薬剤疫学分野　　朱　　祐珍

INT7-3 Gastric emphysema and portal emphysema complicated with Superior Mesenteric Artery Syndrome
関西医科大学附属病院　　村津　有紗
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INT7-4 Acute Agitation as an Initial Manifestation of Neuro-Behçet＇s Disease
Advanced Critical Care and Emergency Center, Okayama University Hospital　　Yuki Otsuka

INT7-5 Secondary aortoesophageal fistula after thoracic endovascular aortic repair for traumatic thoracic aortic 
rupture

 Niigata University Medical and Dental Hospital Advanced Disaster Medicine and Emergency Critical 
Care Center Masakazu Nitta

INT7-6 Acute generalized exanthematous pustulosis induced by local application of antibiotics in a dental 
procedure

Department of Emergency and Critical Care Medicine, Japanese Red Cross Fukaya Hospital　　Keiko Ueno
INT7-7 How should I approach a case mimics several common disease?  A case from 'Down Under'

Emergency Department, Gold Coast University Hospital　　安田　晃一

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55

病院前医療・MC　3
座長　　　　札幌医科大学　救急医学講座　　上村　修二

福井大学医学部附属病院　救急部　　神川　洋平

O55-1 「救急現場におけるDNAR」への地域MC協議会としての取り組み
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

O55-2 行政に属さない救急救命士が救急救命処置を実施するための方策―行政に属さないメディカ
ルコントロール

一般社団法人　病院前救護統括体制認定機構　　植田　広樹
O55-3 「繋がる」・「高精度」な救急安心センター事業（#7119）の実現―横浜市救急相談センター

の現況と課題
横浜市救急相談センター　　六車　　崇

O55-4 横浜市の救急受入れ困難事例の検討
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　　余湖　直紀

O55-5 消防指令業務の広域化と県メディカルコントロールシステム
国立病院機構　水戸医療センター　救命救急センター　　安田　　貢

O55-6 スマートフォンに実装された緊急度判定プロトコルver1の妥当性と正確性の検証
倉敷中央病院　　　山本　篤史

O55-7 救急隊員ワクチン接種への取り組み
信州大学　医学部　病態解析診断学　　松本　　剛

10：00～ 10：40

口演56

救急専門医教育・標準化医療教育
座長　　　　　　帝京大学　医学部　救急医学　　金子　一郎

筑波大学附属病院　救急・集中治療科　　小山　泰明

O56-1 救急専攻医と初期研修医のプロフェッショナリズムの比較検討と教育
中島医院　　中島　義之

O56-2 ICLSインストラクター育成方法の検討～アシスタントインストラクタースキルチェックシー
トの作成・運用

社会医療法人財団　石心会　川崎幸病院　看護部　　河野　由希
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O56-3 冷凍保存ブタ臓器による外傷手術手技研究会：手技別に見た習熟度評価の検討
東京医科大学　救急・災害医学　　石井　友理

O56-4 献体を用いた鼠径部カットダウン法によるVA-ECMOおよびREBOA挿入研修の試み
東京医科大学　救急・災害医学　　本間　　宙

O56-5 カンボジア王国スヴァイリエン州における救急医療人材育成のその後
三島中央病院　内科・救急科　　大久保洋一

12：00～ 13：00

ランチョンセミナー 29
座長　　福岡大学医学部　救命救急医学講座　　石倉　宏恭

LS29 経肺熱希釈法による循環呼吸管理：臨床現場における疑問と回答
日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター　　田上　　隆

北海道大学病院　先進急性期医療センター　　早川　峰司

共催：フクダ電子株式会社

13：20～ 14：00

口演57

心肺停止　2
座長　　　　　　　　大阪医科大学　救急医学　　大石　泰男

石川県立中央病院　救命救急センター　　田中　良男

O57-1 高齢OHCA患者蘇生に関する検討～ OHCAレジストリデータから
群馬大学大学院　医学系研究科　救急医学　　萩原　周一

O57-2 当院での院外心肺停止症例のデータからみる高齢化社会の今後の課題
聖マリアンナ医科大学　救急医学　　箕浦　安祐

O57-3 横浜市“心肺蘇生等を希望しない意志を示した心肺停止事例に対する活動プロトコル”の
課題

横浜市立市民病院　救命救急センター　　伊巻　尚平
O57-4 小児院外心停止患者の施設の搬送数が生命予後にもたらす影響

SOS-KANTO 2012 Study Group　　天笠　俊介

14：00～ 14：40

口演58

心肺停止　3
座長　　鹿児島大学　医歯学総合研究科　救急集中治療医学講座　　垣花　泰之

埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター　　有馬　史人

O58-1 抗てんかん剤早期投与は院外心停止患者の転帰を改善するか？
東海大学　医学部　救急医学　　本多ゆみえ

O58-2 心肺停止症例におけるエピネフリン投与前の血中カテコラミン濃度に関する臨床的研究
群馬大学大学院　医学系研究科　救急医学　　大嶋　清宏

O58-3 ECPR症例において病院到着後のアドレナリン投与は神経学的予後改善に寄与しない
札幌医科大学　医学部　救急医学講座　　文屋　尚史

O58-4 非ST上昇型心筋梗塞院外心停止症例に対しての治療戦略と予後の関連：JAAM多施設共同院
外心停止レジストリ

国立循環器病研究センター　心臓血管内科　　開地　亮太
O58-5 心原性心停止蘇生後症候群における急性期脳波モニタリング所見と神経学的転帰との関連

札幌医科大学　救急医学講座　　宮田　　圭
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14：40～ 15：50

口演59

基礎研究
座長　　　　　関西医科大学　救急医学講座　　鍬方　安行

東京医科大学　救急・災害医学分野　　森永顕太郎

O59-1 救命センター来院患者の赤血球への補体沈着
関西医科大学　救急医学講座　　室谷　　卓

O59-2 敗血症モデルにおける単球動態の分析
愛媛大学　医学部　救急医学　　馬越　健介

O59-3 ヒト敗血症における炎症性 ICAM-1高発現好中球の重症度への影響
順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　平野　洋平

O59-4 核内受容体活性化を介した自然免疫調節による重症熱傷後の敗血症対策
防衛医科大学校　防衛医学研究センター　外傷研究部門　　宮崎　裕美

O59-5 重症外傷診療の新たな治療戦略―FXIII早期大量投与の可能性
佐賀大学　医学部　高度救命救急センター　　永嶋　　太

O59-6 腸管虚血再灌流障害後の腸間膜リンパ液は炎症細胞の活性化に関与する
東京医科歯科大学　医学部　災害医学教室　　千田　　篤

O59-7 多臓器不全患者病理検体標本におけるProinsulin陽性細胞の発現
滋賀医科大学医学部附属病院　総合診療部　　加藤　文崇

O59-8 ヤマカガシ咬傷におけるヤマカガシ抗毒素の代替薬としてのリコンビナントトロンボモジュ
リンの効果の検討

聖路加国際病院　救急部　　一二三　亨

第11会場【パシフィコ横浜　会議センター　4階　411+412】

09：00～ 09：50

口演60

心肺停止　4
座長　　　　　　　　　　　熊本大学医学部附属病院　救急・総合診療部　　笠岡　俊志

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　　湯本　哲也

O60-1 ECPR症例における，現場滞在時間の遅延に関わる因子の検討
大阪府済生会千里病院　千里救命救急センター　　大谷　尚之

O60-2 院外心停止時の蘇生による合併症は病院搬入までの時間が影響する
京都第二赤十字病院　救命救急センター　救急科　　成宮　博理

O60-3 初期波形VFの院外心停止に対しExtracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation（E-CPR）を導入
した症例の転帰を検討する

済生会千里病院　千里救命救急センター　　河本　晃宏
O60-4 当院搬送の心肺停止患者の合併症の検討

福山市民病院　救命救急センター　　宮庄　浩司
O60-5 RRS導入に向け，スタットコール（SC）を発動した院内心停止（IHCA）症例の分析

山梨県立中央病院　救命救急センター　　河西　浩人
O60-6 心拍再開後の非ST上昇型心筋梗塞に対する緊急冠動脈経皮的インターベンションの有効性

の検討
東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　高橋　　仁
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口演61

心肺停止　5
座長　　君津中央病院病院　救命救急センター　　北村　伸哉

群馬大学医学部附属病院　救急科　　村田　将人

O61-1 那覇市立病院における高齢者院外心停止患者の現状
那覇市立病院　内科　　知花なおみ

O61-2 維持透析実施中の心停止に関する考察
川崎市立多摩病院　救急災害医療センター　　田中　　拓

O61-3 院外心停止患者の発生時刻が転帰に与える影響
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

O61-4 当院における浴槽内発症CPA患者の検討
神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター　　佐々木　朗

O61-5 都市部における高層建物での院外心停止症例の転帰に関する検討
横浜南共済病院　　松本　　順

O61-6 2次救急病院に搬送される心肺停止症例の現状と救急医の役割
和歌山ろうさい病院　救急科　　中村　俊介

12：00～ 13：00

ランチョンセミナー 30

脳酸素飽和度（rSO2）の経時的推移は第2の心電図である
座長　　大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　塩崎　忠彦

LS30-1 脳酸素飽和度（rSO2）はSpO2に代わる新指標となるか？
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

LS30-2 脳内酸素飽和度（rSO2）連続測定が心肺蘇生の治療戦略を変える！ 2分ごとのパルスチェッ
クは本当に必要か？

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

共催：株式会社フジタ医科器械

13：20～ 14：00

口演62

医療安全
座長　　聖マリアンナ医科大学　救急医学　　藤谷　茂樹

慶應義塾大学　医学部　救急医学　　豊崎　光信

O62-1 ERにおけるアクシデント症例の検討
神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター　　石田　　光

O62-2 重症病棟で行われる気管切開手技変更に関する検討
和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座　　米満　尚史

O62-3 当院における造影CT検査時の急性副作用の現状と対応
諏訪赤十字病院　救急科　　久宗　　遼

O62-4 抗凝固薬使用患者の重篤出血事象に対するプロトロンビン複合体製剤の安全使用ガイドライ
ン作成とその有用性

熊本赤十字病院　救急科　　岡野　雄一
O62-5 弁護士との定期勉強会（リーガルカンファレンス）の有用性

岡山市立市民病院　救急センター　　桐山　英樹
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14：10～ 15：00

口演63

腎・副腎
座長　　　　　　　　　　　　　山梨大学　医学部　救急集中治療医学講座　　松田　兼一

大阪市立総合医療センター　救命救急センター /集中治療センター　　石村　圭位

O63-1 非外傷性腎破裂の3例
岸和田徳洲会病院　救命救急センター　　鈴木慧太郎

O63-2 抗凝固療法中に出血をきたした副腎皮質腺腫の一例
群馬大学医学部附属病院　救命救急センター　　市川　優美

O63-3 尿管結石に対するNSAIDs座薬と経口薬による鎮痛の比較
東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　福山　唯太

O63-4 尿管結石による閉塞性腎盂腎炎で疼痛を訴えない患者の特徴
京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　　安　　炳文

O63-5 造影剤腎症発症に対するMehran risk scoreの有用性
慶應義塾大学　医学部　救急医学　　吉澤　　城

O63-6 横紋筋融解症における腎機能予後の検討
長野赤十字病院　救急科　　市川通太郎

15：00～ 15：50

口演64

卒前教育・初期研修
座長　　筑波大学　医学医療系　救急・集中治療医学　　井上　貴昭

国立病院機構　横浜医療センター　救急科　　大塚　　剛

O64-1 簡便なVR（Virtual Reality）技術を用いた，医学教育教材開発の試み
防衛医科大学校　防衛医学講座　　清住　哲郎

O64-2 日本救急医学会当委員会主催のイベントに関するアンケート，追跡調査の検討
日本救急医学会学生・研修医部会設置運用特別委員会　　上杉　泰隆

O64-3 初期研修医による呼吸数測定の精度に関する研究
大阪警察病院　臨床研修医指導センター　　甲斐　裕樹

O64-4 増加する高齢者通報に対する適正なコミュニケーションの在り方
富士五湖消防本部　　萱沼　　実

O64-5 ERにおける研修医の直視下による気管挿管の不成功に関する因子の検討
川崎市立川崎病院　救急科　　宮嶌　和宏

O64-6 救急外来における外国人患者の受け入れ状況とその問題点について
京都大学大学院　医学研究科　医学教育・国際化推進センター　　及川沙耶佳
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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65

産科・婦人科救急　1
座長　　　　　　日本赤十字社医療センター　救命救急センター　　林　　宗博

日本大学　医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野　　堀　　智志

O65-1 産婦人科救急における連携
日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　富永　直樹

O65-2 救命救急センターと周産期母子医療センターの連携による周産期救急への取り組み
奈良県総合医療センター　救命救急センター　　關　　匡彦

O65-3 産科救急・集中治療の現状把握と救急科の関わり
宮崎大学医学部附属病院　麻酔科集中治療部　　新福　玄二

O65-4 産科出血に対する産科救急科連携における共通言語の影響
泉州広域母子医療センター　りんくう総合医療センター　産婦人科　　前中　隆秀

O65-5 当院における重症産科患者の分析
大阪市立大学医学部附属病院　救命救急センター　　橘　　陽介

O65-6 母体死亡での高次病院搬送前・搬送中心停止症例の検討
日本大学　医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野　　倉本　悠里

O65-7 母体急変時の初期対応コース（第6報）：硬膜外麻酔による無痛分娩の合併症に対応する
京都府立医科大学　救急・災害医療システム学　　山畑　佳篤

10：00～ 10：40

口演66

産科・婦人科救急　2
座長　　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

多摩総合医療センター　産婦人科　　馬場　慎司

O66-1 スーパー母体救命搬送患者における高度凝固障害を伴った産科危機的出血の検討
東京都立多摩総合医療センター　救命救急センター　　鈴木茂利雄

O66-2 凝固障害を伴う産科出血に対するROTEMの活用と止血戦略プロトコル
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

O66-3 産科危機的出血に対するMTPによる輸血戦略の現状と今後の課題
神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター　　建部　将夫

O66-4 産科DICスコアは産後大量出血時の希釈性凝固障害をDICと誤診する
国立病院機構　岡山医療センター　産科　　多田　克彦

13：20～ 14：20

口演67

脳死・終末期医療　1
座長　　聖隷浜松病院　救命救急センター　　渥美　生弘

東北医科薬科大学病院　救急科　　大村　　拓

O67-1 日本臨床救急医学会「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の
あり方に関する提言」とその広がり

救急救命東京研修所　　田邉　晴山
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O67-2 当院における院外心肺停止傷病者の蘇生処置辞退に関する意思表示の現状
医療法人医誠会　医誠会病院　救急診療科　　高井　信幸

O67-3 当院救命救急センター入院患者の亜急性期死亡例の検討
東京都立多摩総合医療センター　救命救急センター　　森川健太郎

O67-4 85歳以上の後期高齢者に対する入院医療の現状と課題（終末期医療への模索を中心に）
聖隷三方原病院　高度救命救急センター　　矢野　賢一

O67-5 DNARはPOLSTを含むACPの中でこそ行われるべきである
上越総合病院　救急科　　丸山　正則

O67-6 大阪府における救急科医に対する死因診断研修会の開催に向けた取り組み
大阪急性期・総合医療センター　高度救命救急センター　　藤見　　聡

14：20～ 15：00

口演68

脳死・終末期医療　2
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

神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター　　浅香　葉子

O68-1 臓器提供を含めた終末期医療への臨床倫理による具体的な対応
聖マリアンナ医科大学東横病院　脳神経外科　　小野　　元

O68-2 多死社会を迎える終末期：end of life careの考え方
日本赤十字社医療センター　救命救急センター　　林　　宗博

O68-3 死を意識した時に臓器提供についても考える
聖隷浜松病院　救命救急センター　　渥美　生弘

O68-4 救急医療とEnd-of-Life Care ～臓器提供認定施設の視点から見えた課題
岡山大学病院　高度救命救急センター　　尾迫　貴章

O68-5 我が国の終末期医療と臓器提供システムに関する検討
厚生労働科学研究費補助金　移植医療基盤整備研究分野　横田班・江川分担班　　吉川美喜子

15：00～ 15：40

口演69

臓器組織提供・移植
座長　　　　　　　高知赤十字病院　救命救急センター　　西山　謹吾

横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　　松田　直也

O69-1 法的脳死判定（BDA）における無呼吸試験（AT）中の血圧変動解析
熊本大学　医学部　集中治療部　　鷺島　克之

O69-2 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　救急医学　　若竹　春明

O69-3 脳死下臓器提供の経験から判明した問題点と院内体制の構築への取り組み
日本大学　医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野　　斎藤　　豪

O69-4 新たなフォーマットのリーフレットを用いた臓器提供選択肢提示の試み
長崎大学病院　高度救命救急センター　　平尾　朋仁

O69-5 救急医としての角膜提供との関わり
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院　救命救急センター　　福井　英人
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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70

高齢者　3
座長　　昭和大学藤が丘病院　救急医学科　　佐々木　純

県立宮崎病院　救急科　　岩谷　健志

O70-1 超高齢社会における急性期病院の対応
荒尾市民病院　救急科　　松園　幸雅

O70-2 救急搬送された高齢者の入院適応を改めて考える
帝京大学医学部附属病院　総合診療ERセンター　　竹内　慎哉

O70-3 高齢者の内因性CPA傷病者における事前指示書の実態調査について
東京消防庁　西新井消防署　　岡田　知己

O70-4 高齢者の事前意思表示と提供された医療の乖離は居住施設に影響を受けるか
東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　岩田　耕生

O70-5 3次救急施設のない非都市部辺縁地域（医療過疎地）での救急担当医と地域包括ケア
雲南市立病院　外科・地域総合診療科　　森脇　義弘

O70-6 当院における頻回入院患者の来院経路の検討
旭労災病院  救急部　　寺島　良幸

09：50～ 10：40

口演71

高齢者　4
座長　　兵庫県立西宮病院　救命救急センター　　杉野　達也

日野市立病院　救急科　　田中　洋輔

O71-1 超高齢化地域を担う当院ERの円滑な診療に向けた取り組み
南奈良総合医療センター　救急科　　渡邉　知朗

O71-2 A病院における高齢者救急の現状と課題
八尾徳洲会総合病院　看護部　救急外来　　山田　充世

O71-3 救命救急センターにおける高齢者救急の現状と問題点
川口市立医療センター　救命救急センター　　小川　太志

O71-4 当院へ搬送された褥瘡を伴う高齢者についての検討
勤医協中央病院　救急科　　中川健太郎

O71-5 高齢者に対する介護放棄についての検討―救命救急センターに搬送された高齢患者の実態調
査に基づいて

杏林大学　医学部　救急医学　　荻野　聡之
O71-6 2035年における超高齢者への救急医療の現状～未来からの報告

京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　　香村　安健
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12：00～ 13：00

ランチョンセミナー 31

マルチモダリティ画像支援による救急医療最前線
座長　　医療法人伯鳳会 東京曳舟病院　　山本　保博

LS31-1 2-room IVR-CTによるHybird ER/Hybrid ORの運用
医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院　心臓血管外科　血管外科　　西島　　功

LS31-2 画像診断システムの活用が救急医療のあり方を変えて行く～ Hybrid ER system を使った救
急新基準への挑戦～

社会医療法人緑泉会米盛病院　救急科　外科　　畑　　倫明

共催：シーメンスヘルスケア株式会社

13：20～ 14：20

口演72

消化器　1
座長　　川口市立医療センター　救命救急センター　　小川　太志

伊勢崎佐波医師会病院　救急医療科　　佐藤　孝幸

O72-1 当院における上部消化管穿孔に対する手術適応年齢の検討
半田市立半田病院　救命救急センター　　秋山荘二郎

O72-2 上部消化管穿孔の保存的加療の有効性の検討
和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座　　田中　真生

O72-3 救命救急センターにおける上部消化管出血と複雑化する抗血栓療法の現状
東京医科大学八王子医療センター　救命救急センター　　櫻井　将継

O72-4 上部消化管出血における緊急止血の予測因子
済生会横浜市東部病院　救命救急センター　　矢島慶太郎

O72-5 上部消化管出血が疑われる患者への造影CT撮影は有用なのか？
JA広島総合病院　救急・集中治療科　　高場　章宏

O72-6 緊急内視鏡の出来る救急医を目指して―消化器内視鏡研修の成果
東京都立墨東病院　救命救急センター　　田邉　真樹

O72-7 孤立性上腸間膜動脈解離による急性腸間膜虚血に対する再灌流の必要性
東海大学　医学部　外科学系救命救急医学　　大塚　洋幸

14：20～ 15：10

口演73

消化器　2
座長　　　　　　　大阪府三島救命救急センター　　秋元　　寛

国立病院機構　横浜医療センター　救急科　　望月　聡之

O73-1 結腸憩室出血におけるCTによる出血源予測と部位別の内視鏡止血術の完遂率，TAEの位置
づけ

高知医療センター　放射線科　　大西　伸也
O73-2 造影CTで造影剤血管外漏出像を認めた大腸憩室出血に対する内視鏡治療の有用性

さいたま市民医療センター　救急総合診療科　　山岸　利暢
O73-3 当院で血便を主訴に緊急入院した症例の検討

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　　橋本　忠幸
O73-4 当施設における門脈ガスを伴った急性腹症の検討

地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館　　小山　　敬
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O73-5 癌患者に対する緊急手術の検討
滋賀医科大学　救急・集中治療部　　北村　直美

O73-6 高齢者緊急手術における小腸切除後吻合部縫合不全の予測因子
三島救命救急センター　　亥野　春香

15：10～ 15：50

口演74

消化器　3
座長　　淀川キリスト教病院　救急科/集中治療科　　加藤　　昇

東京都立多摩総合医療センター　　萩原　祥弘

O74-1 魚骨による咽頭異物と魚種の関係性：倉敷中央病院における集積症例（12年間）の後方視的
検討

倉敷中央病院　総合内科　　松浦　宏樹
O74-2 当院における急性胆囊炎に対する早期実施した腹腔鏡下胆囊摘出術症例の検討

横浜旭中央総合病院　外科　　金　　龍学
O74-3 当院における非閉塞性腸管虚血16症例の検討

高知医療センター　救命救急センター　　畠中茉莉子
O74-4 保存的加療にて軽快した腸間膜静脈血栓症の2例

東海大学医学部付属八王子病院　救命救急科　　日上　滋雄
O74-5 当院における門脈血栓症・上腸間膜静脈血栓症11例の検討 

日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　　尤　　礼佳

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】

15：50～ 16：30

ポスター 76

心肺停止　6
座長　　　　　　　　　　　　　　　市立ひらかた病院　救急科　　小林　正直

埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター　　亀田　慎也

P076-1 川崎市における院外心肺停止患者に関する記述疫学研究
川崎市立川崎病院　救急科　　白川　和宏

P076-2 当院救命救急センターに救急搬送された心肺停止症例の現状について
春日井市民病院　救命救急センター　　近藤　圭太

P076-3 心肺停止となった急性肺血栓塞栓症例の検討
東京警察病院　救急科　　金井　尚之

P076-4 CPRタイマーの運用
宇治徳洲会病院　臨床工学救急管理室　救急救命士科　　木曽原　匠

P076-5 わが国のAEDの販売台数と設置台数の調査に関する研究
救急救命東京研修所　　田邉　晴山
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16：30～ 17：20

ポスター 77

心肺停止　7
座長　　地方独立行政法人大阪市民病院機構　大阪市立総合医療センター　救命救急センター　　有元　秀樹

済生会千里病院　千里救命救急センター　　河本　晃宏

P077-1 成人院外心停止における施設毎の搬送数と神経学的転帰との関係
SOS-KANTO 2012 Study Group　　柏浦　正広

P077-2 心拍再開後のPaCO2値の推移と生存転帰に関する検討
関西医科大学　救急医学講座　　梶野健太郎

P077-3 機械学習を用いた病院外心停止患者の救急外来における心拍再開予測の試み
名古屋市消防局　　金子　　洋

P077-4 蘇生後腸管虚血の発症因子と予後への影響の検討
奈良県立医科大学　高度救命救急センター　　川井　廉之

P077-5 縊首による心肺停止蘇生後に嚥下機能障害をきたした1例
山形県立中央病院　救急科　　中塚　　峻

P077-6 心停止後症候群に対する水素ガス投与効果の分子機序をメタボローム解析から解明する試み
慶應義塾大学　医学部　救急医学　　本間康一郎

15：50～ 16：40

ポスター 78

中枢神経　5
座長　　大分大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　石井　圭亮

昭和大学藤が丘病院　救急医学科　　樫村洋次郎

P078-1 イダルシズマブ投与後に血栓溶解療法を行い，良好な神経学的転帰が得られた1例
深谷赤十字病院　薬剤部　　佐藤　充朗

P078-2 産褥期に発症した両側内頸動脈解離及び右椎骨動脈解離の1症例
公立昭和病院　救命救急センター　　今村　剛朗

P078-3 左中大脳動脈閉塞に対して t-PA静注療法施行後に対側の中大脳動脈閉塞を来し血栓回収術を
施行した1例

医仁会　武田総合病院　脳神経外科　　杉江　　亮
P078-4 左椎骨動脈急性閉塞に伴う脳底動脈塞栓症に血栓回収術を行った2例

大阪脳神経外科病院　　吉原　智之
P078-5 急性期血行再建における中規模病院の救急外来での取り組み

松阪中央総合病院　脳神経外科　　星野　　有
P078-6 長崎県離島における急性期脳梗塞のドクターヘリ基地病院との連携

独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　救命救急センター　　増田　太郎

16：40～ 17：20

ポスター 79

中枢神経　6
座長　　　　　　　　長野赤十字病院　救命救急センター　　岩下　具美

さいたま赤十字病院　高度救命センター　救急科　　人見　　秀

P079-1 発作重積状態に至った減圧症の一例
雪の聖母会　聖マリア病院　救命センター　　浦部　尚吾

P079-2 救命できなかったSuper-Refractory Status Epilepticusの2例～何ができたか，何をすべきか
浦添総合病院　救急集中治療部　　北原　佑介
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P079-3 全静脈麻酔・人工呼吸器管理を要するてんかん重積状態の治療と課題
筑波大学　医学医療系　救急・集中治療科　　丸島　愛樹

P079-4 てんかん重積の stageによる診断，治療，予後の検討
名古屋市立東部医療センター　神経内科　兼　救急科　　三浦　敏靖

P079-5 痙攣重積発作は誰が如何に治療すべきか
山梨県立中央病院　救命救急センター　　松本　　学

15：50～ 16：40

ポスター 80

中枢神経　7
座長　　　　　　　　　　　　　　　　　東京臨海病院　救急科　　佐藤　秀貴

神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター　　神谷　侑画

P080-1 頸髄硬膜外血腫3例の経験
新潟大学医歯学総合病院　高次救命災害治療センター　　本多　忠幸

P080-2 頸動脈性出血2症例の検討
名古屋医療センター　救命救急センター　　荒川　立郎

P080-3 リバーロキサバン内服中に発症した特発性頸髄硬膜外血腫の1例
昭和大学藤が丘病院　　井上　　元

P080-4 CT画像にて診断し得た頸胸髄硬膜外血腫の一例
福島県立医科大学　地域救急医療支援講座　　三澤　友誉

P080-5 頸部痛と両下肢脱力で救急搬送された胸椎硬膜外血腫の一例
東京品川病院　　宮井　保尚

P080-6 当院における脊髄硬膜外血腫の16例のまとめ
徳島赤十字病院　救急科　　大羽　美奈

16：40～ 17：20

ポスター 81

脊椎・脊髄外傷　2
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

日立総合病院　救急集中治療科　　高橋　雄治

P081-1 自然整復された頸椎脱臼に伴う両側椎骨動脈損傷にて小脳・延髄・後頭葉梗塞を来した1例
奈良県立医科大学　救急医学・高度救命救急センター　　奥田　宏純

P081-2 スノーボード滑走中の転倒後に後方循環系の一過性脳虚血発作で発症した鈍的脳血管損傷の
一例

新潟大学地域医療教育センター　魚沼基幹病院　救急科　　関口　博史
P081-3 外傷性頸椎損傷に椎骨動脈解離を合併し，小脳脚梗塞をきたした一例

日立総合病院　救命救急センター　救急集中治療科　　本木麻衣子
P081-4 頸椎骨折に伴った，椎骨動脈損傷の2症例についての検討

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　　三浦　将仁
P081-5 当院における頸椎・頸髄外傷に伴う頸部血管損傷の検討

関西医科大学附属病院　救急医学科　　尾上　敦規
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15：50～ 16：40

ポスター 82

循環器　2
座長　　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

杏林大学　医学部　救急医学　　持田　勇希

P082-1 手術前に循環動態不安定であったStanford A 型急性大動脈解離の臨床像と予後
兵庫県立姫路循環器病センター　麻酔科　　山根　　悠

P082-2 3週間持続する発熱を主訴に来院したStanford A型無痛性大動脈解離の1例
東京都立墨東病院　救急診療科・救命救急センター　　谷本　篤紀

P082-3 保存的治療により治癒した，心タンポナーデ合併Stanford A型早期血栓閉塞型急性大動脈解
離の1例

中部徳洲会病院　心臓血管外科　　西島　　功
P082-4 急性A型大動脈解離術後遠隔期の腹部大動脈残存解離破裂に対するステントグラフト内挿術

による救命例
岐阜県総合医療センター　心臓血管センター　　森　　義雄

P082-5 一過性下肢麻痺で来院した無痛性大動脈解離の1例
安城更生病院　救命救急センター　　武田　真輔

P082-6 左主幹動脈閉塞による急性心筋梗塞を伴った，A型急性大動脈解離の1救命例
飯田市立病院　心臓血管外科　　月岡　勝晶

16：40～ 17：20

ポスター 83

循環器　3
座長　　　　　　　　　　名古屋第一赤十字病院　救急部　　花木　芳洋

京都第二赤十字病院　救命救急センター　救急科　　榊原　　謙

P083-1 急性冠症候群に対する緊急カテーテル施行中にStanford A型急性大動脈解離の診断に至った
一例

筑波大学附属病院　救急集中治療科　　南　健太郎
P083-2 非定型的な消化器症状で受診し，急性冠症候群との鑑別を要した大動脈解離の1症例

東葛病院　麻酔科　　山口　　聡
P083-3 特発性冠動脈解離（SCAD）による難治性心室細動（VF）に対しECPRを行い救命に成功し

た1例
JA広島総合病院　救急・集中治療科　　松本　丈雄

P083-4 冠状動脈肺動脈瘻による破裂性冠状動脈瘤を呈した1救命例
総合病院国保旭中央病院　心臓外科　　有馬　大輔

P083-5 浅頸動脈，上行頸動脈瘤破裂により縦隔血腫・血胸をきたし頻回のカテーテル治療を行った
von Recklinghausen病の一例

順天堂大学医学部附属浦安病院　　川崎　喬彬

15：50～ 16：30

ポスター 84

循環器　4
座長　　横浜市立大学　救急医学教室　　竹内　一郎

昭和大学　救急医学科　　前田　敦雄

P084-1 ハチ刺傷により発症したKounis症候群の1例
日本赤十字社和歌山医療センター　放射線科部　　是永　　章
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P084-2 造影CTにより診断し得た急性心外膜炎の一例
沖縄県立中部病院　救急科　　齋藤　俊輔

P084-3 救急外来から ICUへ入室した先天性心疾患（CHD）を有する患者の特徴
大阪市立総合医療センター　小児集中治療部　　芳賀　大樹

P084-4 失神を契機に発見された間歇性WPW症候群の一例
京都大学医学部附属病院　初期診療・救急科　　高谷　悠大

P084-5 心不全を伴う心膜炎を契機に診断されたSLEの1例
阪南市民病院　　村山　友梨

16：30～ 17：10

ポスター 85

消化器　1
座長　　　　　　　　伊勢崎佐波医師会病院　救急医療科　　須賀　弘泰

東京都立多摩総合医療センター　救命救急センター　鈴木茂利雄

P085-1 上部消化管造影検査後にバリウム糞石による消化管穿孔となった一例
大間病院　内科　　四ッ谷千尋

P085-2 被囊性腹膜硬化症による小腸穿孔の一例
飯塚病院　外科　　由茅　隆文

P085-3 下部消化管穿孔術後のトロンボモジュリン製剤の有用性
関西労災病院　消化器外科　　野瀬　陽平

P085-4 S状結腸穿孔後のopen abdominal managementが奏功した症例
東京医科大学　救急・災害医学分野　　小堀　文正

P085-5 Enteroatmospheric fistulaの2症例に対する治療法の工夫
堺市立総合医療センター　外科　　眞木　良祐

15：50～ 16：30

ポスター 86

消化器　2
座長　　聖マリア病院　救命救急センター　集中治療科　　爲廣　一仁

大分岡病院　消化器センター　外科　　田邉　三思

P086-1 非典型的なCT像を呈した左傍十二指腸ヘルニアの1例
飯塚市立病院　総合診療部　　三好　　修

P086-2 上腹部痛を主訴に受診したWinslow孔ヘルニアの1例
順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　三好ゆかり

P086-3 直腸憩室穿孔の術後に閉鎖孔ヘルニア嵌頓を発症したため2回緊急手術を施行した高齢女性
の1例

総合犬山中央病院　外科　　福井　貴巳
P086-4 術後15年後，逆行性腸重積症を呈した胃全摘後Roux-en-Y再建症例の1例

伊勢崎佐波医師会病院　救急医療科　　佐藤　孝幸
P086-5 家族性大腸ポリポーシスの関与が疑われた成人S状結腸逆行性腸重積症の1例

兵庫県災害医療センター　　高橋　　諒
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16：30～ 17：30

ポスター 87

消化器　3
座長　　　　　　　　市立豊中病院　救急科　　東　　孝次

済生会千里病院　救命救急センター　　松岡　信子

P087-1 胃全摘術後に発症した食道静脈瘤破裂の1例
東京医科大学　救急・災害医学科　　田中　佑一

P087-2 既往のない若年女性に生じた胃静脈瘤破裂による出血性ショックの1例
済生会宇都宮病院　消化器内科　　榊原　亮哉

P087-3 急性上部消化管出血による出血性ショックに対して大量輸血を施行した一例
東京大学医学部附属病院　救急科学教室（救命救急センター・ER，集中治療部）　　高井　大輔

P087-4 術中心停止をきたした上部消化管出血の1救命例～動脈塞栓コイルによる胃穿破
豊見城中央病院　外科　　嵩下英次郎

P087-5 内視鏡的乳頭括約筋切開術後出血を血管内治療にて止血しえた一例
独立行政法人国立病院機構　京都医療センター　消化器内科　　濱田　聖子

P087-6 造影CTにて病変部位を同定した小腸出血の2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

P087-7 上部消化管出血における受診時乳酸値と医学的介入・在院日数の検討
東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　　小野寺隆太

15：50～ 16：30

ポスター 88

消化器　4
座長　　大阪府立中河内救命救急センター　　山村　　仁

千葉ろうさい病院　重症救命科　　高村　卓志

P088-1 若年者内臓動脈破裂症例の検討
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

P088-2 当院における小児急性虫垂炎に対する手術術式の現状
総合大雄会病院　救命救急センター　消化器外科　　甲村　　稔

P088-3 難治性痔瘻から化膿性椎間板炎を併発しARDSで死亡した痔瘻癌の一例
京都第一赤十字病院　消化器外科　　池田　　純

P088-4 診断に難渋し，救命し得なかった劇症型アメーバ性大腸炎の1例
帯広厚生病院　外科　　加藤　航平

P088-5 腸管気腫が穿破し腹腔内遊離ガスを生じたと思われる高齢者の1例
大田病院　救急科　　出口　雄樹

16：30～ 17：10

ポスター 89

消化器　5
座長　　武蔵野赤十字病院　救命救急科　　蕪木　友則

関東中央病院　外科　　野中　勇志

P089-1 特発性食道破裂により緊張性気胸を発症した一例
神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター　　野浪　　豪

P089-2 異物誤飲歴のなかった小腸異物で外科的治療を要した4例
成育医療研究センター　教育研修部　　猪野木雄太
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P089-3 嘔吐後に発症したステーキハウス症候群の1例
新潟市民病院　　齋藤　　豊

P089-4 異物誤飲による門脈気腫を伴う消化管閉塞に対して内視鏡的摘出術が成功した一例
横浜医療センター　救急科　　武田　知晃

P089-5 鶏骨誤飲により食道損傷，縦隔気腫を来した1例
公立那賀病院　救急科　　平田　桂資

15：50～ 17：00

ポスター 90

消化器　6
座長　　　　相澤病院　救命救急センター　　吉池　昭一

愛媛大学　救急・航空医療学講座　　菊池　　聡

P090-1 エコー上で門脈ガスが指摘され，診断に至った非閉塞性腸間膜虚血の一例
本荘第一病院　外科・総合診療科　　板垣　秀弥

P090-2 審査単孔式腹腔鏡術により保存的加療し得た門脈ガス血症の1例
大阪医科大学　救急医学教室　　高島　章伍

P090-3 門脈ガス血症を伴う，胃に限局した非閉塞性虚血性粘膜壊死の一例
三重県立総合医療センター　救命救急センター　　伊藤　秀樹

P090-4 三度熱中症で非閉塞性腸管虚血（NOMI;non-occlusive mesenteric ischemia）が併発しプロスタ
グランジンE1動注で改善した1例

東京医科大学　医学部　救急・災害医学　　三井　太智
P090-5 広範囲大腸壊死の術後に上腸間膜静脈血栓症に至るも，劇的に改善し救命した1例

湘南藤沢徳洲会病院　外科　　賀　　　亮
P090-6 救命できなかった急性上腸間膜動脈塞栓症の1例

麻生飯塚病院　外科　　賀茂　圭介
P090-7 敗血症性ショックに伴うNOMIに対する治療戦略～ PCPSとDLの位置付け

札幌医科大学附属病院　高度救命救急センター　　原田　敬介
P090-8 造影CT検査所見により門脈・腸間膜静脈血栓症に対する保存加療の成功を予測できるか？

京都第二赤十字病院　救命救急センター　救急科　　神鳥　研二

15：50～ 17：00

ポスター 91

消化器　7
座長　　京都第二赤十字病院　救命救急センター　　飯塚　亮二

帝京大学ちば総合医療センター　救急科　　北村　真樹

P091-1 胃内容停滞に対し五苓散が有用であった2症例の検討
香川大学医学部附属病院　救命救急センター　　絹笠沙耶香

P091-2 診断後11年間保存的に良好な経過をたどっている真性腸石の1例
近畿大学医学部附属病院　　白山　玲奈

P091-3 柿胃石による腸閉塞の2例
社会医療法人三和会　永山病院　　太田　育夫

P091-4 糞石による腸閉塞の一例
もりえい病院　外科　　増田　　亨

P091-5 当院で経験した食餌性イレウス6症例の検討
多根総合病院　急性腹症科　　山口　拓也

P091-6 腹腔内遊離ガスを伴う麻痺性イレウスを契機に強皮症の診断に至った一例
新潟市民病院　救急科　　川井　洋輔

P091-7 小腸軸捻転症に伴う絞扼性S状結腸閉塞をきたした1例
京都第二赤十字病院　救命救急センター　　宮国道太郎
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P091-8 前立腺癌術後に生じた外腸骨動脈による絞扼性腸閉塞の1例
京都第二赤十字病院　救命救急センター　　武村　秀孝

15：50～ 16：30

ポスター 92

血液・凝固線溶　1
座長　　滋賀医科大学　救急集中治療医学講座　　江口　　豊

東千葉メディカルセンター　　林　　洋輔

P092-1 肺炎による呼吸不全，DICの治療経過中にTMAを発症し，救命し得た一例
宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター　　久保　佳祐

P092-2 急速に進行し不良な転帰をたどった血栓性微小血管症の1例
宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター　　安部　智大

P092-3 頸部膿瘍による敗血症性ショック・DIC後に多発筋層内血腫を併発した症例
総合病院土浦協同病院　救急集中治療科　　荒木　祐一

P092-4 妊娠後期に下腿骨骨折を受傷し，巨大な深部静脈血栓症（DVT）を発症した一例
高知医療センター　整形外科　　多田圭太郎

P092-5 急性に発症した下大静脈血栓に対して保存的に加療しえた1例
横浜市立みなと赤十字病院病院　救急科　　河野　裕嗣

16：30～ 17：20

ポスター 93

血液・凝固線溶　2
座長　　日本大学　医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野　　千葉　宣孝

愛媛大学医学部附属病院　救急科　　松本　紘典

P093-1 Heyde症候群（後天性von Willebrand症候群：AVWS）におけるT-TASを用いた評価
奈良県立医科大学　総合医療学　　矢田　憲孝

P093-2 ワーファリン使用中に合併した出血性疾患に対するプロトロンビン複合体製剤の有効性
熊本赤十字病院　救急科　　濱　　義明

P093-3 出血コントロールに難渋した後天性血友病Aの1例
昭和大学　救急災害医学講座　　中島　靖浩

P093-4 広域抗菌薬投与後のセフェム系抗菌薬の使用によるプロトロンビン活性の低下を認めた1例
順天堂大学医学部附属順天堂医院　救急科　　遠藤　佳子

P093-5 婦人科術後に非典型溶血性尿毒症症候群を発症したが，早期のエクリズマブ投与により血液
浄化療法を離脱できた1例

東京警察病院　救急科　　今村　友典
P093-6 非外傷性圧迫骨折から化膿性脊椎炎を発症し，骨髄で形質細胞増加を認めた一例

東京警察病院　救急科　　小松　祐美

15：50～ 16：30

ポスター 94

内分泌・代謝　1
座長　　　　　　　公立藤岡総合病院　外科　　中村　卓郎

東京慈恵会医科大学　救急医学講座　　光永　敏哉

P094-1 労作性熱中症の経過をたどった未診断のバセドウ病による甲状腺クリーゼの1例
仙台市立病院　救命救急センター　　黒田　　薫
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P094-2 心室頻拍と重症心不全を合併した甲状腺クリーゼの1例
済生会宇都宮病院　救急科　　藤井　公一

P094-3 慢性甲状腺炎を合併した呼吸不全の2症例
東邦大学医療センター　救命救急科　　渡辺　雅之

P094-4 甲状腺機能低下症と高アンモニア血症を合併した意識障害の1例
済生会熊本病院　救急総合診療センター　　高田　紘平

P094-5 疑うものは救われる！ 早期診断につながる粘液水腫性昏睡の臨床像
聖隷浜松病院　　小林　駿介

16：30～ 17：20

ポスター 95

内分泌・代謝　2
座長　　近畿大学医学部奈良病院　救命救急センター　　北澤　康秀

東京都立広尾病院　救命救急センター　　三輪　　槙

P095-1 精神症状により，治療に難渋した高ナトリウム血症の一例
東京女子医科大学　救急医学講座　　康　　美理

P095-2 重症熱傷治療中の高Na血症で診断し得た中枢性尿崩症の1例
筑波大学附属病院　救急・集中治療部　　山本　由季

P095-3 SIADHの原因が尿閉と考えられた一例
岡山市立市民病院　救急センター　　森田　吉則

P095-4 低ナトリウム血症の初期初療での検査が診断のきっかけとなった一例
自治医科大学附属さいたま医療センター　救急科　　松井　崇頼

P095-5 水中毒患者における治療戦略，横紋筋融解合併のリスクについて
国立病院機構　仙台医療センター　救急科　　三宅のどか

P095-6 ジアゾキシド中毒によりHHS・ショックを呈したインスリノーマの一例
順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　入山　大希

15：50～ 16：40

ポスター 96

内分泌・代謝　3
座長　　帝京大学ちば総合医療センター　救命救急センター　　森脇龍太郎

愛知医科大学病院　救命救急科　　竹中　信義

P096-1 当院における低血糖のため救急外来受診した患者の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　糖尿病・内分泌内科　　中井　智己

P096-2 診断に難渋し急速に進行して心肺停止した劇症1型糖尿病の1例
獨協医科大学埼玉医療センター　救命救急センター　　加藤万由子

P096-3 重症急性膵炎を合併した劇症1型糖尿病の1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　　中島　聡美

P096-4 劇症1型糖尿病の診断遅延となり得る要因
湘南鎌倉総合病院　救急総合診療科　　佐々木弥生

P096-5 SGLT2阻害薬により血糖値上昇が軽度であった糖尿病性ケトアシドーシスの1例
飯塚病院　　松元宗一郎

P096-6 腎盂腎炎を契機に発症したSGLT2阻害薬によるEuglycemic Diabetic Ketoacidosis
株式会社日立製作所日立総合病院　　横張　博也
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16：40～ 17：20

ポスター 97

内分泌・代謝　4
座長　　国立病院機構熊本医療センター　救命救急・集中治療部　　原田　正公

日立総合病院　救急集中治療科　　神田　直樹

P097-1 高Na血症により浸透圧性脱髄症候群をきたした1例
北里大学　医学部　救命救急医学　　長田真由子

P097-2 Empty sella症候群による下垂体機能低下症が原因と考えられた低Na血症の1例
多根総合病院　救急科　　喜多　亮介

P097-3 痙攣で救急搬送され重篤な代謝性アルカローシスで20時間後に死亡した一例
潤和会記念病院　救急部　　成尾　浩明

P097-4 初療時に頭部MRIを施行し，神経学的予後が不良であった低血糖脳症の1例
大阪警察病院　ER・救命救急科　　永田　慎平

P097-5 チアミン大量補充療法を行ったWernicke脳症の2症例
公立昭和病院　救命救急センター　　山口　和将

15：50～ 16：40

ポスター 98

中枢神経　8
座長　　　　　豊橋市民病院　救命救急センター　　鈴木　伸行

帝京大学ちば総合医療センター　救急科　　野村　　誠

P098-1 当院における脳出血患者に対する初期治療の評価
京都第二赤十字病院　脳神経外科　　村上　　守

P098-2 当院において手術を施行し脳内出血症例の検討
昭和大学江東豊洲病院　脳神経外科　　池田　尚人

P098-3 脳卒中急性期には頸髄病変除外を意識した神経診察が重要である
順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科　　發知　佑太

P098-4 病院前診療における病型未確定の推定脳卒中から出血性脳卒中を判別する
鹿児島市立病院　救急科　　大西　広一

P098-5 重症くも膜下出血における外減圧治療は効果あるのか
日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター　　工藤　小織

P098-6 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）を背景に急性特発性硬膜下血腫を来たした1例
千葉大学大学院　医学研究院　救急集中治療医学　　馬場　彩夏

16：40～ 17：20

ポスター 99

中枢神経　9
座長　　　　東京慈恵会医科大学附属柏病院　救命救急センター　　卯津羅雅彦

日本大学　医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野　　伊原　慎悟

P099-1 突然発症の頸部痛および右片麻痺から特発性頸髄硬膜外血腫の診断に至り，緊急手術を行っ
た一例

さいたま市民医療センター　内科　　吉野　雄大
P099-2 急性期脳梗塞を疑い血栓溶解療法を施行した特発性頸髄硬膜外血腫の1例

大垣市民病院　救命救急センター　　坪井　重樹
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P099-3 ワーファリン内服中の頭蓋内出血に対して4因子含有トロンビン複合体を使用した7症例の
報告

自治医科大学附属さいたま医療センター　救急科　　平良　　悠
P099-4 初診時に急性白血病を鑑別した多発皮質下脳出血

セコメディック病院　　宇藤　　薫
P099-5 アプローチルートに血管variationを伴った破裂多発性脳動脈瘤に対する急性期脳血管内治療

東京曳舟病院　脳神経外科　　渋谷　　肇

15：50～ 16：30

ポスター 100

敗血症　1
座長　　千葉大学大学院　医学研究院　救急集中治療医学　　中田　孝明

東京医科大学病院　麻酔科　集中治療部　　齋木　　巌

P100-1 ESBL産生大腸菌とClostridium paraputrificumによる敗血症の一例
医療社団法人　宇部興産中央病院　救急科　　熊谷　和美

P100-2 意識障害で搬送されたAerococcus属によるurosepsisの一例
市立大津市民病院　救急診療科・集中治療部　　大手　裕之

P100-3 敗血症を呈した脾膿瘍結腸瘻に対して経皮的ドレナージを行い脾摘を回避し得た一例
健和会大手町病院　外科　　長谷川　巧

P100-4 肺炎球菌ワクチン接種後に敗血症性ショック・横紋筋融解様の病態を呈した1例
京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　　松室　祐美

P100-5 敗血症性ショックによる多臓器不全に対し血漿交換療法が著効し独歩退院した一例
船橋二和病院　内科　　関口　紗千

16：30～ 17：10

ポスター 101

敗血症　2
座長　　　東千葉メディカルセンター　救急科・集中治療部　　渡邉　栄三

順天堂大学医学部附属練馬病院　救急・集中治療科　　小松　孝行

P101-1 原因不明のショックに対してPMX-DHPで救命し得た1例
兵庫県立尼崎総合医療センター　診療部　臨床工学　　安達　一眞

P101-2 敗血症性ショックに急激な心収縮能低下を伴いVA-ECMO導入を要した2症例
飯塚病院　集中治療部　　平松　俊紀

P101-3 二次救急外来を受診した患者の静脈血乳酸値による臓器障害の予測
東京医科大学　救急・災害医学　　三浪　陽介

P101-4 敗血症患者における気管挿管タイミングと患者予後との関係
倉敷中央病院　救急科　　矢野　友大

P101-5 播種性血管内凝固症候群を合併した急性閉塞性化膿性胆管炎における遺伝子組み換え型トロ
ンボモジュリンの有効性に関する検討

国家公務員共済組合連合会　大手前病院　救急科　　甲斐沼　孟
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15：50～ 16：30

ポスター 102

感染症　5
座長　　国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院（NCGM）　救急科　　佐々木　亮

京都第二赤十字病院　救急科　　吉田　哲朗

P102-1 咽頭痛から扁桃周囲・咽後膿瘍およびレミエール症候群への進展症例
セコメディック病院　　宇藤　　薫

P102-2 見逃されやすい石灰沈着性頸長筋膜炎について
セコメディック病院　　宇藤　　薫

P102-3 敗血症性ショックを伴う肺結核にて長期人工呼吸管理を要した一例
東京女子医科大学八千代医療センター　　近藤　乾伍

P102-4 CVC挿入に伴う感染性血栓に対して内科的治療を選択した一例
東京医科大学　救急・災害医学分野　　本橋　直樹

P102-5 脾臓低形成により侵襲型肺炎球菌敗血症，多発脳塞栓をきたした1症例
沖縄県立中部病院　救急科　　湖山　知篤

16：30～ 17：10

ポスター 103

感染症　6
座長　　　　　東京警察病院　救急科　　金井　尚之

香川大学　救命救急センター　　絹笠沙耶香

P103-1 敗血症性ショックを伴ったガス壊疽の三例
東海大学医学部付属八王子病院　　杉田真理子

P103-2 アルコール性肝炎にカンピロバクター敗血症を合併し，重度乳酸アシドーシスを来した1例
東京女子医科大学　救急医学　　齋藤　倫子

P103-3 入院後切開排膿が必要となった化膿性大腿四頭筋炎の一例
名古屋掖済会病院　救急科　　柳内　　愛

P103-4 脾摘後重症感染症の治療中に甲状腺のう胞に感染を来した一例
香川県立中央病院　救命救急センター　　合田　雄二

P103-5 腎・脾梗塞を契機に診断された感染性心内膜炎の治療中に感染性脳動脈瘤を合併しコイル塞
栓術を実施した1症例

市立三次中央病院　麻酔科・集中治療室　　田嶋　　実

15：50～ 16：30

ポスター 104

感染症　7
座長　　静岡県立総合病院　高度救命救急センター　　登坂　直規

東北大学病院　高度救命救急センター　　長谷川将嗣

P104-1 気道閉塞を伴う偽膜性気管気管支炎を呈した侵襲性肺アスペルギルス症の1例
北海道大学病院　救急科　　板垣　有紀

P104-2 溺水から侵襲性肺アスペルギルス症，同菌による肺塞栓症を合併した一剖検例
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　　小出　俊一

P104-3 急激に神経機能が悪化し死亡した肺炎球菌性髄膜炎の一例
宇治徳洲会病院　救急総合診療科　　木庭　　茂

P104-4 来院時に感染所見に乏しく診断に難渋した劇症型A群溶血性連鎖球菌感染症の一例
石巻赤十字病院　救急科　　伊藤　優太
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P104-5 脾臓低形成を有する患者に発症したCapnocytophaga canimorsus感染症の1例
和歌山県立医科大学附属病院　救急集中治療部　　松本　春香

16：30～ 17：10

ポスター 105

感染症　8
座長　　群馬大学大学院　医学系研究科　救急医学　　大嶋　清宏

大阪医科大学　救急科　　太田　孝志

P105-1 両側感音性難聴・脳室炎を合併したStreptococcus suisによる髄膜炎の一例
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院　救命救急センター　　中泉　貴之

P105-2 劇症肝炎として紹介された侵襲性肺炎球菌感染症の一例
産業医科大学病院　集中治療部　　大竹　晶子

P105-3 劇症型溶血性連鎖球菌感染症から縦隔炎へ至った1例
さいたま赤十字病院　高度救命救急センター救急科　　秋葉　　力

P105-4 保存的治療で救命し得た劇症型Clostridioides difficile感染症の1例
東京大学医学部附属病院　救命救急センター　救急科　　福嶋　一剛

P105-5 下肢の蜂窩織炎に伴う敗血症治療中に重症型CDI（Clostridium difficile感染症）を経験した一
例

東京医科大学　救急・災害医学分野　　木村　　佑

15：50～ 16：30

ポスター 106

感染症　9
座長　　新百合ヶ丘総合病院　救急科　　竹本　正明

福山市民病院　整形外科　　井上　智顕

P106-1 早期デブリドマン及び保存的加療にて軽快した劇症型溶連菌感染症の2例
北里大学　医学部　救命救急医学　　渋谷　紘隆

P106-2 A群β溶血性連鎖球菌による肝周囲炎，敗血症の一例
東京女子医科大学病院　救急医学　　角田美保子

P106-3 侵襲性B群溶連菌感染症により多発性化膿性関節炎を来し治療に難渋した1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

P106-4 侵襲性肺炎球菌感染症に化膿性関節炎を合併した2例
東北医科薬科大学病院　救急科　　大泉　智哉

P106-5 呼吸器症状を認めず診断に難渋したMycoplasma pneumoniae感染症の1例
湘南鎌倉総合病院　救急総合診療科　　長山　未来

16：30～ 17：10

ポスター 107

感染症　10
座長　　　　　　　　　　　　愛媛大学　救急航空医療学　　佐藤　格夫

大分大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　竹中　隆一

P107-1 気脳症を合併した蝶形骨洞炎由来のインフルエンザ桿菌性髄膜炎の1例
名古屋掖済会病院　救急科　　村松恵理子

P107-2 Bacteroides fragilisが起因菌と考えられる咽後膿瘍・硬膜外膿瘍の1例
埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター　久木原由里子
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P107-3 電撃性紫斑病を合併したStreptococcus suisによる劇症型溶連菌感染症の1例
東京医科大学病院　救命救急センター　　下山京一郎

P107-4 溶血性連鎖球菌による壊死性筋膜炎の3症例
東京女子医科大学　救急医学　　芝原　司馬

P107-5 急激な経過を辿った基礎疾患のない侵襲性肺炎球菌感染症の一例
久留米大学病院　高度救命救急センター　　吉田　智博

15：50～ 16：30

ポスター 108

感染症　11
座長　　順天堂大学医学部　救急・災害医学　　橋口　尚幸

大崎市民病院　救急科　　横川　裕大

P108-1 Streptococcus pyogenesによる壊死性筋膜炎を伴う咽後膿瘍の1例
社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター　救急科　　堤　　俊太

P108-2 Fusobacterium necrophorum感染症の1例
岩手医科大学附属病院　救急医学講座　　児玉　善之

P108-3 化学療法施行中に発症した劇症型溶血性連鎖球菌感染症の1例
岩手医科大学　救急・災害・総合医学講座　　星川　浩一

P108-4 インフルエンザを契機に重症肺炎を合併し，集中治療を必要とした2症例
自衛隊中央病院  救急科　　佐々　瑠花

P108-5 市中アシネトバクター肺炎の一例
倉敷中央病院　救命救急センター　　佐藤　瑞樹

16：30～ 17：10

ポスター 109

感染症　12
座長　　ひかり会パーク病院　内科　　原田　知幸

済生会千里病院　救命　　豊田　将平

P109-1 ピペラシリン /タゾバクタムによる急性汎発性発疹性膿疱症が疑われた一例
株式会社日立製作所日立総合病院　救命救急センター　　貝塚　奈穂

P109-2 沖縄県で数年ぶりにみられた裂頭条虫症の一例
琉球大学医学部附属病院　救急医学講座　救急部　　玉城佑一郎

P109-3 温泉入浴により劇症化した新型ツツガムシ病（弱毒株）の1例
太田西ノ内病院　救命救急センター　　菊地　紘彰

P109-4 急速な致死的経過を辿った重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の一例
宮崎大学医学部附属病院　伊豆元心太郎

P109-5 マダニ関連感染症と鑑別を要した3度熱中症の一例
宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター　　島津志帆子

15：50～ 16：30

ポスター 110

感染症　13
座長　　堺市立総合医療センター　救命救急センター　　森田　正則

聖隷浜松病院　救命救急センター　　植田　秀樹

P110-1 インフルエンザワクチン効果が切れた時期の院内アウトブレイクの経験
深川市立病院　救急部　　籏本　恵介
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P110-2 交通事故の原因がインフルエンザ脳症であった1例
済生会滋賀県病院　救命救急センター　救急集中治療科　　平泉　志保

P110-3 尿閉を主訴に救急搬送された腰仙随領域帯状疱疹の一例
順天堂大学医学部附属練馬病院　救急集中治療科　　鎌田　綾佳

P110-4 EBV感染による伝染性単核球症に肺炎を併発した一例
日立総合病院救命救急センター　救急集中治療科　　小出　知輝

P110-5 慢性活動性EBウイルス感染症の1例
群馬大学大学院　医学系研究科　救急医学　　中島　　潤

16：30～ 17：10

ポスター 111

熱傷
座長　　岩手医科大学　救命・災害・総合医学講座　救急医学分野　　山田　裕彦

千葉ろうさい病院　重症・救命　　山本　奈緒

P111-1 電撃傷による心肺停止から良好な転帰をたどった一例
済生会滋賀県病院　救命救急センター　　福田　将啓

P111-2 ドクターヘリが対応した熱傷症例の現状
岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　土井　智章

P111-3 広範囲熱傷患者の社会復帰～尖足に対するTalor Spatial Frame
奈良県立医科大学附属病院　高度救命救急センター　　大崎　　徹

P111-4 透析中の高齢者重症熱傷への治療戦略
川崎市立川崎病院　救命救急センター　　田熊　清継

P111-5 重症熱傷栄養管理戦略：超早期経腸栄養，連続消費熱量測定（IC），累積エネルギー負債解
消栄養療法

製鉄記念八幡病院　救急・集中治療部　　海塚　安郎

15：50～ 16：50

ポスター 112

環境異常
座長　　　　　　　　　和歌山ろうさい病院　救急科　　中村　俊介

熊本大学医学部附属病院　救急・総合診療部　　田中　拓道

P112-1 熱中症予防と応急処置―重症化を防ぐために
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

P112-2 高齢者の入浴事故の大半は熱中症である
千葉科学大学　危機管理学部　医療危機管理学科　　黒木　尚長

P112-3 直腸温19.3℃から社会復帰に至った偶発性低体温症によるCPAの一例
青森県立中央病院　救急部　　佐藤　裕太

P112-4 重症偶発性低体温症に合併したたこつぼ型心筋症
札幌医科大学　救急医学講座　　中舘　聡子

P112-5 偶発性低体温症における死亡関連因子の検討
東海大学　医学部　外科学系　救命救急医学　　三浦　直也

P112-6 低体温症における膵酵素と膵画像所見の検討
国立病院機構　仙台医療センター　救急科　　斉藤　壮矢

P112-7 当センターにおける偶発性低定温症の急性期に対する血管内体温管理システムの使用経験
福岡大学病院　救命救急センター　　川野　恭雅
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15：50～ 16：30

ポスター 113

中毒　10
座長　　公立昭和病院　救命救急センター　　稲川　博司

新潟市民病院　救急科　　佐藤　信宏

P113-1 症状が遷延したテトラミン中毒の1例
海老名総合病院　救命センター　　伊倉　崇浩

P113-2 V-A ECMOの迅速な導入により救命し得たトリカブト中毒の1例
福島県立医科大学附属病院　高度救命救急センター　　上野　智史

P113-3 統合失調症様症状を呈した急性ナツメグ中毒の1例
北里大学　医学部　救命救急医学　　古藤　里佳

P113-4 同施設で集団発生したナツメグ中毒の2例
日本赤十字社医療センター　　深田　卓也

P113-5 醤油多量摂取により急性高Na血症を来した一例
名古屋第二赤十字病院　救急科　　三浦　智孝

16：30～ 17：20

ポスター 114

中毒　11
座長　　岩手医科大学　救急・災害・総合医学講座　救急医学分野　　藤野　靖久

川崎医科大学　救急医学　　竹原　延治

P114-1 アスピリン中毒の6症例
勤医協中央病院　救急科　　福田摩莉佳

P114-2 致死性不整脈を合併した急性カルバマゼピン中毒に対し，血液透析と血液吸着療法により救
命し得た一例

刈谷豊田総合病院　救急・集中治療部　　山内　佑允
P114-3 治療に難渋したカルバマゼピン中毒の1例

公立昭和病院　救命救急センター　　小島　直樹
P114-4 Amitriptylineの大量服用後に発症した急性呼吸促拍症候群の1例

昭和大学　医学部　救急・災害医学講座　　鈴木　恵輔
P114-5 ドスレピン塩酸塩の過量内服後に無脈性心室頻拍と痙攣重積をきたした1例

宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター　　興梠　貴俊
P114-6 腎性尿崩症を合併したリチウム中毒の一例

行岡医学研究会　行岡病院　救命救急科　　陵城　成浩

15：50～ 16：30

ポスター 115

小児　1
座長　　東京都立小児総合医療センター　救命集中治療部　救命救急科　　伊原　崇晃

帝京大学　医学部　救急医学講座　　竹内　慎哉

P115-1 乳幼児心肺停止におけるドクターカーの意義
奈良県立医科大学付属病院　救急医学講座　　大山　有紗

P115-2 Open ICUで各科連携によりV-A ECMOを導入し救命した小児急性肺塞栓症の1例
安城更生病院　救急科　　久保　貞祐

P115-3 大動脈閉鎖不全を伴った高安動脈炎の1例
国立成育医療研究センター　集中治療科　　蘇　　哲民
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P115-4 出血性ショック脳症症候群を発症し，救命できなかった左心低形成症候群の3歳男児例
福岡市立こども病院 　集中治療科　　李　　守永

P115-5 ビタミンB1投与で肺高血圧が改善した小児の1例
国立成育医療研究センター　集中治療科　　成相　諒子

16：30～ 17：20

ポスター 116

小児　2
座長　　　　　　　　川崎医科大学　救急医学　　椎野　泰和

岐阜県総合医療センター　小児救急科　　桑原　秀次

P116-1 急性脳症に類似した画像所見を呈した shaken baby syndrome（SBS）の一例
日立製作所日立総合病院　　砂辺　浩弥

P116-2 DICを合併した乳児急性硬膜下血腫の一例
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　　岡崎　紗世

P116-3 心室中隔欠損を伴った乳児多発外傷の1例
川崎医科大学附属病院　救急科　　宮本　聡美

P116-4 若年者の胸腹部鈍的外傷の4例
京都中部総合医療センター　外科・小児外科・外科系救急部　　岩田　譲司

P116-5 腹腔内膀胱損傷に対し治療を行った小児外傷の2例
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　　山口　敬史

P116-6 当院での小児上肢筋区画症候群の治療経験
兵庫県立西宮病院　四肢外傷センター　　山田　　聖

15：50～ 16：30

ポスター 117

小児　3
座長　　岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　土井　智章

沖縄県立南部医療センター　救急科　　後藤　法広

P117-1 時期の異なる2次，3次施設間での乳幼児熱傷症例の比較検討
関西医科大学附属病院　形成外科　　日原　正勝

P117-2 小児熱傷の非特異性
順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　唐津　進輔

P117-3 腸回転異常症で受診した3例の検討
あいち小児保健医療総合センター　救急科　　石川祥一朗

P117-4 飢餓状態を契機に発症した遅発型オルニチントランスカルバミラーゼ（OTC）欠損症の1例
長野県立こども病院　小児集中治療科　　安田　　立

P117-5 ERを受診した処置を要する発達障害児に対する診療上の工夫と課題
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　救急科　　土屋　洋之
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16：30～ 17：10

ポスター 118

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

和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座　　米満　尚史

P118-1 後腹膜に遊離ガスを認めた虫垂炎穿孔の一例を通しての救急対応の問題点―早期警告スコ
アの重要性について

公益財団法人　結核予防会　新山手病院　外科　　貴島　章徳
P118-2 救急外来における医療安全対策

静岡赤十字病院　救命救急センター・救急科　　中田　託郎
P118-3 救急専従医着任後の院内職員BLS研修の現状

済生会中和病院　総合診療科　　小延　俊文
P118-4 覚醒剤使用症例における病院・臨床医のノンテクニカルスキルについて

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
P118-5 救命救急センターにおける医療スタッフに対する惨事ストレス対策への試み

埼玉医科大学総合医療センター　　福島　憲治

15：50～ 17：00

ポスター 119

画像
座長　　　　　　　西大宮病院　外科　　内田　靖之

杏林大学　医学部　救急医学　　守永　広征

P119-1 腹部大動脈瘤破裂に対し大動脈遮断バルーンによる閉塞を試みるも難渋した1例
済生会宇都宮病院　救急科　　中間　楽平

P119-2 非外傷性出血に大動脈閉塞バルーンを使用した3例の検討
愛知医科大学病院　救命救急科　　丸地　佑樹

P119-3 右室に穿通したと考えられる断裂CVガイドワイヤーの回収経験
河北総合病院　救急部　　金井　信恭

P119-4 特発性腸腰筋出血の2例
巨樹の会　新武雄病院　総合救急科　　堺　　正仁

P119-5 植え込み型除細動器装着患者に対してFDG-PETが診断に有用であった化膿性椎体炎，硬膜
外膿瘍の1例

名張市立病院　総合診療科　　橋本　修嗣
P119-6 救命救急センターにおけるSpectral Detector CTの有効性

大阪府立中河内救命救急センター　　中川淳一郎
P119-7 外傷性頭蓋内出血に対するSpectral Detected CTの使用経験～造影剤後の真の血腫量の鑑別

大阪府立中河内救命救急センター　　舟久保岳央
P119-8 救急医療に携わる看護師への画像評価セミナーの開催

鹿児島大学病院　救命救急センター　　有嶋　拓郎

15：50～ 16：50

ポスター 120

病院前医療・MC　4
座長　　飯塚病院　救命救急センター　　鮎川　勝彦

P120-1 病院前救護の現場で看護師に求められること
　独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター　　吉村　　望
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P120-2 ドクターカー導入によりER看護師の意識は向上する
社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院　救急総合診療部　　三戸　正人

P120-3 お薬手帳持参率を上げる取り組み
市立函館病院　救命救急センター　　坂脇　英志

P120-4 薬剤情報入手率を上げるには
市立函館病院　救命救急センター　　坂脇　英志

P120-5 消防機関の感染対策が急務である
青森県立中央病院　救命救急センター　　齋藤　兄治

P120-6 救急救命士の感染対策に対する問題点と課題
青森県立中央病院　感染管理室　　今　めぐみ

P120-7 Twitterを活用したファーストエイドの情報発信―救急救命士が1人でできる応急手当の普及
啓発

日本体育大学　保健医療学部　救急医療学科　　中澤　真弓
P120-8 病院救急救命士

社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院　救急総合診療センター　　木村　利宏

15：50～ 17：00

ポスター 121

病院前医療・MC　5
座長　　岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター　　名知　　祥

P121-1 救急専従医の少ない救命救急センターで救急隊の傷病者収容依頼を終日医師が応需できる
工夫

長野赤十字病院　救急部　　岩下　具美
P121-2 病院搬送連絡時間「3分ルール」の短縮に向けた試み

公立阿伎留医療センター　　雅楽川　聡
P121-3 京都府MC医師研修の取り組みと課題

京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　　高階謙一郎
P121-4 当院周辺地域の病院前救急の現状

東京都立多摩総合医療センター　救命センター　　光銭　大裕
P121-5 チームダイナミクスを活用した幼稚園における緊急時の対応講習会の効果

日本体育大学　保健医療学部　救急医療学科　　宇田川美南
P121-6 学校における心肺蘇生法教育での質の高いCPR trainingへの挑戦

国士舘大学大学院　救急システム研究科　　沼田　浩人
P121-7 児童による心肺停止の判断についての検証

日本体育大学　保健医療学部　救急医療学科　　須賀涼太郎
P121-8 時間管理タイマーの開発

国立病院機構　呉医療センター　呉医療技術研修センター　　高浜　賢一

15：50～ 16：40

ポスター 122

卒前教育・初期研修
座長　　　　　　　　三重大学　救急科　　武田　多一

済生会横浜市東部病院　救急科　　風巻　　拓

P122-1 Basic Life Support（BLS）実習前の講義終了後における受講生の関心と意欲に関する調査
福山市民病院　麻酔科・がんペインクリニック　　小山　祐介

P122-2 全国医学生CPR選手権大会に関するアンケート，追跡調査の検討
日本救急医学会学生・研修医部会設置運用特別委員会　　澤田　悠輔

P122-3 救急科での臨床実習は医師国家試験問題の過半数をカバーできる
札幌東徳洲会病院　救急科　　民谷健太郎
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P122-4 医療過疎地方だからこそ都心では学ぶことのできない幅広く濃厚な臨床研修機会を提供する
順天堂大学医学部附属静岡病院　救急診療科　　柳川　洋一

P122-5 研修医勉強会で導入したシミュレーション教育は実際のER診療に生かされているか？
佐賀県医療センター好生館　総合教育研修センター　　藤田　尚宏

P122-6 満足度調査からみた独立型3次救命救急センターでの初期臨床研修の課題
兵庫県災害医療センター　　大仲　玄明

16：40～ 17：30

ポスター 123

救急科専門医制度
座長　　京都府立医科大学　救急医療学教室　　太田　　凡

日立総合病院　救急集中治療科　　園生　智弘

P123-1 当院救急科専門医研修プログラムの特徴：ダブルボードを見据えて
慶應義塾大学　医学部　救急医学　　栗原　智宏

P123-2 豆腐を用いた超音波ガイド下穿刺シミュレータの開発
自治医科大学附属病院　救命救急センター　　渡邊　伸貴

P123-3 東京 ISLS（脳卒中初期診療）コース実践の工夫と改善点の検討
独立行政法人労働者健康安全機構　東京労災病院　　田中　俊生

P123-4 複数専門医（ダブルボード）の活躍により救命し得た大腿動脈損傷の一例
安城更生病院　救急科　　石田　恵章

P123-5 救急専門医必須項目である「中毒に対する消化管洗浄」が難しい
神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター　　神谷　侑画

P123-6 多種の専門領域を集結した自己完結型救命センターの魅力
杏林大学　医学部　救急医学　　持田　勇希


