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The 34th Annual Meeting of the Tohoku Association for Acute Medicine

特別講演1
座長：川前　金幸（山形大学医学部　麻酔科学講座）

 救急医療に対する厚生労働省の取組等について
厚生労働省　医政局　地域医療計画課　救急・周産期医療等対策室　野口　　航

特別講演2
座長：久志本成樹（東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座　救急医学分野）

 地域で創る救急医療と病院機能
社会医療法人財団慈泉会　相澤病院、一般社団法人　日本病院会　相澤　孝夫

災害報告
座長：本多　忠幸（新潟大学大学院　救命救急医学分野）

 佐渡汽船JF事故に伴う集団救急事案について
佐渡市消防本部　両津消防署　石見　勇生

シンポジウム「地方の救急医療を存続させるための一手」
座長：森野　一真（山形県立中央病院）

伊関　　憲（福島県立医科大学　救急医療学講座）

SY-1 当救命センターにおける超高齢患者のAdvanceCarePlanning:ACPに関する調査
新潟大学医歯学総合病院　高次救命災害治療センター　上村　夏生

SY-2 心肺蘇生を望まない救急事案の現状と課題
長岡市消防本部　長島　卓也

SY-3 高齢化社会に対する救急医療情報キットの活用について
柏崎市消防本部　須田裕太郎

SY-4 蘇生を望まない傷病者に対する当地域の対応とプロトコールの運用について
久慈広域連合消防本部　粒來　真貴

SY-5 大学病院における救急救命士の導入経験
山形大学　医学部附属病院　救急科　小林　忠宏

SY-6 救急救命士養成に求められる社会福祉・社会保障等領域の学習についての調査研究
～アンケート調査の実施～

弘前医療福祉大学短期大学部　介護福祉学科　中村　直樹

SY-7 秋田県の救急医療には県全域を考えた病院の機能分化、役割分担が必要である
秋田大学大学院救急集中治療医学講座　奥山　　学
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市民公開講座「意思表示を考える家族内の対話（仮）」
座長：宮島　　衛（長岡赤十字病院）

 小児ドナー家族のグリーフケア
富山大学　小児科　種市　尋宙

 臓器提供意思を生かすために！～救急における看取り医療～
公益財団法人新潟県臓器移植推進財団　秋山　政人

認定看護師セミナー
座長：長谷川義典（新潟県立新発田病院）

 急性腹症の基本と対応
新潟県立中央病院　救急看護認定看護師　涌井　幸恵

一般演題1「外傷・中毒」
座長：山内　　聡（仙台市立病院　救命救急センター）

O-1 36日分の降圧剤、糖尿病治療薬、消化器系薬を内服、保存的に治療するも、
水中毒で死亡した症例

青空会大町病院　救急科　佐藤　敏光

O-2 頭部外傷に伴い塩類喪失性腎症を合併した一例
みやぎ県南中核病院　伊藤　　渉

O-3 小児における頭部外傷後の致死性不整脈に対し、V-AECMOを用いて救命し得た一例
新潟県立中央病院　救急科　曺　　聖鉉

O-4 塩素ガス暴露により呼吸器症状が生じ救急搬送された１例
新潟県立中央病院　遠藤　優宏

O-5 重症外傷に対する“ABTHERA”の使用経験
温知会会津中央病院　救急科　松阪　亮介

O-6 ヘリウムガスを吸入後、重症肺炎を呈した一例
新潟県立中央病院　救急科　青山　　陸
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一般演題2「救急初療」
座長：篠原　一彰（太田西ノ内病院　救命救急センター）

O-7 救急車内でValsalva法により改善した上室性頻拍の2例　
～修正Valsalva法の紹介とともに～

JA 新潟厚生連　上越総合病院　救急科　田中　敏春

O-8 98才女性の直腸穿孔汎発性腹膜炎
済生会新潟病院　佐野　友美

O-9 過去5年間に当ICU・救命センターに入室した超高齢患者の診療特徴
新潟大学医歯学総合病院　高次救命災害治療センター　玉川　大朗

O-10 救命できなかった出血性ショック脳症症候群の一例を通して考える、
重症小児患者への初期対応と病院間搬送

新潟市民病院　小児科　黒沢　大樹

一般演題3「研修医発表」
座長：宮島　　衛（長岡赤十字病院）

O-11 吃逆を主訴とした心外膜炎の1例
済生会新潟病院　入沢　大喜

O-12 流産として近医通院、仕事中にショック状態で搬送され、異所性妊娠で手術救命した1例
済生会新潟病院　田中　萌恵

O-13 薬剤投与後に下肢の筋痛としびれを訴え、歩行困難となった1例
新潟県立中央病院　救急科　甲田　啓紀

O-14 受傷8時間後に気道緊急を呈した咽頭後間隙血腫の一例
日本医科大学武蔵小杉病院　臨床研修センター　野城　美貴

一般演題4「救急看護・臓器提供」
座長：廣瀬　保夫（新潟市民病院　救命救急・循環器病・脳卒中センター）

安彦　　武（東北大学病院）

O-15 Ａ病院救急センター看護師における手指衛生の実態調査
東北医科薬科大学病院　看護部　救急科　菅原　あや

O-16 A病院救命救急センター病棟看護師における早期リハビリテーションに対する実態調査
岩手県立大船渡病院　救命救急センター病棟　遠藤　海帆

O-17 ECMO管理におけるPCPS用自動記録システムKiwamiPCPSの導入経験
新潟県立中央病院　診療部　臨床工学室　原　　隆芳

O-18 魚沼基幹病院、臓器提供の実施状況について
魚沼基幹病院　看護部　秋山　宏行
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一般演題5「救急外来」
座長：奥山　　学（秋田大学大学院　救急集中治療医学講座）

小島　圭太（立川綜合病院）

O-19 ルーカス２Ⓡによる創傷の発生軽減に向けた取り組み　フィルムドレッシングの効果
長岡赤十字病院　堀　　克也

O-20 新潟県の休日夜間の小児救急を受診する保護者に関する実態調査
新潟大学　医学部　保健学科　佐藤由紀子

O-21 救急外来における患者の所持品管理のためのとりくみ
―管理チェック用紙のテンプレート化と今後の課題―

津軽保健生活協同組合　金田亜貴子

O-22 多数傷病者対応スタットコールシステム導入と今後の課題
一般財団法人温知会　会津中央病院　救命救急センター　矢部　唯未

一般演題6「トリアージ・院内救急」
座長：佐藤加代子（岩手県立磐井病院）

O-23 意識改革に繋がった多職種連携急変時対応シミュレーション
公益財団法人　仙台市医療センター　仙台オープン病院　看護部　救急外来　高橋すみか

O-24 待合室で重症化を防ぐ救急外来トリアージ体制の構築
（財）竹田綜合病院　救急室　小椋芙美子

O-25 A病院救急外来における院内トリアージの現状分析と今後の課題
新潟県立中央病院　看護部　救急内視鏡センター　村松　卓弥

一般演題7「看護教育・研修」
座長：山田　康雄（独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター　救命救急センター）

時松　　緑（日本海総合病院　救命救急センター）

O-26 「自主自律」を目指した指導者育成のための成人教育セミナー
公益財団法人　仙台市医療センター　仙台オープン病院　看護部　診療看護師　石川ちさと

O-27 救急救命士養成課程と看護師養成課程におけるシミュレーション教育の現状
弘前医療福祉大学　保健学部　看護学科　福士理沙子

O-28 急性期の頸髄損傷患者に対する危機介入における看護師の問題解決行動の実際
新潟大学医歯学総合病院　高次救命災害治療センター　三宮　勝義

O-29 新人看護師の救命救急知識と達成見込み感の関係性から継続研修を考える
日本赤十字社　長岡赤十字病院　救命救急センター　牧　　和久

O-30 急性腹症の基本と対応
新潟県立中央病院　看護部　涌井　幸恵
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一般演題8「災害・多数傷病」
座長：熊谷　　謙（新潟市民病院　救命救急・循環器病・脳卒中センター）

笠原　　篤（新潟市消防局）

O-31 令和元年・台風19号災害における宮城県での災害医療調整
国立病院機構仙台医療センター　山田　康雄

O-32 当院DMAT体制の構築～令和元年東日本台風に焦点を当てて～
新潟県立中央病院　徳永　尚代

O-33 台風19号DMAT活動での介護老人保健施設へのスクリーニング実施とその課題
長岡赤十字病院　遠藤　元基

O-34 令和元年東日本台風の豪雨災害時におけるDMATとの連携と今後の課題について
仙南地域行政事務組合消防本部　白石消防署　鈴木　一秀

O-35 災害時リエゾン（連絡調整員）育成を目的とした取り組み
由利本荘市消防本部　菊池　勝大

O-36 令和元年台風19号におけるDMAT支援活動について
村上市消防本部　遠山　謙作

一般演題9「医療体制・ACP」
座長：新田　正和（新潟大学医歯学総合病院　集中治療部）

髙村　亮二（盛岡地区広域消防組合消防本部）

O-37 後にDNAR希望が判明したCPA傷病者を搬送した症例
盛岡地区広域消防組合　福山　瑛輝

O-38 柏崎市消防本部管内における消防救急車利用の現状と有効活用に向けた課題
柏崎市消防本部　霜田　　悟

O-39 粟島における救急医療体制について～離島の医療をまもるために～
村上市消防本部　和田　隆史

O-40 盛岡消防本部管内における高齢者救急搬送の実態と高齢化率について
盛岡地区広域消防組合　上平　勝治
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一般演題10「特定行為」
座長：大間々真一（岩手医科大学　岩手県高度救命救急センター）

三浦　将信（福島市消防本部）

O-41 アナフィラキシー症状に酷似した中毒症例
白河地方広域市町村圏消防本部　松本　　徹

O-42 3度房室ブロックを伴った低血糖症例
置賜広域行政事務組合消防本部　横山　　光

O-43 20％ブドウ糖溶液の導入～効果と課題～
一関市消防本部　千葉　　裕

O-44 難治性心室細動から社会復帰に至ったCPAの一例
山形市消防本部　東消防署　高楯出張所　沼沢　裕司

O-45 内因性ショックで救急搬送した傷病者の輸液量と体位管理によるショック指数比較
新潟市消防局　東消防署　山の下出張所　内藤　　明

一般演題11「病院前救護」
座長：井上　義博（岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学　救急医学分野）

沼山　　章（青森地域広域事務組合消防本部）

O-46 現場到着後に複数傷病者の発生が判明した熱中症事例を経験して
秋田市消防本部　土崎消防署　加藤　大輔

O-47 ターニケットを使用した手関節不全切断の症例
置賜広域行政事務組合消防本部　高橋　昌和

O-48 トリカブトを摂取し致死性不整脈を発症した一例
新潟市消防局　秋葉消防署　北上出張所　本間　康隆

O-49 蜂毒による多臓器不全症例を経験して
阿賀町消防本部　清野　　司

O-50 病院前12誘導心電図と初療時12誘導心電図の相違が検査治療方針に影響を及ぼした2例
新潟市消防局　土田　将人
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一般演題12「取り組み・調査研究1」
座長：島田　二郎（福島県立医科大学附属病院）

木村　　浩（秋田市消防本部）

O-51 ドクターヘリ要請時における関係職員との連携活動で得られた効果とは
長岡市消防本部　佐藤　一樹

O-52 当消防本部における熱中症予防の取り組みについて
上越地域消防事務組合　頸北消防署　室岡　　剛

O-53 児童虐待に対する市役所との取組
三条市消防本部　長束　達哉

O-54 バイスタンダーの実施状況について
長岡市消防本部　反町　賢司

一般演題13「市民教育・隊員研修」
座長：長谷川有史（公立大学法人福島県立医科大学　放射線災害医療学講座）

石山　善久（山形市消防本部）

O-55 救急ステーションを通じた救急隊員教育の取組と効果
十日町地域消防本部　丸山　　剛

O-56 関係機関と連携したアナフィラキシーショック対応研修会の実施報告
十日町地域消防本部　保坂　繁之

O-57 指導救命士の思考の過程等を学ぶトレーニング方法の考案
十日町地域消防本部　高橋　範行

O-58 質の高い胸骨圧迫の習得を目指した取組みについて
盛岡地区広域消防組合　工藤　祐介

O-59 市有施設と市有施設以外におけるAED使用事例の検証と考察
仙台市消防局　泉消防署　八乙女分署　三浦　大輝
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一般演題14「取り組み・調査研究2」
座長：田中　敏春（JA新潟厚生連　上越総合病院　救急科）

佐藤　隆志（仙台市消防局）

O-60 心停止前の除細動パッドの装着について
西村山広域行政事務組合消防本部　佐藤　俊輔

O-61 多言語翻訳ツールを活用した外国人への対応～訓練から見えてきたもの～
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部　大曲消防署　山形　恵三

O-62 家庭への普及を目的とした心臓マッサージ用補助具の開発
あぶくま消防本部　岩沼消防署　大久保　篤

O-63 当地域での入浴に関連した救急要請の現状と課題
一関市消防本部　神津　義喜

O-64 豪雪地帯における搬送方法について
西村山広域行政事務組合消防本部　安藤　　翼
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