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SP 特別講演

第 1 会場
13:20 ～ 14:15

移植可能な臓器を作る-臓器灌流培養法の開発
演者：小林　英司 （慶應義塾大学医学部　臓器再生医学寄附講座）
司会：布宮　　伸 （ 自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座　集中治療医学部門）

EL1 教育講演�1

第 2 会場
9:00 ～ 9:55

素敵な先輩看護師になるためのスキル
演者：植村　　桜 （ 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　看護部）
司会：齋藤　美和 （ さいたま赤十字病院高度救命救急センター　外来・ICU・HCU）

EL2 教育講演�2

第 2 会場
10:00 ～ 10:55

日本語版Critical-Care�Pain�Observation�Tool
（CPOT-J）の臨床での活用

演者：山田　章子 （山梨大学大学院総合研究部　基礎・臨床看護学講座）
司会：細萱　順一 （地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター看護部）

EL3 教育講演�3

第 2 会場
11:00 ～ 11:55

集中治療室看護師の臨床判断
演者：宇都宮明美 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
司会：齋藤　大輔 （ 杏林大学医学部付属病院外科系集中治療室・ハイケアユニット）

EL4 教育講演�4

第 2 会場
14:20 ～ 15:15

人工呼吸管理の基本と呼吸生理
演者：落合　亮一 （東邦大学医学部　麻酔科学講座）
司会：竹田　晋浩 （医療法人社団康幸会　かわぐち心臓呼吸器病院）

EL5 教育講演�5

第 2 会場
15:20 ～ 16:15

急性脳機能障害とその看護を考える
演者：卯野木　健 （札幌市立大学看護学部看護学科　成人看護学（急性期））
司会：戸部　　賢 （群馬大学集中治療部）

共催：ファイザー株式会社
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EL6 教育講演�6

第 3 会場
9:00 ～ 9:55

呼吸ECMOのしくみとピットフォール
演者：青景　聡之 （ 岡山大学大学院医歯薬総合研究科高齢者救急医療学・岡山大学

病院高度救命救急センター）
司会：山科　　章 （東京医科大学医学教育推進センター）

EL7 教育講演�7

第 3 会場
10:00 ～ 10:55

集中治療業務における臨床工学技士に必要な�
基礎知識
演者：讃井　將満 （自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部）
司会：石井　宣大 （東京慈恵会医科大学葛飾医療センター臨床工学部）

EL8 教育講演�8

第 3 会場
11:00 ～ 11:55

苦手な循環生理？ 大丈夫です，今日これで解決！
演者：佐藤　直樹 （日本医科大学武蔵小杉病院　循環器内科・集中治療室）
司会：高山　守正 （ 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院循環器

内科）

EL9 教育講演�9

第 4 会場
11:00 ～ 11:55

急性期における腎機能評価
演者：土井　研人 （東京大学医学部救急科学）
司会：相嶋　一登 （横浜市立市民病院臨床工学部）

EL10 教育講演�10

第 4 会場
14:20 ～ 15:15

ICUにおける身体機能障害の評価
演者：渡辺　伸一（ 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター　リハビリテー

ション科）

気管内挿管抜管後の喉頭・嚥下機能をどうみるか？
演者：三枝　英人 （ 東京女子医科大学八千代医療センター耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽

喉科）

司会：工藤　　弦 （東京女子医科大学リハビリテーション部）

EL11 教育講演�11

第 4 会場
15:20 ～ 16:15

ARDS患者への腹臥位療法
演者：堀部　達也 （東京女子医科大学　リハビリテーション部）
司会：小谷　　透 （昭和大学医学部麻酔科学講座）
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JS1 共催セミナー�1

第 1 会場
12:10 ～ 13:10

はじめよう！今日からできるPICS予防

１．ICU 入室後患者の記憶と精神的問題
演者：木下　佳子 （NTT 東日本関東病院集中治療部）

２． 集中治療における早期リハビリテーション： 
早期モビライゼーションと呼吸理学療法

演者：安藤　守秀 （大垣市民病院呼吸器内科）

司会：武居　哲洋 （横浜市立みなと赤十字病院集中治療部）

共催：丸石製薬株式会社

JS2 共催セミナー�2

第 2 会場
12:10 ～ 13:10

みんなで立ち向かう臓器障害管理のABC��
～臓器障害に対する多職種チームマネジメント～
演者：井上　貴昭 （筑波大学医学医療系救急・集中治療医学）
司会：間藤　　卓 （自治医科大学救急医学講座）

共催：小野薬品工業株式会社

JS3 共催セミナー�3

第 3 会場
12:10 ～ 13:10

新しい人工呼吸器モードと経肺圧の臨床応用
演者：則末　泰博 （東京ベイ・浦安市川医療センター救急・集中治療科）
司会：倉橋　清泰 （国際医療福祉大学医学部麻酔・集中治療医学）

共催：日本光電工業株式会社

JS4 共催セミナー�4

第 4 会場
12:10 ～ 13:10

敗血症性DIC治療の新戦略��
～Double�recombinant�anticoagulant�therapyの
可能性～
演者：鈴木　　泰 （岩手県高度救命救急センター）
座長：小野　一之 （獨協医科大学救急医学）

共催：旭化成ファーマ株式会社
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PD1 パネルディスカッション�1
第 1 会場
9:00 ～ 10:25

How�to�be�an�intensivist?
座長：松田　兼一 （山梨大学医学部救急集中治療医学講座）

PD1-1 集中治療領域における呼吸器内科医の関わり方
演者：藤内　　研 （ 自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座　集中治療医

学部門）

PD1-2 腎臓内科から集中治療へ
演者：土井　研人 （東京大学医学部救急科学）

PD1-3 集中治療と循環器内科は相思相愛： 
win-win relationship
演者：岡島　正樹 （金沢大学附属病院集中治療部）

PD1-4 集中治療医としての現在とこれから目指すもの    
～バックグラウンド麻酔科の立場から～
演者：宮下　亮一 （昭和大学医学部集中治療科）

PD1-5 How to be an INTENSIVIST - 救急科から -
演者：方山　真朱 （ 自治医科大学  麻酔科学・集中治療医学講座  集中治療医学部門）

PD2 パネルディスカッション�2

第 1 会場
14:20 ～ 15:45

症例報告から学ぶ：オピニオンリーダーの治療戦略
　　　　座長：藤谷　茂樹 （聖マリアンナ医科大学救急医学）
コメンテータ：小谷　　透 （昭和大学医学部麻酔科学講座）
　　　　　　　林　　淑朗 （医療法人鉄蕉会　亀田総合病院集中治療科）

PD2-1 CT で両側びまん性すりガラス状陰影を認め，S-IL2R 
高値より悪性リンパ腫の可能性が示唆された一例
演者：青柳佑加理 （東京慈恵会医科大学附属病院集中治療部）

PD2-2 大動脈弁輪拡張症に対して大動脈基部置換術を施行し 
術後悪性高熱を来し周術期集中治療に難渋した 1 例
演者：中島　光貴 （海老名総合病院心臓血管外科）

PD2-3 腸管全虚血で救命できなかった 1 症例
演者：藤野　隆史 （順天堂大学医学部附属順天堂医院麻酔科・ペインクリニック）

PD2-4 CCU における心血管以外の臓器障害に対するアプローチ
に関して - 重症心筋梗塞の 1 症例からの検討 -
演者：齋藤　俊祐 （自治医科大学内科学講座循環器内科学部門）
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PD3 パネルディスカッション�3

第 3 会場
14:20 ～ 15:45

集中治療における臨床工学技士の役割と責任��
-加算1の意義-
座長：讃井　將満 （ 自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部）

PD3-1 集中治療室で臨床工学技士って何するの !? 
～ 10 年後を想像して～
演者：安達　一眞 （兵庫県立尼崎総合医療センター診療部臨床工学）

PD3-2 集中治療部業務における夜間帯勤務の変遷に伴う業務内
容，時間の検討～当直から夜勤へ～
演者：上岡　晃一 （東京医科大学病院臨床工学部）

PD3-3 集中治療科部長・臨床工学技術課トップ兼務者としての
活動と葛藤
演者：宮崎　　大 （前橋赤十字病院集中治療科・救急科）

PD3-4 ICU において臨床工学技士はベストパートナー
演者：齋藤　大輔 （杏林大学医学部付属病院外科系集中治療室・ハイケアユニット）

PD4 パネルディスカッション�4
第 3 会場
15:50 ～ 17:15

臨床に活かそう臨床工学技士の裏技
座長：梶原　吉春 （東大和病院臨床工学科）

PD4-1 人工呼吸管理中の加湿不足に対して加温加湿器を 2 台使
用する裏技
演者：山本　信章 （順天堂大学医学部附属浦安病院臨床工学室）

PD4-2 集中治療室における生体情報・医療機器情報の一元管理
演者：八反丸善裕 （東京大学医学部附属病院医療機器管理部）

PD4-3 VA-ECMO、VV-ECMO を同時に可動させる 
（Hybrid-ECMO：VAV-ECMO）裏技

演者：堀米　慎吾 （東邦大学医療センター大森病院臨床工学部）

PD4-4 当院 ICU における持続腎代替療法施行時の抗凝固療法に
ついて
演者：池田　潤平 （東京慈恵会医科大学附属病院 臨床工学部）
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PD5 パネルディスカッション�5
第 4 会場
16:20 ～ 17:45

早期リハビリテーション文化の導入と障害
座長：神山　淳子 （自治医科大学附属病院冠動脈集中治療部）

PD5-1 早期離床プロトコールの導入と障壁の克服
演者：劉　　啓文 （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）

PD5-2 理学療法士の ICU 専従配置は早期リハビリテーションの
文化構築に寄与するか？
演者：大村　和也 （国際医療福祉大学三田病院麻酔科）

PD5-3 当院における集中治療室の早期リハビリテーションの現状　 
～専任体制としての取り組み～
演者：川村　雄介 （公立昭和病院リハビリテーション科）

PD5-4 早期リハビリテーション文化の導入と障害 
（看護師の立場から）

演者：八巻　　均 （自治医科大学附属病院集中治療部）

PD6 パネルディスカッション�6
第 2 会場
16:20 ～ 17:45

ICU患者の記憶を考える-妄想的記憶とその対策-
座長：木下　佳子（ＮＴＴ東日本関東病院集中治療部）

PD6-1 ICU 患者の記憶と精神障害，総論
演者：竹内　　崇 （東京医科歯科大学医学部附属病院精神科）

PD6-2 ICU 患者の記憶を考える　 
～ ICU survivor としての自身の記憶から～
演者：宇都宮明美 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）

PD6-3 ICU ダイアリーに関する文献レビュー
演者：福田　友秀 （東京都済生会中央病院看護部（総合集中治療室））

PD6-4 ICU Diary の実際
演者：尾崎　裕基 （東海大学医学部付属八王子病院看護部　ICU　CCU）
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S1 シンポジウム�1
第 1 会場
10:30 ～ 11:55

臨床の現場から世界に情報を発信しよう
座長：小竹　良文 （東邦大学医療センター大橋病院麻酔科）

S1-1 日本の集中治療から世界へ情報を発信するために  
- 研究の質を高める tips-
演者：内野　滋彦 （東京慈恵会医科大学麻酔科集中治療部）

S1-2 臨床研究立案の ABC - 単施設観察研究を例に -
演者：江木　盛時 （神戸大学医学部附属病院麻酔科）

S1-3 臨床疫学家と臨床研究
演者：笹渕　裕介 （自治医科大学データサイエンスセンター）

S2 シンポジウム�2
第 4 会場
9:00 ～ 10:55

集中治療と薬剤師
座長：前田　 幹広 （聖マリアンナ医科大学病院薬剤部）

S2-1 ICU の規模に関係なく集中治療薬剤師の臨床力を発揮す
るために
演者：中薗　健一 （聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部）

S2-2 集中治療と薬剤師（若手薬剤師の立場から）
演者：中山　貴裕 （日本大学医学部附属板橋病院薬剤部）

S2-3 集中治療と薬剤師（医師の立場から）
演者：福家　伸夫 （帝京平成大学健康医療スポーツ学部）

S2-4 集中治療と薬剤師　～看護師の立場から～
演者：相野八千代 （帝京大学ちば総合医療センター ICU 病棟）
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S3 シンポジウム�3

第 1 会場
15:50 ～ 17:45

チーム医療で離職を減らそう��
-最適な職場環境を構築するには-
座長：長谷川隆一 （獨協医科大学埼玉医療センター集中治療科）

S3-1 医療機関における産業保健と，最適な職場環境を構築す
るための Tips
演者：黒田　玲子 （東京大学　環境安全本部）

S3-2 働き方改革時代のクローズド ICU
演者：讃井　將満（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部）

S3-3 離職を防ぐ職場環境　看護師の立場から
演者：齋藤　美和 （ さいたま赤十字病院高度救命救急センター　外来・ICU・HCU）

S3-4 臨床工学技士の夜間・休日の勤務体制が他職種に与える
影響
演者：相嶋　一登 （横浜市立市民病院臨床工学部）

S3-5 医療従事者の離職軽減と病棟薬剤業務 
～薬剤師の立場から～
演者：今関　　稔 （自治医科大学附属病院薬剤部）
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BPA Best Presentation Award 候補演題 第5会場　9:00～9:50

※共催セミナー終了後，第1会場で結果発表・表彰を行います
審査員：森崎　　浩（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）
　　　　高瀬　凡平（防衛医科大学校病院集中治療部）
　　　　大塚　将秀（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）

 BPA-1 高齢の集中治療経験者の在宅での生活を支える
鎌田　佳子（よりそい看護ケアセンター）

 BPA-2 ICU における栄養カンファレンス開始による患者アウトカムの変化
宮城　朋果（公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院）

 BPA-3  急性大動脈解離術後たこつぼ型心筋症を発症し Central ECMO での管理を要し
難渋した一例

金澤　祐太（群馬県立心臓血管センター心臓血管外科）

O1 一般演題口演 1 第5会場　9:50～10:35

座長：井上　博満（公益財団法人　日産厚生会玉川病院臨床工学科）

 O1-1  両大腿静脈アプローチでの VV-ECMO 施行時に再循環を考慮し，脱血カニュー
レにより送血を行った症例

関　　善久（前橋赤十字病院医療技術部臨床工学技術課）

 O1-2 当院での呼吸管理の現状について
石高　拓也（医療法人社団大和会東大和病院臨床工学科）

 O1-3  急性期患者における「眠り SCAN」による呼吸数測定の妥当性について 
（第 2 報）

宇佐美　直（東京ベイ・浦安市川医療センター）

 O1-4 搬送用酸素ボンベの検討 （若手優秀演題）
大野　慶伍（社会医療法人財団大和会東大和病院臨床工学科）

O2 一般演題口演 2 第5会場　10:35～11:10

座長：鵜澤　吉宏（医療法人鉄蕉会亀田総合病院リハビリテーション事業管理部）

 O2-1  急性 A 型大動脈解離術後のリハビリテーション進行と大腰筋面積および CT 値
の経時的変化 

臺　　佑平（千葉県循環器病センターリハビリテーション部）

 O2-2 開胸術後の吸痰目的の輪状甲状間膜穿刺は嚥下機能に影響を及ぼすか
小口和津子（信州大学医学部附属病院リハビリテーション部）

 O2-3  ABCDEF バンドル，栄養管理に着目した関わりが奏功した特発性食道破裂の一
例 （若手優秀演題）

多田　祐人（武蔵野赤十字病院　リハビリテーション科）	
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O3 一般演題口演 3 第5会場　11:10～12:05

座長：石松　伸一（聖路加国際病院救急部）

 O3-1 超高齢者に対する心臓血管外科手術後の検討 
松尾　耕一（新東京病院集中治療科）

 O3-2 良好な転帰を得た 95 歳女性の心肺停止症例
大塩　節幸（戸田中央総合病院救急科）

 O3-3 甲状腺疾患の既往がない超高齢者に発生した粘液水腫性昏睡の 1 例
阿部　裕之（練馬総合病院救急科）

 O3-4  川崎市北部医療圏で発生した重症区分の救急搬送患者に関して： 
発生から退院までの Patient flow 特定の試み

遠藤　拓郎（聖マリアンナ医科大学救急医学）

 O3-5 川崎市北部医療圏で発生した重症救急搬送患者についての搬送時間の分析
安藤　大吾（聖マリアンナ医科大学救急医学）

O4 一般演題口演 4 第5会場　14:15～15:10

座長：大嶋　清宏（群馬大学大学院医学系研究科救急医学）

 O4-1 近赤外線を用いた経管栄養カテーテル挿入確認方法の開発
間藤　　卓（自治医科大学医学部救急医学講座救命センター）

 O4-2 t-NIRS を用いた新たな心肺蘇生の可能性
津久田純平（聖マリアンナ医科大学病院）

 O4-3  t-NIRS から予測される脳循環と血液ガスから予測される体循環の比較に基づ
いた重症病態の把握

川口　剛史（聖マリアンナ医科大学救急医学）

 O4-4 ICP と HRV（heart rate variability）の関係に関する考察
間藤　　卓（自治医科大学医学部救急医学講座）

 O4-5 重症熱中症における冷却補液のみによる冷却の有効性の検討
神田　　潤（帝京大学医学部救急医学講座）

O5 一般演題口演 5 第5会場　15:10～16:25

座長：茂呂　悦子（自治医科大学附属病院集中治療部）

 O5-1 PICS への取り組み～第 1 歩～
小泉　裕美（社会医療法人財団大和会東大和病院看護部ICU）

 O5-2  CCU 入室を要した重症挿管患者に対する患者カンファレンス状況の改善に向
けた取り組み

渡邉　英美（社会福祉法人三井記念病院）
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 O5-3  クリティカルケア領域で終末期を迎える患者の家族に対する看護援助 
～患者カンファレンス強化による看護援助の変化～

大島美里（獨協医科大学病院看護部集中治療室）

 O5-4 A 病院 B 病棟における新人看護師教育支援体制の成果と今後の取り組み
多田真太郎（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

 O5-5 術後回復室退室基準達成時間延長の予測因子
田幸　葉月（長野県厚生連長野松代総合病院看護部）

 O5-6 呼吸ケアラウンドの有用性に関する検討
小池　直人（新潟県立新発田病院看護部救命救急センター）

 O5-7 ICU における遠隔医療プログラム導入に向けた現状分析
住永　有梨（昭和大学病院看護部）

O6 一般演題口演 6 第5会場　16:25～17:30

座長：星　　拓男（筑波大学附属病院茨城県地域臨床教育センター / 茨城県立中央病院麻酔・集中治療科）

 O6-1 急性メタノール中毒の二症例
小森　貴大（栃木県済生会宇都宮病院集中治療科）

 O6-2 プロカルシトニン異常高値を認めた急性薬物中毒の 1 例
秋葉　　力（さいたま赤十字病院高度救命センター救急科）

 O6-3  外傷性頭蓋底骨折に対する予防的抗菌薬投与下で細菌性髄膜炎・脳膿瘍が併
発した二例

吉原　花子（自治医科大学附属さいたま医療センター総合診療科）

 O6-4 当院における敗血症患者への抗菌薬投与までの時間経過の解析報告
吉田　英樹（聖マリアンナ医科大学救急医学）

 O6-5  ICUにおける定期的な多職種間カンファレンスの開催と理学療法士の専任化によ
りスムーズな早期リハビリテーション導入を可能にした当施設における取り組み

牧野　　淳（横須賀市立うわまち病院集中治療部）

 O6-6 RRS を CCOT で補完する取り組み
鹿瀬　陽一（東京慈恵会医科大学附属柏病院麻酔部）
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P1 一般演題ポスター 1 ポスター会場　10:00～10:45

座長：増井　麻実（獨協医科大学病院看護部）

 P1-1 腹臥位療法の手順統一に向けた取り組み
高橋紀美子（長野赤十字病院救命救急センター）

 P1-2  多職種カンファレンスを実施してみえた現状と今後の課題 
―他職種へのインタビューから―

佐々木絵里香（地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院特定集中治療室）

 P1-3  重症筋無力症患者との難渋した関わりを心理面に焦点をあてて振り返った事例
大野　雅子（社会福祉法人三井記念病院）

 P1-4  積極的治療を選択した中で DNAR となった患者家族に対する看護 
～高圧的態度の裏に不安を抱える患者家族との関わりを通して～

藤川　利江（社会福祉法人三井記念病院）

P2 一般演題ポスター 2 ポスター会場　14:15～15:00

座長：久野　美咲（自治医科大学附属病院冠動脈集中治療部）

 P2-1  A 大学病院の集中治療室における心臓血管外科手術後の心臓リハビリテーショ
ン介入までの早期リハビリテーションの現状

石田　広樹（獨協医科大学病院看護部集中治療室）

 P2-2  CPOT（Critical-Care Pain Observation Tool）導入に伴う課題への対応とその
効果

鈴木　帆奈（杏林大学医学部付属病院集中治療室）

 P2-3  集中治療室滞在中のせん妄患者に対する看護師の捉え方と患者に起こった変化
吉野　明子（済生会宇都宮病院看護部）

 P2-4 集中ケア認定看護師が行う退院後訪問
中村　幸枝（社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院）

P3 一般演題ポスター 3 ポスター会場　10:00～11:05

座長：守谷　　俊（自治医科大学附属さいたま医療センター救急部）

 P3-1 重度慢性閉塞性肺疾患を合併した劇症肝炎患者の脳死肝移植術の一例
藤田　治人（慶応義塾大学医学部麻酔学教室）

 P3-2 Corynebacterium striatum による肺炎から敗血症をきたした 1 例
岡野　　弘（横浜労災病院中央集中治療部）

 P3-3 Lemierre 症候群に続発した難治性膿胸の 1 例
佐藤健太郎（聖マリアンナ医科大学救急医学）

 P3-4  BiVAD 管理中から積極的なリハビリテーションを行うことで，早期からの離
床が認められた症例

早川　翔（横浜市立大学附属病院集中治療部）
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 P3-5 足浴により不眠が改善した挿管人工呼吸患者の一例
佐藤暢夫（東京女子医科大学集中治療科）

 P3-6 高体温と冠動脈攣縮から LOS を呈した PRIS の腹部術後成人の 1 症例
鈴木瑛介（東京医科大学病院麻酔科集中治療部）

P4 一般演題ポスター 4 ポスター会場　14:15～15:20

座長：鈴木　武志（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）

 P4-1  血栓性微小血管症（TMA）に対して血漿交換療法と集学的治療により早期回
復を得られた一例

舩引亮輔（群馬大学医学部附属病院麻酔科・集中治療部）

 P4-2 菌血症と分化症候群が合併した急性骨髄性白血病の一例
浅野健吾（東京慈恵会医科大学附属病院麻酔科・集中治療部）

 P4-3  Shwachman-Diamond 症候群に併発した骨髄異形性症候群に対する末梢血幹
細胞移植後，呼吸不全を生じた一例

春原啓人（横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）

 P4-4  IgG 関連硬化性胆管炎と自己免疫性溶血性貧血の関与が疑われ，血症交換を施
行した 1 症例

伊野田絢子（埼玉医科大学総合医療センター麻酔科）

 P4-5 メトクロプラミド投与を契機に発症した悪性症候群の一例
石井　侃（東邦大学医療センター大森病院救命センター）

 P4-6 術中出血に対してボルベン™ の投与により輸血の遅延に対処し得た1症例
山口　聡（東葛病院）

P5 一般演題ポスター 5 ポスター会場　15:20～16:35

座長：山本　　剛（日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科）

 P5-1 心不全で発症した上行大動脈瘤 - 肺動脈瘻の症例
塩塚潤二（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部）

 P5-2  新規 24 時間ホルター心電計を用いた健常者における T 波オルタナンスの日内
変動及び心拍数・自律神経活動との関連についての検討

橋本賢一（防衛医科大学校集中治療部）

 P5-3  人工心肺離脱時に発症した急性呼吸不全に対して体外式膜型人工肺の早期導
入が有用であった一例

森　啓介（日本医科大学麻酔科学教室）

 P5-4  脳梗塞加療中に Stanford B 型急性大動脈解離を合併し，厳密な血圧管理を求
められた 1 症例

幸野真樹（横浜市立市民病院麻酔科）
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 P5-5  術前脊髄ドレナージ挿入後髄膜炎となり，治療後に，下行大動脈置換術を施
行した 1 症例

中里桂子（かわぐち心臓呼吸器病院麻酔科）

 P5-6  急性冠症候群による心原性ショック離脱後に急性呼吸窮迫症候群を合併した
一例

松田隼治（さいたま赤十字病院循環器内科）

 P5-7  胸部大動脈瘤の左肺穿破による大量喀血に対し気管支充填材（EWS）が奏功
し救命しえた 1 例

後藤崇夫（横須賀市立うわまち病院集中治療部）

P6 一般演題ポスター 6 ポスター会場　10:00～11:15

座長：宮崎　　大（前橋赤十字病院集中治療科・救急科）

 P6-1  先天性ネマリンミオパチーに合併した右心不全・肺高血圧に右心カテーテル
モニター下で強心薬を含む集中治療を行い改善した一例

知識俊樹（防衛医科大学校病院循環器内科）

 P6-2  経皮的穿刺で起炎菌を同定して，保存的に治療を行った感染性大動脈瘤の二
症例

清水大喜（新潟大学医歯学総合病院高度救命救急センター）

 P6-3 静注アミオダロンにより間質性肺炎を来した 1 例
森須祥子（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）

 P6-4 多発性筋炎に合併した繰り返す心筋炎の 1 例
中西菜月（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）

 P6-5 広範囲の脊柱管内血腫による頸髄損傷で院内心停止した一例
亀山明子（信州大学医学部附属病院高度救命救急センター）

 P6-6 Open abdominal management を行った小児心停止蘇生後の一例
平林　慧（済生会宇都宮病院救急科）

 P6-7 意識障害の鑑別に苦慮した一例
小林亮太（済生会宇都宮病院集中治療科）

P7 一般演題ポスター 7 ポスター会場　14:15～15:20

座長：大塚　将秀（横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）

 P7-1 脳梗塞症状で救急搬送された甲状腺クリーゼの 1 例
野原　春菜（公立昭和病院救急科）

 P7-2  偶発性低体温症およびアルコール性ケトアシドーシスに続発した急性重症膵
炎の 1 例

吉田　美伽（茨城県立中央病院麻酔科・集中治療部）
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 P7-3 粘液水腫性昏睡に糖尿病性ケトアシドーシスが合併した意識障害患者の救命例
佐藤　裕一（東京都立多摩総合医療センター救命救急センター）

 P7-4 Hypokalemia induced-rhabdomyolysis を疑った一症例
白鳥　　徹（伊那中央病院ICU）

 P7-5 食道癌術後に神経症状を伴う急速な低ナトリウム血症をきたした一例
杉本　健輔（済生会宇都宮病院）

 P7-6  演題取り下げ

P8 一般演題ポスター 8 ポスター会場　15:20～16:25

座長：小山　寛介（自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座　集中治療医学部門）

 P8-1 スリガラス陰影の鑑別として Sweet 病の肺病変が疑われた一例
中西　智博（東京慈恵会医科大学附属病院麻酔科・集中治療部）

 P8-2  難治性気胸に対し，Neuroleptanalgesia（NLA）による意識下挿管，自発呼吸
下に気管支鏡下気管支塞栓術を施行した 1 例

佐藤　雄生（済生会横浜市東部病院麻酔科）

 P8-3 II 型呼吸不全を契機に診断された ALS の一例 （若手優秀演題）
恩田　直輝（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）

 P8-4 演題取り下げ

 P8-5  高度肥満患者（Body Mass Index（BMI）82.7kg/m2）の急性呼吸不全に対し
て集学的治療を行った 1 救命例

毛利　晃大（東京都立多摩総合医療センター救命センター）

 P8-6 SOFA スコア連続自動算出システムを導入して
関根　彰子（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科集中治療部）

表彰式：Best Presentation Award 演題，若手優秀演題表彰
 第1会場　13:15～13:20


