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演題登録

番号
採用セッション 採用セッションテーマ 演題名

a90010 口演 ER診療① 救急外来受診時の脈圧と急性心血管イベントの関連

a90015 口演 感染症・敗血症② 急性胆管炎重症度と菌血症の関連についての検証

a90016 ミニオーラル COVID-19⑫ 新型コロナウイルス感染症の併存により対応遅延を招いた腹部大動脈瘤破裂の1例

a90017 ミニオーラル チーム医療① 模擬患者を交えた脳死下臓器提供家族対応シミュレーションの試み

a90018 ミニオーラル 高齢者の救急① 救命救急センターにおける終末期医療に対する医師・看護師の葛藤

a90021 パネルディスカッション Challenge to Change 多診療科とのコラボレーション
精神科医の一斉退職および精神科病棟閉鎖が、自殺企図者の病院前および救急病棟滞在期

間に与える影響

a90024 ミニオーラル 卒前教育・初期研修② COVID-19の流行状況に即応可能なクリニカルクラークシップカリキュラムの開発

a90028 口演 循環 単純CTでは診断できない急性大動脈解離の特徴についての検証

a90030 ミニオーラル 地域医療・連携② COVID-19下の難民キャンプ支援

a90032 ミニオーラル 災害医療② J-MIND(日本災害医療通訳ネットワーク)発足のお知らせ

a90039 口演 病院前医療・救護・MC② 脳卒中の鑑別に関してSiriraj Scoreの有用性とその時間経過ついての検討

a90042 ミニオーラル 脳死・終末期医療 当院でのACP調査および多職種カンファレンスの実際

a90047 ミニオーラル ER診療② COVID-19 流行後に必要となる外国人救急患者の通訳対応

a90049 ミニオーラル その他の救急疾患 詐病患者の入院診療における問題点

a90052 ミニオーラル 体感部外傷③ 止血に難渋した肝損傷Ⅲbに胆汁漏を併発しENBDチューブ⾧期留置となった一例

a90055 口演 体幹部外傷 当院における鈍的副腎損傷38例に関する検討

a90060 ミニオーラル その他外傷 当初症状を認めなかった精巣破裂の1例

a90062 ワークショップ Challenge to Change 救急医療に関連するPICS、ICU-AW
チーム医療で取り組むPICS、ICU-AW:テーラーメイド栄養療法＆リハビリテーションの挑

戦

a90063 口演 コロナ禍における臓器提供 コロナ禍における臓器提供の可能性が失われた実態と要因

a90065 パネルディスカッション
Challenge to Change 在宅医療と救命救急センター（救急

医）との連携
救急と緩和の融合による高齢者救急搬送に関する問題への取り組み

a90066 パネルディスカッション
Challenge to Change Acute Care Surgeonはいかに救急診療

に貢献しているか

地方併設型救命救急センターの外傷手術体制構築は外科におけるACS部門立ち上げが有効

である

a90068 ミニオーラル 中毒① リアルタイム分析を行なったカフェイン中毒の１例

a90069 ミニオーラル Acute Care Surgery①
細分化された外科システムの中でこそ求められるAcute Care Surgeryの確立と救急医療の

中での役割

a90071 口演 体幹部外傷 鈍的脾損傷後の遅発性仮性動脈瘤に関する単施設記述疫学研究

a90072 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC④ 女性救急隊員の認知度とニーズに関する調査

a90075 パネルディスカッション
Challenge to Change ダブルボードを持った救急医がどのよ

うに働いているか。

外科専門医が総合診療色の強い地方救命救急センターで働き続ける利点とは～外科系との

ダブルボードは有用か～

a90076 ミニオーラル その他
コロナ禍における第二次救急医療機関の医療経済～コロナ禍の医業収益への影響について

～

a90077 シンポジウム
Challenge to Change 世界の心肺蘇生ガイドラインにおける

日本発エビデンス

ドクターカー/ヘリ等を用いた、内因性院外心停止への病院前での高度気道確保の有効性

に関する検討

a90078 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍におけるER感染対策 COVID-19時代の敗血症1時間バンドル

a90079 口演 基礎研究① マウス熱中症モデルを用いた熱中症後の遅発性小脳失調の検討

a90080 ミニオーラル 基礎研究 『医師の働き方改革』を通して持続可能なPhysician Scientistの育成を目指す

a90082 ミニオーラル ER診療④ 意識障害の鑑別を要した薬物中毒合併墜落外傷の1例

a90085 ワークショップ
Challenge to Change ICLSブラッシュアップ・セミナー

「With/Post コロナ時代におけるICLSコース開催の工夫」
仮想空間で開催するＩＣＬＳ指導者養成ワークショップ

a90087 ミニオーラル 地域医療・連携② コロナ禍における高齢者の頸髄損傷に対して術後良好な経過を得た1例

a90089 口演 病院前医療・救護・MC① ドクターヘリ現場活動と現場滞在時間に与える因子の検討

a90091 ミニオーラル その他外傷 壊死性筋膜炎が疑われた外傷後非感染性皮下気腫の1例

第49回日本救急医学会総会・学術集会 採択演題一覧
（学生・研修医セッション 応募演題以外）
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a90092 口演 地域医療・連携① 地域中核病院一般病床閉鎖に伴う救急医療体制の変化

a90097 ミニオーラル 重症度・予後評価 POC半定量キットを用いた尿中L-FABP変動の評価

a90100 ミニオーラル 鎮静・鎮痛
胸腔鏡下手術に対する超音波ガイド下椎弓後面ブロックと脊柱起立筋膜面ブロックの術後

鎮痛効果に対する比較検討

a90101 ミニオーラル 環境異常 キネマトレーサーを用いた熱中症モデルマウスにおける運動機能解析

a90103 口演 感染症・敗血症④
家族内発生した劇症型溶血性レンサ球菌感染症の菌株に生じた遺伝子変異とコロニー形態

変化の生命予後への影響

a90104 ミニオーラル ER診療② コロナ禍を機にERにビデオ音声モニター監視システムを導入した経験について

a90105 ミニオーラル その他の救急疾患 外傷時の緊急輸血によるアナフィラキシーショックをきたした抗IgA抗体保有症例

a90108 ミニオーラル 鎮静・鎮痛
ビデオとチャット機能を用いた処置時の鎮静・鎮痛のシミュレーション教育：セデーショ

ンコースオンライン版の工夫と課題

a90109 ミニオーラル 感染症・敗血症① 水痘帯状疱疹ウイルス髄膜炎に肝膿瘍による菌血症を合併した一例

a90110 ミニオーラル 中毒③ 血液透析により改善したラコサミド中毒による痙攣発作の一例

a90115 ミニオーラル 基礎研究
危機的出血性ショックにおける早期輸血の有用性について（ラット持続性出血性ショック

モデルでの実験的検討）

a90117 口演 労務・運営管理・診療支援 ダブルボードを活かす自己完結型救急診療の魅力と課題

a90118 口演 卒前教育・初期研修 医学部学生における放射線災害医療に対する意識調査

a90119 口演 高齢者の救急 体幹部鈍的外傷における抗血小板・抗凝固薬の影響の検討

a90120 口演 卒前教育・初期研修
重症COVID-19診療を経験した初期臨床研修医へのアンケート調査―パンデミックにおけ

る診療体制の持続可能性がレガシーである―

a90121 ミニオーラル 感染症・敗血症①
播種性血管内凝固症候群を合併した肝胆膵領域敗血症症例の治療成績とトロンボモジュリ

ン製剤の使用効果

a90123 ミニオーラル 集中治療 腹臥位での脊椎手術後に重症横紋筋融解症になった高度肥満の一例

a90125 口演 重症度・予後評価
エアバッグ展開はシートベルト非着用下では腹部への加害性がある：高エネルギー正面衝

突事故における乗員保護装置の効果の検討～

a90130 口演 消化管② 膿瘍形成性虫垂炎に対するInterval appendectomyの治療成績

a90134 ミニオーラル 消化管① 転落外傷による腰椎破裂骨折後、開腹で併発が判明した非閉塞性腸管膜虚血

a90138 口演 IVR
内腸骨動脈系と外腸骨動脈系の両方から分枝する閉鎖動脈に発生した仮性動脈瘤破裂の1

例

a90141 ミニオーラル 感染症・敗血症①
広域抗菌薬投与中に新規腸腰筋膿瘍を発症したEdwardsiella tarda 敗血症の一例：

Edwardsiella tarda のin vitro での細胞内寄生性

a90143 口演 心肺停止②
溺水による心肺停止患者蘇生時における脳内Hemoglobin Index (HbI)の継時的変化に関す

る後ろ向き研究

a90144 ミニオーラル 集中治療 心不全・肝不全を合併した甲状腺クリーゼに血漿交換を施行した一例

a90145 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③ 富山県ドクターヘリの南砺ドクターカーとの連携と今後の課題

a90147 ミニオーラル COVID-19⑫ 旭川・上川圏域COVID-19災害対策班の活動報告

a90151 ミニオーラル COVID-19⑫ COVID19肺炎と鑑別を要したニューモシスチス肺炎の一例

a90155 ミニオーラル 環境異常 減圧症疑いで当院紹介され、縦郭気腫の診断となった一例。

a90156 ミニオーラル 高齢者の救急① ERにおけるRapid Palliative Care Approach ：より良いゴール設定を目指して

a90161 口演 Acute Care Surgery② 外科系専門医を取得した救急医ができること 診療支援とシステム構築

a90162 口演 消化管①
集中治療患者における腸管気腫症：腸管虚血例と非虚血例の臨床的特徴に関する後方視的

観察研究

a90165 ミニオーラル 中枢神経③ くも膜下出血治療後に胸髄硬膜内くも膜嚢腫を合併した１例

a90166 口演 外傷の病態・診断・治療③ 飲酒後、河川での飛び込みによる頸髄損傷の２例

a90172 ミニオーラル 中毒① 亜硝酸塩による治療を行なった硫化水素中毒の一例

a90173 ミニオーラル COVID-19⑬ 自宅療養・宿泊施設療養中のCOVID19症例に対する診療戦略

a90174 ミニオーラル 救急科専門医制度 容易ではないダブルボードの技能取得・維持における心得とは

a90175 ミニオーラル 呼吸 高度な気道狭窄をきたした甲状腺悪性リンパ腫の1例

a90177 口演 重症度・予後評価
日本外傷データバンクを用いた鈍的外傷性心タンポナーデ患者における 緊急救命処置とし

ての心嚢穿刺と心膜開窓術の検討
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採用セッション 採用セッションテーマ 演題名

a90178 口演 COVID-19①
COVID-19感染対策には救急医が調整本部に常駐して行政との連携を強化し救急科ネット

ワークをフル活用することが不可欠である。

a90179 口演 体幹部外傷 外傷患者における腹部コンパートメント症候群の臨床的特徴と予後の検討

a90181 口演 病院前医療・救護・MC③ 中山間地域で発生した重症傷病者に対する早期医療投入の工夫

a90182 ミニオーラル ER診療① ゴルフのスイング後に生じた左肩甲骨下血腫から診断に至った慢性骨髄性白血病の一例

a90184 ミニオーラル 中毒① 重症ジフェンヒドラミン中毒に対して血液透析を施行した3例

a90185 口演 男女共同参画・キャリアパス 救急科男性専攻医が育休をとってみた

a90190 パネルディスカッション
Challenge to Change コロナ禍における臓器提供に関する新

しい医療機関の在り方
全国救命救急センターにおける臓器提供の実態調査

a90191 口演 高齢者の救急 急性期病院が、地域在宅医と急性期在宅医療をシェアする

a90193 ミニオーラル COVID-19⑬
新型コロナウィルス感染症流行に伴い集中治療室を全室陰圧室に変更した空調調整につい

て

a90194 口演 その他② 焼身は後期高齢者の熱傷重症度に強い影響を及ぼす

a90202 ミニオーラル 中枢神経① 単独型救命救急センターにおける救急/脳神経外科/集中治療専門医による診療体制

a90206 ミニオーラル COVID-19⑬ 胸部CTにおいてCOVID-19肺炎と特に鑑別が困難であった3症例

a90208 ミニオーラル 災害医療② 和歌山県DMATの大阪府COVID-19入院患者待機ステーションでの活動報告

a90210 シンポジウム Challenge to Change 救急医療に関連するAI研究最前線 汎用性人工知能（AI）を用いた病院前における救命処置中止基準（TOR)に関する研究

a90213 ミニオーラル 多臓器不全・ショック 遷延する徐脈と血圧低下を来し, シガテラ中毒と診断した一例

a90214 ミニオーラル 循環② 救急専門医と循環器専門医を持つ医師の働き方

a90215 ミニオーラル COVID-19④ COVID-19の院内アウトブレイクに対するワクチン接種よる予防効果と安全性の検証

a90222 ミニオーラル 消化管① 繰り返す総胆管結石の排石で難渋した１症例

a90223 ワークショップ
Challenge to Change 救急処置におけるリスクマネージメン

ト
レジデントによる直視型喉頭鏡とビデオ喉頭鏡の初回挿管成功の検討

a90224 口演 救急専門医教育・標準化医療教育 冷凍保存ブタ臓器による外傷手術手技研究会：半年後の技術維持に関する研究

a90226 ミニオーラル ER診療④ 消化管異物による閉塞性イレウスの2例

a90229 ミニオーラル 頭部外傷 鈍的頭部外傷患者における来院時のクッシング現象と緊急手術の予測に関しての検討

a90231 シンポジウム
Challenge to Change 世界の心肺蘇生ガイドラインにおける

日本発エビデンス

本邦における成人院外心停止患者に対するECPRの多施設後ろ向き観察研究（SAVE-J II

study）

a90232 ミニオーラル 心肺停止①
COVID-19感染対策のための改訂院外心停止患者蘇生プロトコルの評価：単施設過去起点

コホート研究

a90236 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて 重症化したCOVID-19 の治療を考える
新型コロナウイルス感染症患者に対する意識下腹臥位療法の有効性の検討：傾向スコアを

用いた2施設コホート研究

a90237 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常
皮下血腫に血液凝固障害を伴う場合, 大動脈瘤に併発した顕性播種性血管内凝固症候群

(DIC)の存在を考慮すべきである

a90238 ミニオーラル 鎮静・鎮痛
救急外来（ED）での処置時の鎮静鎮痛（PSA）におけるプロポフォール使用と回復時間の

関連

a90239 口演 心肺停止② VFを伴う院外心停止患者の潜在クラス分析を用いたSubphenotypeの同定

a90241 ミニオーラル 中毒① 代謝性アシドーシスをきたす前に集学的治療を開始した急性メタノール中毒の1例

a90242 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷 治療に難渋した臀部のChronic expanding hematomaの一例

a90243 ミニオーラル 地域医療・連携② 千葉県松戸市における新型コロナワクチン集団接種を担当して

a90247 口演 呼吸管理 BMIと食道内圧の相関から推定する適正PEEPの検討

a90248 ミニオーラル COVID-19② COVID-19肺炎の気胸、縦隔気腫合併

a90249 ミニオーラル 呼吸 縊頚による両側声帯麻痺を認め気管切開となったー例

a90250 ミニオーラル 体感部外傷②
呼吸循環動態の破綻した重症胸部外傷に対して体外式膜型人工肺(Hybrid ECMO)を用いて

救命し得た一例

a90252 口演 骨盤・四肢外傷 三次救急における重度四肢外傷への治療介入

a90253 ミニオーラル 心肺停止② 住居で発生する心肺停止に対するBCPRの口頭指導をより効果的に行うには

a90254 口演 チーム医療 Challenge to Change −救急外科医として救急・外科医連携、ダブルボードを活かす−

3/42



演題登録
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a90255 ミニオーラル 災害医療② ダイヤモンド・プリンセス号船内における医療支援活動について(AMATとして)

a90256 口演 チーム医療 命のバトン救命後の多職種チームによる再企図予防と社会復帰について

a90257 ミニオーラル Acute Care Surgery② 内視鏡的止血困難な上部消化管出血に対するREBOAの使用経験

a90258 ミニオーラル 循環① 母子ともに救命し得た周産期に急性大動脈解離と急性期心筋症を合併した1例

a90260 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常 多発性骨髄腫が背景疾患だった抗凝固療法に難渋した小脳梗塞の一例

a90264 ミニオーラル 高齢者の救急② 悪性症候群との鑑別が困難であった悪性カタトニアの一例

a90268 口演 高齢者の救急 ERを受診した重症高齢者のClinical Frailty Scaleと30日死亡率との関連性

a90269 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて コロナ禍における熱中症診療 マスク着用での運動による身体的負荷の調査と熱中症予防に関する研究

a90270 口演 航空医療 島しょ医療機関のCT設置の有無と緊急航空機搬送患者の重症度及び院内死亡との関連

a90271 ミニオーラル Acute Care Surgery① 手術を第一選択としたNOMIの予後予測因子について

a90272 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常 アルガトロバンによる抗凝固療法が奏功したHIT合併重症門脈血栓症の一例

a90278 口演 災害医療①
QRコードを用いた簡易的トリアージ情報管理システム開発の現状と課題（通年的利用を可

能とするために）

a90280 ミニオーラル 感染症・敗血症② 化膿性胸鎖関節炎に対し外科的ドレナージ術が著効した1例

a90281 ワークショップ
禍難を乗り越えて 救急医だからこそある、あんな失敗こんな

失敗
高齢者における「凸レンズ型」外傷性頭蓋内血腫の鑑別

a90283 口演 頭部外傷 重症頭部外傷に伴う凝固線溶系障害−線溶遮断に関する検討

a90284 ミニオーラル 感染症・敗血症②
激烈な経過を辿り救命困難であった市中感染型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(CA-MRSA)

感染症の一例

a90287 口演 体幹部外傷 循環不安定な腹部単独実質臓器損傷に血管内塞栓術は有効か？ JTDBデータ解析

a90288 ミニオーラル 感染症・敗血症③ エンドトキシン吸着療法が奏効した急性胆管炎による難治性敗血症性ショックの1例

a90292 ミニオーラル 中毒② カルシウム受容体拮抗薬とアンジオテンシン受容体拮抗薬の過量内服の一例

a90293 シンポジウム
Challenge to Change より良い外傷診療のための地域を包括

した診療体制における挑戦
やはり．いま．我が国に『外傷センターが必要』な理由．

a90294 口演 多発外傷 救急自動通報（D-Call Net）によるドクターヘリ実出動（2015-21年）

a90295 口演 多発外傷 当院での体幹部外傷における治療戦略の共有について～若手救急医の育成～

a90297 口演 集中治療 重症患者の早期多臓器不全に対するバイオマーカーの予測精度

a90298 口演 頭部外傷 血圧脈拍数比は軽症頭部外傷での頭蓋内出血のclinical prediction ruleにおいて有用である

a90300 ワークショップ
Challenge to Change Physician scientist のすすめ   ～次

世代の救急医療を担う君達へ～
若手救急医に伝えたい、臨床的視点からの基礎研究の重要性と魅力そして課題

a90301 口演 Acute Care Surgery① 救急診療においてAcute Care Surgeonに求められる外科医と異なる能力とは

a90304 ミニオーラル 呼吸 経鼻胃管よる両側声帯麻痺をきたした一例

a90306 ミニオーラル ER診療②
非外傷患者においても、REBOA挿入は出血性ショックの短期的循環動態安定化に寄与す

る：単施設後方視記述研究

a90307 パネルディスカッション Challenge to Change 多診療科とのコラボレーション 病院救急部門におけるスタッフのエンゲージメントに関する多施設共同調査-第２報

a90308 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育② 救急救命士による心電図判読向上にむけた意識調査

a90310 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育② 救急救命士の心電図教育プログラム構築に向けた提案

a90312 口演 多発外傷 救命救急センターに搬送されたパラグライダー・ハンググライダー外傷の分析

a90313 ワークショップ Challenge to Change 救急医の人生設計を考える 病院救急部門の運営をサポートする救急医兼コンサルタントという道

a90316 ミニオーラル 呼吸 ERで心停止となるもVA-ECMOを導入し社会復帰できた肺塞栓症の一例

a90320 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC② 当院での院内救急救命士の処置拡大に関する報告

a90322 ミニオーラル PCPS・ECMO① ECMO管理中に腹腔内出血をきたしたCOVID-19の一例

a90324 パネルディスカッション
Challenge to Change 外傷の出血性ショックに対する初期蘇

生における挑戦
手術とIVRの技術を修得した救急医による一括型外傷初期蘇生の効果

a90335 ミニオーラル 内分泌・代謝 溺水による一過性低酸素性脳症で発症した非典型中枢性尿崩症の一例

4/42



演題登録

番号
採用セッション 採用セッションテーマ 演題名

a90337 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育① 教育は一人で頑張らない！県下の主要救急病院が協力して計画的に救急医を育てる工夫

a90338 ミニオーラル COVID-19⑩  高流量鼻カニュラ酸素療法中に皮下気腫と縦隔気腫をきたしたCOVID-19肺炎の１例

a90340 ミニオーラル IVR② 鈍的外傷による椎骨動静脈瘻に対し塞栓術を行い良好な経過をたどった一例

a90341 ミニオーラル 頭部外傷 比較的軽微な頭部外傷で右動眼神経麻痺を来した1例

a90342 ミニオーラル 中毒② バルプロ酸中毒症に対してメロペネムを使用し早期に血中濃度の低下を得た一例

a90343 口演 感染症・敗血症④ 敗血症患者におけるBMIカテゴリー別低血糖と死亡率：FORECAST研究 2次解析

a90345 パネルディスカッション
Challenge to Change ECPRのエビデンスと今後に向けた展

望

成人院外心止患者に対するECPR導入後のICU管理の実際（SAVE-J II advancedアンケート

結果より）

a90346 口演 中毒 当院におけるマムシ咬傷122例の検討

a90347 ミニオーラル 中毒② 遅発性グリホサ−ト脳症を認めた1例

a90350 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ 市中で発症したStenotrophomonas maltophilia菌血症の一例

a90354 口演 消化管②
診断に苦慮した健常高齢者に発症した血球貪食症候群を合併したサイトメガロウイルス腸

炎の一例。

a90358 ミニオーラル 中枢神経② Intracranial arterial dolichoectasiaを有する橋梗塞

a90360 ミニオーラル 消化管② 遅発性外傷性横隔膜ヘルニアの嵌頓解除術後に敗血症性ショックを呈した１例

a90362 口演 栄養管理
当センターの急性期経腸栄養プロトコルがCOVID-19を機に大きく変化するまでの経緯と

今後

a90363 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 重症外傷患者の体温トラジェクトリーと死亡率の関係

a90366 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍における多数傷病者対応 コロナ禍における災害時の多数傷病者受入フローの作成と検証

a90369 パネルディスカッション
Challenge to Change 敗血症DIC：臨床現場をかえる研究最

前線
細胞膜表面ATPからみた敗血症における免疫抑制のメカニズム

a90370 ミニオーラル 地域医療・連携② さらなる可能性を目指して救急医が在宅医療を学ぶ意義

a90373 ミニオーラル ER診療③ 上気道閉塞を懸念され紹介となり下位脳神経型喉頭帯状疱疹を診断した1例

a90374 口演 脳死・終末期医療
ICU・救命センターにおける治療・ケアの目標についての話し合いの実施状況：全国アン

ケート調査結果から

a90375 ミニオーラル COVID-19⑪ 治療抵抗性消化管障害により致死的な転帰となったCOVID-19患者の3例

a90376 ミニオーラル 心肺停止③ 血液浄化中に後発品メシル酸ナファモスタットの投与で心肺停止となった2症例

a90378 口演 その他外傷 当院における雪上スポーツ重症外傷治療の検討

a90379 ミニオーラル COVID-19⑪ 当院におけるCOVID-19流行下での心肺蘇生法の取り組み

a90380 口演 呼吸 気管支喘息発作時の喘鳴の重症度と入院割合に関する検討

a90383 ミニオーラル 呼吸 雪による窒息を契機に発症した陰圧性肺水腫の１例

a90389 ミニオーラル 感染症・敗血症③ 河川水での溺水によって発症したAeromonas caviae による重症肺炎の一例

a90392 口演 チーム医療 当院で実践しているPICS対策 ～リハビリテーションの視点から～

a90395 口演 環境異常 熱中症の集団発生現場で役立つ熱中症トリアージ

a90397 ミニオーラル その他外傷 当院におけるスポーツ顔面外傷の検討

a90398 口演 循環
201Tl-123I-BMIPP心筋シンチグラフィにより、溺水の原因として冠攣縮性狭心症を診断し得

た1例

a90400 ワークショップ Challenge to Change ER診療における工夫／Tips／裏技 救急外来(ER)での創傷処置におけるドレナージ その2～失敗例も含めて～

a90402 口演 災害医療② COVID–19流行に伴う六甲山系で発生した救急搬送症例の変化

a90407 ミニオーラル 卒前教育・初期研修① Stroke mimicsを呈した肝硬変を伴わない肝性脳症の1例

a90409 ミニオーラル 中枢神経① MRIにて脊髄空洞症類似の画像を呈した頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の一例

a90411 ミニオーラル 重症度・予後評価 当院に救急搬送されたてんかん症例に対する初期診療の検証

a90412 ワークショップ Challenge to Change 救命救急センターと集中治療室 救命救急センターと集中治療室、ハイケアユニット病床数の分布に対するマクロ解析

a90416 ミニオーラル COVID-19① ERでの感染対策～コロナ診療と通常救急の両立のために～
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a90417 ミニオーラル 呼吸 気道緊急を呈したLudwigʼs anginaに対して輪状甲状靱帯切開術を行った一例

a90420 口演 外傷の病態・診断・治療③ 特発性脊髄硬膜外血腫の1例

a90421 ワークショップ
Challenge to Change 体幹部外傷手術をいかに効率良く習得

するか
Cadaver Surgical Trainingを通じて救急処置の安全性を高める

a90422 ミニオーラル 体感部外傷① 良好な転帰を得られた40mの高所からの墜落外傷の一例

a90426 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 各科横断的な治療を行うことで良好な転帰を得られた壊死性筋膜炎の一例

a90434 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷 超音波検査で診断しえた子宮および卵巣を内容物とする外鼠径ヘルニア嵌頓の1例

a90435 口演 男女共同参画・キャリアパス Acute Care Surgeonとしてダブルボードを発揮し救急医療体制、局地災害体制を創る

a90437 ミニオーラル 頭部外傷 顔面打撲による咽頭後間隙血腫の1例

a90438 ミニオーラル 中毒① High Flow CHDにより救命できたメトホルミン中毒による乳酸アシドーシスの一例

a90444 ミニオーラル 卒前教育・初期研修① 無脈性電気活動の鑑別に難渋した1症例

a90447 口演 外傷の病態・診断・治療② 釘打機による穿通性頚髄損傷の一例

a90449 口演 中枢神経② 救命救急センターに所属する脳神経外科医として

a90450 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍におけるER感染対策
東京ER墨東コロナ禍顛末記しくじり症例（すり抜け症例・診療に伴う医療者の濃厚接触者

認定事故）から学んだこと

a90452 口演 産科・婦人科救急 当院における救急医が全身管理を行った産科危機的出血症例の後方視的検討

a90453 ミニオーラル 中毒⑤
Lewy小体型認知症と診断されていた患者が有機リン中毒で錐体外路症状を遷延させた１

例

a90454 口演 その他① 鈍的外傷患者における緊急Transcatheter arterial embolization予測スコアの検討

a90456 ミニオーラル 地域医療・連携② 道北圏における当院のドクターカー運用について

a90459 ミニオーラル COVID-19⑩ 新型コロナワクチン接種対応における病院救急救命士の役割

a90460 ミニオーラル COVID-19④ ER医のCOVID-19評価の妥当性

a90462 口演 航空医療
ECMO管理等を要する重症患者の航空搬送における、患者及び医療機器のワンパッケージ

化の重要性

a90463 ミニオーラル 救急科専門医制度 ダブルボードは自己完結型救命センターでこそ活かされる

a90464 口演 その他① 急性冠症候群との鑑別を要した心膜外脂肪壊死の一例

a90465 ミニオーラル COVID-19④ 地域救急医療と重症コロナ診療を堅持するためのBCP作成

a90467 口演 集中治療 浅い鎮静管理戦略を行った重症新型コロナウイルス感染症の⾧期予後

a90471 口演 労務・運営管理・診療支援
慢性不眠および睡眠補助の使用に関連する因子ー救急科専門医試験受験者アンケートの２

次解析

a90473 口演 COVID-19⑤ 新型コロナウイルス感染症と社会的背景（公的医療保険）との関連の分析

a90475 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③ 三次救急センターと有床総合病院精神科の存在と自損患者の救急搬送困難の関連

a90478 ミニオーラル 体感部外傷③ 鋭的刺創による胃損傷に対してdamage control surgeryで救命した1例

a90479 ミニオーラル 高齢者の救急② 手指消毒液誤飲によって生じた急性アルコール中毒および高乳酸血症

a90480 ミニオーラル 心肺停止③
急性肺塞栓症で搬送された心停止患者に対しルーカスⅡを使用したことによる肝損傷を来

した1例

a90481 ミニオーラル 消化管② CT検査で診断しTAEにて止血し得た特発性大網出血の１例

a90483 ミニオーラル 循環① 入院中に洞停止を来し緊急ペーシングを要した特発性冠動脈解離の一例

a90484 シンポジウム Challenge to Change 救急医療における終末期医療
本当に患者の希望が叶えられているか？MCを主体とする地域での取り組みと救急医の役

割

a90485 口演 外傷の病態・診断・治療① 鋭的外傷における大動脈遮断バルーンの有効性の検討

a90487 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ 尿閉・尿路感染症で意識障害に至った肝機能正常の高アンモニウム血症の一例

a90490 ミニオーラル Acute Care Surgery① 「断らない救急医療」で、体幹部外傷を集約化し効率よく手術を習得する

a90498 ミニオーラル チーム医療①
精神疾患及び社会的サポート欠如により治療に難渋する熱傷患者のチーム医療において診

療看護師の介入が有効であった一例

a90500 シンポジウム
Challenge to Change 救急現場における働き方改革の理想と

現実
地方中核病院での取り組みの現状と課題：救急医療の質を担保した改革に必要な事は
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a90506 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援① 当院救命救急センターにおける働き方改善への取り組み（2024年問題への対応もふまえ）

a90507 口演 心肺停止② コロナ禍における心原性心停止例に対する救急隊活動内容・時間に関する検討

a90508 口演 PCPS・ECMO Covid-19に対するAVALON®カテーテル5例の使用経験

a90510 ミニオーラル 重症度・予後評価 ICU入室患者のHRV⾧時間リアルタイム解析システムの構築と事例提示

a90511 ミニオーラル ER診療① 救急外来におけるトリアージ心電図の有用性の検討

a90512 口演 外傷の病態・診断・治療① 小児外傷における来院時低体温と院内死亡の関連

a90513 口演 ER診療① ER型救急医によるフォローアップ外来の取り組み

a90515 パネルディスカッション
Challenge to Change ダブルボードを持った救急医がどのよ

うに働いているか。

循環器専門医と救急科専門医のダブルボーダーの役割～ダブルボーダーへの調査結果も踏

まえて～

a90516 口演 PCPS・ECMO 成人敗血症性ショック患者に対するVA-ECMO導入実態

a90517 ミニオーラル ER診療② 新型コロナウイルス流行による救急搬送要請拒否数の変化

a90519 口演 中毒 マムシ咬傷患者多施設前向き観察研究の現況報告

a90520 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷 精肉機械ごと搬送した右上肢巻き込み損傷の1例

a90521 ミニオーラル ER診療② ERにおける画像レビューから見えてきた見逃しの多い疾患の傾向

a90522 口演 呼吸管理 強い自発呼吸努力が縦隔気腫の原因と示唆されたCOVID-19の2症例

a90523 ワークショップ Challenge to Change ER診療における工夫／Tips／裏技 直腸異物：無鎮痛・無鎮静の経肛門摘出チャレンジ

a90524 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷 頬骨骨折の経過観察中に，外傷性視神経症と診断した小児の一例

a90530 ミニオーラル ER診療① 腐食性物質誤飲症例に対する緊急気管挿管法

a90531 口演 救急専門医教育・標準化医療教育
「献体による外傷手術臨床解剖学的研究会（C-BEST）」を繰り返し受講することは、手

技の維持に有用である。

a90533 ミニオーラル IVR② 直腸静脈瘤破裂による大量血便に対し経皮経肝門脈穿刺からの塞栓術で治療した一例

a90534 ミニオーラル 鎮静・鎮痛 処置時の鎮静鎮痛(PSA)におけるETCO2モニターの回復時間への影響

a90535 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍における多数傷病者対応 「仮に自身が感染していても他者にうつさない」との視点が有効な対策となる

a90537 口演 その他② 来院時低血圧と造影CT後の造影剤腎症

a90540 ミニオーラル IVR② 筋肉内に遺残した鍼灸針に対して画像ガイド下経皮的除去術を施行した2例

a90545 ミニオーラル 頭部外傷 クマ外傷における病院前診療での安全管理と活動戦略

a90549 ミニオーラル PCPS・ECMO② 地方都市２次救急病院で経験したE-CPRの検討

a90551 口演 外傷の病態・診断・治療③ 後頚部の刺創から左上肢の単麻痺を呈した頚髄鋭的損傷の1例

a90553 ワークショップ Challenge to Change 救急医の人生設計を考える 救急科専門医はgeneral hospitalist（病院勤務総合診療医）として活躍できる

a90554 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 「逃げるは恥だが、役に立つ」…産業医資格を取得してみた。

a90556 口演 高齢者の救急
当施設の救急集中治療領域におけるAdvance Care Planning(ACP)普及の取り組み：新潟

県多施設共同研究

a90557 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常 下肢動脈閉塞症に肺動脈塞栓症を合併した一例

a90561 ミニオーラル 消化管① 腹部超音波スクリーニング検査で明らかになった小腸ポリープによる腸重積の1例

a90562 口演 COVID-19④
軽症COVID-19の重症化リスク因子の分析 ～神奈川県入院優先度判断スコア(ANAN score)

の改訂にむけて～

a90564 口演 循環
ST上昇型急性心筋梗塞患者におけるDoor to ECG timeとDoor to Balloon time≦90分達成

の関連の検討

a90569 ミニオーラル 体感部外傷③
飲酒後失神で搬送された大酒家の入院後に判明し非手術的治療で治癒したⅢb型肝損傷の1

例

a90572 口演 中枢神経① 急性A型大動脈解離患者と急性期脳梗塞患者を受診早期に乳酸値で鑑別する

a90574 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷 大腿深部に自動車部品（コネクタの一部）が遺残した杙創の1例

a90581 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷 転倒による大腿骨骨折に合併する外傷の検討

a90587 ワークショップ Challenge to Change ER診療における工夫／Tips／裏技 Lidocaine-Epinephrine-Tetracaine(LET)を使用した小児の創部処置に関する報告
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a90590 ワークショップ
禍難を乗り越えて 救急医だからこそある、あんな失敗こんな

失敗
COVID-19流行前後におけるCT画像所見の見落とし割合の変化

a90595 ミニオーラル 感染症・敗血症③ アトピー性皮膚炎を基礎疾患とし肺動脈弁感染性心内膜炎を発症した一例

a90596 ミニオーラル 中毒① 保存加療により軽快したバロンコダマヘビ咬傷の一例

a90602 口演 消化管② ICG蛍光法を用いた近赤外線観察で血流評価をした絞扼性腸閉塞の4例

a90603 ミニオーラル 集中治療 急性肝障害に呼吸不全を合併しコントラスト心エコーにより診断し得た肝肺症候群の一例

a90606 口演 災害医療② 災害医療/COVID19対応へのハイファイ・シミュレーションの導入

a90609 口演 病院前医療・救護・MC③ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)前後における外傷傷病者の救急搬送状況と転帰

a90610 ミニオーラル 中毒③ 化学テロに備えた医療従事者の個人防護装備のスペックに関する懸念

a90613 口演 IVR 再血管撮影を前提とした外傷性膵十二指腸動脈損傷に対するTAE戦略

a90614 ミニオーラル 心肺停止① Agaston score・TIMI scoreによる院外心肺停止の原因推定

a90615 口演 外傷の病態・診断・治療② 鈍的外傷による外傷性椎骨動静脈瘻の一例

a90617 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC② 僻地に派遣された救急科医によるMedical controlへの取り組み

a90619 ミニオーラル 体感部外傷② サーフボードによる腹部外傷に伴う外傷性尿道損傷の1例

a90620 ミニオーラル ER診療② 救急外来受診後30日以内に再受診した成人患者の特徴

a90622 ミニオーラル 産科・婦人科救急
福知山市民病院における超緊急帝王切開アクションカードの作成に向けてのシミュレー

ション

a90630 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② Instagramを用いた映える広報戦略 #湘南ER

a90631 ミニオーラル 心肺停止② コロナ禍における院外心停止症例への当院での気管挿管プロトコルの検討

a90632 ミニオーラル その他の救急疾患
心臓性頭痛（Cardiac cephalalgia ;CC)の一例 -繰り返す頭痛を主訴に発見された労作性狭

心症

a90633 ミニオーラル PCPS・ECMO① COVID-19肺炎による急性呼吸不全に対してawake ECMOを施行した一例

a90636 ミニオーラル 呼吸管理
集中治療室とハイケアユニットで治療された人工呼吸管理を要する肺炎患者の予後比較：

DPCデータベース研究

a90638 パネルディスカッション
Challenge to Change 在宅医療と救命救急センター（救急

医）との連携
救急と在宅医療の連携の必要性と妥当性～常勤救急医＆非常勤在宅医の経験から～

a90639 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育① コロナ禍におけるICLSインストラクターの活動状況と再開への課題について

a90640 ミニオーラル 内分泌・代謝 ⾧期にわたり過換気症候群として処理された副甲状腺機能低下症の一例

a90641 口演 集中治療
特定集中治療管理料１及び２対特定集中治療管理料３及び４を算定する集中治療室での患

者予後比較：DPCデータベース研究

a90642 ミニオーラル 高齢者の救急①
当院における、高齢、複合病態で入院となった症例の入院期間の実態と退院支援の取り組

み

a90643 ミニオーラル 高齢者の救急①
Doctorʼs delayにより遅発性麻痺を来たし緊急手術となった前縦靭帯骨化に合併した頚椎

椎体骨折の一症例

a90645 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医はいかにコロナと戦ったか COVID19中等症に特化した大規模臨時医療施設においても救急医は不可欠であった！

a90646 口演 COVID-19⑨ 一施設における34000名のCOVID19症例および疑似症例に対する16ケ月間の活動報告

a90653 ミニオーラル PCPS・ECMO①
人工呼吸器管理中に急速に上気道狭窄が進行し心肺停止となった頸部腫瘍に対しVV-

ECMOを施行し救命した一例

a90655 ミニオーラル IVR②
感染性外腸骨動脈瘤破裂による心肺停止に対し、大動脈遮断バルーン下の蘇生および血管

内治療で救命した一例

a90657 ミニオーラル 心肺停止③ 胸骨圧迫における圧迫深度と圧迫力と胸郭の厚さの関係

a90658 ミニオーラル 体感部外傷② 主膵管損傷を認めないにもかかわらず著明な膵液漏を来した外傷性膵損傷の1例

a90661 ミニオーラル 中毒③ 薬物アレルギー様紅斑を来すナイアシンフラッシュ

a90663 ミニオーラル 地域医療・連携② 離島救急医療からみた病院群情報共有システムの有効性

a90664 ミニオーラル ER診療③ 脳静脈洞血栓症を合併した小児頭部外傷の1例

a90665 口演 重症度・予後評価 院外心停止患者におけるICU入室早期のモニター心電図波形を用いた予後予測

a90667 ミニオーラル 消化管② 偽性腸閉塞による吸収不良症候群によって重度の電解質異常をきたした１例

a90670 ミニオーラル 感染症・敗血症③ 発症早期から造影MRIを施行するも診断に苦慮した，化膿性脊椎炎の１例
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a90674 ミニオーラル その他の救急疾患 気管切開術による気道損傷から気胸と腹腔遊離ガスを生じた1例

a90676 シンポジウム Challenge to Change 救急医療に関連するAI研究最前線 機械学習による予後予測モデルを用いた院外心肺停止症例に対する救急隊活動目標の探索

a90677 ミニオーラル 中枢神経③ 大量飲酒後に多発脳梗塞を引き起こした1例

a90678 ミニオーラル 内分泌・代謝 慢性下痢に低K血症と代謝性アルカローシスを併発した一例

a90679 ミニオーラル 消化管①
壊死性胃気腫症が強く疑われたが術中ICG蛍光法で胃血流を確認し胃気腫症と診断した一

例

a90681 口演 医療安全
合併症リスクのない若年成人における季節性インフルエンザに対する抗インフルエンザ薬

の効果に関するネットワークメタアナリシス

a90682 ミニオーラル 中枢神経③ 肺動静脈奇形に伴う脳底動脈閉塞症の1例

a90683 優秀演題 敗血症患者における発症前抗血小板薬服用と転帰：FORECAST study  2次解析

a90684 口演 産科・婦人科救急 DPCデータを用いた産科DIC患者へのアンチトロンビンIIIの有効性の検討

a90685 ミニオーラル 消化管② 胆嚢動脈へ穿通した出血性十二指腸潰瘍の１例

a90687 ミニオーラル チーム医療① 気道狭窄を来たし緊急気道確保を要したOncologic emergencyの一例

a90688 ミニオーラル チーム医療① 多職種チームによる当院でのCovid-19疑いに対する屋外ドライブスルー

a90689 口演 COVID-19② COVID-19流行下における救急外来での発熱患者に対する電話診察の評価

a90690 ミニオーラル 重症度・予後評価 救急患者の血清亜鉛値と生命予後との関連性

a90694 口演 心肺停止② 院外心肺停止蘇生後患者の神経学的予後良好率の地域差比較

a90695 ミニオーラル 中毒⑤ 薬物過量内服で偽性高クロール血症、末梢神経障害をみとめた一例

a90698 ミニオーラル 中毒⑤ クロルフェナピル中毒により、急速に重症化し急死した1例

a90699 口演 基礎研究① 微小神経電図法による血管周囲神経活動電位の検出 ～Sihler染色による解剖体の検討

a90701 ミニオーラル COVID-19⑧ ICU管理中の重症COVID-19患者に中枢性尿崩症を発症した2例

a90702 ミニオーラル 消化管② 特発性壊死性虚血性小腸炎の一例

a90705 ミニオーラル 頭部外傷 外傷性内頚動脈解離に起因した内頚動脈閉塞の1例

a90707 ミニオーラル COVID-19⑧ 腹臥位療法を工夫し胸部外傷を併存したCOVID-19肺炎が軽快した一例

a90708 ミニオーラル 感染症・敗血症① 早期に外科的処置を行うことで切断を免れた下肢の壊死性筋膜炎の1例

a90709 パネルディスカッション
Challenge to Change 外傷の出血性ショックに対する初期蘇

生における挑戦

フィブリノゲン製剤を主とした凝固因子製剤の早期投与とCaの補充による新しいMTPが

重症外傷の輸血量や短期予後に及ぼす影響

a90710 ミニオーラル 心肺停止③ 心停止で搬送された急性喉頭蓋炎の一例

a90715 ミニオーラル 環境異常 水冷式体表冷却による低体温療法を行い神経学的予後良好であったⅢ度熱中症の１例

a90716 ミニオーラル 集中治療 人工呼吸器管理中のフローセンサー不良から短時間で心肺停止状態となった一例

a90718 ワークショップ
禍難を乗り越えて 救急医だからこそある、あんな失敗こんな

失敗
経鼻胃管による胃穿孔例を経験して思うこと

a90720 口演 心肺停止① 当センターHybrid ERでのCT first ECPRのためのOJT/Off-JT

a90721 シンポジウム
Challenge to Change 救急救命士は、救急外来でどのように

活躍できるか？─救急救命士法改正受けて─
救急救命士が救急外来で活躍する術は救急救命処置のみにあらず

a90722 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援① 病院職員は日常的に何を使用して連絡を取っているのか

a90724 ミニオーラル 呼吸管理 腹臥位療法を先行することなく呼吸ECMOを施行した塩素ガス中毒の1例

a90726 ミニオーラル 集中治療
呼吸管理に難渋するもECMO導入を回避し呼吸器管理で良好な予後を得た重症胸部外傷の

１例

a90731 口演 外傷の病態・診断・治療①
手術室入室遅延を認めた外傷症例におけるREBOAの有効性～米国外傷データバンクの解析

～

a90737 ミニオーラル COVID-19② 重症COVID-19肺炎に対する治療戦略

a90738 ミニオーラル COVID-19⑤ 重症特化した、大学病院救命センターの工夫と苦悩

a90739 ミニオーラル 救急科専門医制度 放射線科IVR専門医と総合内科専門医をもつトリプルボード救急医の働き方

a90740 ミニオーラル その他外傷 小金属片の穿通による血管損傷から巨大血腫を形成した頚部外傷の１例
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a90741 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC① 院外心停止に対するアドレナリン投与量の上限に関する検討

a90742 ミニオーラル 環境異常 ネオニコチノイド系農薬出現前後の救急医療の変遷

a90743 口演 感染症・敗血症① 尿管閉塞を原因とする急性腎盂腎炎に対する早期侵襲的ドレナージ術の有効性

a90744 口演 中毒 キョウチクトウを大量摂取し死亡した1例

a90746 口演 病院前医療・救護・MC② 救急救命士の低血糖診断の精度について

a90747 ミニオーラル 心肺停止③ 急性大動脈解離を想定してCPAの初療対応において救命できなかった1例

a90748 口演 産科・婦人科救急 産科救急のチームビルディングに向けた３つの取り組み

a90749 口演 中毒 2010年と2020年の急性薬毒物中毒の比較

a90750 ミニオーラル 心肺停止① 当院におけるECPRの課題

a90753 口演 卒前教育・初期研修 SARS-CoV-2流行下の学生・研修医教育の現状：地方国立大学での臨床実習における対応

a90754 ミニオーラル 中毒⑤  繰り返す嘔吐と意識障害を契機に診断に至ったセロトニン症候群の1例

a90755 ミニオーラル COVID-19⑨ 既往のないCOVID-19中等症患者に合併した多発性脳梗塞の1例

a90756 ミニオーラル ER診療③ 側腹部痛を契機に発見された弓部・下行大動脈等に多発した紐状血栓症の1例

a90757 ミニオーラル COVID-19⑫
COVID19-B1.617.2（デルタ株）重症例の報告：発症から2日で重症呼吸不全に至ったもの

の、早期からの標準治療が功を奏した可能性

a90758 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷 小児における創傷縫合時の際の鎮静との有無での創傷治癒の関連の検討

a90759 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて COVID-19 関連凝固障害 -最新知見を整

理する-
重症COVID-19患者における凝固障害の推移に関する検討

a90767 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 病院内救命士を活用した救急医業務のタスクシフティング

a90769 ミニオーラル ER診療④ 石灰沈着性頚⾧筋腱炎の2例

a90770 ミニオーラル 卒前教育・初期研修① 新型コロナウイルス肺炎緩解期に呼吸状態が増悪した一例

a90772 ミニオーラル Acute Care Surgery②
非閉塞性腸管虚血(NOMI ; non-occlusive mesenteric ischemia)に対する腹腔内透見可能

なOpen abdominal management

a90773 ミニオーラル 中毒⑤ カルシウム拮抗薬，アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬中毒に腸管壊死を合併した一例

a90774 ミニオーラル ER診療④ 明確な外傷歴のない知的障害の脾損傷患者を適切に診断し救命した1例

a90775 口演 その他外傷 重症外傷における救急医と整形外科医の初療連携体制を検討

a90777 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷
HIT(heparin-induced thrombocytopenia)により両側副腎出血をきたし副腎不全を呈した

墜落外傷の１例

a90781 ミニオーラル 災害医療② 新型コロナウイルス感染症対策BCP策定とその効果

a90782 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 美容医療の白玉注射により菌血症に至った一例

a90783 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷
新生児診察やスクリーニング検査で異常を指摘されず, 痙攣重積で受診した日齢15日の

22q11.2欠失症候群

a90784 ミニオーラル ER診療① 卵巣嚢腫との鑑別が困難であったS状結腸間膜血腫の一例

a90785 ミニオーラル 多臓器不全・ショック 小麦関連製品とアニサキスが関与したと考えられる運動誘発アナフィラキシーの一例

a90787 口演 IVR 骨盤骨折の経皮的動脈塞栓術においてDecision-TAE時間が与える影響の解析

a90788 ミニオーラル 高齢者の救急① 当科で経験した偽痛風症例の臨床的特徴

a90790 ミニオーラル 地域医療・連携①
JATECで学んだ「確実なABCDEアプローチ」と「早期の転送判断」により医療過疎地でも

救命を得られた重症外傷の2例。

a90791 口演 小児の救急・集中治療／27 急性上気道炎の症状で受診した小児多系統炎症症候群の1例

a90794 シンポジウム
Challenge to Change 救急医をめざす君たちから ～新世代

が描く魅力ある専門研修と救急科専門医～
救急医が、社会のインフラとなるために

a90795 口演 病院前医療・救護・MC② NSERmobile導入による救急隊現場滞在時間への影響の検討

a90798 口演 その他の救急疾患 成人におけるアレルゲン別二相性アナフィラキシー発症の検討

a90799 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC② 当施設で見えた病院救急救命士の限界

a90800 口演 環境異常 Hypothermia study 2018&amp;2019の最終報告
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a90801 ミニオーラル その他 救急医のミッドライフクライシス  ー自己投資の先に期待するものー

a90802 口演 脳死・終末期医療 救急医療におけるACP（現状の問題と課題）

a90803 ミニオーラル チーム医療① 先手必笑のすすめ

a90805 ミニオーラル 高齢者の救急② 心肺停止蘇生後に患者家族の価値観を大切にした症例

a90806 口演 感染症・敗血症②
細菌感染を疑うも感染源不明で帰宅した後、血液培養陽性で当院ERへ再受診となった症例

の比較検討

a90808 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ 咽頭痛を主訴に救急外来を受診し気道緊急となった1例

a90814 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 剖検にて大腸癌穿孔が判明したClostridium septicumによる非外傷性ガス壊疽の１例

a90816 ミニオーラル IVR①
神経線維腫症I型による血管脆弱性により気胸による左大量血胸と椎骨動脈仮性瘤を併発し

IVRにて治療した一例

a90817 ミニオーラル 心肺停止①
透視下でのECPR導入は合併症の発症を減少させる-当院におけるECPRプロトコル“PCPS

call”の試み

a90818 ミニオーラル 消化管② 8匹のアニサキスを摘出した胃アニサキス症の1例

a90820 ミニオーラル 中枢神経② 突然発症の両肩痛をきたした椎体前膿瘍の１例

a90821 口演 外傷の病態・診断・治療① 救急外来を自力受診後に死亡退院した外傷患者の特徴

a90822 ミニオーラル 中枢神経② Uhthoff徴候による痙攣を主訴に受診した多発性硬化症

a90823 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 会陰部挫創に対して人工肛門を造設後に局所陰圧閉鎖療法で治療した一例

a90824 口演 医療安全 COVID対応中の病院職員の共感力についての継時的調査

a90825 ミニオーラル COVID-19⑤ COVID-19渦におけるER対策の変貌と困惑

a90833 ミニオーラル COVID-19③ 当院におけるCOVID-19 感染症スクリーニング胸部CTの判定基準とその精度

a90836 ミニオーラル 中毒① CO2消火設備誤作動事故においてDMAT活動が効果的であった一例

a90837 口演 小児の救急・集中治療／27 ECMO導入時ガイドワイヤが迷入し待機的に除去を行なった急性心筋炎1女児例

a90838 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 都市部で発症した外傷歴のない若年の破傷風の1例

a90840 口演 循環 重症患者における頻脈性不整脈に対するランジオロールの効果

a90842 ミニオーラル 内分泌・代謝 頚髄硬膜内髄外腫瘍摘出術後に中枢性塩類喪失症候群を発症した一例

a90843 ミニオーラル 中毒③ 血中リチウム濃度が低値となった慢性期に腎性尿崩症を発症したリチウム中毒

a90844 口演 外傷の病態・診断・治療③ Brown-Séquard症候群を合併した前頸部刺創の1例

a90845 ミニオーラル 体感部外傷① その診断、本当に肺挫傷？（多発外傷患者のその後）

a90846 ミニオーラル 体感部外傷② 腹部鈍的外傷後に腹腔内出血を来した肝動脈解離の1例

a90847 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 明らかな汚染水系へ暴露歴なく発症した重症レジオネラ肺炎の一例

a90848 ミニオーラル 中枢神経① 髄膜炎の診断における注意点

a90849 ミニオーラル 循環② 腹部大動脈瘤人工血管置換術後に大動脈十二指腸瘻をきたした一例

a90850 ミニオーラル 心肺停止①
ECPR実践における当院の工夫～透視システムへのアクセスが簡単ではない環境での導入

～

a90854 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて COVID-19 新しい診断法や重症化予測 COVID-19における endotheliopathyと肝障害

a90855 口演 脳死・終末期医療 法的脳死判定の無呼吸テスト時に呼吸様運動を認めた1症例

a90856 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医こそが、わが国の医療を救う 地方でこそ、救急医が医療を救う

a90857 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて COVID-19 新しい診断法や重症化予測 COVID-19死亡原因の疫学とその特徴について -J-RECOVER中間解析結果より-

a90859 口演 集中治療
循環不全患者を対象とした体表面と脳での近赤外線分光法(NIRS)による末梢組織酸素飽和

度と臓器障害の検討

a90860 口演 感染症・敗血症③ 肝硬変患者における敗血症性ショックでのCRP/Alb比と30日後死亡率の関連の検討

a90862 ミニオーラル その他の救急疾患 オランザピンによる薬剤性過敏症症候群が疑われた一例

a90866 口演 ER診療① 救急外来における主訴発熱患者に対するJapan triage and acuity scale (JTAS)の妥当性
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a90867 ミニオーラル 卒前教育・初期研修② 診断に苦慮した正中弓状靭帯圧迫症候群の一例

a90868 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育① コロナ禍の高度救命救急センターにおける学生・研修医教育の現状

a90869 口演 ER診療② 菌血症診療における全身造影CT検査の臨床的意義

a90871 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③ クマ外傷による複数傷病者発生事案の検討

a90872 口演 基礎研究② 呼吸リズムにおける脳性ナトリウム利尿ペプチドとデクスメデトミジンの作用

a90873 口演 Rapid Response System 当院RRSの進化

a90877 シンポジウム Challenge to Change 救急医療における終末期医療 人生の最終段階に対する市民の意識の推移

a90878 ミニオーラル COVID-19⑪ 人工呼吸器関連肺炎を併発し2度のV-V ECMO管理が必要であったCOVID-19の1例

a90879 口演 心肺停止① 時間分解法を用いた近赤外線分光法(NIRS)モニタリングによる院外心停止の蘇生率の予測

a90881 ミニオーラル COVID-19⑪ ⾧期間の筋弛緩薬投与を行い人工呼吸器離脱に至った新型コロナウイルス肺炎の一例

a90883 口演 消化管① 軽症胆管炎における早期ドレナージの有効性

a90884 ミニオーラル 感染症・敗血症④ Capnocytophaga canimorsus 感染症により電撃性紫斑病へ至った一例

a90885 ミニオーラル 中毒②
マムシ咬傷によりマムシ毒での臓器障害と破傷風の合併により重篤な経過をたどった1症

例

a90886 口演 チーム医療 当院の病院救急救命士の今とこれから

a90887 ミニオーラル 内分泌・代謝 中枢気道閉塞の鑑別に苦慮した低カリウム血症の一例

a90888 ミニオーラル チーム医療① 救急診療における multiple boards 保有の意義

a90891 口演 基礎研究② 皮下・腹腔内・胸腔内の血腫吸収時間についての研究 血腫モデルによる検討

a90892 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC①
福島県郡山市における救急救命士による病院前意識障害患者への血糖測定/ブドウ糖投与

に関する特定行為の記述

a90893 ミニオーラル 心肺停止① 心原性心停止後患者における急性期脳波モニタリング所見と神経学的転帰との関連

a90895 口演 多発外傷 外傷性凝固障害を伴う膀胱尿道損傷に対し経尿道的治療が奏功した1例

a90896 口演 中枢神経①
重症くも膜下出血症例における神経内視鏡下血腫除去術および破裂脳動脈瘤コイル塞栓術

併用の治療成績

a90897 シンポジウム
禍難を乗り越えて コロナ禍からレガシー（new-normal）と

して何を残すか
COVID-19蔓延により救急医療体制はどのような影響を受けたか

a90898 ミニオーラル COVID-19⑬ 試行錯誤、⾧崎大学病院救急外来における感染対策

a90899 ミニオーラル その他外傷 初診時に見逃された神経管骨折の二例

a90901 口演 外傷の病態・診断・治療③
脊髄損傷で自己骨髄間葉系幹細胞治療（ステミラック注）を検討する際にお願いしたいこ

と ~幹細胞培養不良であった症例の検討~

a90902 口演 病院前医療・救護・MC① COVID-19感染拡大が救急医療体制に与えた影響と救急医に求められる役割

a90903 ミニオーラル COVID-19⑫ コロナ禍に救急医が地方医師会で果たす役割について

a90905 ミニオーラル 地域医療・連携① 病院前医療体制の充実を目指した地域中核病院の取り組み

a90906 口演 ER診療② ER型救命救急センターの効率的on call体制の構築について

a90907 ミニオーラル 卒前教育・初期研修① SARS-CoV-2流行下おけるクリニカルクラークシップの現状と課題

a90914 ミニオーラル 中枢神経② 異常行動で受診し抗N-methyl-d-aspartate(NMDA)受容体脳炎が考えられた１例

a90915 ミニオーラル その他の救急疾患 複数の腸管皮膚瘻を合併しながらもOpen Abdomenを成功させた一例

a90917 ミニオーラル 感染症・敗血症④ Clostridium perfringens によるガス産生性肝膿瘍の１救命例

a90918 ミニオーラル 中枢神経③ 頭痛を主訴としMRAと４D-CTA で診断し得た特発性内頚動脈海綿静脈洞瘻の１例

a90919 ミニオーラル 心肺停止③ SNRI内服中断後に痙攣重積から心肺停止に至った1例

a90920 ミニオーラル 呼吸管理
縦隔腫瘍による下気道閉塞を来したDAM症例に対し、tube exchangerと喉頭ファイバー

スコープを併用して気道確保した1例

a90922 口演 外傷の病態・診断・治療② 経カテーテル動脈塞栓術により救命しえた咽頭後間隙血種の一例

a90923 ミニオーラル 高齢者の救急② 救急科専門医と共に見逃した高齢者絞扼性腸閉塞の一例
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a90927 ミニオーラル 中毒④ 二酸化炭素消火設備の作動により急性二酸化炭素中毒で死亡した一例

a90928 口演 栄養管理
新たに開発した栄養チューブ位置確認法 GtPS(Gastric-tube positioning system)の最適化

についての検討

a90930 ミニオーラル ER診療②
救急外来での負担軽減の取り組み ～クラウド画像共有システム「連携ボックス」を導入

して～

a90931 ミニオーラル COVID-19② 重症COVID-19患者における肺外感染症の合併について

a90932 口演 集中治療
Intensive goal-directed rehabilitation with electrical muscle stimulation and nutrition

(IGREEN) protocolの有効性の検証

a90934 優秀演題 COVID-19流行期における院外心停止症例の検討

a90935 口演 Acute Care Surgery② 外傷外科に習熟したAcute care surgeonは地方にも必要である

a90936 ミニオーラル チーム医療① 小児科に所属し，救急科との橋渡しとして働く

a90937 ミニオーラル 体感部外傷② 多発肋骨骨折後の広範囲皮下気腫を伴う遅発性外傷性気胸

a90940 口演 消化管① 上部消化管穿孔の発症から開腹手術までの時間とノルアドレナリン投与量の関連

a90943 ミニオーラル 心肺停止③ 胸骨圧迫による両側内胸動脈損傷により出血性ショックに至った一例

a90944 ミニオーラル 頭部外傷 当施設における80歳以上の高齢者急性硬膜下血腫に対する内視鏡下血腫除去術

a90945 口演 救急専門医教育・標準化医療教育 横浜市立大学救急医学教室における専攻医教育の取り組み

a90948 ミニオーラル 消化管① 過食後の急性胃拡張に伴う胃壊死の1例

a90953 ミニオーラル COVID-19④ ワクチン接種後に救急外来を受診した当院職員への対応

a90954 口演 COVID-19⑤ 重症COVID-19症例のFDP上昇時の凝固線溶活性の検討

a90955 口演 PCPS・ECMO 体外式膜型人工肺を要する心原性ショックおよび心停止患者の予後予測因子の検討

a90956 ミニオーラル 中毒③ ジフェンヒドラミンとカフェインの相互作用により致死性不整脈を生じた一例

a90957 ミニオーラル 感染症・敗血症② 肺炎球菌が起因菌となった腸腰筋膿瘍、化膿性脊椎炎1例

a90958 ミニオーラル COVID-19⑧ 医療崩壊を防ぐために。今、救急医に出来ること。

a90959 口演 病院前医療・救護・MC① 日立総合病院における病院前情報データベース構築のDX

a90960 ミニオーラル 心肺停止③ 食道に⾧期嵌頓した義歯が気道閉塞の原因と考えられた一例

a90962 シンポジウム
禍難を乗り越えて コロナ禍からレガシー（new-normal）と

して何を残すか
病院BCM（事業継続管理）に基づいたパンデミック対応の検証

a90963 ミニオーラル 中毒④ ヨード中毒による意識障害のスクリーニングにおける甲状腺体積測定の可能性

a90964 ミニオーラル 感染症・敗血症② Klebsiella pneumoniaeによる敗血症で中枢神経感染を来した3例

a90965 ミニオーラル 消化管② 右心腔内気泡像を契機に診断した門脈内ガス・非閉塞性腸管虚血

a90967 ミニオーラル 中枢神経② 当科における脊髄硬膜外血腫の治療

a90971 ミニオーラル COVID-19⑩ COVID-19ワクチン接種直後に発症した横紋筋融解症の一例

a90972 ミニオーラル COVID-19⑥ COVID19肺炎に対する当院における人工呼吸器装着のタイミングの検討

a90973 ミニオーラル 高齢者の救急② 入院後に急速に進行した巨大胸膜外血腫に対してTAEを行った1例

a90974 口演 COVID-19⑦ 新型コロナウイルス感染症の重症化例および後遺症例の臨床的検討

a90976 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷 保存的治療で良好な経過を辿った小児外傷性腎動脈損傷の一例

a90977 優秀演題 アンチトロンビンが血小板機能および血液凝固機能に及ぼす影響

a90980 ミニオーラル 高齢者の救急② 子宮留膿腫の穿孔による敗血症性ショック、汎発性腹膜炎をきたした1例

a90983 口演 消化管② 当院救急外来を受診した内因性胆道出血11症例の検討

a90984 口演 その他外傷 外傷性咽頭後隙血種11例の検討

a90987 ミニオーラル COVID-19⑬ COVID-19患者への院内急変対応

a90988 口演 環境異常 偶発性低体温症の⾧期予後
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a90989 ミニオーラル COVID-19⑧ 喫煙者でCOVID-19との鑑別を要した二例

a90990 ミニオーラル 呼吸
呼吸困難で救急搬送され, 気胸に対する胸腔ドレナージ前に空気感染予防策をとることが

できた, 活動性肺結核の1例

a90993 ワークショップ Challenge to Change 救急医の人生設計を考える 新米院⾧になって見えてきた世界 院⾧のお仕事～救急医でよかったこと、悪かったこと～

a90994 ミニオーラル 中枢神経①
救急科専門医の脳神経外科サブスペシャリティ獲得 ～手術用顕微鏡と人工血管を用いた端

側吻合訓練～

a90996 ミニオーラル COVID-19⑨ 観血的治療を行った新型コロナウィスル感染症を伴う整形外科外傷の3例

a91000 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 救急部門における働き方改革−大学病院の視点から

a91004 ミニオーラル COVID-19⑫ COVID-19に対するVV-ECMO導入をHybrid ER systemにて施行した8症例の検討

a91005 口演 病院前医療・救護・MC① 大規模イベントにおける新たな観客医療システムICEMの導入

a91011 ミニオーラル COVID-19⑬ 新型コロナウイルス感染症患者の航空医療搬送に向けた東京都の取組と多機関連携

a91013 口演 重症度・予後評価
救急外来の感染症患者の緊急性に対する rSIGと従来のトリアージツール（qSOFA、

MEWS）との予測能の比較

a91017 ミニオーラル その他
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（第二報）

a91018 口演 災害医療① 病院建築における災害時の傷病者受け入れ場所の設置階に関する調査研究

a91020 口演 小児の救急・集中治療／27 ガラス片による腎内異物の1例

a91021 口演 呼吸管理 人工呼吸器管理中の換気量の抑制に対する鎮静薬の定量的効果

a91025 ミニオーラル COVID-19⑥ 入院後にCovid-19クラスター感染源となった救急搬送例の検討。

a91026 ミニオーラル 感染症・敗血症③ 数時間の経過で死亡した劇症型Clostridium perfringensによる肝膿瘍の1例

a91027 口演 Acute Care Surgery② 当院における危機的出血例へのAcute Care Surgeonの役割と貢献

a91028 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC② コロナ下の院内実習中止の中で救急救命士資格維持のための再研修の工夫

a91031 ワークショップ Challenge to Change 内因性疾患におけるREBOAの位置づけ 腹部大動脈・腸骨動脈関連の出血に対するREBOAの有用性

a91032 口演 精神科救急 精神科救急における急性薬物中毒の入院患者数削減のための全例精神科紹介後退院

a91033 ミニオーラル 循環① 当院におけるimpellaの初期成績

a91035 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 医師におけるパワハラ問題を正しく理解する

a91036 ミニオーラル 感染症・敗血症② 成人水痘肺炎の1例

a91037 ミニオーラル 感染症・敗血症③
発熱、左下肢不全麻痺を主訴にwalk inで受診し急激な経過をたどった真菌性心内膜炎の一

例

a91039 口演 救急専門医教育・標準化医療教育 シャツ型心電計を用いた緊急被ばく医療研修時のストレス評価

a91041 ミニオーラル COVID-19③ 設備の乏しい救命救急センターで、我々はどのようにCOVID-19の禍難と対峙しているか

a91043 ミニオーラル COVID-19① COVID-19疑い例/確定例の脳主幹動脈閉塞に対する急性血行再建術

a91045 口演 感染症・敗血症② 薩南諸島における日本紅斑熱の疫学的考察

a91047 ミニオーラル ER診療③ t-PAを直前に回避できたStanford A型急性大動脈解離を背景とする左MAC脳梗塞の一例

a91048 ミニオーラル ER診療④ 若年発症のST上昇急性心筋梗塞の一例

a91051 ミニオーラル 内分泌・代謝 バルプロ酸用途外内服後に悪性症候群を来した一症例

a91053 口演 航空医療 奄美群島における航空医療の現状と今後の課題

a91056 口演 外傷の病態・診断・治療② 高度救命救急センターにおける高齢者の頸椎骨折・頚髄損傷の検討

a91057 ワークショップ Challenge to Change 救急医療に関連するPICS、ICU-AW
Post-Intensive Care outcomeS of patients with COronaVIrus Disease 2019; PICS-

COVID study

a91058 口演 その他の救急疾患 当院における急性期M2閉塞に対する治療

a91059 ミニオーラル 地域医療・連携① 民間病院における救急隊員との信頼関係構築への取り組みについて

a91060 口演 ER診療② 輸液路確保のTips &amp; Tricks ～Challenge to Change～

a91061 ミニオーラル 環境異常 奄美大島におけるダイビング関連死亡の検討
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a91062 ミニオーラル PCPS・ECMO②
COVID-19に対するVV ECMO管理中に特発性腰動脈出血による出血性ショックを来たし動

脈塞栓術を行った２例

a91063 ミニオーラル 心肺停止③ ERでCPOAとなりV-AECMO導入で救命しえた急性肺塞栓症の１例

a91067 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷  当院における重症多発外傷に対する創外固定を用いたDamage Control Orthopedics

a91072 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常 門脈・下大静脈血栓症の診断と治療に難渋した一例

a91075 パネルディスカッション
Challenge to Change ECPRのエビデンスと今後に向けた展

望
偶発性低体温症に対するECPRのエビデンス: ICE-CRASH study

a91077 ミニオーラル 中毒⑤ 前頭側頭型認知症患者の急性二酸化炭素中毒の一例

a91078 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援① 大病院移転時の救急対応

a91080 口演 中枢神経① 急性期脳梗塞に対して救急医が積極的に行う脳血管再開通療法

a91081 ミニオーラル 地域医療・連携② 有明地域のCOVID-19の患者マネージメント及び感染拡大防止の取り組み

a91083 ミニオーラル 災害医療②
精神科医療機関Covid-19クラスターにおけるDMAT指揮支援-籠城支援の困難さと支援体

制の見直しについて振り返る-

a91086 ミニオーラル 救急科専門医制度 トリプルボードを持つ意味はあるのか。救急、外科、脳神経外科専門医の目指すところ

a91088 ミニオーラル COVID-19⑧ ホテル療養解除後に心肺停止となって搬送された新型コロナウイルス感染症の1例

a91089 ミニオーラル 環境異常 蕁麻疹様症状を呈した減圧症の1例

a91090 ワークショップ
Challenge to Change 進化するOpen Abdominal

Management

大腸穿孔による急性汎発性腹膜炎に対するOpen abdominal management (OAM) の有用

性と筋膜離開予防の検討

a91091 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍におけるER感染対策 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 第2報

a91092 口演 COVID-19④ Rotational thromboelastometry (ROTEM)を用いたCOVID-19予後予測因子の検討

a91094 口演 コロナ禍における臓器提供
⾧崎県におけるコロナ禍での臓器提供経験 -COVID-19診療と臓器提供をいかに両立させる

か-

a91097 ワークショップ Challenge to Change 内因性疾患におけるREBOAの位置づけ
内因性疾患こそREBOAによる出血制御を行いやすいが戦略共有を要する：DIRECT-IABO

レジストリとREBOAコースより

a91098 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC② 当院におけるラピッドカー出動後キャンセルを予測する機械学習モデル開発の試み

a91099 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC④ 「救急隊の病院連絡」：ELSTA九州から発信する新スキルトレーニングの報告

a91100 ミニオーラル PCPS・ECMO②
4時間のlow flow timeにもかかわらずECPR導入により予後良好が得られた重症偶発性低体

温症の1例

a91101 ミニオーラル COVID-19⑬ 当院での重症COVID-19治療についてーある日突然、COVID-ICUになった日を振り返るー

a91102 ミニオーラル COVID-19⑥
昭和大学藤が丘病院ERにおける感染対策ー看護師によるトリアージシステムと診察ブース

の個室化対応についてー

a91103 口演 地域医療・連携② 奄美群島の無医村離島における多機関連携のあり方

a91104 ワークショップ
Challenge to Change ICLSブラッシュアップ・セミナー

「With/Post コロナ時代におけるICLSコース開催の工夫」
新型コロナ感染症対策下の院内ICLSコース運営の工夫

a91105 口演 その他② プロプラノロールの投与が熱傷患者の回復を促進する

a91106 シンポジウム
禍難を乗り越えて コロナ禍からレガシー（new-normal）と

して何を残すか
パンデミックの救急集中治療における⾧期予後収集システムの確立

a91108 シンポジウム
Challenge to Change 救急現場における働き方改革の理想と

現実
働き方改革に対する当院救命救急センターの取り組みと課題

a91109 ミニオーラル 心肺停止③ 保護された直後に心肺停止となった一剖検例

a91110 ミニオーラル 中毒④ 除草剤『バッチリ®』によるエチレングリコール中毒の1例

a91111 口演 感染症・敗血症① 敗血症性DICは急速に脳萎縮が進行する

a91112 ミニオーラル IVR① バルーン遮断下コイル塞栓術が有効であった腹部仮性動脈瘤の２症例

a91113 口演 卒前教育・初期研修
第48回日本救急医学会・学術集会における学生・研修医セッションについての考察：WEB

発表での討論について

a91115 口演 COVID-19③ 重症COVID-19におけるair leak syndrome (ALS)の発症要因の検討

a91116 ミニオーラル ER診療④ 再搬送された感染性心内膜炎の一例から考えるTrolley Wait

a91118 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC④ ドクターヘリで搬送した大動脈解離の検討

a91120 ミニオーラル Acute Care Surgery① 救急科専門医とロボット外科学会専門医(呼吸器外科)を持つ医師として

a91122 優秀演題 救急電話相談事業が脳血管疾患で救急搬送された患者の予後に与える影響の検証

15/42



演題登録

番号
採用セッション 採用セッションテーマ 演題名

a91124 口演 災害医療①
新型コロナウイルス流行下における小児救急医としての戦い方～千葉県の小児救急ネット

ワークの構築～

a91125 ミニオーラル 救急科専門医制度 救急医療におけるクアトロボードの活用法 ～1人4役をこなしたら～

a91128 口演 COVID-19⑤ 重症COVID-19における血清KL-6値と予後の検討

a91129 口演 卒前教育・初期研修 救急医学におけるオンラインクリニカルクラークシップの活用

a91131 口演 集中治療
ネットワークメタ解析を用いた急性呼吸促迫症候群患者の⾧期死亡率改善に対する最適な

治療法の選択

a91133 ミニオーラル 地域医療・連携① ケアミックス型病院における重症6例を含むCOVID-19患者の受け入れ

a91135 口演 COVID-19④
COVID19における出血事象に対する輸血戦略指標としてのRotational

thromboelastometry（ROTEMⓇ）の有用性の検証

a91140 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 医療従事者のストレスチェック制度

a91142 口演 病院前医療・救護・MC③
消防救急車の譲渡による病院救急車の拡充が地域救急医療のセーフティーネットを強靱に

する

a91144 ミニオーラル 頭部外傷
内頚動脈に対するParent artery occlusion（PAO）にて治療した外傷性頸動脈海綿静脈洞

瘻の1例

a91147 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医はいかにコロナと戦ったか 新型コロナ重点医療機関における救命救急センターの取り組み

a91148 ミニオーラル COVID-19⑦ Thromboplasminflammationとして捉えるCOVID-19凝固異常症

a91149 口演 COVID-19② 重症COVID-19患者における⾧期的な呼吸機能低下と画像所見の残存

a91150 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC① 救急車の使用は嘔気を誘発するのか？ 地域中核病院での前向きコホート研究

a91151 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 外傷性肝損傷(Ⅰa＋Ⅰb型)で入院後、巨大被膜下血腫に発展し被膜断裂まで至った一例

a91152 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育① 後期研修医の私が思う日本の救急医療の課題と新たな研修制度の提案

a91153 ミニオーラル 災害医療① 東日本大震災後の脳卒中罹患は減少した

a91154 ミニオーラル COVID-19⑨ 当県で変異株遺伝子の分析ができたL452R変異陽性COVID-19家族内感染

a91156 ミニオーラル 中枢神経② 痙攣重積発作後に非外傷性骨盤骨折をきたし, 出血性ショックに至った１例

a91157 ミニオーラル 中毒⑤ ERに搬送された灯油誤飲患者の経験

a91159 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常 観血的治療後に診断された後天性血友病Aの一例

a91160 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 主訴と全く異なった診断名であった敗血性ショックの1例-ER診療のむつかしさ‐

a91162 パネルディスカッション Challenge to Change 多診療科とのコラボレーション 災害医療マネジメント学におけるCrew Resource Management (CRM)

a91164 口演 感染症・敗血症④ 化膿性椎間板炎・脊椎炎に右心系感染性心内膜炎が合併した一例

a91165 口演 Rapid Response System Rapid Response System導入5年が経過して

a91168 ミニオーラル チーム医療① 複数科、多職種と連携した緊急IVR体制の立ち上げ

a91169 ミニオーラル COVID-19⑨ P-SILIを誘発するリスク因子の検討

a91170 シンポジウム
Challenge to Change 救急現場における働き方改革の理想と

現実
救急医の当直回数とキャリア満足度の関係

a91171 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC②
Withコロナ蔓延状況の程度と受講生レベルに対応してBLS講習内容をどのように変更させ

るか

a91172 口演 災害医療① 避難所の「空き」「混雑」「満員」の検討―COVID-19対策上の定員を考慮して

a91173 口演 男女共同参画・キャリアパス 救急科の印象は変えられる？～ERはブラック職場ではありません～

a91176 ミニオーラル 消化管① 直腸癌術後の腸間膜欠損部に生じた小腸腸閉塞

a91177 ワークショップ Challenge to Change 救急医療に関連するPICS、ICU-AW
コロナ禍でのPICS-Fに対する新たなアプローチ～面会専用タブレットの貸出によるオンラ

インICU面会モデルの構築～

a91178 口演 環境異常
熱中症における来院時SOFAスコアと予後の調査 -熱中症に関する全国調査データ2019二

次解析-

a91180 ミニオーラル 高齢者の救急② 手指消毒剤誤飲による高齢者の急性エタノール中毒の一例

a91181 口演 感染症・敗血症④ 当院救急外来における血液培養検査汚染率の検討

a91182 ミニオーラル 災害医療① コロナ渦でのDMAT研修開催からの知見

a91183 口演 血液凝固異常線溶異常
ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)による急激な凝固亢進から広範型肺血栓塞栓症をきたし

た１例
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a91184 ミニオーラル 循環① STEMIにおける右室梗塞の頻度と影響

a91186 シンポジウム
Challenge to Change より良い外傷診療のための地域を包括

した診療体制における挑戦
地域における外傷患者の転帰調査：防ぎ得た外傷死は存在するのか

a91188 パネルディスカッション
Challenge to Change ダブルボードを持った救急医がどのよ

うに働いているか。
脳神経外科をサブスペシャリティにしている救急医から、脳血管外科のスペシャリストへ

a91189 ミニオーラル COVID-19⑩ Googleを活用した情報共有と入院調整システム～福岡県の取り組み

a91190 口演 その他外傷
地方県における地域包括型外傷センター構築の取り組み～地域で取り組む外傷センター構

想～

a91191 ミニオーラル COVID-19⑦ コロナ禍での自衛隊中央病院救急科の戦い

a91192 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて 東日本大震災から10年 災害に強い病院と

は
災害時に発揮される自衛隊中央病院の能力紹介

a91194 口演 頭部外傷  頭部外傷の損傷形態別の特徴に焦点を当てた“日本外傷登録データ”の分析

a91196 口演 血液凝固異常線溶異常 敗血症性DICの簡便な予後予測因子探索のための網羅的検討

a91198 ミニオーラル チーム医療① 多くの部署から感謝される救急部を目指して

a91200 口演 PCPS・ECMO
ECPRでVA-ECMOを導入した患者における死亡リスクとしての入院時Lacの有用性に関す

る検討

a91204 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷 ⾧時間の鼠径部圧挫により臀部及び大腿・下腿のコンパートメント症候群を呈した一例

a91206 口演 COVID-19② 重症COVID-19感染症患者における早期腹臥位療法の有用性

a91207 ミニオーラル 消化管① 胃切除術後38年目に発症したBraun吻合部逆行性空腸腸重積症の1例

a91208 ミニオーラル 体幹部外傷 重症胸部外傷に対してVV-ECMOを導入し救命した2症例

a91212 口演 中枢神経① COVID-19蔓延下での急性期脳梗塞に対する早期治療介入への取り組みとその効果

a91214 口演 血液凝固異常線溶異常 高ホモシステイン血症を伴う血栓性微小血管症を呈したアルコール嗜癖患者の1例

a91215 ミニオーラル その他の救急疾患 ヤマカガシ咬傷の1例

a91217 口演 骨盤・四肢外傷 肩関節前方脱臼に対する徒手整復のネットワークメタアナリシス

a91219 口演 高齢者の救急 超高齢者の救急応需は三次救急医療を逼迫させるのか？

a91221 口演 COVID-19④ COVID-19に関するAI重症化予測モデル

a91222 ワークショップ Challenge to Change 救命救急センターと集中治療室 高度救命救急センターとClosed ICUの併設

a91223 ミニオーラル 中毒④ トラゾドンの過量内服により致死性不整脈を呈した1例

a91228 ミニオーラル 中毒④ 下血・下痢で発症したシカ肉生食によるサルコシスティス症と思われる1例

a91230 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて COVID-19 新しい診断法や重症化予測 救急医に知ってほしい、Multisystem Inflammatory Syndrome in Children  (MIS-C）

a91231 ワークショップ
Challenge to Change 体幹部外傷手術をいかに効率良く習得

するか
体幹部外傷手術は効率よくは習得できない

a91232 ミニオーラル 脳死・終末期医療 5 類型医療機関への脳死下臓器提供を目的とする転院搬送の可能性

a91234 口演 卒前教育・初期研修
Disaster simulator “KAWAUCHI Legends”の開発と運用 -COVID-19パンデミックでの災

害対応実習

a91236 ミニオーラル 高齢者の救急① 80歳以上の来院時心肺停止症例の検討

a91238 口演 COVID-19⑥ 機械学習を用いた軽症COVID-19肺炎の酸素需要予測

a91239 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援① 地方救命救急センターの診療体制と働き方改革

a91240 ミニオーラル 救急科専門医制度 ダブルボードを目指す若手救急医へのメッセージ

a91241 ミニオーラル ER診療② 自衛隊中央病院ERのコロナ禍における感染対策

a91242 ワークショップ
Challenge to Change 救急処置におけるリスクマネージメン

ト
携帯型Ｘ線撮影装置を用いたより安全な救急処置の実践

a91243 口演 地域医療・連携② 当院における看取りを含めた在宅医療の介入

a91244 ミニオーラル 内分泌・代謝 低血糖補正後に著明な高血糖を呈したアルコール性ケトアシドーシスの一例

a91245 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍における多数傷病者対応 新型コロナウイルス感染症対策  クラスター対応支援の立場から

a91247 口演 コロナ禍における臓器提供 コロナ禍で経験した当院の臓器提供
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a91248 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医はいかにコロナと戦ったか 大阪でのCOVID-19感染拡大におけるコロナ重症センターの役割とその効果について

a91250 パネルディスカッション Challenge to Change ここが凄いよ、わが病院前医療体制 医師不足地域だからこその地域型”夜間”ドクターカー

a91254 ミニオーラル ER診療③ 初期診療で心不全と診断され入院中にStanford A型大動脈解離が判明した1例

a91256 ミニオーラル 中毒③ 心室細動を反復するカフェイン中毒患者にVA-ECMOを導入し，救命した一例

a91260 口演 COVID-19② COVID-19 induced ARDSの炎症と線維化病態の年齢による差異

a91261 ミニオーラル Acute Care Surgery② ICG(Indocyanine Green)蛍光法不染腸管を温存し得た非閉塞性腸間膜虚血(NOMI)の1例

a91263 ミニオーラル 中毒③ 一酸化中毒治療後の遅発性両側反回神経麻痺

a91264 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍におけるER感染対策 COVID-19禍における再利用（洗濯）可能な防水性の医療用ガウンの開発

a91266 口演 小児の救急・集中治療／27 乳幼児の頭部外傷は神経症状や受診経路だけでは安心できない

a91267 口演 地域医療・連携① 日本在宅救急医学会：在宅と救急の一つの病院連携の効果

a91269 口演 体幹部外傷 Traumatic Thoracic Aortic Injury-2nd decade of the 21st century-

a91270 ミニオーラル 体感部外傷①
杭による穿通性肺刺創に対し肺葉切除，肋骨外固定，人工呼吸下内固定にて救命し得た１

例

a91271 口演 基礎研究① 心不全による血管内皮グリコカリックス障害は炎症細胞の遊走を増加させる

a91273 口演 Acute Care Surgery①
Oncologic Emergency &amp; Palliative Surgery: Acute Care Surgeonが対応すべき救急領

域

a91274 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 造影CTにより感染性心内膜炎の疣贅を検出できた一例

a91277 口演 感染症・敗血症② マニラ在住邦人社会におけるデング熱発症時期に関する考察

a91278 口演 感染症・敗血症① 敗血症患者におけるBMIカテゴリーからみた低体温と死亡率：FORECAST研究 2次解析

a91279 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育① 変化し続ける救急医療の中に「自分にとっての救急医像」を見出す。

a91281 ワークショップ
Challenge to Change 進化するOpen Abdominal

Management

component separation法によって腹腔内容量がどれだけ増加するか ～ACSに対する可能

性～

a91283 口演 PCPS・ECMO 当院における小児院外心肺停止に対するECPRの取り組み

a91286 口演 COVID-19⑥
中等症COVID-19患者に対するデキサメサゾン単独からバリシチニブを併用することによ

る重症化抑制の効果

a91289 ミニオーラル COVID-19⑨ 脳梗塞の早期診断に苦慮したホテル療養中のCOVID-19患者

a91290 口演 Acute Care Surgery① 門脈ガス血症を来した25例の検討

a91291 口演 COVID-19⑦ 鹿児島県における新型コロナウイルス感染症離島症例の島外搬送についての検証

a91298 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 医療従事者のストレスチェック制度

a91299 口演 救急専門医教育・標準化医療教育
現地開催とオンライン開催でREBOAトレーニングコースを行った際の、事前事後テストに

おける成績変化の違い

a91301 ミニオーラル 脳死・終末期医療
救急外来におけるエンドオブライフケアには制度設計と同時にコミュニケーションスキル

の醸成が必須である

a91302 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC④ ドクターヘリによる複数傷病者対応に関する問題点

a91306 口演 精神科救急 不定愁訴と強い不安を主訴に来院しDKAと診断された1例

a91307 ミニオーラル 多臓器不全・ショック 正中筋膜切開が奏功した重症急性膵炎に伴う腹部コンパートメント症候群の一例

a91309 ミニオーラル COVID-19③ 新型コロナワクチン接種会場における事前トリアージの試み

a91310 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 脾臓低形成を合併し複数回罹患した侵襲性肺炎球菌感染症の一例

a91311 ワークショップ Challenge to Change ER診療における工夫／Tips／裏技 “Rocketamine”法による緊急気管挿管

a91312 ミニオーラル 体感部外傷② 遅発性に緊張性血胸を呈した多発肋骨骨折の一例

a91315 ミニオーラル 体感部外傷② 病院前から開始するAcute Care Surgeryで救命した腹部、背部杙創の1例

a91316 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 歯科治療直後に発症した皮下・縦隔気腫の一例

a91319 口演 産科・婦人科救急 地方国立大学における産科危機的出血の現状分析

a91321 ミニオーラル 心肺停止② 動脈塞栓術による止血を要した自動心マッサージ器による心肺停止蘇生後の3例
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a91322 口演 コロナ禍における臓器提供 コロナ禍における病床逼迫、面会制限が与えた脳死下臓器提供への影響

a91323 シンポジウム
Challenge to Change 世界の心肺蘇生ガイドラインにおける

日本発エビデンス
心停止患者における脳rSO2の変化を用いた心肺蘇生法に関する前後比較研究(中間報告2)

a91326 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて 重症化したCOVID-19 の治療を考える
重症COVID-19に対する初期呼吸管理戦略としてのHigh flow nasal cannulaの有用性の検

討

a91327 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて 東日本大震災から10年 災害に強い病院と

は
病院の災害情報管理をICT化することによる事業継続能力の向上

a91328 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療
循環動態を評価可能な新たな開胸心マッサージトレーニングモデルの開発～コロナ禍にも

活用できるトレーニングシミュレーター～

a91330 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷 小児の創傷処置におけるLET製剤の有用性について

a91332 ミニオーラル 感染症・敗血症② 歯周病による菌血症が原因だった腰部硬膜外膿瘍の１例

a91333 口演 中枢神経① 光トポグラフィーを用いたクモ膜下出血急性期脳虚血診断

a91334 ミニオーラル 感染症・敗血症③ 壊死性軟部組織感染症様の経過を呈したアクネ菌敗血症の1例

a91337 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷
大腿骨近位部骨折におけるMRI検査の有用性 -初診時の単純X線写真およびCTにて大転子

単独骨折と診断された症例において-

a91338 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC④ ドクターカーワークステーションとの連携

a91342 ミニオーラル COVID-19① 地域で患者の集約化を行なった当院の重症COVID-19患者の治療経験

a91343 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC① 日本体育大学における救急車の運用について

a91345 口演 心肺停止① ECPRの限界と今後の新たな心肺蘇生法の検討

a91346 口演 男女共同参画・キャリアパス 男性救急医による育児短時間勤務について ～現状と今後の課題～

a91347 ミニオーラル 救急科専門医制度
都内2次救急病院で勤務する外科医の立場として、ダブルボードを生かした外科と救急診

療の両立をいかに行っているか？

a91350 ミニオーラル 消化管①  緊急内視鏡で整復し腹腔鏡手術施行した成人特発性腸重積の2例

a91351 ミニオーラル IVR① 当院で経験した下腹壁動脈損傷2症例の報告

a91352 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC④
心停止を繰り返した致死的胸部外傷患者の転院搬送 自動心臓マッサージ装置を使わない

選択について

a91353 ミニオーラル COVID-19⑦ 東京都コロナ調整に於ける東京DMATの役割

a91354 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて コロナ禍におけるトレーニング・学生研修

医教育の課題と対策
新入生3000人への実習付ライブ型オンライン救命講習会の実施

a91356 ミニオーラル 中毒④ 心筋障害を併発したMethomyl中毒の１例

a91360 ミニオーラル 中毒① バルプロ酸中毒に伴う高アンモニア血症に対しカルニチン補充が著効した一例

a91361 ミニオーラル 災害医療① 二次医療圏を包括する災害医療教育研修体制～堺災害医療教育研修センター（SDMEC）

a91362 ミニオーラル COVID-19⑨ SARS-CoV-2抗原検査偽陽性と判断した歯性感染症の1例

a91364 口演 基礎研究① 水素吸入は高齢者敗血症の予後を改善させるか？ 老齢・LPSモデルマウスを用いた検証

a91365 口演 栄養管理 重症患者におけるペプチーノ®  と下痢の頻度の関係

a91366 口演 労務・運営管理・診療支援 救急医・総合内科医を中心とした総合診療センターの運営

a91367 ミニオーラル 中毒② 少量服用で血液透析を要したグリホサート含有除草剤中毒の一例

a91368 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍における多数傷病者対応 コロナ禍が地域の局地災害対応に与えた影響

a91372 ミニオーラル ER診療③ 両下肢痛により発見された大動脈弓部壁在血栓

a91375 ミニオーラル 高齢者の救急② 在宅医療に対する救命救急センターの役割を訪問看護師対象BLS講習会を通じて考える

a91376 パネルディスカッション
Challenge to Change 敗血症DIC：臨床現場をかえる研究最

前線
誘電コアグロメーターによる早期の敗血症性DIC予測: 前向き観察研究

a91377 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて COVID-19 関連凝固障害 -最新知見を整

理する-
重症COVID-19患者に対する治療的抗凝固療法の効果を再考する

a91378 ミニオーラル 卒前教育・初期研修② 研修医対象ICLSコースでのPCR評価機器による胸骨圧迫の評価の有用性

a91379 口演 COVID-19② COVID-19の影響で減少した救急搬送症例の内訳について

a91380 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷 多発外傷後に中枢神経型脂肪塞栓症を発症した一例

a91381 ミニオーラル IVR①
感染性動脈瘤破裂を伴う肺膿瘍に経カテーテル的動脈塞栓術と経皮的膿瘍ドレナージを施

行した一救命例
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a91382 ミニオーラル 循環②
劇症型溶血性レンサ球菌感染症に冠攣縮性狭心症を併発し、完全房室ブロック・心停止を

きたした1例

a91383 口演 男女共同参画・キャリアパス 神経内科専門医資格を持つ救急医が地域の3次医療圏で果たす役割

a91385 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 重症偶発性低体温症によるショック・意識障害として搬送された多発外傷の1例

a91387 ワークショップ
Challenge to Change 進化するOpen Abdominal

Management
Open abdomen managementにおけるmesh-mediated fascial tractionの有用性

a91388 ミニオーラル Acute Care Surgery② 高血糖高浸透圧症候群に合併した非閉塞性腸間膜虚血症の一例

a91389 ミニオーラル 中毒② 緊急血液透析を行った急性リチウム中毒の一例及び透析導入基準の検討

a91390 口演 感染症・敗血症② 急性胆嚢炎に対する胆汁培養に基づく最適な経験的抗菌薬選択の検討（第1報）

a91392 ミニオーラル 中毒④ 慢性リチウム中毒によりブルがダ型心電図を認めた症例

a91393 ミニオーラル 中毒⑤ 容器詰め替えにより原因薬剤鑑別が困難となった中毒の一例

a91394 ミニオーラル 卒前教育・初期研修① 新型コロナウイルス流行下での医学生の診療参加型臨床実習の現状

a91398 口演 基礎研究② 血液浄化療法により生じる血管内皮障害グリコカリックス障害の定量とその要因解析

a91399 ミニオーラル ER診療① 当院に救急搬送された回転性めまい症例の検討

a91402 口演 COVID-19⑨
COVID-19 パンデミック第1波における感染症一般病棟への臨時ハイケアユニット（人工

呼吸ユニット）設置の効果

a91403 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 蜂窩織炎と鑑別を要した感染性大腿動脈瘤

a91405 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて コロナ禍におけるトレーニング・学生研修

医教育の課題と対策

e-ラーニングによるオンライン教育は、対面によるシミュレーション教育の代替とならな

い

a91406 ミニオーラル COVID-19⑨ VV-ECMO中にHITを合併した重症COVID-19肺炎の1例

a91408 シンポジウム
Challenge to Change 救急救命士は、救急外来でどのように

活躍できるか？─救急救命士法改正受けて─
救急外来診療の劇的進化へ向けて～救急救命士法改正が救急医療を変える～

a91410 ミニオーラル 感染症・敗血症② Parabacteroides属による骨内インプラント感染の一例

a91411 ミニオーラル 心肺停止② 突然心停止を起こした血栓性血小板減少性紫斑病の1例

a91413 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援① 一般救急医へ提案する当部門の「休み方改革」

a91415 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③
救急隊“力”の向上なくして病院前医療“力”の向上なし ～前橋赤十字病院と消防の協力体制

～

a91417 ミニオーラル COVID-19⑥ COVID-19重症肺炎における挿管と非挿管患者のCT画像の比較検討

a91418 ミニオーラル 感染症・敗血症③ 免疫不全患者ではないイヌ咬傷後のCapnocytophaga canimorsus 敗血症の一例

a91421 口演 IVR 上腕動脈からREBOAを留置した大動脈緊急症の２治療例

a91422 口演 病院前医療・救護・MC②
救急電話相談事業による緊急度判定が腹痛を主訴に救急搬送された患者の転帰に与える影

響評価

a91425 ミニオーラル 体感部外傷① 落下物による鈍的外傷性腕頭動脈損傷の1例

a91427 ワークショップ
Challenge to Change 進化するOpen Abdominal

Management
輸液量がOAM症例へ与える影響

a91429 口演 COVID-19⑨ COVID-19 mRNA vaccineによるアナフィラキシーの特徴

a91430 ミニオーラル COVID-19⑪ 二峰性の臨床経過の結果死亡したCOVID-19の症例

a91432 優秀演題
日本外傷データバンクを用いたショックを伴う外傷患者の搬送時の血圧変動と予後の関連,

REBOA・創外固定の与える影響度の検討

a91433 ミニオーラル COVID-19⑤
スコアリングシステムを用いた新型コロナウイルスリスク評価を基にしたERでの感染管理

の現状と課題

a91434 口演 COVID-19③
新型コロナウイルス感染症検査であるFilmarray法導入による救急外来滞在時間、隔離解除

率の検討: 単施設前後比較試験

a91440 口演 その他の救急疾患 救急部に所属する消化器外科医が担うAcute Care

a91441 口演 チーム医療
救急現場で医師と協働するPhysician Assistant-藤田医科大学病院高度救命救急センター

におけるFNP-

a91442 パネルディスカッション
Challenge to Change ダブルボードを持った救急医がどのよ

うに働いているか。
救急とIVRの専門性を最大限に発揮するには他科との連携が必須である

a91443 ミニオーラル 中毒① ヒドロキシイソキサゾール中毒の一例

a91447 ミニオーラル COVID-19⑦ 当院におけるCOVID-19の治療経験：第4波での変化

a91451 口演 精神科救急 セルトラリンの大量服薬により発症した薬剤性肺障害の一例
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a91455 口演 医療安全
遺体に対する新型コロナウイルス感染症に関する評価研究ー2020年4月から2021年1月に

おける病理解剖実態調査ー

a91456 口演 災害医療①
CBRNEテロ対策医療・救護支援ツール(MED-ACT:Medical Emergency Directory Against

CBRNE Terrorism)の作成

a91458 口演 中毒 意識障害を伴う飲酒後救急搬送患者が入院となる予測因子の検討

a91460 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援① 市中病院救命救急センターにおける働き方改革の現実

a91461 口演 栄養管理
腎機能障害患者における急性期のタンパク質投与の有効性と安全性の検討：post-hoc

analysis of RCT

a91462 口演 労務・運営管理・診療支援
都市型中規模救命救急センターにおける労務時間改善と取り組み～3次救命救急とワーク

ライフバランス～

a91464 口演 心肺停止① 高齢院外心停止症例における患者背景を考慮した蘇生処置中止時間の検討

a91465 ミニオーラル 災害医療① 巨大地震発生時の職員の行動想定に関する調査

a91468 ミニオーラル 中毒④ 致死量のイヌサフランの経口摂取によりコルヒチン中毒をきたした一例

a91469 口演 その他②
嚥下障害におけるPVDF（PolyVinilidene DiFluoride）フィルムを用いた評価方法への取り

組み

a91470 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて 重症化したCOVID-19 の治療を考える COVID-19に対する1％水素混合酸素吸入の経験

a91473 ミニオーラル 災害医療② コロナ禍でも続ける災害への取り組み～当院で行っている訓練等の報告～

a91474 口演 Acute Care Surgery② 大学病院救命救急センターにおけるacute care surgeonの必要性

a91475 口演 精神科救急 昭和大学救命救急センターにおける精神科専門病院からの転送患者についての検討

a91477 ミニオーラル 体感部外傷① 待機的に肺縫縮術と肋骨固定術による胸壁修復術を施行した重症多発外傷の1例

a91478 ミニオーラル 体感部外傷③ 巨大な外傷性腹壁ヘルニアの1例

a91479 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC② Dr Car出動した心肺停止症例の検討

a91480 口演 その他① 持続可能な三次救急体制を作るための陰圧ブースを用いたフレキシブルな診療

a91482 口演 COVID-19③
重症COVID-19患者における人工呼吸期間中のステロイドの投与終了と28日死亡率の関連

の検討

a91484 口演 その他外傷 外傷患者における静脈血栓塞栓症

a91485 ミニオーラル 災害医療② 北海道におけるCOVID-19流行期の保健所支援を通じて

a91486 口演 血液凝固異常線溶異常 当院におけるクリオプレシピテートの使用経験

a91489 ミニオーラル 体感部外傷② 交通外傷による胸部外傷に対して右肺下葉切除術を施行した症例

a91491 ミニオーラル Acute Care Surgery① 消化器外科専門医としての経験をどのように生かせるか

a91492 パネルディスカッション
Challenge to Change 外傷の出血性ショックに対する初期蘇

生における挑戦
即時止血術を補完する、オリジナル・ダメージコントロール戦略（DCS）の確立への挑戦

a91495 口演 基礎研究① 病態と重症度からみた自然免疫システムの遺伝子発現分析

a91496 口演 Rapid Response System Reboot: Rapid Response System ～ 持続可能なRRSの再立ち上げへ

a91499 口演 産科・婦人科救急
母体外傷は軽微であったが、常位胎盤早期剥離のため緊急帝王切開に至った交通外傷の一

例

a91502 ミニオーラル その他外傷 奈良公園のシカに咬まれて受診した29例の特徴について：記述疫学研究

a91503 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ 急性硬膜下血腫で緊急開頭血腫除去術時に硬膜下膿瘍を認めたLemierre症候群の1例

a91504 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷
非代償性肝硬変、高度貧血、両側気胸にて救急搬送となったアラジール（Alagille）症候群

のドロップアウト症例

a91505 ミニオーラル チーム医療① 救命救急センター手術室の現状と課題

a91506 口演 呼吸
人工呼吸中のpatient-ventilator asynchronyと臨床的転帰との関連：システマティックレ

ビュー

a91509 口演 頭部外傷   頭部血管外漏出像を伴う頭部外傷症例の検討

a91510 ミニオーラル PCPS・ECMO② 右内頸静脈へのECMOカテーテル挿入時の合併症とその対応

a91512 口演 COVID-19⑥ 入院中の重症COVID-19における精神症状の検討

a91513 ミニオーラル COVID-19⑩ COVID-19肺炎に縦隔気腫を合併した症例についての検討

a91514 口演 その他② 外傷患者における血清亜鉛濃度に関する検討

21/42



演題登録

番号
採用セッション 採用セッションテーマ 演題名

a91515 ミニオーラル 地域医療・連携①
西宮市における新型コロナウイルス感染症蔓延期の発熱患者に対する救急搬送体制を確保

するための多機関が連携した取り組み

a91516 口演 感染症・敗血症④ 筋肉内静脈奇形への侵襲性A群連鎖球菌感染により壊死性筋膜炎を起こした一例

a91517 口演 多発外傷 良好な転帰が得られた散弾銃による胸腹部損傷の一例

a91518 ミニオーラル チーム医療①  救命救急センターでの診療看護師の活動報告

a91521 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC① 東京ドクターカー協議会による病院前医療における連携

a91522 ミニオーラル 中枢神経① SGLT2阻害薬服用により、著しい高ナトリウム血症と浸透圧性脳症を呈した１例

a91523 口演 基礎研究② 院外心停止患者における酸化ストレスと抗酸化力の検討

a91524 ミニオーラル COVID-19⑩ COVID-19肺炎に汎血球減少を合併した1例

a91525 ミニオーラル COVID-19⑤ COVID‐19抗原偽陰性症例の検討

a91526 ミニオーラル Acute Care Surgery② 原因不明の穿孔性腹膜炎が劇症型アメーバ腸炎であった1例

a91527 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 二次救急指定の大学病院における救急外来のこれからの運営方法

a91529 口演 航空医療 コロナ渦における外国籍患者の国際搬送の一例

a91530 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC① クラスター発生初動時における保健所との協働 ー救急医の役割ー

a91532 ミニオーラル COVID-19③ コロナと肥満 重症COVID-19の死亡率と肥満についての検討

a91533 ミニオーラル 内分泌・代謝 過呼吸により高度の低リン血症を示した一例

a91535 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常
動脈塞栓術と輸血投与を行っても繰り返した胸壁内出血に対して第ⅩⅢ因子製剤の投与が

有効であったと考えられる一症例

a91537 ミニオーラル 心肺停止② 除細動適応波形の院外心停止患者とアドレナリン投与についての検討

a91538 ミニオーラル ER診療② 内科持ち回り入院症例から見る北米型ERのあり方

a91539 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷 小児鈍的外傷に対する生存予後予測モデルの作成と精度の検証

a91541 ミニオーラル 循環② 術後腹部コンパートメント症候群を合併した腹部大動脈瘤破裂の1救命例

a91542 口演 中枢神経① めまいを主訴とした症例の脳血管障害のスクリーニングにバイタルサインは有用か

a91543 口演 中枢神経② 特発性脊髄硬膜外血種保存療法の特徴

a91544 ミニオーラル COVID-19① 当院でのCOVID-19対応実施における職員の抗体価の推移

a91545 口演 外傷の病態・診断・治療② Traumatic massive pneumorrhachisの1症例

a91546 ミニオーラル 消化管① 過食により急性胃拡張を生じた1例

a91547 ミニオーラル Acute Care Surgery①
若き外傷医・外科医に伝えたい、私の手術手技鍛錬法～救急科専門医とロボット外科学会

専門医(呼吸器外科)を持つ医師として～

a91549 ミニオーラル 高齢者の救急① 虚血性脳血管障害を繰り返す人工透析中のCKDの1例

a91550 優秀演題 低血圧を呈する頚髄損傷患者における頻脈出血性外傷の併存の関係について

a91551 ミニオーラル 卒前教育・初期研修② Youtube®を利用した救急診療教育の検討

a91554 ミニオーラル 循環② 抗精神病薬投与患者へのドパミン投与で難治性低血圧を呈した1例

a91555 ミニオーラル その他 合言葉は「同じ過ちを二度と繰り返すな」

a91557 ミニオーラル 中枢神経① 顔面ガス壊疽の治療経過中に敗血症性脳症となった一例

a91560 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 早期デブリドマンにより救命し得た劇症型A群β溶連菌感染症の１症例

a91561 ミニオーラル COVID-19④ 大阪府におけるCOVID-19対策と救急医療体制への影響

a91562 ミニオーラル PCPS・ECMO① 重症COVID-19患者の九州山口広域搬送体制の確立

a91563 ミニオーラル COVID-19⑨
HFNC(high flow nasal cannula oxygen)・人工呼吸中に気胸、縦隔気腫を合併した

COVID-19の臨床的特徴

a91565 口演 病院前医療・救護・MC① 日本国内の主要国際空港におけるAED設置台数とPADの関係

a91566 ミニオーラル COVID-19⑦ 安全性と効率性を重視したCOVID-19対応の整備
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a91567 パネルディスカッション
Challenge to Change コロナ禍における臓器提供に関する新

しい医療機関の在り方

脳死下臓器提供を目的とした5類型医療機関への転院搬送の可能性～コロナ禍においても

脳死下臓器提供の意思を尊重するために～

a91569 ミニオーラル COVID-19⑫ 重症COVID-19患者に合併した脳出血の2例

a91575 優秀演題 臓器・組織提供の不成立の理由を紐解く～単施設疫学研究～

a91576 口演 病院前医療・救護・MC③ 常備消防非設置町村への民間救急の導入

a91578 口演 その他の救急疾患 尿管結石の閉塞位置と疼痛との関連の検討

a91579 口演 小児の救急・集中治療／27 当救命救急センターにおけるドクターカーと地域小児救急診療

a91580 口演 呼吸管理 セボフルラン吸入麻酔で救命し得た気管支喘息重積発作3症例の検討

a91586 ミニオーラル 心肺停止② 胸骨圧迫による内胸動静脈損傷・大量血胸となり外科的止血術により救命した一例

a91588 ミニオーラル ER診療② ビルドアップにより整備するトリプル・セミハイブリッドER方式の試み

a91589 口演 感染症・敗血症② 救急外来における敗血症1時間バンドルの有効性の検討

a91590 ミニオーラル COVID-19⑥
COVID-19の施設内クラスターへの対応～感染者は個人単位、濃厚接触者は部屋単位で管

理～

a91591 口演 病院前医療・救護・MC③ VR動画を活用した教育効果の検討

a91592 口演 Rapid Response System 院内発症した脳卒中例に対応するRRS：Code stroke

a91593 ミニオーラル 環境異常 当院救急搬送患者における入浴関連死の実態

a91595 パネルディスカッション
Challenge to Change 敗血症DIC：臨床現場をかえる研究最

前線
敗血症におけるLate DICの最適な予測モデル確立を目指す

a91598 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて 重症化したCOVID-19 の治療を考える 重症COVID-19に対するニンテダニブを用いた抗線維化療法の有効性

a91604 ワークショップ Challenge to Change 救急医の人生設計を考える 救急医のキャリアチェンジ

a91607 口演 感染症・敗血症① 当院救急外来を受診した菌血症患者の臨床的検討

a91611 ミニオーラル 心肺停止①
一般市民における心停止判断に用いる呼吸の確認についての検討～一般市民は呼吸停止の

判断ができるのか～

a91612 ミニオーラル COVID-19⑪ COVID-19診療と三次救急の両立 その現状と問題点

a91614 ミニオーラル COVID-19⑩ 特発性腹直筋・骨盤内血種を合併した重症COVID-19肺炎の1例

a91615 パネルディスカッション
Challenge to Change 在宅医療と救命救急センター（救急

医）との連携
救急医療の入口・出口問題への取り組み

a91617 ミニオーラル 頭部外傷 側頭骨骨折に伴う遅発性顔面神経麻痺の1例

a91618 ミニオーラル 呼吸 インフルエンザ肺炎治療後に肺血栓塞栓症で血栓除去術を行った高度肥満患者の1例

a91619 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 iCTは出血量を過小評価するのか

a91623 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 上腸間膜動脈塞栓症で発症後に難治性心不全を呈した感染性心内膜炎の1例

a91626 ミニオーラル COVID-19⑤ 他科医師との協働による重症COVID-19診療体制構築の経験

a91627 ミニオーラル 感染症・敗血症③ CTガイド下ドレナージが奏功したseptic emboliを来した頬部皮下膿瘍の1例

a91628 口演 骨盤・四肢外傷 秋田大学整形外科における”多発外傷治療プロトコル”の有用性

a91629 ミニオーラル 高齢者の救急① 重症救急患者におけるプレホスピタルでのフレイル評価と24時間以内救命処置中断

a91631 ワークショップ Challenge to Change RRSを最大限に活かすために 当院における院内急変対応の現状と展望

a91633 ミニオーラル COVID-19⑥
成人COVID-19関連多系統炎症性症候群についての検討-CRISISデータを利用した臨床研究

-

a91637 ミニオーラル 救急科専門医制度
ユーティリティープレイヤー ＝救急のスペシャリストでありながら＋αのスペシャリ
ティー を持つのが救急医の魅力である

a91639 ミニオーラル 中枢神経③ 片側延髄梗塞により中枢性呼吸障害が遷延した1例

a91640 ミニオーラル PCPS・ECMO② VA-ECMO補助下に気道呼吸管理を行った巨大胸部腫瘍の1例

a91641 ミニオーラル 心肺停止③ 当院で経験した、胸骨圧迫に伴って肝損傷を来たした3症例

a91649 口演 中毒 カフェイン中毒患者における乳酸値の検討

a91650 ミニオーラル 卒前教育・初期研修② Web講義での心肺蘇生法指導における胸骨圧迫部位の理解度の検証
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a91653 口演 小児の救急・集中治療／27 2度の蘇生事象後に中大動脈症候群と診断した乳児例

a91655 ミニオーラル 多臓器不全・ショック ダウン症を背景に敗血症性ショックをきたし治療に不応で予後不良となった一例

a91656 ミニオーラル Acute Care Surgery① Acute care surgeryは救急・集中治療・一般外科診療の質向上と負担軽減に貢献している

a91659 口演 感染症・敗血症① 抗血栓薬を服用していたことは尿路感染起因菌血症治療のリスク因子か？

a91660 口演 中枢神経② 破裂ICA blister aneurysmに対するtrapping + EC-IC bypass

a91661 口演 COVID-19③ COVID-19患者における迅速抗原検査と抗体検査による検査特性について

a91663 ミニオーラル 感染症・敗血症③ Salmonella Schwarzengrundにより敗血症性ショックを呈した仙腸関節炎の一例

a91664 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医こそが、わが国の医療を救う 救急クリニックは地域医療に不可欠な存在で、アジア圏からの需要も高い

a91666 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援①
日曜・土曜の救急当番就業に対する平日代休付与制度運用に対する初期研修医の満足度評

価

a91668 シンポジウム Challenge to Change 救急医療における終末期医療 フレイルが高齢者の救急集中治療の予後に及ぼす影響（最終報告）

a91669 口演 基礎研究① 高線量被ばくにおける低酸素ストレスの影響

a91670 ミニオーラル COVID-19⑥ 新型コロナウイルス感染症重症患者における透析患者の後方視的検討

a91673 口演 頭部外傷
抗凝固作用を抑えたヘパリン誘導体：2-O, 3-O Desulfated Heparin (ODSH)は脳血管の炎

症を抑え、脳浮腫・神経予後を改善する

a91674 口演 脳死・終末期医療 当院における救急・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経験

a91675 ミニオーラル COVID-19④ 新型コロナウイルス感染症禍における地方都市急性期病院の救急診療への影響

a91678 口演 災害医療② 巨大地震急性期対応で国際NGOが果たす役割

a91680 ミニオーラル 中毒② VA-ECMOが著効したジルチアゼム中毒の一例

a91681 ミニオーラル COVID-19⑪ 人工呼吸管理中に生じた縦隔気腫に対して縦隔ドレナージを行ったCOVID-19の一例

a91682 パネルディスカッション
Challenge to Change ダブルボードを持った救急医がどのよ

うに働いているか。
ダブルボード救急医は独立してこそ真価を発揮する

a91683 口演 ER診療② ER型救命センターにおけるHybrid ER導入と運用

a91685 ミニオーラル COVID-19⑦
新型コロナウイルス感染症に対する血糖管理 −当センターで作成した血糖プロトコールの

有用性の検討−

a91687 ミニオーラル 中枢神経③ 外傷性椎骨動脈損傷に対する虚血性脳卒中の予防戦略

a91689 口演 呼吸
COVID-19によるARDSに対するRecruitment-to-Inflation RatioとPressure-Volume curve

による肺Recruitability評価

a91690 ミニオーラル 中枢神経③ 交通外傷後に中大脳動脈解離による脳梗塞を来した一例

a91691 ミニオーラル 心肺停止②
病院外心停止に対する早期アドレナリン投与と脳機能予後の関連の検討：マルチレベル分

析

a91692 口演 地域医療・連携① 新型コロナウイルス感染症埼玉県調整本部における診療支援コーディネーターの役割

a91693 ワークショップ
Challenge to Change Physician scientist のすすめ   ～次

世代の救急医療を担う君達へ～

働き方改革の実現とphysician scientistの育成ついての取り組み~救急医における医学研究

と医療改革~

a91694 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育② スマートフォンアプリを用いた効率的な若手医師の教育・学習支援

a91696 口演 COVID-19⑥ 人工呼吸管理を行ったCOVID-19肺炎と縦隔気腫

a91697 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援① 都市部大学病院と地方中核病院での救命救急センターの労務管理

a91698 ミニオーラル チーム医療① 救命救急センターにおける救命士業務とその効果の検討

a91699 口演 感染症・敗血症③ 当院における重症COVID-19の死亡率と二次性細菌感染症に関する検討

a91702 ミニオーラル 体感部外傷③ 小腸断裂の診断が遅れた自動車外傷の一例

a91703 ミニオーラル 呼吸管理 VV-ECMO離脱の補助療法としてNO吸入療法が有効だった重症COVID-19の一例

a91704 口演 Acute Care Surgery① 市中病院Acute care surgeonは救急初療室と集中治療室でも貢献する

a91705 パネルディスカッション
Challenge to Change Acute Care Surgeonはいかに救急診療

に貢献しているか
都心部救命救急センターにおけるAcute care surgeonの必要性

a91708 ミニオーラル COVID-19① 救急医によるCOVID-19患者に対する気管挿管の変遷

a91709 口演 地域医療・連携① 医療圏全体の医療機関及び福祉施設を対象としたACPに関するアンケート調査
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a91710 シンポジウム
Challenge to Change 救急現場における働き方改革の理想と

現実
大学病院で働き方改革と全例応需をめざした先に見えたこと

a91712 ミニオーラル COVID-19② 大阪コロナ重症センターにおける晩期重症COVID-19に対する治療戦略

a91715 ミニオーラル COVID-19② 重症COVID-19の予後に影響する合併症を引き起こす要因の検討

a91717 ワークショップ Challenge to Change 内因性疾患におけるREBOAの位置づけ
Experience with REBOA for non-traumatic hemorrhage.~Resuscitative REBOA or non-

resuscitative REBOA?~

a91718 ミニオーラル 高齢者の救急② CTで気道内遺残を疑い，気管支鏡デバイスを駆使して摘出に成功した餅による窒息の1例

a91719 ミニオーラル その他外傷 ヒグマによる多発外傷をドクターヘリにて迅速に搬送し得た1例

a91720 口演 COVID-19⑦ 当院はCOVID-19による大阪府の救急医療崩壊をどう乗り越えたか

a91721 口演 Acute Care Surgery① 外傷手術動画撮影のコツと効能

a91723 ミニオーラル COVID-19① COVID-19でVV-ECMO導入中、凝固管理に難渋し出血性合併症を来した一例

a91724 パネルディスカッション
Challenge to Change 在宅医療と救命救急センター（救急

医）との連携
救急医が慢性期医療と訪問診療を兼任する意義

a91726 ミニオーラル PCPS・ECMO① COVID-19 N501Yによる急性心膜心筋炎に対し,VA-ECPELLAを導入し加療しえた一例

a91727 ミニオーラル 心肺停止① Hybrid-ERにおけるECPR ～HEMC strategyの可能性～

a91730 口演 COVID-19⑥ 重症COVID-19に対するステロイドパルス療法を用いた治療戦略の解析

a91731 口演 チーム医療 ZOOMのYoutube配信機能を用いたCOVID-19時代の院内研修の試み

a91732 ミニオーラル 消化管② 多発性肝嚢胞内出血の透析患者に合併し、診断に苦渋したＳ状結腸穿孔の１例

a91734 ワークショップ
禍難を乗り越えて SARS-CoV-2流行下の学生・研修医教育の

現状

コロナ禍における新型コロナウイルス感染症患者への救急科実習のあり方について教員の

立場からの検討

a91736 口演 消化管② 起坐呼吸を呈する呼吸困難にて救急搬送された食道アカラシアの一例

a91737 口演 COVID-19⑤ コロナ禍の発熱患者対応～ERでの受け入れと院内クラスター対応～

a91738 口演 呼吸管理 過換気症候群の臨床モデルを対象としたPBRSO法の検討

a91739 ミニオーラル 地域医療・連携② 奄美大島における過去10年間の溺水症例の傾向

a91740 ミニオーラル PCPS・ECMO① 重症ARDSでV-V ECMO管理中にHSVとCMVの再帰感染を呈した2例

a91741 口演 ER診療① 二次救急病院のERにおけるタスクシフト

a91743 ミニオーラル 中毒① 有機リン中毒の唾液分泌抑制に対してスコポラミン軟膏が有効であった一例

a91745 ミニオーラル COVID-19⑤ 新型コロナウイルス感染症受け入れ病院における、第2波後の職員の実態調査

a91746 ミニオーラル 中枢神経③ 右手関節以遠の症状のみで救急搬送された脳梗塞の1例

a91747 ミニオーラル 産科・婦人科救急 重複子宮の分娩後弛緩出血に対して血管内塞栓術を施行した1例

a91748 口演 感染症・敗血症③ 敗血症患者における血清ビリルビン値と予後の関係

a91750 パネルディスカッション Challenge to Change 多診療科とのコラボレーション 産科危機的出血に備えたコラボレーション～病院総合力を統括する5年間の取り組み

a91755 口演 脳死・終末期医療 終末期医療に対する医療従事者の適切な理解へ向けた取り組みの現状

a91756 ミニオーラル 中毒⑤ 臨床的に中毒症状を来したカフェイン中毒の1例

a91757 ミニオーラル 心肺停止② 交通外傷における救急隊による目撃のある心肺停止の予後

a91758 ミニオーラル 高齢者の救急② 2度目のMRI検査で診断のついた化膿性脊椎炎の一例

a91759 ミニオーラル チーム医療①
救急医療資源分散面からみた地方辺縁医療過疎地域救急外来での外傷・救急外科症例への

対応

a91760 ミニオーラル 鎮静・鎮痛 気管チューブカフ上部への局所麻酔注入により良好な鎮痛が得られ、離床に成功した2例

a91761 ワークショップ Challenge to Change 救急医の人生設計を考える 「中途半端」⁈ に救急医を続けるという選択

a91762 シンポジウム Challenge to Change 救急医療における終末期医療 ACPを正しく理解しよう

a91763 口演 心肺停止②
体温管理の方法と院外心肺停止患者の神経学的予後の関係性について初期波形別の検討

(JAAM-OHCA Registry データの解析)

a91764 口演 災害医療② 医療機関の災害対応力は業種・規模を問わず地域で仲間を増やすことにより向上する。
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a91765 ミニオーラル COVID-19⑩
新型コロナウィルス対策「タテ」の連携「ヨコ」の連携 ～全体を俯瞰したOperationに

おける救急医の関わり～

a91766 ミニオーラル 感染症・敗血症④
胃気腫症を認め後腹膜膿瘍を伴う敗血症性ショックに対して緊急開腹手術による治療が奏

功した一例

a91768 ミニオーラル 循環②
Stanford B型急性大動脈解離に伴う上腸間膜動脈狭窄に対しステント留置で腸管切除を回

避できた一例

a91769 ミニオーラル 呼吸 10代の自然気胸において気道内圧を陽圧にすることで改善した一例

a91770 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC④ 僻地病院における仮のドクターカー運用の試み

a91772 ミニオーラル 中毒⑤ MRIで広範な脳浮腫を認めたエチレングリコール中毒の１例

a91773 口演 骨盤・四肢外傷 骨盤骨折単純X線像の読影は大量出血を予測できるか？～臨床医と人工知能での検討～

a91774 ミニオーラル COVID-19④ ドライブスルーPCR検査システムの安全性と有効性

a91782 ワークショップ Challenge to Change RRSを最大限に活かすために 日本における院内救急対応システム（RRS）の実態と問題点

a91783 口演 呼吸管理 急性心不全患者の呼吸管理におけるCOVID−19パンデミックの影響

a91785 ミニオーラル 中毒③ 7日間の高度意識障害の遷延と平坦脳波を呈した急性ブロムワレリル尿素中毒の一救命例

a91786 ミニオーラル COVID-19⑥ 新型コロナウイルス感染症の大規模院内クラスター発生時における県内広域移送の経験

a91787 口演 男女共同参画・キャリアパス 救急科・整形外科専門医を有する医師の役割

a91791 口演 病院前医療・救護・MC② 母体救命を目指す周産期ラピッドカー～周産期救急に救急医を投入する

a91793 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC①
高品質な救急電話相談事業の実現に向けて —横浜市救急相談センター(#7119)の現況と課

題・第3報—

a91794 ミニオーラル 産科・婦人科救急
常位胎盤早期剥離・子宮内胎児死亡に対する帝王切開後に産科危機的出血および播種性血

管内凝固を発症し，離島間搬送を行った1例

a91795 口演 ER診療② 救急医の肩関節脱臼整復成功率～整形外科医を温存～(単施設後方視観察研究）

a91798 口演 地域医療・連携② 救急医療におけるAdvanced DirectiveとAdvanced Care Planning

a91799 ミニオーラル COVID-19⑬
新型コロナウイルス感染症第4波に伴う緊急事態宣言発令期に経験した脳死下臓器提供の

一例

a91800 ミニオーラル ER診療③ 腹痛のない、腰背臀部・大腿部痛、跛行の急性虫垂炎の一例

a91801 ミニオーラル PCPS・ECMO② 抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎に対してVV ECMOを用いた一例

a91805 ミニオーラル COVID-19⑩ 抜管後にTapia症候群をきたしたCOVID-19肺炎の一例

a91808 ミニオーラル ER診療① 演題名: CDU(Clinical Decision Unit)が有効であった救急症例に関する症例集積報告

a91809 ミニオーラル COVID-19② 人工呼吸管理中にbarotraumaを生じたCOVID-19関連肺炎の検討

a91810 口演 心肺停止① 病院外心停止例に対する現場蘇生中止基準の検討

a91812 口演 呼吸 過換気症候群と血液ガス検査における乳酸値との関連

a91814 ミニオーラル 体感部外傷②
出血性ショックのために初療室開腹した腹部刺創による大腰筋単独損傷例の治療戦略を振

り返る

a91815 口演 呼吸 輪状甲状靱帯の触知同定法2種間の同等性: 群間比較研究

a91816 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて 東日本大震災から10年 災害に強い病院と

は
レジリエンスの高い災害拠点病院であるために 当センターの取り組み事例

a91817 口演 環境異常 救急外来における非接触型体温計を用いた体温と膀胱温の比較検討

a91819 ミニオーラル COVID-19① 救命救急センターにおけるSARS-CoV2抗体検査の有用性

a91820 ミニオーラル ER診療④ 救急医人生、若き日の失敗を乗り越えて

a91824 ミニオーラル 地域医療・連携① COVID-19患者の転院搬送におけるドクターカー活動の振り返り

a91826 ミニオーラル 地域医療・連携① 地域医療機関連携会議によるCOVID19患者ならびに救急患者受け入れ体制

a91827 ミニオーラル 中枢神経②
骨盤骨折術後の第3病日に広範な脳梗塞像を呈し、外頚動脈系からの側副血行路発達から

もやもや病が疑われた中大脳動脈狭窄の一例

a91828 口演 労務・運営管理・診療支援 COVID-19診療を契機に進んだ地方国立大学少人数救急科の働き方改革

a91831 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育① COVID19流行下にBLS講習会を開催するための工夫

a91832 シンポジウム Challenge to Change 救急医療における終末期医療 ACP in ER. 救急外来でのACPに関する研究.
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a91834 ミニオーラル 災害医療①
院内クラスター発生時にIncident Command Systemを応用しZOOMで情報共有を行った

感染対策本部運営

a91835 口演 ER診療② 7d-BBA分析により判明したコロナ禍における診断エラーの減少とpit fall

a91836 ミニオーラル 中毒② Garenoxacin（GRNX）の関与が示唆された洞不全症候群を呈した一例

a91837 口演 中枢神経② 救急科医が行う血栓回収療法

a91838 ミニオーラル 中毒④
カフェイン中毒に対しテオフィリン血中濃度をモニタリングしながら血液透析を施行した

一例

a91839 ミニオーラル 心肺停止③ Continuum of care：救急、循環器、集中治療専門医がつくる治療の連続性

a91840 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷 軽微な腹部打撲で偶発的に発見された小児後腹膜腫瘤の一例

a91841 ミニオーラル その他外傷 顔面打撲の受傷後に心停止に至り，後咽頭血腫による気道閉塞と診断した一例

a91843 ミニオーラル COVID-19⑪
COVID-19およびニューモシスチス肺炎(PCP)と鑑別を要したメトトレキサート(MTX)間質

性肺炎の1例

a91847 ミニオーラル 救急科専門医制度 救急科専門医・脳神経外科専門医のDouble Boardに求められる役割

a91848 ミニオーラル IVR② 舌動脈出血をきたしTAEにて治療した血球貪食症候群の一例

a91851 ミニオーラル 基礎研究 一酸化炭素（CO）中毒治療の研究における生体血液循環シミュレーションモデルの応用

a91852 ミニオーラル COVID-19① VV-ECMOを使用した重症COVID-19肺炎患者の予後規定因子の検討

a91853 ミニオーラル COVID-19① 昭和大学藤が丘病院における緊急入院患者のCOVID-19対応解除システムの構築

a91855 ミニオーラル ER診療③ 診断に苦慮した特発性腹直筋血腫の一例

a91858 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC②
赤十字病院における救急救命士の職域を考える ＜全国赤十字病院へのアンケート調査を踏

まえて＞

a91859 ミニオーラル 中枢神経① 唾液腺導管癌の髄膜播種を認めた昏睡患者の１例

a91860 パネルディスカッション
Challenge to Change ECPRのエビデンスと今後に向けた展

望
体外循環式心肺蘇生が行われた院外心肺停止患者の予後予測因子の検討

a91864 ミニオーラル COVID-19⑧ 当院におけるcovid-19除外のための入院フローすり抜け症例の検討

a91866 ミニオーラル 脳死・終末期医療 コロナ禍における人工呼吸管理患者の終末期ケアへの取り組み

a91868 ミニオーラル 循環② 病院前心肺停止をきたした右大腿深動脈瘤破裂の１例

a91870 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ 新規皮膚消毒薬オラネキシジンの臨床応用に関するsystematic review

a91871 ミニオーラル ER診療④ 温泉での溺水に高カルシウム血症, 高マグネシウム血症を合併した2症例の検討

a91877 ミニオーラル COVID-19③ COVID-19流行に伴ううっ血性心不全診療の変化とその臨床的影響

a91880 ミニオーラル 卒前教育・初期研修① 研修医勉強会での情報共有は walk-in急患の見落とし事例を減少させる

a91881 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常 多発する血腫を契機に診断に至った後天性血友病Aの1例

a91883 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ 術後乳糜腹水に腹膜炎を合併し敗血症性ショックに至った一例

a91885 ミニオーラル 重症度・予後評価 最重症急性硬膜下血腫に対し救急外来小開頭血腫除去は有効か？

a91887 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC① Dr.carによる医療早期投入はt-PA開始時間短縮に寄与したか

a91888 ミニオーラル 循環② カテーテルアブレーション後の左房食道瘻に対して緊急手術を施行し救命し得た1例

a91889 シンポジウム
Challenge to Change 救急現場における働き方改革の理想と

現実
働き方改革に先駆けた職場改革～国立大学救命センターにおける取り組み～

a91890 ミニオーラル ER診療④ コロナ禍の逆境に活路を見出す救急医とその効能

a91892 口演 COVID-19⑤ 当院を生存退院した重症COVID-19患者の退院6ヶ月後の後遺症

a91893 ミニオーラル IVR②
外傷性脾損傷による腹腔内出血を認めたエホバの証人の信者に対し、TAEのみで救命でき

た1例

a91894 口演 産科・婦人科救急 OAMを必要とした産婦人科関連急性腹症

a91895 ワークショップ
禍難を乗り越えて メディカルコントロールの標準化と

COVID-19下におけるメディカルコントロール
新型コロナウィルス感染拡大期の救急搬送における疫学スクリーニングの効果

a91896 ミニオーラル 地域医療・連携①  各診療科後期研修医の救急外来勤務が和歌山県下の外傷診療へ寄与できたか？

a91897 口演 高齢者の救急 介護施設における高齢者救急搬送の実情
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a91900 ミニオーラル 高齢者の救急② ショックバイタルを呈した非外傷性の寛骨臼骨折の一例

a91901 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて COVID-19 新しい診断法や重症化予測 COVID-19における抜管後気道狭窄の発生割合

a91902 ミニオーラル ER診療① 気道確保に難渋した声門下狭窄の一例

a91903 ワークショップ
Challenge to Change 体幹部外傷手術をいかに効率良く習得

するか

Acute Care Surgeon育成のためのCadaverを用いた新規コース開発 ～Cadaver Training

for Acute Care Surgery (CTACS)～

a91904 ミニオーラル 中毒⑤ ペモリン服用が精神病症状に影響したと考えられる一例

a91906 ミニオーラル 消化管②
急性壊死性食道炎（黒色食道）に伴う食道穿孔・敗血症性ショックに対して緊急手術を施

行して救命し得た１例

a91907 口演 Acute Care Surgery② 当施設の外傷手術診療からみるAcute care surgeonの役割と必要性

a91911 口演 COVID-19① 本邦の重症COVID-19患者の隔離解除のモニタリングに関する検討

a91912 口演 救急専門医教育・標準化医療教育 大学病院におけるウィズコロナ時代の新ICLSコースの開催方式

a91914 ミニオーラル 感染症・敗血症④ リスク素因を伴わない固有弁の両心系感染性心内膜炎の一例

a91915 ミニオーラル 環境異常 高ワットのタンニングマシンでⅢ度熱中症を期待した一例

a91916 ワークショップ
Challenge to Change 救急処置におけるリスクマネージメン

ト
同意取得困難な患者への医療提供に係る取り組み

a91917 ワークショップ Challenge to Change 内因性疾患におけるREBOAの位置づけ 非外傷性症例におけるREBOA使用について

a91918 ミニオーラル COVID-19⑦ 当院における重症COVID-19の治療成績

a91919 口演 感染症・敗血症① 敗血症の予後予測因子として血中の乳酸値と乳酸クリアランスの有用性

a91920 ミニオーラル 卒前教育・初期研修② 2次救急病院における急性腹症のon the job training教材の作成

a91921 ミニオーラル COVID-19⑤ 重症COVID-19肺炎に対する筋弛緩剤の効果～当センター155例の検討～

a91922 優秀演題 PICS患者における精神障害に関連する因子の検討

a91923 口演 病院前医療・救護・MC① COVID-19による前橋ドクターカー日赤への影響の検証

a91925 口演 脳死・終末期医療 終末期認定チームによる終末期の判断と治療方針決定への支援

a91926 ミニオーラル COVID-19③ COVID-19重症患者に対するHFNCの有用性の検討

a91927 口演 感染症・敗血症③ 当科における敗血症患者に対する抗菌薬投与開始時間と予後の調査

a91928 ミニオーラル COVID-19③ 人工呼吸管理を要した重症COVID-19患者の消化管合併症と菌血症・予後との関連

a91929 口演 COVID-19⑨ COVID-19の施設集団感染（クラスター）対応はCSCATTTで考えるべき

a91930 口演 体幹部外傷 大動脈遮断を必要とする重傷外傷患者に対するREBOAの有効性

a91932 ミニオーラル 感染症・敗血症④ Propionibacterium. acnes 菌血症による重症ARDSを呈しVV-ECMOを要した1例

a91933 ミニオーラル Acute Care Surgery①
Open Abdominal Management (OAM)の功罪 ~ 虚血進展の確認を目的としたOAMは有用

か~

a91936 ミニオーラル 集中治療 COVID-19患者のECMO適応年齢について倫理的な面から考える

a91939 口演 COVID-19⑧ 重症COVID-19生存患者の⾧期的な呼吸機能の推移

a91940 ミニオーラル COVID-19⑨ 臓器移植後の免疫抑制剤使用患者におけるCOVID-19肺炎の再燃症例

a91941 口演 骨盤・四肢外傷 鎖骨下動脈損傷に対してCross Limb Vascular shuntが有効であった一例

a91942 口演 心肺停止① 胸骨圧迫中の心電図解析に関与する因子の検討

a91943 ミニオーラル 循環② 急性期肺血栓塞栓症を発症し, 卵円孔開存のため脳梗塞をきたした1例

a91944 口演 感染症・敗血症②
末梢静脈からのアミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質輸液製剤投与中にCandida 属によ

るカテーテル関連血流感染症を来した一例

a91946 ミニオーラル 感染症・敗血症② 特徴的身体所見から早期治療を行い良好な経過を得たツツガムシ病の救急搬送例

a91947 ミニオーラル 中毒② 劇症肝炎の原因として鉄剤過量服薬による鉄中毒が疑われた若年女性の一例

a91948 ミニオーラル チーム医療① 整形外科専門医を兼ね備える救急科専門医の活動の場の構築は外傷診療の質を向上させる

a91950 パネルディスカッション
Challenge to Change ECPRのエビデンスと今後に向けた展

望
Mobile型PCPSを用いた院外ECPR（PH-ECPR）導入時間短縮の試算
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a91953 ミニオーラル COVID-19③ 当院の重症COVID-19患者家族ケアの取り組みに対する患者、家族のニーズの調査

a91957 ミニオーラル 内分泌・代謝 アルコール依存に起因する難治性心室細動からの一救命例

a91961 ワークショップ
Challenge to Change 体幹部外傷手術をいかに効率良く習得

するか
海外外傷研修を終えて実感した基本手術手技の重要性

a91962 ワークショップ Challenge to Change RRSを最大限に活かすために 院内急変患者の予後予測因子から考察する院内専門チーム同士の連携の重要性

a91963 口演 ER診療① 当院救急外来における、いわゆるfrequent flyerの臨床的特徴の検討

a91964 口演 COVID-19⑧ 救急搬送後に急性下肢虚血を合併したCOVID-19肺炎の1例

a91966 ミニオーラル 感染症・敗血症② 集学的治療を要した過粘稠性Klebsiella pneumoniae (Kp)感染症の2例

a91967 ミニオーラル COVID-19① 重症COVID-19診療のプロトコール化

a91968 口演 中枢神経② 当院救命救急センターに搬送された痙攣発作症例の検討

a91970 ミニオーラル 中枢神経② Streptococcus mitis/oralisによる細菌性髄膜炎の一例

a91971 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて 重症化したCOVID-19 の治療を考える 中等症以上のCOVID-19に対するステロイド投与療法の有効性の検討

a91972 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて COVID-19 関連凝固障害 -最新知見を整

理する-
重症COVID-19における凝固線溶異常の特徴と転帰に与える影響を評価する

a91973 口演 基礎研究② 重症患者における腸内細菌叢と白血球数(好中球・リンパ球・単球)との関連

a91974 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 経カテーテル動脈塞栓術を施行した重症鈍的外傷例の院内死亡危険因子の検討

a91976 ミニオーラル COVID-19⑩ COVID―19患者施設間搬送における病院救命士の役割

a91977 口演 地域医療・連携② 在宅診療の現場における救急医の役割と育成について

a91978 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷 術前にTAEを行い，術中大量出血を予防し得た大腿骨骨幹部骨折の一例

a91979 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ 診断に苦慮したA群溶連菌による骨盤内膿瘍の1例

a91980 ミニオーラル 中毒③ 塩化ビニル管切断作業で塩素系ガスによる肺障害を呈した一例

a91981 口演 COVID-19⑧ 複合災害リスクマネジメントへのRapid hospital readiness checklistの活用

a91982 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて COVID-19 関連凝固障害 -最新知見を整

理する-
ECMO管理中の重症COVID-19患者に合併した筋層内血腫の特徴

a91983 ミニオーラル 消化管① 内視鏡的止血が困難な胃十二指腸潰瘍に血管内治療で止血が成功した1例

a91984 ミニオーラル COVID-19⑦ COVID-19パンデミック下における、当院の救命センターと集中治療室の棲み分け

a91988 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 鈍的胸部外傷に合併した仮性肺動脈瘤の保存的治療の１例

a91991 ミニオーラル COVID-19③ COVID-19における腹臥位療法の安全性の検討(ECMO導入症例でも安全に行えるか)

a91995 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ 短時間で気腫性膀胱炎が顕在化した1例

a91996 シンポジウム
Challenge to Change より良い外傷診療のための地域を包括

した診療体制における挑戦

本邦で症例集約化を含めた外傷医療システムの再構築は可能か？～欧州各国の外傷医療シ

ステムの歴史と再構築への挑戦から学ぶ～

a91997 口演 IVR 多発血管炎性肉芽腫症の精査中に生じた多発腎動脈瘤の破裂

a91998 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 血液培養と創部培養によりCampylobacter fetusによる筋膜炎の診断となった一例

a91999 ミニオーラル その他外傷 多発外傷後の重症高ビリルビン血症に茵蔯蒿湯(いんちんこうとう)が奏効した一例

a92001 ミニオーラル 呼吸 早期診断の重要性がある肺炎の一例

a92002 ミニオーラル 心肺停止② コロナ禍におけるICLSコース立ち上げの取り組み

a92003 ミニオーラル 中枢神経③ 特発性硬膜外血腫の5例の検討

a92005 口演 高齢者の救急 外傷早期にV-V ECMOを導入し救命し得た高齢者の重症胸部外傷2症例

a92006 ミニオーラル COVID-19⑧ 重症COVID-19肺炎２例の病理解剖による検討

a92007 ミニオーラル IVR① 2度のIVRで救命し得た重症多発外傷の一例

a92008 口演 COVID-19④ 腹臥位療法反応性は重症COVID-19患者の転帰を予測する

a92011 ミニオーラル ER診療① 看護師による院内トリアージにおけるアンダートリアージの検討
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a92012 ミニオーラル その他 当院救急外来での2年間で、外科的気道確保を要した症例の検討

a92013 口演 病院前医療・救護・MC② Mixed Realityデバイスを用いた病院前外傷診療支援体制構築への挑戦

a92014 ミニオーラル COVID-19④ 重症COVID-19患者における腹臥位療法終了のタイミングと予後に関する検討

a92016 口演 呼吸 ERにおける胸腔ドレーン挿入とその合併症

a92018 ミニオーラル COVID-19⑫ 重症COVID-19に対する人工呼吸管理中に筋肉内血腫を合併した2例

a92019 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC① 当院での2020年度ラピッドレスポンスカー活動について

a92020 口演 病院前医療・救護・MC① 窒息に対するバイスタンダー応急手当の質向上のための口頭指導

a92023 口演 産科・婦人科救急 東京都母体救命搬送における多診療科・多職種連携中核としての救命センターの役割

a92028 ミニオーラル 感染症・敗血症③
悪寒戦慄・呼吸不全を主症状として搬送され、肺癌の合併を認めたAeromonas
hydrophila 敗血症の1例

a92029 ミニオーラル その他の救急疾患 交通事故にて搬送された急性喉頭蓋炎の一例

a92030 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC① コロナ禍におけるドクターカー活動状況の検討

a92031 口演 COVID-19⑥ COVID-19関連呼吸不全に対するHigh-Flow Nasal Canulaの検討

a92032 口演 労務・運営管理・診療支援 救命救急センターにおけるチーム制の問題解決と学習環境デザイン

a92035 ミニオーラル 中毒③
過酸化水素水の大量服用にて搬送され重篤な意識昏睡とショックを来したが、ガス塞栓を

回避し良好な転機をたどった一例

a92036 ミニオーラル 高齢者の救急① 術前に循環器内科依頼を要した高齢者大腿骨近位部骨折患者の検討

a92037 ミニオーラル COVID-19⑤ 重症COVID-19病棟への遠隔モニタリングシステムの導入

a92038 口演 コロナ禍における臓器提供 コロナ禍における臓器提供 非コロナ患者の対応施設から

a92039 口演 心肺停止② 病院外心停止における救急隊の現場活動時間と脳機能予後の関連の検討

a92041 ミニオーラル 高齢者の救急② めまいの原因は、余計なお薬・余計なお世話？！

a92043 口演 基礎研究①
実験的敗血症侵襲下におけるサイトカイン受容体の発現量是正が臓器障害の回避に向けた

治療標的になる可能性

a92044 口演 COVID-19① 日本国内における新型コロナウイルス感染症患者の小児例と成人例の比較（中間解析）

a92046 ミニオーラル 中枢神経② rt-PA投与直前に判明したStanford A型 偽腔閉塞型大動脈解離の一例

a92048 ミニオーラル IVR① フィットネスマシンを用いた筋力トレーニングを契機とした非外傷性後腹膜血腫の１例

a92050 ミニオーラル IVR②
ステントグラフト留置により救命した神経線維腫症患者の甲状頸動脈瘤破裂による大量血

胸の一例

a92054 口演 地域医療・連携① COVID禍における急性期連携構築～いかなる状況下でも助け合い連携の必要性～

a92057 ミニオーラル その他外傷
GradeⅡb外傷性総頚動脈解離に対して緊急頸動脈ステント留置術を施行し良好な転帰をた

どった1例

a92058 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷 十二指腸壁内血種に至った小児の鈍的腹部外傷の一例

a92059 口演 感染症・敗血症④ 日本紅斑熱に伴う敗血症性心筋症にVA-ECMOが有効であった１例

a92062 ミニオーラル 中枢神経① 当施設で経験した抗NMDAR抗体脳炎の2例

a92063 ミニオーラル COVID-19③ 対面式授業における新型コロナウイルス感染対策の結果と有用性

a92066 ミニオーラル 体感部外傷① 多発外傷を伴う肺裂傷に対して初療室で開胸、肺切除を行い救命した1例

a92067 ミニオーラル 頭部外傷 多発外傷を伴う外傷性総頚動脈閉塞症の1例

a92069 ワークショップ Challenge to Change 救命救急センターと集中治療室 救命救急センターは集中治療室を含んだ一体運用が望ましい

a92070 口演 循環 急性心膜炎30症例の臨床像と診断困難症例の検討

a92071 ワークショップ
Challenge to Change 心停止蘇生後脳障害（PCAS）を管理

する
院外心停止患者における体温コントロール療法（TTM）での導入時間について

a92072 ミニオーラル 内分泌・代謝
Refeeding症候群とliver autophagyにより著明な肝逸脱酵素上昇をきたした神経性食思不

振症の1例

a92074 ミニオーラル 中毒④ 重度脳障害を呈したメタノール中毒の1症例

a92076 口演 血液凝固異常線溶異常 繰り返す脆弱性骨折により後天性凝固第13因子欠乏症を来した1例
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a92077 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③ 救命救急センターに勤務する救急救命士のMC体制の構築

a92078 口演 COVID-19⑧ 重症COVID-19呼吸不全における気腫性合併症に関する後方視的検討

a92079 ワークショップ Challenge to Change ER診療における工夫／Tips／裏技 巨大気管異物による超気道緊急。"En bloc法"による除去と気道確保方法。

a92080 ミニオーラル 地域医療・連携② 救急医療と国際診療（2016年～2020年、5年間の検討）

a92081 シンポジウム
Challenge to Change 世界の心肺蘇生ガイドラインにおける

日本発エビデンス

心停止後症候群に対する集中治療の有効性についての適応型プラットフォーム多施設ラン

ダム化比較対照試験の構築

a92082 口演 PCPS・ECMO 硬性鏡下気管腫瘍手術における体外式膜型人工肺の有用性の検討

a92084 口演 Acute Care Surgery② Acute Care Surgeon として貢献した他科手術中大量出血の2例

a92085 口演 呼吸 CO2ナルコーシスから抗ミトコンドリアM2抗体陽性筋炎の診断に至った１例

a92088 口演 感染症・敗血症④ 仙髄領域帯状疱疹罹患後の尿閉に起因した敗血症性ショックの一例

a92089 シンポジウム コロナ禍からレガシー（new-normal）として何を残すか ポストコロナへつなげる永続的なシステム構築へ～行政と行うCritical Care Transport～

a92092 ミニオーラル 中枢神経② 縊頸未遂により総頚動脈閉塞を起こし,脳梗塞を発症した1例

a92095 シンポジウム
Challenge to Change 救急医をめざす君たちから ～新世代

が描く魅力ある専門研修と救急科専門医～
救急科専攻医とアカデミックキャリア～これからの救急科専門研修を考える～

a92096 口演 その他② 気管挿管を行った気道熱傷症例の検討

a92097 ミニオーラル 骨盤・四肢外傷 超遠隔離島で発症した血腫による大腿前方筋区画症候群の一例

a92098 ミニオーラル COVID-19④
COVID-19感染症と病院の空調管理（①換気・排気、②循環、③フィルタ、④湿度、⑤

UVGI紫外線照射換気など）

a92099 ミニオーラル 体感部外傷③
転倒によるⅢb型膵体部損傷に対して脾温存膵体尾部切除術(Warshaw手術)を行なった１

例

a92100 口演 卒前教育・初期研修 医学生を対象としたeラーニングでの救急臨床推論実習

a92101 口演 栄養管理 循環補助（IABP、PCPS）療法中の早期栄養療法

a92105 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医はいかにコロナと戦ったか COVID-19 入院医療調整における在宅医療のインパクトと救急医の関わり

a92107 ミニオーラル 心肺停止① マスク装着の指導が口頭指導下胸骨圧迫の質に与える影響

a92108 口演 航空医療 在宅医とドクターヘリとの連携の重要性を再認識した、離島でのCPA症例

a92109 ミニオーラル 感染症・敗血症① 健常成人男性に発症した急性感染性電撃性紫斑病の治療を病病連携で集学的治療した一例

a92111 口演 感染症・敗血症③ 当院における腸腰筋膿瘍に対する治療の後方視的検討

a92112 口演 病院前医療・救護・MC③ スポーツ現場におけるEmergency Action Planの現状と今後の課題

a92114 ミニオーラル 消化管②
Abdominal Compartment Syndrome に対してABTHERA®  ドレッシングキットを用いて

陰圧閉鎖療法を行なった1例

a92117 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育①
遠隔操作可能な模擬患者モニターとテレビ会議システムを組み合わせた臨床シミュレー

ションの試み

a92118 ミニオーラル COVID-19⑫ COVID-19流行における、地域病院の役割

a92119 ミニオーラル PCPS・ECMO②
敗血症性ショックとType2心筋梗塞を合併した院内心停止に対し体外式膜型人工肺による

治療が奏功した例

a92121 ミニオーラル 集中治療
院内総死亡数・ICU内死亡数・ICU転出後死亡数についての検討（2018年～2020年、3年間

の検討）

a92124 ミニオーラル 体感部外傷③ シートベルト外傷により、外傷性十二指腸損傷に第1腰椎chance骨折を合併した１例

a92125 口演 その他の救急疾患 救命救急センターにおける消化器癌のOncologic Emergencyの検討

a92126 パネルディスカッション
Challenge to Change ECPRのエビデンスと今後に向けた展

望
Hybrid ERの導入が心室細動におけるECPRの在り方に与えた影響を評価する

a92127 ミニオーラル ER診療④
突然発症の上腹部・背部痛に対して造影CTが施行されたが見逃された孤発性腹腔動脈解離

の1例

a92128 口演 心肺停止② 外傷性心停止患者に対する病院前高度気道確保の有効性の検討

a92129 ミニオーラル 高齢者の救急① 救急×緩和：救急医に求められる緩和医療

a92131 口演 中枢神経① てんかん重積患者における血中バソプレシン値の上昇とその臨床的意義の検討

a92132 ミニオーラル その他外傷 創部からの気管挿管で気道確保した頸部鋭的損傷の一例

a92133 パネルディスカッション Challenge to Change ハイブリッドERを再考する Hybrid ERにおいてもCTは相変わらず死のトンネルになりうる
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a92134 ミニオーラル 脳死・終末期医療 コロナ禍における臓器提供施設の新たな体制構築に関する研究

a92135 ミニオーラル 産科・婦人科救急 分娩を契機に急性心不全に至った僧帽弁狭窄症の一例

a92136 ミニオーラル PCPS・ECMO① VA-ECMO導入により救命し得た劇症型心筋炎による院外心肺停止の一例

a92137 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育② 献体を用いた救急手技研修の実際

a92138 シンポジウム
禍難を乗り越えて コロナ禍からレガシー（new-normal）と

して何を残すか
重症COVID-19における薬剤耐性菌保菌と二次性細菌感染症

a92139 パネルディスカッション
Challenge to Change Acute Care Surgeonはいかに救急診療

に貢献しているか
Acute Care Surgeonが大学病院にもたらした効果とは？～Surgical Rescueを中心に～

a92140 シンポジウム
Challenge to Change 救急救命士は、救急外来でどのように

活躍できるか？─救急救命士法改正受けて─

医療機関に雇用される救急救命士への今後の期待と課題-民間救急救命士認定制度と病院

内MC体制構築の重要性-

a92141 ミニオーラル 中枢神経③ 内科的治療抵抗性に繰り返す心原性脳塞栓症

a92142 ミニオーラル ER診療① 夜間の急激な両側失明への対応

a92143 口演 骨盤・四肢外傷 院外心肺停止症例の病院前救命処置の有効性  −羽田空港とその他の地域の比較から−

a92144 口演 IVR 大腸憩室出血に対して経カテーテル動脈塞栓術を施行した5症例の検討

a92145 ミニオーラル チーム医療① 訪日外国人傷病者に対し臨床倫理カンファレンスを通じてACPを模索した事案

a92148 ミニオーラル チーム医療① 救命医による、急性期脳主幹動脈閉塞に対する再開通療法

a92149 口演 男女共同参画・キャリアパス 救急領域における救急放射線科医の存在意義とは？

a92151 ミニオーラル 心肺停止① 本邦における運動競技中の心停止の検討～傾向スコアマッチングを用いた解析～

a92153 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC② Survey of EMS non-treated cardiac arrests  in Nobeoka City

a92154 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③ 医療機関内での救急救命処置の実施について

a92155 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍におけるER感染対策 サージカルマスクでN95に負けない感染防御を目指して

a92156 ミニオーラル COVID-19⑪
トシリズマブとデキサメタゾンによるCOVID-19治療中に発症し診断が遅れたMSSA肺膿

瘍の一例

a92157 口演 精神科救急 神経性食思不振症の治療中に遷延性低血糖を呈し肝不全を合併した一例

a92158 ミニオーラル PCPS・ECMO②
トータルリフトベッドを用いてECMO導入中から積極的離床を開始した重症COVID-19の

一例

a92160 ミニオーラル 地域医療・連携① 地域包括した外傷診療体制のための外傷外科医に対するIVR教育

a92161 ミニオーラル Acute Care Surgery① 救急医療に貢献できるAcute Care Surgeonの育成

a92162 口演 COVID-19⑧ オンライン初診の救急医療への活用事例ーCOVID-19疑い例に。

a92163 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて 東日本大震災から10年 災害に強い病院と

は
地域災害拠点中核病院として地震・水害・CBRNE災害へ備える

a92164 口演 労務・運営管理・診療支援
病院救急救命士はタスクシフトの決定打となり得るか？ ～改正法施行による病院救急救命

士の存在価値を展望する～

a92165 シンポジウム
Challenge to Change 救急医をめざす君たちから ～新世代

が描く魅力ある専門研修と救急科専門医～
魅力と地力は自分で磨くもの

a92167 ミニオーラル 中枢神経① エイリアンハンドの病態把握から脳梗塞診断に至った症例

a92168 口演 Acute Care Surgery① I V Rスキルを持ったAcute Care Surgeon育成による救急診療への貢献

a92173 ワークショップ
禍難を乗り越えて メディカルコントロールの標準化と

COVID-19下におけるメディカルコントロール
通信指令員による救助者への換気指示は必要か？

a92175 ミニオーラル 脳死・終末期医療 COVID-19緊急事態宣言中に経験した脳死下臓器提供事例

a92176 ミニオーラル 感染症・敗血症① 当院における敗血症で死亡された症例からの検討と浮き上がる問題点

a92179 口演 頭部外傷 頭部CT画像から頭部外傷の重症度を評価する深層学習モデルの開発

a92180 ミニオーラル 中毒②
自殺企図で搬送され、トリカブト中毒とエチレングリコール中毒を疑い治療介入に難渋し

た1例

a92184 口演 COVID-19① COVID-19患者に対する腹臥位療法の有効性

a92187 パネルディスカッション Challenge to Change ハイブリッドERを再考する 十分な救命率の向上がない限りハイブリッドERは費用対効果の良い医療技術とはならない

a92190 ワークショップ Challenge to Change 救急医の人生設計を考える ユニークなキャリアを育むMPH留学の魅力

a92192 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③ 地方中核病院の救命救急センタ−における病院救急救命士の活躍とその効果
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a92193 ワークショップ
禍難を乗り越えて SARS-CoV-2流行下の学生・研修医教育の

現状
コロナ禍におけるclinical clerkship再開に向けた感染対策実習

a92194 口演 その他の救急疾患 当救命救急センターにおけるアナフィラキシー症例の検討

a92196 ワークショップ Challenge to Change 内因性疾患におけるREBOAの位置づけ
大動脈内バルーン遮断(予防的REBOA)による血流制御下帝王切開と産科危機的出血時の

REBOAの有効性の検討

a92197 パネルディスカッション Challenge to Change 多診療科とのコラボレーション  色つきアイソレーションガウンとブリーフィングシートによるチーム作り

a92198 ミニオーラル 呼吸 著明なアシデミアを合併した気管支喘息発作に対しVV-ECMOを併用して救命し得た一例

a92203 口演 多発外傷
外傷性ショックに対してDC０からのDCRの実践と出血部位を考慮した迅速な大動脈遮断

が必要である

a92206 ミニオーラル 中枢神経③ 椎骨脳底動脈閉塞で救命救急センターに搬送され、血栓回収療法を施行した３例

a92207 ミニオーラル 卒前教育・初期研修② 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発令による大学生の精神への影響

a92208 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育①
安く簡単、遠隔でも可能なシミュレーション教育：エマージェンシー臨床推論実践版の紹

介

a92211 口演 中枢神経② くも膜下出血予後予測因子としてのglucose/ K ratioの有用性

a92212 口演 COVID-19② High flow nasal cannula中のエアロゾル飛沫に対する遮蔽テントの有用性

a92214 口演 外傷の病態・診断・治療① ハイブリッドERは外傷初期蘇生における輸血使用量を低減させる

a92215 ワークショップ Challenge to Change 救命救急センターと集中治療室 地方（大学）病院では重症患者を一元化管理した方が良い

a92217 ミニオーラル 卒前教育・初期研修② 当院におけるSARS-CoV-2流行時における卒前教育の現状

a92218 口演 血液凝固異常線溶異常 COVID-19肺炎に対するECMO管理中に合併したcoagulopathyについて

a92223 ミニオーラル COVID-19⑦
COVID-19感染患者に対して個人用防護具を着用して対応した医療従事者のインセンティ

ブに対する意識調査

a92224 ミニオーラル 循環① 右冠動脈急性冠症候群に急性大動脈解離を合併した症例の診断および治療戦略

a92226 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて コロナ禍におけるトレーニング・学生研修

医教育の課題と対策

VRを用いたOff the Job Trainingの展開：わが国の外傷初期診療のクオリティを保つため

に

a92228 口演 災害医療② 東日本大震災後の仮設住宅における至適医療支援レベルの検討

a92229 口演 地域医療・連携② 救急隊搬送時のAI問診事前入力を用いた診療効率化の経験

a92230 ミニオーラル ER診療③ 診断に難渋した特発性腹腔動脈・脾動脈解離の一例

a92231 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC① Prehospitalにおける骨盤不安定性に対する認知と外固定の施行頻度

a92232 ミニオーラル 脳死・終末期医療 大腸癌終末期に併発したNOMIに対し緊急手術を施行し死亡した１例

a92233 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて 重症化したCOVID-19 の治療を考える ＣＯＶＩＤ−１９肺炎に対するＮＯ吸入療法の有効性の検討

a92234 口演 地域医療・連携②
福島県・県中県南地域におけるCOVID‐19診療の地域連携体制の構築：一救急医が足で稼

いだ診療体制

a92235 ミニオーラル 卒前教育・初期研修① 神経筋疾患・ネマリンミオパチーによるⅡ型呼吸不全から、CO2ナルコーシスを来した1例

a92237 口演 災害医療② コロナ禍での多機関合同実働訓練の工夫と課題

a92240 ミニオーラル 救急科専門医制度 多数のダブルボードが所属する大学病院での現況

a92241 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常 持続する鼻出血で搬送されたMTX誘発性汎血球減少症の1症例

a92242 ミニオーラル 災害医療① CO中毒患者多数発生事案での情報共有

a92244 ミニオーラル 地域医療・連携② 地域連携にドクターカーを活用し、心筋梗塞による心肺停止を救命し得た一例

a92246 口演 COVID-19①
新型コロナウイルス感染症重症患者における施設毎の重症患者数と院内死亡割合の関連：

J-RECOVER study中間解析報告

a92248 ワークショップ
Challenge to Change ICLSブラッシュアップ・セミナー

「With/Post コロナ時代におけるICLSコース開催の工夫」
コロナ禍におけるＩＣＬＳコース開催の工夫～ＩＣＴとの連携～

a92251 口演 病院前医療・救護・MC③ 重症患者搬送における電源設備のリスク管理 ～ 大型救急車製作における実践例

a92252 ミニオーラル Acute Care Surgery① 当院でのAcute Care Surgeonの役割について

a92253 シンポジウム Challenge to Change 救急医療に関連するAI研究最前線 AIを用いた救急外来における頭蓋内病変の画像診断支援システムの性能評価

a92255 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍におけるER感染対策
コロナ禍における ER 感染対策-新設病院の利点を生かしたゾーンディフェンスとマンツー

マンディフェンス-

a92256 口演 ER診療① Acute Care Surgeonは院内各科の負担を軽減し、緊急手術までのアクセスを短縮する
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a92258 口演 心肺停止① 東京都の駅で発生した心原性院外心停止の、良好な脳機能予後に関連する因子の検討

a92263 シンポジウム
禍難を乗り越えて コロナ禍からレガシー（new-normal）と

して何を残すか
今後のパンデミックに即応できる臨床研究ネットワークの国内での構築−REMAP-CAP−

a92264 口演 COVID-19⑦ 愛知県における医療体制緊急確保チームの活動とその意義

a92267 パネルディスカッション
Challenge to Change 在宅医療と救命救急センター（救急

医）との連携
松戸市における救急医によるAdvanced Care Planning啓蒙活動

a92272 ミニオーラル COVID-19④
救命救急センターに搬送される重篤患者診療ではSARS-Cov-2のPCR検査で陰性が確認さ

れるまでN95マスクを装着すべきである

a92274 口演 COVID-19⑧
重症COVID-19に対する低糖質高脂質経腸栄養剤使用下における血糖・呼吸管理への影響

の検討

a92278 口演 COVID-19① BMIとCOVID-19の重症化についての検討~J-RECOVER study中間解析~

a92280 ミニオーラル 循環① Brugada症候群が疑われた劇症型心筋症の一例

a92281 パネルディスカッション
Challenge to Change Acute Care Surgeonはいかに救急診療

に貢献しているか
Acute care surgeryは救急診療の質向上とER physicianの負担軽減に貢献する

a92282 口演 骨盤・四肢外傷 Ring avulsion injury 2例に対する再接着術の工夫

a92283 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷
感染を伴う乳児深達性II度熱傷に抗菌性ソフトシリコン・ポリウレタンフォーム（メピ

レックス®Ag）を用いて良好な結果を得た一例

a92287 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 多様化した働き方を受容すれば、救急医は続けられる

a92289 ミニオーラル 感染症・敗血症① Edwardsiella tardaによる急性閉塞性化膿性胆管炎から敗血症性ショックに至った一症例

a92290 ミニオーラル 中枢神経①
両側大脳皮質MRI所見を認めたウレアーゼ産出菌尿路感染症による高アンモニア血症性脳

症の1例

a92291 口演 外傷の病態・診断・治療② 当院における外傷性頚椎骨折及び頸髄損傷の検討

a92293 口演 COVID-19③ 人工呼吸管理となったCOVID-19患者における死亡リスク因子の検討

a92294 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 「救急医の新しい働き方の模索」

a92295 ミニオーラル 体感部外傷① 連日の胸部Xpにもかかわらず予測不能であった遅発性外傷性横隔膜ヘルニアの1例

a92296 ミニオーラル 感染症・敗血症④ SFTSによるARDSに対しVV-ECMOの導入/離脱を行った一例

a92297 口演 環境異常 入浴関連事故は熱中症によるものなのか

a92298 ミニオーラル PCPS・ECMO② MPO-ANCA関連血管炎による肺胞出血に対してVV-ECMOを導入し救命し得た1例

a92300 パネルディスカッション
Challenge to Change 在宅医療と救命救急センター（救急

医）との連携
藤沢市民病院救命救急センターにおける高齢者救急搬送症例の検討

a92302 口演 その他① 救急疾患に対する医療・科学的研究班のあり方と姿勢の検討：Pandemicを迎えて

a92303 口演 中枢神経② 救急外来における末梢性めまいの性状および再診に関する検討

a92306 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に対する集学的治療の検討

a92308 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③ 八戸式病院前診療で劇的救命は進化する

a92309 ミニオーラル COVID-19⑪ COVID-19の治療中に判明したレジオネラ肺炎の一例

a92310 ミニオーラル COVID-19⑫ 院内救急コール対応で蘇生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の一例

a92311 口演 集中治療 カード型呼吸・心拍モニタリングデバイスの有用性に関する研究-パイロット研究

a92313 口演 重症度・予後評価 集中治療領域における時系列情報を用いた重症化予測モデル開発とデータ標準化の試み

a92314 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援②  救命救急センターにおけるホワイトボード常設の効果

a92315 ミニオーラル PCPS・ECMO① 新型コロナ肺炎に対するECMO用ダブルルーメンカテーテルの使用経験

a92316 ミニオーラル ER診療③ 異なる小児意識評価法の関連性について

a92318 ワークショップ Challenge to Change 救命救急センターと集中治療室 救命救急センター併設病院における集中治療室一体運用の試み

a92320 口演 COVID-19⑦
救急医をリーダーとするDMATによるCOVID-19クラスターに対する業務継続支援と感染

予防対策の両立

a92322 ミニオーラル 重症度・予後評価 COVID-19重症化移行期における挿管タイミングについての検討

a92323 口演 その他① Covid-19流行下でのBHELP標準コース（WEB）の開催について

a92327 口演 COVID-19① 「どこでも陰圧室」ただいま開発中
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a92328 ミニオーラル 中毒⑤ 急性アムロジピン中毒に対し高インスリン・正常血糖療法を行った一例

a92329 口演 COVID-19⑦ COVID-19重症肺炎での心筋梗塞の合併症頻度～当院に入院した159症例での検討～

a92331 口演 COVID-19③
ICU入室となったCOVID-19患者の退院時ADL （Activities of Daily Living）低下のリスク

因子とアウトカム

a92332 ミニオーラル COVID-19⑨ コロナ禍における全自動遺伝子解析装置(FilmArray®)の使用経験

a92334 口演 COVID-19⑤ 当院におけるコロナ禍経験 ～重症例への対応・結果のまとめ～

a92335 ミニオーラル 地域医療・連携② 退院支援に難渋したアルコール依存症の2症例

a92336 ミニオーラル 感染症・敗血症④ 原因の究明に難渋した喉頭浮腫による気道緊急の1例

a92337 口演 COVID-19⑨ 札幌市 入院待機ステーションの開設/運営の経験

a92338 ミニオーラル COVID-19⑧ 回復期に発症した、重症COVID-19 関連内頚動脈閉塞症の 1 例

a92341 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて COVID-19 新しい診断法や重症化予測
自衛隊東京大規模接種センターにおける「COVID-19ワクチンモデルナ筋注」接種後の急

性副反応について

a92344 ミニオーラル 中毒④ 当院で経験したマムシ咬傷27症例の臨床的検討

a92346 ミニオーラル COVID-19① COVID 19に対するハイフローネーザルカニュラの装着後の予後

a92347 ミニオーラル 循環①
初期心電図変化に乏しかったものの、経過観察入院の後に左室造影で診断し得た逆たこつ

ぼ型心筋症の1例

a92348 口演 医療安全 新型コロナ感染症宿泊療養・在宅療養支援のためのITツール開発

a92349 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医はいかにコロナと戦ったか 流行中心地での戦い～継続可能な診療体制の構築～

a92350 口演 消化管① ヘルニア嵌頓における徒手的還納困難症例についての検討

a92351 ミニオーラル 消化管① 結腸間膜に穿通し膿瘍を形成した十二指腸憩室の1症例

a92352 ミニオーラル 心肺停止② 90分以上のLow flow timeから社会復帰を果たした一例

a92353 ミニオーラル ER診療① 急性腹症における診療時間軸を加味したPOCUSのon the job trainingの工夫

a92354 口演 その他① 救急医の人生 キャリアの主役を個々の医師にー島根大学救急医学講座から

a92355 ミニオーラル COVID-19② COVID-19流行下での当院における発熱トリアージの検討

a92358 ミニオーラル 体感部外傷③ 自宅内で転倒し受傷した腹部鈍的外傷による腸管損傷の1例

a92360 口演 外傷の病態・診断・治療① 機械学習による外傷フェノタイプの同定とプロテオーム解析を用いた病態考察

a92362 ワークショップ
禍難を乗り越えて 救急医だからこそある、あんな失敗こんな

失敗

新興感染症患者の航空搬送におけるトラブルシューティング：重症COVID-19離島搬送の

知見から

a92363 ミニオーラル 感染症・敗血症① 軽微な擦過傷より発症した破傷風一例

a92365 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育② コロナ禍における原子力災害医療派遣チーム専門研修の現状

a92367 ミニオーラル COVID-19⑦ 重症COVID-19病棟での治療成績報告

a92368 口演 重症度・予後評価  新たな白血球分離法を用いた新規血漿エンドトキシン測定法の開発

a92369 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医はいかにコロナと戦ったか 医療危機に直面した大阪府での新たな取り組み「救急車トリアージ」

a92370 ミニオーラル 産科・婦人科救急
急性肺水腫で救急搬送された妊婦に対してPCPS下に帝王切開施行し母子共に救命し得た

一例

a92371 口演 ER診療② 選定療養費の導入・値上げによって当院ERの受診状況はどのように変化したか

a92372 ミニオーラル COVID-19⑥ 救急医はいかにコロナと戦ったか ～移送のために～

a92373 ワークショップ Challenge to Change 救急医療に関連するPICS、ICU-AW
重症COVID-19診療におけるリハビリテーションの実態- 全国多施設PICS-COVID studyか

ら -

a92375 ミニオーラル Acute Care Surgery② Open abdomen後の腸瘻に対しnippleが奏功した1例

a92376 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常 血栓性微小血管障害症の徴候を呈した血管内大細胞型B細胞リンパ腫の2例

a92378 口演 呼吸管理
High-Flow Nasal Cannula使用患者の人工呼吸器要否予測に関するROX indexの有効性の

検証

a92380 ミニオーラル COVID-19② 重症新型コロナウィルス感染症の循環器疾患合併例の検討

a92383 口演 COVID-19⑥
体外式膜型人工肺(VV-ECMO)管理を要した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者で

の細菌感染合併と薬剤耐性菌についての検討
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a92384 ミニオーラル 消化管② 最近経験した胃壁内気腫症の3症例

a92385 口演 COVID-19⑨ 重症COVID-19肺炎に続発する難治性気胸3例に対する治療経験

a92386 口演 栄養管理 ICU患者の下痢に対する便グラム染色分類を用いたDysbiosis診断

a92389 ミニオーラル 心肺停止① コロナ禍におけるweb会議ツールを用いたオンラインでの心肺蘇生教育と課題

a92390 ミニオーラル 多臓器不全・ショック 内因性出血性ショックに対するREBOAの位置付け

a92391 ミニオーラル COVID-19③ 救急外来においてSARS-CoV-2 PCR/抗原検査はどこまで必要か

a92393 ミニオーラル COVID-19⑨ 精神疾患を有するCOVID-19患者の受け入れと病棟管理の工夫

a92394 口演 栄養管理 循環動態が不安定な患者における早期経腸栄養の与える影響

a92395 ミニオーラル 中毒④ 痙攣重積と致死性不整脈の原因が偶発的急性カフェイン中毒であった一例

a92396 ミニオーラル 地域医療・連携②
救急医は地方にこそ必要な社会インフラである～地方病院の限定された環境下で重症新型

コロナウィルス感染症を救命した2例から

a92397 ミニオーラル 感染症・敗血症① コロナ禍で入院治療開始が遅延し敗血症による門脈血栓症に至った１例

a92401 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ COVID19関連immunoparalysisに対する血液浄化の検討

a92402 ミニオーラル COVID-19④ 重症COVID-19肺炎における人工呼吸管理期間に寄与するリスク因子の検討

a92403 口演 地域医療・連携① 医療可用度指数（MAI：Medical Availability Index）による地域圏評価

a92404 ミニオーラル 中毒② 防水効果の乏しいスプレー製剤の吸入でも肺傷害が起こり得る

a92405 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援① 災害を経験して心のケアを考える ～登戸通り魔殺人事件を経験して～

a92406 口演 その他外傷 外傷性咽頭後間隙血腫に関する疫学研究

a92407 ミニオーラル 中枢神経② 痙攣・意識障害で搬送されMarchiafava-Bignami病と診断された一例

a92408 ミニオーラル COVID-19⑬ 自衛隊中央病院におけるコロナ疑似症に対する院内感染対策について

a92410 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医はいかにコロナと戦ったか コロナ病床ひっ迫時に設置された入院患者待機ステーションについて

a92412 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援② 複数の専門医資格の「正しい？」活用法

a92413 ミニオーラル 多臓器不全・ショック
ゴーハム病に合併した劇症型溶血性レンサ球菌感染症（streptococcal toxic shock

syndrome: STSS）の一例

a92414 ミニオーラル ER診療④ 下肢静脈瘤による出血でショックを来した一例

a92415 ミニオーラル PCPS・ECMO②
トロンボエラストグラフィ(TEG)と凝固・線溶系分子マーカーを用いてECMO管理を行っ

た肺塞栓症合併COVID-19の一例

a92417 ミニオーラル 感染症・敗血症④
新しい敗血症（Sepsis-3）による診断基準と問題点（その３）高齢者の尿路感染症の多様

性と対策

a92420 ミニオーラル 感染症・敗血症② レジオネラ肺炎治療中にくも膜下出血を合併した一例

a92421 ミニオーラル 心肺停止② 院外心停止患者における血清マグネシウム値の検討

a92422 ミニオーラル COVID-19⑬
世界規模のバーチャルスポーツ大会(5K AnyWay)による、パンデミック下の移植・臓器提

供啓発活動

a92425 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC④ 当大学の女性救急救命士で編成された救急隊活動での調査

a92426 パネルディスカッション
Challenge to Change Acute Care Surgeonはいかに救急診療

に貢献しているか
当院におけるAcute Care Surgeonの存在意義

a92428 口演 ER診療① 新型コロナウイルス感染症が救急外来診療に及ぼした時間的影響の検討

a92431 口演 医療安全
画像読影で指摘された偶発病変に対する「医療介入の有無」の確認作業と対応結果：ERに

おける医療安全管理の観点から

a92434 ミニオーラル 重症度・予後評価 免疫抑制下のCOVID-19におけるIL-6測定の意義

a92435 ミニオーラル IVR①
肋間動脈への動脈塞栓術後に脊髄梗塞を起こしたが、神経学的後遺症を残さず社会復帰で

きた高エネルギー外傷の一例

a92436 口演 地域医療・連携② 「救急ネットワーク」による病病連携の実績

a92438 ワークショップ
Challenge to Change 救急処置におけるリスクマネージメン

ト

Extracorporeal cardiopulmonary resuscitationに伴う合併症に対する当院のリスクマネー

ジメント

a92439 口演 その他② 当院における単独での鈍的腎損傷の報告

a92441 口演 精神科救急 悪性症候群による心停止に対してVA-ECMOを導入して救命した一例
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a92446 ミニオーラル 循環① 心タンポナーデの原因検索に胸部造影CTが有効であった心破裂の一例

a92447 口演 脳死・終末期医療 パンデミックにおける終末期対応の難しさと取り組みをアフターコロナへつなぐ

a92448 ミニオーラル COVID-19⑨ SARS-CoV-2感染後、遅発性に間質性肺炎を発症した症例

a92449 口演 コロナ禍における臓器提供 当院におけるコロナ禍での臓器提供

a92450 ミニオーラル COVID-19⑥ 当院における免疫グロブリン療法(IVIG)を施行した重症COVID-19の臨床的検討

a92453 ミニオーラル 重症度・予後評価 当院における成人侵襲性肺炎球菌性感染症の特徴と予後

a92454 ミニオーラル 地域医療・連携② 離島から搬送された急性期虚血性脳卒中症例の検討

a92456 ミニオーラル COVID-19③ 新型コロナウイルス感染症における喀痰PCR検査の有用性

a92457 口演 感染症・敗血症① 当院におけるレジオネラ肺炎20例の臨床的検討

a92459 シンポジウム
Challenge to Change 救急救命士は、救急外来でどのように

活躍できるか？─救急救命士法改正受けて─
痒い所に手が届く？救命救急センターにおける病院救命士の役割

a92460 口演 災害医療① 医療救護班が行う救急搬送調整と実務の在り方について

a92461 ワークショップ 禍難を乗り越えて コロナ禍における多数傷病者対応
東京医科歯科大学でのコロナ禍での多数傷病者受け入れ・病院前出動時の感染防御につい

て

a92465 ミニオーラル 循環② 治療に難渋した急性下壁心筋梗塞の1例

a92467 ミニオーラル IVR① 血管内治療後に再出血をきたした腎血管筋脂肪腫の１例

a92470 ミニオーラル 高齢者の救急① 家人により湿布薬と誤ってリバスチグミン経皮吸収製剤が大量に貼付された一例

a92472 ミニオーラル COVID-19⑤ 当院のCOVID-19診療におけるネーザルハイフローの検討

a92473 ミニオーラル ER診療④ 救急外来に搬送される原発巣不明の癌患者に対する治療方針の決定

a92474 ミニオーラル 産科・婦人科救急 若年女性のStreptococcus agalactiae感染症では感染性心内膜炎を見逃すな！

a92475 ミニオーラル 内分泌・代謝
COVID-19軽快後に正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスを発症したSGLT2阻害薬使用中の

一症例

a92476 ミニオーラル 卒前教育・初期研修① プラリア®（抗RANKLモノクローナル抗体）使用中に重度低Ca血症を呈した1例

a92478 口演 環境異常 コロナ渦における重症熱中症に対するcold water immersionによる冷却法

a92479 ミニオーラル 体感部外傷①
外傷性肺気瘤による重症呼吸不全に対してVV-ECMOを導入し気管支鏡治療を施行した一

例

a92480 ミニオーラル 小児の救急・集中治療／小児外傷
救急医療において救命機能維持と働き方改革実現の両立は可能か：小児救命救急医療の視

点から

a92482 ミニオーラル COVID-19② COVID-19に対して呼吸ECMOを行った23例の検討

a92484 口演 IVR Carotid Webに伴って発症した、低血管リスクの若年女性の脳梗塞の1例

a92485 口演 循環 救急受診した失神患者に対する脳血管機能評価の有効性についての検討

a92488 口演 消化管① 当院におけるopen abdominal managementの進化

a92489 ミニオーラル 災害医療① 巨大地震発災直後のさらなる医療救護活動が必要である

a92491 口演 消化管① 上部消化管出血患者における抗血栓薬内服が緊急内視鏡治療要否の予測に与える影響

a92492 ミニオーラル 中枢神経② 複数部位に発症した特発性脊髄硬膜外血腫の１例

a92495 ミニオーラル 体感部外傷② 自動釘打ち機による穿通性心・大動脈損傷の1例

a92496 ミニオーラル COVID-19⑦ 救急医の新たな役割：ワクチン接種計画から接種後の副反応対応まで

a92497 口演 COVID-19⑤ COVID-19における抜管後の肺障害の検討

a92498 ミニオーラル 中枢神経① 繊維筋性異形成に起因することが強く疑われた脊髄くも膜下血腫の一例

a92499 ミニオーラル チーム医療① 救急医と整形外科医のダブルボードであること

a92500 口演 災害医療① 首都下地震で発生負傷者数を減らすことができれば“未治療死”は劇的に減少する

a92504 口演 COVID-19⑨ COVID-19患者におけるエアロゾルの発生を最小限に抑える経皮的気管切開術の工夫

a92505 ミニオーラル COVID-19② 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する腹臥位療法の取り組み
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a92506 口演 COVID-19④ 重症COVID-19における早期腹臥位療法の検討 多施設共同後方視的研究

a92507 ミニオーラル 重症度・予後評価
COVID-19の症状発症から検査陽性日の日数と死亡率に関するJ-RECOVER studyを用いた

検討

a92508 ミニオーラル 体感部外傷③ 単独外傷性膀胱破裂の一例

a92509 口演 災害医療②
DMATによる新型コロナウイルス感染症（COVID-19）クラスター支援活動は、施設の自

立的なCSCA構築に繋がる

a92510 口演 COVID-19② 重症COVID-19呼吸不全に対するHFNC療法の位置づけ−適応と限界を知る−

a92511 ミニオーラル 頭部外傷 硬式野球の部活動中に発生した頭部外傷の検討

a92513 ミニオーラル 中毒③ パラコート製剤服用に対して上部消化管内視鏡にて胃洗浄を施行し救命し得た一例

a92514 ミニオーラル 循環① 急性大動脈解離による転院搬送例の紹介時/転送後Stanford分類ミスマッチについて

a92515 口演 病院前医療・救護・MC② 子供たちの未来を守る！小児ドクターカー運用

a92516 ミニオーラル 内分泌・代謝 血液透析によりアシデミアが顕在化しなかった糖尿病性ケトアシドーシスの1例

a92517 ミニオーラル 感染症・敗血症① 診断に苦慮した,後腹膜気腫と敗血症性ショックを伴った重症日本紅斑熱の1例

a92519 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 入院後に気道を圧排し気管挿管、緊急手術を要した後咽頭間隙血腫の１例

a92520 ミニオーラル IVR① ステアリングマイクロカテーテルで分枝選択をした1例

a92522 ミニオーラル 心肺停止② 競技スポーツ中に異なる契機による心室細動をきたした若年肥大心の社会復帰2例

a92523 口演 チーム医療 救急医が看護師にシミュレーション形式でSBARを指導すると？～教えてもらう前と後～

a92524 口演 医療安全 院内急変におけるAEDボックスの開放による自動通報システムの使用経験

a92525 ミニオーラル COVID-19⑫ 当院におけるCOVID-19に対する気管切開の検討

a92526 ミニオーラル 基礎研究 出血性ショック心臓における致死性不整脈モデルの作成

a92528 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC④ 兵庫県ドクターヘリ ゴルフ場で発生したCPAに対しての取り組みと効果

a92531 ミニオーラル 感染症・敗血症⑤ 前立腺肥大による尿閉から尿管破裂となり後腹膜膿瘍に至った一例

a92532 パネルディスカッション
Challenge to Change Acute Care Surgeonはいかに救急診療

に貢献しているか
Acute Care Surgeonは患者予後を改善する

a92533 ミニオーラル チーム医療① 地域救命救急センターとしてのCOVID-19受け入れマネージメント

a92535 シンポジウム
Challenge to Change より良い外傷診療のための地域を包括

した診療体制における挑戦
地域包括外傷診療体制のあり方と効果

a92544 口演 COVID-19③ 重症COVID-19症例における血中補体分子C3, C4濃度の推移

a92545 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③ ドクターカー要請に至らなかった重症症例についての検討

a92546 口演 基礎研究② 軽度外傷後も含めた一過性全健忘（TGA）の分析

a92547 ミニオーラル COVID-19⑫ 福井モデルの医療現場 ～福井県医療対応の柱“入院コーディネートセンター”の活動報告～

a92548 口演 感染症・敗血症③ 四肢壊死性軟部組織損傷における四肢切断の検討

a92550 ミニオーラル Acute Care Surgery② 当院における内因性疾患に対するDamage Control Surgeryの適応について

a92552 ミニオーラル 頭部外傷
高速道路横転事故により車外放出され脳脱を含む外傷性脳損傷をきたしたものの救命しえ

た1症例

a92553 ミニオーラル PCPS・ECMO① ARDSの高度肥満女性に両側大腿静脈カニュレーションでVV ECMOを施行し救命した１例

a92554 ミニオーラル 基礎研究 ⾧時間運動中における酸化ストレスの変化に関する報告

a92556 ミニオーラル COVID-19⑧ G-CSF製剤を投与した新型コロナウイルス感染症8症例の検討

a92559 ミニオーラル その他
精神科身体合併症病棟を有する医療機関における救命救急センター開設半年間での身体合

併症精神疾患患者についての検討

a92561 ワークショップ
Challenge to Change 進化するOpen Abdominal

Management
非閉塞性腸管虚血に対する予後因子と虚血腸管の進展の危険因子の検討

a92564 ミニオーラル IVR② 腹部～両下肢の多発重傷外傷に対してIVR・外科治療を複合し救命した1例

a92566 ミニオーラル COVID-19④
2次救急病院におけるCOVID-19感染症治療および感染対策と一般救急医療を両立させるた

めの創意工夫

a92567 ミニオーラル 重症度・予後評価 当院救命救急センターに搬送された6m以上の墜落外傷の検討
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a92570 ミニオーラル その他の救急疾患 腎動脈エコーにより発見された腎動静脈婁による腎動脈瘤破裂の一例

a92571 ミニオーラル IVR② 高所墜落外傷に対して、non operative management (NOM) にて救命した1例

a92574 口演 その他外傷 当院における刺創症例の検討

a92576 口演 Rapid Response System 山間部の中核病院における患者急変の判断要因

a92577 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて 東日本大震災から10年 災害に強い病院と

は
実効性のある病院版BCP作成を目指して～東北大学病院の災害対策～

a92578 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて COVID-19 新しい診断法や重症化予測
重症COVID-19患者におけるマイクロRNAの役割：RNAシークエンスを用いたパスウェイ

解析

a92579 口演 Acute Care Surgery① 当院における内因性疾患に対するOAM導入の適応と成績

a92580 ミニオーラル その他の救急疾患 薬物過量内服から発症した悪性症候群，横紋筋融解症により高度な筋力低下を来した一例

a92581 ミニオーラル COVID-19⑩ 県を跨いだCOVID-19対応～感染流行期に行われた広域医療連携の実際～

a92582 パネルディスカッション
Challenge to Change 敗血症DIC：臨床現場をかえる研究最

前線
敗血症性血小板減少症の病態解明の中でのトロンボモジュリン (THBD ) 遺伝子解析

a92583 ミニオーラル その他 民間グループ病院における救急救命士を対象とした就業実態調査

a92584 ミニオーラル 救急科専門医制度 地方からみた救急専門医研修制度

a92585 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育②
Emergency Plastic Surgery教育の試み ： 救急科専門医と形成外科専門医のダブルボード

を活かす！

a92586 口演 COVID-19④ COVID-19患者に対する気管挿管の現状と合併症発生頻度

a92588 ミニオーラル 中毒② 術前投薬により意識障害を呈した高マグネシウム血症

a92589 ミニオーラル チーム医療① 救急科専門医一人で、いかに構築するか？ ー地域の二次救急病院で―

a92590 ミニオーラル COVID-19⑥ 救急外来におけるCOVID-19抗原検査の有用性の検討

a92591 ミニオーラル 救急科専門医制度 40の手習い～今から救急専門医取ってもいいですか？～

a92592 ミニオーラル その他 民間グループ病院における救急救命士を対象とした満足度調査

a92593 ミニオーラル 体感部外傷① 手術で確認された肋骨骨折による横隔膜損傷の４例

a92594 ミニオーラル COVID-19⑥ COVID-19患者における再挿管のリスク因子についての検討

a92596 口演 その他① 民間グループ病院における救急救命士のタスクシフトに対する評価

a92600 ミニオーラル 循環①
低血圧に対するアドレナリン使用が逆たこつぼ型心筋症と肺水腫を誘発したと考えられた

一例

a92601 パネルディスカッション 禍難を乗り越えて コロナ禍における熱中症診療 コロナ禍において熱中症診療はどう変わったか？ORIONおよびHeatStroke STUDYの分析

a92602 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて COVID-19 関連凝固障害 -最新知見を整

理する-
COVID-19の病態解明～レジスチンと血管内皮障害、サイトカインの関係～

a92603 口演 Rapid Response System
最適なRapid Response System（RRS）の構築に向けて−大分大学医学部附属病院におけ

る取り組み−

a92604 ミニオーラル 地域医療・連携① 「日本のひなた宮崎県」の空の医療連携

a92606 口演 感染症・敗血症③ 発熱性好中球減少症(Febrile neutropenia: FN)呈した敗血症性ショック患者の特徴

a92607 口演 精神科救急 当院救急外来と精神科医療機関との連携について

a92608 ミニオーラル Acute Care Surgery①
重症救急患者に対する“期を逸しない”外科的治療にはacute care surgeon の存在が必須で

ある

a92609 ミニオーラル COVID-19⑤ COVID-19肺炎に対する腹臥位療法の非奏功例の検討

a92610 ワークショップ Challenge to Change 救急医の人生設計を考える 町医者もありかも？

a92611 口演 消化管② 当院におけるNOMI治療成績

a92612 ミニオーラル 消化管① ECMO管理中に合併した胃壁内気腫に対し保存的加療が奏功した1例

a92614 ワークショップ
禍難を乗り越えて 救急医だからこそある、あんな失敗こんな

失敗
あわや完全犯罪！？～なぜ亡くなった弟と看取った兄が入れ替わってしまったのか？～

a92615 ミニオーラル 感染症・敗血症②
糖尿病患者の難治性肺炎の起因菌として培養検査でRhizopus species が同定された肺ムー

コル症の1例

a92617 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC② 当院における病院前医療の実際と課題

a92618 口演 その他の救急疾患 当院での重症急性膵炎における膵局所動注療法の報告
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a92619 ミニオーラル 災害医療① 当県におけるCOVID-19クラスター発生施設での支援活動

a92621 ミニオーラル COVID-19⑤ 山梨県におけるCovid-19との戦い

a92623 ミニオーラル COVID-19⑩ われわれはいかに離島でのCOVID-19クラスターと戦ったか××××

a92624 ミニオーラル 血液凝固異常線溶異常 血球貪食症候群を合併し脳出血で死亡した全身性エリテマトーデスの1例

a92625 ミニオーラル COVID-19⑧ Covid-19重症者管理におけるチームリーダーとしての救急医

a92626 口演 消化管① 当院での穿孔性虫垂炎に対する治療成績の検討

a92627 ミニオーラル 消化管② 黒色食道に虚血性十二指腸炎を合併した一例

a92630 ミニオーラル COVID-19① 病床逼迫時のCOVID-19入院基準 −施設からの転院に関する検討−

a92631 ミニオーラル その他の救急疾患 当院救命救急センターにおける非外傷性腹腔内出血症例の検討

a92632 ミニオーラル 中毒③  高圧酸素療法により急性一酸化炭素中毒と併発した心房細動を治療した一例

a92633 口演 小児の救急・集中治療／27 腹部コンパートメント症候群による呼吸不全をきたした小児神経芽腫Stage 4Sの一症例

a92635 ミニオーラル COVID-19⑪ 重症COVID-19患者の転院および救急搬送における問題点の検討

a92636 ミニオーラル 地域医療・連携① COVID-19感染症流行が地域の救急医療に与えた影響について

a92637 シンポジウム
Challenge to Change 救急現場における働き方改革の理想と

現実
他業種の「働き方改革」と救急医療機関の「働き方改革」の比較検討

a92640 ミニオーラル COVID-19⑬ コロナ禍の救急医療におけるアクシデント事例分析 -日本医療機能評価機構データより-

a92641 ワークショップ Challenge to Change RRSを最大限に活かすために 病棟ラウンドを教育の場としたRRSの構築

a92643 ワークショップ Challenge to Change RRSを最大限に活かすために
Code Blue TeamとRapid Response Teamのシナジー効果はRapid Response Systemを向

上させる

a92644 ワークショップ Challenge to Change 救急医の人生設計を考える 僻地での地域医療へ転職した一救急医のケースレポート

a92645 パネルディスカッション Challenge to Change 多診療科とのコラボレーション
CRMからAMRM（アムラム）, そしてEMRM（エムラム）へー救急医療における適切なリ

ソースマネジメントを考えるー

a92646 ミニオーラル 体感部外傷③ 自然消退した左腎外傷性仮性動脈瘤の1例

a92647 ミニオーラル 卒前教育・初期研修① 高知大学医学部学生に対する医学科看護科合同災害教育

a92649 口演 中毒 コロナ禍における急性薬物中毒の検討

a92650 口演 Acute Care Surgery② 24時間365日Acute Care Surgeon常駐型の救命救急センターの実際

a92652 ミニオーラル Acute Care Surgery②
透析患者に発症した多発肝嚢胞感染による敗血症性ショックに対して緊急手術により救命

し得た1例

a92654 ミニオーラル 労務・運営管理・診療支援① ER体制による働き方改革の実現

a92655 シンポジウム 禍難を乗り越えて 救急医こそが、わが国の医療を救う 救急医こそが地域医療再生を担う

a92656 ミニオーラル ER診療③ 新型コロナウイルスによる当院救急外来患者変化

a92657 ミニオーラル チーム医療①
COVID-19蔓延時代における院内一次・二次救命処置教育の在り方～ポケット式マニュア

ルを作成して～

a92659 ミニオーラル 外傷の病態・診断・治療 救命処置を要した他院から当院に転院してきた外傷症例の検討

a92660 口演 外傷の病態・診断・治療③ 交通外傷により延髄頚髄移行部不完全断裂した1例

a92661 ワークショップ Challenge to Change 救命救急センターと集中治療室 救急医が院内すべての重症患者管理を行うことのメリット・デメリット

a92662 口演 重症度・予後評価 HRCTによるCOVID-19の病期判定と予測死亡率の解析

a92664 ミニオーラル 頭部外傷 鈍的眼外傷に合併した頭蓋内穿通外傷の一例

a92665 口演 PCPS・ECMO 北米型救急である当院における院外心停止患者へのECPR実践の課題と対策

a92666 口演 消化管②
繰り返す腹痛を主訴に救急外来を頻回受診するも診断に苦慮したC1インヒビター欠損症の

一例

a92667 ワークショップ Challenge to Change RRSを最大限に活かすために 看護師を主導としたRRS体制の構築  -要請しやすいRRSを目指して-

a92668 口演 COVID-19⑦ 重症新型コロナウイルス感染症患者の死亡危険因子の検討

a92669 口演 Rapid Response System 当院におけるRapid response system導入の検討
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a92671 ミニオーラル COVID-19⑬ コロナ下における搬送困難症例と緊急受入要請システムの課題

a92672 パネルディスカッション Challenge to Change ハイブリッドERを再考する ハイブリッドERが全国に普及し、誰もがメリットを享受できるようになるために

a92673 口演 循環 失神を伴った大動脈解離症例の検討

a92674 口演 航空医療 和歌山県におけるドクターヘリ搬送された急性冠動脈症候群症例の検討

a92675 ミニオーラル Acute Care Surgery② 気道インピーダンス法により気道熱傷後の呼吸生理学的病態評価を行った一例

a92676 口演 地域医療・連携①
宮城県COVID-19軽症者療養施設における課題とその解決 ～東日本大震災の経験をパンデ

ミックに生かす～

a92677 ミニオーラル 病院前医療・救護・MC③ 当センターにおける重症外傷の搬送時間と早期死亡の検討

a92678 ミニオーラル 体感部外傷① 観血的肋骨固定専用ロッキングプレートの使用経験

a92679 口演 COVID-19⑧ ECMOで救命したCOVID-19に対するlast resort

a92680 ミニオーラル IVR①
憩室出血に対するNBCA(N-butyl-2-cyanoacrylate)を使用したTAE(transcatheter arterial

embolizasion)の検討

a92681 口演 航空医療 外傷ショック患者に対し、REBOA挿入後、ドクターヘリ搬送することで救命できた4例

a92682 ミニオーラル 循環① 当院ERで循環器疾患を疑う主訴と心電図の連続的検討

a92683 パネルディスカッション
Challenge to Change ダブルボードを持った救急医がどのよ

うに働いているか。
外科・救急科専門医のダブルボード -自己完結型救命センターでの活かし方と課題-

a92684 口演 頭部外傷 急性硬膜外血腫に対して中硬膜動脈塞栓術を施行した2症例

a92685 シンポジウム
禍難を乗り越えて 東日本大震災から10年。災害関連死をいか

に減らすか
東日本大震災における災害関連死調書の分析

a92687 ミニオーラル 災害医療① 東京医科歯科大学病院の災害対策組織の変遷～東日本大震災、コロナ対応を経験して～

a92688 ミニオーラル ER診療① 当院ERで対応したアナフィラキシー患者の連続的検討

a92689 ミニオーラル 呼吸管理
呼吸不全で救急搬送される患者の病院前バイタルサインから救急外来での気管挿管を予測

するモデルの開発

a92690 ミニオーラル COVID-19⑧ コロナ禍におけるER型救急部門での感染対策は同部門で完結しない

a92691 口演 基礎研究② バイオインフォマティクス技術を用いた敗血症ショックにおける網羅的遺伝子発現解析

a92693 ミニオーラル 脳死・終末期医療 COVID-19流行前後にみる終末期医療の考察

a92694 ミニオーラル COVID-19⑧ 東京ドームにおける大規模ワクチン接種プロジェクトの報告

a92695 ワークショップ
Challenge to Change 心停止蘇生後脳障害（PCAS）を管理

する
院外心停止患者における⾧期的な神経学的予後評価と生存率

a92696 ミニオーラル ER診療③ 感染予防対策としての簡易ストレッチャーフードの作成

a92697 ミニオーラル 産科・婦人科救急 フィブリノゲン値を指標に凝固補正した致死的産後出血の1例

a92698 ミニオーラル 卒前教育・初期研修② COVID-19流行下での医学部生に対する心肺蘇生トレーニングの取り組み

a92699 口演 多発外傷 外傷患者に対するクリオプレシピテート導入開始から現在までの使用報告

a92700 ミニオーラル 救急専門医教育・標準化医療教育② COVID-19流行下の感染対策を実施した当院でのICLSコースの取り組み

a92701 ミニオーラル ER診療② 警察官の業務への理解と協力する気持ちが救急診療に役立つかもしれない

a92702 ミニオーラル COVID-19⑦ オンライン初診(0410通知)からトリアージの事業化へ。

a92705 ワークショップ
禍難を乗り越えて メディカルコントロールの標準化と

COVID-19下におけるメディカルコントロール

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連症状を有する傷病者の救急搬送状況に関す

る検討

a92706 ワークショップ
Challenge to Change 体幹部外傷手術をいかに効率良く習得

するか

体幹部外傷外科手術を習得するには、症例の集約化と重症外傷の手術経験豊富な指導者が

必要である

a92708 口演 救急専門医教育・標準化医療教育 コロナ禍でのJPTEC開催の経験

a92710 ミニオーラル 災害医療② 令和２年７月豪雨における熊本県医師会と熊本JMATの対応について

a92713 口演 血液凝固異常線溶異常 MTP発動症例におけるフィブリノゲン濃縮製剤投与：前向きランダム化試験

a92716 ミニオーラル チーム医療① 草食系救急医のすゝめ

a92717 ミニオーラル COVID-19⑤
リツイートランキング日本一のワクチン接種、240人／時間を可能にした「高速大名行列

方式＠宇美町」の神髄に迫る

a92718 ミニオーラル その他外傷 多数診療科連携により対応した台風による墜落外傷の１例

41/42



演題登録

番号
採用セッション 採用セッションテーマ 演題名

b90001 パネルディスカッション
禍難を乗り越えて 東日本大震災から10年 災害に強い病院と

は
災害時に機能するための病院に求められる条件とは？：病院の脆弱性についての考察

b90002 ミニオーラル 災害医療② 練馬区における災害時医療体制の構築と取り組み
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