
日臨救急医会誌（JJSEM）2022；25：138-222138

学 術 集 会 プ ロ グ ラ ム 日 程

5 月 26日（木）

■第 1 会場（大阪国際会議場　5F 大ホール）

会長講演（CL）� 8：30〜 8：50

	 座長	 帝京大学		医学部		救急医学講座	 森村	 尚登

CL（D）	 智・仁・勇を探求し，逆境を力に
	 	 大阪公立大学大学院		医学研究科		救急医学	 溝端	 康光

パネルディスカッション 1（PD1）� 9：00〜 11：00

	 「勇の探求：2020 東京オリンピック・パラリンピック開催時の救急医療の実際」
	 座長	 さいたま赤十字病院		高度救命救急センター	 清田	 和也
	 	 慶應義塾大学		医学部		救急医学	 佐々木	淳一

PD1-1（D）	 東京オリンピック・パラリンピック救急医療体制の構築とその結果
	………………………………… 日本体育大学大学院		保健医療学研究科	 横田	 裕行

PD1-2（D）	 東京 2020 大会都市オペレーションセンターにおける医療統括
	……………………………………………… 杏林大学		医学部		救急医学	 加藤	聡一郎

PD1-3（D）	 波乱に満ちた初めての会場医療
	………………………………………………… 昭和大学病院		救急診療科	 垂水	 庸子

PD1-4（D）	 オリンピック・マラソン競技医療救護の経験から得たレガシー
	…………………………………………… 札幌医科大学		救急医学講座／
	 札幌医科大学		北海道病院前・航空・災害医学講座	 上村	 修二

PD1-5	 演題取り下げ

PD1-6（N）	 大規模競技大会とマスギャザリングに備えた	 	
	 救急初療対応シミュレーション

	…………………… 東京医科歯科大学病院		ER センター・集中治療部	 溝江	亜紀子
PD1-7（D）	 選手村総合診療所（ポリクリニック）での救急医療の総括

	…………………… 東京都立多摩総合医療センター		救命救急センター		
	 ECMOセンター	 清水	 敬樹
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PD1-8（C）	 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における	 	
	 「医療調整本部」の役割

	………………東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
	 大会運営局		医療サービス部	 沼田	 浩人

PD1-9（C）	 2020 東京オリンピック・パラリンピック大会における		
	 選手用メディカルボランティアの心肺蘇生講習会について

	………………………………… 国士舘大学		防災・救急救助総合研究所	 月ヶ瀬	恭子
PD1-10（D）	 「2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催中の	 	
	 救急災害医療体制に係る学術連合体」の足跡とこれから

	………………… 順天堂大学医学部附属練馬病院		救急・集中治療科／
	 2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催中の
	 救急災害医療体制に係る学術連合体合同委員会	 杉田	 学

特別講演 1（SL1）� 11：20〜 12：50

	 座長	 帝京大学		医学部		救急医学講座	 坂本	 哲也

SL1（C）	 逆境に打ち勝つには～飛躍の条件～（仮）
	 	 戦略家・マーケター・株式会社刀		代表取締役CEO	 森岡	 毅

ランチョンセミナー 1（LS1）� 13：10〜 14：10

	 座長	 山口大学大学院		医学系研究科		救急・総合診療医学	 鶴田	 良介

LS1（D）	 重症低血糖の現状からみた内科的対策
	 	 徳島大学		先端酵素学研究所		糖尿病臨床・研究開発センター	 松久	 宗英

� 共催：日本イーライリリー株式会社

第 25回特別企画（ST）� 14：50〜 15：50

	 「臨床救急医学会 25 年の歴史と将来への展望」
	 座長	 大阪公立大学大学院		医学研究科		救急医学	 溝端	 康光

ST-1（D）	 日本臨床救急医学会創設の目的
	 	 川崎医科大学	 小濱	 啓次

ST-2（D）	 日本臨床救急医学会の将来展望
	 	 独立行政法人労働者健康安全機構		本部	 有賀	 徹

ST-3（D）	 多職種連携への挑戦
	 	 地方独立行政法人		堺市立病院機構	 横田	順一朗
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ST-4（D）	 日本臨床救急医学会と救急医療のこれから
	 	 帝京大学		医学部		救急医学講座	 坂本	 哲也

専門医共通講習 1：医療安全（BC1）� 16：00〜 17：00

	 座長	 りんくう総合医療センター		放射線技術科	 西池	 成章

BC1（D）	 医療の質と安全を向上させるアート
	 	 大阪公立大学医学部附属病院		医療の質・安全管理部	 山口（中上）	悦子

専門医共通講習 2：感染対策（BC2）� 17：10〜 18：10

	 座長	 社会医療法人緑泉会		米盛病院	 冨岡	 譲二

BC2（D）	 新型コロナウイルスワクチンの有効性と安全性	 	
	 ～疫学の視点から考える現状と課題～

	 	 大阪公立大学大学院		医学研究科		公衆衛生学	 福島	 若葉

教育講演 3（EL3）� 18：20〜 19：20

	 座長	 東京医科歯科大学大学院		医歯学総合研究科		救急災害医学分野	 大友	 康裕

EL3（D）	 レジリエント・ヘルスケアと新しい安全アプローチ Safety	II
	 	 大阪大学医学部附属病院		中央クオリティマネジメント部／
	 	 横浜市立大学附属市民総合医療センター		医療の質・安全管理部	 中村	 京太

■第 2 会場（大阪国際会議場　5F 小ホール）

救急科領域講習 1（COL1）� 9：00〜 10：00

	 座長	 神戸大学大学院		医学研究科		外科系講座		災害・救急医学分野	 小谷	 穣治

COL1（D）	 敗血症診療における集中治療トピックス		
	 ～診療ガイドラインから先を読み解く～

	 	 大阪大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 小倉	 裕司
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救急認定ソーシャルワーカー認定機構　指定講習会（ESW）� 10：10〜 11：10

	 座長	 関西医科大学総合医療センター	 中森	 靖

ESW（D）	 摂食障害の理解と支援
	 	 国立病院機構		大阪医療センター		精神科	 田宮	 裕子

教育講演 1（EL1）� 14：50〜 15：50

	 座長	 大阪医科薬科大学		三島南病院	 福田	 篤久

EL1（ME）	 事務部門から見た救急検査運営
	 	 和泉市立総合医療センター	 櫛引	 健一

教育講演 2（EL2）� 16：00〜 17：00

	 座長	 日本医科大学付属病院		看護部	 佐藤	 憲明

EL2（C）	 最新！　気管挿管患者の口腔ケア～汚染物の飛散リスクの低減～
	 	 兵庫医科大学		医学部		歯科口腔外科学講座	 岸本	 裕充

日本救急撮影技師認定機構　指定講習会（JERT）� 17：10〜 18：10

	 座長	 大阪大学医学部附属病院		医療技術部		放射線部門	 東	 丈雄

JERT（D）	 I	was	blind,	but	now	I	see	 	
	 ～ポータブル胸部単純 X 線写真，どう撮る？　どう読む？～

	 	 聖マリアンナ医科大学		救急医学		救急放射線部門	 松本	 純一

救急科領域講習 2（COL2）� 18：20〜 19：20

	 座長	 一宮西病院		総合救急部	 安藤	 裕貴

COL2（D）	 医療機関に勤務する救急救命士に対する統括指示（院内 MC）体制と	 	
	 民間統括指示医師に求められるもの

	 	 国士舘大学大学院		救急システム研究科／
	 	 民間救急救命士統括体制認定機構	 田中	 秀治
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■第 3 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1001-2）

パネルディスカッション 2（PD2）� 9：00〜 11：00

	 「勇の探求：効果的な Rapid	response	system とは」
	 座長	 東京医科歯科大学大学院		災害・クリティカルケア看護学分野	 野口	 綾子
	 	 聖マリアンナ医科大学		救急医学	 藤谷	 茂樹

PD2-1（D）	 コロナ禍の Rapid	Response	Team（RRT）活動休止による	 	
	 予期せぬ院内心停止への影響

	………………………… 大阪市立総合医療センター		救命救急センター	 師岡	 誉也
PD2-2（D）	 RRS が成熟した施設では潜在的予期せぬ院内心停止／死亡が減少する

	………………………………………… 北里大学		医学部		救命救急医学	 服部	 潤
PD2-3（N）	 コードブルーと一体型の RRS の困難と改善

	…………………………………… 東京医科大学病院		救命救急センター	 佐伯	 悦彦
PD2-4（D）	 RRS の整備により不要な緊急コールは減らせる

	…………………… 順天堂大学医学部附属練馬病院		救急・集中治療科	 野村	 智久
PD2-5（D）	 院内発症した脳卒中例に対応する RRS の結果と問題点

	………………… 昭和大学江東豊洲病院		脳血管センター		脳神経外科	 池田	 尚人
PD2-6（D）	 Acute	Care	Surgeon を中心とした RRT の有効性	 	
	 ～ Surgical	RRT は院内術後合併症の転帰を改善する～

	………………………島根大学		医学部		Acute		Care		Surgery		講座／
	 島根大学医学部附属病院		高度外傷センター	 下条	 芳秀

PD2-7（N）	 RRT と CCOT による RRS の活動と現状
	……………………………………… 愛知医科大学病院		看護部 /麻酔科	 森	 一直

PD2-8（D）	 当院における救急認定看護師や特定行為看護師による	 	
	 Rapid	Response	System の成果

	…………………………………………………… 和歌山労災病院		救急科	 北山	 淳一
PD2-9（D）	 Rapid	Response	System（RRS）における効果についての考察

	…………………………………… 奈良県総合医療センター		集中治療部	 安宅	 一晃

ランチョンセミナー 2（LS2）� 13：10〜 14：10

	 座長	 東北医科薬科大学		救急・災害医療学教室	 遠藤	 智之

LS2（D）	 活動記録システムを用いたシミュレーショントレーニングの開発
	 	 東北大学病院		高度救命救急センター	 小林	 正和

� 共催：レールダルメディカルジャパン株式会社
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パネルディスカッション 5（PD5）� 14：50〜 16：20

	 「勇の探求：外傷診療における CT 検査を再考する」
	 座長	 日本赤十字社愛知医療センター		名古屋第二病院		
	 	 医療技術部		放射線科	 大保	 勇
	 	 島根大学医学部附属病院		高度外傷センター	 渡部	 広明

PD5-1（R）	 救命救急センターにおける	 	
	 外傷症例に対する 2 層検出器スペクトラル CT の使用経験

	…………………………… 大阪府立中河内救命救急センター		放射線室	 中村	 賢二
PD5-2（R）	 ハイブリッド ER 導入後の運用と課題

	…… 地方独立行政法人		りんくう総合医療センター		放射線技術科 /
	 大阪府泉州救命救急センター	 近藤	 幹大

PD5-3（R）	 当院の外傷診療における direct	CT についての検証
	…………………………… 公立豊岡病院組合立豊岡病院		放射線技術科	 田村	 和豊

PD5-4（R）	 Hybrid-ER における外傷 CT 検査の実際
	………………………………………… 済生会横浜市東部病院		放射線部	 片廻	 慎

PD5-5（D）	 当院における初療 CT 導入前後の外傷診療の検討
	……………………… 大阪公立大学医学部附属病院		救命救急センター	 日村	 帆志

PD5-6（D）	 Hybrid	ER においても CT は死のトンネルになりうる	 	
	 ～ JATEC の魂を忘れるな PS-CT は既存 3 検査の代用である～

	………………………… 島根大学医学部附属病院		高度外傷センター／
	 島根大学		医学部		Acute		Care		Surgery 講座	 室野井	智博

PD5-7（D）	 外傷診療において CT なしでの手術は危険であるか？
	……………………… 大阪公立大学医学部附属病院		救命救急センター	 内田	健一郎

ワークショップ 5（WS5）� 16：30〜 18：00

	 「智の探究：頭部外傷後の高次脳機能障害～それぞれの立場から～」
	 座長	 大阪大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 福森	 優司
	 	 大阪急性期・総合医療センター		救急診療科	 藤見	 聡

WS5-1（D）	 頭部外傷後の高次脳機能障害～脳外科医の立場から～
	……………………………………………………………クリニックいわた	 安井	 敏裕

WS5-2（D）	 頭部外傷後に生じる高次脳機能障害の多彩病態に対する診断と治療戦略
	…… 関西医科大学総合医療センター		救命救急センター		脳神経外科	 岩瀬	 正顕

WS5-3（HS）	 急性期病院における高次脳機能障害者に対する支援と地域連携
	……………………… 京都大学医学部附属病院		リハビリテーション部	 馬場	 千夏

WS5-4（MS）	 回復期リハというステージが持つ意義	 	
	 ～急性期から繫がれたバトンを如何にして生活期の支援者へ繋ぐのか～

	……… 医療法人せいわ会		彩都リハビリテーション病院		地域連携部	 城戸	 啓行
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WS5-5（MS）	 高次脳機能障害　	 	
	 ～地域での取り組み，医療ソーシャルワーカーの視点～

	…………………………………………… 済生会京都府病院		福祉相談室	 南本	 宜子
WS5-6（C）	 交通事故被害者における社会保障制度等の在り方

	…………………………一般社団法人交通事故被害者家族ネットワーク	 上田	 育生

パネルディスカッション 11（PD11）� 18：10〜 19：40

	 「仁の探求：救急外来における薬物療法の安全管理と薬剤師の役割」
	 座長	 八尾市立病院		薬剤部	 西岡	 達也
	 	 一宮市立市民病院	 山口	 均

PD11-1（D）	 救急外来における薬剤師の関与が，迅速で安全な初療を可能にする
	……………………………… 日本大学		医学部		救急集中治療医学分野	 澤田	 奈実

PD11-2（N）	 湘南 ER における救急看護師と ER 専従薬剤師とのコラボ
	………………………………湘南鎌倉総合病院		救命救急センター		ER	 藤田	 大樹

PD11-3（P）	 薬剤師の救急外来派遣体制の構築と評価		
	 ～中毒ホットラインの運用と今後の救急外来薬剤師業務に向けて～

	…………………………………………………… 諏訪赤十字病院		薬剤部	 宮﨑	 雄紀
PD11-4（P）	 救急外来室に常駐する薬剤師による	 	
	 救急患者の薬剤オーダーへの介入に関する現状調査

	……………………………………………… 京都第二赤十字病院		薬剤部	 中西	 裕明
PD11-5（P）	 薬剤師が介入する救急外来における薬物療法の標準化への試み

	……………………………………………………… 公立陶生病院		薬剤部	 齊藤	 将之
PD11-6（P）	 救急外来における薬剤師を活用したエビデンスとベストプラクティス

	………………………………… 札幌東徳洲会病院		薬剤部 /医学研究所	 齋藤	 靖弘

■第 4 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1003）

パネルディスカッション 3（PD3）� 9：00〜 11：00

	 「勇の探求：医療機関で雇用される救急救命士の現状と今後（救急救命士へのタスクシフト）」
	 座長	 救急救命東京研修所	 田邉	 晴山
	 	 大阪府立中河内救命救急センター	 山村	 仁

PD3-1（D）	 Task	Share・連携強化に向けた救命救急センター所属救急救命士の活用		
	 ～多機関・多職種連携の Hub として～

	……………… 社会医療法人仁愛会		浦添総合病院		救命救急センター	 米盛	 輝武
PD3-2（HS）	 救急救命士によるタスクシフトで軽減された医師業務量の定量化

	……………………… 医療法人徳洲会		湘南鎌倉総合病院		救急調整室	 作田	 翔平
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日

PD3-3（HS）	 法改正のタスクシフト効果は限定的である～救急救命士法改正の課題～
	…………………………… 島根大学医学部附属病院		高度外傷センター	 新谷	 貴大

PD3-4（D）	 救命士法改正は，二次救急医療機関の ER でタスクシフトを実現したか？
	………………… 直和会平成立石病院		診療部		地域救急医療センター	 大桃	 丈知

PD3-5（D）	 救急救命士なしでは実現できない中規模病院での断らない救急	 	
	 ～院内救急救命士は ER における最強の航海士～

	…………………社会医療法人財団石心会		川崎幸病院		救急部		救急科	 髙橋	 直樹
PD3-6（C）	 高度救命救急センターにおける救急救命士の利活用と課題

	……………………………………… 日本医科大学付属病院		救命救急科	 須賀	涼太郎
PD3-7（HS）	 病院救急救命士を活用した転院搬送の実績と今後の課題

	…………………… 医療法人徳洲会		札幌東徳洲会病院		救急センター	 井沼	 浩政
PD3-8（D）	 病院救命士は病院の “ 外でも ” 重要なチームメンバーである	 	
	 ～ドクターカーと重症患者搬送における役割～

	…………………………………… 済生会宇都宮病院		救急・集中治療科	 藤田	 健亮
PD3-9（HS）	 病院救急救命士における	 	
	 COVID-19 患者に対しての感染対策とコスト削減

	……………………… 医療法人徳洲会		湘南鎌倉総合病院		救急調整室	 和田	 佳彦
PD3-10（HS）	 院内救急救命士の活用	 	
	 ～米国 Emergency	Medical	Service	Communication	Specialist を参考に～

	………………………………………… 国立病院機構		大阪医療センター	 和田	 広大

ランチョンセミナー 3（LS3）� 13：10〜 14：10

	 「Powered	Solution ～次世代型	省人・電動化	救急システムへの期待と展望～」
	 座長	 日本体育大学大学院		保健医療学研究科	 横田	 裕行

LS3-1（D）	 国内の救急システムの課題と将来に向けた取り組み（仮）
	 	 国士舘大学		救急システム研究科	 田中	 秀治

LS3-2（C）	 更なる女性活躍社会に向けて～電動化への期待～（仮）
	 	 日本体育大学		保健医療学部		救急医療学科	 中澤	 真弓

LS3-3（E）	 救急システムにおける更なる女性消防吏員の活躍（仮）
	 	 大阪市消防局		住吉消防署	 松浦	 貴子

� 共催：日本ストライカー株式会社
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ワークショップ 4（WS4）� 14：50〜 16：20

	 「智の探求：救急救命士における学問の構築」
	 座長	 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 関根	 和弘
	 	 兵庫県立尼崎総合医療センター		ER 総合診療科	 西内	 辰也

WS4-1	 演題取り下げ

WS4-2（E）	 指導救命士養成研修修了者の研究に関わる環境
	…………………………………… 兵庫県消防学校		救急救命士養成課程	 橫田	 幸治

WS4-3（D）	 救急救命士による「智の探求」のこれから	 	
	 ～消防・民間の垣根を超えた学術連携へ向けて～

	………………………………… 関西メディカル病院		救急集中治療部／
	 関西メディカル病院		ER センター／
	 大阪府豊能地域メディカルコントロール協議会	 吉永	 雄一

WS4-4（E）	 消防組織の救急救命士が医学的研究や論文発表を行うために	 	
	 必要な体制について

	………………………………………高野町消防本部／日本救急救命学会	 一柳	 保
WS4-5（C）	 四年制大学救急救命学科に所属する学生の研究に対する意識とは

	…………………………………………………… 京都橘大学		健康科学部	 黒崎	 久訓
WS4-6（C）	 救急救命士対象の大学院の意義と課題についての考察

	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 張替	喜世一

パネルディスカッション 8（PD8）� 16：30〜 18：30

	 「智の探求：傷病者の搬送及び受入れの実施基準12年を振り返って～プロセスを共有する～」
	 座長	 帝京大学		医学部		救急医学講座	 森村	 尚登
	 	 地方独立行政法人		堺市立病院機構	 横田	順一朗

PD8-1（D）	 実施基準のこれまでと，今後のあり方について
	………………………………………………… 総務省消防庁		救急企画室	 小塩	 真史

PD8-2（D）	 COVID-19 のパンデミックによる，	 	
	 発熱を伴った救急搬送患者の病院選定時間の延長

	…………………………………… 札幌医科大学		医学部		救急医学講座	 中山	 龍一
PD8-3（D）	 コロナ禍における札幌医療圏の急性アルコール中毒診療の現状と課題

	…………………………………………………… 勤医協中央病院		救急科	 田口	 大
PD8-4（D）	 山梨県 MC の取り組みと今後の課題

	……………………………… 山梨県立中央病院		高度救命救急センター	 岩瀬	 史明
PD8-5（D）	 埼玉県における実施基準の変遷について

	………………………… さいたま赤十字病院		高度救命救急センター／
	 埼玉県メディカルコントロール協議会	 清田	 和也

PD8-6（E）	 消防機関から見る搬送受入れ実施基準
	………………………………………… 東京消防庁		救急部		救急管理課	 海馬沢	敏明
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日

26
日

PD8-7（C）	 実施基準等に基づく ICT（ORION）活用による病院選定と	 	
	 救急データの分析・検証

	……………………………大阪府		健康医療部		保健医療室		医療対策課	 長嶺	 秀則
PD8-8（E）	 傷病者の搬送及び受入れの実施基準のこれまでとこれから

	…………………………………… 泉州南消防組合		泉州南広域消防本部			月木	 良和
PD8-9（D）	 病院前救護における症状・徴候を加味した緊急度判定の効果

	………… りんくう総合医療センター		大阪府泉州救命救急センター／
	 大阪府ORIONデータ利活用等検討ワーキンググループ	 中尾	 彰太

イブニングセミナー 2（ES2）� 18：40〜 19：40

	 「患者の意思確認・決定時におけるキーパーソン不在問題」
	 座長	 医療法人社団親樹会		恵泉クリニック	 太田	 祥一

ES2-1（MS）	 MSW の立場から
	 	 国立病院機構		大阪医療センター	 太田	 裕子

ES2-2（E）	 救急隊員の立場から
	 	 埼玉西部消防組合	 嶋崎	 英正

ES2-3（N）	 看護師の立場から
	 	 日本看護協会／日本救急看護学会	 木澤	 晃代

ES2-4（D）	 まとめ
	 	 NPO法人地域の包括的な医療に関する研究会／
	 	 独立行政法人労働者健康安全機構	 有賀	 徹

� 共催：株式会社へるす出版／NPO法人地域の包括的な医療に関する研究会

■第 5 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1004-7）

ワークショップ 1（WS1）� 9：00〜 11：00

	 「勇の探求：コロナ禍における医療機関 BCP の改定と訓練の工夫」
	 座長	 国立病院機構本部		DMAT事務局	 小井土	雄一
	 	 大阪公立大学大学院		医学研究科		救急医学	 山本	 啓雅

WS1-1（D）	 Healthcare	BCP の	 	
	 レジリエンス・トライアングルを評価するパラメーター

	… 岡山大学大学院		医歯薬総合研究科		災害医療マネジメント学講座	 中尾	 博之
WS1-2（D）	 COVID-19 パンデミックでの酸素・個人防護服・薬剤の欠乏と対応	 	
	 ～救急・集中治療部門での医療的災害時の BCP ～

	…………………… 東京都立多摩総合医療センター		救命救急センター	 米田	 龍平
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WS1-3（D）	 BCP 部門と感染制御部門を柱とした当院の COVID-19 対策と災害訓練
	… 独立行政法人国立病院機構		大阪医療センター		救命救急センター	 石田	健一郎

WS1-4（D）	 e-learning・ICT 併用，分散型災害訓練は従前の訓練の代替となるか
	……………………… 伊勢赤十字病院		救命救急センター		災害医療部	 説田	 守道

WS1-5（N）	 新型感染症に備える基幹災害拠点病院の BCP 改訂までの取り組み
	…………………………… 大阪急性期・総合医療センター		災害対策室	 松本	 昌子

WS1-6（N）	 コロナ禍における BCP の改定と訓練の現状	 	
	 ～ With コロナ時代の災害対策を考える～

	……………………… 大阪公立大学医学部附属病院		救命救急センター	 松浦	 あい
WS1-7（N）	 当院における BCP 改訂と訓練の工夫・患者受け入れ体制について

	…独立行政法人国立病院機構		災害医療センター		診療部		救命救急科	 高以良	 仁
WS1-8（D）	 水害を想定した災害医療訓練の実施と BCP の改定

	……………………………… 熊本大学病院		災害医療教育研究センター	 笠岡	 俊志

ランチョンセミナー 4（LS4）� 13：10〜 14：10

	 座長	 大阪大学大学院		医学系研究科		救急医学	 織田	 順

LS4（D）	 自然災害の経験を活かす災害医療教育の実践と今後の展望
	 	 熊本大学病院		災害医療教育研究センター	 笠岡	 俊志

� 共催：日本光電工業株式会社　関西支社

シンポジウム 1（SY1）� 14：50〜 16：20

	 「智の探求：日本における熱中症」
	 座長	 国立環境研究所	 小野	 雅司
	 	 日本医科大学大学院		医学研究科		救急医学分野／
	 	 日本医科大学		救急医学教室	 横堀	 將司

SY1-1（C）	 地球温暖化と熱中症	 	
	 ～ 1996～2021 年夏季における東京都熱中症救急搬送者数を事例として～

	……………………………………………… 法政大学		文学部		地理学科	 山口	 隆子
SY1-2（D）	 ER および救命救急病棟で構成される救命救急センターにおける		
	 熱中症診療の現状と課題

	……………………………… 横浜労災病院		救命救急センター		救急科	 中村	 俊介
SY1-3（C）	 熱中症はどのような住民特性の地区で多発するのか？	 	
	 ～ジオデモグラフィクス分析を用いて～

	………………………… 大阪公立大学大学院		文学研究科		地理学教室	 木村	 義成
SY1-4（D）	 スポーツ活動と熱中症～東京 2020 大会を終えて～

	…………………………………………………………… 筑波大学		体育系	 渡部	 厚一
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日

26
日

SY1-5（S）	 暑熱環境下における胸骨圧迫の身体負荷について
	…………… 日本体育大学大学院		保健医療学研究科		保健医療学専攻		
	 救急災害医療学コース	 高橋	 治花

SY1-6（D）	 熱中症の予防における	 	
	 modified	APACHE Ⅱスコア（m-	APACHE Ⅱスコア）の有効性の検討

	………………………………………… 帝京大学		医学部		救急医学講座	 神田	 潤
SY1-7（D）	 労作性熱中症に対する冷水浸漬法 Cold	water	immersion	10 の Tips

	…………………………………………………… 自衛隊中央病院		救急科	 永田	 高志

シンポジウム 2（SY2）� 16：30〜 18：00

	 「智の探究：データ driven（主導）による救急医療の質改善」
	 座長	 京都大学		医学研究科		社会健康医学系専攻		予防医療学分野	 石見	 拓
	 	 日本医科大学武蔵小杉病院		救命救急科	 田上	 隆

SY2-1（D）	 本邦で「防ぎ得た外傷死」はどれだけ発生しているのか？
	…………………………… 島根大学医学部附属病院		高度外傷センター	 岡	 和幸

SY2-2（D）	 日本外傷データバンクデータを用いた外傷重症度評価の課題
	………………………………………… 帝京大学		医学部		救急医学講座	 問田	 千晶

SY2-3（D）	 機械学習による予後予測モデルを用いた救急隊活動目標の作成	 	
	 ～汎化性能の検証～

	……………………………… 奈良県立医科大学		高度救命救急センター	 川井	 廉之
SY2-4（D）	 JAAM 多施設共同院外心停止レジストリの	 	
	 これまでの取り組みとこれからについて

	… 大阪急性期・総合医療センター		救急診療科 /コロナ重症センター	 木口	 雄之
SY2-5（D）	 データ主導による救急医療の質改善実現に向けて　	 	
	 日本救急医学会統合データベースの取り組み

	………………………… 京都大学大学院		医学研究科		予防医療学分野	 石見	 拓
SY2-6（E）	 急性冠症候群に対する救急隊による 12 誘導心電図の判読精度

	……………………………………………………………岸和田市消防本部	 一ノ瀬	佳彦
SY2-7（C）	 小地域単位の救急需要推定モデルと立地配分モデルを用いた	 	
	 救急隊配置計画

	………………………… 大阪公立大学大学院		文学研究科		地理学教室	 木村	 義成

ワークショップ 6（WS6）� 18：10〜 19：40

	 「勇の探求：コロナ禍で工夫した現任教育のさらなる発展」
	 座長	 聖路加国際病院	 石松	 伸一
	 	 令和健康科学大学	 苑田	 裕樹

WS6-1（D）	 一般医家・看護師対象の新型コロナ感染症対応現任研修会の開発
	…………………………… 関西医科大学		救急医学講座／大阪府医師会	 鍬方	 安行
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WS6-2（N）	 コロナ禍におけるインストラクショナル・デザインを活用した現任教育	 	
	 ～クリニカルラダー研修の企画・実施～

	……………………………… 獨協医科大学		埼玉医療センター		看護部	 石井	恵利佳
WS6-3（P）	 新型コロナウイルス感染症を契機に見直した薬剤師への感染対策教育

	………………………………………………… 東京医科大学病院		薬剤部	 添田	 博
WS6-4（D）	 当院の心肺蘇生教育における救急センターの取り組み

	…………………………………………………… 勤医協中央病院		救急科	 鈴木	 悠介
WS6-5（N）	 看護師特定行為研修 OSCE 方法確立への試み

	…………………………………… 大阪公立大学医学部附属病院		看護部	 阿部	美佐子
WS6-6（E）	 ニューノーマル時代の救急隊現任教育	 	
	 ～ TV 会議システムと WEB フォームを活用した双方向性研修の実践～

	………………………… 堺市消防局		救急部		救急ワークステーション	 澤野	 博一
WS6-7（C）	 救急車を走行させた実践的臨地実習による救急車同乗実習代替策の取組み

	………………………… 日本体育大学		保健医療学部		救急医療学科／
	 日本体育大学大学院		保健医療学研究科		救急災害医療学	 三橋	 正典

■第 6 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1008）

パネルディスカッション 4（PD4）� 9：00〜 10：30

	 「勇の探求：救急検査における医療安全を考える」
	 座長	 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	 久志本	成樹
	 	 京都橘大学		健康科学部		臨床検査学科	 竹下	 仁

PD4-1（ME）	 検体検査における医療安全対策
	…………………………………………… 近畿大学病院		中央臨床検査部	 津田	 喜裕

PD4-2（ME）	 初療室における血液検査データの情報共有システムの有用性
	……………………………… 大阪府立中河内救命救急センター		検査室	 吉田	 元治

PD4-3（N）	 「救急検査の医療安全を考える」救急外来における	 	
	 トリアージと緊急検査室との連携

	…………………………… 日本赤十字社和歌山医療センター		救急外来			阿部	 雅美
PD4-4（R）	 診療放射線技師の救急撮影における医療安全	 	
	 ～急変対応！「あなたは，何をする，何ができる？」～

	…………………………………JA愛知厚生連		海南病院		診療放射線室	 住田	 知隆
PD4-5（ME）	 緊急検査における医療安全を考える	 	
	 ～ Rapid	Response	System（RSS）と事例の紹介～

	………………………… 森ノ宮医療大学		医療技術学部		臨床検査学科	 脇	 英彦
PD4-6（D）	 救急医療における輸血関連検査の留意点	～医療安全の視点から～

	…………………………………………… 大阪医科薬科大学病院		輸血室	 河野	 武弘
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ランチョンセミナー 5（LS5）� 13：10〜 14：10

	 座長	 大阪公立大学大学院		医学研究科救急医学	 溝端	 康光

LS5（D）	 医療 DX（Digital	Transformation）によって変わるチーム医療
	 	 京都第二赤十字病院		総合内科，消化器科，医療情報室	 田中	 聖人

� 共催：テルモ株式会社

パネルディスカッション 6（PD6）� 14：50〜 16：20

	 「智の探求：プレホスピタルと医療機関における心肺蘇生を望まない患者への対応」
	 座長	 名古屋市立大学大学院		看護学研究科	 明石	 惠子
	 	 奈良県立医科大学		救急医学・高度救命救急センター	 福島	 英賢

PD6-1（E）	 ACP に基づく本人意思の尊重に向けた東京消防庁の取組について
	………………………………………… 東京消防庁		救急部		救急管理課	 塩野目	 淑

PD6-2（D）	 地域包括ケアシステムを円滑に行うには，	 	
	 地域メディカルコントロール協議会の積極的参画が重要である

	………………………… 埼玉医科大学国際医療センター		救命救急科／
	 埼玉県西部第一地域メディカルコントロール協議会	 根本	 学

PD6-3（D）	 DNAR 指示を有する院外心停止の特徴，病院前処置，転機に関する検討
	……… 岡山大学大学院		医歯薬総合研究科		救命救急・災害医学講座	 田邉	 綾

PD6-4（D）	 明確なプロトコールと厳密な運用があれば	 	
	 DNAR 患者の CPR を行わない搬送は受入れられる

	………………………… 総合病院国保旭中央病院		救命救急センター／
	 千葉県東部地域メディカルコントロール協議会	 高橋	 功

PD6-5（C）	 超高齢社会における民間患者等搬送事業者の将来像について
	…………………………………… 株式会社エヌジェーシー		救急事業部	 渡邊	 翔太

PD6-6（N）	 心肺蘇生を望まない患者への対応～看護師の立場から～
	………………………… 日本赤十字社和歌山医療センター		看護管理室	 芝田	 里花

PD6-7（D）	 当在宅センターにおける在宅患者の死亡に至る経過の検討
	…………… 天理よろづ相談所病院		白川分院		在宅世話どりセンター	 關	 匡彦
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パネルディスカッション 9（PD9）� 16：30〜 17：30

	 「智の探求：電話救急医療相談の現状とこれから」
	 座長	 公益社団法人日本看護協会		看護研修学校	 杉本	 環
	 	 奈良県立医科大学		救急医学・高度救命救急センター	 福島	 英賢

PD9-1（D）	 電話救急医療相談プロトコールの各段階での相談結果の検討
	………………日本大学		医学部		救急医学系		救急集中治療医学分野／
	 東京都医師会		救急委員会		救急相談センター運用部会	 櫻井	 淳

PD9-2（D）	 救急安心センター事業（＃ 7119）開始後 1 年経過しての問題点
	………………………………… 京都第一赤十字病院		救命救急センター	 髙階	謙一郎

PD9-3（N）	 救急安心センター（＃ 7119）における看護師の教育体制の現状と課題
	…………………………………………………救急安心センターおおさか	 赤尾	いづみ

PD9-4（D）	 救急電話相談における児童虐待疑い事例の取扱の経験	 	
	 ～横浜＃ 7119 事業における現況～

	……………横浜市救急相談センター／横浜市救急相談業務運用部会／
	 横浜市救急相談業務運営協議会／
	 横浜市立大学		医学部		救急医学教室	 六車	 崇

PD9-5（D）	 救急電話相談事業がもたらした救急医療体制並びに	 	
	 救急患者への効果と今後の展開

	……………………… 大阪大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 片山	 祐介

イブニングセミナー 1（ES1）� 17：50〜 18：50

	 座長	 滋賀医科大学		救急集中治療医学講座	 塩見	 直人

ES1（D）	 大阪コロナ重症センター～開設からの概要そして今～
	 	 大阪急性期・総合医療センター		救急診療科，
	 	 大阪コロナ重症センター	 木口	 雄之

� 共催：株式会社フィリップス・ジャパン

口演（S）� 19：00〜 20：00

	 「学生・研修医セッション」
	 座長	 日本体育大学		保健医療学部		救急医療学科	 中澤	 真弓
	 	 北野病院		救急科	 平川	 昭彦

S1（D）	 脳卒中様症状を呈した急性大動脈解離の 1 例
	………………………………………………… 岡山大学		初期臨床研修医	 加藤	 篤之

m-hagisawa
テキスト ボックス
　　　　　　日本看護協会　看護研修学校
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S2（S）	 Thrombotic	Microangiopathy の原因が	 	
	 ビタミン B12 欠乏による巨赤芽球性貧血と考えられた一例

	………………………………………………… 日本大学		医学部		医学科	 内田	 碧輝
S3（D）	 致死量のパラコートを服用したが，救命できた一例

	…………… 埼玉医科大学総合医療センター		卒後臨床研修センター／
	 埼玉医科大学総合医療センター		救急科（ER）	 小倉	 朋之

S4（D）	 Edwardsiella	tarda による	 	
	 バクテリアルトランスロケーションが証明された脾摘後重症感染症の一例

	…………………………………… 藤枝市立総合病院		教育研修センター	 小笠原	康介
S5（D）	 COVID-19 陽性患者が，	 	
	 甲状腺クリーゼをきたし診断，治療に苦慮した一例

	…………………………………………………… ハートライフ病院		医局	 長野	真佑子
S6（D）	 重症外傷に対して P-REBOA 併用下で止血術を行い救命した 3 例の検討

	……………………………………… 総合大雄会病院		臨床研修センター	 加藤	 史織
S7（C）	 救急救命士養成機関における学生の心肺蘇生の質の検証

	……………………… 新潟医療福祉大学		医療技術学部		救急救命学科	 神藏	 貴久

■第 7 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1009）

ワークショップ 2（WS2）� 9：00〜 11：00

	 「智の探究：標準的教育コースのオンライン化」
	 座長	 東海大学医学部附属病院	 山崎	 早苗
	 	 日本医科大学大学院		医学研究科		救急医学分野	 横堀	 將司

WS2-1（N）	 標準的教育コースのオンライン化に対する学習者の評価		
	 ～ Web 版外傷初期看護セミナーアンケート結果より～

	……………………… 杏林大学医学部付属病院		高度救命救急センター	 望月	 桂
WS2-2（N）	 コロナ禍における OFF-JT のオンライン化～教育手法の創意工夫～

	……………………………… 北海道科学大学		保健医療学部		看護学科	 石川	 幸司
WS2-3（N）	 WEB コースの「成果」と「課題」	 	
	 ～日本救急看護学会　外傷看護委員会のコースを通して～

	……………………………………………………京都大学医学部附属病院	 山中	 雄一
WS2-4（D）	 コロナ禍における外傷外科教育～ SSTTweb 座学コースの開発～

	………………………… 島根大学医学部附属病院		高度外傷センター／
	 島根大学		医学部		Acute		Care		Surgery 講座	 室野井	智博

WS2-5（D）	 小児病院前救護トレーニングコース（PPMEC）のオンライン化
	…………………………………… 日本臨床救急医学会		小児救急委員会	 問田	 千晶

WS2-6（D）	 部分オンラインと地域内少人数制を導入したコロナ時代の PEMEC コース
	…………………………………………………PEMEC企画運営小委員会	 髙松	 純平

WS2-7（D）	 JPTEC の初期評価をバーチャル（VR）教材で学ぶ
	……… 防衛医科大学校		防衛医学講座／防衛医科大学校病院		救急部	 清住	 哲郎
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WS2-8（N）	 パンデミック下における遠隔 JTAS プロバイダーコースの現状
	……………………………………………… 富山大学		医学部		看護学科	 伊井	みず穂

ランチョンセミナー 6（LS6）� 13：10〜 14：10

	 座長	 大阪市立総合医療センター		救命救急センター	 林下	 浩士

LS6（D）	 敗血症 DIC のこれまでとこれから
	 	 大阪急性期・総合医療センター		救急診療科	 梅村	 穣

� 共催：一般社団法人日本血液製剤機構

パネルディスカッション 7（PD7）� 14：50〜 16：20

	 「智の探求：COVID-19 を経験して深まった集中治療」
	 座長	 福岡大学		医学部		救命救急医学講座	 石倉	 宏恭
	 	 日本医科大学武蔵小杉病院		救命救急センター救命救急科	 松田	 潔

PD7-1（D）	 救急・集中治療における医療危機管理体制の構築
	……済生会宇都宮病院		栃木県救命救急センター		救急・集中治療科／
	 特定非営利法人		日本 ECMOnet	 小倉	 崇以

PD7-2（D）	 阪大病院集中治療部における重症 COVID-19 肺炎の治療経験ならびに	 	
	 治療難渋の関連因子の検討

	…………………………………… 大阪大学医学部附属病院		集中治療部	 榎谷	 祐亮
PD7-3（D）	 重症 COVID-19 における凝固線溶異常の特徴

	…………………………… 大阪急性期・総合医療センター		救急診療科	 梅村	 穣
PD7-4（D）	 日本 ECMO	net 立ち上げと我が国の呼吸 ECMO の進歩

	…………………… 東京都立多摩総合医療センター		救命救急センター		
	 ECMOセンター	 清水	 敬樹

PD7-5（D）	 当院での COVID-19 肺炎に対する高流量式鼻カニュラ療法の使用経験
	…………………………… 東京大学医学部附属病院		救急・集中治療科	 尭天	 桂子

パネルディスカッション 10（PD10）� 16：30〜 18：00

	 「勇の探求：わが国のメディカルコントロールの現状と目指すべき未来」
	 座長	 救急救命東京研修所	 田邉	 晴山
	 	 和歌山県（消防学校）	 脇田	 佳典

PD10-1（C）	 COVID-19 はメディカルコントロールの成果指標をどう変化させたか
	……………………………………………… 静岡県立大学		経営情報学部	 小西	 敦
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PD10-2（E）	 低血糖患者に対する救急救命士による	 	
	 ブドウ糖投与がもたらす効果に関する検討

	……………………………………… 大阪府		保健医療室		医療対策課／
	 泉州南消防組合		泉州南広域消防本部	 米屋	 友靖

PD10-3（D）	 横浜市におけるメディカルコントロール，救命指導医制度について
	………………済生会横浜市南部病院		救急診療科／横浜市MC協議会	 豊田	 洋

PD10-4（D）	 MC を指導する医師の資質とその教育システム
	…………………………… 和歌山県立医科大学		救急集中治療医学講座	 加藤	 正哉

PD10-5（D）	 脳卒中・循環器病対策基本法と地域メディカルコントロール体制
	…………………… 獨協医科大学		救命救急センター /ハートセンター	 菊地	 研

PD10-6（D）	 メディカルコントロールの現状と目指すべき未来
	………………………… 三重大学大学院		医学系研究科		救急災害医学	 今井	 寛

パネルディスカッション 12（PD12）� 18：10〜 19：40

	 「勇の探求：院外心停止への消防機関と救急医療機関の対応（地域の現状と将来）」
	 座長	 広島市消防局	 中田	 徹
	 	 堺市立総合医療センター	 中田	 康城

PD12-1（E）	 福岡市消防局における心肺停止事案への対応について
	……………………………………………… 福岡市消防局		警防部救急課	 四島	 弘

PD12-2（D）	 院外心停止の治療戦略～早期搬送 vs 現場滞在～
	…………………………………………………………救急救命九州研修所	 畑中	 哲生

PD12-3（E）	 院外心停止時における	 	
	 救急車内収容前に人工呼吸器を使用する効果に関する検討

	…………………………………… 白山野々市広域消防本部		松任消防署	 高田	 康平
PD12-4（S）	 早期応急救護実現のためのファーストレスポンダーによる	 	
	 ジオグラフィック戦略の状況

	………………………………… 日本体育大学大学院		保健医療学研究科	 成川	 憲司
PD12-5（D）	 Prehospital	ECPR によって得られる予後改善効果の算出

	…………………………………… 済生会宇都宮病院		救急・集中治療科	 藤田	 健亮
PD12-6（D）	 院外心停止傷病者の救命率向上に向けて		
	 ～消防機関と医療機関の連携による CQI プロセスの促進～

	………………………… 京都大学大学院		医学研究科		予防医療学分野	 石見	 拓
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■第 8 会場（大阪国際会議場　3F イベントホール A）

ワークショップ 3（WS3）� 9：00〜 10：30

	 「仁の探究：G2020 時代の学校での救命教育」
	 座長	 豊後荘病院		精神科	 立川	 法正
	 	 JA 岐阜厚生連		中濃厚生病院		救命救急センター	 名知	 祥

WS3-1（C）	 学校での突然死ゼロを目指して		
	 ～小学校からの体系的な救命教育の重要性と学校の危機管理能力の向上～

	……………………………………………… 日本AED財団		school 部会	 桐淵	 博
WS3-2（C）	 子供の命を守るための学校安全の充実

	… 文部科学省		総合教育政策局		男女共同参画共生社会学習・安全課	 森本	 晋也
WS3-3（N）	 学校における救急対応に関する課題	 	
	 ～養護教諭による救急処置の現状と責務～

	………………………………………………………… 埼玉大学		教育学部	 関	 由起子
WS3-4（N）	 茨城県における学校での救命教育の実際

	…………………………………………… 小美玉市医療センター		看護部			岡野	 麻由
WS3-5（D）	 子どもメディカルラリーによる		
	 小学生への救命教育の実施とその成果について

	………………………… 大阪府済生会千里病院		千里救命救急センター	 伊藤	 裕介
WS3-6（D）	 小学生への救急教育普及に向けて	 	
	 ～鍵は ICT の活用と教職員との連携～

	………………………………………… 三重大学医学部附属病院		看護部	 伊藤	亜紗実
WS3-7（N）	 A 地域の学校現場における医療緊急事態を想定した	 	
	 シミュレーション研修の取り組み

	………………… 社会医療法人生長会		阪南市民病院		内科・整形外科	 西岡	 幾代

ランチョンセミナー 7（LS7）� 13：10〜 14：10

	 座長	 地方独立行政法人		りんくう総合医療センター・
	 	 大阪府泉州救命救急センター	 松岡	 哲也

LS7（D）	 サイトカインネットワークの救急疾患への応用	 	
	 ～新たな分子病態分類とテーラーメード医療～

	 	 大阪大学		医学部		医学科		大学院博士課程生体制御医学		
	 	 救急医学教室	 松本	 寿健

� 共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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JPTECブラッシュアップセミナー 2022� 14：50〜 17：20

	 座長	 連絡調整委員長	 須田	 志優

ICLS ブラッシュアップセミナー� 17：40〜 19：10

	 座長	 旭川医科大学		救急医学	 丹保	亜希仁
	 	 広島大学大学院		医系科学研究科		救急集中治療医学	 世良	 俊樹

■一般演題会場 1（大阪国際会議場　3F イベントホール B 〜 E）

口演 1（O1）� 9：00〜 10：00

	 「多臓器不全・集中治療」
	 座長	 愛知医科大学病院		薬剤部	 加藤	 隆寛
	 	 成田赤十字病院		救急・集中治療科	 貞広	 智仁

O1-1（D）	 Staphylococcus aureus による殿部膿瘍から	 	
	 急性感染性電撃性紫斑病を合併した 1 例

	…………………………………… 兵庫医科大学病院		救急災害医学講座	 砂川	 卓哉
O1-2（D）	 新型コロナワクチン接種後に昏睡型急性肝不全を発症し，	 	
	 救命し得なかった 1 例

	……………………………………………… 八千代医療センター		救急科	 近藤	 乾伍
O1-3（D）	 サーモガードカテーテル挿入により腎損傷をきたした一例

	……………………………………………………… 県立広島病院		救急科	 岩本	 桂
O1-4（D）	 抗精神病薬によりノルアドレナリンに抵抗を示したと考えられる	 	
	 敗血症の一例

	………………………………………………………… 医誠会病院		救急科	 楠本	 健太
O1-5（D）	 幹細胞培養上清液投与に伴うアナフィラキシーに対する		
	 アドレナリンにより逆たこつぼ型心筋症に至った一例

	………………………………………………………… 虎の門病院		救急科	 服部	 展幸
O1-6（D）	 術後に SGLT2 阻害薬に関連した	 	
	 euglycemic	diabetic	ketoacidosis を来たした一例

	……………………… 大阪大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 福岡	 大史
O1-7（D）	 潜在性甲状腺機能亢進症と euglycemic	DKA を合併し	 	
	 重篤な代謝性アシドーシスをきたした 1 例

	…………………… 国立病院機構		横浜医療センター		救急総合診療科	 新居田	翔子
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口演 2（O2）� 10：10〜 11：10

	 「消化器系の疾患・病態」
	 座長	 熊本大学大学院		消化器外科	 小川	 克大
	 	 八戸市立市民病院		救命救急センター	 今	 明秀

O2-1（D）	 腹部大動脈瘤の増大から上腸間膜動脈症候群をきたした 1 例
	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 香月	 姿乃

O2-2（D）	 突然の腹腔内出血が発症し，	 	
	 Segmental	arterial	mediolysis と診断された 1 例

	……………………………………… 昭和大学藤が丘病院		救命救急科／
	 昭和大学		救急・災害医学講座	 郷	 佳洋

O2-3（D）	 覚醒剤常習者に生じた壊死型虚血性腸炎の 1 例
	……………………………………………………… 東京警察病院		救急科	 今村	 友典	

O2-4（D）	 COVID-19 腸炎に劇症型 Clostridium perfiringens 感染症を合併し	 	
	 短時間で死亡した 1 症例

	……………………………………………… 公立昭和病院		救急医学科／
	 順天堂大学医学部附属順天堂練馬病院		救急集中治療科	 宇佐美	健喜

O2-5（D）	 ERCP による十二指腸穿通は診断が困難である
	……………………… 自治医科大学附属さいたま医療センター		救急科	 崎原	 永立

O2-6（D）	 経カテーテル的動脈塞栓術が有効であった出血性ショックをきたした	 	
	 十二指腸憩室出血の 1 例

	……………………………………………… 東京女子医科大学		救急医学	 武田	 宗和
O2-7（D）	 単孔式腹腔鏡下試験開腹術が有用であった鈍的外傷による	 	
	 出血性ショックに伴う非閉塞性腸管壊死症の小児例

	………………………………………………… 岡山大学病院		救命救急科	 青島	 賢治

口演 3（O3）� 14：50〜 15：50

	 「脳神経系・呼吸器系の疾患・病態」
	 座長	 倉敷中央病院		救急科	 池上	 徹則
	 	 足利赤十字病院		救急科	 菊池	 広子

O3-1（E）	 過剰な刺激を回避するための血圧測定法の検討	 	
	 ～くも膜下出血の再破裂症例を経験して～

	…………………………………………………………久留米広域消防本部			田島	 裕也
O3-2（D）	 COVID-19 流行期における脳卒中症例の救急搬送時間と診断に要した時間	 	
	 ～当院における後方視的評価～

	…………… 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院		救命救急センター	 永冨	 彰仁
O3-3	 演題取り下げ

O3-4（N）	 入院中に NCSE と診断された患者の背景と経過
	…………………………………………………… 潤和会記念病院		看護部	 川越	香奈子
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O3-5（D）	 塩素ガス中毒による呼吸不全が疑われ良好な経過を辿った 1 例
	…………………… 三重大学医学部附属病院		臨床研修キャリア支援部
	 初期研修センター	 守屋	 夏樹

O3-6（D）	 入院加療中に突然死した猫ひっかき病の 1 例
	………………………………… 社会医療法人敬愛会		中頭病院		救急科	 菅井	 七海

O3-7（D）	 国際的イベントのために来日したスポーツ選手の敗血症において，	 	
	 マラリアの診断に至り新薬が著効した一例

	……………………………………………………………………虎の門病院	 松井	 晃大

口演 4（O4）� 15：55〜 16：55

	 「外傷・外因①」
	 座長	 横浜市消防局		救急部		救急課	 石黒	 靖雄
	 	 山口大学		救急・総合診療医学	 鶴田	 良介

O4-1（D）	 偶発性低体温に対する復温法の検討
	……………………………………… 手稲渓仁会病院		救命救急センター	 大西	 新介

O4-2（D）	 骨髄異形成症候群に併発した偶発性低体温症による	 	
	 来院時心肺停止の 1 例

	……………………………………………… JCHO船橋中央病院		救急科	 大塚	 恭寛
O4-3（N）	 入浴中急死と啓発活動による死亡率の動向

	……………………………………… 東京歯科大学市川総合病院		救急科	 鈴木	 昌
O4-4（D）	 レインボーブリッジから水面へ墜落後に搬送となった 6 例の検討

	…………………………… 聖路加国際病院		救急部・救命救急センター	 宮本	 颯真
O4-5（D）	 ドクターヘリなどで搬送された当院におけるクマ外傷 12 件の検討

	…………………………………………………… 秋田赤十字病院		救急科	 青木	 献広
O4-6（D）	 当院におけるマムシ咬傷の経験と治療方針について

	……………………………… 深谷赤十字病院		外傷・救命救急センター	 大島	 綾乃
O4-7（D）	 病院前での長時間心肺蘇生後に良好な転帰をとった蜂刺傷による	 	
	 Kounis 症候群の 1 例

	……………………………………………………… 県立広島病院		救急科	 木村	 圭那

口演 5（O5）� 17：00〜 17：50

	 「外傷・外因②」
	 座長	 東京都立多摩総合医療センター		救命救急センター	 小山	 知秀
	 	 山梨県立中央病院		高度救命救急センター	 宮崎	 善史

O5-1（D）	 VV-ECMO を導入し救命し得た重症気道損傷の一例
	……………………………………… 関西医科大学附属病院		救急医学科	 堂本	 薫

O5-2（N）	 重症外傷における ER 外傷看護チームの取り組み
	…………… 社会福祉法人聖隷福祉事業団		総合病院聖隷浜松病院		ER	 北本	 千春
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O5-3（HS）	 山間部の救急隊員に対する止血法のシミュレーション教育の効果
	…………………… 宮崎大学		医学部		災害医療・救急医療支援講座 /
	 小林市立病院		救急科／
	 宮崎大学大学院		医学獣医学総合研究科		病態解析医学講座		
	 救急・災害医学分野／
	 宮崎大学医学部附属病院	救命救急センター	 鵜澤	 佑

O5-4（D）	 観血的肋骨固定術施行患者の検討
	………………………………… 水戸済生会総合病院		救命救急センター	 村岡	 麻樹

O5-5（HS）	 交通外傷における受傷から心肺停止までの時間による救命予後の評価
	……… 日本体育大学大学院		保健医療学研究科		救急災害医療学専攻	 北野	信之介

O5-6（D）	 墜落・転落外傷による肺挫傷は外傷性肺嚢胞のリスク因子である
	………………………………………… 山形大学医学部附属病院		救急科	 高田	 壮潔

口演 6（O6）� 17：55〜 18：45

	 「ファーストレスポンダー / オリンピックパラリンピック関連」
	 座長	 国士舘大学		体育学部	 髙橋	 宏幸
	 	 東京女子医科大学		救急医学	 武田	 宗和

O6-1（C）	 Virtual	Reality を用いたファーストレスポンダー教育の効果
	…………… 日本体育大学		保健医療学研究科		救急災害医療学専攻／
	 日本体育大学		保健医療学部		救急医療学科／
	 日本体育大学大学院		保健医療学研究科	救急災害医療学コース	 鈴木	 健介

O6-2（E）	 スポーツクラブの救命への取り組みと社会復帰に導いた一例
	………………………………………………………………流山市消防本部	 西島	 治

O6-3（C）	 東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中における	 	
	 熱中症発生の状況

	………………東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
	 大会運営局		医療サービス部	 井上	 拓訓

O6-4（C）	 東京 2020 大会期間中におけるアスリートの傷病発生と		
	 外部医療機関への受診状況

	………………東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
	 大会運営局		医療サービス部	 坂梨	 秀地

O6-5（S）	 東京 2020 オリンピック・パラリンピックでの	 	
	 ファーストレスポンダー活動

	……………………………… 国士舘大学		体育学部		スポーツ医科学科	 田中	 正弥
O6-6（C）	 スポーツ中のけがに対する	 	
	 ファーストレスポンダーコースのあり方について

	…………………………… 国士舘大学		体育学部		スポーツ医科学科／
	 全国救急救命士教育施設協議会／
	 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 高橋	 宏幸
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口演 7（O7）� 18：50〜 19：50

	 「災害医療」
	 座長	 愛知医科大学病院		看護部	 坂田	久美子
	 	 鳥取大学医学部附属病院		救命救急センター	 本間	 正人

O7-1（D）	 熱中症を引き起こす暑熱環境が循環器救急搬送に及ぼす時間毎の影響　	 	
	 ～高気温リスクへの認識とその対策～

	………… 岡山大学大学院		医歯薬学総合研究科		疫学・衛生学分野／
	 津山中央病院		心臓血管センター		循環器内科	 藤本	 竜平

O7-2（HS）	 災害用多目的車両 Medical-ConneX の活用方法の検討
	……………………………… 東京曳舟病院		診療技術部		救急救命士課	 長橋	 和希

O7-3（HS）	 河川氾濫による病院水没を前提とした災害拠点病院タイムラインの改定
	………… 東京女子医科大学附属足立医療センター		救命救急センター	 岩崎	 恵

O7-4（D）	 豪雨災害における医療機関の垂直避難を含む	 	
	 事前避難のあり方に関する検討

	…………………………………………………… 自衛隊中央病院		救急科	 永田	 高志
O7-5（D）	 南海トラフ地震における “ 未治療死 ” の検討

	………………………………………… 日本医科大学		医学部		救急医学	 布施	 明
O7-6（C）	 イベント救護におけるリアルタイム映像通信が	 	
	 公的救急車の要請時間に与える影響の一考察

	…………………………… 国士舘大学		体育学部		スポーツ医科学科／
	 国士舘大学大学院		救急システム研究科／
	 国士舘大学防災・救急救助総合研究所	 津波古	 憲

O7-7（D）	 新型コロナウイルス感染症対策として	 	
	 ワクチン・検査パッケージを導入したトレイルランニングレースの経験

	………………………………… 伊豆トレイルジャーニー		救護チーム／
	 群馬県立小児医療センター		神経内科	 森田	 孝次

■一般演題会場 2（大阪国際会議場　3F イベントホール B 〜 E）

口演 8（O8）� 9：00〜 10：00

	 「薬剤師関連①」
	 座長	 千葉大学医学部附属病院		薬剤部	 鈴木	 達也
	 	 広島大学病院		薬剤部	 吉川	 博

O8-1（S）	 COVID-19 パンデミック以降に生じた医薬品供給の問題点と今後の課題
	………………………………… 東京薬科大学		薬学部		臨床薬剤学教室	 渡邉	 薫

O8-2（P）	 COVID-19 感染症の薬物治療における救急病棟担当薬剤師の取組み
	………………… 地方独立行政法人三重県立総合医療センター		薬剤部	 佐々木	貴之
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O8-3（P）	 コロナ禍における集中治療室担当薬剤師の取り組み
	……………………………………………………… 福岡大学病院		薬剤部	 森脇	 典弘

O8-4（P）	 当院の脾臓摘出症例におけるワクチンの接種歴調査
	…………………………………………………… 八戸市立市民病院		薬局	 川村	 和宏

O8-5（P）	 救急患者における PIPC ／ TAZ ＋ VCM 併用療法と	 	
	 PIPC ／ TAZ ＋ TEIC 併用療法の急性腎障害発症に関する比較検討

	…………………………………… 大阪公立大学医学部附属病院		薬剤部	 萬井	 美咲
O8-6（P）	 敗血症患者に対するバンコマイシン TDM における	 	
	 AUC 評価と腎機能障害に関する検討

	………………………………………………………… 大分岡病院		薬剤部	 遠山	 泰崇
O8-7（P）	 HPLC 分析によるアミオダロン注射薬の配合変化試験

	……………………………………… 日本医科大学多摩永山病院		薬剤部	 近藤	 匡慶

口演 9（O9）� 10：10〜 11：10

	 「薬剤師関連②」
	 座長	 名古屋掖済会病院		救命救急センター	 北川	 喜己
	 	 名古屋大学医学部附属病院		薬剤部	 宮川	 泰宏

O9-1（P）	 救急医が併診依頼をした患者を対象とした救急外来での		
	 薬剤師の持参薬鑑別状況調査

	……………………… 医療法人沖縄徳洲会		湘南鎌倉総合病院		薬剤部	 岩崎	 睦
O9-2（P）	 当院の救急外来における薬剤師の業務変遷と薬剤師の必要性

	…………………………………………………… 深谷赤十字病院		薬剤部	 佐藤	 充朗
O9-3（P）	 薬剤師のマンパワー不足を補うための	 	
	 救急外来（ER）診療に関する業務標準化と効率的な薬品管理の工夫

	……………………………………………… 名古屋市立大学病院		薬剤部	 早川	 智章
O9-4（P）	 二次救急病院集中治療領域での薬剤師による薬学的治療介入の解析

	…………………医療法人聖峰会		田主丸中央病院		診療技術部		薬剤科	 籾	 慶輔
O9-5（P）	 ICU における経管投与で使用する薬剤の投与方法の標準化への取り組み

	……………………………………… 名古屋大学医学部附属病院		薬剤部	 稲垣	 孝行
O9-6（P）	 集中治療室常駐薬剤師によるプロトコルに基づく	 	
	 臨床検査オーダー代行入力の取り組み

	…………………………………………………… 福岡徳洲会病院		薬剤部	 立石	 裕樹
O9-7（P）	 救急・集中治療領域におけるプロトコルに基づいた薬剤師による	 	
	 定期処方支援の導入に関する報告

	……………………………………… りんくう総合医療センター		薬剤科	 小林	 洋平
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口演 10（O10）� 14：50〜 15：50

	 「CPA・CPR ①」
	 座長	 医療法人社団博文会		小栁記念病院		救急総合診療科	 田中	 博之
	 	 横浜市消防局		瀬谷消防署	 藤本	 賢司

O10-1（D）	 新型コロナウイルス感染拡大第四波における救急外来死亡例の検討
	………………………… 多根総合病院／大阪府保健医療室		医療対策課	 升井	 淳

O10-2（E）	 コロナ禍における成人心停止患者に対する	 	
	 病院前の声門上器具挿入に要する時間

	…………………………………………………… 東海市消防本部		警防課	 木下	 拓也
O10-3（S）	 救急救命士養成課程学生における胸骨圧迫の質の向上に関する検討

	…………… 日本体育大学大学院		保健医療学研究科		保健医療学専攻		
	 救急災害医療学コース	 田畑	 龍正

O10-4（S）	 オートショック AED と一般的な AED の操作時間の比較検討
	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 惣野	 円彩

O10-5（CE）	 ガイドライン 2020 における	 	
	 AED の未就学児モードへの名称改訂効果と他名称との検討

	……………………………… 一般財団法人		松山市民病院		臨床工学室	 永渕	 克弥
O10-6（N）	 本邦の AED 波形解析時の胸骨圧迫による	 	
	 ショック充電キャンセルと VT 診断についての調査

	………………………………………………… 産業医科大学病院		救急科	 濵田	千枝美
O10-7（D）	 高槻市内の保育施設を対象としたオンラインで行う	 	
	 乳児心肺蘇生トレーニングの取り組みについて（第一報）

	…………………………………… 大阪医科薬科大学大学院		救急医学／
	 大阪医科薬科大学大学院		小児科学／
	 大阪医科薬科大学病院	医療安全推進室	 新田	 雅彦

口演 11（O11）� 16：00〜 17：00

	 「CPA・CPR ②」
	 座長	 香川大学		医学部		救急災害医学	 黒田	 泰弘
	 	 東京ベイ・浦安市川医療センター		救急集中治療科	 舩越	 拓

O11-1（E）	 住民全体が応急手当のできる町		
	 ～統計から見えてきた結果と今後の展望～

	……………………………………… 高幡消防組合消防本部		津野山分署	 西田	 知洋
O11-2（E）	 アドレナリン投与のタイミングは予後に影響を与えるのか

	………………………………………………………………松江市消防本部	 今岡	 裕一
O11-3（D）	 CPA 症例に対する Ai（Autopsy	imaging）～ CT の有用性の検討～

	…………………………………………… 近畿大学奈良病院		救命救急科	 尾鼻	 康朗
O11-4（D）	 ドクターカーによる現場看取り

	……………………………………………………… 関西労災病院		救急科	 姜	 晋求
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O11-5（D）	 2000 年から毎年行ってきた母校の中学 2 年と高校 1 年への	 	
	 心肺蘇生講習をふり返って

	……………………………………………… 加古川中央市民病院		救急科	 切田	 学
O11-6（D）	 オンラインで行う乳児心肺蘇生トレーニングの取り組みと課題について

	…………………………………… 大阪医科薬科大学大学院		救急医学／
	 大阪医科薬科大学大学院		小児科学／
	 大阪医科薬科大学病院	医療安全推進室	 新田	 雅彦

O11-7（D）	 一般市民に対するオンラインでの心肺蘇生講習の試み
	…………………………………………大阪府立中河内救命救急センター	 岸本	 正文

口演 12（O12）� 17：10〜 18：10

	 「CPA・CPR ③」
	 座長	 南奈良総合医療センター		救急科	 植山	 徹
	 	 京都橘大学		健康科学部	 西本	 泰久

O12-1（E）	 病院外心停止におけるバイスタンダーによる除細動に関する検討
	……………………… 京都橘大学		健康科学研究科／京田辺市消防本部	 吉元	 弘

O12-2（S）	 バイスタンダーの心肺蘇生法実施意思評価尺度の開発
	…………………… 中央大学大学院		理工学研究科		都市人間環境専攻	 進藤	 聖矢

O12-3（S）	 胸骨圧迫時のウイルス感染リスクの検討
	………………………………… 中央大学		理工学部		人間総合理工学科	 松下	 奈穂

O12-4（N）	 CPR メータ導入前後の CPR の質の評価
	…………………社会医療法人		生長会		阪南市民病院		内科・整形外科	 西岡	 幾代

O12-5（C）	 東京都内の地下鉄で発生した院外心停止における	 	
	 発生階層と脳機能予後の関連

	………………………………… 国士舘大学		防災・救急救助総合研究所	 都	 城治
O12-6（D）	 成人院外心停止に対する来院時蘇生中止基準の改良版の開発

	………………………………………… 金沢大学大学院		救急・災害医学	 後藤	 由和
O12-7（D）	 成人院外心停止に対する現場蘇生中止基準の外部検証

	………………………………………… 金沢大学大学院		救急・災害医学	 後藤	 由和

口演 13（O13）� 18：20〜 19：20

	 「心血管系の疾患・病態」
	 座長	 札幌医科大学附属病院		放射線部	 小倉	 圭史
	 	 日産自動車株式会社		健康保険組合	 朽方	 規喜

O13-1（D）	 低血糖による意識障害中に発症したと思われる肺塞栓症の一例
	……………………… 岐阜大学医学部附属病院		高度救命治療センター	 吉田	 知生
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O13-2（D）	 治療に難渋した非外傷性前腕コンパートメント症候群を来した	 	
	 神経線維腫Ⅰ型の一例

	…………………………………………………………新百合ヶ丘総合病院	 田井	 誠悟	
O13-3（D）	 突然の胸痛発作で来院し多彩な心電図変化を呈した若年女性の 1 例

	………………… 国立病院機構		東近江総合医療センター		循環器内科	 大西	 正人
O13-4（D）	 クラムシェル開胸止血術にて救命し得た気管支動脈破裂の 1 例

	………………………………… りんくう総合医療センター		救命診療科	 新田	亜由美
O13-5（N）	 病院前における循環器救急疾患対応の	 	
	 トレーニングコース（PACC）の必要性とこれからの目標

	……………… 日本医科大学武蔵小杉病院		看護部		救命救急センター	 北崎	 礼繁
O13-6（D）	 非典型的な症状で搬送された急性大動脈解離

	…… 会津中央病院		救命救急センター／日本医科大学		救急医学教室	 山村	 英治
O13-7（D）	 当院における孤立性上腸間膜動脈解離 12 例の検討

	………………… 地域医療振興協会		東京北医療センター		総合診療科	 綾香	 奈々

■一般演題会場 3（大阪国際会議場　3F イベントホール B 〜 E）

口演 14（O14）� 9：00〜 10：00

	 「医療連携・チーム医療①」
	 座長	 京都府立医科大学		薬剤部	 上田	 和正
	 	 滋賀医科大学		救急集中治療医学講座	 塩見	 直人

O14-1（P）	 HCU 入院患者において薬剤師と言語聴覚士の連携により	 	
	 病態に応じた投与経路を選択した一症例

	……………………………………………… イムス三芳総合病院		薬剤部	 石井	 沙知
O14-2（P）	 体外循環装置施行時薬物治療に対する	 	
	 臨床工学技師の現状把握アンケート調査

	……………………………………… りんくう総合医療センター		薬剤科	 小林	 洋平
O14-3（HS）	 当院における救急車受け入れ増加に向けた取り組み

	……………………………… 医療法人社団桐光会		調布病院		救急外来	 鈴木	 康平
O14-4（D）	 医療用 SNS を用いた地域連携にて迅速に診断に至った	 	
	 ペースメーカー植え込み後の前脊髄動脈症候群の一例

	……………………………………………………… 神栖済生会病院		内科	 小田	 有哉
O14-5（D）	 JMIP 未取得の救命救急センターにおける外国人救急対応

	……………… 佐久総合病院		佐久医療センター		救命救急センター／
	 佐久総合病院		インバウンド委員会	 古川	祐太朗

O14-6（MS）	 COVID-19 患者の転院搬送におけるドクターカー積極利用の取り組み
	………… 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院		救命救急センター／
	 聖マリアンナ医科大学病院		救命救急センター	 伊藤	 竜彦

O14-7（HS）	 急性期脳梗塞疑い患者に対する「脳卒中プロトコール」の運用と報告
	………………… 社会医療法人社団石心会		川崎幸病院		救急部救急科			前川	 拓海
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口演 15（O15）� 10：10〜 11：10

	 「医療連携・チーム医療②」
	 座長	 関東労災病院		救急集中治療科	 加地	 正人
	 	 東海大学		看護師キャリア支援センター	 黒田	 啓子

O15-1（N）	 A 病院における敗血症初期対応の質向上に向けての現状調査
	……………………………JA徳島厚生連		吉野川医療センター		看護部	 藤川	 円

O15-2（N）	 当院の救急診療における診療看護師（NP）と医師との協働からの考察
	………………… 国立病院機構		大阪医療センター		チーム医療推進室	 森	 寛泰

O15-3（N）	 特定行為研修修了生（特定看護師）の 2 施設医療機関での	 	
	 活動における効果

	…………… 地域医療振興協会		横須賀市立市民病院		特定集中治療室	 菱沼	 民子
O15-4（N）	 特定行為研修修了生の活動と今後の課題		
	 ～アドバンス・ケア・プランニングでつながる地域連携を目指して～

	…………………………… 横須賀市立うわまち病院		総合診療センター	 清雲	 聡子
O15-5（N）	 来院時心肺停止で搬送された患者家族の搬送から死別後支援の検討	 	
	 ～グリーフカード活用状況の検証から～

	…………………… 北里大学病院		救命救急災害医療センター		看護部	 上村	 由似
O15-6（N）	 多職種で連携する急性期重症患者・家族ケアチームの活動報告	第 2 報	 	
	 ～患者家族と医療者との橋渡しの活動報告～

	………………………………… 総合病院		聖隷浜松病院		看護部管理室	 林	 美恵子
O15-7（D）	 両親からの継続的な虐待に起因する自殺企図例に対して，	 	
	 救急医が考慮すべき事項について

	……………………………………………… 防衛医科大学校病院		救急部	 児玉	 悠

口演 16（O16）� 14：50〜 15：50

	 「医療安全・院内緊急対応」
	 座長	 帝京大学医学部附属病院		安全管理部	 安心院	康彦
	 	 大阪精神センター		薬局	 藤江	 直輝

O16-1（D）	 ER での緊急挿管後に全身皮下気腫を生じた気管膜様部損傷の一例
	………………………………………………… 愛知医科大学病院		救命科	 服部	 幸

O16-2（D）	 単科精神科病院での院内 CPA に対する		
	 アクションカード体制の構築の試み

	………………………………………地方独立行政法人埼玉県立病院機構		
	 埼玉県立精神医療センター		精神科	 清水	 俊宏

O16-3（N）	 当院の心肺蘇生報告書の実際とその課題
	………………………………………地方独立行政法人大阪府立病院機構		
	 大阪急性期・総合医療センター		救急病棟	 金山	 悠
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O16-4（D）	 新型コロナウイルス感染対策中における		
	 医療安全・院内緊急対応としての院内心肺蘇生講習会の意義と課題

	………………………………………………… 公立甲賀病院		救急医療部	 江口	 豊
O16-5（D）	 当院での Rapid	Response	System 導入に際する工夫とその効果の検証

	……………………………………… 済生会横浜市南部病院		救急診療科	 島田	 航輔
O16-6（N）	 愛知医科大学病院における看護師主導 RRS 導入の取り組み

	………………………………………………… 愛知医科大学病院		GICU	 分造	 健太
O16-7（N）	 一般病棟での RRS 起動基準該当から ICU 予定外入室決定までの時間に	 	
	 影響を及ぼす要因

	…… 地方独立行政法人大阪市民病院機構		大阪市立総合医療センター		
	 看護部	 川口	なぎさ

口演 17（O17）� 16：00〜 17：00

	 「急性中毒」
	 座長	 長崎大学病院		薬剤部	 安藝	 敬生
	 	 東京警察病院		救急科	 金井	 尚之

O17-1（D）	 カンナビジオール（CBD）グミの大量摂取により急性中毒を呈した一例
	………………………………………………… 川崎市立川崎病院		救急科	 杉	 真惠

O17-2（D）	 自殺企図による過酸化水素水誤飲により門脈ガス血症を呈した 1 例
	………………………………… 東京北医療センター		臨床研修センター	 尾﨑	 崇

O17-3（D）	 二酸化炭素消火設備の誤放出による二酸化炭素中毒の 2 例
	…………………………… 聖路加国際病院		救急部・救命救急センター	 磯川	修太郎

O17-4（D）	 高流量持続血液透析が著効したリチウム中毒の一例
	…………………………… 大阪公立大学大学院		医学研究科		救急医学	 中谷	 京子

O17-5（D）	 院内での二次被害を起こすことなく入院管理できた	 	
	 クロルピクリン中毒患者の一例

	…………………………………………………… 熊本赤十字病院		救急科	 宮本	 翔太
O17-6（D）	 ジルチアゼム中毒に対し，VA-ECMO 導入が著効した一例

	………………… 和歌山県立医科大学附属病院		高度救命救急センター	 田中	理夏子
O17-7（D）	 難治性心室細動に対して，カフェイン中毒を念頭に治療を行った一例

	……………………………………………………… 大崎市民病院		救急科	 角田	 拓也
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口演 18（O18）� 17：10〜 18：10

	 「COVID-19 関連①」
	 座長	 浜松医療センター		看護部	 笠原	 真弓
	 	 日本赤十字社医療センター		救命救急センター・救急科	 林	 宗博

O18-1（S）	 病院実習前教育が感染対策に及ぼす影響		
	 ～手指衛生と感染防護具の着脱に着目して～

	…… 日本体育大学大学院		保健医療学研究科		救急災害医療学コース	 古正	 凪沙
O18-2（N）	 コロナ禍における救急看護師の労務管理		
	 ～第 1 波から 5 波の健康管理フォーム活用の結果と今後の課題～

	……………………………… 愛知医科大学病院		高度救命救急センター	 川谷	 陽子
O18-3（N）	 救急外来看護師の COVID-19 流行後のストレスとワクチン接種の影響

	…… 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団		潤和会記念病院		
	 看護部	 松尾	 利沙

O18-4（E）	 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う	 	
	 心肺停止傷病者への活動指針の有効性評価

	…………………………………………………………………神戸市消防局	 花村	 直人
O18-5（HS）	 COVID-19 の最大感染数を記録した第 5 波を乗り越えて	 	
	 ～救命調整員による迅速な応需と転院の実績～

	…………… 聖マリアンナ医科大学病院		メディカルサポートセンター	 老沼	 大輔
O18-6（D）	 COVID-19 患者の ADL 向上を目指したリハビリテーションと	 	
	 多職種カンファレンスの実施

	……………………………………………… 兵庫医科大学		救急災害医学	 白井	 邦博
O18-7（D）	 コロナ禍における区内病院の災害対応能力向上の試み

	………………直和会		平成立石病院		診療部		地域救急医療センター／
	 公益社団法人墨田区医師会		災害救急医療委員会	 大桃	 丈知

口演 19（O19）� 18：20〜 19：20

	 「COVID-19 関連②」
	 座長	 大阪医科薬科大学病院		中央検査部	 久保田	芽里
	 	 東京女子医科大学附属足立医療センター		救命救急センター	 庄古	 知久

O19-1（D）	 COVID-19 肺炎患者搬送用のオリジナルアイソレーターの開発と活用
	……………………… 大阪大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 入澤	 太郎

O19-2（D）	 人工呼吸器管理を要した COVID-19 症例での凝固障害と転帰の関連
	……………………………… 大阪公立大学医学部附属病院		救命救急科	 脇田	 史明

O19-3（D）	 COVID-19 重症患者への	 	
	 侵襲的陽圧換気療法／ awake	prone	positioning 例の報告

	………………………… 洛和会音羽病院		救命救急センター・京都ER	 吉村	 聡志
O19-4（D）	 人工呼吸器管理中の重症 COVID-19 肺炎に続発した難治性気胸の 1 例

	………………………………………… 兵庫医科大学		救急災害医学講座			野間	 光貴
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O19-5（D）	 新型コロナウイルス抗体迅速測定キットの診断精度検証
	………………………………………… 福岡大学病院		救命救急センター	 酒井	麻巳子

O19-6（P）	 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が	 	
	 インシデントレポートへ与える影響

	……………… 大阪公立大学医学部附属病院		医療の質・安全管理部／
	 大阪公立大学大学院		医学研究科		臨床感染制御学	 川口	 博資

O19-7（E）	 新型コロナウイルス感染症への対応と今後の課題
	…………………………………………… 大阪市消防局		救急部		救急課	 鱧野	 和士

■一般演題会場 4（大阪国際会議場　3F イベントホール B 〜 E）

ミニオーラル 1（M1）� 9：00〜 9：50

	 「CPA・CPR ①」
	 座長	 愛知医科大学病院		高度救命救急センター		EICU	 川谷	 陽子
	 	 京都橘大学		健康科学部	 久保山	一敏

M1-1（D）	 低血糖による意識障害で救急搬送後，心停止となった糖尿病患者の一例
	………………… 国家公務員共済組合連合会		呉共済病院		総合診療科	 野村	 翔也

M1-2（C）	 一次救命処置における行動意識と教育効果について
	……………………… 帝京平成大学		健康メディカル学部		医療科学科	 矢島	 務

M1-3（S）	 Virtual	Reality を用いた心肺蘇生法教育時の心理的ストレス分析
	…………………………………………………… 中央大学		理工学研究科	 佐治	 恭眞

M1-4（D）	 キャラクター IP コンテンツとのコラボによる	 	
	 新しい救命教育ターゲットの発掘とその成果

	……………………………………………… 千葉市立海浜病院		救急科／
	 NPO法人ちば救命・AED普及研究会	 本間	 洋輔

M1-5（C）	 Augmented	Reality（AR）技術を用いた	 	
	 心肺蘇生訓練スマホアプリ開発の試み

	……………………… 新潟医療福祉大学		医療技術学部		救急救命学科	 大松	健太郎
M1-6（HS）	 フィードバック機能付きマネキンを使用した自習型講習による	 	
	 胸骨圧迫手技習得効果の検討

	…………………………………… 朝日大学		保健医療学部		看護学科／
	 朝日大学病院		麻酔科・歯科麻酔科／
	 NPO法人岐阜救急災害医療研究開発機構	 名知	ひかる

M1-7（HS）	 体外循環式心肺蘇生法（ECPR）対応シミュレーションに向けた取り組み
	…………………………………… 和泉市立総合医療センター		救急外来	 八重樫	秀和

M1-8（D）	 当院での RRS 構築前後における院内急変患者に対する	 	
	 ECPR 導入後の予後比較

	……………………………………… 済生会宇都宮病院		救急集中治療科	 山田	 宗
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ミニオーラル 2（M2）� 10：10〜 11：00

	 「CPA・CPR ②」
	 座長	 神戸市立医療センター中央市民病院		救命救急センター	 有吉	 孝一
	 	 千葉県救急医療センター		麻酔集中治療科	 藤芳	 直彦

M2-1（C）	 ポケットフェイスマスクを用いた人工呼吸による感染リスクの検証
	……………………… 新潟医療福祉大学		医療技術学部		救急救命学科	 大和田	 均

M2-2（C）	 救急搬送データベースによる住居内で搬送事案の性差の解析
	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 田久	 浩志

M2-3（C）	 住宅地における AED の設置に関する基礎調査
	…………………………………………………… 東京電機大学		理工学部	 江川	 香奈

M2-4（C）	 オートショック AED 教育普及における提言
	…………………………… 国士舘大学		体育学部		スポーツ医科学科／
	 「非医療従事者によるAED使用のあり方特別委員会」
	 AEDの教育普及に関する作業部会	 高橋	 宏幸

M2-5（E）	 独自スケールを用いた自動式心マッサージ器の使用可否を早期判定
	……………………………………… 岡山市消防局		北消防署		今出張所	 上月	 知治

M2-6（E）	 自動心肺蘇生器の使用による効果
	…………………………………………………………………大分市消防局	 本田	 正吾

M2-7（E）	 救急救命士による病院前初回アドレナリン投与時間と関連する要因の検討
	…………………………………………………遠軽地区広域組合消防本部	 谷口	 圭祐

M2-8（C）	 病院外心肺停止における救急隊の現場滞在時間と予後の関連の検討	 	
	 ～時間依存性傾向スコアマッチング～

	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 齋藤	 駿佑

ミニオーラル 3（M3）� 14：50〜 15：45

	 「緊急度判定 / オリンピック・パラリンピック」
	 座長	 NPO救命おかやま		副理事長	 石井	 史子
	 	 上武大学		ビジネス情報学部		スポーツ健康マネジメント学科	 木村	 恭二

M3-1（D）	 非医療従事者による傷病者評価システムの活用	 	
	 と野外救急法がファーストエイドに与える影響

	………… 北里大学		医学部		地域総合医療学／Tight		medical		works	 稲垣	 泰斗
M3-2（S）	 当大学における橈骨動脈触知に関する正確性の検討

	…………………………… 日本体育大学		保健医療学部		救急医療学科	 天野	 智仁
M3-3（E）	 救急救命士が救急現場で緊急度を判断するプロセスについて	 	
	 ～出動経験の違いに着目して～

	………………………………………………………………小牧市消防本部	 中原	 史雅
M3-4（S）	 救急電話相談事業による緊急度判定が頭部外傷患者の転帰に与える影響

	………………………………………………… 大阪大学		医学部		医学科	 増田	奈保子
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M3-5（N）	 A 病院における院内トリアージの課題
	………………………………………… 熊本市立熊本市民病院		救急外来	 米村	 裕子

M3-6	 演題取り下げ

M3-7（C）	 東京 2020 大会期間中における	NOC・IF・メディアなど	 	
	 大会スタッフの傷病発生と外部医療機関への受診状況

	………………東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会		
	 大会運営局		医療サービス	 小酒井	和輝

M3-8（C）	 東京 2020 大会における救急救命士の	 	
	 メディカルオペレーションマネージャーとしての役割

	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 金川	 陽亮
M3-9（D）	 雪崩埋没者に対する一次救命処置の国際標準化への取り組み　	 	
	 ～ Ava	Life の説明～

	……………………………利尻島国保中央病院／Mountain		Safety.info	 浅井	 悌
M3-10（D）	 尿管結石として紹介受診した腹部大動脈瘤破裂の一例

	………………………………………………………… 虎の門病院		救急科	 清水	 優人

ミニオーラル 4（M4）� 16：00〜 17：15

	 「COVID-19 関連①」
	 座長	 堺市立総合医療センター		薬剤科	 大西	 敦子
	 	 獨協医科大学		救急医学	 小野	 一之

M4-1（C）	 大型サーキュレーターを用いた換気の有効性
	…………………………… 日本体育大学		保健医療学部		救急医療学科	 土肥	莉里香

M4-2（D）	 SaO2 ／ FiO2 は COVID-19 患者での	 	
	 HFNC（High	Flow	Nasal	Canula）の成否予測に有用である

	………………………………………… 兵庫医科大学		救急災害医学講座	 佐藤	 聖子
M4-3（D）	 亜鉛欠乏が COVID-19 肺炎に与える影響

	…………………… 東邦大学医療センター大森病院		救命救急センター	 一林	 亮
M4-4（D）	 機械学習を用いた重症 COVID-19 の層別化における	 	
	 臨床的有用性の予備的検討

	…………………………… 横浜市立大学大学院		医学研究科		救急医学	 酒井	 和也
M4-5（C）	 第五波直後調査と第二波期調査の比較	 	
	 ～コロナ禍における救急隊員のストレス（7）～

	………………………………………………………… 名城大学		人間学部	 畑中	 美穂
M4-6（D）	 第 1-4 波と第 5 波の重症 COVID-19 の生存率の比較

	………… 国立国際医療研究センター病院		救命救急センター		救急科	 加藤	 史人
M4-7（D）	 COVID-19 流行下の災害に対する院内災害対応訓練の検証

	……………………………………… 鹿児島市立病院		救命救急センター	 吉原	 秀明
M4-8（D）	 COVID-19 に伴う下腿壊死により下腿切断に至った 1 例

	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 島田	 拓哉
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M4-9（D）	 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）治療中に	 	
	 侵襲性肺アスペルギルス症の併発が疑われた一例

	…………………… 順天堂大学医学部附属練馬病院		救急・集中治療科	 伊藤	 櫻子
M4-10（D）	 敗血症とヘパリン起因性血小板減少症を発症し診断に苦慮した	 	
	 重症 COVID-19 肺炎の一例

	……………………………………… 東京医科大学		救急・災害医学分野	 会田	 健太
M4-11（C）	 日本体育大学における新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について

	…………………………… 日本体育大学		保健医療学部		救急医療学科	 小倉	 勝弘
M4-12（C）	 京都橘大学 COVID-19 ワクチン職域接種時における	 	
	 即時型副反応の傾向

	………………………………… 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 杉木	 翔太

ミニオーラル 5（M5）� 17：15〜 18：40

	 「COVID-19 関連②」
	 座長	 武蔵野赤十字病院		集中治療部	 高橋	 英夫
	 	 医療法人伯鳳会		東京曳舟病院		救急科	 三浦	 邦久

M5-1（D）	 COVID-19 で集団罹患した 7 名の外国人患者の入院事例
	………………………………………… 札幌東徳洲会病院		救急センター	 増井	 伸高

M5-2（N）	 COVID-19 患者受け入れの過程を振り返り，	 	
	 それを乗り越えた経緯についての報告

	……………………………………………… 聖隷浜松病院		救命救急病棟	 三上	 知里
M5-3（D）	 離職率をあげずに COVID-19 対応を行った二次救急病院，	 	
	 救急部門の取り組み

	……… 社会医療法人かりゆし会		ハートライフ病院		救急総合診療部	 三戸	 正人
M5-4（E）	 当本部管轄地域における自損事案の増加と COVID-19 との関連

	……………………………………………知多中部広域事務組合消防本部	 宮﨑	 寛典
M5-5（C）	 COVID-19 流行下の自粛期間中における	 	
	 発熱を伴う泌尿器科疾患の救急搬送時間について

	……………………………………… 高知大学		医学部		環境医学教室／
	 高知大学		次世代医療創造センター	 南	 まりな

M5-6（E）	 COVID-19 蔓延時における救急隊運用効率低下についての検討
	…………………………………………… 神戸市消防局		警防部		救急課	 杉山	 隼

M5-7（R）	 COVID-19 における放射線部門の感染対策	 	
	 ～ハイブリッドチーム化の有用性～

	……………………… 国立病院機構		水戸医療センター		放射線技術科	 田中	 善啓
M5-8（D）	 コロナ禍によって減少した救急外来受診患者の特徴

	………………………………………………… 静岡県立総合病院		救急科	 牧	 信行
M5-9（C）	 夜間休日におけるコロナ陽性患者受入れ調整業務に	 	
	 「医産連携」で取り組んだ事例

	……………………………………………………株式会社エヌジェーシー	 三輪	 琴未
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M5-10（N）	 COVID-19 患者を安全にケアするために	 	
	 院内のリソースを活用した実践報告

	……………………………………………… 聖隷浜松病院		救命救急病棟	 内山	 沙紀
M5-11（N）	 隣接病院の中等症病床で重症化した	 	
	 COVID-19 感染症患者受け入れに対する当センターの取り組み

	…………………………………………大阪府立中河内救命救急センター			竹内	 若菜
M5-12（D）	 茨城県における COVID-19 臨時医療施設体制整備と運用

	………………… 国立病院機構		水戸医療センター		救命救急センター	 安田	 貢
M5-13（N）	 COVID-19 陽性妊婦に対する帝王切開対応整備の一考察	 	
	 ～救われるべき生命を救う～

	……………………………………… 八戸市立市民病院		看護局		手術室	 齋藤	 友厚
M5-14（D）	 コロナ禍中における新病院移転は対応にどのような変化をもたらしたか

	………… 日本医科大学武蔵小杉病院		救命救急センター		救命救急科	 渡邊	 顕弘

ミニオーラル 6（M6）� 18：40〜 19：35

	 「集中治療・感染症」
	 座長	 東京医科大学八王子医療センター		特定集中治療部	 蒲原	 英伸
	 	 那須赤十字病院		救命救急センター	 長谷川	伸之

M6-1（D）	 治療選択に難渋した急性冠症候群による心原性ショックの 1 例
	………………………… 東邦大学医療センター大森病院		救命センター	 岡	 崇

M6-2（D）	 診断に苦慮した特発性尿管損傷の一例
	………………………………… 久留米大学病院		高度救命救急センター	 副島	 靖寛

M6-3（D）	 スズメバチ刺傷に伴う多臓器不全例に血漿交換療法が奏功した一例
	……………… 久留米大学病院		高度救命救急センター・救急医学講座	 国武	 和也

M6-4（ME）	 急激な経過を辿った血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫の 1 症例
	…………………………………………… 名古屋徳洲会総合病院		検査科	 河井	 伸午

M6-5（D）	 高エネルギー外傷患者の SGLT2 阻害薬内服再開に伴う	 	
	 正常血糖ケトアシドーシスの 1 例

	………………………………………………… 愛知医科大学		救命救急科	 前嶋	 竜八
M6-6（D）	 新型コロナウイルスワクチン接種後，発熱，乏尿，下腿浮腫，	 	
	 呼吸苦が出現し TAFRO 症候群の診断に至った一例

	………………………………………………………… 虎の門病院		救急科	 天木	 衛
M6-7（D）	 明らかな誘因が指摘できなかった若年性腋窩蜂巣炎の 1 例

	…………………………………………………… 勤医協中央病院		救急科	 髙野	信之介
M6-8（D）	 早期治療介入により良好な経過を辿った日本紅斑熱の一例

	……………………………………………………… 倉敷中央病院		救急科	 田邊	 眞央
M6-9（D）	 敗血症性ショック，DIC，ARDS を呈した日本紅斑熱の一例

	…………………………………… 長崎大学病院		高度救命救急センター	 小渕	 幸稔
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■一般演題会場 5（大阪国際会議場　3F イベントホール B 〜 E）

ミニオーラル 7（M7）� 9：00〜 10：10

	 「外因」
	 座長	 兵庫県災害医療センター		診療部	 石原	 諭
	 	 武蔵村山病院		放射線室	 森	 剛

M7-1（D）	 ヘパリン自己注射により腹壁動脈損傷，	 	
	 巨大皮下血腫をきたし TAE で止血が得られた一例

	………………………………………………… 富山県立中央病院		救急科	 佐藤	 史隆
M7-2（D）	 胸壁内血腫により出血性ショックとなった本態性血小板血症の一例

	……………………………………………… 加古川中央市民病院		救急科	 畑田	真梨子
M7-3（D）	 外傷を機に大量血胸を呈した転移性肺腫瘍の 1 例

	………………………… 東京医科大学病院八王子医療センター		救急科	 沈	 平成
M7-4（D）	 社会復帰しえた外傷性窒息の 2 例

	………………… 奈良県立医科大学		救急医学・高度救命救急センター	 伴	 理紗子
M7-5（D）	 近年の当院におけるハブ咬傷についての集計と，		
	 治療プロトコールの検討について

	………………………………………… 中部徳洲会病院		救急集中治療部	 友利	隆一郎
M7-6（D）	 2021 年夏季に八重山諸島で発生した海での CPA 症例の検討

	……………………………………………… 沖縄県立八重山病院		救急科	 竹島	 茂人
M7-7（E）	 ターニケット使用 15 症例から得られた一考察について

	…………………………………………… 仙台市消防局		警防部		救急課	 伊藤	 翔
M7-8（N）	 外傷初期診療における看護師のシミュレーション教育

	……………………… 大阪公立大学医学部附属病院		救命救急センター	 玉置	 将己
M7-9（HS）	 NP の熱傷治療への取り組み

	……………………………………… 藤田医科大学病院		災害 ･外傷外科	 松田	 奈々
M7-10（D）	 子どもの外傷～受傷原因から考える産学官連携による事故予防～

	………………………………… 国立成育医療研究センター		救急診療科	 大石	 高稔
M7-11（D）	 入院となった転倒による小児外傷の臨床検討

	………………………………… 京都第二赤十字病院		救命救急センター		
	 重症外傷センター		救急科	 石井	 亘

ミニオーラル 8（M8）� 10：10〜 11：20

	 「外傷・外因」
	 座長	 和歌山県立医科大学		救急集中治療医学	 上田	健太郎
	 	 吉田学園		吉田学園医療歯科専門学校	 三上	 剛人

M8-1（D）	 路上での転倒により発生した外傷性視神経症の 1 例
	……………………………………………… 防衛医科大学校病院		救急部	 得津	 礼記
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M8-2（D）	 頸部刺創による鋭的気管損傷の 1 例
	……………………………… 兵庫医科大学		救急災害医学講座		救急科	 西村	 壮太

M8-3（E）	 クラッシュ症候群を疑う症例にドクターカーと連携し	 	
	 生理食塩液を投与した 1 例

	……………………………………………………………砺波地域消防組合	 長尾	 学
M8-4（D）	 迷走神経反射を合併しショックをきたした鈍的腹部外傷の 1 例

	………………………………… 昭和大学横浜市北部病院		救急診療科／
	 昭和大学	医学部	救急・災害医学講座	 榊原	 真子

M8-5（D）	 自宅で作ったたこ焼き摂食後にアナフィラキシーを発症した	 	
	 パンケーキ症候群の 1 例

	…………… 公益社団法人日本海員掖済会		名古屋掖済会病院		救急科	 秦	 豪宏
M8-6（D）	 交通外傷による外傷性精巣脱出症を発症した一例

	…………………………………… 浦添総合病院		救命救急・集中治療部	 山荷	 大貴
M8-7（D）	 エタノール自己注射を契機に上肢コンパートメント症候群を来した 1 例

	…………………………………… 武蔵野赤十字病院		救命救急センター	 原	 俊輔
M8-8（D）	 VA-ECMO により救命し得た，	 	
	 糖尿病性ケトアシドーシスを併存した偶発性低体温症の 1 例

	…………… 鳥取県立中央病院		救命救急センター・集中治療センター		
	 救急集中治療科	 萩原	 尊礼

M8-9（D）	 神経症状を伴わなかった外傷性総頸動脈閉塞の 1 例
	……………………………………………… 自治医科大学		救急医学講座	 田中	 保平

M8-10（N）	 Quad	fever を呈した高位頸髄損傷の 1 例
	…………………………………………… 東京医科大学病院		救命救急科	 冨岡	 卓哉

M8-11（D）	 コロナ流行後初めての夏に河川で飛び込み損傷を生じた 2 症例
	…………………………… 和歌山県立医科大学		救急集中治療医学講座	 石元	 優々

ミニオーラル 9（M9）� 14：50〜 15：45

	 「急性中毒」
	 座長	 京都橘大学		健康科学部	 大石	 泰男
	 	 神戸市立医療センター中央市民病院		薬剤部	 田村	 亮

M9-1（D）	 CT 検査にて診断された急性薬物中毒の一例
	…………………… 東邦大学医療センター大森病院		救命救急センター	 中道	 嘉

M9-2（D）	 次亜塩素酸 Na・水酸化 Na 含有家庭用漂白剤を摂取し，		
	 呼吸管理以外を行わずに自然経過・自宅退院した 1 例

	……………………… さいたま市立病院		救急科／救命救急センター／
	 日本医科大学		救急医学教室	 萩原	 純

M9-3（P）	 アセトアミノフェン中毒において	 	
	 血中濃度の自施設測定が有用であった 2 例

	………………………………………… 札幌医科大学附属病院		薬剤部／
	 札幌医科大学		北海道病院前・航空・災害医学講座	 稲村	 広敏
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M9-4（D）	 フレカイニド中毒に対してアミオダロン投与が奏功した一例
	……………………………………… 昭和大学藤が丘病院		救命救急科／
	 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 菊地	 一樹

M9-5（D）	 クエチアピンを過量内服し，口腔ジスキネジアをきたした一例
	…………………………… 聖路加国際病院		救急部・救命救急センター	 堀江	 勝博

M9-6（D）	 フェンタニル経皮吸収型製剤の不正使用と乱用による中毒の 1 例
	………………………………………………… 八戸市立市民病院		救急科	 鈴木	 航洋

M9-7（D）	 多彩な臓器合併症を呈した急性薬物中毒の 1 例
	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 永樂	 学

M9-8（P）	 コロナ禍における急性薬物中毒の現状
	………………………………………………… 藤田医科大学病院		薬剤部	 廣瀬	 正幸

M9-9（P）	 当院救急外来および初療室における中毒症例の患者背景調査
	…………… 日本赤十字社愛知医療センター		名古屋第一病院		薬剤部	 竹内	 晴美

ミニオーラル 10（M10）� 16：00〜 17：10

	 「脳神経系の疾患・病態」
	 座長	 日本医科大学多摩永山病院		救命救急科	 畝本	 恭子
	 	 日本大学医学部附属板橋病院		薬剤部	 鈴木	慎一郎

M10-1（D）	 糖尿病性ケトアシドーシスに合併した	 	
	 橋中心髄鞘崩壊症を発症し改善した症例を経験した

	…………………………………………… 関西医科大学附属病院		救命科	 岡本	 泰崇
M10-2（D）	 Regorafenib 内服後早期に発症した可逆性後頭葉白質脳症の 1 例

	………………………………………………… 旭川医科大学病院		救急科	 森	 香苗
M10-3（D）	 間質性肺炎患者に発症した脳空気塞栓症の 1 例

	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 井上	 元
M10-4（D）	 心筋梗塞による心肺停止を疑ったが，くも膜下出血と診断された一例

	… 和歌山労災病院		救急科／和歌山労災病院		救急集中治療医学講座	 福島	 純一
M10-5（D）	 ケタミンの投与が有効であった超難治性てんかん重積の一例

	…………………………………… 東京医科大学病院		救命救急センター	 木村	 一馬
M10-6（D）	 プロテイン C 欠乏症に伴う静脈洞血栓症と診断した一例

	………………… 社会医療法人仁愛会		浦添総合病院		救急集中治療部	 金城	 朋弥
M10-7（D）	 一側広範大脳半球梗塞に対して外科的治療と保存的治療の比較

	………………… 昭和大学江東豊洲病院		脳血管センター		脳神経外科	 池田	 尚人
M10-8（HS）	 当院における脳卒中患者受け入れと救急隊の現場観察について

	………………………… 埼玉医科大学総合医療センター		救急科（ER）	 安齋	 勝人
M10-9（D）	 重度意識患者の診断と特徴

	……………… 神戸市立医療センター中央市民病院		救命救急センター	 水	 大介
M10-10（D）	 当院における非高血圧性皮質下出血症例の原因に対する検討

	………………… 昭和大学江東豊洲病院		脳血管センター		脳神経外科	 小林	 宥大
M10-11（E）	 急性期脳梗塞患者に対する FACE2AD を用いた鑑別とその効果

	……………………………………………………………津山圏域消防組合	 中川	 浩徳

m-hagisawa
テキスト ボックス
 和歌山労災病院　救急科／和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座
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ミニオーラル 11（M11）� 17：10〜 18：10

	 「心血管系・呼吸器系の疾患・病態」
	 座長	 医療法人医誠会		医誠会病院		救急診療科	 有元	 秀樹
	 	 国立病院機構		東京医療センター		救命救急センター	 栗原	 智宏

M11-1（D）	 失神で救急外来を受診され植込み型心電モニタ（ICM）により	 	
	 診断に至り治療を行った心原性失神の 2 例

	……………………………………………………… 河北総合病院		救急部	 佐藤	由里子
M11-2（D）	 急性心筋梗塞と急性脳梗塞が来院時に合併していた一例

	…………………………… 順天堂大学医学部附属静岡病院		救急診療科	 濵田	 通果
M11-3（D）	 消化器疾患を契機にたこつぼ型心筋症を発症した 2 症例に対する検討

	………………………………………… 東京都保健医療公社		大久保病院	 竹田	 康佑
M11-4（D）	 当院独自の Rapid	response	car（RRC）による病院前救護が	 	
	 有用であった心肺停止の 1 例

	…福岡大学病院		救命救急センター		／福岡大学病院		心臓血管内科学	 松岡	 優太
M11-5	 演題取り下げ

M11-6（D）	 抜管後に輪状甲状膜穿刺キットを留置した 6 症例の検討
	…………… 奈良県総合医療センター		救命救急センター		集中治療部	 川田	 沙恵

M11-7（D）	 気管挿管時，筋弛緩使用後に上気道狭窄が増悪した一例
	…………………… 埼玉県立小児医療センター		小児救命救急センター	 谷	 柚衣子

M11-8（D）	 下顎骨骨折・口腔内出血患者に対して緊急気管切開を行った一例
	………………………… 埼玉医科大学総合医療センター		救急科（ER）	 小島	 優佳

M11-9（D）	 筋炎に伴う呼吸筋麻痺が疑われた一例
	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 川上	ちひろ

M11-10（D）	 急性喉頭蓋炎による気道緊急に対して事前にマーキングを行い	 	
	 速やかに輪状甲状靱帯切開を施行し救命した 1 例

	…………………………………………………………淀川キリスト教病院	 吉田	 大輝
M11-11（D）	 高位気管切開により嗄声をきたした 1 例

	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 中村	 元保

ミニオーラル 12（M12）� 18：20〜 19：15

	 「消化器系の疾患・病態」
	 座長	 日本生命病院		救急総合診療センター	 岸	 正司
	 	 日本赤十字和歌山医療センター		看護管理室	 芝田	 里花

M12-1（D）	 主訴が発熱と下部消化管出血のみで，	 	
	 診断困難であった腸管型ベーチェット病疑いの一例

	…………………………………………………… 勤医協中央病院		救急科	 小菅	 善之
M12-2（D）	 感染性が疑われた特発性副腎血腫の 1 例

	…………………………………………… 昭和大学		医学部		救命救急科	 昼間	 楓
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M12-3（D）	 脾動脈瘤を伴う膵仮性嚢胞結腸瘻からの出血により	 	
	 ショックを来した 1 例

	… 昭和大学横浜市北部病院		救急診療科／戸塚共立第 1病院		外科／
	 昭和大学		医学部	救急災害医学講座	 宮本	 和幸

M12-4（D）	 腹圧上昇により腹直筋血腫が生じた肝硬変患者の 1 例
	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 柳澤	 薫

M12-5（D）	 右側腹部痛を呈した特発性腹腔動脈解離の 1 例
	…………………………………… 川崎市立川崎病院		救命救急センター	 天笠	 愛子

M12-6（D）	 シリコン製おかずカップによる小腸穿孔の一例
	………………………………………… 近畿大学病院		救命救急センター	 布谷	早樹子

M12-7（D）	 腹痛のない急性虫垂炎の一例
	………………………………………………………… 虎ノ門病院		救急科	 田口	淳之介

M12-8（D）	 急性胃腸炎や COVID-19 との鑑別に難渋した急性虫垂炎の一例
	………………… 国家公務員共済組合連合会		呉共済病院		総合診療科	 近藤	 聡美

M12-9（D）	 腹腔内腫瘤を原因とした出血性ショックに対する開腹術において	 	
	 出血制御に IABO が有用であった 1 例

	…………………… 東邦大学医療センター大森病院		救急救命センター	 保坂	 浩加

■一般演題会場 6（大阪国際会議場　3F イベントホール B 〜 E）

ミニオーラル 13（M13）� 9：00〜 9：50

	 「診療放射線技師関連」
	 座長	 帝京大学医学部附属病院		中央放射線部	 西郷	 洋子
	 	 国立病院機構		水戸医療センター		放射線技術科	 田中	 善啓

M13-1（R）	 Hybrid-ER における緊急 CT ウォームアップ時の	 	
	 患者被ばく線量に関する検討

	………………………………………………りんくう総合医療センター／
	 大阪府泉州救命救急センター		放射線技術科	 藤村	 一郎

M13-2（R）	 モバイル C アームを用いた	 	
	 COVID-19	Avalon ダブルルーメンカテーテル（VV-ECMO）の挿入経験

	……………………………… 聖マリアンナ医科大学病院		画像センター	 佐藤	 優
M13-3（R）	 CBCT における Add ／ Sub 処理を応用した	 	
	 ボケマスク画像の破裂動脈瘤に対する臨床的有用性

	………………………………… 東海大学医学部付属病院		放射線技術科	 會田	 直史
M13-4（R）	 COVID-19 による急性呼吸窮迫症候群に対する CT 撮影時相による	 	
	 肺容積計測への影響

	………………………………………… 札幌医科大学附属病院		放射線部	 小倉	 圭史
M13-5（R）	 下肢静脈造影 CT 検査の造影効果に有効なカフパンピング方法の検討

	…………………………… 国立国際医療研究センター		放射線診療部門	 黒澤	 美穂
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M13-6（R）	 FPD システムを利用したポータブル撮影下での術中画像支援の有用性
	…………………………………………… みやぎ県南中核病院		放射線部	 熊谷	 伸作

M13-7（R）	 救急撮影におけるパニック画像に対する読影力の検証
	……………………………………………… 藤田医科大学病院		放射線部	 鈴木	 崇宏

M13-8（R）	 外傷全身 CT 被ばく線量（CTDIvol と DLP）の		
	 実態調査 2022 の中間報告

	……………………………………………… 神戸赤十字病院		放射線科部	 宮安	 孝行

ミニオーラル 14（M14）� 10：10〜 11：20

	 「地域救急医療体制」
	 座長	 前橋赤十字病院		高度救命救急センター		集中治療科・救急科	 中村	 光伸
	 	 愛知淑徳大学		健康医療科学部		スポーツ・健康医科学科		
	 	 救急救命学専攻	 夏目	 美樹

M14-1（D）	 ビジュアル・オンラインメディカルコントロールシステムの開発
	…………………………………… 信州大学		医学部		救急集中治療医学	 今村	 浩

M14-2（D）	 オンライン形式による救急事例検討会
	…………………………… 国立病院機構		北海道医療センター		救急科	 硲	 光司

M14-3（D）	 岐阜県メディカルコントロール協議会が目指す未来像	 	
	 ～常に結果を示す MC を目指して～

	……………………… 岐阜大学医学部附属病院		高次救命治療センター	 吉田	 隆浩
M14-4（E）	 救命士中心で PDCA サイクルを回し，地域を変えられるか？

	………………………………………………… 栄町消防本部		栄町消防署	 杉田	 辰生
M14-5（D）	 当地域における「事前管制」の現状

	……………………………………… 春日井市民病院		救命救急センター	 近藤	 圭太
M14-6（C）	 救急現場活動時間延伸の要因（全国救急搬送データの分析）

	……… 新潟医療福祉大学大学院		医療福祉研究科		救急救命学分野／
	 新潟医療福祉大学		医療技術学部		救急救命学科	 竹井	 豊

M14-7（D）	 同じ医療圏内に大学病院分院ができたら		
	 ～救急外来受診患者動向に与える影響～

	……………………………………………………… 岡崎市民病院		救急科	 小林	 洋介
M14-8（D）	 遠隔診療支援システムとドクターヘリを活用した	 	
	 中山間地域における救急医療支援

	…………………………… 宮崎大学医学部附属病院		救命救急センター	 落合	 秀信
M14-9（HS）	 救急救命士法改正に伴う当院に於ける病院救急車運用について

	……………… 医療法人徳洲会		東京西徳洲会病院		救急医療センター	 播磨	 悠斗
M14-10（D）	 競輪場，消防局，医療機関が協力し合うレース競技者搬送の工夫	 	
	 ～競技レース動画の活用～

	………………… 彩の国東大宮メディカルセンター		救急・集中治療科	 小出	 正樹
M14-11（D）	 埼玉県東部地域における外傷傷病者搬送に関する	 	
	 書面式事後検証の現状と問題点 2022

	…………………………………………… みさと健和病院		救急総合内科	 山田	浩二郎
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ミニオーラル 15（M15）� 14：50〜 16：00

	 「病院前救急（ドクターカー・ドクターヘリ等）」
	 座長	 兵庫県立西宮病院		救命救急センター	 中川	 雄公
	 	 済生会福岡総合病院		救命救急センター	 則尾	 弘文

M15-1（N）	 水道管工事中に取り残された事故に現地医療派遣をした経験	 	
	 ～活動報告と課題～

	………………………………… 関西医科大学総合医療センター		救命科	 江﨑	 麻起
M15-2（D）	 搬送に苦慮した高度肥満症の 1 例

	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 加藤	 晶人
M15-3（E）	 山中鉄塔での感電事故	 	
	 ～救助消防ヘリコプターを含む複数隊の連携活動～

	………………………………………………枚方寝屋川消防組合消防本部			岸根	 正治
M15-4（D）	 ラピッドレスポンスカー導入にむけた当院での取り組み

	………………………… 藤枝市立総合病院		救命救急センター		救急科	 麻喜	 幹博
M15-5（C）	 横浜市救急ワークステーションで運用するドクターカーの現状について

	………………横浜市消防局		救急部		救急課		救急ワークステーション	 草摘	 将
M15-6（D）	 前橋ドクターカーにおける医療介入率の検討

	……… 前橋赤十字病院		高度救命救急センター		集中治療科・救急科	 西村	 朋也
M15-7（N）	 病院前救護，初期診療，集中管理でシームレスに関わるドクターカー看護師	 	
	 ～成功体験がやりがいになる～

	………………………… 独立行政法人国立病院機構		横浜医療センター		
	 救命救急センター ICU	 平	 茉希子

M15-8（C）	 ドクターカー活動における医療費請求の説明を現場で	 	
	 運転手が行う有効性について

	……………………………………………………株式会社エヌジェーシー	 藤原	 悠太
M15-9（D）	 ドクターヘリ基地病院からの消防組織への働きかけが	 	
	 ドクターヘリの要請，現着前要請に与えた影響

	………………………………… 埼玉医科大学総合医療センター		救急科	 園田	健一郎
M15-10（D）	 消防署からの遠隔地（秋田県玉川・八幡平地区）での CPA 症例の検討

	…………………………………………………… 秋田赤十字病院		救急科	 原野	 康平
M15-11（E）	 近隣消防からの救急救命士派遣及び常備消防非設置自治体の	 	
	 救急救命士を活用したドクターカー運用の効果

	…………………………………… 日本救急システム株式会社		宮崎支社	 川口	 惇
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ミニオーラル 16（M16）� 16：00〜 17：10

	 「災害医療・マスギャザリング」
	 座長	 さいたま赤十字病院		高度救命救急センター		救急科	 田口	 茂正
	 	 独立行政法人国立病院機構本部		DMAT事務局	 若井	 聡智

M16-1（N）	 地域防災計画に基づいた BCP 作成と総合防災訓練実施のために		
	 救急看護認定看護師が担ったこと

	…… 国際医療福祉大学大学院		医療福祉学研究科		医療福祉経営専攻	 杉本	 環
M16-2（ME）	 コロナ禍における病院職員の災害対応能力向上を目的とした災害訓練

	……………医療法人社団永生会		南多摩病院		医療技術部		臨床検査科	 楢原	 学
M16-3（D）	 水道橋崩落による断水でわかった病院給水における問題点

	……………………………………… 和歌山労災病院		救急・集中治療部	 岩崎	 安博
M16-4（D）	 雷撃傷における複数傷病者事案から得た教訓	 	
	 ～ reverse	triage と軽症者の受診～

	………………… 佐久総合病院		佐久医療センター		救命救急センター	 古川	祐太朗
M16-5（D）	 東京 2020 大会トライアスロン競技の医療救護の運営と感染対策

	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 八木	 正晴
M16-6（D）	 コロナ禍に医療資源の乏しい静岡県東部における	 	
	 オリンピック競技開催時の対応

	……………………………………………順天堂大学医学部附属静岡病院	 柳川	 洋一
M16-7（D）	 COVID-19 パンデミック下における	 	
	 プロサーフィン大会における感染対策

	………………………………………………… 海老名総合病院		救急科／
	 東海大学医学部付属病院		総合診療学系		救命救急医学	 日上	 滋雄

M16-8（D）	 にっぽんど真ん中祭りにおける Mass-gathering	Medicine	 	
	 ～第 22・23 回大会の医療支援報告～

	…………………………………… 総合大雄会病院		救命救急センター／
	（財）2005 年日本国際博覧会記念災害救急医療研究財団（SECDEM）	 井上	 保介

M16-9（HS）	 日本ど真ん中祭りにおける熱中症対策と感染症対策の両立
	………………… 2005 年日本国際博覧会記念災害救急医療研究財団／
	 名古屋掖済会病院	 丹羽	 一晃

M16-10（N）	 トレイルランニングレースにおける消防機関との	 	
	 オンラインリアルタイム傷病者情報共有

	…………………………… 順天堂大学大学院		スポーツ健康科学研究科		
	 スポーツ医学（内科）研究室／
	 伊豆トレイルジャーニー		救護チーム	 染谷	 咲子

M16-11（C）	 JAPAN	RUGBY	LEAGUE	ONE における	 	
	 選手及び観客を対象とした Emergency	Action	Plan の構築

	………………………………………クボタスピアーズ船橋・東京ベイ／
	 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 中陳	慎一郎

m-hagisawa
テキスト ボックス
演題取り下げ
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ミニオーラル 17（M17）� 17：10〜 18：10

	 「救急現場活動・救急救命士の活用」
	 座長	 東京慈恵会医科大学附属柏病院		救命救急センター	 卯津羅	雅彦
	 	 東海大学		医学部		看護学科	 大山	 太

M17-1（E）	 携帯型サーモグラフィーカメラを用いた救急傷病者における	 	
	 体温測定の有用性の検討（第 2 報）

	……………………………東京消防庁		救急部		救急管理課		救急管理係	 西野	華央里
M17-2（E）	 医療機関と救急隊をつなぐ新たな動画像伝送システムの検証

	………………………………………………………………山口市消防本部	 河村	 孝志
M17-3（E）	 那覇市消防局の病院前における心肺停止患者の心拍再開率と	 	
	 プロトコル変更との関係について

	…………………………… 那覇市消防局		中央消防署		第 1 警備救急隊	 仲榮眞	 徹
M17-4（D）	 外傷症例の現場滞在時間に影響する要因に関する検討	 	
	 ～ e-MATCH データを用いた解析～

	………………………………… 医療法人春秋会		城山病院		救急救命科	 伊藤	 真吾
M17-5（N）	 救急救命士法改正に伴う院内メディカルコントロール体制の整備

	…………………………………………………… 吹田徳洲会病院		救急科	 要	 寿昭
M17-6（HS）	 救急救命士法改正に伴う院内 MC 体制の現状と今後の課題について

	……………………………………… 医療法人社団幸隆会		多摩丘陵病院	 田邉	 陽祐
M17-7（HS）	 院内メディカルコントロール体制の構築と病院救急救命士の担う役割

	……………………………… 東京曳舟病院		診療技術部		救急救命士課	 長橋	 和希
M17-8（HS）	 ドクターカー業務，院内業務，病院救命士としての役割

	……… 社会医療法人かりゆし会		ハートライフ病院		救急総合診療部	 森元	 一晟
M17-9（HS）	 当院における病院救急車での転院搬送による救急隊の負担軽減

	………………… 地域医療振興協会		東京ベイ・浦安市川医療センター
	 救急集中治療科	 鈴木	 裕貴

M17-10（HS）	 当院における救急救命士の業務体制の現状と課題
	………… 社会福祉法人恩賜財団		済生会滋賀県病院		救急災害業務室	 西田	 眞也

ミニオーラル 18（M18）� 18：20〜 19：20

	 「救急救命士の活用」
	 座長	 順天堂大学医学部附属浦安病院		救急診療科	 末吉	孝一郎
	 	 聖隷三方原病院		高度救命救急センター	 早川	 達也

M18-1（HS）	 病院救急救命士の院内業務拡大への取り組み
	………………………… 医療法人医誠会		医師会病院		救急搬送対策室	 山口	 裕子

M18-2（HS）	 救急救命士部会の設置～グループ病院のメリット，デメリット～
	…………………………………………… 宇治徳洲会病院		救急救命士科	 能登路	賀一

M18-3（D）	 院内救急救命士の現状と課題
	…………………………………………………………… 飯塚病院		救急科	 山田	 哲久
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M18-4（C）	 救急救命士，働き方開拓
	……………………………………………… 川越救急クリニック		救急科	 結城	 清貴

M18-5（C）	 民間企業の新たな挑戦～業務委託型病院救命士の存在意義～
	…………………………………………………………株式会社ピースフル	 佐藤	 隆俊

M18-6（HS）	 病院救命士による医師事務作業補助の取り組み
	……………………… 医療法人徳洲会		湘南鎌倉総合病院		救急調整室	 重田	 光貴

M18-7（HS）	 COVID-19 禍における病院救急救命士の役割
	………………………… 巨樹の会		所沢明生病院		救急救命部		ELT科	 朝倉	 雅美

M18-8（C）	 民間救急搬送会社によるコロナ感染症傷病者搬送対応
	………………………………… 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 関根	 和弘

M18-9（HS）	 病院救命士として協力した地域での「攻めのワクチン」
	…………… 社会医療法人かりゆし会		ハートライフ病院		救急診療部	 町田	 隆朗

M18-10（C）	 新型コロナワクチン職域接種における救急救命士の活用について
	………………………………… 国士舘大学		防災・救急救助総合研究所	 曽根	 悦子




