
― 113 ―

ポ
ス
タ
ー

ポスター（web 開催）

ポスター 1

心肺停止①
司会　　岐阜大学医学部附属病院 高次救命治療センター　　名知　　祥

P1-1 腎機能障害が既往にないにも関わらず高 Mg 血症を来した便秘症の一例
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 救急科　　井上　智博

P1-2 My AED により蘇生され社会復帰した外国人旅行者の１例
旭川医科大学病院 救命救急センター　　堀越　佑一

P1-3 経口気管挿管時に発生するエアロゾル回避のための防護具に関する研究
神奈川県立足柄上病院 脳神経外科　　濱田　幸一

P1-4 心室細動は心臓死を意味しない
弘前大学大学院医学研究科 救急災害医学講座　　花田　裕之

P1-5 JAAM-OHCA registry を用いた小児院外心停止における pH と予後との関連につい
ての研究

京都第二赤十字病院 救命救急センター　　岡田　麻美
P1-6 演題取り下げ 

P1-7 初期波形がショック非適応で，蘇生の経過中に Vf を生じた症例に対する ECPR
の検討：JAAM OHCA レジストリ

群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　福島　一憲

ポスター 2

心肺停止②
司会　　都立広尾病院 救命救急センター　　後藤　英昭

P2-1 当院における心肺蘇生の問題点と改善課題
藤沢湘南台病院 臨床工学科　　山田　直人

P2-2 演題取り下げ 

P2-3 薬剤性低カリウム血症により致死性不整脈を来したが救命し得た 1 例
福島県立医科大学 高度救命救急センター　　武藤　憲哉

P2-4 軸突起骨折により病院前で一過性の心肺停止に至った一例
広島市立広島市民病院 救急科、福井県立病院 救急科　　前田　啓佑

P2-5 初期波形 PEA の院外目撃心停止症例において、エピネフリン投与遅延は神経学
的予後不良と関連する

九州大学大学院医学研究院 循環器内科学　　円山　信之
P2-6 院外心停止例に対する薬剤投与率と生存転帰に関する検討

関西医科大学 救急医学講座　　梶野健太郎
P2-7 院外心肺停止に対する当院での心肺蘇生の臨床成績－社会復帰に関する因子の検

討
岐阜県総合医療センター 救命救急センター　　森　　義雄

ポスター 3

心肺停止③
司会　　新百合ヶ丘総合病院 救急センター　　伊藤　敏孝

P3-1 胸骨圧迫の質向上を目的とした胸骨圧迫補助デバイスの検討
国士舘大学大学院 救急システム研究科　　金子　優輝

P3-2 心肺蘇生に伴う合併症の検討
獨協医科大学病院 救命センター　　廣瀬　晃平

P3-3 非ショック適応心肺停止患者に対するアドレナリン投与時間効果
宮崎県立延岡病院 救命救急科　　中村　仁彦
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P3-4 心停止の原因精査に難渋した肥大型心筋症の１例
群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　中島　　潤

P3-5 病院前活動から始まる ECPR で後遺症を残さず救命し得た、フライトドクターに
よる目撃ある心停止の 1 例

高知医療センター 救命救急センター　　齋坂　雄一
P3-6 左冠動脈肺動脈起始症による心室細動から蘇生した成人の１例

岸和田徳洲会病院 救命救急センター　　白須　大樹
P3-7 The duration of CPR skills for return of spontaneous circulation in out-of-hospital 

ventricular fibrillation
宮崎県立延岡病院 救急センター　　矢野　隆郎

ポスター 4

中枢神経①
司会　　関西医科大学総合医療センター 救命救急センター 脳神経外科　　岩瀬　正顕

P4-1 高圧酸素療法により良好な転帰を得られた脂肪塞栓症の一例
群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　沼崎あゆみ

P4-2 内頸動脈ステント留置後に意識障害と痙攣重積発作を呈し、造影剤脳症と診断し
た１例

東京慈恵会医科大学附属柏病院 救急科　　金本いずみ
P4-3 An entirely favorable outcome of intensive immunotherapies for new onset refractory 

status epileptics (NORSE)
市立札幌病院 臨床研修センター/総合臨床センター　　佐藤　朝之

P4-4 健忘以外の症状を伴わず一過性全健忘が疑われた視床梗塞
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　前田　祐希

P4-5 SAH で発症した ICA blister aneurysm に対する trapping + high flow bypass の妥当性
東京女子医科大学附属八千代医療センター 脳神経外科　　川島　明次

P4-6 前脊髄動脈瘤破裂によるくも膜下出血をきたした 1 例
松山赤十字病院 脳神経外科　　武智　昭彦

P4-7 急性大動脈解離に合併した脳梗塞の 2 例－救急外来における診療指針の再考－
大分大学 大分大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　白神　浩平

ポスター 5

中枢神経②
司会　　市立釧路総合病院 救急科　　豊原　　隆

P5-1 周産期、産褥期と神経救急
雄勝中央病院　　國塚　久法

P5-2 輸血を含めた貧血補正が原因として考えられる可逆性白質脳症（PRES）の 1 例
あさひ総合病院 内科　　橋本　　優

P5-3 脳梗塞を契機に発見された Listeria monocytogenes による感染性心内膜炎の 1 例
岩手医科大学 救急科　　横藤　　壽

P5-4 長時間の意識障害を呈したレビー小体型認知症の１例
埼玉医科大学総合医療センター 臨床研修センター　　谷口　博美

P5-5 運動中に生じた胸背部痛、右上肢不全麻痺の症例
セコメディック病院 救急科、新松戸中央総合病院　　宇藤　　薫

P5-6 感染性心内膜炎に合併した脳出血に対し神経内視鏡下血腫除去術を行った一例
福岡東医療センター 脳神経外科　　保田　宗紀

P5-7 慢性的な眼痛をきたした内頸動脈海綿動静脈洞瘻の一例
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　八百　佑樹

ポスター 6

中枢神経③
司会　　埼玉医科大学国際医療センター 支持医療科　　龍神　秀穂

P6-1 可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症 (MERS) の 1 例
公益財団法人操風会岡山旭東病院 救急科　　田中礼一郎
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P6-2 難治性痙攣性てんかん重積状態にて来院した神経梅毒の 1 例
東京女子医科大学 救急医学　　朴　　栽完

P6-3 けいれん発作で発症した脳静脈血栓症の一例
高知赤十字病院 救命診療部　　布村　俊幸

P6-4 セフトリアキソン（CTRX）投与後に意識障害、ミオクローヌスを発症した症例
福山市民病院 救急科　　池上　良一

P6-5 症候性てんかんの既往と卵巣奇形腫の存在から鑑別に難渋したウイルス性髄膜炎
の 1 例

中部徳州会病院 集中治療科　　平田　　旭
P6-6 Staged CAS を行った症例の検討

萱島生野病院 脳神経外科　　岩田　亮一
P6-7 抗菌薬によるアナフィラキシーショックとともに脳梗塞を発症した一例

麻生飯塚病院 集中治療科　　平松　俊紀

ポスター 7

循環 Case report
司会　　公立松任石川中央病院 救急医療部　　安間　圭一

P7-1 鏡像型右胸心に発症した ST 上昇型心筋梗塞の一例
岡山市立市民病院 救急センター　　緒方　晶子

P7-2 脾炎からの脾臓破裂を来した感染性心内膜炎の一例
武蔵野赤十字病院 救命救急センター　　蕪木　友則

P7-3 持続性心室頻拍で来院された左室内血栓を伴う肥大型心筋症の一症例
日本海総合病院 循環器内科　　大橋　尚人

P7-4 癌性疼痛をメサドン管理中、併存症に対するメトロニダゾールとの相互作用で痙
攣重積やたこつぼ型心筋障害を生じた 1 症例

西宮市立中央病院 麻酔科　　平井　康富
P7-5 演題取り下げ 

P7-6 短期間に急速拡大、破裂を来した肝動脈瘤の一例
新行橋病院 医局　　有次　　葵

P7-7 骨髄異形成症候群の急性転化により心タンポナーデに至った一例
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　　加藤　史人

ポスター 8

呼吸器、腎、感染
司会　　広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線災害医療開発研究分野　　廣橋　伸之

P8-1 演題取り下げ 

P8-2 気管端々吻合術後の抜管後上気道狭窄に対してベッドサイドで準緊急的気管切開
を施行した 1 例

熊本大学 集中治療部　　鷺島　克之
P8-3 再挿管するも気管切開を回避し得た高齢者全身型破傷風の 1 例

梼原町立国民健康保険梼原病院 内科　　津野　桃里
P8-4 気管切開後遅発性気管狭窄をきたし再度の気管切開を要した破傷風の一例

鳥取県立中央病院 救急科、医療法人社団松下会白庭病院 脳神経外科　　前田　裕仁
P8-5 創部培養でClostridium  tetani が分離されメトロニダゾールで治療した破傷風の 1

例
国立病院機構熊本医療センター 救命救急・集中治療部　　清水千華子

P8-6 NPPV 早期失敗の判断の遅れが及ぼす影響の検討
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科　　白根　翔悟

P8-7 保存的に対応し得た腎嚢胞自然破裂の 2 例
セコメディック病院 救急科、新松戸中央総合病院 救急科　　宇藤　　薫
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ポスター 9

呼吸器
司会　　済生会若草病院 内科　　鈴木　淳一

P9-1 急性膿胸に合併した大量気道出血に対して ECMO を使用し救命した 1 例
東京医科歯科大学 救命救急センター　　久下　晶子

P9-2 オセルタミビルカプセル®が原因と考えられる薬剤性肺臓炎の一例
済生会横浜市東部病院 救命救急センター　　森　　崇彰

P9-3 腸骨静脈圧迫症候群に起因する肺血栓塞栓症により肺化膿症を合併した 1 例
京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科　　高谷　悠大

P9-4 メトトレキサート関連リンパ増殖性肺疾患が疑われた１例
東京女子医科大学病院 救急医学　　齊藤眞樹子

P9-5 COVID-19 と鑑別を要したステロイド投与が奏功した薬剤性間質性肺炎の一例
東京女子医科大学 救急医学　　大城　拓也

P9-6 塗料が誘発した気管支喘息により心肺停止に至った一例
大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター　　山田　大輔

ポスター 10

消化管①
司会　　高槻病院 総合救急医療センター　　秋元　　寛

P10-1 巨大結腸症の術式の検討
入間川病院 外科　　貴島　章徳

P10-2 腸管気腫症、門脈ガス血症を呈した非閉塞性腸管虚血症の 1 剖検例
奈良県総合医療センター 救命救急センター　　濵田　華奈

P10-3 有鉤義歯誤飲による食道損傷に対し、有茎肋間筋弁を用いた一例
大阪府立中河内救命救急センター　　福岡　大史

P10-4 臍ヘルニア嵌頓を契機に診断された悪性リンパ腫の 1 例
JCHO船橋中央病院 救急科　　大塚　恭寛

P10-5 重症急性膵炎を合併しショックで搬送された上腸間膜動脈症候群
獨協医科大学埼玉医療センター 救急医療科　　中村龍太郎

P10-6 二十代で再発した腸重積の一例
国際医療福祉大学成田病院　　菱沼加寿子

P10-7 血中膵酵素の上昇を認めない高脂血症による急性膵炎の 1 例
名古屋第二赤十字病院 救急科　　玉田　嘉人

ポスター 11

消化管②
司会　　岐阜大学 高次救命治療センター　　福田　哲也

P11-1 術前より診断した急性胆嚢炎を伴う胆嚢癌に対する治療
野崎徳洲会病院 臨床教育センター・総合診療科　　小野山裕彦

P11-2 メッケル憩室茎捻転による腸閉塞を来たした一例
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　兼行　惠太

P11-3 ADL 不良の 90 歳以上超高齢者に対する消化器外科緊急手術の成績とその問題点
藤田医科大学ばんたね病院 消化器外科学講座　　加藤　宏之

P11-4 小腸穿孔を繰り返したサイトメガロウイルス腸炎の 1 例
大阪医科大学 臨床研修医　　西居　智信

P11-5 メッケル憩室に起因した絞扼性イレウスの 1 例
済生会松阪総合病院 外科　　河埜　道夫

P11-6 発症時期不明の縦隔気腫が診断の契機となった S 状結腸憩室先行の 1 例
国家公務員共済組合連合会新別府病院 救命救急センター　　中村　夏樹

P11-7 大量出血により緊急手術を要した縦隔内限局型特発性食道破裂の 1 例
藤沢市民病院 救急外科　　小崎　良平
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ポスター 12

消化管③
司会　　雲南市立病院 外科　　森脇　義弘

P12-1 CT で診断された気管内腫瘍が実際には存在しなかった食道裂孔ヘルニアの 1 例
浦和神経サナトリウム　　羽岡　健史

P12-2 未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療後に出血性ショックを来した食道粘膜下血腫
の１例

順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科　　大場　次郎
P12-3 酸素化低下を呈したステーキハウス症候群の 1 例

兵庫県災害医療センター　　前村　早希
P12-4 PMX-DHP 療法が有効であった小腸穿孔による敗血症性ショックの一例

北九州総合病院 外科　　村山　良太
P12-5 当院での下部消化管穿孔性腹膜炎での手術部位感染症 (SSI) の発生因子の検討

市立豊中病院 消化器外科　　大本　亮輔
P12-6 腹部大動脈グラフト置換後の大動脈十二指腸瘻より腸腰筋膿瘍を認めた一例

東京女子医科大学東医療センター 救急医療科　　神部　茉由
P12-7 PT-INR 延長が診断の契機となった抗凝固剤による小腸壁内血種の 1 例

福井県立病院 救命救急センター　　岩見有希子

ポスター 13

消化管④
司会　　総合病院 国保旭中央病院 救命救急センター 　　高橋　　功

P13-1 門脈ガス血症を呈した十二指腸下行脚腸管気腫症から十二指腸穿孔へ移行した一
例

社会医療法人天神会 新古賀病院 救急部　　宇治　祥隆
P13-2 ショックバイタルに至った４度膣裂傷に対して保存的加療を選択した１例

昭和大学藤が丘病院 救命救急科　　山荷　大貴
P13-3 大腸穿孔患者における術後アルブミン投与の有用性

太田西ノ内病院 外科　　杉本　桃子
P13-4 胸膜肺全摘術後の横隔膜ヘルニア嵌頓に対し大網充填による閉鎖を施行した 1 例

松阪市民病院 外科　　藤永　和寿
P13-5 単孔式腹腔鏡下イレウス解除を施行した胆石イレウスの 1 例

東海大学医学部付属八王子病院 消化器外科　　吉井　久倫
P13-6 多彩な合併症を呈した炎症性腸疾患の一例

武蔵野赤十字病院 救命救急センター　　原　　俊輔

ポスター 14

消化管⑤
司会　　川崎医科大学附属病院 救急科　　稲吉　祐樹

P14-1 保存的加療で軽快した門脈ガスを伴う胃気腫の一例
大阪市立大学医学部附属病院 救命救急センター　　川田　沙恵

P14-2 食道裂孔ヘルニア胃嵌頓に対し、救急外来で緊急上部消化管内視鏡を施行した一
例

東京ベイ・浦安市川医療センター 救急集中治療科　　藤井　裕菜
P14-3 高トリグリセリド血症関連急性膵炎にインスリン ･ヘパリン療法が有効であった

2 例
兵庫医科大学病院 救命救急センター　　新田　　翔

P14-4 当院 ICU で経験した非閉塞性腸管虚血 14 例の検討
中部徳洲会病院 内科　　遠藤　啓孝

P14-5 糖尿病性ケトアシドーシスに併発した非閉塞性腸間膜虚血症の 1 例
東京女子医科大学 救急医学　　齋藤　倫子

P14-6 頸髄損傷患者の慢性下痢に対して診断に難渋した薬剤起因性 Collagenous Colitis
の 1 例

京都第一赤十字病院 救命救急センター救急科　　八幡　宥徳
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ポスター 15

内分泌・栄養
司会　　東京都立多摩総合医療センター救命救急センター　　樫山　鉄矢

P15-1 著明な黄疸を呈した甲状腺クリーゼの一例
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　土屋　　翼

P15-2 脱力発作を契機に発見された膵内分泌腫瘍の一例
虎の門病院 救急科　　小澤　継史

P15-3 敗血症性ショックの患者で早期診断し得た副腎クリーゼの一例
東京大学医学部附属病院 救急科　　栗本　美緒

P15-4 多臓器不全を呈したアルコール性ケトアシドーシスの一例
名古屋第二赤十字病院 救急科　　井上　修平

P15-5 低亜鉛血症を認める重症病態における亜鉛製剤投与の検討
日本大学医学部救急医学系 救急集中治療医学分野　　佐藤　　淳

P15-6 重症 COVID-19 肺炎における経腸栄養管理の検証
日本赤十字社医療センター 栄養課　　山邊志都子

P15-7 「重症患者に対する経腸栄養プロトコル」の導入について
日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　杉本　貴史

ポスター 16

多臓器不全・ショック
司会　　昭和大学横浜市北部病院 救急診療科　　八木　正晴

P16-1 仮性動脈瘤破裂により気道閉塞と出血性ショックを来した神経線維腫症の 1 例
岡山大学病院 救命救急科　　庵谷　紘美

P16-2 バソプレシン投与におけるショック離脱予測因子の検討
北海道大学病院 救急科　　高橋　正樹

P16-3 ショックで搬送された菌血症と脾膿瘍を伴う感染性脾動脈瘤破裂の 1 例
総合病院国保旭中央病院 救命救急センター　　藤森　大輔

P16-4 敗血症性ショックを合併した非穿孔性急性虫垂炎の 1 例
刈谷豊田総合病院 麻酔科 救急•集中治療部　　高木翔一朗

P16-5 急性薬物中毒を発端とした意識障害で長期坐位となり、大腿コンパートメント症
候群を来した一例

東京大学医学部附属病院 救命救急センター・ER・集中治療部　　前原　弘武
P16-6 肥満細胞性白血病によるアナフィラキシー様症状で集中治療を要した一例

筑波大学附属病院 救急集中治療部　　冨沢　夏美
P16-7 重度の敗血症性ショックを呈した巨大多発肝膿瘍に対して IVR と集中治療にて治

療を完遂した一例
札幌東徳洲会病院 画像・IVRセンター　　松田　律史

ポスター 17

感染症・敗血症、多臓器不全
司会　　神戸大学 災害・救急医学分野　　井上　茂亮

P17-1 膵液瘻による非外傷性脾破裂の 1 例
京都府立医科大学 救急医療学教室　　安次嶺親志

P17-2 造影剤により誘発された透析患者の Kounis 症候群の一例
小牧市民病院 救急集中治療科　　中村　元気

P17-3 トレイルランニングレース中にアナフィラキシーショックを発症し他選手のアド
レナリン自己注射製剤を使用し症状改善を認めた一例

京都府立医科大学 救急医療学教室　　太田　　凡
P17-4 早期より腹部コンパートメント症候群 (ACS) と非閉塞性腸管虚血症 (NOMI) を続

発して救命し得なかった ERCP 後重症急性膵炎の 1 症例
兵庫医科大学 救急災害医学　　佐藤　聖子

P17-5 感染症入院患者における発熱及び CRP 値と血液培養施行との関連
福島県立医科大学、総合南東北病院　　橋本　克彦
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P17-6      Septic DIC に対するアンチトロンビン製剤の投与量とその効果
東千葉メディカルセンター 救急科・集中治療部　　大谷　俊介

P17-7 貧血を契機に見つかった卵巣嚢腫感染症の 1 例
順天堂大学医学部附属静岡病院 救急診療科　　串田　好宏

ポスター 18

感染症・敗血症①
司会　　群馬大学大学院医学系研究科 救急医学　　大嶋　清宏

P18-1 宮城県で発生したブルーリ潰瘍の 1 例
みやぎ県南中核病院 皮膚科　　東條　玄一

P18-2 嚥下障害が先行した頭頸部型破傷風の一例
順天堂大学医学部附属静岡病院 救急診療科　　大坂　裕通

P18-3 救急搬送患者自己申告の食事摂取量と悪寒戦慄の有無によって菌血症を除外する
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

P18-4 急激な転帰をたどった Clostridium perfrigens 敗血症の 1 剖検例
兵庫医科大学 救急・災害医学講座　　坂田　寛之

P18-5 ESBL 産生菌による尿路感染症に対する抗菌薬の使用状況とその臨床的特徴の比
較

東北医科薬科大学病院 救急科　　阿部　良伸
P18-6 Capillary leak syndrome を呈した壊死性筋膜炎の 1 例

徳島赤十字病院 救急科　　宮本　綾香
P18-7 短時間の同室管理にも関わらず、気道管理を契機とした水平感染により侵襲性 A

群溶連菌感染を発症したと考えられる 1 例
聖マリアンナ医科大学 救急医学 救命救急センター　　金澤　　実

ポスター 19

感染症・敗血症②
司会　　済生会福岡総合病院 救命救急センター　　則尾　弘文

P19-1 下腹壁動脈瘤破裂による腹直筋血種を合併した破傷風感染症の 1 例
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　　井上　史也

P19-2 来院時に下大静脈および心腔内に大量の air を認めたフルニエ壊疽の一例
東海大学医学部総合診療学系 救命救急医学　　伊瀬　洋史

P19-3 関節リウマチに対してアクテムラ投与中に劇症型連鎖球菌感染症を発症し治療に
難渋した 1 例

済生会野江病院 救急集中治療科　　渡辺　昇永
P19-4 カルバペネム耐性緑膿菌による好中球減少性腸炎、敗血症性ショックに対してセ

フトロザンタゾバクタム長期投与を行った 1 症例
愛媛県立中央病院 麻酔科　　上松　敬吾

P19-5 歯周病による菌血症が原因と思われた腰部硬膜外膿瘍の１例
公立甲賀病院 麻酔科　　今井　秀一

P19-6 間欠的プロカルシトニン上昇を認めた骨髄異形成症候群の一例
江東病院 循環器内科　　高部　智哲

P19-7 神経性食欲不振症に合併した菌血症
藤田医科大学病院 救急総合内科　　中島　理之

ポスター 20

感染症・敗血症③
司会　　長野赤十字病院 救命救急センター　　岩下　具美

P20-1 当院で集学的治療を施行した肝膿瘍 4 例における治療前後の SOFA score 変動を
中心とした臨床成績に関する検討

国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急センター　　甲斐沼　孟
P20-2 敗血症性ショックと鑑別が困難であった、成人 still 病の一例

公立昭和病院 救命救急センター　　佐々木庸郎
P20-3 発熱・腰痛を主訴に受診し特発性後腹膜膿瘍と診断した一例

洛和会音羽病院 救命救急センター・京都ER　　西川　直輝
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P20-4 リステリア髄膜炎に続発した可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症の一
例

広島大学大学院 救急集中治療医学　　三好　博実
P20-5 高度救命救急センターに入院した MRSA 保菌維持血液透析症例の特徴

久留米大学病院 高度救命救急センター、
久留米大学医学部 内科学講座腎臓内科部門　　福田　理史

P20-6 血液吸着療法、大量Γグロブリン投与により救命、患肢温存が可能であった壊死
性筋膜炎の一例

兵庫医科大学病院 救命救急センター　　長谷川佳奈
P20-7 シャント感染を契機に発症した septic pulmonary embolism の 1 例

中部徳州会病院 集中治療科　　平田　　旭

ポスター 21

感染症・敗血症④
司会　　静岡赤十字病院 救命救急センター・救急科　　中田　託郎

P21-1 迅速な診断、治療介入及び集学的治療により股関節離断を回避できた壊死性筋膜
炎の 1 例

聖マリアンナ医科大学 救急医学　　佐藤健太郎
P21-2 Streptococcus sanguinis による感染性心内膜炎に高度の横紋筋融解症を合併した 1

例
前橋赤十字病院 集中治療科・救急科　　河内　　章

P21-3 敗血症性凝固線溶障害に対する凝固線溶関連マーカーの有用性の比較検証
藤枝市立総合病院 救命救急センター 救急科、

東京女子医科大学東医療センター 救命救急センター　　増田　崇光
P21-4 自殺企図で入山しハエ幼虫症となった 1 症例

信州大学医学部付属病院 高度救命救急センター　　信岡　智彦
P21-5 感染性心内膜炎の原因と考えられた腸管感染症に伴う化膿性血栓性門脈炎の 1 例

市立千歳市民病院 外科（救急担当）　　内藤　祐貴
P21-6 咽後膿瘍に類似した画像所見を呈し鑑別が困難であった化膿性脊椎炎の 1 例

岐阜県立多治見病院 耳鼻咽喉科　　神本　高宏
P21-7 劇症型溶血性連鎖球菌感染症の侵入門戸として子宮附属器が疑われた一例

東京都立墨東病院 救命救急センター　　永井　　航

ポスター 22

感染症・敗血症⑤
司会　　石川県立中央病院 救命救急センター　　南　　啓介

P22-1 転帰良好であった肺炎球菌性髄膜炎患者の 2 例
川口市立医療センター 救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　鈴木　　剛

P22-2 口腔底挫創による小児の Ludwig’s angina
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　辻山美菜子

P22-3 新型コロナウイルス感染症と鑑別を要したニューモシスチス肺炎の一例
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 救急科、

横浜市立大学医学部救急医学教室　　福井　涼介
P22-4 A 群β溶連菌抗原迅速検査陽性の伝染性単核球症の一例

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　谷口　敦基
P22-5 多発脳膿瘍から脳出血をきたした感染性心内膜炎の 1 例

国立病院機構金沢医療センター 循環器内科　　平井　忠幸
P22-6 器具を用い自己催吐により咽頭穿孔から気胸・縦隔炎を生じた摂食障害の一例

京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科　　松本　憲明
P22-7 近赤外線分光法を用いて鑑別した軟部組織感染症の 2 例

北里大学医学部 救命救急医学　　大井真里奈
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ポスター 23

感染症・敗血症⑥
司会　　久留米大学病院 高度救命救急センター　　山下　典雄

P23-1 Clostridium  perfringens による敗血症で、短時間に死亡した 2 剖検例
深谷赤十字病院 研修医　　濱田　千洋

P23-2 COVID-19 流行期に搬送されたパラインフルエンザウイルスによる ARDS の 1 例
札幌医科大学 救急医学講座　　東條隆太郎

P23-3 プロカルシトニン値による菌血症患者のグラム陽性菌予測の検討
山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター　　池知　大輔

P23-4 非典型的な臨床症状を示していた重症型日本紅斑熱を集学的治療により救命した
1 例

産業医科大学病院 集中治療部、JA尾道総合病院 救急総合診療科　　日高　　惟
P23-5 左側結腸憩室穿孔による後腹膜膿瘍から左下肢に進展したガス壊疽を発症した一

症例
社会医療法人緑泉会 米盛病院 救急科　　崔　　権一

P23-6 侵襲性肺炎球菌性肺炎に対し VV-ECMO による集中治療管理を行った一例
東京女子医科大学 救急医学講座　　大久保ひかり

P23-7 抗血栓薬を服用していたことは菌血症治療に有益か？
加古川中央市民病院 救急科　　切田　　学

ポスター 24

感染症・敗血症⑦
司会　　市立札幌病院 総合臨床センター　　佐藤　朝之

P24-1 当院における劇症型溶血性連鎖球菌感染症 12 例の検討
昭和大学医学部 救急・災害医学講座　　井上　　元

P24-2 過去 10 年で当院 ICU での加療を要した破傷風の重症患者 5 例の検討
中頭病院 救急科、中頭病院 集中治療科　　西沢　拓也

P24-3 犬咬傷によるPseudomonas  putida 敗血症の一例
広島大学大学院 救急集中治療医学　　芳野　由弥

P24-4 盲腸癌による腸重積と Streptococcus milleri による化膿性肝膿瘍を合併し敗血症を
呈した 1 例

永山病院 救急科　　高橋　　均
P24-5 鼠咬症による敗血症の 1 例

東京女子医科大学 救急医学講座　　小坂　眞司
P24-6 当院における肺炎に対するエンペリックテラピーの検討

日本医科大学武蔵小杉病院 救命センター救命救急科、
日本医科大学 救急医学教室　　城戸　教裕

P24-7 急性呼吸窮迫症候群 , 敗血症性ショックに至った , Lactobacillus 属による菌血症の
一例

済生会横浜市東部病院 救命救急センター　　川合　良尭

ポスター 25

感染症・敗血症⑧
司会　　川崎市立川崎病院 救命救急センター　　田熊　清継

P25-1 当科で経験した破傷風症例の検討
群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　荒巻　裕斗

P25-2 劇症型 A 群β溶血連鎖球菌感染症加療中に感染性腹部大動脈瘤を来たした一例
慶應義塾大学医学部 救急医学教室　　谷口　枝穗

P25-3 発熱で救急搬送され EBV 関連リンパ増殖性疾患の診断となった一例
大阪府済生会野江病院 救急集中治療科　　福井　優人

P25-4 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に急性心筋炎を併発した 1 例
福岡大学病院 救命救急センター　　森本　紳一

P25-5 グラム陰性桿菌の持続菌血症を予測することは可能か？
大阪急性期・総合医療センター 救急診療科　　南　　健介
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P25-6 重症レジオネラ肺炎で入院直後に予期せぬ心肺停止となった 1 例
JA岐阜厚生連中濃厚生病院 呼吸器内科　　安藤　英治

P25-7 熱源精査目的の CT で所見が見つかる要因についての検討～単施設コホート研
究～

防衛医科大学校病院 放射線科、防衛医科大学校病院 救急部　　寺山　毅郎

ポスター 26

COVID-19 ①
司会　　札幌医科大学 救急医学講座　　上村　修二

P26-1 軽症新型コロナ感染症患者に対する宿泊療養における課題
久留米大学病院 高度救命救急センター　　山下　典雄

P26-2 SARS-Cov-2 PCR 検査陽性者を安全に 2 週間自宅療養させるために必要な検体採
取時の問診内容について

大阪急性期・総合医療センター 高度救命救急センター 救急診療科　　前川　隆博
P26-3 COVID-19 に対するファビピラビルの重症化抑制効果の検討

奈良県総合医療センター 救命救急センター 集中治療部　　竹本　　聖
P26-4 新型コロナウイルス感染症（Covid-19）が招いた当大学の救急医学教育への影

日本体育大学保健医療学部 救急医療学科、日本体育大学大学院研究科　　須賀涼太郎
P26-5 PCR 検査が偽陽性と考えられた軽症 COVID-19 の一例

さいたま市民医療センター 救急総合診療科　　松井　崇頼
P26-6 新型コロナ肺炎の救急集中治療  ミネソタの奇跡？

ミネソタ大学病院 救急医学　　日比野誠惠
P26-7 感染症指定医療機関でない二次救急病院における COVID-19 への対応

さいたま市民医療センター 内科・救急総合診療科　　坪井　　謙

ポスター 27

COVID-19 ②
司会　　公立昭和病院 救命救急センター　　岡田　保誠

P27-1 COVID19 受け入れ対応体制を完備した施設における活動報告ー我らかく戦えり：
NOZAKI operation ー

野崎徳洲会病院 救急センター　　千代　孝夫
P27-2 障害者施設クラスターにおける重症度判定に必要な指標について

総合病院国保旭中央病院 救命救急センター　　中村　聡志
P27-3 COVID-19 に対するシクレソニドの有効性についての検討

奈良県総合医療センター 救命救急センター 集中治療部　　本多　純太
P27-4 COVID19 肺炎加療中に肺結核の reactivation を来した一例

聖マリアンナ医科大学 救急医学　　三上　翔平
P27-5 足利赤十字病院における新型コロナウイルス (COVID-19) 感染対策

足利赤十字病院 救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　前島　璃子
P27-6 COVID-19 患者への救急外来での感染制御及び患者背景の検討

日産厚生会玉川病院 脳神経内科　　齋藤　和幸
P27-7 重症 COVID-19 症例入院による集中治療への影響と当センターの診療体制

奈良県立医科大学 救急医学講座・高度救命救急センター　　多田　祐介

ポスター 28

COVID-19 ③
司会　　公立昭和病院 救命救急センター　　稲川　博司

P28-1 COVID-19 に対して PiCCO を使用し循環管理をした 1 例
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

P28-2 新型コロナウィルスに対する病床拡充における人員確保と診療の標準化の試み
東京医科歯科大学 医学部附属病院 救命救急センター　　漆畑　　直

P28-3 COVID-19 肺炎と紛らわしい CT 所見を呈した 3 症例
横浜市立大学 救急医学教室　　中嶋　賢人

P28-4 COVID-19 流行期の心停止患者対応に救急車内気管挿管が有効である
横浜労災病院 救命救急センター　　植地　貴弘
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P28-5 福岡市民病院で加療した COVID-19 患者、62 症例の特徴
福岡市民病院 救急科　　小野　雄一

P28-6 淡路島のドライブスルー式発熱外来の検討
兵庫県立淡路医療センター 救急科　　陳　美仁子

P28-7 COVID-19 が救命救急センター来院者に与えた影響 ～本来の救命救急センターの
姿～

一宮市立市民病院 救命救急センター　　山口　　均

ポスター 29

COVID-19 ④
司会　　国家公務員共済組合連合会立川病院 救急科　　並木　　淳

P29-1 当院救急搬送例に対する COVID-19 対策について
東海大学医学部付属八王子病院 救命救急科　　日上　滋雄

P29-2 COVID-19 患者の呼吸管理における open lung strategy
大阪府立中河内救命救急センター　　三木由香里

P29-3 重症 COVID-19 において来院時より細菌感染の合併を認めた症例の後方視的検討
札幌医科大学医学部 高度救命センター　　齋藤　僚太

P29-4 当院での COVID-19 対策の実際と問題点
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

P29-5 重症 COVID-19 に対する抗炎症療法の有効性～トシリズマブ＋ポリミキシン吸着
療法 (PMX-DHP) 併用による転帰改善の可能性

日本大学医学部 救急医学系 救急集中治療医学分野　　桑名　　司
P29-6 COVID-19 流行下での心肺停止患者診療

松戸市立総合医療センター 救命救急センター　　奥澤　平明
P29-7 集中治療室に入室となった COVID-19 肺炎 13 例の検討

日本赤十字社医療センター 救急科　　牧　　賢郎

ポスター 30

COVID-19 ⑤
司会　　三成会新百合ヶ丘総合病院 救急科　　竹本　正明

P30-1 COVID-19 診療における IT 技術の運用経験
聖マリアンナ医科大学病院 救命救急センター　　森澤健一郎

P30-2 当院の新型コロナ感染症対応ー全病院的取り組みによる resilient な体制構築ー
山梨県立中央病院 高度救命救急センター　　井上　潤一

P30-3 COVID-19 疑似搬送症例を円滑に応需する為の当院救急外来の取り組み
国際医療福祉大学成田病院 救急医学　　山川　昌俊

P30-4 ＣＯＶＩＤ - １９に対してのペットボトルを応用した飛沫予防具の作成
JMA海老名総合病院救命センター 救急科　　名取　穣治

P30-5  COVID-19 による地域救急医療体制の崩壊を防ぐ
平塚市民病院 救急科　　葉　季久雄

P30-6 二次医療機関に搬送あるいは受診する外傷患者の多くは発熱している
札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター　　上田　泰久

P30-7 COVID-19 重症患者受け入れ体制の構築
愛知医科大学 救命救急科　　津田　雅庸

ポスター 31

COVID-19 ⑥
司会　　日本生命病院 救急総合診療センター　　岸　　正司

P31-1 経過中に腸腰筋血腫を来し動脈塞栓術を要した重症 COVID-19 の一例
国立病院機構大阪医療センター 救命救急センター　　下野圭一郎

P31-2 当センターでの COVID-19 に対する Extracorporeal Life Support (ECLS) の検討
大阪急性期・総合医療センター 救急診療科　　渡邊　　篤

P31-3 COVID-19 流行下における Protected Code Stroke プロトコル
京都第一赤十字病院 脳神経･脳卒中科　　今井　啓輔
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P31-4 コロナ禍におけるいわゆる「夜のクラスター」対策における現場での取り組みに
ついて

日本感染症学会　　奥村　　徹
P31-5 NGO による COVID-19 クラスター対策支援

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 救命救急災害医学講座、
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)　　稲葉　基高

P31-6 COVID-19 肺炎に対して VV-ECMO を導入してみえた問題点と今後の課題
大阪市立総合医療センター 救命救急部　　孫　　麗香

P31-7 COVID-19 の隔離対応の最適化―胸部 CT によるスクリーニング
京都第一赤十字病院 救急科　　藤本　善大

ポスター 32

COVID-19 ⑦
司会　　東京臨海病院 救急科　　佐藤　秀貴

P32-1 COVID-19 イムノクロマト法陽性で ARDS を発症するも改善した高齢者 2 例
関西医科大学総合医療センター 救急医学科　　奥畑　裕人

P32-2 重症 COVID-19 診療における家族対応のあり方
大阪急性期・総合医療センター 救急診療科　　西田　岳史

P32-3 肥満のある重症 COVID-19 肺炎に対して腹臥位療法と全身ステロイド療法で救命
した一例

さいたま赤十字病院 高度救命救急センター　　小川　　薫
P32-4 COVID-19 流行に伴い変化した院外心肺停止患者対応についての横断研究

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
P32-5 メチルプレドニゾロン投与が COVID-19 による呼吸不全を改善した一例

国立病院機構 北海道医療センター 救急科　　佐藤　寛起
P32-6 新型コロナウイルス感染症への水際対策 

ー感染警戒期～感染拡大期における、公立単科精神科病院の取り組みー
兵庫県立西宮病院 救命救急センター、

兵庫県立ひょうごこころの医療センター　　二宮　典久
P32-7 当院における COVID-19 症例の初期診療エリアの検討

さいたま赤十字病院 救急医学科　　関川　香織

ポスター 33

COVID-19 ⑧
司会　　兵庫県立加古川医療センター 救命救急センター　　当麻　美樹

P33-1 COVID-19 蔓延による地域医療崩壊を防ぐための地域連携体制の構築
総合病院国保旭中央病院 救命救急センター　　高橋　　功

P33-2 COVID-19 による重症 ARDS に対して腹臥位人工呼吸により体外式膜型人工肺の
導入を回避できた 1 例

和歌山県立医科大学 救急集中治療医学講座　　福島　純一
P33-3 救命救急センター ICU を直ちに COVID-19 対応病床に変換した取り組み

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　　安達　晋吾
P33-4 海外で開発されたレントゲン画像読影 AI を用いた COVID19 診断精度の妥当性検

証研究
堺市立総合医療センター 集中治療科　　熊澤　淳史

P33-5 ECMO センターとの連携により救命しえた COVID-19 重症例
北海道医療センター救急科　　砂田　大貴

P33-6 COVID-19 における PAI-1 上昇を考察する
東京医科歯科大学医学部附属病院 集中治療科　　日下　琢雅

P33-7 CT で浸潤影が片側性で上葉・中葉に見られ、リンパ球減少も認めなかった
COVID-19 の 1 例

埼玉医科大学病院 総合診療内科　　中谷　宣章
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ポスター 34

COVID-19 ⑨
司会　　大分大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　石井　圭亮

P34-1 感染リスク評価グリッドを用いた救急外来における新型コロナウイルス感染症対
策

国立病院機構別府医療センター 救急科　　安東　加恵
P34-2 新型コロナウイルス感染症受け入れ後の振り返りから見た今後の体制作り

日本医科大学多摩永山病院、日本医科大学 救急医学教室　　久野　将宗
P34-3 COVID-19 へのクラスター対策と救急体制維持の両立：非感染症指定医療機関に

おける遺伝子増幅法検査の意義
医誠会病院 救急科　　有元　秀樹

P34-4 腹膜透析により救命し得た COVID-19 関連急性腎障害の１例
京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科　　長友　美佳

P34-5 新型コロナウイルス感染症の影響による救急搬送数減少に対して 2019 年と 2020
年の救急患者数の比較から要因の検討

飯塚病院 救急科　　山田　哲久
P34-6 病歴、CT 所見から COVID-19 肺炎が疑われたが、ニューモシスチス肺炎であっ

た一例
横浜市立大学大学院医学研究科 救急医学教室　　森　　由華

P34-7 COVID-19 患者の心原性ショックに対して VA-ECMO で救命した一例
日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター 、

日本医科大学 救急医学教室　　齋藤　　研

ポスター 35

COVID-19 ⑩
司会　　飯塚病院集中治療科　　鮎川　勝彦

P35-1 COVID-19 流行期の救急外来・発熱外来の運用
さいたま市民医療センター 救急総合診療科　　山岸　利暢

P35-2 隔離管理下での重症 COVID-19 例に対し持続脳波モニタリング (cEEG) が脳機能
障害の管理に有用であった 1 例

熊本赤十字病院 救急科　　岡野　雄一
P35-3 事例から考える院内感染から緊急事態宣言を出した病院の ER での COVID-19 対

応
東京慈恵会医科大学 救急医学講座　　宮道　亮輔

P35-4 COVID-19 予後における性差と、急性肺障害に対するナファモスタットの有用性：
動物実験データによる検討を中心として

東京医科大学 救急・災害医学分野　　本間　　宙
P35-5 COVID １９肺炎にて入院中にリネゾリドによる薬剤性高乳酸血症を来たし鑑別

に苦慮した一例
聖マリアンナ医科大学 救急医学　　清水　剛治

P35-6 当院救命センターでの COVID-19 感染対策下におけるハイブリッド ER システム
の活用

帝京大学医学部附属病院 救急医学講座　　小泉　　玄
P35-7 COVID-19 の経過中に CMV 腸炎による下部消化管出血を合併した一症例

京都府立医科大学附属病院 救急医療学教室　　山木　妙夏

ポスター 36

COVID-19 ⑪
司会　　関西医科大学 救急医学講座　　鍬方　安行

P36-1 ARDS を呈する COVID-19 患者における腹臥位療法の有効性及び有害事象の検討
東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター　　石北　　悠

P36-2 行政・医療の合同調整本部による COVID-19 対応の効果　—横浜市新型コロナウ
イルス感染症・医療調整本部の活動を通して—

横浜市医療局　　佐藤　克哉
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P36-3 当院における新型コロナウイルス感染症の対応  
様々な混乱を経験し

東京警察病院 救急科、東京警察病院 ICT　　金井　尚之
P36-4 2 次救急病院における COVID-19 感染者対応ー特に PCR 検査状況と検査対象者の

範囲についてー
稲沢市民病院 麻酔･救急･集中治療部門 医療の質管理部　　貝沼　関志

P36-5 抜管後に縦隔気腫をきたした COVID-19 肺炎の一例
東京大学医学部附属病院 救急科　　栗本　美緒

P36-6 COVID-19 患者に対し気管切開術を施行した経験
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　　福間　　博

P36-7 COVID-19 患者における重症化リスク因子の検討
奈良県総合医療センター 集中治療部　　山本　朋納

ポスター 37

COVID-19 ⑫
司会　　埼玉医科大学病院 集中治療部（救急科） 　　芳賀　佳之

P37-1 COVID-19 肺炎加療中に、抗凝固薬使用により 3 カ所の動脈からの出血によって
巨大な胸壁血腫を形成した 1 例

東京医科歯科大学 医学部医学科　　白木　秀門
P37-2 当院における新型コロナウイルス感染症屋外診察（ドライブスルー方式）の経験

奈良県総合医療センター 救命救急センター　　關　　匡彦
P37-3 パンデミックは感染症 Matter ではなく救急 Matter である  

～京都府庁と神奈川県庁、二つの本部業務の経験より～
京都第一赤十字病院 救命救急センター 救急科　　香村　安健

P37-4 レムデシビルと腹臥位療法で治療した COVID-19 重症肺炎の１例
済生会宇都宮病院 救急･集中治療科　　木村　拓哉

P37-5 COVID-19 対応期間における院内での急変時対応プロトコルの作成
京都府立医科大学 救急科　　金岡　智也

P37-6 当院救命救急センターにおける COVID-19 感染防護対策の現状
中濃厚生病院 救命救急センター　　三鴨　　肇

P37-7 院外 CPA 患者に対する PCR 検査で判明した COVID-19 の一例
東京女子医科大学東医療センター 救命救急センター　　米川　知里

ポスター 38

COVID-19 ⑬
司会　　昭和大学 藤が丘病院 救命救急科　　佐々木　純

P38-1 岡山市消防局の救急活動時間における COVID-19 の影響
岡山大学病院 高度救命救急センター　　上田　浩平

P38-2 COVID-19 疑い・確定患者に対する救急気道管理研究
JEMNet coordinating center　　後藤　匡啓

P38-3 福岡県における重症 COVID-19 に対する ECMO 対応
福岡大学病院 救命救急センター、福岡大学病院 ECMOセンター、

日本COVID-19対策ECMOnet　　星野　耕大
P38-4 着たら触るな！着ないなら近づくな！すばやく陰圧室へ！

兵庫県立淡路医療センター 救急科　　陳　美仁子
P38-5 人工呼吸器離脱困難な重症コロナ肺炎に対してモルヒネ使用で呼吸器離脱に成功

した２例報告
聖マリアンナ医科大学病院 救急集中治療部　　森川　大樹

P38-6 パンデミック下の第二種感染症指定医療機関における救急科専門医の役割
東京都保健医療公社豊島病院 救急科　　野田　彰浩

P38-7 遠隔情報管理システムを用いた病院職員・患者の在宅健康管理の有用性
順天堂大学医学部附属浦安病院 救急診療科　　岡本　　健
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ポスター 39

COVID-19 ⑭
司会　　埼玉医科大学国際医療センター 救命救急科　　根本　　学

P39-1 中国における新型コロナウイルス感染症対応
TOWA Medical Center SHANGHAI　　児玉　貴光

P39-2 COVID19 パンデミック下における搬送用エアロゾルボックスの検証
岡山大学病院 救命救急災害医学科　　塚原　紘平

P39-3 山梨 DMAT の COVID-19 への対応～クルーズ船派遣から県内発生例の入院調
整～

山梨県立中央病院 救急科、日本医科大学 救急医学教室　　岩瀬　史明
P39-4 ICU 管理を必要とした COVID-19 患者 5 症例の報告

済生会横浜市東部病院 救命救急センター　　豊田幸樹年
P39-5 COVID-19 関連の診療報酬請求をしてみて ･･･

日本赤十字社医療センター 救急科　　諸江　雄太
P39-6 新型コロナ感染症に対する病院建築と空調管理の課題 

―新病院移転約 1 年後パンデミック感染に対応して―
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 集中治療科　　石井　　健

P39-7 COVID-19 流行下における発熱患者の積極的な受け入れのための取り組み
順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科　　大杉　一平

ポスター 40

COVID-19 ⑮
司会　　北里大学病院 救命救急・災害医療センター　　浅利　　靖

P40-1 人工呼吸管理を要した重症 COVID-19 の患者 5 症例の治療に関する検討
大阪医療センター 救命救急センター　　小島　将裕

P40-2 新型コロナウィルス感染症に対する対応
昭和大学医学部 救急災害医学講座　　中島　靖浩

P40-3 当院における COVID-19 患者の非典型 CT 所見から診る、新しい 救急医療
東京慈恵医科大学附属病院 救急部　　高橋　孝輔

P40-4 COVID-19 診療における ICU でのゾーニングなどの工夫
名古屋大学医学部附属病院 救急科　　後藤　　縁

P40-5 新型コロナウイルス感染症患者に対するオンライン面会の取り組み～感染防御と
家族へのサポートを考えて～

大阪府立中河内救命救急センター　　道味　久弥
P40-6 当院における COVID-19 疑い症例の救急外来診療フロー

さいたま赤十字病院 高度救命救急センター　　八坂　剛一

ポスター 41

その他（COVID)
司会　　兵庫医科大学 救急災害医学　　白井　邦博

P41-1 当センターで経験した重症 COVID-19 肺炎の 2 例　～ VV-ECMO で救命し得た例、
人工呼吸管理でリハビリ転院した例～

岸和田徳洲会病院 救命救急センター　　飯野　竜彦
P41-2 対症療法のみで独歩退院した超高齢者の SARS-CoV-2 肺炎の１例

大阪急性期総合医療センター 総合内科・感染症科、
市立大津市民病院 救急集中治療部　　大手　裕之

P41-3 COVID-19 の感染拡大に伴う当院での対応について
名古屋第二赤十字病院 救急科　　神原　淳一

P41-4 労働衛生の 3 管理実践で COVID-19 と戦う
小牧市民病院 救急集中治療科、

名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野　　尾崎　将之
P41-5 医療従事者のストレスチェック制度 ( 心理的負担 )

山梨大学 麻酔科、国士舘大学大学院救急システム　　畑中　浩成
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P41-6 当院における COVID-19 患者への感染対策と治療経験の報告。
東京臨海病院 救急科、東京臨海病院 感染対策室　　北薗　雅敏

ポスター 42

血液凝固異常線溶異常
司会　　三重大学医学部附属病院 血液内科・感染症内科　　鈴木　　圭

P42-1 救急外来で早期診断し血漿交換療法が著効した若年発症の後天性血栓性血小板減
少性紫斑病の一例

東京女子医科大学東医療センター 救命救急センター　　内山まり子
P42-2 抗菌薬投与中に血液凝固異常を生じた３症例

長崎大学病院 高度救命救急センター　　村橋　志門
P42-3 侵襲に対する急性期の病的凝固線溶反応指標としての FDP

愛媛大学 医学部医学科　　松本　紘典
P42-4 急性発症し集中治療が必要となった高齢者 AIHA の 1 症例

公立昭和病院 救命救急センター　　長谷川綾香
P42-5 敗血症性凝固障害における血小板減少率の重要性

名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野　　春日井大介
P42-6 アンチトロンビンとトロンボモジュリンを用いた敗血症性 DIC 治療の 1 年予後

大阪府済生会野江病院 救急集中治療科　　鈴木　聡史
P42-7 病院前における血液凝固分析装置 TEG®6s を用いた外傷輸血戦略の可能性

島根大学医学部附属病院 高度外傷センター　　室野井智博

ポスター 43

頭部外傷①
司会　　大阪国際空港メディカルセンター 管理医師　　東　　孝次

P43-1 ガーゼパッキングによる二期的手術で救命した重症頭部外傷の一例
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　　玉城　仁巳

P43-2 当院における重症急性硬膜下血腫転院搬送例の特徴と問題点
日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター　　工藤　小織

P43-4 セカンドインパクト症候群が考えられたラグビー競技での一例
岩手医科大学 岩手県高度救命救急センター、

岩手医科大学医学部 脳神経外科学講座　　小守林靖一
P43-5 鈍的外傷後の外傷性浅側頭動脈瘤の 1 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 救急科　　安田　慎一
P43-6 ワーファリンに対する中和薬を投与後、急性期に穿頭術を行った慢性硬膜下血腫

の 1 例
国立病院機構別府医療センター 脳神経外科　　松田　　剛

P43-7 当院における高齢者頭部外傷の検討
聖路加国際病院 脳神経外科　　桒本健太郎

ポスター 44

頭部外傷②
司会　　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

P44-1   頭部外傷の搬入時 CT と凝固障害との関係
大阪大学大学院医学系研究科 救急医学　　伊藤　　弘

P44-2 抗てんかん薬が奏功した頭部外傷後 PSH( 発作性交感神経過活動 )
東海大学医学部 救命救急科　　本多ゆみえ

P44-3 外傷性内頸動脈解離と内頸動脈海綿静脈洞痩の合併例 
診断と治療における問題点

兵庫医科大学 救急災害医学　　小林　智行
P44-4 外傷性動眼神経麻痺における画像所見の検討

埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター　　村瀬　　真
P44-5 頭部外傷後におこる低ナトリウム血症の要因についての研究（第一報）

埼玉医科大学国際医療センター 救命救急科、
こうのす共生病院 総合診療・救急科　　野村　侑史
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P44-6 原因特定が困難であった頭部外傷に生じたくも膜下出血の 1 例
慶應義塾大学医学部 救急医学教室　　高橋　亜実

P44-7 軽症頭部外傷で退院直前に CSWS を発症した 1 例
横浜医療センター 救急科、横浜市立大学医学部 救急医学教室　　道下　貴弘

ポスター 45

頭部外傷③
司会　　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

P45-1 救急外来における高齢者の軽症頭部外傷の初診時収縮期血圧と頭蓋内出血との関
連についての検討

東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科　　梁　　豪晟
P45-2 転倒翌日に痙攣重積状態となり救急搬送され MR 画像上遅発性拡散能低下を呈し

た小児頭部外傷の 1 例
松阪中央総合病院 救急科　　星野　　有

P45-3 頭部外傷では長期予後を考慮した管理が重要である！　- 日本頭部外傷データバ
ンク P2015 から -

国際医療福祉大学 医学部 脳神経外科　　末廣　栄一
P45-4 演題取り下げ 

P45-5 重症単独頭部外傷における血液凝固線溶異常から見た予後予測因子の検討
福岡大学病院 救命救急センター　　入江　悠平

P45-6 減圧開頭術後の 80% エタノールを用いた骨片保存法
奈良県立医科大学付属病院 救急科、奈良県立医科大学 脳神経外科　　古家一洋平

P45-7 高次脳機能障害悪化例の問題点
川口市立医療センター 救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　直江　康孝

ポスター 46

胸部外傷
司会　　大阪警察病院 ER・救命救急科　　水島　靖明

P46-1 軽微な受傷機転により右横隔膜損傷、大量血胸を来した一例
順天堂大学浦安病院 救急診療科　　池上　さや

P46-2 当院においての外傷性血胸に対する保存的加療の検討
宮崎大学医学部付属病院救命救急センター　　後庵　　篤

P46-3 救命しえた木製箸による鋭的Ⅲ a 型心損傷の 1 例
北里大学医学部 救命救急医学　　市邉　花奈

P46-4 横隔膜ヘルニアを合併した鈍的左横隔膜損傷の 4 例
山梨県立中央病院 高度救命救急センター　　柳沢　政彦

P46-5 当院での鈍的横隔膜損傷の検討
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　　松七五三晋

P46-6 当院で経験した外傷性胸部大動脈損傷 6 例の検討
大阪警察病院 ER・救命救急科　　仲田佳津明

P46-7 転落外傷に伴い心膜損傷・心タンポナーデを発症した一例
埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター　　平埜　貴久

ポスター 47

腹部外傷
司会　　藤田医科大学病院 災害・外傷外科　　平川　昭彦

P47-1 腹部外傷患者の損傷臓器別受傷機転、死亡、合併損傷に関する検討
虎の門病院、帝京大学　　横田　茉莉

P47-2 鈍的腸管・腸間膜損傷における保存治療の選択は、初診時の所見により可能か
滋賀医科大学医学部附属病院 救急・集中治療部　　加藤　文崇

P47-3 JTDB からみる日本の外傷背膵損傷の治療
済生会横浜市東部病院 救命救急センター　　松本　松圭
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P47-4 腎膿瘍・尿嚢腫に対し経皮的ドレナージと尿管ステント留置による保存的加療を
行ったⅢ型鈍的腎外傷の一例

筑波メディカルセンター病院 救急診療科　　松岡　宜子
P47-5 外傷性腎損傷に対する保存的加療 4 日目に尿管損傷を合併した 1 症例

和歌山県立医科大学 救急集中治療医学講座　　中田　朋紀
P47-6 鋭的腹壁仮性動脈瘤に対し、直接穿刺による塞栓術が有効であった 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
P47-7 遅発性外傷性横隔膜ヘルニアの一例

公立学校共済組合 九州中央病院 救急部　　前原伸一郎

ポスター 48

骨盤四肢外傷
司会　　長野赤十字病院 救急部　　一本木邦治

P48-1 当センターにおける膝窩動脈損傷の初期治療
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 外傷整形外科　　木下　大輔

P48-2 伝達麻酔を用いた四肢外傷治療
大阪市立大学医学部附属病院 救命救急センター　　宮下　昌大

P48-3 大腿骨転子部骨折骨折後に出血性ショックとなった右内外側大腿回旋動脈損傷
浦添総合病院 救急集中治療部　　濱崎佐和子

P48-4 自己転倒により Crush 症候群に至った一例
東京女子医科大学八千代医療センター 救急科　　中島　聡美

P48-5 重症外傷に伴う骨盤輪骨折の内固定術に早期血管内治療が与える影響
杏林大学医学部医学科　　根田　知明

P48-6 単独四肢外傷手術における乳酸値と術後早期合併症の関係
慶應義塾大学医学部 救急医学　　西田　有正

P48-7 間欠的空気圧迫装置が原因と考えらえた総腓骨神経麻痺の 2 例
慶應義塾大学医学部 救急医学　　大野聡一郎

ポスター 49

脊椎・脊髄外傷
司会　　岐阜大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　三宅　喬人

P49-1 外傷性胸髄損傷後に延髄まで上行する脊髄鉛筆状軟化を来した 1 例
長崎大学病院 高度救命救急センター　　立川　温子

P49-2 保存加療が奏功した脊椎硬膜外血腫
湘南鎌倉総合病院 脳神経外科　　堀田　和子

P49-3 外傷性頚髄硬膜下 / 硬膜外血腫により閉塞性水頭症を来たし全脳虚血に至った 1
例

佐賀大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　小牧　萌絵
P49-4 受傷 5 日目に急速に増悪し上気道閉塞に至った外傷性後咽頭間隙血腫の一例

慶應義塾大学医学部 救急医学　　大島　千穂
P49-5 頚部診察における頚部正中圧痛の評価に関する検討

あいちせぼね病院 脊椎外科　　吉松　弘喜
P49-6 重度胸部外傷を伴う多発外傷例に対し側臥位にて早期経皮的椎弓根スクリュー固

定をなし得た 1 例
福山市民病院 整形外科　　田村　　竜

P49-7 呼吸苦を主訴に搬送された後咽頭間隙血腫による心肺停止症例の一例
国立病院機構南和歌山医療センター 救命救急科　　渕上　淳也

ポスター 50

多発外傷
司会　　日本医科大学 高度救命救急センター　　原　　義明

P50-1 膀胱破裂を合併した骨盤輪骨折の治療経験
兵庫県立加古川医療センター 救急科　　水田　宜良

P50-2 集学的治療により救命しえた電撃型脂肪塞栓症の 1 例
秋田赤十字病院 救命救急センター、昭和大学医学部 救急・災害医学講座　　鈴木　恵輔
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P50-3 四肢外傷患者に対する早期手術の適応基準に関する検討
慶應義塾大学医学部 救急医学　　宇田川和彦

P50-4 多発外傷を契機に診断された Leriche 症候群の一例
岐阜大学附属病院 高度救命救急センター　　吉村　絃希

P50-5 頭蓋内圧モニタリングが有用であった多発外傷を伴う小児重症頭部外傷の一例
日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　柴田　あみ

P50-6 管理不良な糖尿病合併の多発外傷に対し早期手術が奏功した 1 例
群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　森　　瑞樹

P50-7 当院で経験した山岳救急症例～ 10 年間の検討～
高山赤十字病院 救命救急センター　　白子　隆志

ポスター 51

多発外傷・その他
司会　　久留米大学医学部 救急医学　　高須　　修

P51-1 Morel-Lavallee lesion によりショックに陥った 1 例
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　古梅　　祐

P51-2 von Willebrand 病を基礎疾患に持つ多発外傷患者の一救命例
宮崎大学附属病院 救命救急センター　　山内　佑太

P51-3 開放性骨盤骨折の診断が遅れた重症多発外傷の 1 例 -Tertiary survey の重要性 -
済生会滋賀県病院 救急集中治療科　　松本　悠吾

P51-4 穿通性気管外傷に対して保存的に加療し得た症例
東邦大学医療センター大森病院 救命救急センター、
東邦大学医療センター大森病院 一般・消化器外科　　梶原　庸司

P51-5 県メディカルコントロール協議会における「外傷センター」の実施基準への適用
さいたま赤十字病院 高度救命救急センター、

埼玉県メディカルコントロール協議会　　清田　和也
P51-6 アルコール離脱せん妄に併発した咽頭後間隙血腫の一例

石巻赤十字病院 救命救急センター　　庄司　孝介
P51-7 性行為における陰茎外傷

セコメディック病院 救急科、新松戸中央総合病院　　宇藤　　薫

ポスター 52

外傷の病態・診断・治療
司会　　山梨県立中央病院 高度救命救急センター　　井上　潤一

P52-1 Hybrid ER において鈍的左鎖骨下動脈損傷による出血性ショックに対して末梢血
管用ステントグラフト留置にて救命した 1 例

島根大学医学部 高度外傷センター、
島根大学医学部 Acute Care Surgery講座　　恩田　禎子

P52-2 救急外来の縫合における部位による創傷離開についての検証
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

P52-3 宮崎大学医学部附属病院救命救急センターにおける蘇生的開胸術の検討
宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター　　工藤　陽平

P52-4 縊首による内頸動脈解離をきたした 1 例
公立昭和病院 救急科　　野原　春菜

P52-5 緊急止血術を要する胸腹部外傷における損傷形態による輸血量の検討
山梨県立中央病院 高度救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　萩原　一樹

P52-6 肺損傷が外傷性凝固障害に与える影響
国立病院機構災害医療センター 救命救急科　　井上　和茂

P52-7 E-FAST で lung sliding が消失していた横隔膜損傷の 1 例
熊本赤十字病院 外傷外科　　野間口一輝
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ポスター 53

外傷、熱傷、電撃傷
司会　　健和会大手町病院救急科　　古城　　都

P53-1 外傷患者に対するクリオプレシピテートの使用状況
岐阜大学 医学部付属病院 高度救命救急センター　　市橋　雅大

P53-2 妊娠中に受傷した高エネルギー外傷の一例
小牧市民病院 救急集中治療科　　尾崎　将之

P53-3 間葉系幹細胞培養上清を用いた重症熱傷治療法の開発
群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　澤田　悠輔

P53-4 陰圧閉鎖療法後に脱落が疑われるも生着が確認された熱傷潰瘍部への網状分層植
皮の１例

岐阜大学医学部附属病院 高次救命治療センター　　柴　　將人
P53-5 火災による気道熱傷に対してヘパリン・ムコフィリン吸入療法が奏功し、救命し

得た一例
関西医科大学 救急医学講座　　露無　景子

P53-6 6 万ボルトの電撃傷から心肺停止に至ったが救命の連鎖により良好な転帰を辿っ
た一例

新潟県立中央病院 救急科　　川井　洋輔
P53-7 皮下血腫が血液凝固機能に及ぼす影響

近畿大学 救命救急センター　　横山　恵一

ポスター 54

外傷
司会　　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

P54-1 胸壁固定により肺ヘルニアを予防した肋間筋損傷の 2 症例
奈良県立医科大学附属病院 高度救命救急センター　　松尾　智暁

P54-2 鈍的馬蹄腎損傷に対して選択的経カテーテル動脈塞栓術を施行した症例
静岡県立総合病院 高度救命救急センター　　鈴木　美麗

P54-3 3m からの墜落外傷に伴う腹腔内臓動脈解離の 1 例
社会医療法人仁愛会浦添総合病院 救命救急センター 救急集中治療部　　勝田　充重

P54-4 軽症鈍的腹部外傷患者の成人における CT 撮影の適応に関する研究
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科　　山形梨里子

P54-5 膵損傷分類Ⅲｂの膵頭部損傷に対して膵温存外科的ドレナージにて救命にいたっ
た１例

健和会大手町病院　　松田　知也
P54-6 外傷性頸椎前方脱臼が自然整復され見逃された 1 例

藤田医科大学医学部 救急総合内科　　安藤　　綾
P54-7 二次病院に救急搬送された頸髄損傷症例の検討

鎌ヶ谷総合病院 救急科　　澤村　　淳

ポスター 55

その他外傷
司会　　さいたま赤十字病院 高度救命救急センター　　清田　和也

P55-1 神奈川県湘南地区における外傷センターモデル
東海大学病院高度救命救急センター 救命救急科　　大塚　洋幸

P55-2 血管内治療手技を用いて治療し得た医原性鎖骨下動脈損傷の 2 例
都立墨東病院 救命救急センター　　松永　裕樹

P55-3 多診療科のチーム医療で救命し創傷治癒に至った心肺停止蘇生後の腹部開放創の
一例

済生会熊本病院 包括診療科　　白井　純宏
P55-4 頭部 MRI を用いた長幹骨骨折 / 骨盤骨折に合併した脳脂肪塞栓症症例の検討

岐阜大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　三宅　喬人
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P55-5 演題取り下げ 

P55-6 クマによる外傷 12 例の検討
慈泉会相澤病院 救命救急センター　　飛世　知宏

P55-7 喉頭部外傷による稀な骨折の 2 症例
伊南行政組合昭和伊南総合病院 救急センター　　唐澤　幸彦

ポスター 56

Acute Care Surgery ①
司会　　高山赤十字病院 救命救急センター　　白子　隆志

P56-1 当院における膿瘍形成性虫垂炎に対する治療成績の検討
九州中央病院 救急部　　東　　貴寛

P56-2 心筋梗塞治療中に発見された小腸腫瘍に対して腹腔鏡補助下切除を行った一例
千葉県救急医療センター 外傷治療科 集中治療科　　笠原　優輝

P56-3 診断に苦慮した後腹膜 free air を伴う急性膵炎の 1 例
地方独立行政法人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　　柳　新太郎

P56-4 保存的治療で軽快した胃壁内気腫症の２例
山梨県立中央病院 高度救命救急センター　　吉田　侑真

P56-5  Aberrant vitelline duct
倉敷中央病院 救急科　　岡　　直輝

P56-6 鼠径ヘルニア嵌頓整復後に異物による小腸穿孔を併発し診断に苦慮した一例
東邦大学医療センター大橋病院 救急科　　萩原　令彦

P56-7 横隔膜ヘルニアによって生じた小腸憩室穿通の一例
和歌山県立医科大学附属病院 高度救命救急センター　　奥村　晃平

ポスター 57

Acute Care Surgery ②
司会　　JCHO 中京病院 救急科　　大須賀章倫

P57-1 人工肛門を造設せず加療を行なった開放性骨盤骨折の 1 例
慶應義塾大学医学部 救急医学　　堀越雄一郎

P57-2 Transsacral screw(TITS Screw) による上殿動脈枝損傷の１例
埼玉県済生会栗橋病院 救急医学科、新久喜総合病院 整形外科　　速水　宏樹

P57-3 急性上腸間膜動脈閉塞症に対する徹底した腸管血流改善を意識した手術戦略
聖隷浜松病院 外科　　伊良部真一郎

P57-4 当救命救急センターにおける SMA 閉塞症に対する IVR 症例の検討
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　溝渕　大騎

P57-5 大腿動脈に対する PTA の際に、バルーンが破裂断裂し抜去困難となり外科的摘
出を行った 1 例

和歌山労災病院 救急・集中治療部　　岩崎　安博
P57-6  心タンポナーデ合併心筋梗塞後左室自由壁破裂に対し、蘇生開胸術によるステー

プラー心縫合が有効であった 1 例
南部徳洲会病院 救急診療科　　旭　　大悟

P57-7 当院における Open Abdomen Management に対する一時的閉腹法の検討
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　　鄭　　賢樹

ポスター 58

環境異常
司会　　正和病院 外科　　塩野　　茂

P58-1 当院で 3 年間に経験した偶発性低体温症 14 例の検討
JA尾道総合病院 救急科　　宇根　一暢

P58-2 当院救命救急センターで経験した偶発性低体温症 50 例の検討～ Hypothermia 
STUDY 2011 との比較～

諏訪赤十字病院 救急科　　久宗　　遼
P58-3 偶発性低体温症による心肺停止に対して ECPR を行った 2 例

群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　河野　　慧
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P58-4 低体温を伴う難治性 Vf に対し PCPS が著効し独歩転院した 1 例
諏訪赤十字病院 救急科　　坂口　昌幸

P58-5 汎血球減少を呈した超高齢者の中等度低体温症の 1 症例
社会医療法人緑泉会米盛病院 集中治療部　　安達　普至

P58-6 たこつぼ型心筋症を合併した偶発性低体温症の１例
千葉県救急医療センター 集中治療科　　藤芳　直彦

P58-7 フルマラソン中の低体温症から心室細動による心肺停止に至った 1 救命例
国立病院機構熊本医療センター 救命救急・集中治療部　　渋沢　崇行

ポスター 59

中毒①
司会　　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

P59-1 循環不全を伴うメトホルミン関連乳酸アシドーシスに対し、持続低効率血液透析
が有効であった一例

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
P59-2 閉鎖空間で剥離剤を使用中に発症したジクロロメタン中毒の１例

千葉県救急医療センター 集中治療科　　藤芳　直彦
P59-3 除草剤グリホサートの服用により著明な高アンモニア血症と高度の代謝性アシ

ドーシスをきたした 1 例
国立病院機構呉医療センター 救急科　　岩崎　泰昌

P59-4 遅発性に発熱とショックを認めた急性カルバマゼピン（CBZ）中毒の 11 歳男児
の 1 例

新潟市民病院 小児科　　黒沢　大樹
P59-5 急性ヒ素中毒と考えられた 1 例

青森県立中央病院 救命救急センター　　一山　紗彩
P59-6 複数の薬物中毒が合併した一般用医薬品過量内服の 1 例

鹿児島大学 救命救急センター　　嶽﨑　佑介
P59-7 ラコサミド、レベチラセタムの急性中毒に活性炭投与による消化管除染が有効で

あった一例
久留米大学病院 高度救命救急センター　　九住　龍介

ポスター 60

中毒②
司会　　愛知医科大学 救命救急科　　武山　直志

P60-1 急性食道粘膜病変（AEML）を契機に判明した急性カフェイン中毒の症例
兵庫県立西宮病院 救命救急センター　　井口　知子

P60-2 マムシ咬傷後短時間で著明な血小板減少を来し、マムシ抗毒素投与によって急速
な改善を認めた 1 例

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 救急科　　岡本　　彩
P60-3 当院におけるマムシ咬傷治療について

大垣市民病院 救命救急センター　　伊藤　豪規
P60-4 ヘリウムガス吸入を契機に脳動脈ガス塞栓症による視野障害を呈した１例

慶應義塾大学医学部 救急医学　　児玉　充輝
P60-5 無水エタノール中毒の一例

福井県立病院 救命救急センター　　吉田　志帆
P60-6 ダビガトランの大量服薬に対して特異的中和抗体イダルシズマブを使用した 1 症

例
神戸大学大学院医学研究科 災害・救急医学分野　　兼田　圭介

P60-7 臭素酸ナトリウム中毒により両側感音性難聴と腎不全をきたした 1 例
健和会大手町病院 救急科　　西村　茉衣
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ポスター 61

中毒③
司会　　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

P61-1 オオバギボウシと誤り，バイケイソウを摂取した家族の一例
石川県立中央病院 救命救急科　　寺島　　良

P61-2 原因の異なるメトヘモグロビン血症の 2 症例
千葉市立青葉病院　　齋藤　大輝

P61-3 有機リン系農薬による腐食性胃食道炎に対し早期手術を施行した 1 例
山梨県立中央病院 高度救命救急センター　　松本　　隆

P61-4 第二次救急医療機関に搬送された急性薬物中毒例の分析
東海大学医学部付属八王子病院 救命救急科　　山本　理絵

P61-5 血液浄化が有効であった食器用洗剤の経口摂取中毒の 1 例
深谷赤十字病院 救急診療科　　浅野　りえ

P61-6 血液浄化療法が奏効したメトロニダゾール脳症の一例
愛仁会高槻病院 救急総合診療科、大阪府済生会野江病院 救急集中治療科　　豊島　千絵

P61-7 服用 24 時間後に肝障害を併発した界面活性剤中毒の検討
東京医科大学 救急・災害医学分野　　木村　一馬

ポスター 62

中毒④
司会　　JA 新潟厚生連 上越総合病院 救急科　　田中　敏春

P62-1 Acetaminophen 過量服薬によると思われる心筋障害を呈した 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、

太田西ノ内病院 救命救急センター　　吉岡　義朗
P62-2 プロトコール導入後に当院で経験した急性一酸化炭素中毒の検討

高知赤十字病院 救命診療部　　村上　　翼
P62-3 電子タバコ用ニコチンリキッドを誤飲し、たこつぼ型心筋症・左心室内血栓・多

発脳梗塞を合併したニコチン中毒の１例
深谷赤十字病院 救命救急センター　　柚木　良介

P62-4 血液浄化療法が奏功し救命し得た致死量を服用した急性カフェイン中毒の 1 例
富山県立中央病院 救急科　　佐野　勇貴

P62-5 痙攣、心電図異常、眼ミオクローヌス、横紋筋融解など多彩な典型症状を呈した
市販薬トラベルミン®中毒の一例

湘南藤沢徳洲会病院 救急総合診療部　　澤村　直輝
P62-6 ブユ刺傷によるアナフィラキシーショックの一例

県立大島病院救命救急センター　　渋谷　謙一
P62-7 プレホスピタルで 2 次被害予防を要した石灰硫黄合剤中毒の 1 例

兵庫県立西宮病院 救命救急センター　　大久保　聡

ポスター 63

高齢者の救急①
司会　　大分大学医学部 救急医学講座　　重光　　修

P63-1 当院における高齢者の脊髄損傷の検討
三重県立総合医療センター 脳神経外科　　田島　　祐

P63-2 大腿骨近位部骨折に対する術前心エコー図検査の有用性
藤田医科大学病院 救命救急センター　　栗林　真子

P63-3 救急外来から帰宅する患者に対する帰宅支援フローチャートを用いた評価と支援
高知医療センター　　盛實　篤史

P63-4 高齢者救急における嚥下障害の評価と対策
会津中央病院 救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　小林　辰輔

P63-5 救命救急センターに搬送される高齢者における整形外科外傷の動向
堺市立総合医療センター 救命救急科　　川本　匡規

P63-6 面会制限下における高齢者骨髄線維症の入院治療
深川市立病院 内科、深川市立病院 救急部　　籏本　恵介
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P63-7 病歴聴取に難渋した、舌腫脹、呼吸不全で救急搬送となった１例
京都府立医科大学附属病院 救急科　　清水　　晶

ポスター 64

高齢者の救急②
司会　　大津赤十字病院高度救命救急センター 大津赤十字病院救急科　　松原　峰生

P64-1 自己決定ができない高齢者患者への説明義務の果たし方
梅田総合法律事務所　　浅川　敬太

P64-2 超高齢者の重症多発外傷に対し積極的な治療介入で早期離床を実現した１例
九州大学病院 救命救急センター　　國分　康彦

P64-3 高齢者の oncologic emergency
日本医科大学 高度救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　前島　璃子

P64-4 転倒により臀筋内巨大仮性動脈瘤を生じ経カテーテル的動脈塞栓術により治療し
得た抗凝固薬内服中の高齢女性の 1 例

済生会宇都宮病院 救急・集中治療科、
国立がん研究センター東病院 放射線診断科　　中間　楽平

P64-5 回復期の病院における急変時に特化した事前確認の試み
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　　森本　文雄

P64-6 入院加療中にビタミン B1 欠乏による代謝性脳症を発症した 2 症例
徳島赤十字病院 救急科　　髙田　忠明

P64-7 超高齢社会における地域包括ケアシステムの確立
荒尾市民病院 救急科　　松園　幸雅

ポスター 65

高齢者の救急③
司会　　豊田厚生病院 救急科　　畑田　　剛

P65-1 高齢者の気道異物による窒息の現状と対策 ―MOCHI (multi-center observational 
choking investigation)―

日本医科大学付属病院 高度救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　五十嵐　豊
P65-2 緊急内視鏡的胆道ドレナージ術および大動脈弁バルーン形成術により救命できた

高齢者大動脈弁狭窄症合併胆石性急性膵炎の１例
奈良県西和医療センター 循環器内科　　中井　健仁

P65-3 緊急事態宣言中に垣間見えた救急医療の近未来予測
横須賀共済病院 救急科、横浜市立大学医学部 救急医学教室　　土井　智喜

P65-4 地域専門病院における高齢者虚血性脳卒中の積極的治療に関する検討
仙台東脳神経外科病院、東北大学加齢医学研究所 機能画像医学研究分野、

東北大学 加齢・老年病科　　山本　修三
P65-5 当科で手術および術後管理を行なった高齢者大腿骨近位部骨折患者における急性

腎障害の発症頻度
慶應義塾大学医学部 救急医学　　宇田川和彦

P65-6 大動脈ステント留置術後の高齢者における重症転落外傷の救命例
横須賀市立うわまち病院　　森　　来実

ポスター 66

小児医療
司会　　岐阜大学医学部附属病院 高次救命治療センター　　安田　　立

P66-1 人工呼吸管理中に一時的に横隔膜交通が消失した横隔膜交通症の小児例
国立成育医療研究センター 手術・集中治療部 集中治療科　　飯田　茉李

P66-2 Point-of-Care ultrasound(POCUS) を用いて診断し得た Streptococcus intermedius 膿
胸の男児例

徳島県立海部病院 内科　　福井亜理沙
P66-3 小児頭部外傷に対する CT 適応新基準の検証

横須賀共済病院 救急科、横浜市立大学医学部 救急医学教室　　嶽間澤昌泰
P66-4 意識障害を呈して来院した小児直腸脱

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　佐々木弥生
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P66-5 小児重症患者における防災ヘリコプターを用いた長距離搬送システムの構築
済生会滋賀県病院 救命救急センター 救急集中治療科　　岩田賢太朗

P66-6 当院における交通外傷を契機にした小児外傷症例の実態
京都第二赤十字病院 救命救急センター 救急科　　石井　　亘

P66-7 出血性ショックを伴った小児のⅢ b 型肝損傷に対して搬送のために約 1 時間の
IABO full inflate を要した 1 救命例

和歌山県立医科大学附属病院 高度救命救急センター　　三宅　雄一

ポスター 67

臓器障害
司会　　岐阜大学大学院医学系研究科 救急・災害医学分野　　北川雄一郎

P67-1 EBV VCA IgM と CMV IgM が共に陽性となった伝染性単核球症の一例
上尾中央総合病院 消化器内科　　大江　啓史

P67-2 明らかな心電図変化を認めなかった若年発症の冠動脈解離の１例
福岡徳洲会病院 救急科　　川原　加苗

P67-3 当院における非外傷性腎破裂 11 例の検討
岸和田徳洲会病院 救命救急センター　　鈴木慧太郎

P67-4 psuedo renal failure を伴う膀胱破裂の 1 例
八戸市立市民病院 救命救急センター　　箕輪　啓太

P67-5 尿道カテーテルの尿管膀胱移行部迷入による腎盂腎炎
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　澁谷　大樹

P67-6 救急外来における非 ST 上昇型急性心筋梗塞の最適な診断戦略の検討 −多施設共
同前向きコホート研究−

福井大学 救急科　　山田　直樹
P67-7 救急外来で診断し得た腹腔動脈解離の 3 例

東京都立墨東病院 高度救命救急センター・ER　　野路　　咲

ポスター 68

産科・婦人科救急
司会　　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　　梅村　武寛

P68-1 妊婦の心肺停止に対して死戦期帝王切開および VA-ECMO 導入により救命し得た
1 例

兵庫県立尼崎総合医療センター ER総合診療科　　山下　　光
P68-2 帝王切開後の卵巣静脈血栓より肺塞栓症をきたした１例

帝京大学医学部 救急医学講座　　立澤　直子
P68-3 右心不全にて発症し心嚢液貯留をきたした Pseudo-Meigs 症候群の一例

大分大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　松本　祐欣
P68-4 産後弛緩出血による腹部コンパートメント症候群に対し Open Abdomen とした一

例
慶應義塾大学医学部 救急医学　　栗原　里沙

P68-5 Hybrid ER は産科救急に革新をもたらすことができるか
大阪急性期総合医療センター 救急診療科　　中田　秀一

P68-6 死戦期帝王切開術の症例経験から考える静岡県東部の産科救急システムの現状と
展望

順天堂大学医学部附属静岡病院 救急診療科　　日域　　佳
P68-7 子宮内外同時妊娠、異所性妊娠破裂による出血性ショックの一例

済生会滋賀県病院 救急集中治療科　　日野　篤信

ポスター 69

精神科・その他
司会　　順天堂大学医学部附属順天堂医院 救急科　　橋口　尚幸

P69-1 慢性腎臓病に対する厳格な食事制限により Wernicke 脳症に至った一例
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　熊谷美有紀
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P69-2 救命救急における性暴力・DV・虐待対応の重要性と性暴力被害者支援看護師
（SANE）の活動

日本福祉大学 看護学研究科　　長江美代子
P69-3 新型コロナウイルスの感染を恐れて自傷行為に及んだ 2 症例

京都第一赤十字病院 救急科　　堀口　真仁
P69-4 身体症状で救急搬送された長期引きこもり患者に対して、入院中に多職種連携を

行うことで社会的支援につなげた 1 例
佐賀大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　中山　賢人

P69-5 自傷行為患者の救急診療における精神科コンサルトの有用性
名古屋第二赤十字病院 救急科　　加藤　久晶

P69-6 「コロナうつ」と戦う！～平時とリンクした災害メンタルヘルス対応～
日本赤十字社和歌山医療センター 

外傷救急部/外科/精神科/国際医療救援登録要員　　益田　　充
P69-7 救命救急センターへの精神科医常駐開始前後における精神疾患合併救急搬送症例

の入院期間の比較検討
宮崎大学医学部 臨床神経科学講座精神医学分野、

宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター　　古郷央一郎

ポスター 70

その他の救急疾患①
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　　本多　英喜

P70-1 比較的稀と考えられた閉塞性ショックの２症例
市立三次中央病院 麻酔科・集中治療室　　田嶋　　実

P70-2 内視鏡的膵管ステント留置が有用であった膵管破綻の 2 例
三重大学 肝胆膵・移植外科　　飯澤　祐介

P70-3 神経線維腫症 1 型に合併した動脈瘤破裂により大量血胸を来した 2 例
奈良県立医科大学付属病院 高度救命救急センター　　田中　晃矢

P70-4 花粉 - 食物アレルギー症候群によるアナフィラキシーの 1 例
横浜労災病院 救命救急センター　　早川　達也

P70-5 肺癌化学療法中に発症した薬剤性膵炎の 2 例
井上病院　　西川　敏雄

P70-6 当院で経験した口蓋垂炎の 2 例
奈良県総合医療センター 救命救急センター　　米山　雅章

P70-7 当院における、呼吸器症状を初発とした筋萎縮性側索硬化症 (amyotrophic lateral 
sclerosis:ALS) 症例についての検討

国立病院機構東京医療センター 救急科　　鈴木　　亮

ポスター 71

その他の救急疾患②
司会　　日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター　　本村　友一

P71-1 頭部外傷後に尿閉で発症した Meningitis-retention syndrome の一例
群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　村田　将人

P71-2 当院でのアナフィラキシーに対するアドレナリン投与の現状と対策
国立大阪医療センター 救命救急センター　　眞木　良祐

P71-3 防ぎ得た診断エラー 
四肢コンパートメント症候群の過去症例を検証する

大阪急性期・総合医療センター 高度救命救急センター 救急診療科　　前川　隆博
P71-4 非外傷性両側腹直筋血腫によりショックを呈した一例

栃木県済生会宇都宮病院 放射線科　　間　　崇史
P71-5 硬膜外麻酔手技時の所見では気脳症の合併予測は困難である

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　鱶口　清満
P71-6 甲状頚動脈破綻に伴う頚部血腫、血胸のためにショックを呈した神経線維腫Ⅰ型

の 1 例
熊本大学病院 救急・総合診療部　　入江　弘基
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P71-7 急激な頸部腫脹を来した唾石症の 1 例
広島市立広島市民病院 救急科　　秦　　昌子

ポスター 72

PCPS・ECMO ①
司会　　信州大学 救急集中治療医学　　今村　　浩

P72-1 ナファモスタット投与で ECMO 回路寿命を延長できたと考えられる COVID-19
肺炎 4 例の経験

聖マリアンナ医科大学病院 クリニカルエンジニア部　　濱田　悠佑
P72-2 甲状腺クリーゼによる重症心原性ショックに対して EC-PELLA(VA-ECMO ＋

IMPELLA CP) を導入し救命しえた 1 例
東京都立墨東病院 高度救命救急センター　　井上　　謙

P72-3 重症 COVID-19 呼吸不全に対して VV-V ECMO 選択が有効であった 1 例
福岡大学 救命救急センター　　内藤麻巳子

P72-4 ECMO 施行そのものが原因と考えられた線溶亢進型 DIC の 1 例
東京医科大学 救急・災害医学分野　　澤畠　摩那

P72-5 超高齢者の重症低体温症に対し、VA-ECMO により復温し救命し得た１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

P72-6 外傷性ARDSに対して venovenous extracorporeal membrane oxygenation（VV-ECMO）
を使用した一例

奈良県総合医療センター 救命救急センター　　川内健太郎
P72-7 心タンポナーデを伴う Capillary Leak Syndrome に対して VA-ECMO を用いて蘇生

した 1 例
東京都立墨東病院 高度救命救急センター　　谷本　篤紀

ポスター 73

PCPS・ECMO ②
司会　　横浜市立みなと赤十字病院 救命救急センター　　武居　哲洋

P73-1 ECPR(Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation) 導入における合併症リスクの検
討

東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター　　佐藤　裕一
P73-2 搬送インフラの高度化：Critical Care & ECMO Transport Team

済生会宇都宮病院 救急集中治療科 栃木県救命救急センター　　藤田　健亮
P73-3  COVID-19 による重症 ARDS に対して , 初療室で VV-ECMO を導入し救命した 1

例
東京医科大学病院 救急・災害医学分野　　会田　健太

P73-4 比較的長期の ECMO 管理が奏功した A 型インフルエンザ肺炎を契機とした
ARDS の一例

秋田大学医学部 救急・集中治療学科　　亀山　孔明
P73-5 心肺蘇生法に伴う肺挫傷に対し VV-ECMO 管理で救命した特発性心室細動の 1 例

大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター　　山口　英治
P73-6 大量喀血による重症呼吸不全に対し VV-ECMO を施行し救命しえた 1 例

成田赤十字病院 救急・集中治療科、
千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学　　今枝　太郎

P73-7 原因菌不明の ARDS に対して長期 VV ECMO 管理により救命し得た１例
福岡大学病院 救命救急センター　　高山　和之

ポスター 74

鎮痛・鎮静・モニタリング
司会　　和歌山県立医科大学 救急集中治療医学講座　　加藤　正哉

P74-1 胸腔鏡下手術に対する硬膜外鎮痛と椎弓後面ブロックの術後鎮痛効果に対する比
較検討 傾向スコア法を用いた非劣性研究

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 麻酔科　　藤村　直幸
P74-2 救急外来での処置時の鎮静におけるプロポフォール使用と滞在時間の比較

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
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P74-3 尿管結石に対してアセトアミノフェン 1.0g の静注投与で改善せず芍薬甘草湯が
著効した 2 症例

京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科　　河生多佳雄
P74-4 鎖骨骨折手術での ClaviPectoral Fascia Plane block 、SupraClavicular nerve block の

経験
公立甲賀病院 麻酔科　　今井　秀一

P74-5 VV-ECMO 管理中の心原性肺水腫に対して経肺熱希釈によるモニタリングを行っ
た 1 例

大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター　　高原　千咲
P74-6 敗血症のスクリーニング指標としての脈波伝搬時間の有用性

日本赤十字社高知赤十字病院 救命診療部　　山下　幸一

ポスター 75

画像診断
司会　　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

P75-1 Hybrid Emergency Room での早期 Pan-scan CT が有効であった緊張性気胸の 1 症
例

社会医療法人緑泉会米盛病院 救急科　　安達　普至
P75-2 新型コロナウイルス感染症疑い症例への遠隔画像診断支援サービスについて

聖マリアンナ医科大学 救急医学 救急放射線部門　　昆　　祐理
P75-3 CT で診断し保存的加療で治癒しえた放射線照射後自然膀胱破裂の 1 例

鎌ケ谷総合病院 救急科　　中山　　馨
P75-4 軽量ポータブル X 線装置を用いたより安全な処置に関する検討

日本医科大学付属病院 高度救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　過外　真隆
P75-5 Rules of two の教育・実践による診断エラーの回避－米国集中治療 X 線読影法の

救急画像読影法への応用と徹底－
高知大学医学部 災害・救急医療学　　宮内　雅人

P75-6 中心静脈カテーテルが鎖骨下動脈に誤穿刺された 1 例
島根大学医学部附属病院 救命救急センター　　高尾　　聡

ポスター 76

IVR
司会　　国立病院機構横浜医療センター 救命救急センター　　古谷　良輔

P76-1 SAM（Segmental Arterial Mediolysis）による動脈瘤の経時的変化
佐賀大学医学部附属病院 救急医学講座　　山崎　弘貴

P76-2 ER での緊急 IVR の安全性についての検討
平塚市民病院 救急科　　間崎　　光

P76-3 穿刺に伴う医原性出血に対する動脈塞栓術～穿刺部以外から出血していた 2 例～
帝京大学医学部 放射線科学講座　　人見　　秀

P76-4 TAE にて救命した頸部腫瘍内出血を合併した von Recklinghausen 病の一例
北里大学 救命救急医学　　井上　裕路

P76-5 上顎洞内への出血が致死的となった外傷性鼻出血の一例
北里大学医学部 救命救急医学　　金田　七重

P76-6 気管支動脈蔓状血管腫に対して , 気管支動脈塞栓術が奏功した 1 例
成田赤十字病院 救急・集中治療科、千葉市立青葉病院 救急集中治療科　　石川菜摘子

ポスター 77

重症度・予後評価
司会　　新潟医療福祉大学　　遠藤　　裕

P77-1 院外心肺停止患者の直近早期警告スコア NEWS(National Early Warning Score) に関
する検討

医誠会病院 集中治療部　　田中　　暢
P77-2 外傷患者の重症度、治療経過と退院・転院先との関連（第二報：予測モデル検証）

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、
横浜市立大学医学部 救急医学教室　　岩下　眞之
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P77-3 当院 ICU における患者収容時刻・入床経路と患者重症度の関係
医誠会病院 集中治療部　　田中　　暢

P77-4 心室細動 (VF) 蘇生後の高次脳機能障害の評価に MRI より脳血流シンチグラフィ 
(SPECT) が有効である可能性

足利赤十字病院 神経精神科　　清水　裕介
P77-5 感染症患者における体温及び CRP 値と院内死亡との関連

福島県立医科大学、総合南東北病院　　橋本　克彦
P77-6 気道異物による窒息の新たな分類の提唱：MOCHI 解析より

日本医科大学付属病院 高度救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　三宅のどか
P77-7 アナフィラキシーにおける原因別の重症度，転帰の検討 −広島市消防局の検証

データに基づいた後方視的コホート研究−
広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線災害医療開発研究分野　　山賀　聡之

ポスター 78

基礎研究　その他
司会　　昭和大学医学部 救急・災害医学講座　　土肥　謙二

P78-1 病院救急部立ち上げ 2 か月の振り返り：救急隊接触時 National Early warning score
を用いた重症度評価の試み

国際医療福祉大学成田病院 救急医学　　遠藤　拓郎
P78-2 広範な縦隔気腫、後腹膜気腫、皮下気腫を呈した脳動静脈奇形破裂の 1 例

京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科　　高谷　悠大
P78-3 マウス肺挫傷モデルの確立に向けて

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 救命救急・災害医学講座、
岡山大学病院 臨床工学センター　　平山　隆浩

P78-4 水素吸入療法は間質性肺炎遠隔期の呼吸機能を温存する：ブレオマイシン 処理
マウスを用いた研究

岡山大学病院 高度救命救急センター　　青景　聡之
P78-5 低体温を示す敗血症モデルマウスの肺障害へ関与する因子の検討

埼玉医科大学 保健医療学部　　小野川　傑
P78-6 自然免疫応答の制御による重度侵襲後の敗血症対策

防衛医科大学校 防衛医学研究センター 外傷研究部門　　宮崎　裕美
P78-7 フレンツェル眼鏡用小型無線赤外線カメラシステムの使用経験

富山赤十字病院 耳鼻いんこう科　　赤荻　勝一

ポスター 79

ER 診療①
司会　　聖隷三方原病院 高度救命救急センター　　早川　達也

P79-1 A 大学病院へ自力歩行で来院した外国人患者とトリアージの特徴
慶應義塾大学 看護医療学部　　浅川　翔子

P79-2 血管炎が疑われるも確定診断に至らなかった手指壊死の 1 例
昭和大学病院 昭和大学医学部 救急・災害医学講座　　原野　康平

P79-3 来院時より存在した心室中隔欠損が PCI 後に明らかになった亜急性心筋梗塞の一
例

慶應義塾大学医学部 救急医学　　若原　聡汰
P79-4 特発性脊髄梗塞の発症頻度と臨床像の検討

名古屋市立大学病院 救急科　　宮崎　ゆか
P79-5 当院発熱外来患者の内訳

東京臨海病院 救急科　　坂本和嘉子
P79-6 救急外来の危機管理には 24 時間 365 日専従の救急科専門医による ER コーディ

ネーターシステムが効く ―東京 ER 墨東の経験からー
東京都立墨東病院 救急診療科・高度救命救急センター　　岡田　昌彦
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ポスター 80

ER 診療②
司会　　米盛病院 救急科　　梅澤　耕学

P80-1 新型コロナウイルス感染症が疑われる救急搬送における労働力負荷についての検
討

聖マリアンナ医科大学 救急科　　尾上　梨郁
P80-2 食事療法でｺﾝﾄﾛｰﾙ良好な 2 型糖尿病との確認からわずか 2 日後に発症した劇症 1

型糖尿病の一例
国立病院機構小倉医療センター　　江本　　因

P80-3 新型コロナウイルスの流行でわかった緊急時でも維持すべき救急医療
京都第一赤十字病院 救命救急センター 救急科　　竹上　徹郎

P80-4 救急外来滞在時間の把握と長時間滞在の要因分析
国家公務員共済組合連合会立川病院 救急科　　上倉　英恵

P80-5 救急搬送された成人アナフィラキシー患者の入院基準について
JA愛知厚生連豊田厚生病院 救命救急センター　　西本　泰浩

P80-6 尿道結石症の 1 例
草加市立病院 救急診療科　　鈴木　恒夫

P80-7 保存的加療により軽快した孤立性内臓動脈解離の 4 例
JA尾道総合病院 救急科　　宇根　一暢

ポスター 81

ER 診療③
司会　　聖隷三方原病院 高度救命救急センター 救急科　　志賀　一博

P81-1 Bio-Psyco-Social モデルを用いた介入による ER 負担の改善
JCHO東京城東病院総合診療科、亀田総合病院 救命救急科　　志水　健太

P81-2 「外国人患者受け入れ拠点医療機関」としてみえてきた、救急外来における時間
外「外国人患者」の特徴

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　　成田麻衣子
P81-3 意識障害の鑑別に苦慮した外傷性延髄損傷の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
P81-4 von Recklinghausen 病に合併した左頸横動脈破綻の 1 例

岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座 救急医学分野　　佐藤　正幸
P81-5 救急外来における転科依頼書の効果

昭和大学医学部 救急・災害医学講座　　香月　姿乃
P81-6 当院における救急搬送応需上昇への取り組み

東京北医療センター 救急科　　金井　信恭
P81-7 常勤の救急医が来たことで二次救急医療機関はどのように変貌したか？

さいたま市立病院 救急科　　中野　公介

ポスター 82

病院前医療・救護・MC ①
司会　　原町赤十字病院 救急科　　町田　浩志

P82-1 標準的ドクターカー運用は根本的治療開始を早くする
徳島赤十字病院 救急科　　吉岡　勇気

P82-2 バイスタンダーの CPR 実施意思に対する計画的行動理論適用の検証
中央大学理工学研究科　　進藤　聖矢

P82-3 高等学校体育祭で発生した多数傷病者に対して現場出動と受け入れを経験して
大井田病院　　牛塲　　彩

P82-4 病院前救護における脳卒中と低血糖の鑑別 
～呼吸循環動態による判断の試み～

松波総合病院 救急総合診療科、
岐阜大学医学部付属病院 高度救命治療センター　　八十川雄図
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P82-5 気管チューブのカフに一定量の空気を注入しても適正な圧は得られない 
―ブタ気管を使ったカフ圧の検討―

長野救命医療専門学校 救急救命士学科　　瀧野　昌也
P82-6 脳卒中選定に関わる病院前の精度向上に向けた要因の検討

順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科　　高見　浩樹
P82-7 止血帯（ターニケット）を用いた四肢の緊縛止血の教育について 

非医療従事者はどのようなターニケットを好むのか
防衛医科大学校病院 救急部、

防衛医科大学校 防衛医学研究センター 外傷研究部門　　関根　康雅

ポスター 83

病院前医療・救護・MC ②
司会　　福井県立病院 救命救急センター　　前田　重信

P83-1 ドクターヘリ運航に救急医の存在は大きい
順天堂大学医学部附属静岡病院 救急診療科　　大森　一彦

P83-2 学校教職員における呼吸評価の正確性－観察頻度の影響－
日本体育大学保健医療学研究科 救急災害医療学専攻、

日本体育大学保健医療学部 救急医療学科、日本医科大学 救急医学教室　　鈴木　健介
P83-3 口頭指導が初期心電図波形に与える影響の検討

明治国際医療大学保健医療学部 救急救命学科、
国士舘大学大学院 救急システム研究科　　古元　謙悟

P83-4 転院搬送された外傷患者の凝固障害と damage control resuscitation
手稲渓仁会病院 救急科　　高橋　宏之

P83-5 臨床実習は学修の動機付けや社会問題考察の契機となる―救急救命士養成課程学
生の救急車同乗実習レポート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、
日本体育大学大学院 保健医療学研究科、日本医科大学 救急医学教室　　中澤　真弓

P83-6 当院におけるドクターヘリ、ドクターカーによる多数傷病者事案への対応に関す
る検討

宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター　　久保　佳祐
P83-7 院外心室細動 / 無脈性心室頻拍における病院前診療の有用性に関する検討

宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター　　伊豆元心太郎

ポスター 84

病院前医療・救護・MC ③
司会　　富山県厚生部　　小倉　憲一

P84-1 自動心臓マッサージ器による胸骨圧迫深度と圧迫力の比較
昭和大学医学部 救急・災害医学講座　　加藤　晶人

P84-2 当大学での病院実習のための事前教育における試験項目についての検討
日本体育大学保健医療学部 救急医療学科　　宇田川美南

P84-3 院外心停止症例に対するドクターカーの効果に関する検討
関西医科大学附属病院 救急医学科　　中嶋　麻里

P84-4 海上保安庁巡視船による海外派遣事業での医務官の経験
静岡赤十字病院 救命救急センター・救急科　　中田　託郎

P84-5 救急救命士が院外心肺停止事案で実施する静脈路確保のタイミング
長野赤十字病院 救命救急センター　　岩下　具美

P84-6 和歌山市におけるＤＮＡＲ例の検討からＤＮＡＲプロトコールを考える
日本赤十字社和歌山医療センター 第一救急科部　　浜崎　俊明

P84-7 病院内メディカルコントロール体制構築の報告
千葉科学大学 危機管理学部 保健医療学科、

千葉科学大学大学院 危機管理学研究科　　飯田　涼太
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ポスター 85

病院前医療・救護・MC ④
司会　　手稲渓仁会病院 救命救急センター　　奈良　　理

P85-1 ドクターカーは 24 時間運用が必要か 
−南和歌山医療センターの 10 年間の運用からー

国立病院機構南和歌山医療センター 救命救急科　　島　　幸宏
P85-2 特別救急隊（ドクターカー）による根本的治療の早期開始と病態安定化への取り

組み
大阪府三島救命救急センター　　小畑　仁司

P85-3 行政の救急医療情報システムと病院救急外来との情報連携事例
日立総合病院 救急集中治療科、TXP Medical 株式会社　　園生　智弘

P85-4 トレイルランニングイベントにおける傷病傾向とレース参加者のファーストエイ
ド能力の必要性

国士舘大学大学院 救急システム研究科　　武田　　唯
P85-5 パルスオキシメータを用いた止血帯止血法の評価の検証～上腕周囲長による比

較～
日本体育大学大学院 保健医療学研究科 救急災害医療学コース　　小玉　響平

P85-6 救急救命士の複数名運用は院外心停止症例においてアドレナリン投与時間を短縮
させる

札幌医科大学医学部 救急医学講座、
札幌医科大学 北海道病院前・航空・災害医学講座　　沢本　圭悟

P85-7 遠隔実習における通信機器による教育効果の検証
日本体育大学 保健医療学部救急医療学科　　星　　光長

ポスター 86

病院前医療・救護・MC ⑤
司会　　富山県立中央病院 救命救急センター　　松井恒太郎

P86-1 COVID-19 疑い例に対する当院での屋外ドライブスルーの現状
済生会中和病院 総合診療科　　小延　俊文

P86-2 COVID-19 による救急搬送件数の減少と当地域における救急車適正使用
松阪市民病院 救急科　　谷口健太郎

P86-3 修正早期警戒スコア (MEWS) を活用した救急隊による長距離搬送時の患者急変リ
スク評価

北海道遠軽地区広域組合消防本部　　谷口　圭祐
P86-4  ラピッドカーにおける診療看護師の取り組みと課題

藤田医科大学病院 災害・外傷外科　　平川　昭彦
P86-5 医療系学生による血圧測定の聴診法と触診法の正確性

日本体育大学大学院保健医療学研究科 救急災害医療学専攻　　北野信之介
P86-6 奈良県天理市における AED の配置及び使用可能状況に関する調査

奈良県立医科大学附属病院 高度救命救急センター　　山本　幸治
P86-7 消防長会の後援！消防学校初任科生の全員参加！島根メディカルラリー

県立広島病院 救命救急科　　日下あかり

ポスター 87

病院前医療・救護・MC ⑥
司会　　福岡大学病院 救命救急センター　　喜多村泰輔

P87-1 救急救命士が行う特定行為に要する時間の検討
日本体育大学保健医療学部 救急医療学科、

日本体育大学大学院保健医療学研究科 救急災害医療学　　小倉　勝弘
P87-2 救急救命士における VR 動画を活用した緊急度・重症度判断訓練の検討

日本体育大学保健医療学部 救急医療学科、
日本体育大学大学院保健医療学研究科 救急災害医療学コース　　原田　　諭
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P87-3 早期医療介入と早期根本治療のために ~ICT を最大限に活用した病院前救急診療
の取り組み ~

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 救命救急センター　　米盛　輝武
P87-4 新型コロナウイルス発生時期における福島市消防署管内発熱患者の救急応需状況

の実態
福島県立医科大学 地域救急医療支援講座　　小野寺　誠

P87-5 パイロットバルーンの観察による気管チューブのカフ圧の推定
長野救命医療専門学校 救急救命士学科　　瀧野　昌也

P87-6 一般市民の心停止認識にかかわる特徴的表現の分析
中央大学 理工学部、国士舘大学 防災・救急救助総合研究所　　匂坂　　量

P87-7 窒息触れ込みであったがクモ膜下出血であった一例
順天堂大学医学部附属静岡病院　　村松　賢一

ポスター 88

航空医療
司会　　東海大学医学部 救命救急医学　　中川　儀英

P88-1 Flight against Time 
過疎地域の二次医療機関にドクターヘリ発進基地が設置された意義

南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 救急科、
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 救急センター　　渡邉　知朗

P88-2 ドクターヘリによる病院前からの心停止後症候群治療の必要性
JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 救急科　　中村　元保

P88-3 消防防災ヘリによる重症心不全患者のヘリ搬送シミュレーション（第 2 報）
徳島赤十字病院 救急科　　福田　　靖

P88-4 重症外傷におけるドクターヘリの有効性に関する検討
済生会滋賀県病院 救命救急センター・救急集中治療科　　中本　和真

P88-5 ドクターヘリ事後検証会をリモート形式で行う試み
聖隷三方原病院 高度救命救急センター 救急科　　志賀　一博

P88-6 中部ブロックにおける災害時のドクターヘリの連携協定締結
聖隷三方原病院 高度救命救急センター　　早川　達也

ポスター 89

災害医療①
司会　　熊本大学病院 災害医療教育研究センター　　笠岡　俊志

P89-1 COVID-19 影響下における放射線災害医療教育の現状と課題
広島大学原爆放射線医科学研究所 放射線災害医療開発研究分野、

広島大学放射線復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム　　廣橋　伸之
P89-2  エレベーター内に突然閉じ込められたら何が起きる！

（財）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
P89-3 INSARAG 及び EMT アジア大洋州地域地震対応演習に運営側として参加した経験

順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科　　大場　次郎
P89-4 病院建築における災害時の傷病者受け入れ計画事例に関する調査研究

東京電機大学 理工学部 建築・都市環境学系　　江川　香奈
P89-5 Healthcare BCP を理解するための訓練方法

岡山大学 大学院医歯薬総合研究科 災害医療マネジメント学講座　　中尾　博之
P89-6 令和元年東日本台風における当院 DMAT 活動報告

獨協医科大学 救急医学講座　　和氣　晃司
P89-7 化学テロにおける一次トリアージ（除染前トリアージ）について

（公財）日本中毒情報センター　　奥村　　徹

ポスター 90

災害医療②
司会　　高知大学医学部 災害・救急医療学　　西山　謹吾

P90-1 西日本豪雨を契機とした当院の水害リスクの再検討
倉敷中央病院 救命救急センター　　池上　徹則
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P90-2 長野地域を襲った令和元年東日本台風による 2 医療機関の避難
長野赤十字病院 救命救急センター　　岩下　具美

P90-3 AI を活用した災害時トリアージシステムの構築
佐賀大学医学部附属病院 救急医学講座　　三池　　徹

P90-4 令和元年台風第 19 号における災害医療支援隊と地元子育て支援団体が連携した
避難所活動の報告

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科、TMAT 徳洲会災害医療救援隊　　時田　裕介
P90-5 同時多発的にトルエン中毒となった 3 症例

津山中央病院 救急集中治療科　　村上　勇也
P90-6 日本初、全身麻酔下手術対応 NBC 救急車の開発

東京女子医科大学東医療センター 救命救急センター　　小川　真悠
P90-7 我が国災害医療における Crisis Standards of Care の必要性について

防衛医科大学校病院 救急部　　霧生　信明

ポスター 91

脳死・臓器提供
司会　　浜松医療センター 救命救急センター　　水谷　敦史

P91-1 臓器提供意思表示に関するライフステージでの検討
荒木脳神経外科病院 脳神経外科　　沖　　修一

P91-2 演題取り下げ 

P91-3 脳死下臓器提供のための院内体制整備に関する取り組み
あいち小児保健医療総合センター 救急科　　石川祥一朗

P91-4 心停止下臓器提供の終末期医療対応を含めた負担抽出
聖マリアンナ医科大学東横病院 脳神経外科　　小野　　元

P91-5 当院における献腎移植術での脳死下臓器提供及び心停止下臓器提供件数の推移の
後方視検討

市立札幌病院 麻酔科　　檀上　　渉
P91-6 脳死ドナーへのステロイド投与によりカテコラミン離脱が可能となる

JCHO中京病院 救急科　　黒木　雄一
P91-7 主治医として臓器提供に関わった経験について

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

ポスター 92

終末期医療、リハビリ
司会　　伊勢赤十字病院 救急部　　大森　教成

P92-1 死後造影 CT で診断できた胸骨圧迫による左胸腔内大量出血
鳥取大学医学部附属病院 救急災害医療分野、

鳥取大学医学部社会医学講座 法医学分野　　吉宮　元応
P92-2 当院における Ai-CT の撮影状況と診断率

佐久総合病院佐久医療センター 救命救急センター　　須田　千秋
P92-3 発症から回復期転院までの期間が ADL、在宅復帰に与える影響について

成田リハビリテーション病院 リハビリテーション科　　田口　　崇
P92-4 救命救急センター搬送患者における嚥下評価と課題

日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急センター 救命救急科、
日本医科大学 救急医学教室　　大嶽　康介

P92-5 進行がん患者の急性呼吸不全治療を行い緩和ケアに繋いだ一例
東海大学医学部付属病院 救命救急科　　曽我　太三

P92-6 超高齢社会における三次救急搬送患者の終末期医療についての検討
帝京大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　伊藤　　香
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ポスター 93

チーム医療①
司会　　日本体育大学大学院 / 日本体育大学 救急医療学科 　　小川　理郎

P93-1 COVID-19 対応中の病院スタッフの Empathy についての調査
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科　　溝辺　倫子

P93-2 医師や看護師が常駐していない場所からのコードブルー訓練
済生会新潟病院 救急科　　田山　雅雄

P93-3 ドクターヘリで搬送された重症外傷患者に対する外傷診療コンセンサスの効果の
検討 : 単施設後ろ向きコホート研究

徳島県立中央病院 救命救急センター　　福井　智也
P93-4 救急医療におけるチーム医療 - 救急外科の役割 -

藤沢市民病院 救命救急センター 救急外科　　岡　　　智
P93-5 チームとして飛躍するために再考すべき個々のスキルアップ

杏林大学医学部 救急医学　　持田　勇希
P93-6 外傷初期診療におけるチーム医療：Hybrid ER のない救命救急センターでの取り

組み
独立行政法人国立病院機構災害医療センター 救命救急センター　　岡田　一郎

P93-7 COVID-19 診療チームによる実践的 narrative review の具体的方法と有用性に関す
る検討

慶應義塾大学 医学部 救急医学　　松村　一希

ポスター 94

チーム医療②
司会　　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　　松岡　哲也

P94-1 チーム医療の一助となる整形外科 Sub-specialty を持つ救急医の在り方について
大阪急性期・総合医療センター 救急診療科　　中堀　泰賢

P94-2 救急活動時間の短縮に関する GPS データを用いたシミュレーションに関する研
究

自治医科大学附属さいたま医療センター 救急科　　福島　史人
P94-3 小児用救急アプリデータを用いた季節性インフルエンザの流行予測

大阪大学大学院 救急医学　　片山　祐介
P94-4 救急医が臓器提供院内コーディネーターになることの意義

JCHO中京病院 救急科・臓器提供院内コーディネーター　　黒木　雄一
P94-5 デブリーフィングがもたらすチームダイナミクスの効果 

～急性心筋梗塞から心破裂をきたし蘇生した症例～
公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 看護部 診療看護師　　石川ちさと

P94-6 チームトレーニング評価表の日本語訳とその使用経験について
鳥取大学 医学部医学教育学講座 医学教育学部門　　三好沙耶佳

P94-7 RRS と救命救急センターとのかかわり
岐阜県総合医療センター 救急科、岐阜県総合医療センター 医療安全部　　豊田　　泉

ポスター 95

地域医療・連携①
司会　　市立釧路総合病院 救命救急センター　　其田　　一

P95-1 重症患者と特殊救急集約化に向けた遠隔 ICU ネットワーク
千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学、

千葉県救急医療センター 集中治療科　　松村　洋輔
P95-2 新型コロナウイルス感染症流行下における 3 次救急事案の病院収容までの時間と

距離についての検討
日本赤十字社医療センター 救急科　　近藤　祐史

P95-3 大都市部の大学病院の病院救急車運用における課題と今後の展望
順天堂大学医学部 救急災害医学研究室　　門田　勝彦

P95-4  大隅地域救急医療体制の現状
医療法人青仁会池田病院　　田中　　誠
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P95-5 地域における救命救急センターの現状と課題
川口市立医療センター 救命救急センター　　小川　太志

P95-6 院内救命士による転院搬送システムが地域救急医療体制に与える影響
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 

救命救急センター 　　池田　明子
P95-7 地域医療における医療可用度指数：Medical Availability Index の活用

静岡市立清水病院 外科　　林　　良郎

ポスター 96

地域医療・連携②
司会　　済生会中和病院 総合診療科　　小延　俊文

P96-1 小規模病院救急における COVID19 対策を通した救急応需率改善の試み
TMG宗岡中央病院 内科　　小室　哲也

P96-2 地方救命救急センターの診療体制変更に伴う変化について
宮崎県立延岡病院 救命救急科　　島津志帆子

P96-3 COVID-19 非対応医療機関における救急応需機能改善への取組み ～コロナを「診
られない」からの脱却へ～

関西メディカル病院 ERセンター、関西メディカル病院 救急集中治療部　　吉永　雄一
P96-4 他病院との連携により良好な転機をたどった多発外傷の 1 例

社会医療法人緑泉会米盛病院 集中治療部　　崔　　権一
P96-5 県の方針で「救急医ゼロ地帯」に救急医 1 名が派遣されました。

原町赤十字病院 救急科　　町田　浩志
P96-6 COVID-19 に対する緊急事態宣言の発令が市民の救急要請に与える影響

大阪大学 救急医学　　片山　祐介
P96-7 無床診療所における新型コロナウイルス PCR 検査検体採取に関する検討

松本外科内科医院　　松本　孝嗣

ポスター 97

地域医療・連携③
司会　　市立函館病院 救命救急センター　　武山　佳洋

P97-1 千葉県における重症小児救急患者の効率的な診療体制の構築
順天堂大学医学部附属浦安病院 救急診療科・こども救急センター　　石原　唯史

P97-2 和歌山市における感染症指定医療機関以外の医療機関を含めた PCR 検査・入院
体制

和歌山労災病院 救急・集中治療部　　岩崎　安博
P97-3 救急医療リソースの適性分配の 1st step － ｢ 繋がる ｣・｢高品質」な救急安心セン

ター事業 (#7119) の実現－
横浜市救急相談センター、横浜市救急相談業務運用部会、

横浜市救急相談業務運営協議会、横浜市立大学医学部 救急医学教室　　六車　　崇
P97-4 医療過疎地における生血輸血を含む大量輸血プロトコルの作成

名古屋第二赤十字病院 救急科、沖縄県立八重山病院 救急科　　森岡　慎也
P97-5 ドクターヘリを持たない香川県にある当院ヘのリコプター搬送患者の調査

香川県立中央病院 救命救急センター　　岩本　康平
P97-6 地方における救急搬送応需に対する取り組み

中濃厚生病院 救命救急センター　　森　　　茂
P97-7 若手救急医のキャリアプランとしてへき地離島医療の経験はおすすめ。そして診

療科は内科を希望すべし。
横浜市立大学 救急医学教室　　横井　英人

ポスター 98

医療安全①
司会　　帝京大学ちば総合医療センター 救命救急センター　　森脇龍太郎

P98-1 多部位外傷患者における VTE 予防に対する取り組み～その後～
京都第一赤十字病院 救命救急センター 救急科　　的場　裕恵
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P98-2 救急外来における予期せぬ CT 読影レポート拾い上げプロジェクト：pick up the 
stars プロジェクトの試み

京都第一赤十字病院 救急救命センター 救急科　　安　　炳文
P98-3 少数の救急専従医で運営する ER 型救命救急センターの医療安全管理

市立四日市病院 救命救急センター　　柴山美紀根
P98-4 画像診断報告書“アラートレポート”の見落とし防止活動

海老名総合病院 安全推進部 医療安全対策室　　角田　和博
P98-5 当院における院内急変時対応の現状と課題

埼玉医科大学国際医療センター 救命救急科　　岸田　全人
P98-6 入院中に発生した転倒 •転落時の頭部 CT 撮影の現状

医療法人倚山会田岡病院 救急科　　宮武亜希子
P98-7 長期臥床に伴う肺血栓塞栓症が疑われた急性呼吸不全の一例

獨協医科大学埼玉医療センター 救急医療科　　上原　克樹

ポスター 99

医療安全②
司会　　岡山大学 災害医療マネジメント学講座　　中尾　博之

P99-1  集中治療室内で発生したインフレーションライン損傷
済生会横浜市東部病院 救命救急センター　　山田　真生

P99-2 院内蘇生講習会およびコードブルーシステムに対する新型コロナウイルスの影響
とその対応

京都府立医科大学 救急・災害医療システム学　　山畑　佳篤
P99-3 昭和大学病院 / 附属東病院における RRS 導入前の院内急変患者の検討

昭和大学医学部 救急・災害医学講座、昭和大学病院 救急医療センター　　昼間　　楓
P99-4 市販の消毒用塩化ベンザルコニウム液により薬剤性角結膜炎をきたした一例

熊本赤十字病院 救急科　　原富　由香
P99-5 救急領域での画像診断における偶発的所見～診断エラーを防ぐために～

京都府立医科大学 救急医療学教室　　武部弘太郎
P99-6 新型感染症対策を機に社会のセーフティネットである救急医療の過剰な集約化・

効率化を再考する
東京都医師会 救急委員会、帝京大学医学部 救急医学講座　　石川　秀樹

ポスター 100

卒前教育・初期研修
司会　　済生会横浜市東部病院 救命救急センター　　船曵　知弘

P100-1 魅力的な研修医勉強会の提供～ walk-in 急患の冷汗症例を反映させて～
佐賀県医療センター好生館 総合教育研修センター・救急科　　藤田　尚宏

P100-2 医学生に対する救急部臨床実習への遠隔学習サポートの試み
東京慈恵会医科大学 救急医学講座　　万代　康弘

P100-3 外傷初療チームに研修医が参加できるための教育とは？
日本赤十字社和歌山医療センター 

外傷救急部/外科/精神科/国際医療救援登録要員　　益田　　充
P100-4 １年次初期臨床研修医に対する救急症例の振り返りの試み

焼津市立総合病院 救急科　　富田　　守
P100-5 カンボジアにおける当院の心肺蘇生セミナーの開催について

サンライズジャパン病院　　高妻　岳広
P100-6 救急科初期研修医の時間外労働時間は敗血症患者の予後に影響を与えるか

東京医科歯科大学 救命救急センター　　中嶋　裕理
P100-7 医療系学生に対するメディカルラリーの教育効果

日本体育大学大学院 保健医療学研究科 救急災害医療学コース　　郡　　　愛
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ポスター 101

救急専門医教育、標準化医療教育
司会　　前橋赤十字病院　　中野　　実

P101-1 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
3 報）

東京医科大学病院 救命救急センター　　藤川　　翼
P101-2 ICLS コース受講前に筆記テストを用いた受講生の知識量把握の検討

社会医療法人財団石心会川崎幸病院　　中屋　政人
P101-3 体験型学習に関わる諸問題を解決する院内部門を設立することの有用性

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 
救急センター　　桐山　英樹

P101-4 バーチャルリアリティ技術を活用した救急シミュレーション教材の開発
防衛医科大学校 防衛医学講座、防衛医科大学校病院 救急部　　清住　哲郎

P101-5 救急科運営においてチーフレジデント制を導入したことに関する検討
亀田総合病院 救命救急科　　日下　伸明

P101-6 コロナと教育
神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター　　大西　理史

P101-7 気道確保法における指導要点の検証
高知赤十字病院　　山本賢太郎

ポスター 102

教育
司会　　浜松医科大学医学部附属病院 救急部　　高橋　善明

P102-1 救急外来における死亡診断書（死体検案書）作成上の問題点
小牧市民病院 救急集中治療科　　井上　卓也

P102-2 院内蘇生教育チームの構築により ICLS コース指導者の育成が奏功する！？
兵庫県立淡路医療センター 救命救急センター　　小平　　博

P102-3 救急外来診療で視覚的判断情報（visual cue）を活用する
横須賀市立うわまち病院 救急総合診療部　　本多　英喜

P102-4 当大学における救命救急センタ－での効果的な病院実習に向けての取り組み
日本体育大学保健医療学部 救急医療学科、

日本体育大学大学院 救急災害医療学、日本医科大学 救急医学教室　　小川　理郎
P102-5 当院における救急医学分野の Cadaver Surgical Training に受講者が求める外科手技

慶應義塾大学医学部 救急医学　　佐藤　幸男
P102-6 1 分間 POCUS で循環動態を推論する：剣状突起下エコーでの心機能評価のとり

くみ
旭川医科大学 救急医学講座　　岡田　　基

P102-7 アウトカム基盤型教育に基づくカリキュラムの実践で、初期研修医は当院 ER 研
修のアウトカムを達成できる

健和会大手町病院病院 救急科　　徳田　隼人

ポスター 103

制度
司会　　社会医療法人行岡医学研究会行岡病院 救命救急科　　川嶋　隆久

P103-1 市中病院における集中治療室運営について―当院における検討―
藤沢市民病院 救命救急センター　　赤坂　　理

P103-2 国内救急医の勤務形態と主観的睡眠の質および疲労蓄積に関する調査
東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科　　竹旗　　慧

P103-3 非災害拠点病院、第二種（結核）感染症指定医療機関である当院の新型コロナウ
イルス感染症対策

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 救急科、危機管理室　　島　　　完
P103-4 お・も・て・な・し お迎えサース喜んで !!

板橋中央総合病院 救急科　　土方　利之
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P103-5 自治医科大学卒業医師の救急科専門医取得の現状
美郷町国民健康保険西郷病院 内科　　黒木　琢也

P103-6 特色ある山形大学の研修プログラムに基づく 3 年間の後期研修を経て、山形県の
救急医療のこれからを考える

山形大学医学部附属病院 救急科　　髙橋　一則
P103-7 長崎県における臓器提供施設間の連携・支援体制構築への取り組み

長崎大学病院 高度救命救急センター　　平尾　朋仁

ポスター 104

その他（様々な一例報告）
司会　　名古屋第二赤十字病院 救急科　　加藤　久晶

P104-1 誘引なく急性上気道狭窄を来した両側反回神経麻痺の 1 例
順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科　　下澤新太郎

P104-2 右片麻痺・失語のため搬送されるが診断に至らなかった 1 例
桐生厚生総合病院 救急科、高崎総合医療センター 救命救急センター　　萩原　周一

P104-3 本態性血小板血症既往の小児の外傷性脾損傷に対し、IVR 施行も止血得られず開
腹脾臓摘出となった１例

敬愛会中頭病院 救急科　　米丸　裕樹
P104-4 DB+DDB の混在する広範囲熱傷に対して、tangential debridement を選択すること

で、小範囲の植皮術のみで治療可能であった症例
済生会福岡総合病院 救命救急センター　　前谷　和秀

P104-5  胸部外傷後 CO2 ナルコーシスを合併し治療に難渋した COPD 症例
医療法人青仁会池田病院　　田中　　誠

P104-6 特に既往のない産褥期女性の呼吸困難から周産期心筋症の診断に至った一例
亀田総合病院　　中島　浩一

ポスター 105

その他①
司会　　山梨県立中央病院 高度救命救急センター　　岩瀬　史明

P105-1 救急外来での車中診察で診断までに複数回受診を要した疾患と患者背景の調査
浦添総合病院 救急集中治療部　　北井　勇也

P105-2 救急搬送が多数自力来院患者への診療進行に与える影響についての検討：診療
チームを区別すべきか

帝京大学医学部 救急医学講座　　安心院康彦
P105-3 色は口ほどにものを言う？

板橋中央総合病院 救急科　　土方　利之
P105-4 敗血症の全身管理に五苓散を使用した 1 例

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 循環器内科　　高野　信二
P105-5 尿路感染症評価のためにＣＴ検査を行った１例についての検討

トヨタ記念病院 統合診療科　　武内　優子
P105-6 腹部超音波検査で術前診断しえた胆嚢捻転症の 2 例

吹田徳洲会病院 救急診療科　　喜多村泰博

ポスター 106

その他②
司会　　岐阜大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　山田　法顕

P106-1 当院で行なった非外傷性疾患に対する Open abdomen management (OAM) の検討
健和会大手町病院 救急科　　古城　　都

P106-2 時間依存性傾向スコア連続マッチングによる院外心停止患者に対する初回薬剤投
与時間と神経学的予後の関連についての検討

東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科　　本間　洋輔
P106-3 当院に搬送された来院時心肺停止患者の予後

東京女子医科大学東医療センター 救命救急センター　　吉川　和秀
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P106-4 新生児から成人の Respiratory ECMO と cardiac ECMO ～臨床工学技士の立場から
の意見～

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
P106-5 研修医に対する全身麻酔器の使用説明会施行による効果の検討

岐阜市民病院 麻酔科・集中治療部　　大畠　博人
P106-6 Emergency Room (ER) において経験した小児救急症例より緊急性の高い疾病の見

逃し回避のための対策について考える
福岡徳洲会病院 救急科　　川原　加苗

ポスター 107

その他③
司会　　中京病院 救急科　　黒木　雄一

P107-1 尿道嵌頓結石を救急外来で摘出した一例
東京ベイ・浦安市川医療センター 救急科　　磯矢　嵩亮

P107-2 ハチ刺傷によるアナフィラキシーを契機に受傷した肝損傷の 1 例
山形県立中央病院 救命救急センター 救急科　　中塚　　峻

P107-3 対馬固有種（ツシママムシ）オリジナル診療マニュアル作成とその後
横浜市立大学 救急医学教室、長崎県対馬病院　　横井　英人

P107-4 腹腔内感染症に対するエンドトキシン吸着療法施行症例の検討
北里大学医学部 救命救急医学　　花島　　資

P107-5 卵巣腫瘍茎捻転，子宮腺筋症，子宮筋腫に深部静脈血栓症，肺塞栓症を合併し，
救命しえた 1 例

福山医療センター 産婦人科　　甲斐　憲治
P107-6 Hybrid ER における死戦期帝王切開を施行した一例 I’m

済生会横浜市東部病院 救命救急センター　　深田　卓也
P107-7 妊娠中の腹痛を主訴に救急搬送され子宮内外同時妊娠の診断となった一例

琉球大学医学部附属病院 救急部　　平良　隆行

ポスター 108

その他④
司会　　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

P108-1 救急外来における環境汚染状況の変化
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター医療安全推進部 感染管理室　　北川　雄一

P108-2 上腕駆血時、圧迫によって虚脱・扁平化するのは本当に静脈なのか？！
名古屋市立大学病院　　坪内　希親

P108-3 大学入学前に行われた心肺蘇生法講習の状況と知識定着の現状について
国士舘大学大学院 救急システム研究科　　大曽根優希

P108-4 階層ごとのＡＥＤ設置場所までの往復時間の比較検討
国士舘大学 救急システム研究科　　杉木　翔太

P108-5 インフルエンザ発症頻度に対する COVID-19 発生の影響
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 救命救急センター救急科　　一之瀬　修

P108-6 高度救命救急センター専属の一般外科医における定時手術参加の有用性
東京都立墨東病院 救急診療科　　小野川　淳

ポスター 109

あんな工夫・こんな工夫①
司会　　岡山大学病院 救命救急科　　内藤　宏道

P109-1 シミュレーションで成功に導くファイバー挿管
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　河上　哲朗

P109-2 外傷による背部痛で CT で骨折が明らかでなくても、疼痛で立位困難な場合、脊
椎損傷（骨挫傷）として対応すべきである

順天堂大学医学部附属静岡病院 救急診療科　　柳川　洋一
P109-3 糸引き抜き法 (string-yang 法 ) によるカエシ付きトリプルフックの釣り針除去 : 症

例報告
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 救命救急センター　　山本　基佳
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P109-4  重症一酸化炭素中毒に対して高圧酸素療法を行わず良好な転帰となった一例
東京大学医学部附属病院 救急科　　田上　俊輔

P109-5 ベットサイドでの完全ブラインド経鼻栄養チューブ幽門後留置
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター、日本医科大学 救急医学教室　　石井　浩統

P109-6 災害対応機能を強化した当院のドクターカー編成について
国立病院機構大阪医療センター 救命救急センター　　河本　昌雄

P109-7 伏在裂孔（卵円窩）をメルクマールとした大腿静脈穿刺
昭和大学医学部 救急・災害医学講座　　前田　敦雄

ポスター 110

あんな工夫・こんな工夫②
司会　　済生会横浜市南部病院 救急診療科　　豊田　　洋

P110-1 演題取り下げ 

P110-2 爪脱臼～ Schiller 法で固定した爪はどうなるのか？爪再生まで経過を追えた、爪
床挫創・爪脱臼の２例

練馬光が丘病院 総合救急診療部、聖マリアンナ医科大学 救急医学　　井上　哲也
P110-3 きれいな瘢痕のために必要な縫合手技

和歌山労災病院 救急科　　北山　淳一
P110-4 超遠隔離島における危機的出血対応マニュアルの整備

小笠原村診療所　　亀崎　　真
P110-5 重症呼吸・循環不全を有する片側肺炎への分離肺換気を用いた治療戦略：2 症例

横須賀市立うわまち病院 循環器内科、聖マリアンナ医科大学 救急医学　　吉田　　稔
P110-6 Instagram を用いた映える広報戦略 # 湘南 ER

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科　　福井　浩之
P110-7 非麻酔科系集中治療医でもできる、i-gel® を用いた経皮的気管切開術の工夫

東京都立多摩総合医療センター救命救急センター　　松吉　健夫

ポスター 111

あんな工夫・こんな工夫③
司会　　大垣市民病院 救命救急センター　　坪井　重樹

P111-1 EZ-IO®を用いた急性硬膜下血腫に対する経皮的硬膜下穿刺
名古屋市立東部医療センター 脳神経内科　　三浦　敏靖

P111-2 救急外来 (ER) での創傷処置におけるドレナージ
練馬光が丘病院 総合救急診療部、聖マリアンナ医科大学 救急医学　　井上　哲也

P111-3 その青い液体、パラコートですか？
兵庫県災害医療センター　　福島　雅郁

P111-4 救急医も知っておくと為になる、処置時の末梢神経ブロック
兵庫県災害医療センター 救急部　　古賀　聡人

P111-5 多目的大型救急車導入における設計コンセプト～新生児・小児から成人サイズま
で、一般転院搬送から ECMO 装着患者搬送まで

あいち小児保健医療総合センター 集中治療科　　水野　光規
P111-6 えっお薬渡し忘れちゃったの？！

板橋中央総合病院 救急科　　土方　利之

ポスター 112

あんな工夫・こんな工夫④
司会　　山形県立中央病院 救命救急センター　　森野　一真

P112-1 胸腔ドレーン挿入における新しいチューブ誘導鉗子の考案
近畿大学病院 救命救急センター　　一ノ橋紘平

P112-2 脳と筋の組織酸素飽和度較差 (c-mDrSO2) の提案とショックの指標としての可能
性

 大阪大学医学部附属病院 救急医学　　村津　有紗
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P112-3 致死的出血に対する止血 TAE 手技の質を最大化する呼吸 ･循環管理の工夫 ～救
急医が関与する COA システムのその先

和歌山県立医科大学 放射線医学講座　　米満　尚史
P112-4 輪状軟骨切開（開窓）術 

−発想の転換がもたらした安全な「気管切開術」の紹介−
兵庫県立西宮病院 救命救急センター　　鵜飼　　勲

P112-5 MEEK micrograft を用いた新しい熱傷治療法
杏林大学医学部 救急医学　　海田　賢彦

P112-6 挿管時 COVID-19 飛沫感染予防のためのアクリル・ボックスに対する工夫
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　　鷹羽　浄顕

P112-7 便グラム染色による ICU 患者の下痢の分類
大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　國井　繭子

学生・研修医セッション　ポスター 1

中枢神経①
司会　　京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科　　柚木　知之

SP1-1 低クロール性アルカローシスを来し痙攣重積で救急搬送された神経性食思不振症
の一例

長野赤十字病院　　柳沢　　圭
SP1-2 頭痛を主訴に来院した若年男性の内頚動脈解離を見逃しそうになった一例

静岡済生会総合病院 救命救急科　　杉浦　琢也
SP1-3 当院の心原性脳塞栓症患者における直接経口抗凝固薬の新規処方現況と副作用発

現有無について
国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急センター　　李　　秉叡

SP1-4 交通事故がきっかけで診断された脳梗塞の 2 例
春日井市民病院 研修管理室　　村元亜也子

SP1-5 造影剤ミオクローヌスと考えられた一例
静岡県立総合病院 救命救急科　　木原　健太

SP1-6 急速に進行する歩行障害と上行性の感覚障害を認めた前立腺癌骨転移の症例
順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床研修センター　　高橋　淑子

SP1-7 両上肢の倦怠感を主訴に来院し後に意識障害を来した上矢状静脈洞血栓症の一例
名古屋掖済会病院 臨床研修センター　　萩本　美帆

学生・研修医セッション　ポスター 2

中枢神経②・内分泌代謝
司会　　東京女子医科大学 救急医学　　武田　宗和

SP2-1 脳卒中様の症状を呈した脊髄梗塞の 1 例
広島市民病院 研修部　　沖田　光雄

SP2-2 ビタミン B1 欠乏による代謝性脳症から意識障害に至った一例
徳島赤十字病院 教育研修推進センター　　湊　　優子

SP2-3 肺リンパ増殖性疾患を合併した重症筋無力症患者が短期間に 2 度のクリーゼを来
した 1 例

愛知医科大学病院 卒後臨床研修センター　　木村　元哉
SP2-4 来院時対麻痺のみを呈した両側前大脳動脈領域脳梗塞の一例

静岡県立総合病院 教育研修部　　影山　翔一
SP2-5 多彩な病態を呈した下垂体卒中の一例

順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床研修センター　　近藤　悠友
SP2-6 粘液水腫性昏睡の治療は確定診断を待つべきか？ 1 症例からの考察

防衛医科大学校病院 救急部　　綱島　仁美
SP2-7 粘液水腫性昏睡性昏睡による意識障害の 1 例

徳島赤十字病院 教育研修推進センター　　谷口　実佑
SP2-8 腎機能障害を伴わずに糞便性腸閉塞により高マグネシウム血症を呈した一例

飯塚病院 救急部　　石橋　大樹
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学生・研修医セッション　ポスター 3

呼吸・循環
司会　　慶應義塾大学医学部 救急医学　　本間 康一郎

SP3-1 片側性の浸潤影を呈した急性僧帽弁閉鎖不全症の 1 例
徳島県立中央病院 医学教育センター　　武田　直子

SP3-2 急性肺塞栓症に対するカテーテル吸引破砕術の経験
巨樹の会新武雄病院 総合救急科医　　堺　　正仁

SP3-3 感染性腕頭動脈瘤破裂により気管狭窄を来たし突然の呼吸困難を呈した 1 例
徳島大学病院 卒後臨床研修センター　　佐藤　功志

SP3-4 頭部挫創を主訴に来院され、びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫（DLBCL）に伴
う肺腫瘍血栓性微小血管症 (PTTM) と診断した一例

静岡県立総合病院 救命救急科　　浅野　晃輔
SP3-5 ショックを呈した下膵十二指腸仮性動脈瘤破裂の消化管穿破に対して大動脈遮断

バルーンが有効で動脈塞栓術にて救命し得た 1 例
大分大学医学部附属病院 高度救命救急センター　　小野　慎平

SP3-6 上腸間膜動脈塞栓症に対し経カテーテル的血栓回収術を施行し良好な転機を得た
一例

新行橋病院 初期臨床研修医　　馬場　大地
SP3-7 胸部絞扼感及び左肩痛で受診した前上膵十二指腸動脈瘤破裂の一症例

仙台市立病院 救急科　　増澤　太郎

学生・研修医セッション　ポスター 4

消化器・腎臓
司会　　自治医科大学附属病院 集中治療部　　今長谷尚史

SP4-1 当院において救急科と消化器内科の連携が功を奏した上部消化管出血の一例
国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急センター　　村上　摩耶

SP4-2 初診時に結腸閉塞，ショックを呈した高齢発症クローン病の 1 例
兵庫県立丹波医療センター 内科　　荒木　昭博

SP4-3 診断に難渋した胆嚢捻転症の一例
慶應義塾大学病院 卒後臨床研修センター　　小滝　智美

SP4-4 Cronkhite-Canada 症候群による重症低カリウム血症に対して急速に大量のカリウ
ム投与を行った一例

静岡県立総合病院 高度救命救急センター　　河野　　礼
SP4-5 診断に難渋した腎梗塞の一例

春日井市民病院 研修管理室　　太田　　拓
SP4-6 腎摘出術により救命し得た気腫性腎盂腎炎の一例

飯塚病院　　小宮圭一郎
SP4-7 高齢者の総胆管結石性胆管炎で保存的治療を選択した場合の予後

神戸掖済会病院 救急科　　松浦　一義

学生・研修医セッション　ポスター 5

感染症・敗血症①
司会　　呉共済病院 麻酔・救急集中治療部　　石川　雅巳

SP5-1 狂犬病の 1 例
豊橋市民病院 救急科　　新田紘一郎

SP5-2 経鼻内視鏡所見が診断の一助となった Ludwig’s angina の一例
順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科　　木幡　理沙

SP5-3 電撃性紫斑病を併発した肺炎球菌性敗血症の一救命例
名古屋医療センター 救命救急センター　　大脇　聖楽

SP5-4 左季肋部痛を主訴に来院した皮疹の乏しい帯状疱疹の 1 例
兵庫県立丹波医療センター 内科　　園田　育未

SP5-5 診断に難渋したカンジダ血症を合併した胆管炎による敗血症の一例
国家公務員共済組合連合会呉共済病院 総合診療科　　小西　智子
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SP5-6 帝王切開後 ECMO 管理を要した、重症 COVID-19 肺炎の一例
東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター　　吉井淳一郎

SP5-7 Ludwig’s angina の一例
岡山済生会総合病院 救急科　　藤岡　紘平

学生・研修医セッション　ポスター 6

感染症・敗血症②
司会　　大阪医科大学 救急医学教室　　山川　一馬

SP6-1 肝膿瘍に眼内炎を合併し、硝子体手術を施行するも視機能を温存できなかった一
例

呉共済病院 総合診療科　　中村　　大
SP6-2 体外式膜型人工肺（ECMO）を用いて救命し得た過粘稠性 Klebsiella pneumoniae

による重症肺炎の 1 例
石川県立中央病院 救命救急科　　小眞頼明斗

SP6-3 骨盤内炎症症候群から劇症型溶血性レンサ球菌感染症を発症し急激な転帰をた
どった 1 例

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院　　増田　　遥
SP6-4 救急外来に自家用車で来院し，待合室で心停止となった敗血症の一例

順天堂大学医学部医学科　　八木　貴志
SP6-5 急性の大量の腹水と偽性腎不全を伴い、尿路性敗血症に至った膀胱破裂の 1 例

岡山済生会総合病院 初期研修医　　井口　京介
SP6-6 胸部大動脈瘤に対する人工血管置換・ステントグラフト内挿術後に食道気管支瘻

を併発し誤嚥性肺炎にて死亡した一剖検例
静岡県立総合病院 高度救命救急センター　　小杉　卓正

学生・研修医セッション　ポスター 7

感染症・敗血症③
司会　　東京大学医学部附属病院 救急科　　比留間孝広

SP7-1 水痘・帯状疱疹ウイルスによる多発脳神経炎および髄膜炎に対してビタミン C が
補助的治療として奏功した 1 例

岡山済生会総合病院 救急科　　赤塚　　陸
SP7-2 膵被包化壊死の横行結腸穿通による腹膜炎の 1 例

群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　狩野龍之介
SP7-3 スローロリス咬傷の後にアナフィラキシー症状が出現した 1 例

横浜労災病院 初期研修医　　矢守　哲也
SP7-4 劇症型溶血性連鎖球菌 (Streptococcus  pyogenes) による重症肺炎の一例

関西医科大学附属病院 初期臨床研修センター　　森川　正康
SP7-5 抗菌薬により下腿に多数の膿疱を生じた急性汎発性発疹性膿疱症の 1 例

宮崎大学医学部附属病院 卒後臨床研究センター　　前田　央祐
SP7-6 高血糖緊急症に縦隔気腫を合併した一例

広島市立広島市民病院 初期研修医　　浅田萌々子

学生・研修医セッション　ポスター 8

感染症・敗血症④
司会　　群馬大学医学部附属病院 救命救急センター　　澤田　悠輔

SP8-1 診断に難渋した破傷風の一例
東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター　　西山　　優

SP8-2 保存的加療を行った膿瘍形成を伴う右化膿性閉鎖筋炎の 1 例
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 救急科研修医　　大倉　哲郎

SP8-3 塹壕足 trench foot から両下腿の壊死性軟部組織感染症となった一例
横須賀市立うわまち病院 救急総合診療部　　光本　貴一

SP8-4 黄色ブドウ球菌による壊死性筋膜炎と腎膿瘍合併の一例
岡山済生会総合病院 救急科　　福元　裕貴

SP8-5 感染性肺塞栓症と診断した、肺内多発結節を伴う MSSA 菌血症の 2 症例
順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科　　足立　駿祐
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SP8-6 高齢かつ免疫不全患者の壊死性軟部組織感染症に対して集学的治療を行ったが、
創傷管理に難渋した一例

順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科　　金城　華奈

学生・研修医セッション　ポスター 9

COVID-19 ①
司会　　東京医科大学八王子医療センター 救命救急センター　　新井　隆男

SP9-1 PPE 着用下での無線を用いた情報共有の試み
札幌徳洲会病院 外傷センター　　諌山　周平

SP9-2 COVID-19 流行期に来院し、診断治療に難渋した両側すりガラス影を伴う肺炎の
2 症例

東京医科歯科大学医学部附属病院 総合教育研修センター　　久保田悠史
SP9-3 当院で入院した COVID–19 肺炎患者の検討

東京西徳洲会病院医局 救急総合診療科　　髙橋　秀行
SP9-4 “COVID-19 疑い”として当院 EMICU へ入院した症例の検討

名古屋大学医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア形成支援センター　　松浦　朱莉
SP9-5 COVID-19 影響下における救急・集中治療関連医療従事者の心理的健康度

岡山大学医学部医学科　　久保　卓也
SP9-6 COVID-19 感染予防目的に二酸化塩素空間除菌剤の使用により中毒性メトヘモグ

ロビン血症を来した 1 例
徳島県立中央病院 医学教育センター　　上月　美穂

SP9-7 2020 年 1 月 15 日来院の予後不良肺炎患者が COVID-19 の感染症であった可能性
はあるのか！ 
～当院での COVID-19 対応を振り返りつつ～

大阪府済生会中津病院 救急科　　佐野　隼大

学生・研修医セッション　ポスター 10

COVID-19 ②
司会　　京都府立医科大学 救急医療学　　武部弘太郎

SP10-1 SARS-CoV-2 RNA に対する RT-PCR を繰り返すことで COVID-19 陽性が判明した
２例の検討

札幌徳洲会病院 プライマリセンター　　川田　修平
SP10-2 重症 COVID-19 患者の胸部 CT 画像における経時的変化

大阪府立中河内救命救急センター　　入里　直樹
SP10-3 COVID-19 肺炎治療中に気胸を合併し、V-V ECMO による治療を行なった一症例

東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター、
東京医科歯科大学医学部附属病院 総合教育研修センター　　細井　毬愛

SP10-4 福岡の矯正施設における新型コロナウイルス感染予防対策
長崎大学医学部医学科２年　　永田宗一郎

SP10-5 頭痛を主訴に来院した COVID-19 陽性患者の 1 例
大垣市民病院 初期臨床研修医　　玉置　祐斗

SP10-6 過換気発作、食欲低下にて救急搬送され気管挿管・人工呼吸器管理を要した若年
者の COVID–19 の 1 例

札幌徳洲会病院 外傷センター　　片山　　祐
SP10-7 重症 COVID-19 の人工呼吸管理中に過剰な自発呼吸努力を認めた 1 例

札幌医科大学医学部 救急医学講座　　岩元　悠輔

学生・研修医セッション　ポスター 11

外傷①
司会　　東北大学救急医学分野　　川副　　友

SP11-1 後腹膜線維腫出血を合併し開腹止血を要した von Recklinghausen 病の多発外傷の
一例

東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター　　梶間　　諒
SP11-2 当院救命救急センターにおける墜落外傷の検討

日本医科大学付属病院 臨床研修センター　　富田　恵実
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SP11-3 入院中に尿道カテーテルの逸脱を認め、膀胱損傷が明らかになった多発外傷の一
例

長崎大学病院 医療教育開発センター　　内海　李香
SP11-4 東名高速道路上の多重事故にドクターカー出動し救命した腸間膜損傷の 1 例

東海大学医学部 6年　　坂下　晃大
SP11-5 開放性骨盤輪骨折に対して人工肛門造設を行った 1 例

豊橋市民病院 救急科　　大野　裕文
SP11-6 木片による杙創で右外腸骨静脈および回腸損傷を来した 1 例

宮崎大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター　　福井　仁志
SP11-7 早期診断・緊急手術により良好な神経学的予後を得た特発性頸髄硬膜外血腫の一

例
大分県立病院 救急救命センター　　内野真亜子

学生・研修医セッション　ポスター 12

外傷②
司会　　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　　中尾　彰太

SP12-1 金属頸部杙創の刺入経路評価にエコーが有用であった一例
済生会宇都宮病院 臨床研修室　　近藤　　侃

SP12-2 頭部外傷後の小児におけるＣＴ施行の必要性と被爆のリスクについて
中濃厚生病院 初期研修医　　中田　将旭

SP12-3 外傷性肋骨骨折端による肺損傷のため繰り返した気胸に対し胸腔鏡下手術が有効
であった 1 例

徳島県立中央病院 医学教育センター　　大塚友里子
SP12-4 心停止に至り救命した多数胸部刺傷の一例

福島県立医科大学附属病院 高度救命救急センター、
大原綜合病院 総合臨床研修センター　　角田　拓也

SP12-5 手術治療が必要であった鋭的胸部外傷の２症例から学ぶ
浜松医科大学医学部医学科　　菅沼　寛明

SP12-6 鈍的外傷により単独の喉頭外傷をきたした一例
東海大学医学部付属病院 臨床研修部　　塩山　希衣

SP12-7 多発外傷に伴う気道緊急に至った鈍的頸部外傷の 1 例
山形県立中央病院 救命救急センター 救急科　　永井美紗子

学生・研修医セッション　ポスター 13

中毒
司会　　大阪府立中河内救命救急センター　　山村　　仁

SP13-1 チオ硫酸ナトリウム血中濃度測定により硫化水素中毒を診断し、環境改善のため
の介入を行った一例

砂川市立病院 初期臨床研修医　　渡辺　梨花
SP13-2 救急外来におけるフルマゼニル投与の副作用頻度の検討

札幌東徳洲会病院 研修医　　菅谷　泰樹
SP13-3 くも膜下出血を呈した食塩中毒の 1 例

東海大学医学部 6年　　平田佳菜子
SP13-4 演題取り下げ

SP13-5 ホメピゾール投与と血液透析の併用で治療したメタノール中毒の一例
大阪大学　　西原慎太郎

SP13-6 血中コリンエステラーゼ枯渇の遷延にもかかわらず人工呼吸管理を回避しえた有
機リン中毒の一例

加古川中央市民病院 初期臨床研修医　　樟　　侑樹
SP13-7 家庭用品による急性中毒症例の検討

帝京大学 ちば総合医療センター 救急科　　山内　貴喜
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学生・研修医セッション　ポスター 14

中毒・環境異常
司会　　熊本大学病院 災害医療教育研究センター　　笠岡　俊志

SP14-1 アルカリ性漂白剤の服毒により披裂部腫脹をきたしたが気道確保を行わずに急性
期を乗り越えた 1 例

大分県立病院　　園田　佳歩
SP14-2 長時間の同一姿勢により多発筋挫滅を来した急性薬物中毒の一例 その経過と画

像所見について
山形県立中央病院　　桃﨑さゆり

SP14-3 腎機能の回復に時間を要した覚醒剤常習者の 1 例
昭和大学臨床研修センター 初期臨床研修医　　吉田　峻祐

SP14-4 ６価クロム酸混液による化学損傷の１例
川崎医科大学附属病院 良医育成支援センター　　山内宗一郎

SP14-5 横紋筋融解症を合併したアスピリン中毒及びジフェンヒドラミン中毒の自験例
仙台市立病院　　工藤　秀将

SP14-6 温泉溺水により重症呼吸不全と高カルシウム血症を呈した一例
長崎みなとメディカルセンター 教育研修センター　　俵口　結衣

SP14-7  急性冠症候群が思慮された脊髄損傷、低体温症の１例
新久喜総合病院 救急科　　宮田　貴司

学生・研修医セッション　ポスター 15

産科救急・その他
司会　　大同病院 救急科　　矢島つかさ

SP15-1 尿路結石が疑われた卵巣静脈血栓症の一例
神戸市立医療センター中央市民病院 初期研修医　　松本　絢子

SP15-2 Von-Recklinghausen 病の妊婦に発症した特発性血胸の 1 例
豊橋市民病院 救急科　　古山　剛広

SP15-3 インフルエンザウイルス感染を契機に上気道閉塞、意識障害を呈した甲状腺ク
リーゼ一例

岡山大学病院 卒後臨床研修センター　　佐々並三紗
SP15-4 高齢女性の広範囲灯油皮膚炎

湘南鎌倉総合病院 初期臨床研修センター　　荒牧　宏江
SP15-5 肝機能異常がないものの高アンモニア血症による意識障害を呈した一例

国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 救急科　　柴橋　康平

学生・研修医セッション　ポスター 16

ER 診療①
司会　　トヨタ記念病院 救急科　　西川　佳友

SP16-1 経皮的カテーテルアブレーション後に左房食道瘻を合併した一例
済生会横浜市東部病院 救命救急センター　　緒方　梨花

SP16-2 B 型急性大動脈解離患者における心電図変化についての検討
札幌東徳洲会病院医局 初期研修医　　井上　貴博

SP16-3 コントロール不良のアトピー性皮膚炎に合併した胸骨骨髄炎の一例
麻生飯塚病院 救急科　　吉村　晃政

SP16-4 急性冠症候群に対する病院前救急診療は再灌流時間を短縮するか（第２報） 
―伊勢志摩地区における調査―

伊勢赤十字病院 初期研修医　　山﨑　俊槻
SP16-5 下肢痛を主訴とした心筋梗塞の 1 例

NHO福岡東医療センター 救命救急センター　　阿部　秀樹
SP16-6 亜急性心タンポナーデにて救急搬送された Primary Effusion Lymphoma-like 

Lymphoma の一例
岡山済生会総合病院 救急科　　本田　　章
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SP16-7 造影 CT で血管外漏出を伴う大腸憩室出血の入院前の下部消化管内視鏡の効果に
ついての検証

東京ベイ浦安市川医療センター 救急集中治療科　　酢谷　俊介

学生・研修医セッション　ポスター 17

ER 診療②
司会　　昭和大学藤が丘病院 救命救急科　　林　　宗貴

SP17-1 計 4 回当院を受診し、診断に至った無菌性髄膜炎の 1 例
トヨタ記念病院 統合診療科　　磯野　祐希

SP17-2 抗凝固療法の有無が発症リスクと考えられた脳神経外科疾患の一例
市立四日市病院 臨床研修部　　水谷　尚史

SP17-3 嘔気を主訴に救急受診し，初期診療経過中に心電図変化が出現した急性心筋梗塞
の一例

加古川中央市民病院 初期臨床研修医　　久野　春香
SP17-4 循環器科医が常駐しない二次救急病院における、急性冠症候群の診断・転送過程

の検討
医療法人倚山会田岡病院 救急科　　酒井　遥介

SP17-5 研修医が主体となって取り組む t-PA 投与までの時間短縮大作戦
奈良県総合医療センター 臨床研修センター　　藤井　真輝

SP17-6 当院ＥＲを受診し，初期研修医が初期診察した小児腸重積患者 14 例の検討
市立四日市病院 救命救急センター　　二宮　隆仁

SP17-7 精神疾患既往のない小児が意識障害や痙攣重積発作をきたし救急搬送され、後に
過量内服が発覚した 2 例

市立四日市病院 救命救急センター　　廣田　涼子

学生・研修医セッション　ポスター 18

救急システム関連
司会　　山形県立中央病院　　武田健一郎

SP18-1 ドクターカーによる早期介入が有効だった交通外傷の 1 例
群馬大学医学部付属病院 救命救急センター　　尾花　裕太

SP18-2 台湾の民間救急医療体制 - 日本との違いから -
国士舘大学 救急システム研究科　　蔡　　承達

SP18-3 外来でのコードブルー症例を通じ、院内緊急対応時における COVID 対策につい
て考察する

高知大学医学部附属病院 医療人育成支援センター　　江田　仁海
SP18-4 ドクターカーに初期研修医が乗ることの意義

社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 医局　　金城　朋弥
SP18-5 頭痛及び意識障害患者における Stress index の有用性の検討

宮崎大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター　　井之上　晃
SP18-6 COVID-19 流行下における ACLS プロバイダーコースの安全性の検討

国家公務員共済組合連合 呉共済病院 総合診療科　　木村　由香

学生・研修医セッション　ポスター 19

重症管理
司会　　東京ベイ・浦安市川医療センター 救急集中治療科　　舩越　　拓

SP19-1 心肺停止状態で救急搬送後 , 筋萎縮性側索硬化症と診断された一例
静岡済生会総合病院 救命救急科　　小圷　薫子

SP19-2 Streptococcus dysgalactiae ssp equisimilis による劇症型溶血性連鎖球菌感染症の 2
例

刈谷豊田総合病院 臨床研修センター　　井上　風吹
SP19-3 想定外の致死的経過となった Chromobacterium violaceum 感染症の 1 例

豊橋市民病院 卒後臨床研修センター　　早川　　輝
SP19-4 β遮断薬内服患者のアドレナリン抵抗性アナフィラキシーショックにグルカゴン

が有効であった一例
神戸掖済会病院　　井上美奈子
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SP19-5 入浴中の意識障害後に多臓器障害を呈した１例
国立病院機構大阪南医療センター 初期研修医　　佐々木裕弥

SP19-6 重症肺炎治療中に薬剤性無顆粒球症を生じた急性腎不全患者の一例
小田原市立病院　　池谷　友里

SP19-7 救急外来でみた後天性血友病の２例
岡山済生会総合病院 救急科　　濃野　　優

学生・研修医セッション　ポスター 20

その他
司会　　順天堂大学練馬病院 救急・集中治療科　　野村　智久

SP20-1 amplitude-integrated EEG が意識障害患者の診断・早期治療に有効であった悪性症
候群の１例

岡山大学病院 高度救命救急センター　　中村　俊介
SP20-2 軽微な外傷後に遅発性に発症した内腹斜筋血腫に対して緊急 IVR を施行した症例

会津中央病院 臨床研修医、会津中央病院 救命救急センター　　秋山沙由里
SP20-3 救急医と精神科医の連携で早期転院に至った 1 例

昭和大学 臨床研修センター 初期臨床研修医　　山口　莉沙
SP20-4 アナフィラキシーショックにて当科救急受診した外国人患者の診療経験

国家公務員共済組合連合会大手前病院 救急センター　　可兒　奈穂
SP20-5  新開発シャツ型心電計の災害時危機対応における生体モニタリングへの応用

福島県立医科大学 医学部医学科　　神田　正樹
SP20-6 外傷患者における電子カルテ情報を用いた院内死亡予測モデルの開発と検証

東京大学医学部医学科、TXP Medical 株式会社　　小倉健太郎
SP20-7 肥料を持ち上げた際に生じた右胃動脈損傷の 1 例

旭川医科大学病院 卒後臨床研修センター　　千葉　　拓


