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第 3日目【10月 4日（金）】

第 1会場【Cブロック 4F ホール C】

09：00 ～ 11：00

シンポジウム 12

不断前進，外傷診療
司会 大阪府急性期・総合医療センター

帝京大学医学部 救急医学講座
藤見 聡
藤田 尚

SY12-1 重症頭部外傷に対する至適輸血比率の検討
京都第二赤十字病院 脳神経外科 藤原 岳

SY12-2 新鮮凍結血漿の早期大量投与はすべての重症外傷患者に有用なのか？
東京女子医科大学東医療センター 救急医療科 小島 光暁

SY12-3 重症外傷に対するフィブリノゲン早期投与の効果
北海道大学病院 救急科 斉藤 智誉

SY12-4 循環動態不安定な重症多発外傷の転帰改善に向けて
東海大学 医学部 外科学系救命救急医学 大塚 洋幸

SY12-5 重症外傷への救急医主体での Damage Control IVR（DCIR）戦略
済生会横浜市東部病院 救命救急センター 折田 智彦

SY12-6 ハイブリッド初療室（ハイブリッド ER）を有効に活用する は，command system での診
療体制である

島根大学医学部 Acute Care Surgery 講座 渡部 広明
SY12-7 外傷患者の重症度，治療経過と退院・転院先との関連

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 岩下 眞之
SY12-8 検証による重症外傷センター診療の透明化と今後への改善

横浜市立大学 救急医学教室 竹内 一郎

11：00 ～ 12：00

特別講演 5
司会 順天堂大学医学部附属順天堂医院 救急科 渡邉 心

SL5 私のリーダー論
～自ら前例を創る。リーダーに必要な 3つの力（先見力・直観力・決断力）～

アサヒグループホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 小路 明善

13：15 ～ 14：15

特別講演 6
司会 札幌東徳洲会病院 侵襲制御救急センター 丸藤 哲

SL6 不断前進，宇宙医学～将来の宇宙探査に向けての展望～
有人宇宙技術部門 宇宙飛行士・運用管制ユニット 宇宙飛行士グループ 宇宙飛行士 金井 宣茂



第
３
日
目

第
２
会
場

－ 434 －

14：15 ～ 15：45

シンポジウム 13

不断前進，救命救急
司会 岐阜大学大学院医学系研究科 救急・災害医学分野

筑波大学附属病院 救急・集中治療部
小倉 真治
井上 貴昭

SY13-1 不断前進，心肺蘇生法シンポジウム総括
帝京大学医学部 救急医学講座 坂本 哲也

SY13-2 不断前進，敗血症診療シンポジウム総括
順天堂大学医学部附属順天堂医院 救急科 射場 敏明

SY13-3 不断前進，病院前診療シンポジウム総括
救急振興財団救急救命東京研修所 研修部 田邉 晴山

SY13-4 不断前進，外傷診療シンポジウム総括
大阪府急性期・総合医療センター 藤見 聡

SY13-5 不断前進，熱傷診療シンポジウム総括
帝京大学医学部附属病院 高度救命救急センター 池田 弘人

SY13-6 不断前進，中毒診療シンポジウム総括
埼玉医科大学病院 救急センター・中毒センター 上條 吉人

16：20 ～ 17：20

特別講演 7
司会 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 猪口 貞樹

SL7 スポーツが変える。未来を創る。
スポーツ庁 長官 鈴木 大地

17：45 ～ 18：45

専門医共通講習 3
司会 さいたま赤十字病院 救命救急センター 清田 和也

BC3 医療訴訟の現状と対策～守りの美学
順天堂大学医学部病院管理学研究室 小林 弘幸

第 2会場【Bブロック 7F ホール B7（1）】

09：00 ～ 11：00

ジョイントパネルディスカッション 2（委員会企画）

日本版敗血症治療ガイドライン 2020 Coming Soon！
司会 大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター

藤田医科大学 麻酔・侵襲制御医学
小倉 裕司
西田 修

CJP2-1 J-SSCG2016 から 2020 へのバトンタッチ
J-SSCG2020 特別委員会 西田 修

CJP2-2 J-SSCG2020 のチャレンジ：組織づくりと新たな取り組み
J-SSCG2020 特別委員会 小倉 裕司
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CJP2-3 アカデミックガイドライン推進班の役割と活動
J-SSCG2020 特別委員会 アカデミックガイドライン推進班 矢田部智昭

CJP2-4 JSSCG2020 におけるエビデンスの確実性と推奨の設定方法
J-SSCG2020 特別委員会 アカデミックガイドライン推進班 山川 一馬

CJP2-5 J-SSCG 2020 を魅力的にする CQ 策定の工夫
J-SSCG2020 特別委員会 アカデミックガイドライン推進班 福田 龍将

CJP2-6 使ってもらえるガイドラインに挑む―小児領域の取り組み
J-SSCG2020 特別委員会 川崎 達也

CJP2-7 JSSCG2020 の公開方法と見える化の革新
J-SSCG2020 特別委員会 中田 孝明

CJP2-8 日本版敗血症診療ガイドライン作成を通じた学術交流とその成果
J-SSCG2020 特別委員会 アカデミックガイドライン推進班 近藤 豊

CJP2-9 J-SSCG の作成を通した多職種・多学会の連携は敗血症診療に何をもたらすか？
J-SSCG2020 特別委員会 松嶋 麻子

11：00 ～ 12：00

特別講演 8
司会 順天堂大学医学部附属浦安病院 救急診療科 岡本 健

SL8 輝いて働く，テーマパークのキャスト
株式会社オリエンタルランド 理事 永嶋 悦子

13：15 ～ 14：15

海外招待講演 4
司会 近畿大学医学部 救急医学教室/国立病院機構大阪南医療センター 村尾 佳則

IL4 eCIRP - A Novel Therapeutic Target for Inflammation
The Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, New York, USA Ping Wang

14：15 ～ 15：45

パネルディスカッション 22

ドクターヘリの展望と課題
司会 公立豊岡病院 但馬救命救急センター

東海大学医学部 救命救急医学
小林 誠人
中川 儀英

PD22-1 keyword 方式は有効か
公立豊岡病院 但馬救命救急センター 松村 圭祐

PD22-2 ドクターヘリとドクターカーの効果的な運用に関する地理空間分析
奈良県立医科大学 救急医学講座 大山 有紗

PD22-3 ドクターヘリの安全運航のために―インシデント/アクシデントの情報収集と速やかな共
有にむけて―

君津中央病院 救命救急センター 北村 伸哉
PD22-4 新規ドクターヘリ全国症例登録システム（JSAS-R）の構築

NHO 水戸医療センター救急科 土谷 飛鳥
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15：45 ～ 17：15

パネルディスカッション 23（委員会企画）

熱中症研究のフロントライン
司会 東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター

香川大学医学部附属病院 救命救急センター
清水 敬樹
黒田 泰弘

CPD23-1 熱中症治療における自動体温管理デバイスの有効性に関する検討 Heatstroke Study 2017-
2018 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
CPD23-2 熱中症の診断・予後予測のフロントライン

日本救急医学会熱中症および低体温に関する委員会 近藤 豊
CPD23-3 熱中症における積極的冷却の質の評価について

帝京大学 医学部 救急医学講座 神田 潤
CPD23-4 熱中症の予後予測

大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター 島崎 淳也
CPD23-5 JINC2018，NEJM2019 の 2 つの heat stroke の総説の違い

日本救急医学会 熱中症および低体温症に関する委員会 一二三 亨
CPD23-6 大規模スポーツイベントにおける労作性熱中症への 3 つの提言

九州大学大学院医学研究院 先端医療医学講座災害救急医学分野 永田 高志
CPD23-7 住居の断熱対策が高齢者の健康に及ぼす影響

東京歯科大学 市川総合病院 救急科 鈴木 昌

17：30 ～ 19：00

ICD講習会
司会 日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急センター 望月 徹

ICD-1 ER/救急領域における感染対策～“明るく楽しい”感染対策！～
順天堂大学医学部附属浦安病院 佐々木信一

司会 大阪府立中河内救命救急センター 塩野 茂

ICD-2 多剤耐性アシネトバクターのアウトブレイクとその制御について
筑波大学附属病院 救急・集中治療部 井上 貴昭

第 3会場【Bブロック 7F ホール B7（2）】

09：00 ～ 11：00

合同シンポジウム 2

地域におけるヘルスケアBCPの形成―地域における災害レジリエンスの枠組み―
司会 日本医科大学付属病院 高度救命救急センター

戸田中央医科グループ（TMG）災害対策特別顧問
横田 裕行
野口 英一

JSY2-1 一般社団法人 Healthcare BCP コンソーシアムの活動と縮災について
独立行政法人 労働者健康安全機構 有賀 徹

JSY2-2 災害拠点病院における BCP と地域の災害レジリエンス
帝京大学 医学部 救急医学講座 坂本 哲也
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JSY2-3 地域におけるヘルスケア BCP 第三者評価基準の検討：労災病院評価の試み
独立行政法人 労働者健康安全機構 伊藤 弘人

JSY2-4 大阪北部地震の経験からみた病院 BCP の現状と課題
大阪市立大学大学院 医学研究科 救急医学 山本 啓雅

JSY2-5 院内発生テロに備えた BCP 策定
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 布施 明

11：00 ～ 12：00

特別企画 4

救急医療にエールを送ろう！
司会 日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター

東京ベイ・浦安市川医療センター 救急・集中治療科
畝本 恭子
舩越 拓

SP4-1 学生の目線から見た救急医学
学生・研修医部会運用特別委員会 学生部会（SMAQ）/順天堂大学医学部 須賀 望

SP4-2 コメディカル医局員が考える救急科医師負担の軽減～応需率向上と医療の質の向上を目指
して～

東京女子医科大学東医療センター 救命救急センター 岩崎 恵
SP4-3 救急救命士養成課程学生が感じた現役救急隊員への憧れ―救急車同乗実習レポートの計量

テキスト分析から―
日本体育大学 保健医療学部 救急医療学科 中澤 真弓

SP4-4 病院前救急は多職種による救急医療の結晶―24 時間稼働のドクターアンビュランスシス
テムへのエール

日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター 鈴木 健介
SP4-5 救急医による救急過疎地での開業は今地域に求められている

松岡救急クリニック 松岡 良典

13：15 ～ 14：15

海外招待講演 5
司会 東京女子医科大学 救急医学講座 矢口 有乃

IL5 世界保健機関が推奨する健康な高齢化（Healthy Ageing）へのアプローチ
世界保健機関 角 由佳

14：15 ～ 15：45

パネルディスカッション 24

ERから臨床研究を発信する
司会 東京ベイ・浦安市川医療センター 救急・集中治療科

東京都立小児総合医療センター 救命救急科
舩越 拓
萩原 佑亮

PD24-1 救急外来診療の質の評価における Bounce-back Admission の有用性
昭和大学 救急・災害医学講座 垂水 庸子

PD24-2 ER 臨床研究への機械学習アルゴリズムの活用事例（救急外来再受診予測）
日立総合病院 高井 大輔

PD24-3 救急外来で行う特定臨床研究；片頭痛に対するメトクロプラミドの実薬対照非劣性試験を
通して

国立国際医療研究センター病院 救命救急センター 救急科 船登 有未
PD24-4 トリアージに関する臨床研究のためには時間に関するデータ収集が重要

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科 関根 一朗
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PD24-5 臨床研究のススメ
東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター 高山 渉

PD24-6 ER における臨床研究に有用なデータの効率的収集方法の提案
高知医療センター 救命救急センター 竹内 慎哉

PD24-7 ER 型救急医療に関する臨床研究のためのデータベースの構築方法について
相澤病院 救命救急センター 小山 徹

15：45 ～ 17：15

ワークショップ 5（委員会企画）

「救急外来部門における感染対策」の標準化に挑む 2019
司会 慶應義塾大学医学部 救急医学 佐々木淳一

CWS5-1 “救急外来部門における感染対策チェックリスト”作成の経緯
慶應義塾大学 医学部 救急医学 佐々木淳一

CWS5-2 救急外来部門における感染対策チェックリスト
川崎医科大学 救急医学 椎野 泰和

CWS5-3 環境感染学会の立場から
救急外来部門における感染対策検討 WG（日本環境感染学会委員） 大毛 宏喜

CWS5-4 救急外来部門における感染対策チェックリスト 日本感染症学会の立場から
国際医療福祉大学 医学部 感染症学 加藤 康幸

CWS5-5 病院前救護活動における感染対策チェックリスト
堺市立総合医療センター 救命救急センター 森田 正則

第 4会場【Bブロック 5F ホール B5（1）】

09：30 ～ 10：30

徹底討論 7

重症救命医療 vs 北米型救急医療，君はどちらを目指しているか！
司会 東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター

大阪医療センター 救命救急センター センター長
加地 正人
大西 光雄

TT7-1 挑戦：自己完結型重症救命，最後の砦を守る
日本医科大学高度救命救急センター 増野 智彦

TT7-2 患者・地域に必要とされてこそ。北米型救急医療の使命
一宮西病院 総合救急部 救急科 安藤 裕貴

TT7-3 目指せ，重症救命医療！～救急医として，研究者として～
近畿大学病院 救命救急センター 濱口 満英

TT7-4 どっちも必要！大切なのは重症救命医療と北米型救急医療との連携
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科 山上 浩
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10：30 ～ 12：00

パネルディスカッション 25

小児救命救急のボトルネック
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

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
荒木 尚
六車 崇

PD25-1 重症小児の初期蘇生に救急医が関わるためのボトルネック
筑波大学 医学医療系 救急・集中治療 榎本 有希

PD25-2 小児病院におけるドクターカーの運用と課題
埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター 木村 翔

PD25-3 重症小児をワンストップで集約化を実現 現状と課題―愛知県の取り組み―
あいち小児保健医療総合センター 救急科 池山 由紀

PD25-4 小児救命救急診療の地域格差を埋める方略
公立豊岡病院 但馬救命救急センター 後藤 保

PD25-5 小児重症外傷診療の課題と展望～横浜市重症外傷センターの診療実績より～
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 篠原 真史

PD25-6 小児 ECMO のボトルネックの解消には成人領域と小児領域の協働が不可欠である
千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 岩瀬 信哉

12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 22

医療と AI における取り組み up to date
座長 自治医科大学医学部 救急医学講座 教授 間藤 卓

LS22-1 先端技術とAI 倫理がもたらす「より良い医療のかたち」
日本マイクロソフト株式会社 医療・製薬営業統括本部 事業開発担当 担当部長 清水 教弘

LS22-2 救急医療における先進技術応用～Next Stage ER はここまできた～
TXP Medical 株式会社 代表取締役/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

14：15 ～ 15：45

ワークショップ 6

救急患者に対する痛み・不穏・せん妄のマネジメント（PAD管理）
司会 山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター

獨協医科大学埼玉医療センター 集中治療科
鶴田 良介
長谷川隆一

WS6-1 救急・集中治療における PADIS 管理バンドル
名古屋大学大学院 医学系研究科 救急・集中治療医学分野 松田 直之

WS6-2 救急患者に対する鎮痛鎮静プロトコルの有用性と問題点
大阪府立中河内救命救急センター 山村 仁

WS6-3 救急現場で遭遇するせん妄・興奮へのアプローチ
医療法人 爽神堂 七山病院 坂田 幹樹

WS6-4 高齢者大腿骨近位部骨折に対する術後積極的 痛の有用性の検討
慶應義塾大学 医学部 救急医学 宇田川和彦

WS6-5 「悪いかみ合わせ」は救急患者のせん妄を増加させる
神戸大学医学部附属病院 救命救急科 藤浪 好寿
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15：45 ～ 17：15

ワークショップ 7

あなたの教え方，間違ってませんか？部下やチームを育てる方法を議論する
司会 三条しただ郷クリニック

国際医療福祉大学三田病院 救急医学講座・救急部
池上 敬一
志賀 隆

WS7-1 準備やまとめに使えるシミュレーション教育のコツ～経験学習モデルの臨床応用～
ハンディクリニック 宮道 亮輔

WS7-2 医師の認知プロセスを明確化した実習指導の実践
山口大学医学部附属病院 救急・総合診療医学講座 河村 宜克

WS7-3 On-the-job training に教育理論は通用するか
地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院 救急科 野田英一郎

WS7-4 研修医の主体性と心を育てる ER 初療での教育・指導
手稲渓仁会病院 救命救急センター 岡本 博之

WS7-5 救急医確保に向けて，大阪での救急教育セミナーの取り組み
大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター 高端 恭輔

WS7-6 救急診療現場におけるオンザジョブトレーニング―トヨタ生産方式の試み―
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 石井 浩統

17：30 ～ 18：30

救急科領域講習 9
司会 愛知医科大学病院 救命救急科 武山 直志

EC9 重症・広範囲熱傷の急性期#創#管理のコツ
JCHO 中京病院 救急科 中島 紳史

第 5会場【Bブロック 5F ホール B5（2）】

09：00 ～ 10：30

ワークショップ 8（委員会企画）

私なりのハッピーな救急医ライフの続け方
司会 東京都立墨東病院 救急診療科・救命救急センター

広島大学病院 救急科・高度救命救急センター
岡田 昌彦
木田 佳子

CWS8-1 子育てしながら救急医ライフを続ける秘訣～2 人 3 脚，おんぶに抱っこで激走中～
筑波メディカルセンター病院 救急診療科 松岡 宜子

CWS8-2 ER 型救急におけるママ女医の悩みとやりがい
広島市立広島市民病院 救急科 秦 昌子

CWS8-3 女医として救急の道を選択したことに間違いなし
福岡徳洲会病院 救急科 川原 加苗

CWS8-4 救急医キャリアと妊活の両立
公立豊岡病院 但馬救命救急センター 番匠谷友紀

CWS8-5 遅ればせながら出産・育休・現場復帰 私なりの救急医ライフの続け方
済生会熊本病院 救急総合診療センター 救急科 佐藤 友子
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10：30 ～ 12：00

パネルディスカッション 26（委員会企画）

多施設共同観察研究の工程表―着想から報告まで―
司会 長崎大学病院 高度救命救急センター

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
田﨑 修
大友 康裕

CPD26-1 臨床疑問：発案から PICO への定式化まで
順天堂大学医学部附属順天堂医院 総合診療科学講座 阿部 智一

CPD26-2 研究デザイン
亀田総合病院 救命救急科 白石 淳

CPD26-3 多施設研究を行う上で準備するべき 4 つのこと：「倫理」「科学」「刑法」「民法」に備える
京都医療センター 西山 慶

CPD26-4 データ収集とクレンジング
大阪急性期・総合医療センター 救急診療科 山川 一馬

CPD26-5 解析と図表類の作成
亀田総合病院 救命救急科 白石 淳

CPD26-6 研究の報告～学会発表と論文作成～
大阪府立中河内救命救急センター 山村 仁

12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 23
座長 横浜市立みなと赤十字病院 救急科 中山 祐介

LS23 アナフィラキシーへの対応―再発予防をめざして―
横浜市立みなと赤十字病院 アレルギーセンター 中村 陽一

共催：マイランEPD合同会社

14：15 ～ 15：45

パネルディスカッション 27

グローバルに活躍する救急医からのメッセージ
司会 社会医療法人緑泉会米盛病院 救急科

順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科
冨岡 譲二
杉田 学

PD27-1 世界に羽ばたけ，日本の救急医！
兵庫県災害医療センター 中山 伸一

PD27-2 米国や国際舞台で日本人救急医として活動すること―米国救急専門医・国境なき医師団日
本副会長の視点から

Department of Emergency Medicine, Section of Prehospital and Disaster Medicine,
Emory University 中嶋 優子

PD27-3 限られた医療資源のなかで
国境なき医師団日本 真山 剛

PD27-4 紛争地域における外傷外科医の役割
国境なき医師団 関 聡志

PD27-5 国際医療救援と地方の医療 「災害救護は人のためならず」
高山赤十字病院 救命救急センター 白子 隆志

PD27-6 国際協力 NGO の活動を通じて考えるわが国の救急医療
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 稲葉 基高
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PD27-7 世界保健機関（WHO）での経験
世界保健機関 角 由佳

15：45 ～ 16：45

委員会報告 3

診療の質評価委員会報告：新たな救急診療の質評価指標の策定に向けて
司会 東京大学大学院医学系研究科 救急医学

医療法人社団永生会南多摩病院 血管外科
森村 尚登
朽方 規喜

CR3-1 「地域の救急医療の仕組みの質評価の指標」の策定
日本赤十字社医療センター 救命救急センター 林 宗博

CR3-2 病院の救急部門の質評価指標
日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急センター 田上 隆

CR3-3 救急患者対応の質評価指標
帝京大学医学部 救急医学講座 藤田 尚

CR3-4 災害時の院内体制の質評価指標
東京女子医科大学東医療センター 庄古 知久

17：30 ～ 18：30

救急科領域講習 10
司会 埼玉県立小児医療センター 救急診療科 植田 育也

EC10 救急医にとっての小児救急・集中治療のピットフォール
聖マリアンナ医科大学 小児科学 清水 直樹

第 6会場【Dブロック 7F ホールD7】

09：00 ～ 09：45

教育講演 17
司会 秋田大学大学院医学系研究科専攻 病態制御医学系 救急・集中治療医学講座 中永士師明

EL17 臨床研究における個人情報保護法
東京警察病院 救急科 金井 尚之

09：45 ～ 10：30

教育講演 18
司会 山形県立中央病院救命救急センター 救急科 森野 一真

EL18 救急と国際貢献
筑波大学附属病院 救急・集中治療科 鈴木 貴明
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10：30 ～ 11：15

教育講演 19
司会 東京歯科大学市川総合病院 救急科学・内科学 鈴木 昌

EL19 ER の心電図を極める
岸和田徳洲会病院 救命救急センター 薬師寺泰匡

11：15 ～ 12：00

教育講演 20
司会 聖マリアンナ医科大学 救急医学（聖マリアンナ医科大学病院 救命救急センター） 藤谷 茂樹

EL20 これからの救急医療と集中治療後症候群（PICS）
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 井上 茂亮

12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 24
座長 横浜市立大学附属病院感染制御部/医学部血液免疫感染症内科 加藤 英明

LS24 救急医療における薬剤耐性菌 これだけは基本知識として知っておこう
日本医科大学付属病院感染制御室 根井 貴仁

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

13：15 ～ 14：15

特別企画 5

2019 年 G20 大阪サミット救急・災害医療体制報告会
司会 大阪大学大学院医学系研究科 救急医学

厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室
嶋津 岳士
野口 航

SP5-1 救急医療体制確保事業の実施について
一般社団法人日本臨床救急医学会 代表理事 坂本 哲也

SP5-2 2019G20 大阪サミット現地医療対策本部の運営について
国立病院機構 大阪医療センター 厚生労働省 DMAT 事務局 若井 聡智

SP5-3 2019G20 大阪サミットにおける首脳等以外の対応について
国立病院機構 大阪医療センター 厚生労働省 DMAT 事務局 松田 宏樹

SP5-4 2019G20 大阪サミット会議場における医療体制について
札幌医科大学 医学部 救急医学講座 成松 英智

SP5-5 2019G20 大阪サミットに関する空港の医療体制について
独立行政法人りんくう総合医療センター 泉州救命救急センター 成田麻衣子

SP5-6 2019G20 大阪サミットにおける NBC 事案への対応準備について
森ノ宮医療大学 副学長 吉岡 敏治

SP5-7 2019G20 大阪サミットにおける J-SPEED を活用したサーベイについて
産業医科大学医学部 公衆衛生学 久保 達彦
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14：15 ～ 15：00

教育講演 21
司会 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

EL21-1/EL21-2/EL21-3 ER でのフィードバック
湘南鎌倉総合病院 救命救急センター 山上 浩

国際医療福祉大学 志賀 隆
新潟市民病院 佐藤 信広

15：00 ～ 15：45

教育講演 22
司会 飯塚病院 鮎川 勝彦

EL22 アドバンス・ケア・プランニングについて
東京慈恵会医科大学 総合診療内科 三浦 靖彦

17：30 ～ 18：30

市民公開講座（委員会企画：日本救急医学会，日本集中治療医学会，日本感染症学会共催）

敗血症ってどんな病気？なぜこわいの？
司会 国立成育医療研究センター病院 集中治療科

名古屋市立大学病院 救急科・救命救急センター
中川 聡
松嶋 麻子

CO-1 家族が敗血症になって気づいたこと―救急医の視点から
大阪大学高度救命救急センター 小倉 裕司

CO-2 小児がんと敗血症を乗り越えて
元患者 吉野やよい

CO-3 早期発見と回復を促進する敗血症看護の取り組み
独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 救命救急センター 看護部 舘 昌美

第 7会場【Dブロック 5F ホールD5】

09：00 ～ 10：00

口演 55

呼吸 1
司会 新潟大学医歯学総合病院 高度救命救急センター 救急科

東京医科大学病院 救命救急センター
遠藤 裕
平山 優

O55-1 気胸の超音波診断を教育するための手軽にできるシミュレーター
近畿大学 医学部 救急医学科 植嶋 利文

O55-2 救急医療において横隔膜エコーをどのように役立てるか
稲沢市民病院 麻酔・救急・集中治療部門 貝沼 関志

O55-3 当院における特発性縦隔気腫の臨床的検討
鹿児島市立病院 救命救急センター 原澤 朋宏

O55-4 筋弛緩薬を使用しない緊急気管挿管は気管切開を増加させる
大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 救命救急センター 藤永 潤
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O55-5 食道癌術後患者の肺炎予防に対する輪状甲状間膜穿刺の有用性
和歌山県立医科大学 救急集中治療医学講座 柴田 真未

O55-6 高 CO2血症を呈する舌根沈下患者に対する chin-strap を用いた非侵襲的気道確保―CT に
よる axial 断面積・3D 画像を用いた検討―

社会医療法人小寺会 佐伯中央病院 塩月 成則

10：00 ～ 11：00

口演 56

呼吸 2
司会 琉球大学大学院医学研究科 救急医学講座

大阪市立総合医療センター 救命救命部
久木田一朗
孫 麗香

O56-1 気管挿管前の全身状態と気管挿管初回成功率の相関関係の検討
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科 高橋 仁

O56-2 気管挿管後に気管狭窄症を発症した 4 症例の検討
藤田医科大学病院 救急総合内科学 山際 暁子

O56-3 カニクイザルを用いた動態 X 線撮影システムによる肺塞栓症診断の基礎的検討
滋賀医科大学付属病院 救急集中治療部 藤野 和典

O56-4 輪状甲状靭帯切開術を施行した非外傷の 2 例
岩手県立磐井病院 救急科 志賀光二郎

O56-5 気道緊急を要した特発性咽頭後間 血腫の 2 例
南部徳洲会病院 救急診療科 旭 大悟

O56-6 気管支喘息重篤発作に対する体外式膜型人工肺（VV-ECMO）の導入経験
東京医科大学 八王子医療センター 救命救急センター 三上 哲

O56-7 再挿管患者における早期気管切開の有用性に関する検討
広島大学大学院 医系科学研究科 救急集中治療医学 石井 潤貴

11：00 ～ 12：00

口演 57

キャリアパス
司会 兵庫県立西宮病院 救命救急センター

神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター
鴻野 公伸
栗林 真悠

O57-1 演題取り下げ
O57-2 国際医療協力の一つの形：途上国の指導人材育成

京都府立医科大学 救急・災害医療システム学 山畑 佳篤
O57-3 救急系 JOY のススメ

坂総合病院 救急科 矢島つかさ
O57-4 急変対応が苦手な麻酔科医の脱却を目指して「ライフイベントによって削ぎ落とされてい

くキャリアを維持する方法」
独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 川口 理佐

O57-5 “救急医倍増計画”へのチャンス到来～医療界のパラダイムシフトを救急医増加にどう生か
すか～

昭和大学 医学部 救急・災害医学講座 土肥 謙二
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12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 25
座長 順天堂大学医学部附属練馬病院 循環器内科 井上 健司

LS25 高感度トロポニン Tを用いた非ST上昇型心筋 塞診療アルゴリズム
―急性冠症候群ガイドライン トロポニン測定フローチャートを考える

順天堂大学医学部附属練馬病院 循環器内科 塩崎 正幸
地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 救急救命科 坂本 壮

獨協医科大学病院 総合診療科 原田 侑典

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

14：15 ～ 15：15

口演 58

小児の救急集中治療
司会 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 救急診療科

岐阜県総合医療センター 小児救急科
石原 唯史
桑原 秀次

O58-1 滋賀県における重篤小児患者の診療体制―地方モデルの一つとして―
済生会滋賀県病院 小児救命救急科 野澤 正寛

O58-2 小児領域での ECMO の特殊性と施設間連携の意義
成育医療研究センター 救急診療科 多賀谷貴史

O58-3 小児院外心肺停止症例の検討
東京都立墨東病院 高度救命救急センター 大倉 淑寛

O58-4 小児救急外来における急性陰嚢症に対する TWIST スコアの有用性の検討
東京都立小児総合医療センター 救命救急科 大和田淳也

O58-5 当科における小児細菌性腸炎に対する抗菌薬処方の実態
国立成育医療研究センター 救急診療科 大西 康裕

O58-6 当院における救急外来での看取り症例の検討
埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター 宮本 大輔

O58-7 日本小児救急医学会による小児救急重篤疾患登録調査（JRSC）に登録された死亡例 186
例の検討

日本小児救急医学会 調査研究委員会 伊藤 陽里

15：15 ～ 17：15

パネルディスカッション 28（委員会企画）

高齢者救急を考える 「高齢者救急問題を検討する懇話会」からの現状分析と対策案
司会 東京女子医科大学 救急医学講座

産業医科大学医学部 救急医学
矢口 有乃
真弓 俊彦

CPD28-1
日本救急医学会 真弓 俊彦

CPD28-2
日本医師会 長島 公之

CPD28-3
日本在宅医学会 曽我 幸弘

CPD28-4
日本在宅救急研究会 小豆畑丈夫

CPD28-5
日本在宅看護学会 佐野けさ美
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CPD28-6
全国在宅医療養支援診療所連絡会 新田 國夫

CPD28-7
全国老人福祉施設協議会 内田 芳明

CPD28-8
総務省消防庁消防・救急課救急専門官 小谷 聡司

CPD28-9
厚生労働省医政局地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室 野口 航

CPD28-特別発言
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 横田 裕行

第 8会場【Dブロック 1F ホールD1】

09：00 ～ 10：00

口演 59

ER診療 2
司会 新百合ヶ丘総合病院 救急センター

日本赤十字 前橋赤十字病院 高度救命救急センター
伊藤 敏孝
雨宮 優

O59-1 心拍数と収縮期血圧の差は Shock Index の代替となり得るか；観察コホート研究
福井大学医学部附属病院 救急・総合診療部 神川 洋平

O59-2 救急外来における急性心筋 塞/脳 塞患者を電子カルテ/医療レセプトデータから自動分
類するアルゴリズムの検討

東京大学大学院経済学研究科 原 湖楠
O59-3 意識障害患者に感染症を想起するための，体温によらない指標「HAR/S」の提唱

JA 愛知厚生連豊田厚生病院 西本 泰浩
O59-4 救急外来で施行される血液培養検査におけるコンタミネーション因子の検討

東京ベイ・浦安市川医療センター 救急集中治療科 茂野 綾美
O59-5 ER における結核感染症の検討

神戸市立医療センター中央市民病院 木下 裕規
O59-6 ピットホールに陥りかねなかった急性肺血栓塞栓症の 3 例

安曇野赤十字病院 救急集中治療部 前田 保瑛
O59-7 不穏に対してミダゾラムを投与したことが診断に寄与した非痙攣性てんかん重積の一例

聖路加国際病院 救急部 後藤 正博

10：00 ～ 11：00

口演 60

ER診療 3
司会 市立豊中病院 救急科

川崎市立川崎病院 救急科
東 孝次
塩島 裕樹

O60-1 重症外傷患者に対する DCS/DCIR 連動可能な“ER 蘇生室”運用体制の改善
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

O60-2 救急外来における良性発作性頭位めまい症の診断，治療とその問題点
福井赤十字病院 中西 泰造

O60-3 高齢者の軽症頭部外傷における頭部 CT 上急性期頭部外傷所見の予測ルールの作成
横浜市立市民病院 救命救急センター 森 浩介
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O60-4 救急外来の混雑が脳卒中患者の CT 撮影開始時間に与える影響
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科 田中 駿

O60-5 外傷を契機に受診したインフルエンザ感染症例の検討
奈良県総合医療センター 救命救急センター 植田 史朗

O60-6 失神患者の頭部 CT 異常のリスクは随伴症状と頭部外傷に加え，収縮期血圧高値である
独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 救命救急科 高田 浩明

O60-7 消化管異物による腸閉塞および穿孔例―文献的考察を含めて―
野崎徳洲会病院 救急部 千代 孝夫

11：00 ～ 12：00

口演 61

ER診療 4
司会 福井県立病院 救命救急センター

加古川中央市民病院 救急科
前田 重信
中田 一弥

O61-1 これからの POCUS―ER 診療における有用性と限界―
静岡医療センター/ハワイ国際教育病院 救急科 大屋 聖郎

O61-2 都心部大学病院救急センターの外国籍患者の特徴
慶應義塾大学病院 救急科 上野 浩一

O61-3 「マブ」に注意！Oncologic Emergency の新たな一面
倉敷中央病院 救急科 越後谷良介

O61-4 ほとんどの眼科疾患での受診に対して救急医のみで対応できる
湘南鎌倉総合病院救急総合診療部 田口 梓

O61-5 処置時の鎮静・鎮痛における ASA 分類についての検討
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科 山崎さつき

O61-6 ER の女性腹痛患者における産婦人科疾患の予測モデルの作成
京都第二赤十字病院 救命救急センター 救急科 岡田 麻美

O61-7 尿管結石 痛発作に対する，志室押圧の効果に関する検討
東京女子医科大学 救急医学 武田 宗和

12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 26
座長 国立循環器病研究センター病院 冠疾患科 田原 良雄

LS26 “Let’s do ECMO sim”Resuscitative ECMOの実践と教育の普及を目指して
東北医科薬科大学病院 救急科 遠藤 智之

共催：泉工医科工業株式会社

14：15 ～ 15：15

口演 62

多発外傷
司会 大阪市立大学大学院医学研究科 救急医学

徳島県立中央病院 外科
山本 啓雅
森 勇人

O62-1 救命救急センタースタッフの入れ替わりは，外傷患者の予後に影響を与えるか？：単施設
後ろ向きコホート研究

太田西ノ内病院 救命救急センター 大野 雄康
O62-2 局所災害における二次的な病院間連携の必要性―西日本豪雨の経験―

広島大学 整形外科 林 悠太
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O62-3 重症外傷患者の骨折治療では創外固定の積極的利用が全身管理上で有用である
りんくう総合医療センター 泉州救命救急センター 日下部賢治

O62-4 Door-to-CT times（D2CT）が重症外傷患者の生命転帰に与える影響
大阪急性期・総合医療センター 村尾 修平

O62-5 高エネルギー事故における，軽自動車と普通自動車乗員の重症度の比較
太田西ノ内病院 救命救急センター 篠原 一彰

O62-6 REBOA により腸管壊死を発症した一例
慶應義塾大学 医学部 救急科 矢島慶太郎

O62-7 院外心停止に至った骨盤骨折・肝損傷に対して蘇生的開胸術・REBOA・開腹術・動脈塞
栓術の併用で救命し得た 1 例

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 三森（島田）薫

15：15 ～ 16：15

口演 63

脊椎・脊髄外傷
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

山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター
井口 浩一
井上 智顕

O63-1 救急外来における Walk-in 頚部外傷例の検討
あいちせぼね病院 吉松 弘喜

O63-2 外傷性頸髄損傷における入院後呼吸悪化の予測
和歌山県立医科大学附属病院 高度救命救急センター 米満 尚史

O63-3 ハングマン骨折（外傷性軸椎すべり症）の治療検討
国立病院機構 仙台医療センター 救命救急センター 脳神経外科 鈴木 晋介

O63-4 当院に入院した脊髄損傷患者における血行動態管理と予後の検討
慶應義塾大学医学部 救急医学 大野聡一郎

O63-5 当院における仙骨脆弱性骨折の検討
岡山労災病院 整形外科 魚谷 弘二

O63-6 多発外傷に合併した脊椎損傷に対する早期手術の検討
札幌医科大学 高度救命救急センター 千葉 充将

O63-7 頚椎頚髄外傷 血液透析患者の特徴と対策
関西医科大学総合医療センター 救命救急センター 岩瀬 正顕

第 9会場【ガラス棟 4F G402】

09：00 ～ 10：00

口演 64

航空医療 1
司会 鹿児島市立病院 救命救急センター

旭川医科大学病院 救命救急センター
吉原 秀明
堀越 佑一

O64-1 岩手県におけるドクターヘリの課題
岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座 救急医学分野 山田 裕彦

O64-2 県土が広く山間地の多い地域でのドクターヘリの課題とその対策について
宮崎大学 医学部 附属病院 救命救急センター 落合 秀信

O64-3 ドクターヘリと民間医療用ヘリコプター：棲み分けから共働へ
社会医療法人緑泉会 米盛病院 救急科 冨岡 譲二
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O64-4 福岡県ドクターヘリ事業における隣県との相互応援協定の効果
久留米大学 医学部 救急医学講座 鍋田 雅和

O64-5 京滋ドクターヘリの福井県への運航について
済生会滋賀県病院 救命救急センター 救急集中治療科 越後 整

O64-6 ドクターヘリの安全運航には緊急対応の標準化と国内共通のルール策定が必要である
山梨県立中央病院 高度救命救急センター 井上 潤一

O64-7 「熊本型」ヘリ救急搬送体制の現状と課題～防災ヘリ支援病院の立場から～
国立病院機構熊本医療センター 救命救急・集中治療部 山田 周

10：00 ～ 11：00

口演 65

航空医療 2
司会 聖隷三方原病院 高度救命救急センター

学校法人日本医科大学 日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター
早川 達也
山本真梨子

O65-1 ドクターヘリ搬送例の外傷性血気胸に対する病院前胸腔ドレナージのメリットとデメリッ
ト

東海大学医学部外科学系救命救急医学 櫻井 馨士
O65-2 急性期脳 塞診療におけるドクターヘリの展望と課題

国立病院機構長崎医療センター 高度救命救急センター 権 志成
O65-3 ハチ刺傷症例に対してドクターヘリの対応は利点があるのか

福島県立医科大学 救急医療学講座 反町光太朗
O65-4 演題取り下げ
O65-5 ドクターヘリ搬送されたクモ膜下出血患者の現場と病院間搬送の比較検討

順天堂大学医学部附属静岡病院 救急診療科 石川 浩平
O65-6 アナフィラキシーの疑いでドクターヘリが要請された症例の検討

広島大学大学院 医系科学研究科 救急集中治療医学 津村 龍
O65-7 成田国際空港における救急患者搬送の特徴と成田赤十字病院の受け入れ状況

成田赤十字病院 救急・集中治療科 立石 順久

11：00 ～ 12：00

口演 66

災害医療 3
司会 国立大学法人 岡山大学大学院 災害医療マネジメント学講座

前橋赤十字病院 集中治療科・救急科
中尾 博之
藤塚 健次

O66-1 在レバノン・パレスチナ難民支援事業に参加して～難民キャンプの病院機能を向上させる
ために，日本の救急医ができること～

日本赤十字社和歌山医療センター 外傷救急部/外科部/国際医療救援登録要員 益田 充
O66-2 生活不活発病と震災関連死に関する考察

愛知医科大学災害医療研究センター 小澤 和弘
O66-3 2018 年台風 21 号後の復旧工事中の墜落外傷について

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 鄭 賢樹
O66-4 災害時や急病時に役立つパーソナルヘルスレコードとは

佐賀大学 医学部附属病院 高度救命センター 三池 徹
O66-5 津波被害と災害関連死の関係

岩手県立大船渡病院救命救急センター 山野目辰味
O66-6 平成 30 年北海道胆振東部地震における，札幌市の一災害拠点病院の医療の概況と問題点

市立札幌病院 救命救急センター 佐藤 朝之
O66-7 平成 30 年 7 月豪雨時の災害拠点病院での活動

川崎医科大学総合医療センター 家永慎一郎
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12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 27
座長 東京女子医科大学集中治療科 野村 岳志

LS27 尿中バイオマーカーNGAL の役割と臓器不全との関係
順天堂大学大学院医学研究科 麻酔科学 三高千惠子

共催：アボットジャパン株式会社

14：15 ～ 15：15

口演 67

災害医療 4
司会 山梨県立中央病院 高度救命救急センター

筑波大学 医学医療系 救急・集中治療
井上 潤一
榎本 有希

O67-1 大災害時を想定した医療体制の検討：中小規模医療施設の対応
京葉病院外科 原口 義座

O67-2 CHEMM-IST（Chemical Hazards Emergency Medical Management―Intelligent Syn-
dromes tool）使用マニュアルの作成と最適化

愛知医科大学 高橋 礼子
O67-3 QR コードを用いたトリアージ情報収集システム地域導入への課題

東京女子体育大学 山田浩二郎
O67-4 原子力災害時の住民避難を考慮した原子力災害拠点病院の対応

弘前大学大学院医学研究科 救急・災害医学 伊藤 勝博
O67-5 原子力災害時のリスクコミュニケーション 既知情報の重要性についての実験的検証

鹿児島大学病院 救命救急センター 有嶋 拓郎
O67-6 医療機関における災害時等の輸血用血液製剤ならびに血漿分画製剤供給不足への対策準備

状況
長崎大学病院 細胞療法部 長井 一浩

O67-7 社会背景の異なる集団における原子力災害後の放射線不安・関心事の経時的変化―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

15：15 ～ 16：15

口演 68

腹部外傷
司会 川崎医科大学附属病院 救急科・高度救命救急センター

独立行政法人 労働者健康福祉機構 千葉労災病院 重症・救命科/集中治療部
荻野 隆光
山本 奈緒

O68-1 過去 5 年間の当院における外傷性腎損傷の検討
大阪警察病院 ER/救命救急科 小川 新史

O68-2 Hybrid-ER で開腹止血術，動脈塞栓術を行い止血し得た多発外傷の 1 例
済生会横浜市東部病院 大政 皓聖

O68-3 当科における予測生存率 0.5 未満の腹部外傷手術症例の検討
旭川医科大学 外科学講座 肝胆膵・移植外科学分野 萩原 正弘

O68-4 鋭的外傷により肝動脈門脈瘻を認めた 1 例
武蔵野赤十字病院 救命救急センター 河口 拓哉

O68-5 内視鏡的膵管ステント留置で軽快した主膵管損傷を伴う膵液瘻の 1 例
市立四日市病院 外科 鹿野 敏雄



第
３
日
目

第
１０
会
場

－ 452 －

O68-6 当施設における Open abdomen management の工夫
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 重田 健太

第 10 会場【ガラス棟 4F G409】

09：00 ～ 10：00

口演 69

感染症敗血症 5
司会 大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター

東京医科大学病院 救急災害医学分野
入澤 太郎
三浪 陽介

O69-1 東京オリンピックでインフルエンザ流入の危機
財団法人 海外邦人医療基金 マニラ日本人会付属診療所駐在 菊地 宏久

O69-2 東京オリンピックでデング熱流入の危機
財団法人 海外邦人医療基金 マニラ日本人会付属診療所駐在 菊地 宏久

O69-3 当院救急外来における結核症例の検討
横浜労災病院 救命救急センター 木下 弘壽

O69-4 東海大学医学部病院における薬剤耐性菌出現の解析
東海大学 医学部 外科学系 救命救急医学 梅澤 和夫

O69-5 カンボジアにおける当院のデング熱感染患者診療状況について
サンライズジャパン病院 高妻 岳広

O69-6 韓国渡航後の発熱で救急外来を受診した三日熱マラリアの一例
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科 竹内 智紀

O69-7 院内インフルエンザのアウトブレイクに対する戦略
深川市立病院 救急部 籏本 恵介

10：00 ～ 11：00

口演 70

頭部外傷
司会 国家公務員共済組合連合会 立川病院 救急科

東邦大学医療センター大森病院 救命救急センター
並木 淳
中道 嘉

O70-1 頭部外傷における cortical spreading depolarization の発生と臨床的意義
山口大学 医学部 脳神経外科 末廣 栄一

O70-2 当センターで頭部外傷を有した患者における高次脳機能障害に関する観察研究
独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 救命救急センター 田中 太助

O70-3 重症頭蓋外外傷の合併は頭部外傷の予後に影響をあたえる
香芝生喜病院 脳神経外科・救急科 奥地 一夫

O70-4 重症頭部外傷予後予測因子としての血糖・カリウム比
千葉北総病院 脳神経外科 柴田 あみ

O70-5 二次病院の高齢者の頭部外傷症例における CT の適応についての検討
淀川キリスト教病院 救急科・集中治療科 夏川 麻依

O70-6 小児の重症頭部外傷の検討―その転帰を改善するには？（頭部外傷データバンクプロジェ
クト 2015）

東海大学 医学部 救命救急医学 本多ゆみえ
O70-7 当院救命センターでの重症頭部外傷による外減圧術後の頭蓋形成術の検討

大阪警察病院 救命救急センター 中江 晴彦
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11：00 ～ 12：00

口演 71

胸部外傷
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

東北大学病院 高度救命救急センター
澤野 誠
谷河 篤

O71-1 肋骨骨折による胸腔内 Volume 減少と呼吸器合併症の関係
奈良県立医科大学 高度救命救急センター 川井 廉之

O71-2 抗血栓薬を服用する中等症胸部外傷例の在院日数の検討
加古川中市民病院 救急科 切田 学

O71-3 遅発性に発症した外傷性気胸の検討
高槻病院 急性期外科 橘高 弘忠

O71-4 当院における外傷性心損傷治療と課題
山梨県立中央病院 高度救命救急センター 萩原 一樹

O71-5 当施設における外傷性胸部大動脈損傷 15 例の検討
日本医科大学付属病院 救命救急センター 田山 英樹

O71-6 外傷性血気胸における胸腔ドレナージチューブ径の検討
神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター 前澤 俊憲

O71-7 当院におけるロッキングプレートを使用した肋骨固定術の実際
山梨県立中央病院 高度救命救急センター 笹本 将継

12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 28

重症病態における急性血液浄化の役割
座長 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 救急集中治療医学 垣花 泰之

LS28-1 臨床家のための実践的な急性血液浄化療法
北里大学医学部 救命救急医学 丸橋 孝昭

LS28-2 予後改善に貢献する急性血液浄化療法運営とは
日立総合病院 救急集中治療科 中村 謙介

共催：バクスター株式会社

14：15 ～ 15：15

口演 72

その他の外傷 1
司会 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 救急科

島根大学医学部附属病院 Acute Care Surgery 講座
竹本 正明
松本 亮

O72-1 一般的な都市部救命救急センターにおける，外傷性出血性ショック救命のための基本外傷
初期診療戦略

京都第二赤十字病院 救命救急センター 救急科 神鳥 研二
O72-2 鹿に関連した外傷症例 49 例の検討：奈良公園近くの単施設後方視的観察研究

市立奈良病院 救急・集中治療センター 川口 竜助
O72-3 救急外来におけるサーフィン関連外傷の特徴

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科 時田 裕介
O72-4 林業労働災害による重症外傷患者の実態と救急医療の課題

岐阜大学 医学部 附属病院 高度救命救急センター 吉山 直政
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O72-5 頭部外傷の亜急性期以降の炎症性変化に関する研究：衝撃波頭部外傷モデルからわかった
こと

大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター 松浦 裕司
O72-6 外傷症例の損傷部位別 acute respiratory distress syndrome（ARDS）合併リスク

藤沢市民病院 救急外科 吉川 俊輔
O72-7 脊柱運動制限（Spinal Motion Restriction：SMR）としての頸椎カラー・ロングボード固定

による呼吸抑制
京都医療センター救命救急科 田中 博之

15：15 ～ 16：15

口演 73

その他の外傷 2
司会 日本生命済生会 日本生命病院 救急診療センター

独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター
岸 正司
藤沢 篤夫

O73-1 当院における動物 傷の検討
岡山市立市民病院救急センター 芝 直基

O73-2 腹膜内膀胱破裂の 2 例
新潟市民病院 救命救急・循環器病・脳卒中センター 石亀 那歩

O73-3 京都市内の観光地に出没したニホンザルによる猿 傷の検討
京都第一赤十字病院 救急救命センター 救急科 安次嶺親志

O73-4 圧迫止血法を用いて救命し得た椎骨動脈損傷の 1 例
熊本赤十字病院 救急科 原口英里奈

O73-5 当院における過去 10 年間の雪崩外傷症例の検討
社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 山口勝一朗

O73-6 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（第 2 報）
東京医科大学 救急・災害医学分野 石井 友理

O73-7 献体を用いた若手医師に対する左開胸・大動脈遮断ならびに鼠径部・頸部血管露出研修の
試み

東京医科大学 救急・災害医学分野 本間 宙

第 11 会場【ガラス棟 5F G502】

09：00 ～ 10：00

口演 74

地域医療連携 1
司会 大崎市民病院 救命救急センター

徳島県立中央病院 救命救急センター
山内 聡
川下陽一郎

O74-1 兵庫県における病院前医療の現状と体制強化のための取り組み
兵庫県災害医療センター 石原 諭

O74-2 東京都における病院救急車の普及状況，その課題と将来像
東京都医師会 救急委員会 石川 秀樹

O74-3 もし大学病院救急医がへき地の内科医になったら
坂総合病院 救急科 矢島つかさ

O74-4 脳神経内科/外科医不在の離島における脳卒中事情～鹿児島県・沖永良部島からの報告～
にのさかクリニック 二ノ坂建史
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O74-5 福島県双葉地域における救急医療の取り組みと日本の地域医療
福島県立医科大学付属病院ふたば救急総合医療支援センター 板井 純治

O74-6 福島第一原発事故による避難指示が解除された地域における救急搬送データの解析
南相馬市立総合病院 山本 知佳

O74-7 日本サッカー協会における救急医の関わり～「スポーツ救命プロジェクト」を通じて～
大阪市立総合医療センター 救命救急部 古家 信介

10：00 ～ 11：00

口演 75

地域医療連携 2
司会 手稲渓仁会病院 救命救急センター・救急科

製鉄記念広畑病院 救急科
奈良 理
山路 哲雄

O75-1 救急外来での POCUS 履行状況から在宅での超音波検査の有用性を検討する
川崎市立多摩病院 救急災害医療センター 野村 悠

O75-2 県境を超えた仮想 2 次医療圏を実現するクラウド救急医療連携システム
福井大学 医学部 笠松 眞吾

O75-3 地域救急医療・災害医療への対応能力向上に向けた香川県の取り組み
社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院災害管理室 関 啓輔

O75-4 静岡県東北部の御殿場市小山町地区における救急地域医療の現状と活動報告
順天堂大学医学部附属静岡病院 大坂 裕通

O75-5 訪日外国人医療における課題（特に未収金対応）
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

O75-6 救急体制構築に貴重な工夫―定期的に顔を合わせる連携会議は，救急患者の受け入れ・転
院数の増加に貢献できる―

札幌東徳洲会病院 救急センター 松田 知倫
O75-7 大阪府における外国人観光客への救急医療の実態に関するアンケート調査

大阪府救急医療機関連絡協議会 岸 正司

11：00 ～ 12：00

口演 76

地域医療連携 3
司会 鹿児島大学病院 救命救急センター

荒尾市民病院 救急科
有嶋 拓郎
田畑 輝海

O76-1 在宅医療における急病時対応の標準化とトレーニングコース設立について
日本在宅救急医学会 河野 大輔

O76-2 これからの二次救急医療のあり方～人生 100 年時代を「支える」救急を目指して～
関西メディカル病院 救急集中治療部 吉永 雄一

O76-3 当地域における在宅医療サポートセンター事業
荒尾市民病院 救急科 松園 幸雅

O76-4 地域で考える Advanced Emergency Care Planning
富山大学 大学院 危機管理医学・医療安全学 若杉 雅浩

O76-5 「地域で診る」を目指して
前橋赤十字病院 高度救命救急センター 集中治療科・救急科 中村 光伸

O76-6 広島市西区における在宅患者急変時の対応―広島市西区あんしん病院システム―
荒木脳神経外科病院 脳神経外科 沖 修一

O76-7 救急搬送患者の入院後 21 日時点での入院継続の背景要因：ORION データを用いた地域
網羅的解析

大阪大学 救急医学 片山 祐介
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12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 29

令和時代のER～次世代の救急診療体制の構築とそのあり方～
座長 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 救急医学領域長 救急災害医学分野 大友 康裕

LS29-1 Point-Of-Care Ultrasound を活用した救急医療のあり方―最適な装置選択の重要性―
社会医療法人厚生会 多治見市民病院 救急総合診療部 児玉 貴光

LS29-2 ハイブリッドERシステムは救急診療の概念を大きく変える！
～時間的・空間的優位性を持つ最新救急ユニット活用法～

島根大学医学部 Acute Care Surgery 講座／
島根大学医学部附属病院 高度外傷センター・救命救急センター 渡部 広明

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

14：15 ～ 15：15

口演 77

感染症敗血症 6
司会 愛知医科大学病院 救命救急科

大阪府三島救命救急センター 救急科
武山 直志
根来 孝義

O77-1 意識障害やショックを主訴として救急搬送された感染性心内膜炎の連続的検討
東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 救急医学講座 佐藤 浩之

O77-2 敗血症性凝固障害発症時の rTM の臓器保護作用の可能性について
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

O77-3 敗血症患者における白血球での予後予測
滋賀医科大学付属病院 救急・集中治療部 水村 直人

O77-4 当院の救急外来の血液培養検査において Extended-spectrum beta-lactamase（ESBL）産生
菌を検出した 75 例の検討

藤田医科大学病院 救命救急センター 湯川 貴史
O77-5 当院における血液培養についての検討

公立学校共済組合 九州中央病院 東 貴寛
O77-6 当院救命救急センター集中治療室における培養検出菌の変遷

愛知医科大学病院救命救急科 後長 孝佳
O77-7 初診時発熱を認めつつ帰宅となり，後日血液培養陽性が判明し入院加療を行った 12 例

京都第一赤十字病院 救命救急センター 救急科 安 炳文

15：15 ～ 16：15

口演 78

感染症敗血症 7
司会 金沢大学附属病院 救命センター（救急部・集中治療部）

堺市立総合医療センター 集中治療科
稲葉 英夫
熊澤 淳史

O78-1 宮崎大学医学部附属病院救命救急センターでの壊死性軟部組織感染症診療の検討
宮崎大学 医学部 附属病院 工藤 陽平

O78-2 転院前抗菌薬投与の血液培養検査陽性率に与える影響
信州大学 医学部 病態解析診断学 松本 剛

O78-3 インフルエンザ検査陽性かつ血液培養陽性症例の検討
沖縄県立中部病院 救急科 齋藤 俊輔
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O78-4 当院救急外来における採取方法による尿培養コンタミネーション率の比較
東京ベイ・浦安市川医療センター 救急集中治療科 櫻井 千浪

O78-5 救急外来における敗血症 1 時間バンドルの有効性と実現可能性の検討
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

O78-6 当院で手術を施行した敗血症性 DIC 症例の検討
高知赤十字病院 救命救急センター 原 真也

第 12 会場【ガラス棟 5F G510】

09：00 ～ 10：00

口演 79

脳死・終末期医療 1
司会 鹿児島市立病院 救命救急センター

大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター
鹿野 恒
光山 裕美

O79-1 脳死下臓器移植における当院の現状と課題
奈良県立医科大学 高度救命救急センター 古家一洋平

O79-2 小児からの臓器提供にかかる基盤整備と普及啓発のための研究
埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 荒木 尚

O79-3 当院における終末期医療ガイドラインの作成と改定
九州大学病院 救命救急センター 赤星朋比古

O79-4 救急・集中治療領域における終末期緩和医療の実際と課題
武蔵野赤十字病院 救命救急科 蕪木 友則

O79-5 兵庫県臓器提供施設懇話会におけるテーマの変遷と参加者数からの考察
兵庫県立西宮病院 救命救急センター 鴻野 公伸

O79-6 救急医を含めた院内コーディネーターチームによって開かれた，脳死下臓器提供への扉
名古屋掖済会病院 救急科（現職 新潟市民病院 救急科） 渡邉 紀博

O79-7 小児脳死・脳死下臓器提供に関するアンケート調査のまとめ
北九州市立八幡病院 小児救急センター 西山 和孝

10：00 ～ 11：00

口演 80

脳死・終末期医療 2
司会 地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 救命救急センター

大阪急性期・総合医療センター 救急診療科
高橋 功
西田 岳史

O80-1 救急センターにおける事前指示書の現状と問題点
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 救命救急センター 不動寺純明

O80-2 当院の救急・集中治療における生命維持装置の中止及び取り外しに関する院内ガイドライ
ン作成の経験

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
O80-3 救急医療現場での倫理的問題に対する当院の取り組み

名古屋第二赤十字病院 救急科 神原 淳一
O80-4 地方都市における「かかりつけ医」による在宅看取りを支える体制つくりの現状と課題

横須賀市立うわまち病院 救命救急センター 救急総合診療部 本多 英喜
O80-5 尊厳と公正～集中治療と延命処置を分けるのは医療チームの使命

日本赤十字社医療センター 救命救急センター・救急科 山下 智幸
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O80-6 救急医療・集中治療における緩和ケア
健和会大手町病院 外科 古城 都

11：00 ～ 12：00

口演 81

リハビリ・在宅ケア
司会 湘南真田クリニック 内科・形成外科

名古屋大学医学部附属病院 救急・内科系集中治療部
春成 伸之
東 倫子

O81-1 救急医が緩和ケアを学んで：初療から在宅医療に移行するまで
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科 沼田 賢治

O81-2 ICUAW 対策としての早期リハビリテーション開始のために救急医にできること
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

O81-3 早期リハビリテーションを安全に実施するための一つの方策
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 重光 胤明

O81-4 高次脳機能障害の長期予後
川口市立医療センター 直江 康孝

O81-5 奈良医大高度救命救急センターの重症患者に対する日光浴の効果に関する検討
奈良県立医科大学 救急医学 高度救命救急センター 多田 祐介

O81-6 在宅施設で気管切開チューブの抜管は可能か？～アップルウッド式抜管プロトコールの検
討～

株式会社 キャピタルメディカ 西村 祥一

12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 30

マルチモダリティ画像支援による 救急医療最前線
座長 山口大学大学院医学系研究科 救急・総合診療医学 教授 鶴田 良介

LS30-1 頭部救急疾患における dual energy imaging の臨床活用～急性期脳 塞を中心に～
秋田県立循環器・脳脊髄センター 放射線科診療部 篠原 祐樹

LS30-2 急性期脳 塞に対する機械的血栓回収療法の適応決定に要求される画像診断
―限られた時間の中で何が必要か？―

新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科 部長 糸川 博

共催：シーメンスヘルスケア株式会社

14：15 ～ 15：15

口演 82

その他の救急疾患 1
司会 小牧市民病院 救命救急センター

国立病院機構 熊本医療センター 救命救急・集中治療部 救急科
井上 卓也
楯 直晃

O82-1 遺伝性血管性浮腫と救急医 偶然の積み重ね
岸和田徳洲会病院 救命救急センター 薬師寺泰匡

O82-2 当院における成人アナフィラキシー患者の疫学研究
東京ベイ浦安市川医療センター 川端あづみ

O82-3 当院におけるマムシ 傷の臨床的検討
北播磨総合医療センター 外科 岡本 柊志
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O82-4 アナフィラキシー患者 74 例の二相性反応に関する観察研究
独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 救命救急センター 石田健一郎

O82-5 アナフィラキシーとそれによる二相性反応の頻度と特徴
信州大学医学部附属病院 高度救命救急センター 新田 憲市

O82-6 当救命救急センターにおける気道緊急症例の検討
武蔵野赤十字病院 救命救急センター 原 俊輔

O82-7 拡大する外国人労働者受け入れについて救急医の視点から考える
Department of Medicine, Mt. Sinai Beth Israel, New York, NY 小畑礼一郎

15：15 ～ 16：15

口演 83

その他の救急疾患 2
司会 日本医科大学付属病院 高度救命救急センター

聖路加国際病院 救急部
増野 智彦
磯川修太郎

O83-1 精巣捻転だけじゃない！時間が勝負の泌尿器科的救急疾患
松波総合病院 白井知佐子

O83-2 急性胆嚢炎に対する内瘻化ドレナージ後の待機的腹腔鏡下胆嚢摘出術に関する検討
帝京大学医学部附属溝口病院 外科 高島 順平

O83-3 富士山山頂での心拍出量測定を用いた高山病発症に関する考察
大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター 蛯原 健

O83-4 救急搬送で入院となった末梢性めまい患者の特徴～入院長期化の因子はあるのか～
海老名総合病院 救急科 西野 智哉

O83-5 尿中抗原が長期陽性となった重症レジオネラ肺炎 2 例の検討：喀痰 LAMP 法の有用性
岸和田徳洲会病院 救命救急センター 白坂 渉

O83-6 非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）による腎機能障害にエクリズマブが奏功した一例
関西医科大学附属病院 高度救命救急センター 大石 峻裕

O83-7 Patients would tell us how health care workers need to act-always learn from patients!
Emergency Department, Gold Coast University Hospital, Queensland, Australia 安田 晃一

第 13 会場【ガラス棟 6F G602】

09：00 ～ 10：00

口演 84

内分泌・代謝
司会 一宮市立市民病院 救命救急センター

愛知医科大学病院 救命救急科
山口 均
竹中 信義

O84-1 救急患者の血糖管理法の検討：病前耐糖能正常例と低下例の比較から
医療法人社団 大坪会 東和病院 星野 正己

O84-2 救急外来を受診した低ナトリウム血症患者の季節差
岡山赤十字病院 麻酔科 奥 格

O84-3 救急外来にて診断を行った高カルシウム血症に関する検討
大垣市民病院 救命救急センター 坪井 重樹

O84-4 当院に救急搬送された低血糖症例の原因薬剤の解析
日立総合病院 救急集中治療科 冨沢 夏美
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O84-5 メトホルミン中毒による著名な乳酸アシドーシスから死亡に至った未診断のミトコンドリ
ア病

国立病院機構 水戸医療センター 救急科 古川 彩香
O84-6 SGLT2 阻害薬内服中の食事摂取低下により正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスをきたし

た 2 例
奈良県立医科大学 高度救命救急センター 喜多 桃子

O84-7 SGLT2 阻害薬服用歴があり正常血糖糖尿病ケトアシドーシスをきたした 2 例
兵庫県災害医療センター 救急部 高橋 諒

10：00 ～ 11：00

口演 85

医療安全
司会 長崎大学病院 救命救急センター

宮崎県立延岡病院 救命救急センター 救命救急科
山下 和範
長嶺 育弘

O85-1 紙一枚でできる！画像検査における多職種コミュニケーションの改善
（株）日立製作所 日立総合病院 放射線技術科 田所 俊介

O85-2 CT 読影レポートにおける異常所見の見落とし防止システムの構築―キーワード学習方式
を用いて―

大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 村津 有紗
O85-3 救急外来患者における画像診断報告書の確認後に追加対応を要した例についての検討

石巻赤十字病院 救命救急センター 小林 道生
O85-4 ER 型 2 次救急施設における時間外の CT・MRI での偶発病変への対策

淀川キリスト教病院 救急科・集中治療科 加藤 昇
O85-5 救急外来から帰宅した患者の画像読影報告書の検証

静岡赤十字病院 救命救急センター・救急科 中田 託郎
O85-6 救急画像診断において，偶発的に指摘された悪性腫瘍症例の取り扱い

岩手県立大船渡病院 救急科 前川 慶之
O85-7 ER で撮影した CT・MRI の 2 次読影と結果確認：医療安全の観点から

市立四日市病院 救命救急センター 柴山美紀根

11：00 ～ 12：00

口演 86

RRS
司会 関西医科大学総合医療センター 救急医学科

国保直営総合病院 君津中央病院 救急・集中治療科
吉矢 和久
矢崎めぐみ

O86-1 Rapid Response System 起動により ICU に入室した患者の分析
広島大学大学院 救急集中治療医学 森尾 友香

O86-2 Rapid Response Team 活動からみえてきた現状と課題
横浜市立市民病院 救命救急センター 伊巻 尚平

O86-3 当院における院内心停止の発生状況
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 富永 直樹

O86-4 当院における院内救急対応システム導入の効果と問題点
京都第二赤十字病院 救命救急センター 救急科 成宮 博理

O86-5 In-Hospital Emergency Registry in Japan における小児 RRS 症例
静岡県立こども病院 小児集中治療科 川崎 達也

O86-6 院内緊急コールの有用性とその分析
東京女子医科大学 救急医学講座 久保田 英

O86-7 当院における MEWS スコアの RRT への活用
聖マリアンナ医科大学病院 看護部 斉藤 岳史
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12：10 ～ 13：10

救急科領域講習 11
司会 埼玉医科大学国際医療センター 救命救急科 根本 学

EC11 メディカルコントロールに関わる知識のアップデート
救急救命東京研修所 田邉 晴山

14：15 ～ 15：15

口演 87

その他 1
司会 岐阜県総合医療センター 救命救急センター

京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科
豊田 泉
高谷 悠大

O87-1 「友人に黒タグをつける」～メンタルヘルスに関する災害対応前のリスク評価と直後からの
専門家による介入の重要性～

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 町田 浩志
O87-2 救急でも重要な「受診理由」～一歩進んだ解釈モデルの確認法～

ハンディクリニック 宮道 亮輔
O87-3 救命センターにおける未診断 Oncologic Emergency の検討

日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 前島 璃子
O87-4 ウェアラブルセンサーを用いたシフトワーカーの睡眠パターンが主観的ウェルビーイング

に与える影響に関する調査
三重大学 医学部 附属病院 救命救急・集中治療センター 伊藤亜紗実

O87-5 学校における e-learning を用いた質の高い心肺蘇生法教育の検討
国士舘大学大学院救急システム研究科 沼田 浩人

O87-6 大手製造企業における心肺蘇生講習と普及状況の検討―アンケート分析からの現状と課
題―

株式会社 SUBARU 健康支援センター 遠藤 武尊
O87-7 脳血管障害および頭部外傷に対する漢方薬（五苓散）の脳浮腫への効果を検討する

兵庫医科大学 救急災害医学 小林 智行

15：15 ～ 16：15

口演 88

その他 2
司会 秋田大学 救急・集中治療医学講座

神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター
中永士師明
松岡 由典

O88-1 救急医療における賢明な選択をめざして―Choosing Wisely 指標候補集計報告
大阪大学 公衆衛生学 花木 奈央

O88-2 救急外来受診者数と降水量の関係：単一施設による後ろ向き研究
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科 森田 智也

O88-3 帝京大学病院における時間外救急外来の現状と問題点
帝京大学医学部救急医学教室 菊池 亮

O88-4 死亡時画像診断としての単純 CT の限界と法医学との連携について
鳥取大学医学部附属病院 救急科 吉宮 元応

O88-5 当センターでのカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）のアウトブレイクについて
大阪府三島救命救急センター 根来 孝義

O88-6 当院救命救急センターにおける MRSA 複数検出事例時の感染対策
宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター 川名 遼
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O88-7 救急救命士は救急医療機関における働き方改革の救いの手になりうる―救急救命士アン
ケート調査から―

一般社団法人病院前救護統括体制認定機構 津波古 憲

第 14 会場【ガラス棟 6F G610】

09：00 ～ 10：00

口演 89

環境異常 1
司会 大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター

順天堂大学浦安病院 救急診療科
中川 雄公
川﨑 喬彬

O89-1 熱中症だけじゃない意外と多い真夏の重症感染症（菌血症）
加古川中央市民病院 救急科 切田 学

O89-2 重症熱中症患者への体温管理が予後に影響するのか
大阪急性期・総合医療センター 救急診療科 伊藤 弘

O89-3 重症熱中症に対する cold water immersion による冷却法の検討
前橋赤十字病院 高度救命救急センター 山田 栄里

O89-4 当院熱中症プロトコールの検討
岸和田徳洲会病院 救命救急センター 山田 元大

O89-5 体型は低体温症に影響を及ぼすのか
京都第一赤十字病院 救急科 藤本 善大

10：00 ～ 11：00

口演 90

環境異常 2
司会 岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座

帝京大学医学部附属病院 救急科
山田 裕彦
西 竜一

O90-1 低体温症における搬入直後の血液培養検査の妥当性と有用性の検討
加古川中央市民病院 救急科 中田 一弥

O90-2 低体温症で集中治療室へ入院となった患者 36 例の検討
藤田医科大学病院 救急総合内科 神間しほ莉

O90-3 当院に搬送された重症熱中症の特徴
帝京大学医学部附属病院 高度救命救急センター 加納 誠也

O90-4 当院で加療した後期高齢者の偶発性低体温症 42 例の検討
徳島赤十字病院 救急科 高田 忠明

O90-5 当院へ搬送された三度熱中症症例の予後不良因子の検討
東京女子医科大学東医療センター救命救急センター 赤星 昂己

O90-6 当院における III 度労作性熱中症患者の診療経過
静岡赤十字病院 救急救命センター・救急科 大岩 孝子
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11：00 ～ 12：00

口演 91

環境異常 3
司会 福島県立医科大学医学部 放射線災害医療学講座

日本医科大学武蔵小杉病院 救命センター
長谷川有史
城戸 教裕

O91-1 重症低体温症患者の心室細動発症状況の検討
福島県立医科大学附属病院 高度救命救急センター 佐藤ルブナ

O91-2 低体温症における心電図変化の考察
京都府立医科大学 救急医療学講座 岡田 信長

O91-3 当院における過去 5 年間の偶発性低体温搬送症例に対する検討
岸和田徳洲会病院 救命救急センター 田 田

O91-4 低体温症例に関する全国調査の概要報告
帝京大学 医学部 救急医学講座 神田 潤

O91-5 2018 年度昭和大学救命センターにおける体温異常症例の検討
昭和大学 医学部 救急・災害医学講座 井上 元

O91-6 当院における搬送時低体温症例の検討
昭和大学 医学部 救急・災害医学講座 中村 元保

12：10 ～ 13：10

救急科領域講習 12
司会 札幌医科大学 救急科医学講座・高度救命救急センター 成松 英智

EC12 急性腎障害に対する輸液療法
東京大学 医学部 救急科学 土井 研人

14：15 ～ 15：15

口演 92

専門医・標準化医療 1
司会 新潟市民病院 救命救急・循環器病・脳卒中センター

社会福祉法人 恩賜財団 済生会横浜市東部病院 救命救急センター救急科
廣瀬 保夫
山田 真生

O92-1 離島ヘリ救急搬送に関する Web カンファレンスの取り組み
札幌東徳洲会病院 救急科 神野 敦

O92-2 移動時における機械的胸骨圧迫と用手的胸骨圧迫の比較
社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 中屋 政人

O92-3 Emergency Neurological Life Support（ENLS）の現状と課題
大阪府三島救命救急センター 小畑 仁司

O92-4 専攻医の麻酔集中研修，はじめました
兵庫県災害医療センター 救急部 古賀 聡人

O92-5 救急科専門医から内科系専門医の取得を可能にすれば，専攻医の増加を期待できる―循環
器専門医を持つ救急医への調査結果から―

昭和大学病院 救命救急科 前田 敦雄
O92-6 救急科専門医がダブルボードを取得することの魅力

日本医科大学 救急医学 中江 竜太
O92-7 脳神経外科専門医とのダブルボードをキャリアとする救急医の未来

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 荒木 尚
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15：15 ～ 16：15

口演 93

専門医・標準化医療 2
司会 関西医科大学附属病院 高度救命救急センター

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
梶野健太郎
髙橋 充

O93-1 T＆A マイナーエマージェンシを受講した研修医と非研修医のマイナーエマージェンシ疾
患に対する受講前の自信の検討

東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科 沼田 賢治
O93-2 自衛隊中央病院救急外来における初期研修医教育（骨傷対応）における研修医の反応につ

いて
自衛隊中央病院 救急科 西山 隆

O93-3 座学とシミュレーションを併用したアナフィラキシーショック対応に関する研修
杏林大学 医学部 医学教育学 冨田 泰彦

O93-4 個人開発のシミュレーショントレーニングが専門医機構認定を受けた背景と今後 バイタ
ルサインからの臨床診断 CPVS の開発と経緯

入江病院 総合診療科 入江聰五郎
O93-5 院内心停止への対応力強化を目的とした院内 ICLS コース開催と指導者の養成

社会医療法人宏潤会大同病院 救急科 田村 有人
O93-6 当院における看護師 ICLS 認定インストラクターの育成

草加市立病院 救急科 南 和

第 15 会場【ガラス棟 7F G701】

09：00 ～ 10：00

パネルディスカッション 24 関連セッション 1

ERから臨床研究を発信する
司会 青梅市立総合病院 救命救急センター

神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター
川上 正人
佐々木 朗

MRP24-1-1 内因性疾患における救急車不応需の関連因子の調査～全国救急搬送データを利用して～
Monash University Public Health and Preventive Medicine 佐藤 信宏

MRP24-1-2 ER 受診する多様な患者のデータ収集の効率化とその価値を上げる試み
京都府立医科大学救急医療学教室 松山 匡

MRP24-1-3 救急外来システムのタイムログ（時間記録）を用いた救急外来混雑状況・待ち時間の定量
化

日立総合病院 救急集中治療科 園生 智弘
MRP24-1-4 全国救急搬送データを用いた精神科疾患症状および自損行為症例と救急車不応需の関連因

子の調査
日本赤十字社和歌山医療センター 第一救急科 東 秀律

MRP24-1-5 ER は病院全体の臨床研究促進の場として機能できる可能性がある～米国臨床研究留学の
経験から～

Department of Emergency Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center 内御堂 亮
MRP24-1-6 ER における簡便なトリアージスコアの精度の検証

淀川キリスト教病院 救急科・集中治療科 夏川 知輝
MRP24-1-7 演題取り下げ
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10：00 ～ 11：00

パネルディスカッション 24 関連セッション 2

ERから臨床研究を発信する
司会 大阪医科大学 救急医学教室

独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター救急・総合診療科
高須 朗
佐藤 公亮

MRP24-2-1 ST 上昇を呈する大動脈解離の診断における D-Dimer 値の有用性の検討
栃木県済生会宇都宮病院 救急・集中治療科 垣内 大樹

MRP24-2-2 インフルエンザウィルス感染症デジタル診断技術の開発と，橋渡し研究としての ER にお
ける臨床研究の可能性

東京医科大学病院 鎌形 博展
MRP24-2-3 如何にして重症骨盤骨折を見抜くか？凝固系検査を用いた骨盤骨折患者における動脈性出

血の予測
群馬大学大学院 医学系研究科 救急医学 青木 誠

MRP24-2-4 救急外来での処置時の鎮静鎮痛の安全性向上を目指した多施設前向き観察研究（JPSTAR）
実施と工夫

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
MRP24-2-5 日本発の気道異物分類―MOCHI（Multi-center observational choking investigation）

大阪はびきの医療センター 集中治療科 金 成浩
MRP24-2-6 救急外来における非 ST 上昇型急性心筋 塞が疑われる患者の診療実態に関するサーベイ

福井県立病院 救命救急センター 狩野 謙一
MRP24-2-7 高感度トロポニン（0/1 時間アルゴリズム）を用いた胸痛患者の診療体系の確立へ向けて

順天堂大学 医学部 附属練馬病院 循環器内科 井上 健司

11：00 ～ 12：00

シンポジウム 12 関連セッション

不断前進，外傷診療
司会 筑波メディカルセンター病院 救命救急センター

北海道大学病院 救急科
河野 元嗣
和田 剛志

MRS12-1 重症頭部外傷診療の現状と今後の課題：日本頭部外傷データバンク症例 4,527 例からの解
析

日本医科大学大学院 医学研究科 救急医学分野 横堀 將司
MRS12-2 循環不安定な腹部臓器損傷に対する IVR 先行治療

災害医療センター救急救命センター 岡田 一郎
MRS12-3 肝損傷後胆汁漏に対する治療戦略～多施設共同調査研究～

大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター 大石 祐希
MRS12-4 Resuscitative Endovascular Occlusion of the Aorta を用いた患者治療成績の向上―日本外

傷データバンクデータを用いて―
群馬大学大学院 医学系研究科 救急医学 青木 誠

MRS12-5 鋭的外傷における大量輸血予測能
福岡大学病院 救命救急センター 星野 耕大

MRS12-6 ハイブリッド ER システムは外傷診療の不断前進に必要である
大阪急性期・総合医療センター 救急診療科 藤見 聡
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12：10 ～ 13：10

ランチョンセミナー 31
座長 兵庫県災害医療センター 救急部 松山 重成

LS31 大やけどから生還して
独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院 救急科・熱傷センター 中島 紳史

元患者 大澤 広樹
同夫人 大澤 絵理

共催：株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング/オリンパステルモバイオマテリアル株式会社/
アルケア株式会社

14：15 ～ 15：15

口演 94

チーム医療
司会 国立病院機構 東京医療センター 救命救急センター

昭和大学藤が丘病院 救命救急科
菊野 隆明
福田賢一郎

O94-1 外傷初期診療におけるダイバーシティマネジメント～多職種の協力による『全員診療』～
大阪府立中河内救命救急センター 中川淳一郎

O94-2 外傷チームコミュニケーション―チーム到達点と介入ニーズを探る―
健和会大手町病院 外科 三宅 亮

O94-3 Earliy Dialogues（早期ダイアローグ）を応用したふり返りの試み
埼玉成恵会病院 外科 清水 広久

O94-4 シナリオプランニングを応用した蘇生術の啓蒙活動
公立阿伎留医療センター 救急科 雅楽川 聡

O94-5 転院検索を救急救命士（EMT）が行うことによる医師業務負担削減の検証
社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 土屋 梨香

O94-6 病院内救急救命士における新たなタスクシフティングへの取り組み
社会医療法人財団石心会川崎幸病院 EMT 科 蒲池 淳一

O94-7 4F-PCC 投与の時間短縮における薬剤師の取り組み
帝京大学医学部附属病院 薬剤部 今中 翔一

15：15 ～ 16：15

口演 95

四肢骨盤外傷
司会 山梨県立中央病院 救命救急センター

東京女子医科大学病院 救命救急センター
岩瀬 史明
小野原まゆ

O95-1 高齢者大腿骨近位部骨折に対する入院管理に総合内科医が参画する意義
藤田医科大学救急救命センター 瀬川 悠史

O95-2 大腿動静脈の操作を伴う骨盤骨折手術における静脈血栓塞栓症の検討
堺市立総合医療センター 救命救急科 川本 匡規

O95-3 Damage Control Orthopedics が院内死亡率に与える影響
慶應義塾大学 医学部 救急医学 西田 有正

O95-4 四肢開放骨折症例における抗菌薬投与の遅延に繋がる因子の検討
慶應義塾大学病院 救急医学 島谷 直孝

O95-5 大腿骨近位部骨折における術前心臓超音波検査の有効性の検討
藤田医科大学病院 救急救命センター 小川 広晃
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O95-6 Hybrid ER での骨盤骨折診療の実際―出血による死亡は 3 年間で 1 例のみ―
大阪急性期・総合医療センター 日高 洋

O95-7 当科における大腿骨近位部骨折術後患者の下肢深部静脈に関する検討
藤田医科大学中央診療部 FNP 室 田元 成仁

ポスター会場【Eブロック B2F ホール E】

13：30 ～ 14：30

ポスター 55

胸部外傷 1
司会 公立昭和病院 救命救急センター（救急医学科）

大阪府立泉州救命救急センター
稲川 博司
井上 稔也

P55-1 重症胸部外傷に伴う低酸素血症に対し ECMO を導入して救命できた一症例
獨協医科大学病院 救命救急センター 斎藤 威

P55-2 転落外傷による食道損傷の一例
宮崎大学医学部付属病院 救命救急センター 島津志帆子

P55-3 プレート固定が困難な多発肋骨骨折に対し吸収糸を用いて肋骨固定術を行い肋骨骨折片の
転位を軽減できた重症胸部外傷の一例

熊本赤十字病院 救急科 福水 希梨
P55-4 遅発性に大動脈弁閉鎖不全症を来した外傷性バルサルバ洞仮性動脈瘤の一例

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 高橋 希
P55-5 腹腔内出血とフレイルチェストに対して TAE と外科的外固定を行ったシートベルト外傷

の一例
東京女子医科大学 救急医学 鈴木 秀章

P55-6 外傷性冠動脈出血による大量血胸の一例
倉敷中央病院 救急科 太田 友

P55-7 IVR による止血を要したシートベルト外傷による外傷性乳房内出血の 1 例
富山県立中央病院 救命救急センター 橋本 優

14：30 ～ 15：30

ポスター 56

胸部外傷 2
司会 新座志木中央総合病院 救急科

さいたま赤十字病院 高度救命救急センター
萩原 章嘉
坪井 基浩

P56-1 転倒による頸部・縦隔の軟部組織損傷によって気道緊急を来した 1 例
横浜市立大学 医学部 救急医学教室 伊東 裕史

P56-2 鈍的心損傷に対しダメージコントロール手術を施行した 1 例
水戸医療センター 救急科 東郷 真人

P56-3 鈍的心損傷を ERT で救命した 1 例
山梨県立中央病院 河西 浩人

P56-4 右主気管支断裂に対して呼吸状態の安定化に難渋した 1 症例
埼玉医科大学 総合医療センター 高度救命救急センター 田中はるか

P56-5 血気胸，閉塞性ショックをきたしたフレイルチェストの症例に対して硬膜外麻酔で 痛管
理をし保存的加療を行った一例

東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科 喬 博軒
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P56-6 肋骨骨折端による冠動脈損傷が原因と疑われた遅発性血胸の一例
済生会横浜市東部病院 救急科 妹尾 聡美

13：30 ～ 14：30

ポスター 57

頭部外傷
司会 順天堂大学浦安病院 救急診療科

りんくう総合医療センター 救命診療科
工藤 智博
鄭 賢樹

P57-1 重症頭部顔面外傷治療における集中治療医が果たす役割
筑波大学附属病院 救急・集中治療部 中尾 隼三

P57-2 外傷性視交 部断裂の一例
日本医科大学 武蔵小杉病院 救命救急科 佐々木和馬

P57-3 外傷性中硬膜動静脈瘻との関連が示唆された多発脳 塞の 1 例
長崎大学病院 高度救命救急センター 立川 温子

P57-4 術中所見にて出血源を同定し得た Delayed acute subdural hematoma の一例
山形市立病院 済生館 救急科 久下 淳史

P57-5 救急外来穿頭での脳圧コントロールにより救命し得た最重症頭部外傷の 1 例
奈良県立医科大学 高度救急救命センター 井上 洋平

P57-6 二次医療機関に搬入される小児頭部外傷の特異例
東京臨海病院救急科 佐藤 秀貴

14：30 ～ 15：30

ポスター 58

腹部外傷
司会 聖マリアンナ医科大学東横病院 脳神経外科

兵庫県災害医療センター 救急部
小野 元
髙宮城陽栄

P58-1 バイク事故による腹腔動脈解離，脾損傷，左腎頚部損傷，膵尾部損傷を認めた一救命例
済生会熊本病院 中山雄二朗

P58-2 外傷を契機とした門脈圧の急激な上昇により死に至った肝硬変の一例
国立病院機構 水戸医療センター 脇田真奈美

P58-3 動脈閉塞を伴ったために保存的に治療出来た右腎破裂（IIb（rM）H1PV）の 1 例
兵庫県立西宮病院 救命救急センター 鵜飼 勲

P58-4 同一部位の脾損傷をきたした 1 例
昭和大学藤が丘病院 救急医学科 柿 佑樹

P58-5 スノーボード外傷による孤立性腎動脈血栓症（renal artery thrombosis：RAT）の 1 例
倉敷中央病院 救急科 崎原 永立

P58-6 外傷性膵損傷に対し Damage Control Surgery を用いた二期的手術にて救命し得た 2 例
大阪警察病院 ER・救命救急科 西浦 嵩弥

P58-7 長時間の腹部の屈曲により腸管虚血，下肢虚血に至った一例
京都府立医科大学附属病院 牧野 陽介
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13：30 ～ 14：30

ポスター 59

骨盤・四肢外傷 1
司会 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 救命救急センター

東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター
岩佐 信孝
関谷 宏祐

P59-1 打撲によりシャント肢に著明な皮下出血を来した維持透析患者の一症例
京都第一赤十字病院 救急科 堀口 真仁

P59-2 Faringer 分類 type I 骨盤開放骨折の 3 例
兵庫県立加古川医療センター 整形外科 高原 俊介

P59-3 骨盤輪骨折における転位が軽度な仙骨または腸骨完全骨折―急性期における出血量の検
討―

神戸赤十字病院 整形外科 大森 貴夫
P59-4 慢性コンパートメント症候群が背景にあると考えられた非外傷性急性コンパートメント症

候群の 1 例
産業医科大学病院 救急科 首藤 瑠里

P59-5 バイク事故による月状骨脱臼を合併した橈骨遠位端骨折の一例
名古屋市立大学病院 救急科 加藤 明裕

P59-6 血行再建後に下腿コンパートメント症候群を発症し関節固定術を行った 1 例
災害医療センター 救命救急センター 長谷川栄寿

P59-7 初発のけいれん発作による受傷が疑われた寛骨臼骨折の一例
仙台市立病院 救急科 伊藤 優太

14：30 ～ 15：30

ポスター 60

骨盤・四肢外傷 2
司会 日本医科大学付属病院 高度救命救急センター

岩手医科大学 岩手県高度救命救急センター
原 義明
菅 重典

P60-1 非定型大腿骨骨折の治療経験
慶應義塾大学 医学部 救急医学教室 高橋 亜実

P60-2 骨折を伴わない距骨下関節脱臼の一例
横浜市立みなと赤十字病院 救命救急センター 甲斐 貴之

P60-3 高所墜落（転落）により受傷した下腿開放創および鋼管腋窩貫通創を，血管内治療併用に
て治療した一例

春日井市民病院 救命救急センター 玉井 宏明
P60-4 大腿骨近位部骨折準緊急手術症例は救急医療管理加算 1 の適応となるか

川崎幸病院 整形外科 上西 蔵人
P60-5 両大腿骨骨幹部骨折に対して即時髄内釘を施行した 1 例―分節骨折に対する術中工夫―

新潟大学医歯学総合病院 高次救命災害治療センター 渡邊 要
P60-6 初療で超音波ガイド下末梢神経ブロックを実施したが，入院後リバウンドペインを訴えた

多発外傷の一症例
高知赤十字病院救命救急センター 村上 翼
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13：30 ～ 14：30

ポスター 61

外傷の病態・診断・治療 1
司会 公立大学法人 大阪市立大学 大学院医学研究科 救急医学

帝京大学病院 救命救急センター
西村 哲郎
角山泰一朗

P61-1 胸骨圧迫後の遅発性血胸に対し胸腔鏡下止血術を施行した一例
堺市立総合医療センター 救命救急科 田根 志帆

P61-2 保存的加療を行った交通外傷による左鎖骨下動脈解離の 1 例
長崎大学病院 高度救命救急センター 猪熊 孝実

P61-3 鹿児島県における梯子・脚立からの外傷（ladder-related fall injury：LRFI）の実態
鹿児島市立病院 救命救急センター 稲葉 大地

P61-4 当院の病院前診療での開胸大動脈遮断の意義
りんくう総合医療センター 大阪府泉州救命センター 救命診療科 文野 裕美

P61-5 頸部鈍的外傷による披裂軟骨脱臼の 1 例
横浜市立みなと赤十字病院 救命救急センター 田中康次郎

P61-6 甲状軟骨骨折に続発する喉頭浮腫をきたし長期の人工呼吸管理を要した一例
兵庫県災害医療センター 福島 雅郁

P61-7 下肢骨折後に発生し，救命し得た脂肪塞栓症候群の 1 例
南和歌山医療センター 救命救急科 松本 春香

14：30 ～ 15：30

ポスター 62

外傷の病態・診断・治療 2
司会 八尾徳洲会総合病院 救急総合診療部

順天堂大学医学部附属浦安病院 救急診療科
岩井 敦志
池上 さや

P62-1 軽微な外傷で上気道狭窄をきたした神経線維腫 1 型に伴う顔面腫瘍内出血の 1 例
山口県立総合医療センター 本田 真広

P62-2 ER で緊急気管切開を行い救命できた鈍的頸部気管断裂の一例
神戸市立医療センター中央市民病院 麻酔科 三好 祐輔

P62-3 外傷契機の脂肪塞栓症候群に，陽圧換気が原因の右―左シャント血流増加による重度の低
酸素血症を合併した肺動静脈瘻を有する 1 例

社会医療法人近森会 近森病院 平野 孝士
P62-4 他疾患との鑑別に難渋したが BAL が診断の一助になった脂肪塞栓症の一例

兵庫県災害医療センター 平 卓也
P62-5 超音波診断が有用であった背部刺創の 1 例

北海道大学病院 救急科 方波見謙一
P62-6 サメ 傷の 1 例

磐田市立総合病院 救急科 植野 正英
P62-7 クリオプレピシテート早期投与により凝固障害の進行を抑え救命できた肝後面静脈損傷の

一例と当院における製剤の使用状況
熊本赤十字病院 外傷外科 寺住 恵子
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13：30 ～ 14：30

ポスター 63

その他外傷 1
司会 日本大学医学部救急医学系 救急集中治療医学分野

社会医療法人敬愛会 中頭病院 救急科
山口 順子
米丸 裕樹

P63-1 当院における山岳救急症例の検討（第 3 報）
高山赤十字病院 救命救急センター 白子 隆志

P63-2 多発外傷の急性期に Streptococcus gallolyticus による敗血症性ショックを合併した 1 症例
飯塚病院 集中治療科 竪 良太

P63-3 救急外来患者の受傷から受診までの時間と創部感染の検討
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

P63-4 両側眼球破裂を呈したエアバック外傷の 1 例
東海大学医学部 外科学系救命救急医学 上畠 篤

P63-5 来院後に急激な気道狭窄をきたした上喉頭動脈損傷の 1 例
製鉄記念広畑病院 姫路救命救急センター 救急科 田口 裕司

P63-6 西日本豪雨災害で受傷した多発土砂損傷の 1 例
広島市立広島市民病院 救急科 秦 昌子

P63-7 演題取り下げ

14：30 ～ 15：30

ポスター 64

その他外傷 2
司会 大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター

日本医科大学付属病院 高度救命救急センター
射場 治郎
溝渕 大騎

P64-1 耳介不全断裂の 1 例
済生会横浜東部病院 救急科 松本 松圭

P64-2 縊首による生存患者の合併損傷に関する観察研究
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 下野圭一郎

P64-3 若年男性に発症した間欠的腹痛を呈する非外傷性腹直筋血腫の 1 例
岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座 星川 浩一

P64-4 義歯の食道嵌頓に対して胸腔鏡下手術を必要とした一例
金沢大学附属病院 麻酔科蘇生科 天日 聖

P64-5 腰部へのトリガーポイント注射により腰動脈損傷を起こした 1 例
大垣市民病院 整形外科 坪内 希親

P64-6 抗凝固療法継続下のエコーガイド頸静脈穿刺にて，甲状頸動脈仮性動脈瘤および腕神経叢
損傷を生じた 1 例

北光記念病院 循環器内科 佐野 文彦
P64-7 転倒により受傷し definitive airway による気道管理を要した甲状軟骨骨折の 2 例

慶應義塾大学医学部 救急医学 増澤 佑哉
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ポスター 65

Acute Care Surgery
司会 松戸市立総合医療センター 救命救急センター

日本医科大学付属病院 高度救命救急センター
村田 希吉
瀧口 徹

P65-1 救急外来での蘇生的開胸術により救命しえた急性心筋 塞後の左室自由壁破裂の 1 例
日本赤十字社 和歌山医療センター 高度救命救急センター 岩崎 安博

P65-2 腹部刺創による肝損傷に対し IVR で止血し得た 1 例
東京女子医科大学 救急医学 齋藤 倫子

P65-3 汚染を伴う上腕動脈断裂創に対して Temporary intravascular shunt 下に創処置を行った
一例

大阪医療センター 救命救急センター 中倉 晴香
P65-4 胃後腹膜穿通による脾動脈仮性瘤胃内穿破に対して大動脈閉塞バルーンカテーテルを併用

した外科的止血術が奏功した 1 救命例
和歌山県立医科大学 救急集中治療医学講座 中田 朋紀

P65-5 開腹止血術と同時に経腹部大動脈アプローチで TEVAR を行った 1 例
高知医療センター 整形外科・救急科 山川 泰明

P65-6 当院救急外科の Acute Care Surgery の現状と課題―アンケートも含めて―
藤沢市民病院 救急外科 岡 智

14：30 ～ 15：30

ポスター 66

脊椎・脊髄外傷
司会 堺市立総合医療センター 救急外科

大阪府立中河内救命救急センター 救急科
臼井 章浩
舟久保岳央

P66-1 受傷直後に緊急除圧術を施行し早期回復した頚髄損傷の一例
岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座 野々口マリア

P66-2 軽微な頸部外傷による咽頭後壁血腫によって気道緊急を来した 1 例
岐阜大学医学部附属病院 高度救命救急センター 大岩 秀明

P66-3 確定診断に経時的な MRI 評価を要した化膿性脊椎炎の 1 例
社会医療法人 行岡医学研究会 行岡病院 救命救急科 田中 敦

P66-4 脊髄損傷に対して早期にラジカットを使用し良好な転帰を迎えた症例報告
千葉西総合病院 北原 雅徳

P66-5 転落頭部外傷後に遅発性に咽頭後間 血腫をきたした一例
岡山市立市民病院 森田 吉則

P66-6 外傷性咽頭後間 血腫による気道狭窄に対し緊急気管挿管を行い早期に抜管し得た 1 例
富山県立中央病院 救命救急センター 大鋸 立邦

P66-7 重度の意識障害を呈した非骨傷性高位頚髄損傷の 1 例
製鉄記念広畑病院 姫路救命救急センター 都築あゆみ
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ポスター 67

環境異常
司会 埼玉医科大学国際医療センター 支持医療科

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 救命救急センター
龍神 秀穂
菅沼 和樹

P67-1 経皮的心肺補助装置（PCPS）が有用だった偶発性低体温症による心肺停止の一例
国立病院機構 熊本医療センター 救命救急・集中治療部 櫻井 聖大

P67-2 熱中症 3 度に虚血性腸炎を合併し腸管切除を行った 1 例
社会医療法人三和会 永山病院 救急科 高橋 均

P67-3 重症熱中症患者に対する検討
春日井市民病院 救命救急センター 近藤 圭太

P67-4 偶発性低体温症による心肺停止に対して早期に PCPS を導入し救命し得た一例
岸和田徳州会病院 救命救急センター 白須 大樹

P67-5 転落外傷後に偶発性低体温による心肺停止を来し，PCPS を導入して救命した 1 例
筑波大学附属病院 救急・集中治療科 朴 啓俊

P67-6 高温環境下に開催される東京 2020 オリンピック・パラリンピックのように容易に中止で
きないイベント時に熱中症は予防可能か

聖マリアンナ医科大学 救急医学 下澤 信彦
P67-7 当院における偶発性低体温による高アミラーゼ血症患者の検討

国立病院機構 京都医療センター 救命救急センター 村上 博基

14：30 ～ 15：30

ポスター 68

小児の救急・集中治療
司会 大阪府立中河内救命救急センター 救急科

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
中條 悟
小口 萌

P68-1 小児の非穿孔性急性虫垂炎に合併したセプティックショックの一例
熊本大学病院 集中治療部 鷺島 克之

P68-2 先天性左冠動脈主幹部閉塞が原因となった小児院外心肺停止の一例
市立函館病院 救命救急センター 野田 昇宏

P68-3 CPR 中の心損傷が原因と考えられる心タンポナーデの一例
埼玉医科大学病院 総合診療内科 中谷 宣章

P68-4 重症呼吸不全に対して VA-ECMO 管理を行った Aicardi-Goutières syndrome（IFIH1）症例
広島大学大学院 救急集中治療医学 田邉 優子

P68-5 縦隔肉腫によって窒息心停止を来した小児に対して ECMO 導入下で下気道閉塞を解除し
た一例

名古屋大学大学院 医学系研究科 救急・集中治療医学分野 安田 祐真
P68-6 長期脳死児の脳死下臓器移植提供の経験

京都第二赤十字病院 救急科 平木 咲子
P68-7 McGRATHⓇMAC2 ブレードはどの年齢の小児でも安全で確実な気管挿管を可能にする

―40 例の検討―
太田西ノ内病院 麻酔科 杉山 拓也
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13：30 ～ 14：30

ポスター 69

産科・婦人科救急
司会 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

福岡県済生会福岡総合病院 救命救急科
森本 文雄
友田 昌徳

P69-1 当院で経験した死戦期帝王切開（Perimortem cesarean delivery）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

P69-2 腹部膨満感と尿量低下を主訴に救急外来を受診した卵巣過剰刺激症候群の一例
東京女子医科大学 救急医学 並木みずほ

P69-3 骨盤内炎症性疾患から二次性虫垂炎を生じ，治療途中で腹腔鏡検査を追加するか判断に苦
慮した 1 例

福山医療センター 産婦人科 甲斐 憲治
P69-4 子宮留膿腫破裂は腹腔内遊離ガスを生じ消化管穿孔と術前診断される

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科 辻山美菜子
P69-5 A 型 RhD 陰性の産科危機的出血に対して RhD 陰性血のみで救命し得た 1 例

済生会横浜市東部病院 救急部 深田 卓也
P69-6 妊婦における突発性脾動脈瘤破裂の症例報告

獨協医科大学病院 救命救急センター 佐久間大智

14：30 ～ 15：30

ポスター 70

精神科救急
司会 埼玉医科大学総合医療センター 救急科

京都第二赤十字病院 救急科
久村 正樹
中村 嘉

P70-1 精神科病院に特化した ICLS コース開催の工夫について
兵庫県立淡路医療センター 救命救急センター 救急科 小平 博

P70-2 急性精神病による舌 傷で気道緊急に至った一例
名古屋掖済会病院 救急科 中村 真崇

P70-3 当院救命救急センターに入院となった薬物過量内服 92 症例の後ろ向き検討
聖マリアンナ医科大学救急医学 清水 剛治

P70-4 上部消化管出血に対する内視鏡的止血術後，横紋筋融解症を呈した水中毒の 1 例
イムス札幌消化器中央総合病院 消化器病センター 山本 浩

P70-5 高エネルギー・高タンパク質の栄養管理により良好な経過を得た抑制型の神経性食思不振
症の 1 症例

日本赤十字社医療センター 栄養課 山邊志都子

13：30 ～ 14：30

ポスター 71

その他の救急疾患 1
司会 宮崎県立延岡病院 救急センター・ICU

慶應義塾大学医学部 救急医学
矢野 隆郎
増澤 佑哉

P71-1 MRI ガドリニウム造影剤による眼球・眼瞼血管性浮腫の一例
Department of Medicine, Mt. Sinai Beth Israel, New York, NY 小畑礼一郎

P71-2 ステロイドパルス療法により未診断の重症筋無力症の初期増悪から呼吸不全をきたした一
症例

徳島大学病院 救急集中治療部 綱野祐美子
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P71-3 ブチルスコポラミンの静脈注射により惹起された kounis 症候群（タイプ I）の一例
大阪府済生会野江病院 救急集中治療科 田中 佑樹

P71-4 ブユに刺され，ネフローゼ症候群を呈した一例
地方独立行政法人広島市立広島市民病院 増田利恵子

P71-5 絞扼性腸閉塞が疑われたが手術を回避したビタミン B1欠乏症の 1 例
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 藤野 靖久

P71-6 挿管管理を要した Krukenberg 腫瘍の 1 例
株式会社日立製作所日立総合病院 救急科 佐藤 悠子

P71-7 胸腔内に感染が進展し膿胸を併発した化膿性脊椎炎の 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

14：30 ～ 15：30

ポスター 72

その他の救急疾患 2
司会 順天堂大学浦安病院 救急診療科

岐阜県総合医療センター 救急科小児救急科・小児感染症内科
松田 繁
松波 邦洋

P72-1 プロポフォール使用で急激な顔面・舌浮腫を来し気道管理に難渋した一例
大阪医科大学附属病院 救急医療部 中村恵理子

P72-2 耳管通気を契機に重症呼吸不全を来し，救命に VV-ECMO を要した一例
自治医科大学附属病院 救命救急センター 藤屋 将眞

P72-3 免疫グロブリン大量静注療法（IVIG）が奏功した Stevens-Johnson 症候群の 1 例
公立昭和病院 救命救急センター 松田 隼

P72-4 鎌状赤血球症における急性胸部症候群の 痛管理の一症例
名古屋大学医学部附属病院 救急科 後藤 縁

P72-5 出血性十二指腸潰瘍に対し繰り返し TAE 施行した末期子宮頸癌の 1 例
東海大学医学部付属八王子病院 日上 滋雄

P72-6 転倒後の意識消失で搬送され胸部 CT で Stanford B型大動脈解離の再発が判明した 1 例
公益財団法人 操風会 岡山旭東病院 救急室 田中礼一郎

P72-7 吐下血を伴うショック：胃潰瘍に鼻出血が併発した一例
倉敷中央病院 救命救急センター 矢野 友大

13：30 ～ 14：30

ポスター 73

画像診断
司会 群馬大学医学部附属病院 救急科

和歌山県立医科大学附属病院 救急集中治療部
青木 誠
柴田 尚明

P73-1 呼吸困難における肺エコーの有効性と限界および適正化
安曇野赤十字病院 救急科 亀田 徹

P73-2 診療放射線技師が参画する救急超音波診療支援体制
刈谷豊田総合病院 放射線技術科 糟谷 明大

P73-3 魚骨による消化管穿孔に対する最大値投影法の有効性と治療法選択の検討
独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災病院 救急科 田中 俊生

P73-4 広範囲の脳幹 塞であったが受診時の MRI が陰性であった超急性期の 1 例
埼玉医科大学病院 総合診療内科 白崎 文隆

P73-5 特発性胸膜外出血―認識されていない胸痛の原因病態：症例報告
東北大学病院 高度救命救急センター 佐藤 武揚

P73-6 急性の両側腹部痛として発症した正中弓状靱帯圧迫症候群（CACS）の 1 例
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科 本多 渉
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P73-7 後縦隔を介して右血胸をきたした胸部下行大動脈瘤破裂の一例
東京都立広尾病院 救命救急センター 石畠 彩華

14：30 ～ 15：30

ポスター 74

集中治療
司会 市立釧路総合病院 救命救急センター・麻酔科・救急科

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 救急・集中治療科
其田 一
宮里 篤之

P74-1 ギランバレー症候群に合併した Autonomic Overactivity Syndrome に，選択的 α1 受容体
拮抗薬ドキサゾシンが有用であった一例

久留米大学医学部 救急医学 吉田 智博
P74-2 高度肥満患者での Electrical Impedance Tomography と経肺圧を用いた適正 PEEP の検

討
徳島大学病院 救急集中治療部 高島 拓也

P74-3 TSS の ICU 滞在期間として CK は有用であるか?
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

P74-4 働き方改革における遠隔 ICU への期待―Tele-ICU の法的検証について―（厚労科研補助
金事業 研究班報告）

株式会社 T-ICU 中西 智之
P74-5 関東病院での救急外来経由の集中治療患者の検討

NTT 東日本 関東病院 麻酔科 集中治療部 小松 孝美
P74-6 病院リニューアルと集中治療部

虎の門病院 集中治療科 品質管理室 石井 健

13：30 ～ 14：30

ポスター 75

ER診療 1
司会 埼玉医科大学病院 救急センター・中毒センター

福井大学医学部附属病院 救急科
芳賀 佳之
川野 貴久

P75-1 外傷性腹部大動脈解離を来したシートベルト症候群の一例
前橋赤十字病院 集中治療科・救急科 丸山 潤

P75-2 急性期脳 塞治療院内プロトコールの作成と運用
名古屋掖済会病院 救急科 小川健一朗

P75-3 一般外来を紹介・walk in 受診した Valsalva 動脈瘤心外破裂の一例
名古屋第二赤十字病院 救急科 三浦 智孝

P75-4 敗血症との鑑別を要した急性心筋 塞に伴う左室自由壁破裂の 1 例
兵庫県立柏原病院 内科 杉本 龍

P75-5 魚骨誤飲により縦隔気腫を来したが良好な転帰を得た一例
日立総合病院 救命救急センター 貝塚 奈穂

P75-6 免疫チェックポイント阻害薬（ニボルマブ）治療中に下垂体性副腎機能低下をきたした症
例

大阪医科大学附属病院 救急医療部 佐野 庸平
P75-7 救急外来受診時に腎盂腎炎を疑い，後日，菌血症が確認された 2 症例の検討

平成紫川会 小倉記念病院 救急部 中島 研
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14：30 ～ 15：30

ポスター 76

ER診療 2
司会 横須賀市立うわまち病院 救命救急センター・救急総合診療部

八尾徳洲会総合病院 外科
本多 英喜
松岡 信子

P76-1 救命困難であった，ガス産生性大腸菌による軟部組織感染症の一例
千葉西総合病院 救急科 松本 直久

P76-2 肺炎球菌による関節炎と髄膜炎を合併した一例
JR 東京総合病院 救急科 樋渡 健悟

P76-3 半年の潜伏期間を経て発症したマラリアの一例
愛媛県立新居浜病院 総合診療科 和田 悠

P76-4 心因性過換気症候群患者と尿路感染症による敗血症患者の血液ガスおよび乳酸値の比較検
討

倉敷中央病院 救急科 漆谷 成悟
P76-5 当院救急外来を受診しためまい症例の検討

日本赤十字社和歌山医療センター 第一救急科部 稲田麻衣子
P76-6 上腸間膜動脈症候群の 1 例

草加市立病院 救急診療科 鈴木 恒夫

13：30 ～ 14：30

ポスター 77

ER診療 3
司会 製鉄記念広畑病院 姫路救命救急センター 救急科

筑波大学附属病院 麻酔科
高岡 諒
関谷 芳明

P77-1 積極的な画像診断により救命した特発性腸間膜血腫の 1 例
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 救急外傷治療学講座 山田 太平

P77-2 速やかに画像所見の改善を認めた clinically mild encephalitis/encephalopathy with a
reversible splenial lesion（MERS）の 1 例

広島市立広島市民病院 救急科 瀬良 聡
P77-3 診断に苦慮した気管支原性嚢胞による胸痛の一例

横浜市立市民病院 救急診療科 山縣 英尋
P77-4 救急外来受診患者における，受診時間による重症度の検討

東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科 高祖 麻美
P77-5 多数傷病者にどのように対応するか；多数傷病者対応マニュアルの作成

平塚市民病院 救急科 葉 季久雄
P77-6 当院救急外来でチェックリストを用いて社会的リスクを有すると評価された患者のまとめ

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 中林 洋介
P77-7 時間外における ER 型救急医の他科医師への影響

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科 土屋 翼
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14：30 ～ 15：30

ポスター 78

脳死・終末期医療
司会 公立昭和病院 救命救急センター

東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター
岡田 保誠
荒川 裕貴

P78-1 「最期は仏間から旅立ちたい」を叶えた家族と救急医と，在宅チームの物語
医療法人社団都会 渡辺西賀茂診療所 小原 章央

P78-2 長期生存した小児臨床的脳死患者の一例
岡山赤十字病院 麻酔科 河野 圭史

P78-3 病院前救急診療における，頭頸部癌終末期患者の大量出血症例
鹿児島市立病院 救命救急センター 高間 辰雄

P78-4 救急救命士への ACP 教育を行った後の救急救命士の救急活動への心境の変化
成田記念病院 宮林真沙代

P78-5 患者家族が脳死下臓器提供を承諾するまでに要する時間
長岡赤十字病院 救命救急センター 宮島 衛

P78-6 多診療科連携支援チームによる，脳死下臓器提供時の主治医負担軽減への取り組み
長崎大学病院 高度救命救急センター 平尾 朋仁

P78-7 自己心拍再開後 1 ヶ月で心停止後臓器提供を行った 1 例
筑波メディカルセンター病院 救急診療科 猪狩 純子

13：30 ～ 14：30

ポスター 79

チーム医療 1
司会 日本赤十字社医療センター 救急科・救命救急センター

筑波大学附属病院 救急集中治療科
林 宗博
星野 哲也

P79-1 救急医療のあり方～救急室の倫理的対応～
京都市立病院 救急科 國嶋 憲

P79-2 重症患者の救命後の QOL 改善には多職種連携がキーとなり得る
盛岡友愛病院 呼吸器外科 志賀光二郎

P79-3 欧米型の診療看護師（NP）や診療アシスタント（MA）を導入した働き方改革への取り組
み

医療法人横浜柏堤会 戸塚共立第 2 病院 初雁 育介
P79-4 終末期と判断されるも家族の同意が得られずに Venovenous-Extracorporeal Membrane

Oxygenation による管理を続けた一例
筑波大学附属病院 救急・集中治療科 本木麻衣子

P79-5 地方の救命救急センターにおけるスタッフ評価方法の工夫
高知医療センター 救命救急センター 齋坂 雄一

P79-6 当院における AST 活動の取り組みと成果
東京臨海病院 救急科 北薗 雅敏
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14：30 ～ 15：30

ポスター 80

チーム医療 2
司会 雲南市立病院 外科・地域総合診療科

信州大学医学部附属病院 高度救命救急センター
森脇 義弘
柴崎 美緒

P80-1 救命救急センターにおける診療看護師の役割
藤田医科大学病院 中央診療部 FNP 室 廣末 美幸

P80-2 単独型高度救急救命医センターにおける形成外科専門医
千葉県救急医療センター 笹原資太郎

P80-3 若年の脊髄損傷患者に上腸間膜動脈症候群を合併した 1 例
信州大学医学部附属病院 柴崎 美緒

P80-4 救命センター専属ベッドコントローラーの導入による効果検証
聖マリアンナ医科大学病院 メディカルサポートセンター 救命ベッドコントロール 伊藤 竜彦

P80-5 入院困難時における MSW の働きと地域連携
公立学校共済組合 九州中央病院 救急部 前原伸一郎

P80-6 救急科専門医の視点での管理が有用であった麻酔症例の検討
市立三次中央病院 麻酔科 田嶋 実

13：30 ～ 14：30

ポスター 81

災害医療
司会 近畿大学病院 救命救急センター

宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター
植嶋 利文
興梠 貴俊

P81-1 演題取り下げ
P81-2 緊急時迅速放射能影響予測 SPEEDI と安定ヨウ素製剤投与

東海大学医学部 中島 功
P81-3 マラソン大会医療救護における緊急度判定

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 耕平
P81-4 国民保護法訓練における多数傷病者のトリアージ方法について

徳島県立三好病院 救急科 三村 誠二
P81-5 中小規模の民間病院が開催する大規模災害訓練

医療法人社団永生会 南多摩病院 朽方 規喜
P81-6 院内ロジスティックス研修

宇治徳洲会病院 臨床工学救急管理室 救急救命士科 仁木 達也
P81-7 地方災害拠点病院における院内災害訓練の工夫と課題

独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター 平田祐太郎

14：30 ～ 15：30

ポスター 82

Rapid Response System
司会 和歌山労災病院 救急部

市立釧路総合病院 救命救急センター 麻酔科・救急科
岩崎 安博
豊原 隆

P82-1 日本体育大学における救急車の導入とその有用性について
日本体育大学 保健医療学部 救急医療学科 小倉 勝弘

P82-2 市中病院における RRS 運用状況の報告
横須賀市立うわまち病院 土屋 りみ
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P82-3 当院での Rapid Response System 導入後の経過報告
横浜市立市民病院 救急診療科 野垣 文子

P82-4 当院における RRS 導入への取り組み
勤医協中央病院 救急科 田口 大

P82-5 中小病院における Rapid Response System の運用～2 年間のまとめ～
健生会土庫病院 救急科 下林 孝好

P82-6 当院における Medical Emergency Team（MET）導入後の活動状況
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 新井 正徳

P82-7 院内全体への RRS 実施するまでに
京都市立病院 林 真也

13：30 ～ 14：30

ポスター 83

地域医療・連携 1
司会 徳島赤十字病院 救急部

社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院 救命救急科
福田 靖
柴田宗一郎

P83-1 ドクターヘリによる訪日外国人の転院搬送例
高山赤十字病院 救急部 柿野 圭紀

P83-2 地域医療支援病院での救急科診療の立ち上げ
独立行政法人 国立病院機構 相模原病院 平田 光博

P83-3 地域二次病院での救急ワークステーションの有用性
橋本市民病院 救急科 國立 晃成

P83-4 当地域における休日夜間応急診療利用状況（二次救急医療機関搬送件数への影響について）
松阪市民病院 救急科 谷口健太郎

P83-5 『陸の孤島』での多数傷病者対応事例
湘南鎌倉総合病院 堀田 和子

P83-6 消防，地域病院，基地病院の連携による早期医療介入の工夫～宮崎ちょっと寄り作戦～
宮崎大学 医学部 附属病院 救命救急センター 齋藤 勝俊

P83-7 メディカルラリー・救急救助ラリーを活用した地域医療と多機関連携の活性化
島根大学 麻酔科 日下あかり

14：30 ～ 15：30

ポスター 84

地域医療・連携 2
司会 鎌ヶ谷総合病院 救急診療科

川崎市立井田病院 救急総合診療センター
澤村 淳
春成 学

P84-1 救命救急センター指定前後における 3 次救急搬送患者の変化
名古屋市立東部医療センター 救急科 村橋 一

P84-2 地方における救命救急センターの現状について
川口市立医療センター 救命救急センター 小川 太志

P84-3 当院へ救急車搬送された 85 歳以上患者の現状
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 川崎 貞男

P84-4 当院の救急搬送患者の転院調整に関わる MSW と PCC の取りくみについて
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 矢野 和美

P84-5 肺障害を伴う術後呼吸管理困難症例への特定行為実践の 1 例
社会医療法人社団 新都市医療研究会〔関越〕会 関越病院 池田 身佳

P84-6 スポーツイベントに参加した市民を対象とした心停止対応のハンズオン実施の報告
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 救急科 前田 啓佑
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13：30 ～ 14：30

ポスター 85

医療安全
司会 順天堂大学医学部附属浦安病院 救急診療科

帝京大学医学部 救急医学講座
中村 有紀
神田 潤

P85-1 ER と TeamSTEPPS
神戸市立医療センター 中央市民病院 救命救急センター 園 真廉

P85-2 当科での他部位外傷患者における VTE 予防に対する取り組み
京都第一赤十字病院 救命救急センター 救急科 的場 裕恵

P85-3 経鼻エアウエイによる鼻中隔損傷
津軽保健生活協同組合 健生病院 鳥谷部陽一郎

P85-4 対象を限定しない院内緊急コールは病院のセーフティネットとしての役割がある
北里大学 医学部 救命救急医学 服部 潤

P85-5 左内頸静脈から中心静脈カテーテルを挿入し，誤留置となった 2 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

P85-6 地方二次救急施設における院内急変対応教育の現状
済生会中和病院 総合診療科 小延 俊文

14：30 ～ 15：30

ポスター 86

労務・運営管理・診療支援
司会 岩手医科大学附属病院 高度救命救急センター

昭和大学藤が丘病院 救急医学科
井上 義博
高安 弘美

P86-1 過去 10 年間の当院における救急搬送後入院数と予定外入院率（臨時入院率）の変化
虎の門病院 集中治療科 品質管理室 石井 健

P86-2 救急医療と救急医本人にやさしい働き方改革とは
青梅市立総合病院 救急科 岩崎 陽平

P86-3 平時に救急車搬送が短期集中したときの方策～災害レベル 0 の新設～
長野赤十字病院 救命救急センター 岩下 具美

P86-4 医療機関スタッフのシフト作成システムにおける QOL 向上に向けた検討
芝浦工業大学 システム理工学部 電子情報システム学科 中井 豊

P86-5 救急病棟における多剤耐性緑膿菌アウトブレイクを受けて―対応と影響，今後の課題―
鹿児島大学病院 救急・集中治療医学分野 救命救急センター 原浦 博行

P86-6 研究・起業というキャリア選択
東京医科大学病院 鎌形 博展

13：30 ～ 14：30

ポスター 87

その他 1
司会 医療法人倚山会 田岡病院 救急科

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
上山 裕二
谷口 隼人

P87-1 死因究明の大切さ
荒尾市民病院 救急科 田畑 輝海

P87-2 膵頭部癌多発肝転移症例における腫瘍出血および胆管炎に対し準緊急で胃空腸吻合術およ
び胆嚢空腸吻合術を施行した一例

日本医科大学多摩永山病院 外科 向後 英樹
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P87-3 ファイルメーカーを利用した新外傷データバンクの症例登録システムの開発
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

P87-4 当院における自傷・自殺企図を原因とする骨盤外傷の特徴
京都第一赤十字病院 救命救急センター 救急科 松室 祐美

P87-5 幼児マムシ 傷の抗毒素血清投与
鳥取県立中央病院 救命救急センター 岡田 稔

P87-6 腹部刺創を伴う意識障害として搬入された一例
京都第一赤十字病院 救命救急センター 救急科 松室 祐美

P87-7 院内救命講習について・当院での取り組み
山口県立総合医療センター 救急科 井上 健

14：30 ～ 15：30

ポスター 88

その他 2
司会 会津中央病院 救命救急センター

米盛病院 救急科
山村 英治
倉田 秀明

P88-1 診断・治療・合併症それぞれで苦労した高アンモニア血症の 1 例
八重瀬会 同仁病院 救急総合診療科 粟国 克己

P88-2 リバーロキサバン内服中の手背動脈損傷の一例
国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 祐森 章幸

P88-3 下腿コンパートメント症候群を併発し，診断に苦慮した結節性多発動脈炎の 1 例
兵庫県立加古川医療センター 救命救急センター 森山 直紀

P88-4 左外腸骨動脈破裂により救命し得なかった血管型エーラス・ダンロス症候群の 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

P88-5 令和改元の 10 連休期間における当院救急外来の受診状況と問題点
市立砺波総合病院 麻酔科 松本 豊

P88-6 救急外来受診を契機に診断に至ったリウマチ性疾患・自己免疫性疾患の 3 症例
産業医科大学病院 救急科 椎木麻姫子

P88-7 リタイヤ救命医は機構による専門医を更新できるか？
松戸市福祉医療センター東松戸病院 森本 文雄

13：30 ～ 14：30

ポスター 89

その他 3
司会 順天堂大学浦安病院 救急診療科

雲南市立病院 地域総合診療科
末吉孝一郎
永瀬 正樹

P89-1 一般市中病院で構築する AI―解析データ構築から機械学習実施までの道のり
堺市立総合医療センター 集中治療科 熊澤 淳史

P89-2 急性期治療を終えた患者に対する 2 次救急病院の役割―頸髄損傷患者を通して―
安曇野赤十字病院 救急集中治療部 内田 桃子

P89-3 医療従事者のストレスチェック制度
国士舘大学 畑中 浩成

P89-4 パキスタン・イスラム国の病院の救急部門で救急医に対しての教育の経験
熊本赤十字病院 麻酔科 大塚 尚実

P89-5 当教室におけるインド脳神経外科との交流
福島県立医科大学 医学部 脳神経外科学講座 市川 優寛

P89-6 救急領域でも意外と使える高気圧酸素治療
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


