
  

 

 

 

 

一般演題 

プログラム 



  

 第 1 会場（第 1 小ホール） 
 

若手集中治療医セッション 1 10:10～10:50 
 

座長 三原 亨（島根大学医学部附属病院 集中治療部） 

 
 

Y 1-1 開心術後に一過性の球症状を呈した眼球型重症筋無力症の一例 
 鳥取大学医学部附属病院 麻酔科 1) 

鳥取大学医学部附属病院 手術部 2) 

鳥取大学医学部附属病院 高次集中治療部 3) 

  ○仲宗根 正人 1)、倉敷 達之 2)、南 ゆかり 3)、北川 良憲 1)、遠藤 涼
1)、森山 直樹 3)、稲垣 喜三 1) 

   

Y 1-2 大量腹水ドレナージにより腹圧上昇に伴う腎機能障害が改善したと

考えられた 3 症例 
 岡山大学 麻酔科蘇生科 

  ○部村 公香、林 真雄、金澤 伴幸、鈴木 聡、清水 一好、森松 博

史 

   

Y 1-3 ホメピゾール・持続血液透析を使用したメタノール中毒の治療経験 
 山口県立総合医療センター 集中治療部 

  ○内山 史子、伊藤 誠、田村 尚、砂川 将直、角 千恵子、油利 俊

輔、古谷 明子、中村 久美子 

   

Y 1-4 難治性心室頻拍に対してニフェカラントが決め手となった一例 
 広島市立安佐市民病院 集中治療部・循環器内科 1) 

広島市立安佐市民病院 集中治療部 2) 

広島市立安佐市民病院 循環器内科 3) 

  ○宮内 俊介 1)、田原 直樹 2)、小田 登 3)、佐々木 正太 3)、世良 昭彦
2) 

   
 

 
 

臨床研究・基礎研究 11:00～12:10 
 

座長 生越 智文（鳥取大学医学部附属病院 救急災害科） 

   大藤 純（徳島大学病院 救急集中治療部） 

 
 

X 1 当院における水中毒と横紋筋融解症との関連性に対する検討 
 高知赤十字病院 救命救急センター 

  ○原 真也、山本 祐太郎、本多 康人、柴田 やよい、藤本 枝里、村

上 翼、廣田 誠二、島津 友一、山崎 浩史、西山 謹吾 

   



X 2 当院における急性薬物中毒の状況 
 高知赤十字病院 救命救急センター 

  ○村上 翼、山本 祐太郎、本多 康人、柴田 やよい、藤本 枝里、廣

田 誠二、原 真也、西森 久美子、島津 友一、山崎 浩史、西山 謹

吾 

   

X 3 くも膜下出血急性期における血清ナトリウム濃度についての検討 
 香川大学医学部附属病院 救命救急センター 

  ○岡崎 智哉、一二三 亨、河北 賢哉、眞鍋 亜里沙、入江 惠一郎、

濱谷 英幸、篠原 奈都代、宍戸 肇、高野 耕志郎、阿部 祐子、黒田 

泰弘 

   

X 4 救急外来での qSOFA の意義を明らかにする：救急 ICU 入室後の病

名と院内死亡率での検討 
 （公財）大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 医師教育研修部 1) 

（公財）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2) 

（公財）大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 救急科 3) 

  ○兵頭 詩野 1)、福岡 敏雄 2)、内野 隼材 3) 

   

X 5 当院救命センターにおける中心静脈カテーテル先端培養陽性率とカ

テーテル関連血流感染症発生頻度についての検討 
 山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター 

  ○福田 信也、金田 浩太郎、古賀 靖卓、中原 貴志、戸谷 昌樹、宮

内 崇、藤田 基、河村 宜克、小田 泰崇、鶴田 良介 

   

X 6 ナノ粒子・ナノディスクを用いた経気道的な敗血症治療戦略 
 東海大学 医学部 外科学系救命救急医学 1) 

東京薬科大学 生命科学部 2) 

東海大学 医学部工学部 応用化学科 3) 

東海大学 マイクロ・ナノ研究開発センター4) 

  ○多田 真依子 1)、岡村 陽介 3)、中川 篤 4)、渡邊 伸央 1)、井上 茂亮
1)、猪口 貞樹 1) 

   

X 7 前負荷保持イヌ摘出交叉灌流心モデルにおける温度変化と拡張能指

標時定数 
 順天堂大学 医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座 1) 

JR 東京総合病院 麻酔科・痛みセンター2) 

  ○水野 樹 1)、有田 英子 2)、花岡 一雄 2) 

   
 

 
 

初期研修医セッション 13:30～14:00 
 

座長 出崎 陽子（市立宇和島病院 麻酔科・集中治療部） 

 



 

I 1 中耳炎に続発した多発性脳膿瘍および化膿性血栓性静脈炎の 1 例 
 JA広島総合病院 初期臨床研修医 1) 

JA広島総合病院 救急・集中治療科 2) 

  ○森川 百合亜 1)、櫻谷 正明 2)、河村 夏生 2)、筒井 徹 2)、吉田 研一
2) 

   

I 2 劇症１型糖尿病に劇症型心筋炎を合併した１例 
 広島大学医学部 臨床研修センター1) 

広島大学大学院 救急集中治療医学 2) 

  ○細川 洋平 1)、木田 佳子 2)、田邉 優子 2)、鈴木 慶 2)、三好 博実 2)、

志馬 伸朗 2) 

   

I 3 両側視床傍正中梗塞症候群の一例 
 徳山中央病院 救命救急センター 

  ○阪田 健祐、山下 進、池知 大輔、宮本 拓、清水 弘毅 

   
 

 
 

若手集中治療医セッション 3 14:00～14:50 
 

座長 福田 信也（山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター） 

 
 

Y 3-1 先天性葉酸吸収不全の一症例 
 高知医療センター 麻酔・集中治療科 

  ○濱田 奈保、濱田 暁、合田 慶介、清水 達彦、鬼頭 英介、難波 健

利 

   

Y 3-2 赤血球輸血を必要とした乳児重症肺炎の 1 例 
 徳島大学病院 救急集中治療部 

  ○中西 信人、中瀧 恵実子、小野寺 睦雄、大藤 純、西村 匡司 

   

Y 3-3 頭蓋接合児ー分離手術既往のある妊婦の緊急帝王切開術と開頭血腫

除去術の 1 症例 
 自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔科 1) 

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 麻酔科 2) 

東京女子医大八千代医療センター3) 

  ○谷口 由枝 1)、庄司 和広 2)、岩井 健一 1)、福島 東浩 2)、湯本 正寿
3) 

   

Y 3-4 アルツハイマー病治療薬であるガランタミン(商品名レミニール)の

過量服薬によって生じたコリン作動性クリーゼの一例 
 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 

  ○梅田 真洋、白神 真乃、西信 俊宏、神野 敬祐、音成 芳正、乙宗 

佳奈子、関 啓輔 

   



Y 3-5 タンポンによるブドウ球菌毒素性ショック症候群に心不全を合併し

た一例 
 島根県立中央病院 救命救急科 1) 

島根県立中央病院 循環器科 2) 

島根県立中央病院 集中治療科 3) 

  ○八幡 俊介 1)、石田 亮介 1)、井本 宏治 2)、北野 忠 3)、金井 克樹 1)、

佐藤 弘樹 1)、田邊 翔太 1)、石飛 奈津子 1)、森 浩一 1)、新納 教男
1)、山森 祐治 1)、松原 康博 1) 

   
 

 
 

若手集中治療医セッション 4 15:00～15:40 
 

座長 池知 大輔（徳山中央病院 救急科） 

 
 

Y 4-1 感染性腹水ドレナージと全身管理により肝移植が回避された一症例 
 岡山大学病院 麻酔科蘇生科 

  ○越智 香織、林 真雄、鈴木 聡、真鍋 星、廣井 一正、松崎 孝、

賀来 隆治、森松 博史 

   

Y 4-2 イレウスの診断で加療中に臓器不全が進行し外科的手術と集学的治

療を必要とした 2 症例 
 愛媛大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科 

  ○南立 秀幸、小西 周、西原 佑、中西 和雄、高崎 康史、池宗 啓

蔵、土手 健太郎、萬家 俊博 

   

Y 4-3 脾臓摘出後の Aeromonas hydrophila 敗血症の 1 例 
 香川県立中央病院 麻酔科 

  ○鈴木 雅美、井上 一由、高橋 裕明、大岩 雅彦、中村 仁、大西 淳

司、谷津 祐市、松田 力哉、平崎 盟人 

   

Y 4-4 Reverse triggering に起因した二段呼吸を横隔膜活動電位のモニタリ

ングによって観察した一例 
 徳島大学病院 救急集中治療部 1) 

徳島大学病院 ER・災害医療診療部 2) 

  ○上野 義豊 1)、板垣 大雅 1)、綱野 祐美子 1)、井澤 眞代 1)、中瀧 恵

実子 1)、小野寺 睦雄 1)、大藤 純 2)、西村 匡司 1) 

   
 

 
 

若手集中治療医セッション 5 15:50～16:40 
 

座長 岡崎 智哉（香川大学医学部附属病院 救命救急センター） 

 



 

Y 5-1 多臓器不全を伴う高度の乳酸アシドーシスで来院したビタミン B1

欠乏の一例 
 岡山赤十字病院 麻酔科 

  ○溝渕 有助、石井 瑞恵、赤澤 杏奈、河野 圭史、三枝 秀幸、佐藤 

幸子、奥 格、福島 臣啓 

   

Y 5-2 高度肥満のため呼吸管理に難渋した頸髄損傷の 1 例 
 愛媛大学医学部附属病院 救急科 

  ○中林 ゆき、安念 優、大下 宗亮、松本 紘典、馬越 健介、竹葉 淳、

相引 眞幸 

   

Y 5-3 小児重症呼吸不全患者に対して静脈-静脈体外式膜型人工肺を導入

し予後良好であった一症例 
 徳島大学病院 救急集中治療部 1) 

徳島大学病院 ER・災害医療診療部 2) 

  ○上野 義豊 1)、大藤 純 2)、綱野 祐美子 1)、井澤 眞代 1)、中瀧 恵実

子 1)、板垣 大雅 1)、小野寺 睦雄 1)、西村 匡司 1) 

   

Y 5-4 直腸癌術後の意識障害の原因として非痙攣性てんかん重積状態

（NCSE）が考えられた 1 例 
 山口大学医学部附属病院 集中治療部 1) 

山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学講座 2) 

  ○山田 健介 1)、関矢 まり 2)、勝田 哲史 1)、白源 清貴 1)、松本 聡 1)、

若松 弘也 1)、松本 美志也 1) 

   

Y 5-5 経皮的心肺補助法離脱後に脊髄空洞症と水髄症を合併した劇症型心

筋炎の 1 症例 
 市立三次中央病院 麻酔科・集中治療室 

  ○田嶋 実、柳谷 忠雄 

   
 



第 2 会場（第 2 小ホール） 
 

看護師演題 1 リハビリ 10:40～11:20 
 

座長 西村 祐枝（川崎医療福祉大学 保健看護学科） 

 
 

N 1-1 ICU での早期リハビリテーションプロトコール導入の取り組み～取

り組み前後での看護師・リハビリスタッフの意識の変化について～ 
 松山赤十字病院 37病棟（ICU） 

  ○伊賀 千夏、本田 香、小笠原 理江、高橋 真紀、藤村 真梨、磯野 

祐介、高岡 宏、加藤 裕子、岡田 真理子 

   

N 1-2 心臓血管外科術後リハビリ表逸脱要因に関する後ろ向き研究 
 山口大学 医学部附属病院 看護部 1病棟 3階東 1) 

山口大学 大学院医学系研究科 保健学専攻 臨床看護学講座 2) 

  ○久賀 千恵子 1)、川上 貴子 1)、猪上 佐也可 1)、松岡 寿江 1)、吉松 裕

子 1)、田戸 朝美 2) 

   

N 1-3 経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）治療を受ける患者の看護      

-集中治療室での離床に向けて- 
 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 

  ○稲田 小百合、高橋 知美、柴田 恭子、寺内 郁美、森 有惟、西山 

由加 

   

N 1-4 急性呼吸窮迫症候群患者の腹臥位療法を経験して効果と合併症の併

発から今後の看護を見直す 
 香川大学医学部附属病院 集中治療室 

  ○堀 仁実、速水 美穂、平尾 美穂、橋田 由吏 

   
 

 
 

看護師演題 2 睡眠・せん妄 11:30～12:10 
 

座長 福田 ひろみ（徳島赤十字病院 ICU・救命救急センター） 

   矢田部 智昭（高知大学医学部附属病院 集中治療部） 

 
 

N 2-1 当院 ICU における睡眠満足度調査 
 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター ICU 

  ○大田 華奈衣、高橋 健二、山本 恵、山村 実穂子、藤井 早苗 

   
 



 

N 2-2 せん妄ケア導入後のせん妄に対する看護師の意識変化 
 高松赤十字病院 

  ○佐々木 啓輔、定廣 ゆか、山本 美也子、桑名 正樹、久保 日登美、

藤川 英里奈 

   

N 2-3 ＨＣＵ看護師のせん妄予備群に対するケアの特徴 
 鳥取県中央病院 ハイケアセンター 

  ○上田 愛美、薮内 宏美、米山 知江 

   

N 2-4 救命救急センターICU における抑制状況の実態調査―脳卒中と頭部

外傷の患者に焦点をあてて― 
 香川大学医学部附属病院 救命救急センターICU 

  ○松浦 知子、内田 理英、安西 馨、田中 ひとみ 

   
 

 
 

看護師演題 3 教育 13:20～14:00 
 

座長 井上 和代（高知赤十字病院 看護部） 

 
 

N 3-1 A 病院における病棟蘇生シミュレーションへの取り組みについて 
 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 看護部 1) 

救急科 2) 

  ○橘 毅 1)、近藤 大樹 1)、山崎 惠利 1)、倉本 あゆみ 1)、小早川 美穂
1)、乙宗 佳奈子 2) 

   

N 3-2 チェックリストを用いた早期経腸栄養への取り組み 
 地方独立行政法人下関市立市民病院 

  ○保村 宏樹、石田 清子 

   

N 3-3 鎮痛スケール導入に向けた取り組み～看護師へのアンケート調査か

らの考察～ 
 福山市民病院 

  ○竹村 亮祐 

   

N 3-4 ＣＰＯＴ導入によるＩＣＵ看護師の疼痛に対する意識変化と今後の

課題 
 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター 

  ○西岡 俊弥、籾井 敏枝、石丸 弘子、川村 佐知 

   
 

 
 



看護師演題 4 患者・家族看護 14:00～14:40 
 

座長 粂橋 美帆（香川大学医学部附属病院 救命救急センター） 

 小坂 順子（岡山大学病院 麻酔科・蘇生科） 

 
 

N 4-1 集中治療室でカフアシスト Rを導入した症例の検討 
 愛媛県立中央病院 看護部 1) 

愛媛県立中央病院 救急科 2) 

愛媛県立中央病院 リハビリテーション部 3) 

愛媛県立中央病院 医療機器管理室 4) 

  ○山本 陽子 1)、橘 直人 2)、木口 大輔 3)、都築 宏正 3)、矢野 奈美 1)、

山内 京子 1)、久枝 正美 4)、佐藤 裕一 2)、三宅 悠香 2)、上松 敬吾
2)、芝 陽介 2)、田中 光一 2)、濱見 原 2) 

   

N 4-2 うっ血性心不全を発症した患者への看護―非侵襲的陽圧換気療法中

の患者への皮膚ケアに関する一例― 
 香川大学医学部附属病院 看護部 救命救急センターICU1) 

香川大学医学部附属病院 看護部 2) 

  ○小槌 聡子 1)、納田 広美 2)、香西 尚実 1) 

   

N 4-3 甲状腺切除両側頸部リンパ節廓清術後の術後動脈性出血に対し、緊

急外科的気道確保を施行し救命しえた若年女性患者の症例 
 福山市民病院 集中治療室 

  ○福世 太一、吉良 佳奈、木村 由佳、山本 真理、石井 賢造 

   

N 4-4 多発外傷で ICU へ入室後、一般病棟へ転棟した患者家族の看護に対

する一考察 
 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 

  ○越道 香織、秦 由美子 

   
 

 
 

看護師演題 5 感染・安全管理 14:50～15:30 
 

座長 田中 ひとみ（香川大学医学部附属病院 看護部） 

   中瀧 恵実子（徳島大学病院 救急集中治療部） 

 
 

N 5-1 バンドルケア介入前後の手指衛生遵守の実態とMRSA発生率の変化 
 岡山大学病院 

  ○松田 規子、岩谷 美貴子、内田 康太、頓宮 真子、谷下 由起 

   
 



 

N 5-2 救命救急センターにおける小型再使用医療器材の洗浄方法の検討 
 香川大学医学部付属病院 看護部 救命救急センター 

  ○平田 明寿美、大福 和馬、松浦 準司、粂橋 美帆、國方 美佐 

   

N 5-3 救命センターにおける気管挿管患者の口腔内環境と口腔ケア効果の

実態 
 山口大学医学部附属病院 1) 

山口大学医学部附属病院 看護部 継続教育支援室 2) 

山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻 看護学領域 臨床看護学分野 3) 

  ○小嶋 慶子 1)、松木薗 太郎 1)、中津 亜衣 1)、錦 奈緒美 1)、近沢 三

枝 1)、相楽 章江 2)、田戸 朝美 3) 

   

N 5-4 薬剤準備段階のダブルチェックの実態と誤薬の関連 
 岡山大学病院 

  ○石上 恵美、岩谷 美貴子、内村 理佳、梶原 右揮、松岡 麻美、赤

田 薫野 

   
 

 
 

集中治療医セッション 15:40～16:40 
 

座長 馬越 健介（愛媛大学医学部附属病院 救急科） 

 
 

D 1-1 ICU でせん妄の治療をしよう！- 症例報告 
 福山市民病院 麻酔科・がんペインクリニック 集中治療室 

  ○石井 賢造、小野 和身、日高 秀邦、小山 祐介、藤重 有紀、荒井 

麻耶、小坂 真子、岡崎 信樹、山下 千明、佐倉 考信、竹中 志穂、

横尾 千加子 

   

D 1-2 高 CO2血症を合併した維持透析患者の１例-HD 前後の血液ガス変動

に関する考察- 
 JA高知病院 麻酔科 

  ○飯富 貴之 

   

D 1-3 人工呼吸管理中に経鼻胃管の挿入後、緊張性気胸を生じた１症例 
 岡山旭東病院 麻酔科 

  ○安川 毅、河原 英朗、辻 千晶 

   

D 1-4 子宮頚癌治療中に肺腫瘍塞栓性微小血管症（Pulmonary tumor 

thrombotic microangiopathy）を疑った一例 
 倉敷中央病院 麻酔科 

  ○入江 洋正、大竹 孝尚、福本 剛之、正司 智洋、呉 裕樹、奥 圭

祐、林 愛、山下 茂樹 

   
 



D 1-5 経カテーテル動脈塞栓術（TAE）を施行した重症顔面外傷の 2 例 
 岡山大学病院高度救命救急センター 

  ○佐藤 圭路、湯本 哲也、野坂 宜之、クナウプ 絵美里、塚原 紘平、

飯田 淳義、山川 泰明、内藤 宏道、寺戸 通久、鵜川 豊世武、中尾 

篤典 

   

D 1-6 2016 年 7 月 21 日発生の山陽自動車道トンネル事故現場出動と当院

の対応(報告) 
 福山市民病院 救命救急センター 

  ○宮庄 浩司、柏谷 信博、米花 伸彦、大熊 隆明、石橋 直樹 

   
 

 
 



第 3 会場（第 61 会議室） 
 

臨床工学技士演題 1 呼吸と循環  10:00～10:40 
 

座長 佐々木 慎理（川崎医科大学附属病院 ME センター） 

大下 慎一郎（広島大学病院 高度救命救急センター・集中治療部） 

 
 

CE 1-1 当院の疾患別の ECMO 症例の検討 
 高松赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 1) 医療技術部 2) 
  ○井上 一也 1)、光家 努 1)、西村 和修 2) 

   

CE 1-2 当院における高流量式鼻カニュラ（high-flow nasai cannula:HFNC）と

非 侵 襲 的 陽 圧 換 気 療 法 （ non-invasive positive pressure 

ventilation:NPPV）の使用実態 
 KKR高松病院 臨床工学科 1) 

KKR高松病院 リハビリテーションセンター2) 

KKR高松病院 呼吸器内科 3) 

  ○山本 晃市 1)、森 大祐 1)、川原 勁介 1)、平井 沙季 1)、伊藤 弥里 1)、

山崎 さおり 1)、広瀬 卓哉 1)、岩田 康伸 1)、塩見 基 1)、片岡 弘明
2)、宮崎 慎二郎 2)、市川 裕久 3)、荒川 裕佳子 3)、森 由弘 3) 

   

CE 1-3 当院人工呼吸器セミナーに対するアンケート調査 
 香川大学 医学部附属病院 ＭＥ機器管理センター1) 

香川大学 医学部附属病院 救命救急センター2) 

香川大学 医学部附属病院 集中治療部 3) 

  ○藤井 伸行 1)、武田 健太郎 1)、吉野 祥太 1)、白石 洋司 1)、中山 智

仁 1)、武内 将起 1)、久保 諭 1)、小松 崇俊 1)、阿部 祐子 2)、白神 豪

太郎 3) 

   

CE 1-4 集中治療室において人工呼吸器離脱後の患者に対してエクスピロン

呼吸モニタでの測定が有用であった症例を経験して 
 川崎医科大学附属川崎病院 MEセンター 

  ○元石 徹也、檀上 弘樹、西海 創、有信 一慶、川村 華奈子、島谷 

洋志、西江 和夫、高山 綾 

   
 

 
 

臨床工学技士演題 2 血液浄化、ICU における CE 業務  

10:40～11:10 
 

座長 小松 崇俊（香川大学医学部附属病院 ME センター） 

若松 弘也（山口大学医学部附属病院 集中治療部） 



 
 

CE 2-1 エンドトキシン吸着における生命予後に関連する因子の検討 
 高松赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 1) 医療技術部 2) 
  ○山田 和典 1)、光家 努 1)、西村 和修 2) 

   

CE 2-2 AN69ST 膜使用による敗血症ショックの有効性についての検討 
 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 MEセンター1) 

独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 集中治療室 2) 

独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 麻酔科 3) 

  ○中 公三 1)、海野 知洋 2)、戸田 成志 3)、北浦 道夫 3) 

   

CE 2-3 特定集中治療加算取得による臨床工学技士 24 時間体制の導入につ

いて 
 高松赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 1) 

医療技術部 2) 

  ○光家 努 1)、西村 和修 2) 

   
 

 
 

若手集中治療医セッション 2 11:20～12:10 
 

座長 櫻谷 正明（JA 広島総合病院 地域救命救急センター） 

 
 

Y 2-1 帝王切開中に産科 DIC を発症し、その背景に子宮型羊水塞栓症が疑

われた 1 症例 
 香川大学医学部附属病院 麻酔・ペインクリニック科 1) 

香川大学医学部附属病院 集中治療部 2) 

香川大学医学部附属病院 麻酔学講座 3) 

  ○中野 安耶子 1)、山上 有紀 1)、菅原 友道 2)、石橋 直子 2)、岡部 悠

吾 3)、別宮 小由理 2)、浅賀 健彦 2)、白神 豪太郎 3) 

   

Y 2-2 鞍結節部脳腫瘍摘出術後に尿崩症と遅発性低 Na 血症を来した 1 例 
 川崎医科大学附属病院 麻酔・集中治療科 

  ○福永 彩子、戸田 雄一郎、城戸 悦子、柘植 雅嗣、難波 力、中塚 

秀輝 

   

Y 2-3 高度の低酸素血症に陥った重症肺炎による ARDS から回復した一例 
 岡山赤十字病院 麻酔科 

  ○渡邊 麻衣、岩崎 衣津、角谷 隆史、石川 友規、進 吉彰、小林 浩

之、實金 健、時岡 宏明 

   

Y 2-4 早期再分極症候群による心停止から社会復帰を果たした一例 
 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 

  ○木村 央、中川 五男、岩崎 祐亮、西田 翼、菊谷 知也 

   



 

Y 2-5 早期に細菌性腹膜炎による敗血症を拾い上げることができた術後胃

体部癌の一例 
 鳥取大学医学部付属病院 呼吸器膠原病内科 1) 

鳥取大学医学部附属病院 麻酔・ペインクリニック外科 2) 

鳥取大学医学部附属病院 高次集中治療部 3) 

鳥取大学医学部 麻酔・集中治療医学分野 4) 

  ○山本 章裕 1)、舩木 一美 2)、持田 晋輔 2)、仲宗根 正人 2)、森山 直

樹 3)、南 ゆかり 3)、稲垣 喜三 4) 

   
 

 
 

リハビリ演題 13:20～13:50 
 

座長 森田 伸（香川大学医学部附属病院 リハビリテーション部） 

南 ゆかり（鳥取大学医学部 高次集中治療部） 

 
 

R 1 起立・歩行補助装置による早期起立トレーニングが動作遂行能力の

回復に奏功した心停止後症候群の一例 
 KKR高松病院 リハビリテーションセンター1) 

KKR高松病院 心臓血管病センター2) 

  ○宮崎 慎二郎 1)、松元 一郎 2)、高木 雄一郎 2) 

   

R 2 心臓血管術後せん妄に関与する因子の検討 
 松山市民病院 リハビリテーション科 1) 

松山市民病院 看護部 2) 

松山市民病院 心臓血管外科 3) 

  ○萩森 康孝 1)、鈴木 伸 1)、河野 みどり 2)、角田 多喜子 2)、小松 由

美子 2)、寒川 顕治 3)、神野 禎次 3) 

   

R 3 ICU における抜管後の嚥下プロトコルの作成と運用 
 JA広島総合病院 リハビリテーション科 1) 

JA広島総合病院 看護科 2) 

JA広島総合病院 救急集中治療科 3) 

  ○上田 雅美 1)、後藤 優佳 1)、小原 明日香 1)、宮根 舞 1)、大野 真由

美 2)、五百川 典子 2)、辻 幸枝 2)、櫻谷 正明 3) 

   
 

 

 

薬剤師演題 14:50～15:40 
 

座長 名倉 弘哲（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 薬学系救急薬学講座） 

   山森 祐治（島根県立中央病院 救命救急科） 



 
 

P 1 透析施行患者にゲンタマイシンの透析前投与を行った一例 
 広島大学病院 薬剤部 1) 

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院応用生命科学部門 救急集中治療医学 2) 

  ○福島 隆宏 1)、吉川 博 1)、佐藤 智人 1)、垰越 崇範 1)、畝井 浩子 1)、

廣橋 伸之 2)、志馬 伸朗 2)、松尾 裕彰 1) 

   

P 2 病棟常駐薬剤師による救命救急病棟及び集中治療室でのバンコマイ

シン血中濃度管理に対する介入効果 
 香川大学医学部附属病院 薬剤部 

  ○立道 貴清、越野 優希、水岡 大策、住吉 健太、冨田 淳子、山口 

佳津騎、小坂 信二、芳地 一 

   

P 3 全身性毛細血管漏出症候群によるバンコマイシンの体内動態変化を

考慮し投与設計を行った小児開心術後の一例 
 島根大学医学部附属病院 薬剤部 1) 

島根大学医学部附属病院 心臓血管外科 2) 

島根大学医学部附属病院 集中治療部 3) 

  ○狩野 園子 1)、石原 慎之 1)、杉原 請香 1)、城 麻衣子 2)、藤本 欣史
2)、織田 禎二 2)、榊原 学 3)、三原 亨 3)、串崎 浩行 3)、二階 哲朗
3)、齊藤 洋司 3)、玉木 宏樹 1)、西村 信弘 1)、直良 浩司 1) 

   

P 4 特定集中治療室常駐薬剤師による他職種への介入事例の解析 
 香川大学医学部附属病院 薬剤部 

  ○住吉 健太、立道 貴清、越野 優希、山下 紗矢佳、安宅 可南美、

一瀬 ひろみ、冨田 淳子、小坂 信二、芳地 一 

   

P 5 救命救急センターICU における医薬品副作用に対する薬剤師の役割

-質疑応答による医薬品情報提供内容の分析より- 
 高知医療センター 薬剤局 

  ○田中 聡、浜田 一成、門口 直仁、公文 登代、宮本 典文、山本 創

一 

   
 


