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教育講演1（EL1／PD2-3）　 第2会場 10：20 〜 11：10	 協賛：株式会社大塚製薬工場

座長：小尾口  邦彦（大津市民病院救急診療科）

急性期における維持輸液療法とその臨床研究

江木  盛時　神戸大学医学部附属病院麻酔科

教育講演2（EL2／PD2-4）　 第2会場 11：20 〜 12：10	 協賛：コヴィディエンジャパン株式会社

座長：江木  盛時（神戸大学医学部附属病院麻酔科集中治療部）

ARDS における人工呼吸療法とその基礎的研究
～肺はどうして壊れるのか？～

竹内  宗之　大阪母子医療センター　集中治療科

特別プログラム

プログラム
開会挨拶　 第1会場 10：10 〜 10：20

連絡協議会　 第2会場 9：40 〜 10：00

最優秀演題表彰式・閉会挨拶　 第2会場 18：30 〜 18：50

看護部作業部会　 第4会場 19：00 〜 20：00

リハビリ協力者会議　展示・ハンズオン会場1 19：00 〜 20：00

CE作業部会　展示・ハンズオン会場3 19：00 〜 20：00



－ 13 －

教育講演3（EL3／PD2-5）　 第2会場 13：30 〜 14：20	
座長：竹内  宗之（大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科）

集中治療における急性血液浄化療法の位置づけ

成宮  博理　京都第二赤十字病院　救命救急センター　救急科

教育講演4（EL4／PD2-6）　 第2会場 14：30 〜 15：20	 協賛：フィリップス・レスピロニクス合同会社

座長：成宮  博理（京都第二日赤病院）

NPPV vs HFNC vs 侵襲的人工呼吸 どう使い分ける？

小尾口  邦彦　大津市民病院救急診療科・集中治療部

教育講演5（EL5）　 第3会場 14：40 〜 15：30	 協賛：東機貿株式会社

座長：瀬尾  龍太郎（神戸市立医療センター中央市民病院）

Inter-professionalism の実際：臨床工学技士と集中治療

木村  政義　兵庫医科大学病院　臨床工学部

教育講演6（EL6）　 第3会場 15：40 〜 16：30	 協賛：東レ・メディカル株式会社

座長：山田  知輝（大阪警察病院　ER・救命救急科）

早期リハビリテーションの多業種連携

森沢  知之　兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科

教育講演7（EL7）　 第1会場 17：30 〜 18：20	 協賛：株式会社 T-ICU  

座長：別府  賢（京都医療センター　救命救急センター　救命救急科　救命集中治療）

集中治療から予防医学へ

一杉  正仁　滋賀医科大学社会医学講座法医学部門

協賛：旭化成ファーマ株式会社
　　　旭化成メディカル株式会社
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教育講演 8（EL8）　 第 2 会場 12：30 〜 13：20 
ランチョンセミナー 1（LS1） 協賛：エドワーズライフサイエンス株式会社

座長：奥谷  龍（大阪市立総合医療センター　副院長　中央手術部・麻酔科）

循環動態モニターの測定機序とエビデンス
－診断精度研究を解釈する際のチェックポイント

熊澤  淳史　堺市立総合医療センター　集中治療科
　　　　　　　　  　　　京都大学大学院医学研究科　医療疫学分野　非常勤講師

教育講演 9（EL9）　 第 3 会場 12：30 〜 13：20 
ランチョンセミナー 2（LS2） 協賛：ニプロ株式会社

座長：安宅  一晃（地方独立行政法人 奈良県立病院機構 医療専門職教育研修センター）

シミュレーション研修の実際と展望

川口  晃　ニプロ・ライフサイエンスサイト　iMEP

教育講演 10（EL10）　 第 4 会場 12：30 〜 13：20 
ランチョンセミナー 3（LS3） 協賛：アボットジャパン株式会社

座長：江口  豊（滋賀医科大学 救急集中治療 医学講座　教授）

急性期診療における好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン
( Neutrophil gelatinase associated lipocalin：NGAL ) 測定とその可能性

藤野  光洋　市立大津市民病院　救急診療科集中治療部
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パネルディスカッション1　 第1会場 10：20 〜 12：20	
座長：橋本  　悟（京都府立医科大学集中治療部）　　　　　　　　

小寺  利美（滋賀医科大学医学部附属病院看護部集中治療部）

ＩＣＵの常識・病棟の非常識
～施設全体の重症管理力を上げるために～

PD1-1	 本邦の ICU事情：ICUベッド数、ICU日数などから病棟を含めた
	 重症管理の重要性
 井上  聡己
	 	 奈良県立医科大学集中治療部

PD1-2	 ICUの常識・病棟の非常識はどのようにして埋められるか
	 −「クリティカルケア看護」から考える−
 吹田  奈津子
	 	 日本赤十字社和歌山医療センター　集中治療室

PD1-3	 入院から退院まで重症リハビリテーションの連続性
	 〜 ICU専任セラピスト体制と ICU退室後の日常生活動作能力の推移〜
 松木  良介
	 	 関西電力病院　リハビリテーション部／関西電力医学研究所

PD1-4	 ICUカンファレンスへのMSW参加
	 ―地域包括ケアシステムのシームレス化に向けて―
 四方  美幸 1）、森本  郁 1）、近藤  千園 1）、上林  五月 1）、福井  道彦 2）

	 	 地方独立行政法人　市立大津市民病院　地域医療連携室 1）、集中治療部部長 2）

PD1-5	 集学的な急性期医療を実践へMEにできること：安全な重症管理のために
 柳澤  雅美
	 	 京都医療センター　臨床医工学科

PD1-6	 RRSから見た ICU・病棟の連携
 須賀  将文 1）、伊藤  次郎 1）、大内  謙二郎 1）、田口  聡久 1）、美馬  裕之 1）、
 瀬尾  龍太郎 2）、有吉  孝一 2）、永田  一真 3）、高尾  佳美 4）

	 	 神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科 1）、救命救急センター 2）、呼吸器内科 3）、看護部 4）

PD1-7	 出張 ICUのすすめ
 尾﨑  孝平
	 	 神戸百年記念病院	麻酔集中治療部



－ 16 －

パネルディスカッション2　 第2会場 15：30 〜 17：10

座長：内山  昭則（大阪大学医学部附属病院集中治療部）　
安宅  一晃（奈良県総合医療センター　集中治療部）

集中治療研修に託すこと

PD2-1	 集中治療における研修の意味と必要性
 安宅  一晃、櫻谷  正明、岩永  航、中村  通孝、立木  規与秀、 竹本  聖
	 	 奈良県総合医療センター　集中治療部

PD2-2	 集中治療研修に託すこと　大阪大学のプログラム戦略
 内山  昭則
	 	 大阪大学医学部附属病院　集中治療部

PD2-3	 先輩から教わり、後輩に受け継ぎたいもの
 江木  盛時
	 	 神戸大学医学部附属病院麻酔科

PD2-4	 後輩たちに望むこと
 竹内  宗之
	 	 大阪母子医療センター　集中治療科

PD2-5	 私の指導哲学
 成宮  博理
	 	 京都第二赤十字病院　救命救急センター　救急科

PD2-6	 私の指導哲学　キュリオシティを刺激しろ！！
 小尾口  邦彦
	 	 大津市民病院救急診療科・集中治療部

PD2-7	 私の研修哲学	– 市中病院専攻医の立場から –
 大手  裕之
	 	 市立大津市民病院	救急診療科・集中治療部

PD2-8	 集中治療研修について　後期研修医の視点から
 妙中  浩紀
	 	 大阪大学大学院医学系研究科　生体統御医学講座　麻酔集中治療医学教室

＊PD2-3〜6の発表は教育講演1〜4の中で行います。

基調
講演

基調
講演
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プレナリーワークショップ　 第 2 会場 17：30 〜 18：30 
座長：福井  道彦（大津市民病院集中治療部）　

山田  親代（京都府立医科大学看護学部）

臨床研修最適化
- 伝えたこと伝わったこと -

PW-1 学習者中心研修からの展開
 福井  道彦 1）、山田  親代 2）

  市立大津市民病院集中治療部 1）、京都府立医科大学医学部看護学科 2）

PW-2 研修医・若手医療者は教育講演をどのように位置付けしているのか
 中島  聡志 1,5）、伊藤  渉 2）、飯森  未沙 3）、加地  更紗 4）、福井  道彦 5）

  京都府立医科大学 救急医療学教室 1）、兵庫県立尼崎総合医療センター ER 総合診療科 2）、
  京都第一赤十字病院 腎臓内科・腎不全科 3）、市立大津市民病院 臨床研修センター 4）、
  市立大津市民病院 救急診療科・集中治療部 5）

PW-3 RUMBA でハンズオン研修を振り返る
 吉村  規子 1）、大西  優希 1）、望月  加菜 1）、福井  道彦 2）

  市立大津市民病院  臨床工学部 1）、集中治療部 2)

PW-4 きみにもできる論文投稿
 天谷  文昌
  日本集中治療医学会雑誌編集委員長
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優秀演題　 第 3 会場 11：10 〜 12：10 

［ 優秀演題 ］ 座　長：天谷  　文昌（日本集中治療医学会雑誌編集委員長）　　　　　　　　
座　長：笹沼  　直樹（兵庫医科大学病院　リハビリテーション部）　　　　　
審査員：瀬尾  龍太郎（神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター）
審査員：山田  　知輝（大阪警察病院　救命救急科）　　　　　　　　　　　　
審査員：神谷  　健司（近畿大学医学部附属病院）　　　　　　　　　　　　　

優 -1  48 時間以上の人工呼吸器装着患者における自宅退院の可否に関連する因子の
検討

 ○上原  光司 1,2）、清水  和也 1）、本郷  裕士 1）、欅  篤 3）

  社会医療法人愛仁会　高槻病院　技術部　リハビリテーション科 1）、
  社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院　理学療法科 2）、
  社会医療法人愛仁会　高槻病院　診療部　リハビリテーション科 3）

優 -2  集中治療室におけるリハビリテーションカンファレンス導入の効果
 ○林  広太郎、納谷  和誠
  日本赤十字社和歌山医療センター

優 -3  NGAL を用いた集中治療における急性腎障害の予後予測
 〜血液浄化療法からの離脱と NGAL の推移〜
 ○加賀  慎一郎 1）、切通  絢子 1）、滝沢  恵津子 2）、山本  啓雅 1）、溝端  康光 1）

  大阪市立大学医学部附属病院　救命救急センター 1）、
  大阪市立大学医学部附属病院　中央臨床検査部 2）

優 -4  ICU における非観血的血糖測定装置（Free Style リブレ）の使用経験
 ○鉢嶺  将明、藤田  泰宣、古川  佳穂、大迫  正一、駒田  暢、日生下  由紀、
 　藤井  尚子、園田  俊二、飯田  裕司、大川  恵、谷上  博信
  大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター　麻酔科

優 -5  人工膵臓を用いた周術期血糖管理
 ○中村  さやか、堀口  佑、内山  昭則、藤野  裕士、平松  大典、酒井  佳奈紀、
 　髭野  亮太、坂口  了太、海老島  宏典、小山  有紀子
  大阪大学医学部　生体統御医学講座　麻酔集中治療医学教室

優 -6  遠隔集中治療（tele-ICU）に関する取り組み
 ○中西  智之 1）、別府  賢 2）、井手  岳 2,3）、津久田  純平 4）、朱  祐珍 5）、
 　堤  貴彦 6）、藤  雅文 7）、森口  真吾 8）、西山  慶 2）

  株式会社 T-ICU 1）、国立病院機構　京都医療センター　救命救急科 2）、
  兵庫医科大学　集中治療医学科 3）、聖マリアンナ医科大学　救急医学 4）、
  京都大学大学院医学研究科　薬剤疫学分野 5）、京都大学医学部附属病院　初期診療救急科 6）、
  横浜市立みなと赤十字病院　集中治療部 7）、滋賀県立総合病院　集中ケア認定看護師 8）

一般演題
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一般演題 1　 第 1 会場 13：30 〜 14：40 

［ 重症管理連携 ］ 座長：佐和  貞治（京都府立医科大学麻酔学教室）
仁科  典子（大阪警察病院）　　　　　　　

O1-1  食道静脈瘤破裂による入院後、急性呼吸不全により HCU に入室した一症例 
 —HCU 入室患者に対する RST 介入の効果—
 ○辻内  名央、大西  和彦、土井  昌樹、深津  百合、林  由規彦、竹田  倫世、
 　前倉  俊也、古屋  真琴
  JCHO 星ヶ丘医療センター

O1-2  緊急コールを発動した心肺停止症例　
 − Rapid Response System 導入の効果—
 ○小林  睦 1）、市村  理恵子 1）、中田  徹朗 2）、黒田  暢一 1）、今中  秀光 3）

  宝塚市立病院　医療安全対策室 1）、救急医療センター 2）、集中治療救急室 3）

O1-3  当院 ICU における早期離床を行うにあたって影響を与える因子
 ○小坂  理紗、田上  路子、垣村  奈緒、畠山  淳子、山中  真知子
  京都第一赤十字病院　看護部

O1-4  当院 GICU ６床の予定外入室患者の動向調査
 ○小寺  郁子
  兵庫県立尼崎総合医療センター　EICU

O1-5  医師対象とした医療機器の安全使用に関する勉強会へ初めての取り組み
 ○椋本  匡俊 1）、山田  知輝 2）、加藤  大三 1）、大畑  雄咲 1）、中江  晴彦 2）、
 　水島  靖明 2）、高橋  俊樹 3）

  大阪警察病院　医療技術部　臨床工学科 1）、救命救急科 2）、救急手術部門 3）

O1-6  多職種連携チームによる大腿骨近位部骨折早期手術における重症患者連携
 ○植木  正明
  西脇市立西脇病院　麻酔科

O1-7  ICU @ Home & Schooling in the ICU
 ○根本  正
  ハッピーねもとクリニック
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一般演題 2　 第 1 会場 14：50 〜 15：50 

［ 内分泌・腎 ］ 座長：辻田  靖之（滋賀医大救急集中治療医学講座）

O2-1  原発不明癌で急性腎障害を合併した病的骨折術後の高カルシウム血症に
 たいして RANKL 受容体阻害薬デノスマブが有効であった 1 例
 ○植木  あゆみ 1）、大野  博司 2）、仲俣  岳晴 3）、笠原  優人 4）

  洛和会音羽病院　救命救急センター・京都 ER 1）、洛和会音羽病院　ICU ／ CCU 2）、
  洛和会音羽病院　整形外科／脊椎センター／関節外科・人工関節センター／骨軟部腫瘍センター 3）、
  洛和会音羽病院　腎臓内科 ・透析センター 4）

O2-2  L-Asp 使用中に生じた糖尿病性ケトアシドーシス・急性膵炎を合併した一例
 ○相山  佑樹 1）、北谷  真子 2）、黒澤  健太郎 2）、高野  季代子 2）、
 　岡村  真太郎 2）、林野  泰明 2）、辻井  悟 2）

  天理よろづ相談所病院　麻酔科 1）、天理よろづ相談所病院　内分泌内科 2）

O2-3  未診断の Basedow 病に伴う周期性四肢麻痺により生じた低カリウム血症の
 補正に難渋した一症例
 ○犬飼  慎、長島  道生、塩田  修玄、三島  有華、佐藤  幸世、丸山  史、
 　高橋  英夫、重光  秀信
  東京医科歯科大学医学部附属病院　集中治療部

O2-4  デュロキセチン内服後に抗利尿ホルモン不適合分泌症候群を発症した一例
 ○盛房  槙子、本山  泰士、巻野  将平、江木  盛時、佐藤  仁昭、溝渕  知司
  神戸大学医学部附属病院　麻酔科

O2-5  高度な低 Cl 血症と代謝性アルカローシスを合併した症例の治療経験
 ○林  文昭、山岡  正和、南  絵里子、山下  千明、中村  仁、小橋  真司、
 　西村  健吾、石川  慎一、八井田  豊、倉迫  敏明
  姫路赤十字病院　麻酔科

O2-6  急性心不全により慢性腎臓病の急性増悪と急性腎傷害を合併するもＶ２受容体
 拮抗薬を含む早期の利尿薬併用療法で血液浄化導入にならず改善した 1 例
 ○植木  あゆみ 1）、大野  博司 2）、笠原  優人 3）

  洛和会音羽病院　救命救急センター・京都 ER 1）、洛和会音羽病院　ICU ／ CCU 2）、
  洛和会音羽病院　腎臓内科 ・透析センター 3）
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一般演題 3　 第 1 会場 16：00 〜 17：10 

［ 感染・免疫 ］ 座長：小林  敦子（宝塚市立病院）

O3-1  短期間で感染性心内膜炎を発症した MRSA 菌血症
 ○藤原  史奈子 1）、小林  敦子 2）、今中  秀光 4）、石津  智司 3）

  宝塚市立病院　診療部 1）、同感染対策室 2）、同薬剤部 3）、同集中治療部 4）

O3-2  脾摘後に急性感染性電撃性紫斑病（acute infectious purpura fulminans:
 AIPF）を発症した 1 症例
 ○門井  彰宏、小林  敦子、今中  秀光、石津  智司
  宝塚市立病院　診療部

O3-3  敗血症性心筋症を伴った肺炎球菌による肺化膿症症例に対し ECMO 導入が
 奏功した 1 例
 ○中田  康貴 1）、上田  忠弘 1）、安田  佳織 1）、吉田  浩輔 1,2）、濱中  訓生 1）、
 　田中  博之 1）、勅使川原  学 3）、別府  賢 1）、笹橋  望 1）、西山  慶 1）

  国立病院機構　京都医療センター 1）、京都大学大学院医学研究科　初期診療・救急医学分野 2）、
  京都府立医科大学　救急・災害医療システム学　救急医療学教室 3）

O3-4  ループス腸炎からセラチアによる敗血症性ショック、DIC に陥り、抗菌薬と
 ステロイド薬の併用が有効であった１症例
 ○懸高  浩規 1）、佐藤  正典 2）、玉井  昌和 1）、本田  絢子 2）、桐山  圭司 2）、
 　大橋  祥文 2）、二宮  万理恵 2）、香河  清和 2）、高田  幸治 2）

  市立豊中病院  研修医 1）、市立豊中病院  麻酔科 2）

O3-5  外傷性腸管膜損傷・腸管穿孔後に Trichosporon asahii による後腹膜膿瘍を
合併した重症多発外傷の 1 例

 ○伊藤  次郎 1）、瀬尾  龍太郎 2）、蓮池  俊和 3）、土井  朝子 3）、浅香  葉子 2）、
 　柳井  真知 2）、有吉  孝一 2）

  神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科 1）、
  神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター 2）、
  神戸市立医療センター中央市民病院　感染症科 3）

O3-6  緊急外科手術後に血球貪食症候群（HLH）を合併した症例
 ○城本  菜那、井上  聡己、園部  奨太、西和田  忠、惠川  淳二、川口  昌彦
  奈良県立医科大学　麻酔科
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O3-7  呼吸器離脱困難、遷延するョックを来たした化膿性脊椎炎による相対的副腎不全
の一例

 ○高保  綾香 1）、藤本  善大 1）、八幡  宥徳 1）、松室  祐美 1）、箕輪  啓太 1）、
 　榎原  巨樹 1）、的場  祐恵 1）、香村  安健 1）、堀口  真仁 1）、安  炳文 1）、
 　竹上  徹郎 1）、徳平  夏子 2）、松山  宏樹 2）、高階  謙一郎 1）

  京都第一赤十字病院　救急科 1）、京都第一赤十字病院　麻酔科 2）

一般演題 4　 第 3 会場 10：20 〜 11：00 

［ リハビリテーション ］ 座長：岩田  健太郎（神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部）

O4-1  人工呼吸器管理中の重症患者へのパスを用いた早期リハビリテーション実施の
取り組み

 ○渡邉  健登 1）、田中  孝平 1）、山田  知輝 2）

  大阪警察病院　リハビリテーション科 1）、大阪警察病院　ER・救命救急科 2）

O4-2  当院での大動脈解離急性期リハビリテーションプログラムの有用性の検討
 ○向山  智子 1）、山本  康代 3）、林田  恭子 1,2）、増田  愼介 2）

  国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 集中治療室 1）、
  国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院　心臓血管外科 2）、
  国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院　心臓リハビリテーション室 3）

O4-3  心臓外科手術患者における術前低身体機能ならびに肥満が術後に及ぼす影響
 ○吉田  都 1）、上坂  建太 1）、辻本  実奈美 1）、甲斐  太陽 1）、小出  沙紀 1）、
 　富  謙伸 1）、　則政  理沙 1）、本田  憲胤 1）、中根  英策 1,2）、高井  文恵 2）、
 　森島  学 2）、羽生  道弥 2）

  北野病院　リハビリテーションセンター 1）、北野病院　心臓センター 2）

O4-4  当院 ICU における早期離床・リハビリテーションマニュアルとチェックリスト
の作成

 ○田中  大、木村  拓貴、横谷  俊彦、松尾  洋史、平田  順一
  地方独立行政法人　市立大津市民病院リハビリテーション部
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一般演題 5　 第 3 会場 13：30 〜 14：30 

［ チーム医療・看護 ］ 座長：加藤  和成（市立豊中病院）

O5-1  ICU におけるアロママッサージを主体とした Effective Medical Creation
 （EMC）の取り組み
 ○辻本  雄大 1）、井上  聡己 2）、恵川  淳二 2）、北出  みさよ 3）、西浦  聡子 4）、
 　武澤  惠理子 5）、重光  秀信 6）、稲田  充代 1）、川西  秀明 2）、塩田  隆 2）、
 　藤田  剛士 2）、山中  浩太郎 2）、川口  昌彦 2）

  奈良県立医科大学附属病院　集中治療部 1）、奈良県立医科大学附属病院麻酔科集中治療部 2）、
  一般社団法人日本臨床アロマセラピスト協会 3）、奈良県立医科大学附属病院　看護部 4）

  一般社団法人総合デザイナー協会 5）、東京医科歯科大学集中治療部 6）

O5-2  人工呼吸器装着患者の適切な BPS コントロール
 ○平川  みゆき、中森  千種、仲村  菜美、原田  千恵
  東住吉森本病院　看護部　中央治療棟

O5-3  ABCDEF バンドルの実施率と F 項目の活用度からみる ICU 家族看護の方向性
 ○大伴  綾花、三木  真紀子、田中  隆美、横江  唯
  市立大津市民病院

O5-4  多職種チーム活動で挑んだＡＲＤＳ患者への腹臥位管理導入への道のり
 ○岡崎  聖 1）、池田  理沙 1）、後藤  朝光 1）、二場  祐樹 1）、烏谷  美希 1）、
 　安保  真美 1）、伊藤  聡子 2）、西原  浩真 3）、瀬尾  龍太郎 4）

  神戸市立医療センター中央市民病院　看護部　EICU・CCU 1）、神戸市看護大学 2）、
  神戸市立医療センター中央市民病院　リハビリテーション技術部 3）、
  神戸市立医療センター中央市民病院　救急部 4）

O5-5  ICU 専任薬剤師による医薬品副作用報告の現状
 ○本多  あずさ 1）、安本  寛章 2）、下新原  直子 2）

  京都市立病院　薬剤科 1）、京都市立病院　集中治療科 2）

O5-6  HCU 併設における看護師の職業性ストレスの経時的変化
 ○米田  真由美、山城  太一、崎島  優希、新本  明美
  大阪市立十三市民病院
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一般演題 6　 第 4 会場 10：20 〜 11：10 

［ 呼吸 ］ 座長：朱  祐珍（京都大学大学院医学研究科）

O6-1  術中・術後の呼吸管理に難渋した，緊急気管支ステント留置の一例
 ○前畠  慶人、西田  朋代、仮屋薗  瑠美、松岡  基行
  大阪市立総合医療センター　麻酔科・ICU

O6-2  抜管に難渋したダウン症候群の管理経験
 ○松村  圭祐、小林  誠人、星野  あつみ、上田  泰弘、番匠谷  友紀、
 　大江  崇史、松井  大作、前山  博輝、藤崎  修、濱上  知宏、後藤  保、
 　佐藤  紘一、安田  唯人、藤田  健亮、原  卓也、樋口  遼、和田  大和、
 　渡辺  倫夫、村尾  允弥、谷口  大介
  公立豊岡病院　但馬救命救急センター

O6-3  高度の気管狭窄をきたした甲状腺未分化癌の一症例
 ○添田  岳宏、梅垣  岳志、大平  早也佳、中島  友理奈、博多  紗綾、
 　西本  浩太、安藤  亜希子、穴田  夏樹、角  千里、萩平  哲、上林  卓彦
  関西医科大学　麻酔科学講座

O6-4  人工呼吸管理中に発生した難治性気胸の一例
 ○楠戸  絵梨子、岡本  明久、西  憲一郎、森  菜都美、内海  潤
  大阪赤十字病院　麻酔科・集中治療部

O6-5  Veno-venous extracorporeal membrane oxygenation により救命した
 大量気管内出血の１例
 ○則本  和伸 1）、西田  有子 2）、前川  俊 2）、櫻井  梓 3）、竹村  知容 3）、
 　二階堂  純一 3）、嶋岡  英輝 1）

  兵庫県立尼崎総合医療センター　集中治療科 1）、兵庫県立尼崎総合医療センター　麻酔科 2）、
  兵庫県立尼崎総合医療センター　呼吸器内科 3）
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一般演題 7　 第 4 会場 11：20 〜 12：10 

［ 神経・精神 ］ 座長：嶋岡  英輝（兵庫県立尼崎総合医療センター麻酔科）

O7-1  高位脊髄損傷により繰り返す心停止に対し恒久的ペースメーカー留置を要した
症例

 ○山仲  貴之、井上  聡己、西和田  忠、園部  奨太、惠川  淳二、川口  昌彦
  奈良県立医科大学　麻酔科　集中治療部

O7-2  脳動脈瘤クリッピング術における EMG 気管チューブの使用経験
 ○杉浦  順子、二川  晃一、岡本  慎司、山本  智久、出口  文華
  近畿大学　医学部　奈良病院　麻酔科

O7-3  化学療法中の出血性ショック治療経過にてギランバレー症候群（GBS）と診断
された１例

 ○飯田  淳 1）、徳平  夏子 1）、平山  敬浩 1）、松山  広樹 1）、阪口  雅洋 1）、
 　黄瀬  ひろみ 1）、池上  有美 1）、栗山  幸大 2）、傳  和眞 3）、佐藤  文寛 4）

  京都第一赤十字病院 麻酔科 集中治療室 1）、
  同 血液内科 2）、同 脳神経脳卒中科 3）、同 リハビリテーション科 4）

O7-4  大腿骨頸部骨折により生じた脂肪塞栓症の 1 例
 ○胡井  優 1）、大手  裕之 2）、小尾口  邦彦 2）、福井  道彦 2）、千葉  玲哉 2）、
 　藤野  光洋 2）、中島  聡志 2）、川合  喬之 2）、松本  悠吾 2）

  市立大津市民病院　臨床研修センター 1）、市立大津市民病院　救急診療科・集中治療部 2）

O7-5  病院前から全身管理を実施することで良好な転帰をもたらした縊首による心肺
停止の一例

 ○奥田  宏純、多田  祐介、高野  啓佑、浅井  英樹、川井  廉之、福島  英賢
  奈良県立医科大学附属病院　高度救命救急センター

一般演題 8　 第 4 会場 13：30 〜 14：20 

［ 肝・膵・消化管 ］ 座長：瀬川  一（京都大学医学部付属病院）

O8-1  劇症肝不全を合併したⅢ度熱中症の救命例
 ○浜上  知宏、谷口  大介、渡辺  倫夫、和田  大和、松村  圭祐、樋口  遼、
 　原  卓也、藤田  健亮、安田  唯人、大上  眞理子、佐藤  紘一、後藤  保、
 　藤崎  修、前山  博輝、松井  大作、大江  崇史、番匠谷  友紀、上田  泰弘、
 　星野  あつみ、小林  誠人
  公立豊岡病院　但馬救命救急センター
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O8-2  カフェイン中毒による頻回の嘔吐から Boerhaave 症候群と診断した一例
 ○建部  将夫 1）、瀬尾  龍太郎 1）、田村  亮 2）、有吉  孝一 1）

  神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター 1）、
  神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部 2）

O8-3  生体肝移植術を施行した進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 1 型の一例
 ○前田  晃彦 1）、髭野  亮太 2）、堀口  佑 2）、小山  有紀子 2）、坂口  了太 2）、
 　海老島  宏典 2）、酒井  佳奈紀 2）、平松  大典 2）、内山  昭則 2）、藤野  裕士 1,2）

  大阪大学医学部附属病院　麻酔科 1）、大阪大学医学部附属病院　集中治療部 2）

O8-4  高蛋白栄養療法を行った術後膵液瘻の一例
 ○川口  竜助 1）、仲野  有紀 1,2）、立野  里織 1,2）、瓦口  至孝 2）、後藤  安宣 1）、
 　田中  芳果 3）、呉原  弘吉 4）

  市立奈良病院　集中治療部 1）、市立奈良病院　麻酔科 2）、市立奈良病院　栄養科 3）、
  市立奈良病院　周術期管理センター 4）

O8-5  急性肝不全の原因検索において Wilson 病と診断された一例
 ○玉井  昌和 1）、大橋  祥文 2）、懸高  浩規 1）、本田  絢子 2）、桐山  圭司 2）、
 　松永  寛紀 2）、佐藤  正典 2）、二宮  万理恵 2）、香河  清和 2）、高田  幸治 2）

  市立豊中病院　初期研修医 1）、市立豊中病院　麻酔科 2）

一般演題 9　 第 4 会場 14：30 〜 15：10 

［ 出血管理 ］ 座長：阪口  雅洋（京都第一赤十字病院　麻酔科）

O9-1  膀胱全摘・回腸導管作成術後の回腸ストーマから出血をきたした 2 例
 ○大内  謙二郎、三好  健太郎、須賀  将文、川上  大裕、植田  浩司、
 　下薗  崇宏、美馬  裕之
  神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科

O9-2  ANCA 関連血管炎による肺胞出血に対して免疫抑制剤を使用せず治療に奏功
 した 1 症例
 ○石山  諭、平尾  収、西村  信哉、稲森  紀子、山下  健次、松本  充弘、
 　東名  里恵、田中  成和、福並  靖崇、橋本  明佳、坂下  麻衣、蒋  妍、
 　井内  貴子、黒田  真理子、渡辺  楓
  地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪急性期総合医療センター

O9-3  繰り返す憩室出血の精査により判明した後天性血友病の一例
 ○田口  聡久
  神戸市立医療センター中央市民病院



－ 27 －

O9-4  水疱性類天疱瘡治療中の皮下・筋肉内出血から診断に至った後天性血友病 A に
急性心筋梗塞を合併し，出血のコントロールに単純血漿交換，二重膜濾過血漿
交換が有効であった 1 例．

 ○藤井  元輝 1）、大野  博司 1）、中村  嘉 1）、黒川  聡司 2）、石橋  孝文 3）、
 　彌重  匡輝 4）

  洛和会　音羽病院　ICU/CCU 1）、洛和会　音羽病院　口腔外科 2）、
  洛和会　音羽病院　血液内科 3）、洛和会　音羽病院　心臓内科 4）

一般演題 10　 第 4 会場 15：20 〜 16：10 

［ 循環 ］ 座長：梅垣  岳志（関西医科大学　麻酔科学講座）

O10-1  大動脈解離による意識消失を伴う急性心タンポナーデの解除に先天性心膜欠損
 の影響が考えられた一症例
 ○西本  浩太、梅垣  岳志、大平  早也佳、中島  友理奈、添田  岳宏、
 　右馬  猛生、楠  宗矩、正司  智洋、博多  紗綾、萩平  哲、上林  卓彦
  関西医科大学　麻酔科学講座

O10-2  左室右房交通症を認めた 3 症例
 ○日野  美貴 1）、高井  信幸 2）、田中  暢 2）、氏家  敏巳 2）、田島  直人 1）、
 　丸川  征四郎 2）

  医療法人医誠会　医誠会病院　臨床検査部 1）、医療法人医誠会　医誠会病院　集中治療部 2）

O10-3  周産期心筋症から急性心不全を来たした 1 症例
 ○博多  紗綾、梅垣  岳志、安藤  亜希子、穴田  夏樹、奥  佳菜子、右馬  猛生、
 　角  千里、添田  岳宏、萩平  哲、西本  浩太、上林  卓彦
  関西医科大学　医学部附属病院　麻酔科

O10-4  帝王切開術後に集中管理を要した心サルコイドーシス合併妊婦の１症例
 ○仮屋薗  瑠美、奧谷  龍、西田  朋代、前畠  慶人
  大阪市立総合医療センター　麻酔科・集中治療部

O10-5  急性心不全をきたした年長児の不全型川崎病の一例
 ○芦名  一茂、菅  健敬、老木  菜々美、花田  知也、河内  晋平、山上  雄司、
 　加藤  隆宏、高原  賢守
  兵庫県立尼崎総合医療センター　小児救急集中治療科



－ 28 －

一般演題 11　 第 4 会場 16：20 〜 17：00 

［ 循環補助 ］ 座長：西山  慶（京都医療センター救命救急科）

O11-1  IABP による集中治療管理により心機能と意識レベルの改善が認められ PCI を
施行しえた１症例

 ○大森  康歳、田中  茂博、橋本  昌樹、荻本  理紗、本田  圭、石原  有希子、
 　鴨井  祥郎、山本  博之
  公立昭和病院　心臓血管センター　循環器内科

O11-2  肺結核に起因する凝固障害で広範型肺血栓塞栓症、心肺停止となったが、迅速
な経皮的心肺補助装置（VA-ECMO）導入と血栓溶解療法を 2 回行い救命でき
た一例

 ○花房  克行、大野  博司、彌重  匡輝、牛丸  俊平
  洛和会音羽病院　集中治療科

O11-3  偶発性低体温症による難治性心室細動に対して体外循環式心肺蘇生を行った１例
 ○上村  美翔 1）、大手  裕之 2）、小尾口  邦彦 2）、福井  道彦 2）、千葉  玲哉 2）、
 　藤野  光洋 2）、中島  聡志 2）、川合  喬之 2）、松本  悠吾 2）

  市立大津市民病院　臨床研修センター 1）、市立大津市民病院　救急診療科・集中治療部 2）

O11-4  心不全を契機に発症した甲状腺クリーゼによる急性循環不全に対し、経皮的心
肺補助装置（PCPS）を用い救命し得た一例

 ○小寺  響子、村上  紗羅、秋山  太助、河野  通彦、熊澤  淳史、小原  章敏、
 　小畠  久和
  堺市立総合医療センター



－ 29 －

ハンズオンワークショップ１　 展示・ハンズオン会場1 10：20 〜／13：40 〜（各 110 分）

協賛：パラマウントベッド株式会社大阪支店

院内で共有する重症患者管理　離床に関する実技講習

横谷　  俊彦　市立大津市民病院 森沢　  知之　兵庫医療大学

松木　  良介　関西電力病院 児島　  範明　関西電力病院

時田　  良子　関西電力病院 三木　  寛之　関西電力病院

中井　  秀樹　関西電力病院 端野　  琢哉　関西電力病院

西原　  浩真　神戸市立医療センター中央市民病院

伊左治  良太　洛和会音羽病院 倉　  壮二郎　洛和会音羽病院

三木  真紀子　市立大津市民病院 蔭山  紫都子　市立大津市民病院

田中　  大　　市立大津市民病院 木村　  拓貴　市立大津市民病院

ハンズオンワークショップ 2　 展示・ハンズオン会場2 10：20 〜／13：40 〜（各 110 分）

協賛：泉工医科工業株式会社

システムからイメージする。
ECMO マネージメント正しい初めの一歩。

宮崎  　勇輔　尼崎総合医療センター　

大手  　裕之　市立大津市民病院　　　

藤川  　義之　北播磨総合医療センター

畑中  　晃　　高の原中央病院　　　　

吉田  幸太郎　大阪大学医学部附属病院

尾田  　友広　公立豊岡病院　　　　　

杉谷  　暢展　尼崎総合医療センター　

ハンズオンワークショップ 3　 展示・ハンズオン会場3 10：20 〜／13：40 〜／14：40 〜（各 50 分）

協賛：日本メディカルネクスト株式会社

明日から使える酸素療法　- 加湿と観察の重要性 -

土居  新宗　大阪市立総合医療センター

畑中  祐也　京都府立医科大学付属病院

木村  政義　兵庫医科大学病院　　　　

小松  義輝　北播磨医療センター　　　

中村  充輝　奈良総合医療センター　　

田村  匡弘　大阪市立総合医療センター

豊島  美樹　大阪市立総合医療センター

ハンズオンワークショップ
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ハンズオンワークショップ 4　 展示・ハンズオン会場4 10：20 〜／14：40 〜（各 50 分）

協賛：帝人在宅医療株式会社

今日から安心！ NPPV マスクフィッティング
～スムーズな導入を目指して～

廣瀬  　元　　市立大津市民病院

竹﨑  佐弥香　市立大津市民病院

原田  　彩花　市立大津市民病院

東川  　恭子　市立大津市民病院

田中  　隆美　市立大津市民病院

阿部  　千晶　市立大津市民病院

廣瀬  　夏子　市立大津市民病院

ハンズオンワークショップ 5　 展示・ハンズオン会場5 11：20 〜／14：40 〜（各 50 分）

協賛：ニプロ株式会社

歯科エキスパートが伝授する気管挿管患者への口腔ケア実践テクニック

岸本  　裕充　兵庫医科大学　　

藤原  　千尋　福山医療センター

多賀  真由香　福山医療センター

黒川  　真衣　福山医療センター

ハンズオンワークショップ 6　 展示・ハンズオン会場6 10：20 〜／13：40 〜（各 50 分）

協賛：丸石製薬株式会社

CAM-ICU と ICDSC を使用して重症患者のせん妄をアセスメントしよう

山田  　親代　京都府立医科大学医学部看護学科

植村  　桜　　大阪市立総合医療センター　　　

吹田  奈津子　日本赤十字社和歌山医療センター

竹中　  千恵　京都府立医科大学附属病院　　　

川瀬  亜樹子　関西医科大学附属病院　　　　　

平松  八重子　京都大学医学部付属病院　　　　

平良　  貴子　六甲アイランド甲南病院　　　　




