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第 2 日目【10月 22日（木）】

第 1 会場【東京国際フォーラム C ブロック ホール C】

09：00～ 11：30

シンポジウム 3

重症外傷診療のイノベーションを目指して

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

帝京大学医学部付属病院 新藤 正輝

SY03-01 重症頭部外傷領域におけるイノベーション

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 中川 敦寛

SY03-02 重症外傷診療のイノベーションを目指して 外科医，救急医の立場からみられる問題点

藤田保健衛生大学総合膵臓外科 伊東 昌広

SY03-03 骨盤輪・寛骨臼骨折治療のパラダイム・シフト

帝京大学医学部附属病院外傷センター 鈴木 卓

SY03-04 重症四肢開放骨折治療の理想的なあり方とは？

湘南鎌倉総合病院外傷センター 土田 芳彦

SY03-05 脊椎脊髄損傷に対する急性期手術はハイリスク・ハイリターンである

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 井口 浩一

SY03-06 Hybrid ERによる外傷の救命率向上への挑戦 ～革新的な trauma work flowを目指して～

大阪府立急性期・総合医療センター救急診療科 木下 喬弘

13：30～ 14：30

特別講演 1
司会 大阪大学 名誉教授 杉本 壽

SL01 野球の要，捕手からみた「ID野球」でイノベーション

古田 敦也

14：30～ 15：30

招待講演 2
司会 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 嶋津 岳士

IL02 “What can we learn from the evolution of emergency medicine among ASEM members”
Hornor Secretary, Asian Society of Emergency Medicine（ASEM）, 　　　　　　　

President, Society for Emergency Medicine In Singapore. Lim Swee Han
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15：30～ 17：30

パネルディスカッション 4-1

研修医・学生教育において救急医学が果たす役割（卒前教育）
司会 愛知医科大学災害医療研究センター 中川 隆

福井大学救急科 総合診療部 林 寛之

PD04-1-01 医学部 5年生の救急科臨床実習（BSL）における救急診療のシミュレーション実習の紹介

名古屋市立大学病院救急科 増田 和彦

PD04-1-02 卒前教育における災害教育の有用性

東邦大学医療センター大森病院救命救急センター 本多 満

PD04-1-03 医療系学生に対する多職種連携への理解を深める救急医学教育の試み

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

PD04-1-04 研修医が期待する ER教育と救急医学の果たす役割

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 日下 琢雅

PD04-1-05 救急を基盤とした研修医教育の効果的なデザイン

獨協医科大学越谷病院救急医療科 杉木 大輔

PD04-1-06 大学附属病院救急部における初期臨床研修医教育の取り組み

横浜市立大学附属病院救急部, 　　　　　　　
横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター, 　　　　　　　

横浜市立大学大学院医学研究科救急医学 篠原 真史

PD04-1-07 当施設における ER診療とリンクした研修医勉強会の現状と問題点

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

PD04-1-08 学生・研修医に対する救急教育の新しい取り組み

弘前大学大学院医学研究科救急災害医学 山村 仁

第 2 会場【東京国際フォーラム B ブロック ホール B7（1）】

09：00～ 10：30

会長特別企画 1-3

私の“あんな工夫・こんな工夫” 3
司会 慶應義塾大学医学部救急医学 並木 淳

PO001-3-1 5 breaths-10beats法 ～子どもの新しい評価法と ER・Pre-Hospital診療への展開～
北九州市立八幡病院小児救急センター 神薗 淳司

PO001-3-2 マスギャザリング医療における情報伝達の工夫

- RIS（Race-condition Information System）日本初導入の試み

あいち小児保健医療総合センター総合診療科部救急科 水野 光規
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PO001-3-3 トリアージの段階で行う全被災傷病者への ID付与 －重複しない確実な標準化手法の確立－
杏林大学医学部救急医学教室 加藤聡一郎

PO001-3-4 当院の救急診療における「私の工夫」―効率化と適正化を目指して―

東京都立墨東病院救命救急センター 濱邊 祐一

PO001-3-5 救急での初期研修医教育の現場から―“鑑別シート”作成による思考過程の可視化の工夫

彩の国東大宮メディカルセンター救急科 望月 礼子

PO001-3-6 規格の異なる酸素ボンベや減圧調整器の互換性に関する問題点

兵庫医科大学救急・災害医学講座 中尾 博之

10：30～ 12：00

会長特別企画 1-4

私の“あんな工夫・こんな工夫” 4
司会 日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 松本 尚

PO001-4-1 外科的気管アプローチ下経皮的気管切開キットを用いた気管切開法

加古川西市民病院救急科 切田 学

PO001-4-2 私の気管切開法

熊本赤十字病院 井 清司

PO001-4-3 ハイブリッド気管切開

関西労災病院救急部 高松 純平

PO001-4-4 当施設における広範囲熱傷創処置の工夫

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 春成 伸之

PO001-4-5 高流量三方活栓が輸液速度に及ぼす影響についての検討

横浜市立大学大学院医学研究科救急医学 山口 敬史

PO001-4-6 人工喉頭を用いた人工呼吸器使用患者とのコミュニケーション

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 清水健太郎

12：15～ 13：15

ランチョンセミナー13

重症敗血症における合併症対策～DIC治療におけるリコンビナントトロンボモジュリンの位置づけ～

座長 横浜市立大学大学院医学研究科救急医学 森村 尚登

LS13-01 敗血症性 DICにどう向き合うべきか？ -抗 DIC療法の現状と今後について-
国立病院機構 熊本医療センター 救命救急・集中治療部 医長 櫻井 聖大

LS13-02 2020年に向けた敗血症治療戦略 ‐抗凝固療法の実臨床および基礎研究の知見をふまえて‐

佐賀大学医学部救急医学講座 阪本雄一郎

共催：旭化成ファーマ株式会社／ファイザー株式会社
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14：00～ 15：15

会長特別企画 3-1

私の発見・私の発明 1
司会 帝京大学ちば総合医療センター 福家 伸夫

PO003-1-1 静脈の cardiac variation 解析による循環動態評価手法の発見と開発

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

PO003-1-2 福島第一原発三号機注水作業の教訓を踏まえた突入撤退判断システムの開発

―消防防災科学技術研究推進制度対象研究―

杏林大学医学部救急医学 山口 芳裕

PO003-1-3 AKIに対する新規治療法開発の試み

慶應義塾大学医学部救急医学教室 本間康一郎

PO003-1-4 臨床から見いだしたカカオの機能性

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 間藤 卓

15：15～ 16：30

会長特別企画 3-2

私の発見・私の発明 2
司会 公立昭和病院救急医学科 稲川 博司

PO003-2-1 瞳孔測定器（ヒトミル）の開発戦略

兵庫医科大学救急・災害医学講座 坂田 寛之

PO003-2-2 ベッドサイドモニターをはじめとする医療機器の問題点とその解決

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 間藤 卓

PO003-2-3 頭髪からの電位導出を目的とした非侵襲性クリップ型脳波電極の開発

帝京大学医学部救急医学講座・救命救急センター 安心院康彦

PO003-2-4 経皮的心肺補助装置（PCPS）の心周期同期流量制御装置の開発と評価

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 澤野 誠

16：30～ 17：30

会長特別企画 3-3

私の発見・私の発明 3
司会 日本大学病院循環器内科 長尾 建

PO003-3-1 医療現場におけるアイデアを特許出願へ

特許業務法人川口國際特許事務所 椎名 佳代
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第 3 会場【東京国際フォーラム B ブロック ホール B7（2）】

09：00～ 11：00

会長特別企画 4

"医療事故"，私の経験・私の対応

司会 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

PO004-1 患者死亡により刑事事件の被疑者を経験して～刑事では医師は全く無力である

兵庫県災害医療センター高度救命救急センター 松山 重成

PO004-2 損害賠償請求で地裁，高裁，最高裁にまで上告された出血性脳梗塞

―あえて弁護士の質を問う―

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 杉山 聡

PO004-3 “医療事故”私の経験，私の対応，ミネソタの“スイスチーズ”

University of Minnesota, Department of Emergency Medicine 日比野誠恵

PO004-4 Aiで発見された想定外の「所見」への対応

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院救急科 越後谷良介

PO004-5 安易な医療訴訟は回避されるべきである―当院での経験から―

順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科 野村 智久

11：00～ 12：00

特別講演 2
司会 昭和大学病院 有賀 徹

SL02 インプラント事件の解剖と裁判から見えること

東京医科大学法医学分野 吉田 謙一

12：15～ 13：15

ランチョンセミナー14
座長 埼玉医科大学総合医療センター 間藤 卓

LS14-01 ココアの医療への応用

森永製菓株式会社 亀井 優徳

共催：森永製菓株式会社
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14：30～ 17：00

シンポジウム 4

院外心停止への挑戦

司会 横浜市立大学医学部救急医学教室 森村 尚登

京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター 石見 拓

SY04-01 院外発症心室細動の更なる予後改善のための戦略的イノベーション

東海大学医学部救命救急医学 中川 儀英

SY04-02 心肺停止患者への胸骨圧迫質評価における rSO2計測の有用性

～胸骨圧迫の定量的質評価による神経学的予後改善の可能性～
武蔵野赤十字病院救命救急センター 安田 英人

SY04-03 脳内酸素飽和度（rSO2）モニタリングを用いた院外心肺停止患者の神経学的予後予測の可能性

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 廣瀬 智也

SY04-04 ECPR透視下カニュレーションは社会復帰率改善に寄与する可能性がある

札幌医科大学高度救命救急センター 長谷 守

SY04-05 院外心停止に対する蘇生中止基準の検証

金沢大学附属病院救急科 後藤 由和

SY04-06 院外心停止例の社会復帰へ向けた広域病院前救護体制の構築

信州大学医学部救急集中治療医学 今村 浩

第 4 会場【東京国際フォーラム B ブロック ホール B5（1）】

09：00～ 11：15

シンポジウム 5

学会主導多施設共同研究について考える

司会 北海道大学病院先進急性期医療センター救急科 丸藤 哲

防衛医大防衛医学研究センター外傷研究部門 齋藤 大蔵

SY05-01 広範囲熱傷の初期輸液に関する多施設共同前向き無作為化比較対照試験の計画

日本救急医学会多施設共同試験特別委員会 齋藤 大蔵

SY05-02 ALI/ARDSに対する多施設共同前向き観察研究

日本救急医学会多施設共同試験特別委員会 藤島清太郎

SY05-03 Sepsis registry：敗血症診療の国際標準化の現状と展望

日本救急医学会多施設共同試験特別委員会 阿部 智一

SY05-04 FORECAST-Trauma 研究の概要

日本救急医学会多施設共同試験特別委員会 白石 淳

SY05-05 肺炎球菌・レンサ球菌・黄色ブドウ球菌による重症敗血症の多施設共同観察研究計画

日本救急医学会多施設共同試験特別委員会 一二三 亨
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SY05-06 日本救急医学会：学会主導多施設研究の発展とその経緯

日本救急医学会多施設共同試験特別委員会 小倉 裕司

12：15～ 13：15

ランチョンセミナー15
座長 名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野教授 松田 直之

LS15-01 敗血症を見つめなおす。―超高齢社会における敗血症診断とその治療戦略―

東海大学医学部外科学系救命救急医学准教授 井上 茂亮

共催：日本ベクトン・ディッキソン株式会社

14：30～ 16：30

パネルディスカッション 5

精神疾患合併症例への対応

司会 昭和大学病院救急医学科 三宅 康史

日本医科大学武蔵小杉病院精神科 岸 泰宏

PD05-01 救急施設における精神科的対応～精神科医不在の救急施設への提案

東海大学医学部外科学系救命救急医学 市村 篤

PD05-02 救急医療における精神科的な問題

東京医科歯科大学医学部附属病院精神科 竹内 崇

PD05-03 横浜市立大学附属市民総合医療センターにおける精神疾患合併症例への対応

横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター 日野 耕介

PD05-04 精神科のない 2 次救急施設での精神疾患合併患者の受け入れの現状と問題点

府中病院救急部 福廣 吉晃

PD05-05 PEECコースを通じた救急医療と精神科医療との地域医療圏内インテグレーション

国立病院機構熊本医療センター救命救急・集中治療部 橋本 聡

PD05-06 東京都北多摩北部における救急病院と精神科病院の連携の取り組み

公立昭和病院 岡田 保誠

16：30～ 17：30

緊急報告 1

ネパール地震医療支援

司会 医療法人雄心会 函館新都市病院 浅井 康文

社会医療法人緑泉会 米盛病院 冨岡 譲二

IR-01 国連 UNDAC
独立行政法人国際協力機構 勝部 司

IR-02 JDR救助チーム

日本医科大学 苛原 隆之
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IR-03 JDR医療チーム

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究所 大友 康裕

IR-04 自衛隊医療チーム

自衛隊中央病院 宮崎 誠樹

IR-05 HuMA医療チーム

大阪府済生会千里救命救急センター 尾北 賢治

IR-06 TMAT医療チーム

湘南藤沢徳洲会病院 髙力 俊策

第 5 会場【東京国際フォーラム B ブロック ホール B5（2）】

09：00～ 11：30

ワークショップ 3

小児救急医療のビジョンを語ろう

司会 北九州市立八幡病院救命救急センター 伊藤 重彦

横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター 六車 崇

WS03-01 救命救急センターで重篤な小児を診る ― 5施設の診療実績から 重篤小児救急の展望を示す ―

横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター 六車 崇

WS03-02 長野県における小児重症診療の現状と課題～地方小児重症診療体制の確立に向けて～
長野県立こども病院小児集中治療科 天笠 俊介

WS03-03 小児救命救急センターは小児外傷センターの役割を担えるのか

熊本赤十字病院小児外科 吉元 和彦

WS03-04 非大都市圏の大学病院に併設した小児救命救急センターとしての現状と課題

筑波大学附属病院救急・集中治療部 榎本 有希

WS03-05 救命救急センターの重症小児への「アレルギー」を克服して

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 澤田 奈実

WS03-06 救命救急センターを主軸とした包括的小児外傷診療体制について

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 近田 祐介

WS03-07 重篤小児集約拠点にかかる小児救急医療体制のあり方に関する研究報告（厚労科研）

東京都立小児総合医療センター 清水 直樹

WS03-08 小児傷病者に対する救急ワークステーションの効果と課題

藤沢市民病院救命救急センター小児救急科 福島 亮介
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12：15～ 13：15

ランチョンセミナー16
座長 東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学分野 久志本成樹

LS16-01 救急医療現場における臓器提供の選択提示についての考察

聖マリアンナ医科大学脳神経外科 小野 元

共催：アステラス製薬株式会社

14：30～ 16：30

ワークショップ 4

救急科専門医の明日を語ろう

司会 日本医科大学多摩永山病院救命救急センター 畝本 恭子

京都府立医科大学救急医療科/救急医療部 太田 凡

WS04-01 起点駅としての「救急科専門医」

順天堂大学医学部附属浦安病院 笹生 樹里

WS04-02 救急科専門医はマネジメントの専門家～母体救命の取り組みからわかったこと

昭和大学医学部救急医学講座 山下 智幸

WS04-03 ER後期研修プログラムを修了した医師が地方医師不足地域で働くロールモデル

松前町立松前病院 青木 信也

WS04-04 救急専門医の挑戦！救急をメインに活躍できない施設で管理職としてどう活躍するか？

医療法人松藤会入江病院 入江聰五郎

WS04-05 好きな救急で開業してみませんか？
川越救急クリニック 上原 淳

16：30～ 17：30

口演 40

感染症・敗血症 7
座長 医療法人医誠会医誠会病院救命救急科 川嶋 隆久

O040-1 広範囲熱傷加療中に緑膿菌による感染性心内膜炎を来したが，良好な転帰を得た症例

会津中央病院救命救急センター 秋山 豪

O040-2 肺炎球菌ワクチン接種後の脾摘患者に生じ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 境 達郎

O040-3 脳波が診断に有用であったセフェピム脳症の一例

飯塚病院集中治療部 竪 良太

O040-4 鼠咬傷に化膿性脊椎炎を合併した 1例
浦添総合病院総合診療部 河本あやみ

O040-5 壊死性筋膜炎に酷似する病態を呈した Sweet症候群の 1例
市立函館病院救命救急センター 江濱 由松
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O040-6 腸チフス再燃と四日熱マラリアを合併した一例

東京女子医科大学救急医学 鈴木 秀章

第 6会場【東京国際フォーラム Dブロック ホール D7】

09：00～ 10：00

救急科領域講習 4

災害医療

司会 公立大学法人福島県立大学ふくしま国際医療科学センター 谷川 攻一

EC04 災害医療に係る基本知識と最近の知見

横浜市立大学大学院医学研究科救急医学 森村 尚登

10：00～ 11：00

救急科領域講習 5

外傷総論（JATEC update）
司会 南多摩病院 益子 邦洋

EC05 JATEC update ―初期診療総論を中心に―

大阪市立大学大学院医学研究科救急医学 溝端 康光

11：00～ 12：00

口演 41

感染症・敗血症 8
座長 岩手医科大学医学部救急医学講座 山田 裕彦

O041-1 病着前バイタルサインを用いた ADROPについての研究

東京ベイ浦安市川医療センター救急科 三反田拓志

O041-2 2014年の名古屋大学救急・内科系集中治療室における細菌の検出調査

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 高谷 悠大

O041-3 敗血症における血漿カテコラミン 3分画の解析

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 塩屋 悠斗

O041-4 当院における帯状疱疹患者の眼部帯状疱疹（herpes zoster ophthalmicus：HZO）への進展例の検討

トヨタ記念病院救急科 池田 貴夫

O041-5 当院で経験した腸腰筋膿瘍の検討

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 中埜 亜希

O041-6 腎機能障害時のプレセプシン値の検討

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 平林茉莉奈
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12：15～ 13：15

ランチョンセミナー17
座長 アボットジャパン株式会社ビジネスエクセレンス本部学術部マネージャー 須川 聡

LS17-01 高感度トロポニン測定が日本の救急医学に与える貢献

慶應義塾大学医学部救急医学 鈴木 昌

共催：アボットジャパン株式会社

14：30～ 15：30

特別セッション 2

利益相反講習会

司会 国士舘大学大学院 島崎 修次

SS02-01 日本救急医学会における利益相反管理

医仁会武田総合病院救急医療センター 中谷 壽男

15：30～ 17：00

特別セッション（医療コミュニケーションのセッション）1-2

救急医はどうして「それ」が分かるのか？～救急現場のコミュニケーション論的分析～：事例検討

司会 東京医科大学救急・災害医学 行岡 哲男

SS01-2-01 オンラインコメンタリーの特性とその使用について

Professor of Sociology, University of California, Los Angeles John Heritage

SS01-2-02 “ニュース”としての診断：どのようにそれを伝えるか

Professor of Sociology, University of Wisconsin, Madison Douglas Maynard

第 7会場【東京国際フォーラム Dブロック ホール D5】

09：00～ 10：00

口演 42

心肺停止 4
座長 慶應義塾大学病院救急科 鈴木 昌

O042-1 マラソン大会における心肺停止の傾向分析

東京都立墨東病院循環器科 黒木 識敬

O042-2 学校における心停止への対策 大阪府におけるアンケート調査から

近畿大学医学部救急医学 西内 辰也

O042-3 二次医療圏全体から考察した低体温療法適応患者の動線

公立南丹病院救急部, 公立南丹病院循環器内科, 京都府南丹メディカルコントロール協議会 計良 夏哉
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O042-4 心停止の原因と予後

広島市立安佐市民病院循環器内科, 広島大学医歯薬保険学研究科循環器内科学 香川 英介

O042-5 奈良県内で搬送された内因性心肺停止症例の変遷 ―2004年～2013年―

済生会御所病院脳神経外科 今西 正巳

O042-6 浴槽内 CPAの蘇生に影響する因子の検討

川崎市立川崎病院救急科 荘司 清

10：00～ 11：00

口演 43

心肺停止 5
座長 関西医科大学救急医学講座 鍬方 安行

O043-1 院外心肺停止に対する胸骨圧迫デバイスの有用性

昭和大学医学部救急医学講座 大野 絢子

O043-2 胸骨圧迫によって生じる肋骨骨折の背景因子の検討

奈良県立医科大学高度救命救急センター 川井 廉之

O043-3 胸骨圧迫に伴う肋骨骨折に対する胸郭の厚さの影響：
生存時及び心肺蘇生後の CTを用いた後方視的検討

旭川医科大学救急医学講座 柏木 友太

O043-4 胸骨圧迫の質の評価における計測機器の有効性

富山大学大学院危機管理医学（救急・災害医学） 若杉 雅浩

O043-5 院外心肺停止患者における病院前気道確保器具（声門上デバイス）の検討

Laryngeal Mask vs Laryngeal Tube
北海道大学病院先進急性期医療センター 小野 雄一

O043-6 超高齢社会における PADの効果は？

国士舘大学防災・救急救助総合研究所 月ヶ瀬恭子

11：00～ 12：00

口演 44

心肺停止 6
座長 東京警察病院救急科 金井 尚之

O044-1 当センターにおける ECPRの結果
社会医療法人仁愛会浦添総合病院救命救急センター 八木 正晴

O044-2 当院における院外心停止患者に対する E-CPRと神経学的予後に関する検討

京都医療センター循環器内科 鵜木 崇

O044-3 目撃のある初期波形が除細動適応の院外心停止患者の蘇生抵抗性についての検討

大阪府済生会千里病院千里救命救急センター 大谷 尚之

O044-4 当院における心肺停止時のアミオダロン注投与の調査報告

社会医療法人岡本病院（財団）第二岡本総合病院薬剤部 瓦 比呂子
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O044-5 実験的両側総頚動脈一過性閉塞による脳組織におけるサイトカイン高値に対する D-alloseの効果
香川大学医学部附属病院救命救急センター 篠原奈都代

O044-6 縊頚未遂症例での意識障害に対する脳低体温療法の実施経験

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

12：15～ 13：15

ランチョンセミナー18

“栄養療法”初心者のための経腸栄養セミナー

座長 兵庫医科大学救急・災害医学講座主任教授 小谷 穣治

LS18-01 「経腸栄養管理を成功させよう。～経腸栄養剤の種類，選択のポイント～」

日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 山口 順子

LS18-02 「栄養療法の実際 ～開始の基準，栄養パスの導入に向けて～」
りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救急センター 泉野 浩生

共催：ネスレ日本株式会社ネスレヘルスサイエンスカンパニー

14：30～ 15：30

救急科領域講習 6

熱傷治療の基本と最新トピックス

司会 盛岡友愛病院 遠藤 重厚

EC06 標準化された熱傷初期診療を学ぶ

慶應義塾大学医学部救急医学 佐々木淳一

15：30～ 17：00

特別セッション 3

脳保護・蘇生における日本の多施設臨床研究（軽度低体温療法 TTM）　　　　　　　

―過去・現在・未来：RCT取り組みへの提言

司会 日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 木下 浩作

香川大学医学部附属病院救命救急センター 黒田 泰弘

SS03-01 脳保護・蘇生における多施設臨床試験（軽度低体温療法 TTM）
―過去・現在・未来

山口県立総合医療センター 前川 剛志

SS03-02 重症脳障害患者に対する超急性期軽度低体温療法の

有効性に対する多施設無作為臨床研究（BHYPO）について

東京慈恵会医科大学救急医学講座, BHYPO-JP Group 土肥 謙二

SS03-03 重症頭部外傷における脳保護と脳蘇生－臨床研究の過去・現在・未来

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

SS03-04 本邦における院外心原性心停止自己心拍再開後に対する

低体温療法の治療成績（J-PULSE-Hypo registry）
国立循環器病研究センター 田原 良雄
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SS03-05 蘇生中より施行可能な咽頭冷却の多施設臨床研究

岡山大学病院集中治療部 武田 吉正

SS03-06 内因性心停止・心拍再開後患者に対する血管内冷却法

（IntraVascular Temperature Management；IVTM）による低体温療法の評価

―多施設共同単一群介入試験―COOL-ARREST JP
山口県立総合医療センター 前川 剛志

第 8会場【東京国際フォーラム Dブロック ホール D1】

09：00～ 10：00

English Session 3
座長 兵庫医科大学救急・災害医学 中尾 篤典

京都大学医学部附属病院初期診療・救急科（救急部） 小池 薫

EO003-1 Does enhancement of prehospital medical care improve clinical outcomes of patients
with acute coronary syndromes?

伊勢赤十字病院救命救急センター 中西 信人

EO003-2 Acquired Long QT syndrome with Torsade de Pointes in a patient
with severe pneumonia and hypothyroidism: a case report

トヨタ記念病院統合診療科 近藤 敬太

EO003-3 Neuroendoscopic surgery for child onset intracerebral hemorrhage due to Moyamoya disease :
A Case Report

福岡大学病院救命救急センター 大藏 裕子

EO003-4 Fatal severe fever with thrombocytopenia syndrome, an autopsy case repor
宮崎県立延岡病院救急センター 矢野 隆郎

EO003-5 Analysis of Bathing Related Accidents in Nobeoka City, Miyazaki
宮崎県立延岡病院救急センター 矢野 隆郎

EO003-6 Prophylactic antibiotics for severe burns patients
日本医科大学多摩永山病院救命救急センター, 　　　　　　　

東京大学臨床疫学・経済学, 日本医科大学救急医学教室 田上 隆

EO003-7 Plasma platelet-derived microparticles to platelet count ratio is associated
with hospital mortality and disseminated intravascular coagulopathy in critically ill patients

Department of General Thoracic Surgery, National Hospital Organization Higashi-Ohmi 　　　　　　　

General Medical Hospital, Japan Ohuchi Masatsugu

10：00～ 11：00

English Session 4
座長 日本医科大学付属病院高度救命救急センター 布施 明

愛媛大学医学部附属病院救急部 相引 眞幸

EO004-1 The management of the open abdomen in the ruptured pseudocyst of the pancreas：A case report
Division of Acute Care Surgery．Department of Surgery, Sakai City Hospital Koji Amano
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EO004-2 Pneumoperitoneum Caused by Pancreas Adenocarcinoma Penetrating the Descending Colon Associated
with Splenic Abscess

兵庫医科大学救急・災害医学講座 西村 健

EO004-3 Epidemiology, clinical features and outcome of Psoas Abscess：A cross-sectional study
in Miyagi prefecture.

東北大学病院高度救命救急センター 佐藤 武揚

EO004-4 The current situation of emergency and disaster medical systems in the ASEAN Member States
大阪府済生会千里病院千里救命救急センター 夏川 知輝

EO004-5 An International Comparison of Operational Aspects of EMS Systems
University of California San Diego, Department of Emergency Medicine 中嶋 優子

EO004-6 The effect of hypertension for non-operative acute sundural hematoma patients
伊那中央病院救急科 丹野 翔五

EO004-7 HOPES Trial：The randomized controlled trial for preoperative induced hypothermia
and its scientific rationale

Department of Emergency and Critical Care Medicine, Nippon Medical School 横堀 將司

12：15～ 13：15

ランチョンセミナー19
座長 帝京大学医学部救急医学講座救急医学講座主任教授　　　　　　　

帝京大学医学部附属病院救命救急センター長 坂本 哲也

LS19-01 The Role Mechanical CPR Devices In and On-the-Way to the Cath Lab
カテ室内及びカテ室への搬送途上に於けるメカニカル CPRデバイスの役割

Professor of Medicine, University of Arizona College of Medicine 　　　　　　　

Endowed Chair of Cardiovascular Medicine, The Sarver Heart Center Karl B．Kern

共催：フィジオコントロールジャパン株式会社

14：30～ 15：30

口演 45

循環 1
座長 大分大学医学部附属病院高度救命救急センター 重光 修

O045-1 へき地離島での急性冠症候群の搬送トリアージにおける緊急冠動脈 CTの有用性

長崎県上五島病院内科 井上 重宏

O045-2 90歳以上の超高齢者急性心筋梗塞患者の臨床像と予後

奈良県西和医療センター循環器内科 中井 健仁

O045-3 急性冠症候群を疑う高齢者における Heart Pathwayアルゴリズム の適応
東京ベイ・浦安市川医療センター（地域医療振興協会）救急科 石上雄一郎

O045-4 Dダイマー陰性は，急性大動脈解離を完全否定できる？
信州大学医学部救急集中治療医学教室 新田 憲市
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O045-5 急性大動脈解離の診断における新規スコアの作成の試み

淀川キリスト教病院救急科 原 悠也

O045-6 心タンポナーデを合併した Stanford A 型急性大動脈解離の検討

山口県立総合医療センター救急科 本田 真広

15：30～ 16：30

口演 46

循環 2
座長 東京医科大学救急・災害医学分野 田中 博之

O046-1 FEKを指標としたトルバプタン投与は心不全の予後を改善しうる

九州大学病院循環器内科 日浅 謙一

O046-2 ループ利尿剤抵抗性重症心不全に対するトルバプタンの限界と持続血液浄化療法の有用性

恩賜財団東京都済生会中央病院救命救急センター 笹尾健一郎

O046-3 ランジオロールの有用性に関しての検討

東京女子医科大学東医療センター救急医療科 栗山 桂一

O046-4 2012年～2014年のランジオロールの急性期管理における使用調査

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 久保寺 敏

O046-5 2012年～2014年のアミオダロンの急性期管理における使用調査

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 久保寺 敏

O046-6 心臓外科術後の輸液管理において，ボリュームステータスに対する
麻酔科医の印象は参考となりうるか？

東京ベイ・浦安市川医療センター集中治療科 片岡 惇

16：30～ 17：30

口演 47

循環 3
座長 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター 桝井 良裕

O047-1 心タンポナーデに対し，初療室で緊急心嚢ドレナージを行い救命した 5例
東京医科歯科大学医学部附属病院救急救命センター 松井 宏樹

O047-2 急性僧帽弁閉鎖不全による片側性肺水腫の二例

東京都立墨東病院救命救急センター 柏浦 正広

O047-3 感染性心内膜炎に合併した右中大脳動脈末梢部細菌性動脈瘤破裂の 1例
岡山済生会総合病院研修医 2年目 山本洋一郎

O047-4 マクロライド系抗菌薬による Torsades de Pointsの 1例
名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 塩屋 悠斗

O047-5 全身性エリテマトーデスに伴う心筋炎，胸膜炎，腎機能障害により

急激な呼吸状態の悪化をきたした一例

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター 相馬 藍



第
２
日
目

－130－

O047-6 交通外傷で搬送されたが急性下壁心筋梗塞が発覚し PCI施行後に出血性ショックにより

死亡した 1例
都立墨東病院循環器科 立石 和也

第 9会場【東京国際フォーラム ガラス棟 G402】

09：00～ 10：00

口演 48

中毒 4
座長 社会医療法人緑泉会米盛病院救急科 冨岡 譲二

O048-1 過量服用した炭酸リチウムにより成長期脱毛が誘発された 1症例
国立病院機構横浜医療センター救急科 横井 英人

O048-2 経過中に腹部コンパートメント症候群となったベゲタミン中毒の 1症例
兵庫県災害医療センター 井上 明彦

O048-3 断酒薬シアナミド内服後汎血球減少による敗血症

松前町立松前病院 青木 信也

O048-4 初期投与量の Lamotrigineで Stevens-Johnson症候群を呈した双極性障害の 1例
京都府立医科大学附属北部医療センター救急科 隅田 靖之

O048-5 薬物過量内服にて入院し，Torsade de Pointesを起こした 1例
総合病院国保旭中央病院救急救命科 増渕 高照

O048-6 診断に苦慮した急性中毒の一症例

飯塚病院救急部 林 友和

10：00～ 11：00

口演 49

中毒 5
座長 大垣市民病院集中治療部 山口 均

O049-1 コハク酸シベンゾリンにより遷延する低血糖を来した一例

琉球大学大学院医学研究科救急医学講座 冨加見昌隆

O049-2 シベンゾリン中毒による心肺停止の 1例
宇治徳洲会病院救命救急センター 松岡 俊三

O049-3 長期少量ジスチグミン臭化物内服中に腎機能障害出現を契機に発症した

コリン作動性クリーゼの 1例
健和会大手町病院救急科 花木祥二朗

O049-4 ジフェンヒドラミン大量内服による急性薬物中毒の一例

東京女子医科大学救急医学 齊藤眞樹子
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O049-5 キシロカインスプレーによるアナフィラキシーの 1例
長崎大学病院救命救急センター 上木 智博

O049-6 乳酸アシドーシスを来たした薬剤過量服薬において，

メトホルミン中毒を想定した早期集学的治療が奏功した一例

東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部 丹生谷啓介

11：00～ 12：00

口演 50

中毒 6
座長 長野救命医療専門学校救急救命士学科 瀧野 昌也

O050-1 著明な横紋筋融解症を合併した水中毒の一例

東京女子医科大学八千代医療センター救急科・集中治療部 小口 萌

O050-2 レボメプロマジンによる向精神薬中毒の 1例
滋賀医科大学社会医学講座法医学部門 古川 智之

O050-3 気管支攣縮に伴う閉塞性換気障害に対してアトロピン投与が有効であった

フェニトロチオン中毒の一例

福島県立医科大学医学部地域救急医療支援講座　　　　　　　

福島県立医科大学附属病院救命救急センター 佐藤ルブナ

O050-4 灯油大量誤飲の一例

JCHO中京病院救急科 米田 和弘

O050-5 シアン化カリウムによる急性中毒患者を救命し得た 1症例
広島大学病院高度救命救急センター 田邉 優子

O050-6 陽イオン界面活性剤を含む家畜用消毒薬の誤飲により上気道狭窄後嚥下障害が残存した 2症例
市立函館病院 坂脇 園子

12：15～ 13：15

ランチョンセミナー20

Physiological monitoring guided CPRのための rSO2（脳局所酸素飽和度）計測：BLSから集中治療まで

座長 香川大学医学部附属病院救命救急センター長・救急災害医学 教授 黒田 泰弘

LS20-01
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター救命救急センター長 西山 慶

共催：コヴィディエン ジャパン株式会社
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14：30～ 15：30

口演 51

中毒 7
座長 神戸大学医学部附属病院救命救急科 西山 隆

O051-1 腎機能の保たれた下部消化管狭窄病変に合併した高マグネシウム血症の 1例
唐津赤十字病院地域救命救急センター 吉武 邦将

O051-2 自殺企図によるカフェイン中毒の 3例
長野赤十字病院救命救急センター 岨手 善久

O051-3 致死量のサリチル酸中毒に対し，血液透析により救命できた 1例
東京都保健医療公社豊島病院救急科, 日本大学医学部付属板橋病院救急集中治療医学分野 中村 和裕

O051-4 β遮断薬と抗ヒスタミン薬と血糖降下薬の大量内服の一症例

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 塩屋 悠斗

O051-5 メトホルミン中毒による乳酸アシドーシスに対して持続的腎機能代替療法（CRRT）
導入後も治療に難渋した一例

さいたま赤十字病院救命救急センター 坂本 早紀

O051-6 二度にわたる市販薬の大量服用にて異なる形のタコツボ型心筋症を発症した一例

唐津赤十字病院地域救命救急センター 中島 厚士

15：30～ 16：30

口演 52

呼吸管理 1
座長 福島県立医科大学救急医療学講座 田勢長一郎

O052-1 2014年度における NPPV 導入の動向

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 日下 琢雅

O052-2 抜管後呼吸不全予防における High Flow Nasal Cannula Oxygenの有効性の検討

東京女子医科大学東医療センター救急医療科 高橋 宏之

O052-3 2014年におけるハイフローネーザルカヌラによる呼吸管理の解析

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 東 倫子

O052-4 TCM/TOSCATMを用いた経皮的二酸化炭素分圧モニタリングの有用性

京都第二赤十字病院救命救急センター救急科 神鳥 研二

O052-5 ドクターヘリでの気道管理に関するアンケート調査

県立広島病院救命救急センター 楠 真二

O052-6 2014年における名古屋大学病院救急科の間質性肺炎管理の解析

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 東 倫子
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16：30～ 17：30

口演 53

呼吸管理 2
座長 平塚市民病院総合診療科 鈴木 淳一

O053-1 肺挫傷を合併した心肺停止蘇生後の VA ECMO離脱に，Auto Release 機能を使った
APRVが有用であった一例

真庭市国民健康保険湯原温泉病院 濱崎健太郎

O053-2 長時間腹臥位療法が著効し VVECMO離脱に成功した重症肺炎の 1例
済世会横浜市東部病院救命救急センター 倉田 早織

O053-3 2014年の名古屋大学病院救急科による ARDSの管理解析

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 東 倫子

O053-4 挿管患者に対する積極的な体位変換療法がもたらす効果について

東京女子医科大学東医療センター看護部 網城 詩織

O053-5 Meduri 法に準じたステロイド投与が有効であった外科手術後呼吸不全の 2症例
岐阜市民病院救急診療部 菊地 俊介

O053-6 NIV NAVAに対しインダクティブ・プレチスモグラフィー法による解析を行った一症例

医療法人雪の聖母会聖マリア病院 信國 桂子

第 10 会場【東京国際フォーラム ガラス棟 G409】

09：00～ 10：00

口演 54

ER診療 4
座長 名古屋掖済会病院救命救急センター 北川 喜己

O054-1 救急外来の長時間滞在原因の検討

長野赤十字病院救命救急センター 岩下 具美

O054-2 当院救命救急センターに再搬送された患者の問題点とその要因

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 矢野 和美

O054-3 腹部症状による救急搬送患者と独歩受診患者の比較

岩手医科大学医学部救急医学講座 藤野 靖久

O054-4 救急外来での気管挿管の実態と推移

名古屋掖済会病院救急科 後藤 縁

O054-5 心肺停止患者に対するビデオ喉頭鏡の有用性について

倉敷中央病院救急科 佐藤 瑞樹
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O054-6 ERで絶対したくない見逃し！～急性大動脈解離の検討～
福井県立病院 重清 知子

10：00～ 11：00

口演 55

ER診療 5
座長 浜松医科大学救急災害医学講座 吉野 篤人

O055-1 ER診療における胸痛患者に対する高感度トロポニン I定量及び

迅速トロポニン T定性キットの予後推定能の比較検討

国立病院機構京都医療センター 高木 大輔

O055-2 吐血を主訴に来院したが，緊急上部消化管内視鏡以外の治療法が必要であった 2例
東京ベイ・浦安市川医療センター（地域医療振興協会）救急科 横山 和久

O055-3 救急外来で腹部超音波検査を施行し破裂性腹部大動脈瘤を迅速に診断できた 1例
名寄市立総合病院麻酔科 衛藤 由佳

O055-4 片側視力の増悪と緩解を繰り返した破壊型真菌性蝶形骨洞炎の 1例
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院総合診療部 沼田 賢治

O055-5 仙腸関節周囲膿瘍を来した健常者二例

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座 山下 真史

O055-6 2 次救急病院の「救急科」創設後の存在意義を考える

～救急総合診療科ができて 2年がたちました～

明石市立市民病院 小平 博

11：00～ 12：00

口演 56

ER診療 6
座長 筑波メディカルセンター病院救命救急センター 河野 元嗣

O056-1 外国人患者の受け入れ状況とその傾向についての検討

京都第一赤十字病院救命救急センター 的場 裕恵

O056-2 当院 ERにおける診療看護師（NP）による診療の特徴 ～NPは ERの救世主たるのか～
札幌東徳洲会病院救急科 松田 知倫

O056-3 ERトリアージ専任ナースの有無によるトリアージ内容の相違

藤田保健衛生大学病院救急総合内科 湯川 貴史

O056-4 市中肺炎における胸部 CTの有用性について

神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター 畑 菜摘

O056-5 内因性くも膜下出血における当院の 10年間の初診時主訴の検討

横浜市立大学みなと赤十字病院 松田 直也

O056-6 片麻痺を主訴とした急性大動脈解離症例の検討

国立病院機構仙台医療センター救命救急センター 山田 康雄
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12：15～ 13：15

ランチョンセミナー21

aHUS（非典型溶血性尿毒素症症候群）
座長 宮崎大学医学部付属病院救命救急センター センター長 落合 秀信

LS21-01 見逃してはいけない重篤な疾患 ～非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）とは～

三重大学大学院医学系研究科検査医学 和田 英夫

共催：アレクシオンファーマ合同会社

14：30～ 15：30

口演 57

教育とスポーツ

座長 藤田保健衛生大学救命救急医学講座 武山 直志

O057-1 救急医の『倫理とプロフェッショナリズム』の基本構造

公益財団法人健和会健和会大手町病院救急科 大垣 拓郎

O057-2 学校教育における心肺蘇生法の短時間講習の効果

国士舘大学大学院救急システム研究科 原 貴大

O057-3 EMS（Emergency Medical Services）Fellowship ～ 米国の EMSフェローシップの紹介
University of San Diego, Department of Emergency Medicine 中嶋 優子

O057-4 女子マラソンにおける脱水症と低体温症の発症と気象環境

東海学園大学教育学部 石田 妙美

O057-5 ナゴヤウィメンズマラソン 2015の医療救護所利用と未完走の発生要因の解析

国士舘大学大学院 田久 浩志

15：30～ 16：30

口演 58

プレホスピタル

座長 日本医科大学多摩永山病院救命救急センター 石之神小織

O058-1 ガイドライン 2010下の心肺蘇生合併症の剖検例における検討

東京大学法医学教室, 千葉大学法医学教室 山口るつ子

O058-2 海難事故による二例の溺死症例における，蘇生術が死亡時画像診断（Autopsy imaging：Ai），
Ai-CTにおよぼす影響

医療法人鉄蕉会亀田総合病院救命救急科 伊藤 憲佐

O058-3 救命救急センターの規模と疾患別アウトカムとの関連についての検討

帝京大学医学部救急医学講座 中澤佳穂子

O058-4 ドクターへリにて対応した胸痛患者の特徴と活動内容についての検討

総合病院聖隷三方原病院高度救命救急センター 松浦 誠
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O058-5 ドクターヘリ搬送とフライトドクターによる緊急気道管理が有効であった頸部膿瘍の 1例
広島大学救急医学 鳥越 勇佑

16：30～ 17：30

口演 59

腎臓

座長 近畿大学医学部附属病院救命救急センター 北澤 康秀

O059-1 当院 ICU 患者における AKI 発症率および AKI発症と ICU 死亡率との連関

慶應義塾大学医学部救急科 垣内 大樹

O059-2 当院救急科入院患者における造影剤腎症発症のリスクファクターについての検討

慶應義塾大学医学部救急医学 吉澤 城

O059-3 当院 ICU 患者における eGFRと急性腎傷害発症の連関

慶應義塾大学医学部救急医学 鎌形 知弘

O059-4 突然の側腹部・背部痛により救急搬送で来院した腎血管筋脂肪腫破裂の一例

東京女子医科大学救急医学 横田 茉莉

O059-5 剤内服による腎機能正常の高マグネシウム血症の 1例
小牧市民病院救命救急センター救急科 徳山 秀樹

O059-6 緊急 TAEを必要とした腎血管筋脂肪腫の 1例
東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 竹田津史野

第 11 会場【東京国際フォーラム ガラス棟 G502】

09：00～ 10：00

口演 60

消化管 1
座長 加古川西市民病院救急科 切田 学

O060-1 非閉塞性腸間膜虚血（NOMI）の臨床像～多施設共同研究報告～
九州大学病院救命救急センター 由茅 隆文

O060-2 入院経過中に消化管広範囲壊死を来した症例の検討

順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 関 謙太郎

O060-3 壊死型虚血性腸炎の予後因子の検討

済生会熊本病院外科 小川 克大

O060-4 急性虫垂炎における起炎菌の検討～interval appendectomyを見据えて～

市立堺病院救急外科 蛯原 健

O060-5 糞石症例を含めた膿瘍形成性虫垂炎に対する Interval Appendectomyの適応とその成績

神戸市立医療センター中央市民病院外科 熊田有希子
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O060-6 膿瘍形成性虫垂炎に対する保存加療先行の有用性の検討

京都第一赤十字病院救命救急センター救急科 名西 健二

10：00～ 11：00

口演 61

消化管 2
座長 高山赤十字病院救命救急センター 白子 隆志

O061-1 緊急動脈塞栓術にて救命し得た小腸動脈瘤破裂の 1例～止血後の戦略を含めた検討～
都立広尾病院救命救急センター 藤原 翔

O061-2 胃軸捻転の診断にて，内視鏡的整復・固定術で解除できた 1例と，

外科的捻転解除・固定術を要した 1例
市立奈良病院総合診療科 安藤 剛

O061-3 膵頭十二指腸切除術後 11年目に胃空腸吻合部潰瘍穿孔をきたした 1例
兵庫医科大学医学部救急災害医学 川口 貴之

O061-4 待機的手術により大量腸管切除を回避できた protein C 欠乏症例に発生した上腸間膜静脈血栓症の 1例
聖隷浜松病院外科 山本 博崇

O061-5 経腸栄養が誘引と考えられた非閉塞性腸間膜虚血症の 1例
国立がん研究センター東病院食道外科 佐藤 琢爾

O061-6 難治性便秘症として経過し嘔吐を契機に診断し得た上腸間膜動脈症候群の一例

順天堂大学医学部附属順天堂医院救急科 仙波 遼子

11：00～ 12：00

口演 62

消化管 3
座長 東京女子医科大学東医療センター救急医療科 須賀 弘泰

O062-1 特発性大網出血が考えられた腹腔内出血の一例

伊勢崎佐波医師会病院救急医療科 須賀 弘泰

O062-2 腹痛を契機に発見された上腸間膜静脈（SMV）ガス血症の 1例
佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センター 梅香 満

O062-3 胃・食道術後に急性腹症を呈し，開腹手術にて Petersen's Herniaと診断された一例
東京女子医科大学救急医学 南 梓

O062-4 再燃を繰り返した特発性気腹症の 1例
東京医療センター救急科 尾本健一郎

O062-5 レントゲンでは同定できなかった 1円玉による食道異物の 1例
東京ベイ・浦安市川医療センター（地域医療振興協会）救急科 福山 唯太

O062-6 鼠径部に硬結性紅斑を認めた膵性脂肪壊死の 1症例
飯塚病院集中治療部 鶴 昌太
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12：15～ 13：15

ランチョンセミナー22

敗血症診断薬プレセプシン 救急科・血液内科・リウマチ科での臨床応用

座長 盛岡友愛病院 遠藤 重厚

岩手医科大学救急医学講座 高橋 学

岩手医科大学内科学講座血液・腫瘍内科分野 小宅 達郎

国立病院機構大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科 辻 聡一郎

共催：株式会社 LSIメディエンス

14：30～ 15：30

口演 63

病院前救護・MC 1
座長 国士舘大学大学院救急システム研究科 田中 秀治

O063-1 拡大認定救急救命士による血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液投与の

実施状況について

社会医療法人きつこう会多根総合病院救急科 安部 嘉男

O063-2 東京都民に対する救急相談ダイアルの認知度及び利用状況の現状調査

国士舘大学大学院救命システム研究科 武田 唯

O063-3 滋賀県版「傷病者の搬送および受入れの実施に関する基準」の特徴とその成果

滋賀医科大学救急・集中治療部 加藤 隆之

O063-4 コールトリアージシステムの識別結果に基づき近隣救急隊と連携した医師現場派遣の試み

国立病院機構横浜医療センター救急科 古谷 良輔

O063-5 全脊柱固定の適応について（岐阜県病院前外傷プロトコールの検証結果から）
岐阜大学医学部付属病院高度救命救急センター 吉田 隆浩

O063-6 保育士養成課程における BLS教育の現状

国士舘大学大学院救急システム研究科 東村 めい

15：30～ 16：30

口演 64

病院前救護・MC 2
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 高橋 毅

O064-1 地域中核病院におけるドクターカー運用～夜間運用拡大への取り組み

半田市立半田病院 高橋 遼

O064-2 ドクターカーの質向上のための取り組み

日本医科大学多摩永山病院救命救急センター 富永 直樹
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O064-3 救命救急センターにおける看護師ドクターカー同乗に向けた取り組み

株式会社日立製作所日立総合病院救命救急センター 宇野 翔吾

O064-4 救急救命士の処置拡大 2 行為の開始に向けて地域MCで検討すべき課題とは

横須賀市立うわまち病院救命救急センター 本多 英喜

O064-5 埼玉県の救急隊における標準化医療コースの浸透度調査

埼玉医科大学病院救急科 中谷 宣章

O064-6 当院における救急症例検討会の取り組み

独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院麻酔科 成松 紀子

16：30～ 17：30

口演 65

病院前救護・MC 3
座長 中津川市民病院病院前救急診療科 間渕 則文

O065-1 非消防組織に属する救急救命士の臨床経験の維持方策

国士舘大学大学院救急システム研究科 後藤 奏

O065-2 BLS指導に携わった救急救命士学科学生の意識変容調査

杏林大学保健学部救急救命学科 小泉 健雄

O065-3 AEDの意識調査から見た使用上の問題点の抽出

国士舘大学大学院救急システム研究科 小野 修平

O065-4 マラソン完走後に心筋梗塞を来した一例

那覇市立病院救急科 中田 円仁

O065-5 地域市民マラソンにおける救護活動

愛媛大学大学院救急医学 竹葉 淳

O065-6 路上で HIV陽性外傷傷病者の処置を行い，血液暴露した応急救助者についての検討

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

第 12 会場【東京国際フォーラム ガラス棟 G510】

09：00～ 10：00

口演 66

病院前救護・MC 4
座長 新潟大学医歯学総合病院高度救命救急センター・集中治療部 遠藤 裕

O066-1 病院外心停止症例における都道府県別のアドレナリン投与効果の検討

国士舘大学大学院救急システム研究科 植田 広樹

O066-2 一般市民における呼吸停止の判断基準～死戦期呼吸を判断できるのか～
国士舘大学大学院救急システム研究科 古関 春南
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O066-3 携帯電話による通報の口頭指導の質と院外心停止予後に及ぼす影響

金沢大学医薬保健研究域医学系血液情報発信学（救急医学）, 金沢大学附属病院救命センター 稲葉 英夫

O066-4 徳島日赤ドクターカーの有効距離を探る

徳島赤十字病院救急部 吉岡 勇気

O066-5 急性心筋梗塞患者に対するドクターカーの有用性についての検討

飯塚病院救急部 太田黒崇伸

10：00～ 11：00

口演 67

病院前救護・MC 5
座長 独立行政法人労働者健康福祉機構秋田労災病院 多治見公高

O067-1 事前病院選定により地方広域消防でも現場滞在時間を短縮できるか

国士舘大学大学院救急システム研究科 木内 賢一

O067-2 二次救急病院，三次救急病院におけるドクターカーシステムの意義

飯塚病院救急部 奥山 稔朗

O067-3 救急医療情報システム導入効果と搬送困難事例の検討

自治医科大学附属さいたま医療センター救急科 八坂 剛一

O067-4 嘔吐モデルに対する気管挿管における Airway ScopeとMacintosh型喉頭鏡の比較

広島大学大学院救急医学 鈴木 慶

O067-5 急性期脳卒中に対する病院前救急診療の効果―医療過疎地域における調査―

伊勢赤十字病院救急科 中西 信人

O067-6 救急隊によるアンダートリアージを防ぐために必要な傷病者観察基準

公立丹南病院救急総合診療科 松宮 克樹

11：00～ 12：00

口演 68

病院前救護・MC 6
座長 健和会大手町病院救急科 村田 厚夫

O068-1 マラソンランナーが心肺停止に至る割合（那覇マラソンにおける救急搬送患者の分析から）

那覇市立病院救急科 中田 円仁

O068-2 宮崎県内高速道路上の事故発生状況からの提言

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 長嶺 育弘

O068-3 医師同乗指導における指導医師が行った処置に関する検討

北九州市立八幡病院救命救急センター 田口 健蔵

O068-4 プレホスピタル 12誘導心電図の伝送システムの構築が STEMI 患者の Door to balloon timeに
あてえる影響

岩手県立二戸病院循環器内科 酒井 敏彰
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O068-5 救急隊員対象の小児病院前救護の教育マテリアルの必要性とその開発

日本臨床救急医学会小児救急委員会小児病院前救護教育コース策定WG 賀来 典之

O068-6 救急救命士による低血糖に対する処置拡大施行症例の検討

半田市立半田病院救急科 石田 陽祐

12：15～ 13：15

ランチョンセミナー23
座長 埼玉医科大学総合医療センター 救急科（ER） 輿水 健治

LS23-01 脳保護薬へのアプローチ - フリーラジカルスカベンジャー，ラジカット-
田辺三菱製薬株式会社 開発本部 臨床開発第一部 田中 正彦

共催：田辺三菱製薬株式会社

14：30～ 15：30

口演 69

外傷の病態 1
座長 総合病院国保旭中央病院救命救急センター 高橋 功

O069-1 救命救急センターにおける頭頚部外傷に合併した外傷性脳血管損傷の検索

東京医科大学八王子医療センター救命救急センター 佐藤 高央

O069-2 初療室への IVR-CT 導入が整形外傷の初療を変える

東京都立墨東病院救命救急センター 藤田 英伸

O069-3 脂肪塞栓症候群（fat embolism syndrome：FES）早期診断におけるMRIの重要性

君津中央病院救急集中治療科 田中久美子

O069-4 多発外傷症例に対するハイブリッド手術室での治療経験

富士重工業健康保険組合太田記念病院救急科 飯塚 進一

O069-5 身長から IABOの適切な留置距離を推測する方法

帝京大学医学部救急医学講座 山本 敬洋

O069-6 外傷性組織欠損に対する人工真皮・NPWT併用の有効性

東京都立広尾病院形成外科 田邉 真樹

15：30～ 16：30

口演 70

その他の外傷

座長 横浜市立みなと赤十字病院救命救急センター 八木 啓一

O070-1 眼窩内植物性異物の 1例
東京都立広尾病院形成外科 森田 尚樹

O070-2 ドライアイスを入れたラムネ瓶の浴室内爆発による鋭的外傷の 2例
杏林大学病院救急科 笹沢 俊吉
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O070-3 当院に救急搬送された用水路墜落，転落外傷症例の検討

倉敷中央病院救急科 市川 元啓

O070-4 スキー・スノーボード中のヘルメット装着と頭部外傷

手稲渓仁会病院救急科 大城あき子

O070-5 救急医でもできる，安全かつ容易な肩関節脱臼整復法 ～「二重牽引法」～ 第 2 報

慶應義塾大学医学部救急医学 田島 康介

O070-6 合気道稽古中の外傷事例の検討

行岡病院脳神経外科 青木 正典

16：30～ 17：30

口演 71

産科・婦人科

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

O071-1 母体急変時の初期対応トレーニング（第 4 報）～多学会の恊働と今後の方向性

京都府立医科大学大学院医学研究科救急・災害システム学, 京都産婦人科救急診療研究会 山畑 佳篤

O071-2 子宮内反に伴う活動性出血を大動脈閉鎖バルーンカテーテルでコントロールした一例

岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター 山路 文範

O071-3 診断に苦慮した妊婦急性腹症の一例

日本赤十字社医療センター救急科 六車 耕平

O071-4 産科危機的出血に対する当センターにおける体制整備

順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 中村 有紀

O071-5 当大学における妊娠関連脳血管障害について

福島県立医科大学医学部脳神経外科 市川 優寛

O071-6 当院における産科大量輸血症例の検討～産科における至適な FFP/RCC 比とは～
りんくう総合医療センター 後藤摩耶子

第 13 会場【東京国際フォーラム ガラス棟 G602】

09：00～ 10：00

学生・研修医セッション 7

ER診療 1
座長 順天堂大学医学部救急・災害医学 橋口 尚幸

RO007-1 救急通報から薬物中毒の重症度を判断することは可能か？

国立病院機構北海道医療センター臨床研修部 田中 景子

RO007-2 高齢者マムシ咬傷治療方法についての検討

国立病院機構別府医療センター救急科 冨來 公一
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RO007-3 ERにおける中毒疾患の検討

公立陶生病院救急救命センター 荒川いづみ

RO007-4 ERを walk inで受診した頭部外傷患者の実態

倉敷中央病院教育研修部 横川 愛

RO007-5 救急外来のめまい症例における中枢性めまいの予測因子

東京大学医学部医学科 加藤 太治

RO007-6 急性頸部痛を主訴に救急外来を受診し，Crowned dens syndrome（CDS）と診断した 8症例の検討

広島市立広島市民病院 大西 俊平

10：00～ 11：00

学生・研修医セッション 8

ER診療 2
座長 帝京大学医学部救急医学講座・救命救急センター 安心院康彦

RO008-1 小麦依存性運動誘発アナフィラキシー（WDEIA）の 2例
独立法人倚山会田岡病院 藤本 啓介

RO008-2 過換気症候群・パニック発作の様相を呈した中枢性尿崩症の一例

浦添総合病院初期研修医 宮城 結

RO008-3 ．除菌後に出血性腸炎を呈した 1例
トヨタ記念病院 竹田 健彦

RO008-4 敗血症性肺塞栓症を契機に発見された，心室中隔欠損症に伴う感染性心内膜炎

広島市立広島市民病院救急科 網岡 慶

RO008-5 初回髄液検査で細胞数が正常であった無菌性髄膜炎の 1例
杏林大学医学部付属病院 ATT 科 藤戸 智夏

11：00～ 12：00

学生・研修医セッション 9

ER診療 3
座長 東邦大学医療センター大橋病院救急集中治療科 櫻井 貴敏

RO009-1 骨髄針使用を蘇生戦略に加えた効果について

宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター, 宮崎県立宮崎病院救命救急科 中村 仁彦

RO009-2 頸部リンパ節腫脹と発熱を主訴に来院した急性白血病の一例

杏林大学医学部付属病院 ATT 科 坂入佐知子

RO009-3 卒後 1年目研修医が名古屋掖済会病院 ERで働いてみた

名古屋掖済会病院臨床研修センター 橋本 悠平

RO009-4 当院の救急初期臨床研修に関する研修医側からの評価

総合病院聖隷浜松病院救急科 石塚 紀貴
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RO009-5 24歳に発症した大動脈解離の症例

トヨタ記念病院統合診療科 笠井 美奈

12：15～ 13：15

ランチョンセミナー24

Closed-loop Glycemic Control systemの現状と展望

座長 福岡大学医学部救命救急医学講座 石倉 宏恭

LS24-01 人工膵臓開発史と内科的用途の実例

徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター 松久 宗英

LS24-02 救急・ICU領域における厳格血糖管理の重要性と治療器としての人工膵臓の役割

福岡大学病院救命救急センター 水沼真理子

共催：日機装株式会社

14：30～ 15：30

学生・研修医セッション 10

感染症 1
座長 半田市立半田病院救命救急センター 田中 孝也

RO010-1 感染性心内膜炎 50例の受診から診断までの検討

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院初期研修医 前田 啓佑

RO010-2 肺炎敗血症と血液培養の関係について

岸和田徳洲会病院救命救急センター 新井 達也

RO010-3 健常成人女性に突然発症した緑膿菌市中肺炎による敗血症の 1例
大阪医科大学附属病院医療総合研修センター 滝 功一郎

RO010-4 吐血を主訴に救急搬送された劇症型肺炎球菌感染症の一例

総合病院聖隷浜松病院救急科 加藤恵一朗

RO010-5 基礎疾患を有さなかった侵襲性肺炎球菌感染症の 1例
津山中央病院救命救急センター, 津山中央病院麻酔科 小川 純

15：30～ 16：30

学生・研修医セッション 11

感染症 2
座長 東京医科大学麻酔科学分野・集中治療部 今泉 均

RO011-1 受傷 2日目から膿汁排泄を来した犬咬創の 2例
加古川西市民病院内科 横尾 知樹

RO011-2 発熱救急患者に潜む体幹部整形外科的疾病

国際医療福祉大学病院研修医 北濱圭一郎
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RO011-3 硬膜外膿瘍の一例

神戸大学医学部附属病院救命救急科 二階堂 薫

RO011-4 当院で経験した破傷風 3例の検討

新行橋病院 山下 素樹

RO011-5 マグネシウム持続静注療法を施行した腎機能障害を有する重症破傷風の治療経験

高知大学医学部附属病院卒後臨床研修センター 高橋友香里

16：30～ 17：30

学生・研修医セッション 12

感染症 3
座長 慶應義塾大学医学部総合診療教育センター 藤島清太郎

RO012-1 腹痛を主訴に来院した尿膜管膿瘍の一例

杏林大学医学部付属病院 ATT 科 田中 佑也

RO012-2 MRSA 菌血症から化膿性椎体炎，硬膜外膿瘍を来した一例

浦添総合病院初期研修医 米内 竜

RO012-3   ．による巨大子宮筋腫内膿瘍から

敗血症性ショックとなった 1例
福岡大学病院卒後臨床研修センター 丸山 隼一

RO012-4 後日の膿瘍穿刺にてが検出された仙腸関節炎・腸腰筋膿瘍の一例

京都市立病院初期研修医 2年次 平林 亮介

RO012-5 横紋筋融解を呈したインフルエンザ A 感染の 1例
加古川西市民病院初期研修医 立花章太郎

第 14 会場【東京国際フォーラム ガラス棟 G610】

09：00～ 10：00

主題関連セッション 13

ワークショップ 4 救急科専門医の明日を語ろう

座長 東海大学医学部外科学系救命救急医学 中川 儀英

MRS013-1 若手「ハイブリッド」救急医からの提案 -救命救急センターと ER 型救急科勤務を通じて-
日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野 伊原 慎吾

MRS013-2 総合病院全体が救命救急センター －救急マインドの育成－

宇治徳洲会病院救命救急センター 末吉 敦

MRS013-3 当施設が考える理想的救急医育成システムの展望

福岡大学病院救命救急センター 西田 武司



第
２
日
目

－146－

MRS013-4 鳥の目，虫の目，魚の目をもつ医療人

滋賀医科大学救急・集中治療部 牛場 彩

MRS013-5 救急科専門医の可能性はどこまであるのか？

日本赤十字社医療センター救命救急センター 林 宗博

MRS013-6 スポーツイベントにおける救急科専門医の意義

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

10：00～ 11：00

主題関連セッション 14

パネルディスカッション 3 あえて救急診療のアウトカムを問う

座長 日本医科大学付属病院総合診療センター 川井 真

MRS014-1 GCS3 点で来院したクモ膜下出血患者の治療成績と脳幹反応の予後予測性についての検討

藤田保健衛生大学病院総合救命救急センター, 藤田保健衛生大学病院脳神経外科 稲桝 丈司

MRS014-2 当センターにおける後期高齢者，重症外傷のアウトカム

大阪府済生会千里病院千里救命救急センター 玉石 順彦

MRS014-3 Overdose 患者診療のアウトカムを問う

杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター 井 武彦

MRS014-4 救急外来における飲酒後記憶欠落患者の予後判定のための臨床判断ルール

東京大学医学部付属病院救急部・集中治療部 園生 智弘

MRS014-5 量と質から救急のアウトカムを問う～断らない救急医療が患者予後を改善させる～
公立豊岡病院但馬救命救急センター 岡 和幸

MRS014-6 救急医療のアウトカムとしての応需率改善のために

東京ベイ・浦安市川医療センター 志賀 隆

11：00～ 12：00

口演 72

血液浄化

座長 山梨大学医学部救急集中治療医学講座 松田 兼一

O072-1 DPCデータによるエンドトキシン吸着の有用性についての検討

東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部 土井 研人

O072-2 非昏睡型急性肝不全症例に対する PDF（Plasma Filtration with Dialysis）の検討

滋賀医科大学救急集中治療医学講座 田畑 貴久

O072-3 持続血液浄化療法における PS膜の各分子クリアランスについての比較検討

武蔵野赤十字病院救命救急センター 東 秀律

O072-4 AKIに対する血液浄化開始時の血液 NGAL 測定

東京大学医学部附属病院救急部・集中治療部 土井 研人
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O072-5 新しい持続緩徐式血液濾過器 sepxirisの治療効果

東京女子医科大学東医療センター臨床工学部 小林 利道

O072-6 long-duration PMX-DHPの施行時間は何時間が望ましいか？

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座 宮本 恭兵

14：30～ 15：30

主題関連セッション 15

ワークショップ 3 小児救急医療のビジョンを語ろう

座長 順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 岡本 健

MRS015-1 宮崎県立延岡病院救急センターにおける夜間乳児救急診療の実態

県立延岡病院夜間救急センター 矢野 隆郎

MRS015-2 小児高体温の新しい臨床判断指数～体温上昇あたり呼吸数・心拍数増加指数～
北九州市立八幡病院小児救急センター 岡畠 祥憲

MRS015-3 京都府における小児救急由来の重症患者の予後

―京都小児重症患者診療情報システム 4年間の集計結果より―

京都小児科医会小児重症患者診療情報システム管理部 長村 敏生

MRS015-4 小児科医の救命救急センター常駐による，重症小児の生命予後改善効果

県立広島病院救急科 多田 昌弘

MRS015-5 愛知県における小児救急医療の現状と展望

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療分野 沼口 敦

MRS015-6 滋賀県における小児救命救急医療体制の構築

～ラピッドレスポンスシステムによる小児救急専門医の活用～
済生会滋賀県病院救命救急センター救急科・小児救急部門 野澤 正寛

15：30～ 16：30

主題関連セッション 16

ワークショップ 3 小児救急医療のビジョンを語ろう

座長 山形県立救命救急センター 森野 一真

MRS016-1 「こども救急センター」設立後の 2年 8か月の救命救急センターに入院した患者の解析

順天堂大学医学部附属浦安病院救急診療科 村田 健介

MRS016-2 災害時小児医療体制と連動させて考える平時の小児救急医療体制

国立病院機構災害医療センター臨床研究部 鶴和 美穂

MRS016-3 ERにおける小児早期警告スコアリングシステム運用

～異常高値症例の解析からみた ER-病棟連携～

北九州市立八幡病院小児救急センター 中野 慎也

MRS016-4 当院における小児劇症肝炎／急性肝不全に対する診療体制の構築

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 古家 信介



第
２
日
目

－148－

MRS016-5 大阪府における小児三次救急医療施設としての当院の役割と今後の展望

大阪市立総合医療センター救命救急センター 石川 順一

MRS016-6 小児外傷・外因性疾患の PICUへの集約化
静岡県立こども病院小児集中治療科 菊地 斉

16：30～ 17：30

口演 73

ME＋IT
座長 九州大学大学院先端医療医学講座災害・救急医学分野 橋爪 誠

O073-1 急性重症脳疾患に対するサーモガードシステムによる体温管理の検討

札幌医科大学救急医学講座 柿崎隆一郎

O073-2 新しい気管内チューブカフインフレータ AG Cuffill®の使用経験

東京女子医科大学東医療センター看護部 安丸 諒

O073-3 千葉労災病院における救急医療への臨床工学技士のかかわり～救命の連鎖の一員として～

千葉労災病院臨床工学部 長見 英治

O073-4 救急車両の振動軽減を目指した路面パターンマッチングによる前方予測の研究

東海大学医学部救命救急医学 中島 功

O073-5 めまいに対して主訴別テンプレートの運用を行うことで診療の質改善を

目指した当院の取り組みの問題点と今後の展望

東京ベイ・浦安市川医療センター救急科 岩崎 任

第 15 会場【東京国際フォーラム ガラス棟 G701】

09：00～ 10：00

主題関連セッション 17

ワークショップ 1 救急医療の法的問題を語ろう

座長 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

MRS017-1 児童虐待防止法に基づく児童相談所通告の現状

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 市川 頼子

MRS017-2 CPA不搬送例における 社会死 の判断についての問題

大津赤十字病院高度救命救急センター 松原 峰生

MRS017-3 救急外来での法的問題の対処と概念，行政に期待するもの-ERは困ってます-
公立陶生病院救急救命センター 市原 利彦

MRS017-4 宗教上の制約がある中，輸血を施行した交通事故による重症外傷の 2例
岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター 豊田 泉
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10：00～ 11：00

主題関連セッション 18

ワークショップ 5 きみは一生救急医を続けられるか

座長 熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部 笠岡 俊志

MRS018-1 いいね！救急医 「Life Work Balance」からの考察
公立豊岡病院但馬救命救急センター 安田 唯人

MRS018-2 これから救急医を目指す学生・研修医が求めているもの

～一生救急医を目指せるように伝えておくべきこと～

札幌東徳州会病院救急科 増井 伸高

MRS018-3 トータリストのプロを目指して

～救急医のアイデンティティーの確立と職場の勤務体制の構築の重要性

北里大学医学部救命救急医学 神應 知道

MRS018-4 病院前診療こそ救急医療の醍醐味である

公立豊岡病院但馬救命救急センター 渕上 貴正

11：00～ 12：00

主題関連セッション 19

ワークショップ 5 きみは一生救急医を続けられるか

座長 東京臨海病院救急科 佐藤 秀貴

MRS019-1 地方における救急クリニックの重要性

松岡救急クリニック 松岡 良典

MRS019-2 救急医の転職を避けるために当院救命救急センターが克服すべき課題

福岡大学病院救命救急センター 川野 恭雅

MRS019-4 子連れ学会のすすめ：家庭と学会活動の両立のために

岸和田徳洲会病院救命救急センター 薬師寺泰匡

14：20～ 15：30

主題関連セッション 20

パネルディスカッション 7 高齢者の救急医療は適正に行われているか

座長 新潟市民病院救命救急・循環器病・脳卒中センター 廣瀬 保夫

MRS020-1 来院時心肺停止症例からみた高齢者救急の現状と課題

横浜市立市民病院救命救急センター 伊巻 尚平

MRS020-2 高齢者の破裂動脈瘤によるくも膜下出血の治療成績

福岡大学病院救命救急センター 岩朝 光利

MRS020-3 高齢者の救急医療

京都市立病院救急科 國嶋 憲
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MRS020-4 当施設における超高齢者外傷の検討

岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター 中島 靖浩

MRS020-5 当院における高齢者虫垂炎症例の検討

市立堺病院救急センター 加藤 文崇

MRS020-6 地域における高齢者外傷の特徴と問題点

埼玉県厚生連久喜総合病院救急科, 東京女子医科大学東医療センター救急医療科 出口 善純

MRS020-7 高齢者重症敗血症患者の予後予測因子についての検討

～適正な高齢者救急医療の predictorを求めて～
国立病院機構別府医療センター 鳴海 篤志

15：30～ 16：30

主題関連セッション 21

パネルディスカッション 7 高齢者の救急医療は適正に行われているか

座長 東京都立墨東病院救命救急センター 濱邊 祐一

MRS021-1 超高齢者に対する救命救急医療

大分大学医学部附属病院高度救命救急センター 重光 修

MRS021-2 最近 10年間の当救命救急センターにおける高齢者医療の現状

岩手県立久慈病院 皆川 幸洋

MRS021-3 85歳以上の救急搬送例における DNR同意取得と転帰について

青梅市立総合病院救急科 川上 正人

MRS021-4 当院救命救急センターに入院となった認知症患者に関する検討

独立行政法人国立病院機構横浜医療センター救急科 内倉 淑男

MRS021-6 認知症患者における救急受診の現状と課題

都立松沢病院一般科 樫山 鉄矢

16：30～ 17：30

主題関連セッション 22

パネルディスカッション 7 高齢者の救急医療は適正に行われているか

座長 横須賀市立うわまち病院救命救急センター 本多 英喜

MRS022-1 医療資源過疎地域での高齢者消化器関連病態救急医療の適正化

雲南市立病院外科・地域総合診療科 森脇 義弘

MRS022-2 超高齢者社会を控えた救急医療体制のあり方 －救急医療のための急病医療体制の確立を－

医療法人社団鳥巣病院 最所 純平

MRS022-3 高齢者施設からの搬送手順マニュアルの作成

兵庫医科大学救急・災害医学講座 中尾 博之

MRS022-4 当施設における高齢者医療の現状～今後を見据えて～

日本医科大学付属病院高度救命救急センター 恩田 秀賢
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MRS022-5 高齢者施設における心肺停止患者搬送の現状と問題点

東京医科大学八王子医療センター救命救急センター 福田真紀乃

MRS022-6 プレホスピタルケアにおける高齢者救急

国士舘大学大学院救急システム研究科 松山千恵美

ポスター会場【東京国際フォーラム Eブロック 展示ホール】

14：30～ 15：30

ポスター 18

頭部外傷

座長 東京慈恵会医科大学救急医学講座 土肥 謙二

P018-1 原因不明の脳梗塞を合併した小児眼窩弋創の一例

りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救急センター救命診療科 増永 直久

P018-2 開渠側溝への転落で開頭血腫除去術を要した頭部外傷の 1例
順天堂大学医学部附属静岡病院救急診療科 日域 佳

P018-3 重傷頭部外傷に中枢性尿崩症を合併したが救命に成功した一例

琉球大学大学院医学研究科救急医学講座 花城 和彦

P018-4 外傷を契機に診断された segmental arterial mediolysis（SAM）の一例

群馬大学大学院医学系研究科救急医学 中島 潤

15：30～ 16：30

ポスター 19

胸部外傷 1
座長 手稲渓仁会病院救命救急センター 奈良 理

P019-1 胸椎脱臼骨折に気胸とクモ膜下胸腔瘻を合併し，陽圧換気中に気脳症を認めた症例

愛媛県立中央病院救急科 佐藤 裕一

P019-2 胸部大動脈損傷に対するステントグラフト留置後に腹腔内出血による

出血性ショックを認めた一例

奈良県立医科大学附属病院救急医学教室 鶴田 啓亮

P019-3 胸部鈍的外傷による心肺停止後に救命・社会復帰しえた 1例
つがる総合病院一般・内視鏡・心血管・呼吸器・乳腺外科 境 雄大

P019-4 多発肋骨骨折固定術後創部感染に対し，プレート抜去・VAC療法が奏功した一例

JA茨城厚生連総合病院土浦協同病院呼吸器外科 阿久津智洋

P019-5 審査胸腔鏡が有効であった鈍的外傷による横隔膜損傷の 1例
都立広尾病院救命救急センター, 都立広尾病院外科 横須賀哲哉
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P019-6 気道確保に難渋した背部刺創の 1例
横須賀共済病院救命救急センター 鈴木 誠也

16：30～ 17：30

ポスター 20

胸部外傷 2
座長 清恵会病院救急医療部 石川 和男

P020-1 墜落外傷による肺挫傷・ARDSに対し VV ECMOで救命できた一例
市立札幌病院救命救急センター 提嶋 久子

P020-2 闘牛の頭突きによって受傷した外傷性血気胸の 1例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター救命救急センター 吉田 有法

P020-3 肋骨固定術を行ったフレイルチェストの 1例
森栄病院外科 増田 亨

P020-4 胸部鈍的外傷の受傷 2日後に急性心タンポナーデを発症した一例

名古屋掖済会病院心臓血管外科 芦田 真一

P020-5 外傷性胸椎硬膜外気腫の一例

市立奈良病院総合診療科 川口 竜助

14：30～ 15：30

ポスター 21

IVR
座長 山梨県立中央病院救命センター救急科 小林 辰輔

P021-1 出血性ショックを伴った外傷症例に対して TAEが有用であった 2症例
～地方救急病院における心カテ屋の挑戦～

大隅鹿屋病院循環器内科/救急科 有馬 喬

P021-2 Mission Impossible～地域救命救急センターにおける救急 IVRへの挑戦

八戸市立市民病院救命救急センター放射線科 昆 祐理

P021-3 血栓溶解療法を施行した心房細動の既往のない患者に発症した急性上腸間膜動脈閉塞症の一例

京都医療センター放射線科 濱中 訓生

P021-4 下腸間膜動脈仮性動脈瘤破裂をきたした神経線維腫症 1 型の 1例
国立病院機能熊本医療センター救命救急集中治療部 狩野 亘平

P021-5 医原性左外腸骨動脈損傷に対し covered stentを用いて治療した一例

岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター 加藤 久晶
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15：30～ 16：30

ポスター 22

ER診療 1
座長 済生会横浜市南部病院救急診療科 豊田 洋

P022-1 クレアチニンの point-of-care-testingにより ERでの緊急造影 CT 検査施行までの時間は短縮できる

慶應義塾大学医学部救急医学 渋沢 崇行

P022-2 当院救急科を受診した心筋梗塞患者における軽快退院例および死亡例についての

血小板分布幅の検討

帝京大学医学部救急医学講座 寺倉 守之

P022-3 気道緊急において外科的気道確保を必要とした症例の検討

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 宮城 夏子

P022-4 めまいを主訴に救急搬送された左房粘液腫の 1例
順天堂大学医学部附属浦安病院 熊川 靖章

P022-5 「めまい」症状で救急搬送された事例の検討

健生会土庫病院救急科 下林 孝好

P022-6 鼻出血患者には専門医の診療が必要か?
神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター 岩崎 寛

P022-7 一過性意識消失の急性大動脈解離の 2症例
名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 吉田 拓也

16：30～ 17：30

ポスター 23

ER診療 2
座長 荒尾市民病院救急科 松園 幸雅

P023-1 専門科依頼を要した，都心部大学病院 ERに救急搬送された鼻出血症例の検討

慶應義塾大学医学部救急医学教室 上倉 英恵

P023-2 咳嗽を契機に発症した縦隔型気管支動脈瘤破裂の 1例
草加市立病院救急診療科 鈴木 恒夫

P023-3 異なる初期症状を呈した大動脈気管支瘻の 2例
長崎みなとメディカルセンター市民病院救急科 黒坂 升一

P023-4 救急外来で経験した下垂体卒中の二例

東京女子医科大学病院救命センター 南 梓

P023-5 初回髄液検査が正常であった髄膜炎菌髄膜炎の 1例
大津市民病院救急診療科 横峯 辰生

P023-6 ACE阻害剤による舌浮腫が疑われた一例

社会医療法人緑泉会米盛病院救急科 冨岡 譲二
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14：30～ 15：30

ポスター 24

感染症・敗血症 1
座長 大崎市民病院救命救急センター 山内 聡

P024-1 熱中症に合併した敗血症性ショックの 1例 ―鑑別すべき疾患の併発―

鳥取県立中央病院救命救急センター 岡田 稔

P024-2 敗血症性ショックに至ったにもかかわらず救命した侵襲性髄膜炎菌感染症の一例

勤医協中央病院救急科 杉浦 岳

P024-3 プレセプシンを測定した発熱性好中球減少症の 1例
岩手医科大学救急医学講座 増田 卓之

P024-4 診断・治療に難渋した A 群溶連菌による壊死性筋炎・筋膜炎の一例

公立昭和病院救急救命センター 佐々木庸郎

P024-5 歩いて病院に来てその日のうちに多臓器不全を来して死亡された

侵襲性肺炎球菌感染症の一例（剖検例）
市立札幌病院救命救急センター 櫻井 圭祐

P024-6 デング熱の流行時期はいつですか？―マニラ在住日本人社会での調査

The Japanese Association Manila Medical Clinic, Japan Overseas Medical Fund 菊地 宏久

P024-7 救急外来での初回血糖値と敗血症重症度との関連

東京ベイ・浦安市川医療センター（地域医療振興協会）救急科 内御堂 亮

15：30～ 16：30

ポスター 25

感染症・敗血症 2
座長 久留米大学救急医学講座 高須 修

P025-1 当院で経験した重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の 1例と類似症例の検討

社会医療法人鹿児島愛心会大隅鹿屋病院救急科 森本真由子

P025-2 手術不能と判断されたガス産生を伴う会陰部・骨盤内膿瘍及び脾膿瘍・腹腔内膿瘍に対して

内科的治療が奏功した一例

土浦協同病院救急集中治療科 荒木 祐一

P025-3 Clostridium perfringensによるガス産生肝膿瘍にて急激な経過をとった一例

製鉄記念広畑病院姫路救命救急センター 山路 哲雄

P025-4 プレセプシン高値を示したカンジダ性カテーテル関連血栓性静脈炎の一例

東北大学大学院医学系研究科救急医学分野 佐藤 哲哉

P025-5 生体腎移植後の神経食思不振症に発症した重症サイトメガロウイルス肺炎による

急性呼吸不全の一例

東京女子医科大学救急医学 後藤泰二郎
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P025-6 糖尿病に合併した気腫性腎盂腎炎の 2例
関西医科大学附属枚方病院高度救命救急センター 金山 周史

16：30～ 17：30

ポスター 26

感染症・敗血症 3
座長 和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座 木田 真紀

P026-1 細菌性髄膜炎の経過中に脳梗塞を合併した一例

東京大学医学部救急部・集中治療部 貝梅 正文

P026-2 ゴアテックス人工硬膜を含む硬膜外膿瘍で硬膜再建無しに髄液感染せず治療できた症例

八戸市立市民病院救命救急センター 今野 慎吾

P026-3 失明した Invasive liver abscess syndrome caused by Klebsiella pneumoniaeの 2例
八戸市立市民病院救命救急センター 貫和 亮太

P026-4 急性胆嚢炎として手術され術後に胆嚢癌と判明した 1症例
社会医療法人弘道会萱島生野病院外科 小野山裕彦

P026-5 下顎部壊死性筋膜炎に対し長期 ICU 管理を要した一例

東京女子医科大学救急医学 齋藤 倫子

P026-6 院内の各科連携により救命した壊死性筋膜炎の 3症例
自治医科大学救急医学, 医療法人社団協友会東大宮総合病院救急科 望月 礼子

P026-7 当院 ICUにおける敗血症患者への PMX施行についての検討

金沢大学附属病院集中治療部 越田 嘉尚

14：30～ 15：30

ポスター 27

中枢神経

座長 済生会滋賀県病院救命救急センター・救急集中治療科 塩見 直人

P027-1 インスリンを使用した自殺企図による低血糖性脳症の 1例
弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター 矢口 慎也

P027-2 救急外来で髄液シャント機能不全への対処を要した症例について

日本赤十字社大阪赤十字病院脳神経外科 西村 英祥

P027-3 手術により診断がついた感染性硬膜下血腫の 1例
札幌医科大学医学部救急医学講座 山口 智佳

P027-4 著明な髄液圧亢進を呈したクリプトコッカス髄膜炎に対し BISモニタリングと
持続髄液ドレナージが有効であった 1例

愛媛大学医学部救急科 松本 紘典

P027-5 中東遠総合医療センター 開院 2年間での脳卒中 mimicsの検討

中東遠総合医療センター救急科 大林 正和
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P027-6 脳幹出血による中枢性高体温に合併した横紋筋融解症，急性腎不全の一例

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 佐々木 朗

15：30～ 16：30

ポスター 28

呼吸

座長 日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 原 義明

P028-1 気道緊急を呈した骨軟骨異栄養症の一例

岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター 水野 洋佑

P028-2 強い腹膜刺激症状を呈した成人肺炎の一例

岡山旭東病院救急室 田中礼一郎

P028-3 通常の挿管チューブを片肺挿管で気道確保し，BAEにより止血を行った

肺野病変に乏しい大量喀血の 1例
新潟市民病院救命救急・循環器病・脳卒中センター 池上かおり

P028-4 海老による窒息心肺停止の一症例

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野 錦見 満暁

16：30～ 17：30

ポスター 29

中毒 1
座長 静岡県立総合病院高度救命救急センター 登坂 直規

P029-1 日常生活における一酸化炭素中毒と環境 CO 濃度

信州大学医学部附属病院高度救命救急センター, JA 長野厚生連篠ノ井総合病院 竹重加奈子

P029-2 急性一酸化炭素中毒における遅発性神経障害の発生時期に関する検討

―外来経過観察はいつまで必要か―

昭和大学医学部救急医学講座 中村 俊介

P029-3 当院における一酸化炭素（CO）中毒に対する高気圧酸素療法（HBO）の現状と検討

戸田中央総合病院救急科 大塩 節幸

P029-4 心筋傷害を伴わない肺水腫を呈した一酸化炭素中毒の 1例
太田西ノ内病院救命救急センター 千田 康之

P029-5 産業廃棄物処理中に生じた，原因特定に難渋した急性ガス中毒の一例

福山医療センター産科 甲斐 憲治

P029-6 致死量を摂取したが血液透析を施行せずに後遺症なく退院できたメタノール中毒の 1例
兵庫県災害医療センター救急部 松宮 豊
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14：30～ 15：30

ポスター 30

高齢者の救急

座長 武蔵野赤十字病院救命救急センター 勝見 敦

P030-1 高齢者の院外発症心肺停止症例の予後についての検討

済生会熊本病院救急総合診療センター 高木 誠

P030-2 高齢者の洞不全症候群に対してシロスタゾールが奏功した 1例
岸和田徳洲会病院救命救急センター 白坂 渉

P030-3 当院に救急搬送された高齢肺炎患者の検討

済生会宇都宮病院救急科 宮武 諭

P030-4 Crowned dens syndromeの 2例
国立病院機構災害医療センター救命救急センター 金子真由子

P030-5 転倒が受傷機転の高齢者骨盤骨折の 2例
山口県立総合医療センター救命救急センター救急科 井上 健

P030-6 痙攣発作により生じた両側多発骨盤骨折の 1例
国立病院機構東近江総合医療センター呼吸器外科 大内 政嗣

P030-7 高齢者の顔面打撲に「治打撲一方」

国際親善総合病院救急部 吉田 哲

15：30～ 16：30

ポスター 31

小児の救急・集中治療 1
座長 埼玉医科大学総合医療センター小児科 櫻井 淑男

P031-1 小児における外傷重症度と養育状況の関連性についての検討

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター 大西 志麻

P031-2 キックスケーター使用中に発生した外傷例の検討～消費者庁の報告例から～
NTT東日本関東病院救急センター 山本 武史

P031-3 小児の自転車関連外傷におけるヘルメット着用状況と頭部外傷

埼玉医科大学国際医療センター救命救急科 大谷 義孝

P031-4 小児頭部外傷の予後は予測できるのか？適切な検査と介入を行うための研究

国立成育医療研究センター 西村 奈穂

P031-5 非敗血症性ショックに対する AN69ST膜使用の小児 4症例
岡山大学病院高度救命救急センター 塚原 紘平

P031-6 高度救命救急センターにおける小児外傷患者の特徴

川崎医科大学附属病院整形外科 古市 州郎
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P031-7 外傷性内頸動脈解離による脳梗塞の小児例

北九州市立八幡病院小児救急センター 沖 剛

16：30～ 17：30

ポスター 32

小児の救急・集中治療 2
座長 神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター 有吉 孝一

P032-1 小児救急患者の搬送に関する小児科医の意識調査

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学講座 沼口 敦

P032-2 慢性特発性血小板減少性紫斑病に頭蓋内出血を合併した 1例
大分県立病院救命救急センター 塩穴 真一

P032-3 叱責された後に意識障害で搬送された小児脳梗塞の一例

東京ベイ浦安市川医療センター（地域医療振興協会）救急科 宮本 麻菜

P032-4 ラリンジアルマスクとバスケットカテーテルを併用した軟性気管支鏡による小児気道異物除去法

亀田総合病院呼吸器外科 叢 岳

P032-5 円滑な救命の連鎖により社会復帰できた小児難治性不整脈の 1例
ベルランド総合病院急病救急部 藤田 周作

P032-6 異なる転帰を示した小児の溺水・偶発性低体温症の 2例
静岡県立こども病院小児集中治療科 菊地 斉

P032-7 小児大腿骨骨幹部骨折において Locking Compression Plateの折損を認めた 1例
高松市民病院整形外科 高木 俊人

14：30～ 15：30

ポスター 33

栄養管理・精神科救急

座長 川口市立医療センター救命救急センター 直江 康孝

P033-1 当院救命センターにおける自殺企図者の現状と対応

獨協医科大学越谷病院救急医療科 五明佐也香

P033-2 嗜好を取り入れた栄養管理が効果的であった神経性食思不振症の一症例

日本赤十字社医療センター栄養課 山邊志都子

P033-3 重症熱傷に対する栄養療法に高蛋白消化態流動食が有用であった 1例
久留米大学病院高度救命救急センター 中村 篤雄

P033-4 意識障害で搬送された高齢者初発の統合失調症による緊張病性昏迷の一例

神戸大学医学部付属病院救命救急科 西村 侑翼
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15：30～ 16：30

ポスター 34

環境異常

座長 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院救命救急センター 渥美 生弘

P034-1 意識障害を伴った熱中症の併存疾患について

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 佐尾山裕生

P034-2 SNSにおける熱中症の共起ワードと熱中症搬送者数との関係性についての検討

日本医科大学救急医学教室 布施 明

P034-3 当院における偶発性低体温症の検討

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

P034-4 中等度・重症偶発性低体温症における復温方法の検討

札幌医科大学救急医学講座 上村 修二

P034-5 素潜り潜水で肺水腫をきたした 1例
東海大学医学部外科系救命救急, 小田原市立病院救急科 西野 智哉

16：30～ 17：30

ポスター 35

災害医療

座長 岐阜大学医学部救急・災害医学 豊田 泉

P035-1 大規模災害に対する準備：救急室内における臨時対処チーム用ゼッケン掲示の効果

自衛隊中央病院救急科 三丸 敦洋

P035-2 Rescue 3 Japan講習会による水難救助の標準化及び，今後の検証内容と目標

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 今井 光一

P035-3 ネパール大地震による外傷患者の麻酔経験

福島県立医科大学地域救急医療支援講座 伊関 憲

P035-4 東日本大震災から考察した，大規模災害時における危機管理の提言

防衛医科大学校救急部 秋冨 慎司

P035-5 首都直下地震発生 12時間後を想定した東京都北多摩北部災害医療図上訓練の経験

公立昭和病院救命救急センター, 東京都地域災害医療コーディネーター（北多摩北部） 岡田 保誠


