
日臨救急医会誌（JJSEM）2022；25：138-222184

5 月 27日（金）

■第 1 会場（大阪国際会議場　5F 大ホール）

パネルディスカッション 13（PD13）� 8：30〜 10：00

	 「仁の探求：外傷診療におけるチーム力を考える」
	 座長	 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
	 	 大阪急性期・総合医療センター		救急診療科	 藤見	 聡

PD13-1（D）	 Acute	care	surgery ＆ anesthesiology のコラボレーションによる	 	
	 外傷チーム力の向上

	…………………………………… 八戸市立市民病院		救命救急センター	 吉村	 有矢
PD13-2（R）	 外傷診療で診療放射線技師が真のチームの一員となるために

	……………………………………………… 神戸赤十字病院		放射線科部	 宮安	 孝行
PD13-3（N）	 外傷診療における看護師に求められる能力	 	
	 ～外傷診療におけるチーム力を考える～

	………………………………… 前橋赤十字病院		高度救命救急センター	 小池	 伸享
PD13-4（N）	 重症外傷患者の社会復帰へ向けた救命救急センター看護師の役割

	………………… 島根大学医学部附属病院		看護部		救命救急センター	 小椋	 和紀
PD13-5（MS）	 外傷初期診療からのソーシャルワーカーの関わり

	………… 帝京大学医学部附属病院		医療連携相談部		医療福祉相談室	 佐藤	 圭介
PD13-6（HS）	 多発外傷における早期リハビリテーションの関わり方

	………………………… 地方独立行政法人		りんくう総合医療センター		
	 リハビリテーション技術科	 大野	 直紀

特別講演 2（SL2）� 10：50〜 11：50

	 座長	 和歌山県立医科大学		救急集中治療医学講座	 加藤	 正哉

SL2（C）	 臥薪嘗胆
	 	 野球評論家／阪神タイガーススペシャルアシスタント	 藤川	 球児



日臨救急医会誌（JJSEM）2022；25：138-222 185

26
日

27
日

ランチョンセミナー 8（LS8）� 12：10〜 13：10

	 座長	 愛媛大学大学院		医学系研究科		救急医学講座	 佐藤	 格夫

LS8（D）	 滋賀県における COVID-19 対応～逆境からの挑戦～
	 	 滋賀医科大学		医学部		医学科		救急集中治療医学講座	 塩見	 直人

� 共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

専門医共通講習 3：医療倫理（BC3）� 13：20〜 14：20

	 座長	 自治医科大学附属さいたま医療センター		救急科	 守谷	 俊

BC3（C）	 研究倫理はなぜ必要か～臨床研究と日常診療の違いから考える～
	 	 東北大学大学院		文学研究科		社会学専攻分野	 田代	 志門

救急科領域講習 4（COL4）� 14：30〜 15：30

	 座長	 日本大学		医学部		救急医学系		救急集中治療医学分野	 櫻井	 淳

COL4（D）	 緊急度判定と新型コロナウイルス感染症
	 	 帝京大学		医学部		救急医学講座	 森村	 尚登

救急科領域講習 6（COL6）� 15：40〜 16：40

	 座長	 長崎大学病院		高度救命救急センター	 田﨑	 修

COL6（D）	 重症 COVID-19 の救命率向上には Team 医療が不可欠である	 	
	 ～特に ECMO 管理について～

	 	 福岡大学		医学部		救命救急医学講座	 石倉	 宏恭

■第 2 会場（大阪国際会議場　5F 小ホール）

教育講演 4（EL4）� 8：30〜 9：30

	 座長	 一般社団法人		大阪府医師会		会長	 茂松	 茂人

EL4（D）	 「現場」が傷害予防の出発点
	 	 緑園こどもクリニック		小児科学	 山中	 龍宏
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救急科領域講習 3（COL3）� 9：40〜 10：40

	 座長	 帝京大学		医学部		救急医学講座	 問田	 千晶

COL3（D）	 小児救急患者への対応～病院前～病院～病院後～
	 	 北九州市立八幡病院		小児救急センター	 西山	 和孝

教育講演 5（EL5）� 13：20〜 14：20

	 座長	 東京消防庁	 門倉	 徹

EL5（D）	 救急隊員向けの科学論文の書き方
	 	 日本医科大学武蔵小杉病院		救命救急科	 田上	 隆

救急科領域講習 5（COL5）� 14：30〜 15：30

	 座長	 帝京大学医学部附属病院		高度救命救急センター／
	 	 帝京大学		医学部		救急医学講座	 三宅	 康史

COL5（D）	 熱傷蘇生輸液の今までとこれから
	 	 JCHO中京病院		救急科	 大須賀	章倫

教育講演 6（EL6）� 15：40〜 16：40

	 座長	 大阪市消防局	 小西	 一功
	 	 大阪市消防局	 前田	 達也

EL6（C）	 紛争予防法学の視点から心肺蘇生を望まない傷病者への		
	 心肺停止時の救急現場対応を考える

	 	 香川大学危機管理教育・研究・地域連携推進機構	 橋本	雄太郎
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■第 3 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1001-2）

シンポジウム 3（SY3）� 8：30〜 10：00

	 「智の探究：地域包括ケアシステムにおける高齢者救急の課題と展望	Part	1」
	 座長	 北九州市立八幡病院		救命救急センター	 伊藤	 重彦
	 	 東京消防庁		救急部	 前田	 透

SY3-1（D）	 コロナ禍における高齢者救急搬送について
	……………………………… 奈良県立医科大学		高度救命救急センター	 福島	 英賢

SY3-2（N）	 急務！看護師における救急医療から地域へ連携するためのシステム構築	 	
	 ～先ずはお互いを知ることから～

	…………… 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	 小澤	美津子
SY3-3（E）	 病院前救護における高齢者救急の課題と在宅から医療機関へのアクセス

	……………………………………………………… 下関市消防局		警防課	 長岡	 敏信
SY3-4（D）	 高齢者救急の現状と入院患者の家族が抱える課題

	……… 国立病院機構		熊本医療センター		精神科救急医療センター／
	 国立病院機構		熊本医療センター		救命救急部・集中治療部	 橋本	 聡

SY3-5（D）	 病院救急車を活用した地域包括ケアに対する葛飾区の取り組みと	 	
	 コロナ禍の影響

	…………………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
SY3-6（D）	 急性期在宅医療（Hospital	at	home）の提供は		
	 増加する高齢者救急の解決の一助となる

	…………………………………… 京都府立医科大学		救急医療学教室／
	 医療法人双樹会		よしき往診クリニック	 宮本	 雄気

SY3-7（MS）	 緊急入院した高齢者の背景因子と医療ソーシャルワーカーによる	 	
	 支援介入の必要性に関する研究

	……………………… 大阪大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 高橋	 裕美
SY3-8（D）	 身寄りや家族支援のない独居高齢者の救急症例の検討

	…………………………………………………… 蘇生会総合病院		救急科	 吉川	 徹二

ランチョンセミナー 9（LS9）� 12：10〜 13：10

	 「オートショック AED への期待」
	 座長	 救急救命九州研修所	 畑中	 哲生

LS9-1（D）	 オートショック AED の利点と普及の在り方
	 	 吹田徳洲会病院		集中治療センター	 丸川	征四郎

LS9-2（D）	 オートショック AED ～課題と対策～
	 	 救急救命東京研修所	 田邉	 晴山
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LS9-3（C）	 市民が感じるオートショック AED への安心感
	 	 佐川急便株式会社		CSR 推進部	 中山	 宏樹

� 共催：日本ストライカー株式会社

パネルディスカッション 17（PD17）� 13：20〜 14：50

	 「勇の探求：小児傷病者への病院前診療～救急診療の現況～」
	 座長	 東京大学		医学部		小児科	 松井	 彦郎
	 	 横浜市立大学		医学部		救急医学教室	 六車	 崇

PD17-1（D）	 小児例における高品質な救急電話相談事業（＃ 7119）の実現	 	
	 ～横浜市救急相談センターの現況 ･ 第 4 報～

	……………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

PD17-2（D）	 東葛南部地域の小児心肺停止症例に対する病院前診療の現状
	… 順天堂大学医学部附属浦安病院		救急診療科・こども救急センター	 石原	 唯史

PD17-3（D）	 病院前に浸透圧製剤を使用した小児の意識障害の検討
	………………………………………… 東海大学		医学部		救命救急医学	 本多	ゆみえ

PD17-4（D）	 小児ドクターカー出動症例における	 	
	 小児院外心肺停止症例救命処置の時間的検討

	………………… 兵庫県立尼崎総合医療センター		小児救急集中治療科	 山上	 雄司
PD17-5（D）	 小児専門病院と救命救急センターの連携で実践する小児病院前救急医療

	………………… 埼玉県立小児医療センター		小児救命救急センター／
	 さいたま赤十字病院		高度救命救急センター	 多田	 昌弘

PD17-6（D）	 小児重症外傷患者の集約化と搬送の課題
	………………………………… 熊本赤十字病院		小児救命救急センター	 余湖	 直紀

PD17-7（D）	 小児病院前救護トレーニングコース（PPMEC）岡山県地域主催型の報告
	…………………………………… 日本臨床救急医学会		小児救急委員会	 塚原	 紘平

パネルディスカッション 21（PD21）� 15：00〜 17：00

	 「仁の探求：働き方改革～各施設の工夫～」
	 座長	 大阪大学大学院		医学系研究科		救急医学	 織田	 順
	 	 昭和大学		医学部		医学教育学講座	 川原	千香子

PD21-1（D）	 当センターの勤務編成～ 16 年の変遷と現状～
	……………………………………… 手稲渓仁会病院		救命救急センター	 岡本	 博之

PD21-2（D）	 三次救命救急におけるワークライフバランスと専攻医確保の課題
	………………………………… 日本医科大学武蔵小杉病院		救命救急科	 大嶽	 康介
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PD21-3（HS）	 救急外来の働き方改革に期待される病院救命士の役割とは	 	
	 ～「真のチーム医療」を目指した『仁の探究』～

	… 関西メディカル病院		EMT課／関西メディカル病院		ER センター	 足達	ルイス
PD21-4（HS）	 病院救命士による電話症状問い合わせに対する対応の効果検証

	……………………… 医療法人徳洲会		湘南鎌倉総合病院		救急調整室	 作田	 翔平
PD21-5（HS）	 転院検索業務を医師から救急救命士にタスクシフトしての実績	 	
	 ～ COVID-19 での活躍～

	…………………… 社会医療法人石心会		川崎幸病院		救急部		EMT科	 十倉	 梨香
PD21-6（N）	 周術期における特定行為研修修了生（特定看護師）の活動報告	 	
	 ～手術室・集中治療室での活動を通して～

	…………… 公益社団法人地域医療振興協会		横須賀市立うわまち病院		
	 総合診療センター	 鶴井	 亮扶

PD21-7（N）	 診療看護師こそ働き方改革の key	worker
	…………………………………………………………………関西労災病院	 山下	 愛

PD21-8（N）	 当院の診療看護師（NP）を活用した診療体制から	 	
	 持続可能な救急医療を考察する

	………………… 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
PD21-9（P）	 救命救急部外傷チームでのタスクシフティングにおける薬剤師の取り組み	 	
	 ～持参薬代替提案と処方代行入力～

	……………………………………… 大阪市立総合医療センター		薬剤部	 池田	 尚樹

■第 4 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1003）

シンポジウム 4（SY4）� 8：30〜 10：00

	 「勇の探求：救急認定薬剤師制度のこれから～救急専門薬剤師に期待する役割～」
	 座長	 大阪大学大学院		医学系研究科		救急医学	 織田	 順
	 	 岐阜大学医学部附属病院		薬剤部	 鈴木	 昭夫

SY4-1（P）	 国民のニーズに応える専門薬剤師のあり方について
	………………………………………… 神戸大学医学部附属病院		薬剤部	 矢野	 育子

SY4-2（P）	 救急専門薬剤師制度により期待される薬剤師の活動
	……………………………………………… 東京医科大学病院		薬剤部／
	 日本臨床救急医学会		救急認定薬剤師認定委員会	 添田	 博

SY4-3（D）	 薬剤に詳しい薬剤師から救急医療に精通した救急専門薬剤師へ期待
	……………………………… 大阪大学大学院		医学系研究科		救急医学	 織田	 順

SY4-4（N）	 救急看護師と救急認定薬剤師との協働	 	
	 ～看護師の視点から救急専門薬剤師に期待すること～

	…………………… 地方独立行政法人		東金九十九里地域医療センター		
	 東千葉メディカルセンター		看護部	 有澤	 文孝

SY4-5（P）	 中小病院での救急認定薬剤師としての活動
	…………………………………………… 京都田辺中央病院		臨床薬剤部	 片岡	 聡
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SY4-6（P）	 救急集中治療領域において薬剤師が医師と協働で実践する臨床研究の展開
	……………………… 岐阜大学大学院		医学系研究科		感染症寄附講座	 鈴木	 景子

ランチョンセミナー 10（LS10）� 12：10〜 13：10

	 座長	 大阪公立大学医学部附属病院		中央放射線部	 市田	 隆雄

LS10（D）	 救急初療ベッド一体型 CT 導入の有用性		
	 ～重症患者の移動を最小限にする効果と期待～

	 	 大阪公立大学大学院		医学研究科		救急医学	 内田	健一郎

� 共催：富士フイルムヘルスケア株式会社

シンポジウム 5（SY5）� 13：20〜 14：50

	 「智の探究：地域包括ケアシステムにおける高齢者救急の課題と展望	Part	2」
	 座長	 大阪市消防局	 下垣内	直紀
	 	 JCHO中京病院		ICU 診療部	 真弓	 俊彦

SY5-1	 演題取り下げ

SY5-2（D）	 後方病院における急変時に特化した事前確認　	 	
	 ～病棟特性による違いについて～

	…… 松戸市立福祉医療センター		東松戸病院		リハビリテーション科	 森本	 文雄
SY5-3（D）	 超高齢社会における筑豊地域の救急医療への取組み

	…………………………………………………… 麻生		飯塚病院		救急科	 鮎川	 勝彦
SY5-4（D）	 地域包括ケアシステムにおける高齢者救急の課題と展望		
	 ～集中治療を要する高齢外傷症例の検討からみえること～

	……………………………… 群馬大学大学院		医学系研究科		救急医学	 大嶋	 清宏
SY5-5（E）	 高齢者の転倒事故防止に向けたプレホスピタルにおける		
	 大腿部骨折の要因分析について

	…………………………………………… 札幌市消防局		警防部		救急課	 原	 正浩
SY5-6（D）	 高齢者の救急搬送を円滑にするためにできること

	………………………………………… 近畿大学		医学部		救急医学教室	 濱口	 満英
SY5-7（D）	 地域包括ケアシステムに対する救命救急センターのかかわり方の検討

	………………………………………… 昭和大学藤が丘病院		救命救急科	 林	 宗貴
SY5-8（D）	 病院前における心肺蘇生を望まない	 	
	 心停止例（DNAR 症例）への対応に関する検討

	……………………………………………… 関西医科大学		救急医学講座	 梶野	健太郎
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パネルディスカッション 22（PD22）� 15：10〜 16：40

	 「勇の探求：急性期脳梗塞治療における時間短縮に向けた取り組み」
	 座長	 自治医科大学附属さいたま医療センター		救急科	 柏浦	 正広
	 	 国立病院機構		仙台西多賀病院	 高橋	 大樹

PD22-1（D）	 離島発症の急性期脳梗塞患者に対する迅速かつ適切な治療のために	 	
	 ～生命の地域格差をなくすために～

	……………… 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
PD22-2（D）	 急性期脳梗塞に対する早期治療介入のための	 	
	 Target	Stroke プロトコルの作成および運用

	…………………………………… 藤枝市立総合病院		救命救急センター	 加納	 誠也
PD22-3（R）	 急性期脳梗塞患者における画像提供　	 	
	 ～脳 CT 灌流画像を用いた治療適応判断～

	……………………………………… 山形市立病院済生館		中央放射線室	 蜂谷	 幸大
PD22-4（D）	 主幹動脈閉塞型脳梗塞の迅速診断と	 	
	 血管内治療開始までの時間短縮に向けた当院の工夫とその効果

	…………………………………………………… 熊本赤十字病院		救急科	 岡野	 雄一
PD22-5（N）	 時間短縮に向けた当院の取り組み

	………………………… 独立行政法人国立病院機構		仙台医療センター	 齋藤	美香子
PD22-6（D）	 脳外科医を軸とした攻める救急		
	 ～全員参加型のプロトコールにて血栓回収療法における最短時間に挑む～

	…………………社会医療法人財団石心会		川崎幸病院		救急部		救急科	 結城	 啓介
PD22-7（R）	 Hybrid-ER における急性期脳梗塞診療への取り組み	 	
	 ～ One	Stop	Stroke	Protocol を用いた多職種連携～

	………………………………………… 済生会横浜市東部病院		放射線部	 稲垣	 直之
PD22-8（D）	 急性期脳梗塞治療体制の立ち上げから約 2 年で	 	
	 時間短縮治療目標を達成した米盛病院での取り組み

	…………………………………………… 米盛病院		救急科・脳神経外科	 井上	 泰豪

■第 5 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1004-7）

パネルディスカッション 14（PD14）� 8：30〜 10：30

	 「仁の探求：救急医療における看護スペシャリストとの協働」
	 座長	 昭和大学		医学部		医学教育学講座	 川原	千香子
	 	 埼玉医科大学国際医療センター		救急医学・救命救急科	 根本	 学

PD14-1（N）	 救急医療における専門看護師が担うべき役割
	………………… 関西医科大学附属病院		看護部		医療安全管理部兼務	 徳山	 博美

PD14-2（N）	 初期診療における救急科診療看護師の役割
	……………………………………………………… 関西労災病院		救急部	 岡島	 淳志
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PD14-3（N）	 救急診療科における診療看護師との協働とタスクシフト
	……………………………………… 済生会横浜市南部病院		救急診療科	 石渡	 智子

PD14-4（N）	 当院における特定行為研修修了生（特定看護師）の活動		
	 ～院内横断的な活動を通したチーム医療の促進～

	…………… 公益社団法人地域医療振興協会		横須賀市立うわまち病院		
	 総合診療センター	 山田	 大地

PD14-5（N）	 救命救急センターにおける特定看護師の活動報告および今後の課題
	……………………… 大阪公立大学医学部附属病院		救命救急センター	 山城	 珠希

PD14-6（N）	 当院における特定行為研修プログラムと修了後の活動
	……………………………………………関西労災病院		ICU（救急外来）	 小浴	 健志

PD14-7（N）	 ER・プライマリケアにおける特定認定看護師の役割と協働
	……………………………… 東京医科大学病院		ER・プライマリケア	 松本	 美保

PD14-8（N）	 救急医療現場における多様なスペシャリストの活用	 	
	 ～認定看護師である看護管理者の立場から～

	……………………………… 愛知医科大学病院		高度救命救急センター	 川谷	 陽子

ランチョンセミナー 11（LS11）� 12：10〜 13：10

	 座長	 大阪大学		医学部		救急医学	 織田	 順

LS11（D）	 肺エコーの今，そして，未来　COVID-19 診療から得たもの
	 	 兵庫県立はりま姫路総合医療センター		救急科	 清水	 裕章

� 共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

ワークショップ 8（WS8）� 13：20〜 14：50

	 「仁の探究：社会的救命を実現する～患者及び周囲の人を助けるために～」
	 座長	 堺平成病院	 定光	 大海
	 	 帝京大学医学部附属病院		医療連携相談部		医療福祉相談室	 佐藤	 圭介

WS8-1（D）	 直接的な社会的救命と間接的な社会的救命	 	
	 ～過去の事例の類型化をもとに～

	………………… 国立病院機構		大阪医療センター		救命救急センター	 大西	 光雄
WS8-2（E）	 社会的問題を抱えた方を救急搬送する際の	 	
	 救急隊と医療機関の救急福祉連携「EM-PASS」の活用について

	……………………………………………… 豊田市消防本部		警防救急課	 榊原	 丈
WS8-3（MS）	 救命救急センターにおける ESW の実践と役割について

	………… トヨタ自動車株式会社		トヨタ記念病院		患者支援センター		
	 医療社会福祉相談室	 浅野	正友輝
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WS8-4（D）	 究極の理念「救急医療を通じて人々に幸せをもたらす」に挑む	 	
	 ～大学病院で社会対応を行う意義～

	………………………………………… 島根大学		医学部		救急医学講座	 山田	 法顕
WS8-5（MS）	 救急医療と地域の社会的孤立の現状	 	
	 ～豊中市社会福祉協議会の現場から～

	……………………………………………豊中市社会福祉協議会事務局・
	 コミュニティソーシャルワーカー統括	 勝部	 麗子

WS8-6（C）	 多様化・複雑化・複合化する地域生活課題と今後求められる対人支援
	……………………………………… 厚生労働省		社会・援護局		総務課		
	 地域福祉課		地域共生社会推進室併任	 道念	 由紀

シンポジウム 6（SY6）� 15：00〜 17：00

	 「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（救急救命士法改正をうけて）」
	 座長	 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	 土屋	 翼
	 	 日本体育大学大学院		保健医療学研究科	 横田	 裕行

SY6-1（D）	 医療機関に勤務する救急救命士が活躍するために	 	
	 整理すべき論点について

	…………………………… 大阪公立大学大学院		医学研究科		救急医学	 溝端	 康光	
SY6-2（D）	 医療機関で雇用される救急救命士（病院救命士）の現状と今後の課題

	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 田中	 秀治
SY6-3（D）	 札幌東徳洲会病院の救急救命士体制

	……………………………… 札幌東徳洲会病院		救急集中治療センター	 丸藤	 哲
SY6-4（HS）	 病院救命士による「質」の高い救急救命処置実施へ向けて	 	
	 ～院内外への多角的アプローチによる『勇の探究』～

	… 関西メディカル病院		EMT課／関西メディカル病院		ER センター	 平田	 誠
SY6-5（C）	 救急救命士法改正後の当院の取り組みについて

	……………………… 国家公務員共済組合連合会		虎の門病院		救急科	 平岩	竜之介
SY6-6（HS）	 札幌東徳洲会病院における救急救命士の研修教育体制

	…………………… 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
SY6-7（HS）	 院内における救急救命士が担う業務と他職種連携における課題

	……………………… 国立病院機構		横浜医療センター		救急部救急科	 吉田	 敦
SY6-8（HS）	 病院勤務の救急救命士に求める業務はなにか

	…………………… 医療法人徳洲会		札幌東徳洲会病院		救急センター	 田畑	 慶多
SY6-9（HS）	 救急救命士法改正による変化と真の本質とは

	…………………………社会医療法人財団石心会		川崎幸病院		EMT科	 蒲池	 淳一
SY6-10（C）	 日本病院救急救命士ネットワークの設立と病院救命士の現状と課題

	……………………………一般社団法人民間救命士統括体制認定機構／
	 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 喜熨斗	智也
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■第 6 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1008）

ワークショップ 7（WS7）� 8：30〜 9：30

	 「智の探究：集中治療におけるリハビリテーションの標準化」
	 座長	 大阪公立大学		医学部		整形外科／
	 	 大阪公立大学医学部附属病院		リハビリテーション科	 池渕	 充彦
	 	 長崎大学大学院		医歯薬学総合研究科		理学療法学分野	 神津	 玲

WS7-1（HS）	 重症患者のリハビリテーションの標準化
	………………… 広島大学病院		診療支援部		リハビリテーション部門	 對東	 俊介

WS7-2（C）	 当院の集中治療におけるリハビリテーションの現状と課題
	………………………… 日本医科大学付属病院		リハビリテーション科	 増山	 素道

WS7-3（HS）	 当院における集中治療領域のリハビリテーションの標準化と効果
	………………… 大阪公立大学医学部附属病院		リハビリテーション部	 加藤	 良一

WS7-4（N）	 早期離床・リハビリテーション標準化のための高度治療部の役割
	……………………………………… 自治医科大学附属病院		高度治療部	 谷島	 雅子

WS7-5（N）	 患者の病態に基づいた集中治療におけるリハビリテーションのすすめ
	……………………………………………………… 関西労災病院		救急科	 伏見	 聖子

パネルディスカッション 16（PD16）� 9：40〜 10：40

	 「仁の探求：救急診療を支えるメディカルスタッフ　	 	
	 ～医師が望むタスクシフト／シェアとは：Part3 ～」
	 座長	 三重大学大学院		医学系研究科		救急災害医学	 今井	 寛
	 	 国家公務員共済組合連合会		枚方公済病院	 薮	 圭介

PD16-1（ME）	 医師の働き方改革における	 	
	 臨床検査技師へのタスク・シフト／シェアについて

	………………………… 社会医療法人天神会		新古賀病院		臨床検査課	 木村	 賢司
PD16-2（ME）	 当院臨床検査技術科の救急室配置における現状報告	 	
	 ～タスクシフトの観点から見た有用性の検討～

	…………………………………………… 京都市立病院		臨床検査技術科	 森	 恵里子
PD16-3（R）	 救急領域におけるタスクシェアで診療放射線技師がとれるイニシアチブ	 	
	 ～読影補助の現状と当院の実績報告～

	………………………………………………… 大垣市民病院		診療検査科	 市川	 宏紀
PD16-4（D）	 ソノグラファーが支援する ER ～救急部門タスクシェアの一形式～

	……………… 医療法人豊田会		刈谷豊田総合病院		救命救急センター	 安藤	 雅樹
PD16-5（D）	 非常時に機能できる救急現場を作るためのチーム医療

	……………………………………………………… 枚方公済病院		救急科	 竹中	 洋幸
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ランチョンセミナー 12（LS12）� 12：10〜 13：10

	 座長	 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 田中	 秀治

LS12-1（C）	 警備会社における民間救急救命士の活用とその展望
	 	 国士舘大学		防災・救急救助総合研究所	 島崎	 修次

LS12-2（C）	 救急における民の役割とセコムが目指すもの
	 	 セコム株式会社／セコム医療システム株式会社	 布施	 達朗

� 共催：セコム医療システム株式会社

パネルディスカッション 18（PD18）� 13：20〜 14：20

	 「勇の探求：民間救急の活用～消防救急と民間救急の役割～」
	 座長	 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 田中	 秀治
	 	 大阪市消防局		救急部	 藤本	 隆志

PD18-1（D）	 COVID-19 患者移送における	 	
	 沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部所属救急救命士などの活用

	……………… 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
PD18-2（D）	 低緊急患者搬送における民間救命士が搭乗する民間救急車活用について

	…………………………………………………………北九州市立八幡病院	 伊藤	 重彦
PD18-3（D）	 民間救急救命士，救急サービスが	 	
	 感染症パンデミックの救急医療崩壊を食い止めた

	…………………………… 国立病院機構		北海道医療センター		救急科	 硲	 光司
PD18-4（E）	 民間救急事業者と連携した新型コロナウイルス感染症患者への救急対応

	……………………………………………… 堺市消防局		救急部		救急課	 上田	 聡
PD18-5（C）	 コロナ禍で活用された民間救急の現状と課題

	……………………………………………………株式会社アンビュランス	 畔元	 隆彰

パネルディスカッション 20（PD20）� 14：30〜 15：30

	 「智の探求：急性期領域における腎機能評価と薬物療法について～多職種はどう関わるか～」
	 座長	 東京大学		救急・集中治療医学	 土井	 研人
	 	 横浜労災病院		薬剤部	 原	 直己

PD20-1（D）	 急性腎障害における病態と腎機能評価
	………………………… 東京大学		医学系研究科		救急・集中治療医学	 土井	 研人

PD20-2（D）	 急性期領域における薬剤師も含む多職種連携の重要性
	……………………………………………… 旭川医科大学		救急医学講座	 丹保	亜希仁

m-hagisawa
テキスト ボックス
七戸　康夫
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PD20-3（P）	 ベストな急性期薬物療法の追求～ therapeutic	drug	monitoring（TDM）と	 	
	 model-informed	precision	dosing（MIPD）～

	……………………………………………………… 熊本大学病院		薬剤部	 尾田	 一貴
PD20-4（P）	 Strong	team	building	will	boost	decision	making	of	pharmacist	 	
	 ～薬剤師の腎機能評価は多職種が支え～

	…………………………………………………… 済生会熊本病院		薬剤部	 柴田	 啓智

Pros/Cons（P/C）� 15：40〜 16：40

	 「救急救命士のミダゾラム口腔用液（ブコラム	®）投与は必要か？」
	 座長	 救急救命東京研修所	 田邉	 晴山
	 	 自治医科大学附属さいたま医療センター		救急科	 守谷	 俊

P/C-1（D）	 小児てんかん重積状態の患者に対して，救急救命士は	 	
	 ミダゾラム口腔用液（ブコラム	®）を病院前で投与してもよい

	… 順天堂大学医学部附属浦安病院		救急診療科・こども救急センター	 石原	 唯史
P/C-2（D）	 当院小児ドクターカーにおけるブコラム	® 使用の経験から	 	
	 救急救命士への適応拡大を考える

	………………… 兵庫県立尼崎総合医療センター		小児救急集中治療科	 山上	 雄司
P/C-3（D）	 救急救命士がブコラム	® を使用できるようになるために必要なこと

	………………………………………… 九州大学病院		救命救急センター	 賀来	 典之
P/C-4（D）	 救急救命士によるミダゾラム口腔用液（ブコラム）使用における課題

	………………………………………… 帝京大学		医学部		救急医学講座	 問田	 千晶

■第 7 会場（大阪国際会議場　10F 会議室 1009）

パネルディスカッション 15（PD15）� 8：30〜 10：30

	 「勇の探求：病院前医療における多職種連携」
	 座長	 原町赤十字病院		救急科	 小橋	 大輔
	 	 徳島赤十字病院	 福田	ひろみ

PD15-1（N）	 ドクターカーにおける心肺停止患者の家族への援助に関する取り組み
	……………………………………… 奈良県立医科大学附属病院		看護部	 宮下	 香

PD15-2（N）	 インホスピタルへ命を繋ぐ活動を心がけて	 	
	 ～診療看護師としての活動を通じて～

	……………………………… 社会医療法人陽明会		小波瀬病院		看護部	 後小路	 隆
PD15-3（C）	 救急救命士の専門性と多職種連携

	…………………………………………………………株式会社ピースフル	 福島	 圭介
PD15-4（N）	 チーム医療を目指した多職種連携

	……………………………………………………… 長崎大学病院		看護部	 宮田	 佳之
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日

PD15-5（D）	 病院前医療における多機関連携		
	 ～全体を俯瞰した Operation のために～

	……………… 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
PD15-6（D）	 東北自動車道多重事故事案から検討された局地災害時医療体制における	 	
	 多職種連携の構築について

	………………………………………… 大崎市民病院		救命救急センター	 入野田	 崇
PD15-7（D）	 病院前医療では救助隊と連携した活動も重要である

	……………………… 日本医科大学付属病院		高度救命救急センター／
	 国際緊急援助隊		救助チーム医療班	 阪本	 太吾

PD15-8（HS）	 当センターのドクターカーにおける多職種連携のための教育プログラム
	……………………………………… 日本赤十字社医療センター		救急科	 東村	 めい

PD15-9（C）	 兵庫県下における COVID-19 感染症対応で痛感した多職種連携の重要性
	……… 兵庫県災害医療センター（神戸市消防局からの派遣）		事業課	 菊池	 悠

PD15-10（E）	 多職種参加による戦傷者救護研修会	 	
	 ～各職種の視点を理解し連携を深めるために～

	………………………… 大阪市消防局		中央消防署／大阪EMS研究会	 三木	 大輔

ランチョンセミナー 13（LS13）� 12：10〜 13：10

	 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

LS13（D）	 高感度トロポニン I　～ ACS における 0-1h アルゴリズムの活用～
	 	 藤田医科大学ばんたね病院	 石井	 潤一

� 共催：ベックマン・コールター株式会社

パネルディスカッション 19（PD19）� 13：20〜 14：50

	 「勇の探究：コロナ禍におけるリハビリテーション」
	 座長	 大阪急性期・総合医療センター		救急診療科	 西田	 岳史
	 	 千葉大学医学部附属病院		リハビリテーション部	 古川	誠一郎

PD19-1（N）	 COVID-19 患者に対する ICU 看護師と理学療法士との連携
	…………………… 日本赤十字社		岡山赤十字病院		救命救急センター	 大村	 正行

PD19-2（HS）	 二次救急医療機関における COVID-19 患者へのリハビリテーション
	…………… 公益財団法人東京都保健医療公社		多摩北部医療センター		
	 リハビリテーション科	 木村	麻紀乃

PD19-3（HS）	 COVID-19 肺炎患者に対する awake	proning の取り組み
	……… 医療法人社団洛和会		洛和会音羽病院		リハビリテーション部	 廣松	 直樹

PD19-4（CE）	『COVID-19 には ECMO』だけではない	 	
	 ～積極的なチーム医療という治療戦略～

	…………………………… 千葉大学医学部附属病院		臨床工学センター	 古川	 豊
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PD19-5（D）	 安全かつ効果的なリハビリテーションを実現するために		
	 ～ COVID-19 第 5 波までの経験から～

	………… 東京都立多摩総合医療センター		多摩総合 ECMOセンター	 金子	 仁
PD19-6（D）	 大阪コロナ重症センターにおける	 	
	 リハビリテーション体制の構築とその効果について

	……………… 大阪急性期・総合医療センター		コロナ重症センター／
	 大阪急性期・総合医療センター		救急診療科	 木口	 雄之

シンポジウム 7（SY7）� 15：00〜 17：00

	 「仁の探求：死期を迎えたコロナウイルス感染症患者の家族への対応」
	 座長	 埼玉医科大学総合医療センター		高度救命救急センター	 荒木	 尚
	 	 山口大学大学院		医学系研究科	 山勢	 博彰

SY7-1（N）	 面会できない新型コロナウイルス感染症重症患者と家族をつなぐ看護
	……… 独立行政法人国立病院機構		災害医療センター		9 階 ICU病棟	 中村	 香代

SY7-2（N）	 救命救急センターにおける家族面会の取り組みと	 	
	 これからの家族看護の課題

	…………………… 東邦大学医療センター大森病院		救命救急センター	 渕本	 雅昭
SY7-3（N）	 コロナウイルス感染症患者と家族への臨死期における看護

	………………………… 日本医科大学付属病院		高度救命救急センター	 鈴木	 雅智
SY7-4（N）	 逆境に屈しないしなやかな看護とは

	…………………………………………………… 高知医療センター		ICU	 岡林	 志穂
SY7-5（MS）	 ソーシャルハイリスクを有する新型コロナウイルス感染症患者の支援

	…………………… 独立行政法人国立病院機構		高崎総合医療センター		
	 患者サポートセンター	 髙橋	 紀貴

SY7-6（N）	 大阪コロナ重症センターにおけるオンライン看取りシステム導入の実際
	……………………………………………………大阪コロナ重症センター	 勝井	 由美

SY7-7（D）	 重症化および終末期を迎えた COVID-19 患者における	 	
	 患者家族との多職種での関わり

	…………………… 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
SY7-8（N）	 COVID-19 における終末期看護～家族への悲嘆ケアの一例～

	……………………………………… 京都府立医科大学附属病院		看護部	 土田	 翔太
SY7-9（D）	 COVID-19 患者の死と家族のメンタルヘルス障害

	…………………………… 大阪急性期・総合医療センター		救急診療科	 西田	 岳史
SY7-10（D）	 死期を迎えた重症 COVID-19 の家族対応の現状と理想を考える

	……………………………………………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	 金子	 仁

m-hagisawa
テキスト ボックス
村上　美樹
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■第 8 会場（大阪国際会議場　3F イベントホール A）

Healthcare�BCP�コンソーシアム共催　市民公開講座� 8：30〜 10：30

	 「各種災害時における地域医療機関の役割・機能を考える」
	 座長	 Healthcare	BCP コンソーシアム／
	 	 戸田中央メディカルケアグループ		災害対策	 野口	 英一
	 	 Healthcare	BCP コンソーシアム／
	 	 日本体育大学大学院		保健医療学研究科	 横田	 裕行

ランチョンセミナー 14（LS14）� 12：10〜 13：10

	 「ビタミン K 拮抗薬服用患者の出血イベント～迅速な治療の実現を目指して～」
	 座長	 聖マリアンナ医科大学		救急医学	 藤谷	 茂樹

LS14-1（D）	 抗凝固薬服用患者への止血戦略～迅速に拮抗するために～
	 	 大阪公立大学大学院		医学研究科		救急医学	 野田	 智宏

LS14-2（P）	 救急薬剤師ができる抗凝固薬服用患者の出血へのアプローチ
	 	 大阪公立大学医学部附属病院		医療の質・安全管理部	 川口	 博資

� 共催：CSL ベーリング株式会社

招請講演（IL）� 13：20〜 13：50

	 座長	 大阪公立大学大学院		医学研究科		救急医学	 溝端	 康光

IL（C）	 東日本大震災に思うこと。今後の災害対応に向けて
	 	 大阪府副知事	 海老原	 諭
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■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 20（O20）� 8：30〜 9：30

	 「救急医療教育」
	 座長	 医療創生大学		看護学部	 樅山	 定美
	 	 京都府立医科大学		救急・災害医療システム学	 山畑	 佳篤

O20-1（D）	 当地域における新型コロナウイルス感染蔓延後の	 	
	 JPTEC コース開催に関して

	…………………… 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
O20-2（D）	 コロナ禍における人工呼吸シミュレーション	 	
	 ～ FCCS オンラインコース～

	…………………………… 板倉病院		救急部／集中治療医療安全協議会	 古川	 力丸
O20-3（C）	 接触を最小限に抑えた PCEC コースの開催経験

	………倉敷芸術科学大学		生命科学部		健康科学科		救急救命士コース	 松村	 敬則
O20-4（E）	 JPTEC コース事前学習における e ラーニングへの	 	
	 独自デモ動画追加の試み

	……………………………………………………………………柏市消防局	 豊田	 信之
O20-5（D）	 ISLS における感染対策の工夫～プリントマスクを用いて～

	………………………………………… 松波総合病院		救急総合診療科／
	 岐阜大学医学部附属病院		高次救命治療センター・救急科	 八十川	雄図

O20-6（D）	 COVID-19 患者の急変対応を盛り込んだ ICLS コース開催の効果
	…………………………… JA秋田厚生連北秋田市民病院		循環器内科	 佐藤	 誠

O20-7（D）	 チーム内情報共有度の新しい定量的評価法	 	
	 ～ Shannon	entropy を用いた試み～

	………………………………………… 帝京大学		医学部		救急医学講座	 安心院	康彦

口演 21（O21）� 9：40〜 10：40

	 「救急医療における遠隔画像や VR の活用」
	 座長	 りんくう総合医療センター		臨床研修センター	 坂下	 惠治
	 	 広島大学		原爆放射線医科学研究所		放射線災害医療開発研究分野	 廣橋	 伸之

O21-1（D）	 交通事故時の救急自動通報（D-Call	Net）による医師派遣（2022 年）
	……………………… 日本医科大学千葉北総病院		救命救急センター／
	 日本医科大学		救急医学教室／D-Call	Net 研究会	 本村	 友一

O21-2（D）	 遠隔ビデオ通話の救急医療への活用
	………………………………………… 北里大学		医学部		救命救急医学	 田村	 智
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O21-3（C）	 救急救命士養成専修学校における実写 VR を用いた実習の効果検証	 	
	 ～非ランダム化比較試験～

	……………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科／
	 全国救急救命士教育施設協議会	 中川	 洸志

O21-4（E）	 救急隊員教育における VR	 	
	 ～ virtual	reality システムの活用とその有効性の検証～

	……………………………………………………白山野々市広域消防本部	 西	 大樹
O21-5（S）	 Virtual	Reality を用いた死戦期呼吸を体験するための CG 開発と評価

	………………………………… 中央大学		理工学部		人間総合理工学科	 梅津	 匠
O21-6（C）	 Virtual	Reality を活用した教育効果の検討～アンケート調査～

	………………………… 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		救急災害医療学専攻	 原田	 諭

O21-7（D）	 ICLS コースにおけるバーチャルリアリティ（VR）教材の活用
	……………………………………………… 防衛医科大学校病院		救急部	 田中	 文華

口演 22（O22）� 13：20〜 14：20

	 「高齢者・精神科救急」
	 座長	 秋田大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 中永	士師明
	 	 聖路加国際病院		救命救急センター	 柳澤	八恵子

O22-1（D）	 軽微な外傷で発症し TAE で止血した筋肉内血腫の 4 例
	……………………………………… 医療法人倚山会		田岡病院		救急科	 島本	枝里伽

O22-2（D）	 ベンゾジアゼピン（BDZ）の副作用により生じている	 	
	 高齢者救急傷病の撲滅を目指して

	……………………………… 深谷赤十字病院		外傷・救命救急センター	 金子	 直之
O22-3（D）	 秋田県内における熱傷調査から示唆される	 	
	 後期高齢者熱傷における問題点について

	……………………… 秋田大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 入江	 康仁
O22-4（D）	 大腿骨近位部骨折の中で，不顕性骨折はどれくらい存在するのか？

	……………… 社会医療法人財団慈泉会		相澤病院		救命救急センター	 菅沼	 和樹
O22-5（D）	 尿中薬物検査キットで OPI・TCA・METHADONE 陽性となった	 	
	 ジフェンヒドラミン中毒の一例

	………………………………………………… 名古屋掖済会病院		救急科	 水谷	 裕之
O22-6（D）	 救急搬入され診断に苦慮した不穏状態の統合失調症の 1 例

	………………………………………… 総合病院鹿児島生協病院		救急科	 上田	 剛
O22-7（D）	 日本版「自傷・自殺未遂レジストリ」構築と救命救急センターでの	 	
	 実施に向けた展望

	………………………SUBARU健康保険組合		太田記念病院		救急科／
	 厚生労働大臣指定調査研究等法人・一般社団法人いのち支える
	 自殺対策推進センター／帝京大学大学院		公衆衛生学研究科	 小林	 諭史
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口演 23（O23）� 14：30〜 15：30

	 「救急救命士の活用①」
	 座長	 松竹株式会社		総務部	 榎本	 暁
	 	 愛知医科大学		救命救急科	 武山	 直志

O23-1（E）	 当院における病院救急救命士への期待度調査報告
	…………………………………………… 勤医協中央病院		救急センター	 藤川	丈一郎

O23-2（HS）	 当院救命士の救急指令課的役割導入の試み
	……………………………………………………… 関西労災病院		救急部	 坪田	 裕司

O23-3（D）	 当院における救急救命士の活用と今後
	………………………………………… 巨樹の会		所沢明生病院		救急科	 森崎	 善久

O23-4（HS）	 当院雇用の救急救命士の現状と今後について
	……………………………………………………… 東京警察病院		救急科	 廣岡	 大輝

O23-5（HS）	 当院における救急救命士採用後の業務変化について
	…………………… 医療法人徳洲会		札幌東徳洲会病院		救急センター	 坂	 佳代子

O23-6（D）	 県内の病院施設等で働く救急救命士研究会の発足と展望
	……………………………………… 長野赤十字病院		救命救急センター	 岩下	 具美

O23-7（HS）	 消防本部出身の救急救命士が 5 年間で確立した	 	
	 病院内救急救命士の存在意義

	……………………………………………… さいたま赤十字病院		救急部	 安達	 颯太

口演 24（O24）� 15：40〜 16：40

	 「救急救命士の活用②」
	 座長	 株式会社イーエム・アイ		民間救急あすかサービス	 大河原	治平
	 	 堺市立総合医療センター		救命救急科	 森田	 正則

O24-1（HS）	 救急救命士法の改正に伴う病院救急救命士の現状と課題の抽出
	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 嶋田	 勇一

O24-2（D）	 2 学会合同ガイドラインに準拠した	 	
	 当院院内救急救命士の活動についての展望

	……………………… 東京曳舟病院		整形外科・地域救急医療センター	 浜本	 健作
O24-3（HS）	 当院における救急救命士の質の担保と	 	
	 救急救命士法改正後の特定行為の実施について

	………………………………………………… 青梅市立総合病院		救急科	 髙橋	 貴美
O24-4（D）	 より質の高いチーム医療の実現のための		
	 病院救急救命士制度の活用とその課題

	…………… りんくう総合医療センター		大阪府泉州救命救急センター		
	 救命診療科	 成田	麻衣子

O24-5（HS）	 院外で働く病院救急救命士の新たなる挑戦
	……………………………………………… 川越救急クリニック		救急科	 中路	 祐介
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O24-6（C）	 警備会社における民間救急救命士の活動の現状
	………………………………………………………………セコム株式会社	 西川	 雄実

O24-7（HS）	 病院救命士が，DMAT ロジとして行った県コロナ対策本部活動
	……… 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

■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 25（O25）� 8：30〜 9：30

	 「地域救急医療体制」
	 座長	 京都市消防局		警防部		救急課	 射場	 俊行
	 	 住友病院		救急科	 杉野	 達也

O25-1（D）	 神戸市 MC における心肺蘇生を望まない患者への対応
	……………………………………………………兵庫県災害医療センター	 石原	 諭

O25-2（D）	 救急現場における DNAR 対応への準備
	……………………… 日本赤十字社愛知医療センター		名古屋第一病院		
	 救命救急センター	 花木	 芳洋

O25-3（E）	 DNAR プロトコール運用 4 年後の	 	
	 救急隊現場対応アンケート調査から得た課題

	………………………………………………………………埼玉西部消防局	 嶋﨑	 英正
O25-4（E）	 解剖となった救急搬送症例についての多職種合同検証会の有用性

	………………………………………鳥取県西部広域行政管理組合消防局			大瀧	 恭平
O25-5（D）	 救急応需率増加のための試み

	…広島大学		原爆放射線医科学研究所		放射線災害医療開発研究分野／
	 広島地区病院群輪番制病院運営協議会	 廣橋	 伸之

O25-6（D）	 地域メディカルコントロール体制の構築には何が必要か？
	…………… 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	 小林	 誠人

O25-7（D）	 指導救命士が PDCA サイクルを回す当地域の試み
	……………………… 日本医科大学千葉北総病院		救命救急センター /
	 ショック・外傷センター／
	 印旛地域救急業務メディカルコントロール協議会	 安松	比呂志
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口演 26（O26）� 9：40〜 10：40

	 「地域救急医療体制・通信指令」
	 座長	 日本医科大学多摩永山病院		救命救急科	 久野	 将宗
	 	 佐賀大学		救急科	 阪本	雄一郎

O26-1（E）	 当消防組合における ORION データから見えた	 	
	 実施基準改正の効果と課題

	………………………………………泉州南消防組合泉州南広域消防本部	 月木	 良和
O26-2（S）	 施設 AED の救助データはどのように取り扱われるべきか	 	
	 ～空港及び鉄道事業者に対する調査～

	……………………………… 東洋大学大学院		ライフデザイン学研究科	 山本	建太郎
O26-3（E）	 泉州通信指令員救急教育コース「S-EDGE」の開発と今後

	………………………………………泉州南消防組合泉州南広域消防本部	 木村	 信広
O26-4（E）	 通信指令員による PA 連携実施の判断が		
	 現場滞在時間に与える影響について

	…………………………………………………………………大津市消防局	 三原	 崇裕
O26-5（D）	 小児院外心停止に対する口頭指導と神経学的転帰の関係

	………………………………………… 金沢大学大学院		救急・災害医学	 後藤	 由和
O26-6（E）	 動画による 119 番通報システムの活用効果と今後の展望

	…………………………………………………… 豊田市消防本部		指令課	 那須	 英佑
O26-7（E）	 指令員が CPA と認識できなかった事案の分析から得られたこと

	………………………………………………… 湖南広域消防局		中消防署	 山岡	 毅史

口演 27（O27）� 13：20〜 14：10

	 「救急救命士教育」
	 座長	 北里大学病院		救命救急・災害医療センター	 浅利	 靖
	 	 愛知医科大学		災害医療研究センター	 小澤	 和弘

O27-1（C）	 救急救命士養成課程における教員のあり方	 	
	 ～ロールモデルとなる教員像についての検討～

	……………………… 明治国際医療大学		保健医療学部		救急救命学科	 皆藤	 竜弥
O27-2（C）	 救急救命士養成課程の学生におけるロールモデルのあり方	 	
	 ～自由記述式データのテキストマイニング～

	……………………… 明治国際医療大学		保健医療学部		救急救命学科	 守岡	 大吾
O27-3（D）	 救急救命士の臨床推論教育	 	
	 ～通報・病院連絡音源も含めた教材の開発～

	……………………………………… 鹿児島大学病院		救命救急センター	 望月	 礼子
O27-4（HS）	 当院における院内救急救命士教育の現状と今後の課題

	…………………………… 埼玉医科大学国際医療センター		救命救急科	 岸田	 全人
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O27-5（E）	 呼吸音の聴診トレーニングを実施した	 	
	 救急隊員への教育効果の有用性について

	…………………………………………………………………広島市消防局	 小林	 有希
O27-6（E）	 ETCO2 値およびカプノグラムによる，	 	
	 客観的指標に基づいた換気の質に対する評価

	…………………………………… 白山野々市広域消防本部		松任消防署	 高田	 康平

口演 28（O28）� 14：30〜 15：30

	 「救急救命士関連①」
	 座長	 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 田久	 浩志
	 	 広島国際大学		保健医療学部		救急救命学科	 安田	 康晴

O28-1（E）	 Japan	Coma	Scale	Ⅰ桁から，病院到着までに		
	 心肺機能停止へ移行する事案についての考察

	………………………………………………… 福岡市消防局		博多消防署	 中村	美由紀
O28-2（C）	 救急救命士の気管挿管における，	 	
	 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡の有用性の検討

	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 山藤	 伸雄
O28-3（E）	 アドレナリンの早期投与に向けた考察	 	
	 ～特定行為は，いつ行うべきか～

	………………………………………………… 福岡市消防局		早良消防署	 内田	 宗暁
O28-4（C）	 アドレナリン投与症例における搬送開始のタイミングが		
	 脳機能予後に及ぼす影響

	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 植田	 広樹
O28-5（C）	 院外心停止事案において CPR を継続しながらの搬送を決断する		
	 理想的なタイミングについての考察

	………………………………………… 金沢大学		医薬保健学総合研究科	 黒崎	 久訓
O28-6（S）	 階段搬送時の機械的胸骨圧迫実施時における	 	
	 搬送資器材と胸骨圧迫位置の正確性の関連の検討～マネキン実験～

	……………………………… 国士舘大学		体育学部		スポーツ医科学科	 大森	 俊平
O28-7（HS）	 初療室で救急救命士が胸骨圧迫を行うことは	 	
	 他の医療職種と比較して正確か

	……………………… 医療法人徳洲会		宇治徳洲会病院		救急救命士科	 齋藤	 汐海
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口演 29（O29）� 15：40〜 16：40

	 「救急救命士関連②」
	 座長	 札幌市消防局		警防部		救急課	 庄司	 隆広
	 	 昭和大学		医学部		救急災害医学	 八木	 正晴

O29-1（C）	 病院救急救命士がモバイル ICU 運用チームの要となる
	…………………………… 医療法人社団直和会		平成立石病院		診療部	 家田	 淳史

O29-2（C）	 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		救急外来	 桐野	 義英

O29-3（E）	 プレホスピタルにおける	 	
	 敗血症性ショックの検出能力向上に資する観察項目の研究

	………………………………………………………………出雲市消防本部			伊藤	 桂太
O29-4（E）	 重症外傷症例における救急現場活動時間遅延の要因

	…………… 新潟医療福祉大学大学院		医療福祉学研究科		保健学専攻		
	 救急救命学分野	 外山	 元

O29-5（E）	 救急隊による簡易血糖測定の積極的な実施について
	……………………………………………………………………東京消防庁	 久保	 裕也

O29-6（C）	 感染防止用ゴーグル形状別飛沫防御効果の検討 2
	………………………… 広島国際大学		保健医療学部		救急救命学科／
	 広島国際大学		保健医療学部		救急救命学科		救急現場活動学研究室	 安田	 康晴

O29-7（C）	 救急隊の感染防止衣の汚染状況の検討と対策　1	 	
	 ～救急活動時のクリティカルゾーンについて～

	…………………………… 広島国際大学		保健医療学部		救急救命学科	 佐々木	広一

■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 30（O30）� 8：30〜 9：30

	 「診療放射線技師関連」
	 座長	 東海大学医学部付属病院		高度救命救急センター	 中川	 儀英
	 	 兵庫県災害医療センター		放射線課	 中田	 正明

O30-1（R）	 骨盤正面 X 線撮影における臍を基準点とした撮影の有用性について
	………………… 東海大学医学部付属病院		診療技術部		放射線技術科	 片山	 拓人

O30-2（R）	 救急 CT における AI 技術を活用した画像再構成支援
	………………………………… 東京慈恵会医科大学附属病院		放射線部	 塩田	 翔一

O30-3（R）	 IVR 手技支援ソフトを使用した急性期脳血栓回収術における	 	
	 アクセスルート画像の提示

	…………… 社会福祉法人恩賜財団		済生会横浜市東部病院		放射線部	 藤森	 章史
O30-4（R）	 緊急 IVR におけるアセスメントシート作成の検討

	………………………………… 山梨大学医学部附属病院		放射線技術部	 大島	 信二



日臨救急医会誌（JJSEM）2022；25：138-222 207

26
日

27
日

O30-5（R）	 Hybrid-ER における血管撮影時の術者被ばく線量低減の取り組み	 	
	 ～放射線防護掛布を用いた検討～

	……… 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	 梅木	 拓哉
O30-6（R）	 用手換気下胸部 X 線ポータブル撮影における	 	
	 手技者の水晶体の被ばく低減方法の検討

	……………………………… 順天堂大学医学部附属静岡病院		放射線室	 内藤	 泰匡
O30-7（R）	 当院における STAT 画像報告に対する教育システムの検討

	……………………………… 和泉市立総合医療センター		中央放射線科	 片桐	江美子

口演 31（O31）� 9：40〜 10：30

	 「地域連携」
	 座長	 福岡大学病院		救命救急センター	 喜多村	泰輔
	 	 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

O31-1（HS）	 急性期医療連携は	 	
	 転送先病院のスタッフモチベーション向上に好影響がある

	……………………… 医療法人徳洲会		湘南鎌倉総合病院		救急調整室	 渡部	 圭介
O31-2（HS）	 地域医療支援病院における病院救急車運用の有用性の検討

	…………………………………………… 河北総合病院		救急集中治療科	 原島	 健也
O31-3（D）	 地域病院への Critical	Care	Delivery	System	 	
	 ～防ぎ得る呼吸不全死ゼロへの挑戦～

	…… 済生会宇都宮病院		救急集中治療科・栃木県救命救急センター・
	 ECMOセンター	 小倉	 崇以

O31-4（D）	 各診療科後期研修医の救急外来勤務が	 	
	 和歌山県下の救急診療へ寄与できたか？

	…………………………………… 和歌山県立医科大学		医学部		医学科	 川嶋	 秀治
O31-5（D）	 救急搬送前から始めるソーシャルワークの利点と今後のカイゼン点

	…………………………………………………… トヨタ記念病院		救急科	 西川	 佳友
O31-6（D）	 当院の救命救急センターと医療ソーシャルワーカーの関わり

	…………………………………………… 武蔵野赤十字病院		救命救急科	 蕪木	 友則
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口演 32（O32）� 13：20〜 14：20

	 「病院前救急（ドクターカー・ドクターヘリ等）」
	 座長	 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・救急外傷外科	 小林	 誠人
	 	 福岡市消防局		警防部		救急課	 四島	 弘

O32-1（D）	 過量な酸素投与予防の必要性	 	
	 ～ CO2 ナルコーシスを呈した重症神経筋疾患の一例から～

	………………………… 京都大学医学部附属病院		臨床研修センター／
	 京都大学医学部附属病院		初期診療・救急科	 馬場	 大輔

O32-2（C）	 車両 24 台が絡む多数傷病者事案において	 	
	 消防と連携したドクターカーチームの活動経験の一例

	……………………………………………………株式会社エヌジェーシー	 和田	 雄大
O32-3（D）	 横浜市におけるドクターカーの現状と課題

	…………………………………………… 横浜市立市民病院		救急診療科	 佐藤	 公亮
O32-4（D）	 ドクターカーの介入は ECPR 早期確立に寄与し	 	
	 OHCA 患者の予後を改善するか

	… 済生会宇都宮病院		救急集中治療科／日本医科大学		救急医学教室	 濱口	 拓郎
O32-5（D）	 病院前診療により心停止に陥ることなく救命できた外傷性窒息の一例

	……………………………………………………… 関西労災病院		救急部	 松尾	 健志
O32-6（E）	 病院前救護における救急ワークステーション隊との連携事例について

	…………………………………………………… 大津市消防局		中消防署	 今井	 徳彦
O32-7（D）	 福井県防災航空隊と福井県ドクターヘリの救助事案における	 	
	 連携に対する取り組み

	………………………………………… 福井県立病院		救命救急センター	 谷崎	 真輔

口演 33（O33）� 14：30〜 15：30

	 「その他①」
	 座長	 大阪医科薬科大学		救急医学教室	 高須	 朗
	 	 近畿大学奈良病院		臨床検査部	 増田	 詩織

O33-1（D）	 夜間救急専門クリニックを受診する外傷患者を診察するために	 	
	 必要な能力とは

	……………………………………………… 川越救急クリニック		救急科	 木川	 英
O33-2（C）	 救急救命士が実施する「救急救命処置」を受益者負担とした場合，	 	
	 市民はどう考える？

	…………………………… 日本体育大学		保健医療学部		救急医療学科	 中澤	 真弓
O33-3（E）	 DNAR への新たな対応について

	…………………………………大阪市消防局		救急部		救急課		救急指導	 武本	 泰典
O33-4（N）	 組織提供アクションカードの検討

	…………………………………………… 昭和大学藤が丘病院		救急外来	 熊沢	 真弓
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O33-5（N）	 終末期患者の病院救急車運用による搬送の課題と今後の展望
	……………………………… 順天堂大学医学部附属順天堂医院		看護部		
	 救急プライマリーケアセンター	 今井	恵美子

O33-6（HS）	 小児アレルギー対応ホットラインと連携した病院救急車の活用
	…………………………………………… 河北総合病院		救急集中治療科	 嶋崎	 陽平

O33-7（D）	 丁寧な痛みの問診と身体診察から	 	
	 発熱のない肝膿瘍の早期診断に至った一例

	………………………………………………… 名古屋掖済会病院		救急科	 左近	 真之

口演 34（O34）� 15：40〜 16：55

	 「その他②」
	 座長	 東京曳舟病院		救急科	 石原	 哲
	 	 日本看護協会		看護研修学校		認定看護師教育課程	 杉本	 環

O34-1（D）	 当院救命センターにおける COVID-19 流行禍での学生実習の工夫
	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 鈴木	 恵輔

O34-2（E）	 当学科における蛍光物質を用いた手袋着脱実習の教育効果の検証
	………………………………… 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 澤田	 仁

O34-3（D）	 当院における血清マグネシウム濃度測定の臨床的検討
	…………………………………………………… 勤医協中央病院		救急科	 手塚	 拓馬

O34-4（ME）	 心停止蘇生後の脳低温療法下における脳幹機能検査の有用性
	……………………………………… 日本医科大学付属病院		臨床検査部	 柴田	 泰史

O34-5（D）	 部門による経腸栄養チューブ位置確認に伴うリスク認識の違い
	……………………………… 自治医科大学		医学部		救命救急センター	 間藤	 卓

O34-6（CE）	 人工呼吸管理中の喀痰評価の個人差に関する調査	 	
	 ～喀痰評価デバイス開発に向けて～

	…… 岡山大学学術研究院		医歯薬学域		災害医療マネジメント学講座	 平山	 隆浩
O34-7（D）	 縊頸後の高度意識障害に対し，中心静脈留置型経皮的体温調整システムを	 	
	 用いて体温管理療法を行った 1 例

	……………………………… 福島県立医科大学		地域救急医療支援講座	 菅谷	 一樹
O34-8（E）	 消防職員のストレスと抑うつ状態の関係性について	 	
	 ～惨事ストレスが及ぼす影響～

	………………………………………………………………瀬戸市消防本部	 髙須	 公介
O34-9（E）	 顧問弁護士との救急活動に関する研究会の有用性について

	…………………………………………………… 岡山市消防局		中消防署	 山下	 貴典

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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■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 19（M19）� 8：30〜 9：25

	 「救急救命士①（教育・研修）」
	 座長	 聖路加国際病院		救急部・救命救急センター	 大谷	 典生
	 	 岐阜県総合医療センター		救急科	 豊田	 泉

M19-1（N）	 救急救命士の病院内業務に関する教育及び業務内容の検討に関する考察	 	
	 ～実務環境の拡大を含めた検討～

	……………………… 鈴鹿医療科学大学		保健衛生学部		救急救命学科	 久保田	千景
M19-2（N）	 家族支援に対する救急救命士の実践と認識の現状	 	
	 ～実務環境の拡大を踏まえた教育及び研究を考える～

	……………………… 鈴鹿医療科学大学		保健衛生学部		救急救命学科	 久保田	千景
M19-3（D）	 病院間転院搬送における病院救急救命士の立場

	……………………………………………………… 東京労災病院		救急科	 山本	 武史
M19-4（HS）	 相模原協同病院救急救命士の歩み～指導・教育・研鑽の過程～

	…………………………………… JA神奈川県厚生連		相模原協同病院		
	 診療部		救急科		救急センター	 小見山	清夏

M19-5（HS）	 COVID-19 等の感染症流行期における，		
	 安全な救急救命士の病院実習について

	……………………………… 東京医科歯科大学病院		救命救急センター			北原	 嶺
M19-6（C）	 当学科での病院実習における自己評価と指導者評価の検討

	…………………………… 日本体育大学		保健医療学部		救急医療学科	 宇田川	美南
M19-7（C）	 救急救命士を目指す学生への教育の取り組み

	……………………………… 帝京大学		福岡キャンパス		医療技術学科	 桐野	 郁子
M19-8（S）	 救急救命士養成課程の学生のロールモデルはどのような効果を及ぼすのか	 	
	 ～記述統計による分析～

	……………………… 明治国際医療大学		保健医療学部		救急救命学科	 村田	 紀都
M19-9（HS）	 院内救急救命士の生涯教育についての取り組み

	…………………… 社会医療法人石心会		川崎幸病院		救急部		EMT科	 十倉	 梨香

ミニオーラル 20（M20）� 9：40〜 10：40

	 「救急救命士②（現場からの提言）」
	 座長	 和歌山労災病院		救急集中治療部	 岩崎	 安博
	 	 国士舘大学		防災・救急救助総合研究所	 植田	 広樹

M20-1（E）	 過去の経験から急性大動脈解離を疑い，	 	
	 適切な医療機関の選定が救命へと繋がった症例

	……………………………………………………………渋川広域消防本部			友松	 英之
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26
日

27
日

M20-2（C）	 環境音が聴診に与える影響の検討
	……………………… 新潟医療福祉大学		医療技術学部		救急救命学科	 山内	 一

M20-3（E）	 アナフィラキシーに対する病院前でのエピペン	® 投与の検討
	……………………………………………………………………東京消防庁	 加賀	 正

M20-4（E）	 緊急搬送における院外心肺機能停止症例の	 	
	 1 カ月後生存に関与している要因について

	…………………………………………… 高知県香南市消防本部		救急係	 西村	 陵
M20-5（E）	 輸液の適正温度管理の提案

	…………………………………………………………………新潟市消防局	 野水	 一良
M20-6（E）	 救急救命士 2 名乗車の有効性について	 	
	 ～救急行政サービスの向上を目指して～

	………………………… 佐賀広域消防局		南部消防署		消防 2課救急係	 坂井	 秀司
M20-7（C）	 救急隊の感染防止衣の汚染状況の検討と対策　2	 	
	 ～救急活動中のクリティカルゾーンの実験的検討～

	…………………………… 広島国際大学		保健医療学部		救急救命学科	 佐々木	広一
M20-8（E）	 福岡市における日勤救急隊の運用	 	
	 ～発足から 6 年の変遷と今後の展望～

	…………………………………………… 福岡市消防局		警防部		救急課	 髙原	 惇
M20-9（C）	 感染防止用ゴーグル形状別の飛沫防御効果の検討 1

	………………………… 広島国際大学		保健医療学部		救急救命学科／
	 広島国際大学		保健医療学部		救急救命学科		救急現場活動学研究室	 安田	 康晴

M20-10（HS）	 地方消防機関の救急救命士を対象としたショックの判断要因
	………… 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

ミニオーラル 21（M21）� 13：20〜 14：20

	 「救急救命士③」
	 座長	 関西医科大学附属病院		高度救命救急センター	 池側	 均
	 	 柏市消防局		東部消防署		逆井分署	 豊田	 信之

M21-1（N）	 救急ワークステーションにおける	 	
	 医師同乗出動の動画を使用した振り返りの有用性

	…… 埼玉医科大学総合医療センター		高度救命救急センター		看護部	 德井	 沙帆
M21-2（N）	 救急ワークステーション病院実習における	 	
	 救命 ICU 看護師を対象とした教育プログラムの有用性の検討

	………………………………… 埼玉医科大学総合医療センター		看護部	 上田	 華穂
M21-3（N）	 病院内に勤務する救急救命士の教育プログラムの開発	 	
	 ～その能力を病院内に活かすために～

	……………………………… 社会医療法人陽明会		小波瀬病院		看護部	 後小路	 隆
M21-4（E）	 A 病院の院内救命士が実施している院内教育プログラムについて	 	
	 ～アンケート結果からみえた効果と課題～

	……………………………… 社会医療法人陽明会		小波瀬病院		救急科	 宮川	 大輝



日臨救急医会誌（JJSEM）2022；25：138-222212

M21-5（N）	 看護部所属の院内救命士が行う家族援助
	………………………………………… JMA海老名総合病院		救急外来	 関	 隆裕

M21-6（C）	 業務評価アンケートからみえた病院救命士の現状と今後の課題
	……………………… 国家公務員共済組合連合会		虎の門病院		救急科	 平岩	竜之介

M21-7（C）	 病院救命士の重度傷病者以外に対する静脈路確保研修の有用性
	………………………… 医療法人徳洲会		福岡徳洲会病院		救急調整室	 内田	 寿

M21-8（E）	 署内口頭指導研修の実施について
	…………………………………………………………豊後高田市消防本部	 都甲	 卓樹

M21-9（D）	 成人院外心停止に対する口頭指導と神経学的転帰の関係
	………………………………………… 金沢大学大学院		救急・災害医学	 後藤	 由和

M21-10（E）	 口頭指導の過程における必要項目の検討
	……………………………………………………白山野々市広域消防本部	 澤田	 淳

ミニオーラル 22（M22）� 14：30〜 15：25

	 「医療安全・院内緊急対応」
	 座長	 帝京大学ちば総合医療センター		救急集中治療センター	 志賀	 英敏
	 	 京都大学医学部附属病院		看護部	 山中	 雄一

M22-1（D）	 ER で発生した「患者間違い」によるインシデントの分析
	………………………………………… 岡山市立市民病院		救急センター	 桐山	 英樹

M22-2（N）	 挿管困難時の看護師の役割
	…………………………………………… 兵庫県災害医療センター		ICU	 吉川	 媛子

M22-3（D）	 病院移転における救急医の役割
	……… 日本医科大学武蔵小杉病院		救命救急センター		救命救急科／
	 日本医科大学		救急医学	 松田	 潔

M22-4（D）	 当院の Rapid	Response	Team の現状と今後の展望
	…………………………… 埼玉医科大学国際医療センター		救命救急科	 大谷	 義孝

M22-5（N）	 Rapid	Response	Team の支援により QOL が向上した		
	 終末期がん患者の一例

	………………埼玉医科大学国際医療センター		救命救急センター ICU	 新山	 和也
M22-6（D）	 Sustainable	Rapid	Response	System	～持続可能な RRS 運営とは～

	…………… 医誠会病院		救急診療科／医誠会病院		集中治療センター	 有元	 秀樹
M22-7（D）	 中規模二次医療機関での RRS 立ち上げ

	…………………………………………………… 相模原協同病院		救急科	 菊地	 斉
M22-8（D）	 Rapid	Response	System（RRS）の効果的な活用

	……………………… 大分大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 石井	 圭亮
M22-9（D）	 RRT のより良い効果をめざしてその必要性を検証する

	………………………………………… 公立陶生病院		救命救急センター	 市原	 利彦
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ミニオーラル 23（M23）� 15：40〜 16：35

	 「救急医療教育①」
	 座長	 京都第二赤十字病院		救命救急センター		救急科	 飯塚	 亮二
	 	 久留米大学病院		高度救命救急センター	 高須	 修

M23-1（D）	 新型コロナ感染症蔓延を端緒とした ICLS 研修再構築の試み
	……… 自治医科大学		医学部		メディカルシミュレーションセンター	 鈴木	 義彦

M23-2（E）	 医療機関職員限定の JPTEC プロバイダーコースの開催	 	
	 ～消防職員の必要性について～

	………………………………………………………………埼玉西部消防局	 中島	 美絵
M23-3（D）	 ケースマップによるトレーニングシナリオ表記の有用性		
	 ～ PEMEC についての検討～

	……………………………………… 帝京大学		医学部		救急医学講座／
	 日本臨床救急医学会		PEMEC小委員会	 安心院	康彦

M23-4（D）	 愛知県内における PEMEC 開催の実情と課題
	……………………………………………………… 豊田厚生病院		救急科	 畑田	 剛

M23-5（R）	 CT 室における患者急変時の初期対応シミュレーションの実践と評価
	…医療法人社団愛友会		上尾中央総合病院		診療技術部		放射線技術科	 井田	 篤

M23-6（D）	 高齢者の CT 適応とは？～研修医教育に際して～
	…………………………… マツダ株式会社		マツダ病院		救急センター	 河野	 匡彦

M23-7（D）	 自主性を導き出す研修医教育～当院での工夫～
	………………………………………… 公立昭和病院		救命救急センター	 小島	 直樹

M23-8（D）	 シミュレーション教育を取り入れた研修医勉強会の現状と課題	 	
	 ～ PoCUS の有用性～

	………… 佐賀県医療センター好生館		総合教育研修センター・救急科	 藤田	 尚宏
M23-9（D）	 コロナ禍における発熱外来は臨床推論教育の宝庫である

	………………………………………… 公立阿伎留医療センター		救急科	 雅楽川	 聡

■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 24（M24）� 8：30〜 9：40

	 「学生・研修医セッション①」
	 座長	 筑波大学		医学医療系		古河坂東地域医療教育センター	 武田	 多一
	 	 日本医科大学付属病院		高度救命救急センター	 布施	 明

M24-1（D）	 ER 型救急医療を行うクリニックの転院搬送症例の検討
	………………………………新潟県立新発田病院／川越救急クリニック	 篠﨑	 紘希

M24-2（D）	 心窩部痛を主訴に来院し，両側副腎梗塞による副腎不全を呈した	 	
	 抗リン脂質抗体症候群の 1 例

	………………………………………………………………伊勢赤十字病院	 豊田	 純樹



日臨救急医会誌（JJSEM）2022；25：138-222214

M24-3（D）	 外傷初療時の CT において肺血栓塞栓症を認めた	 	
	 アンチトロンビン欠乏症の 1 例

	………………………………………… 東北大学病院		卒後研修センター	 郷	 愛太
M24-4（D）	 心理的ストレスが誘因と考えられたたこつぼ型心筋症の 1 例

	…………………………………………………… 勤医協中央病院		救急科	 山中	 健斗
M24-5（D）	 頸部痛と一過性片麻痺を主訴に来院した軸椎化膿性脊椎炎の一例

	………………………………………………… 沼津市立病院		臨床研修科	 渡邉	 峻
M24-6（D）	 縊首による心肺停止患者に体温管理療法を施行し独歩退院した 1 例

	………………………………………… 昭和大学藤が丘病院		救命救急科	 石井	 克政
M24-7（D）	 β遮断薬内服によりグルカゴン投与を要した	 	
	 アナフィラキシーショックの一例

	…………………………… 群馬大学医学部附属病院		臨床研修センター	 横山	 勇希
M24-8（D）	 院外心停止した肺血栓塞栓症に対し	 	
	 早期の VA-ECMO 確立により救命した 2 例

	………………………………………… 藤枝市立総合病院		研修センター	 佐野	 眞子
M24-9（D）	 診断に難渋した小児外傷性脾損傷の 1 例

	………………………………… 昭和大学藤が丘病院		臨床研修センター	 大谷	 仁美
M24-10（D）	 急性薬物中毒に対する上部消化管内視鏡および	 	
	 血液浄化療法の有用性について

	………………………………………… 昭和大学藤が丘病院		救命救急科	 島	 はるか
M24-11（D）	 タブレット端末によるオンライン教材と遠隔授業を用いた	 	
	 小学生への救急教育の効果に関する検証

	………………………………………………… 三重大学		医学部		医学科	 毛利	 啓人

ミニオーラル 25（M25）� 9：40〜 10：30

	 「学生・研修医セッション②」
	 座長	 帝京平成大学		健康メディカル学部	 染谷	 泰子
	 	 浜松医科大学		救急災害医学講座	 吉野	 篤人

M25-1（S）	 大学生の救命講習に対する意識について
	………………………………… 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 奥野	 優介

M25-2（S）	 大学生へのアンケートから見るワクチン接種の副反応が		
	 3 回目接種に与える影響についての検討

	………………………………… 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 大八木	丈智
M25-3（S）	 認知度調査からみる京都橘大学内における	 	
	 AED 設置場所についての検討

	………………………………… 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 田中	 蓮
M25-4（S）	 観客への AED 使用を迅速化する RED	SEAT と通知ボタンを	 	
	 組み合わせたシステムの実証実験ならびに今後の展望

	… 京都府立医科大学		医学部		医学科／公益財団法人日本AED財団	 天野	 将明
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M25-5（S）	 救急救命士養成校に在学する学生の希望進路からみる	 	
	 これからの養成教育の在り方についての検討

	………………………………… 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 古谷	 泰士
M25-6（N）	 救急救命士養成校における救急用自動車等同乗実習が	 	
	 修学・就業意欲に与える影響

	……………………… 帝京平成大学		健康メディカル学部		医療科学科	 染谷	 泰子
M25-7（N）	 看護基礎教育における一次救命処置教育の研究動向

	…………………………… 東京医療学院大学		保健医療学部		看護学科	 迫田	 典子
M25-8（S）	 学部の違いにおける脳卒中に対する理解度についての検討

	………………………………… 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 森本	 銀河

ミニオーラル 26（M26）� 13：20〜 14：30

	 「医療連携・チーム医療・多職種連携」
	 座長	 関西労災病院		救急部	 髙松	 純平
	 	 大阪公立大学医学部附属病院		救命救急センター	 吉本	 千鶴

M26-1（P）	 救急認定薬剤師の抗菌薬適正使用チームへの参画と	 	
	 積極的な介入について

	…………………………………………………… 勤医協中央病院		薬剤部	 武田	 元樹
M26-2（P）	 COVID-19 及び疑い患者が入院するエリア（レッドゾーン）での	 	
	 持参薬の把握に関する運用の構築

	…………………………………… 福岡県済生会		福岡総合病院		薬剤部	 塚本	 裕貴
M26-3（D）	 多職種合同診療会議の開催～ 2 つの型とその対応～

	……………………… 藤田医科大学		岡崎医療センター		救急総合内科	 有嶋	 拓郎
M26-4（HS）	 重症外傷患者の初期対応における NP（Nurse	Practitioner）の介入

	………………………………… 藤田医科大学病院		中央診療部FNP室	 大平	 志帆
M26-5（N）	 救命救急センターにおけるチーム医療の現状　	 	
	 ～救急外来対応時に必要なノンテクニカルスキル～

	………………………………………………… 旭川医科大学病院		看護部	 飴村	 光
M26-6（N）	 局地災害発生を想定した ER 初動に向けた取り組み

	……………………………… 済生会横浜市東部病院		救命救急センター	 更科	 陽子
M26-7（D）	 列車事故，列車内事件における多職種の連携

	………………………独立行政法人国立病院機構		本部		DMAT事務局	 若井	 聡智
M26-8（D）	 救急相談センター（＃ 7119）・救急隊・病院間の	 	
	 情報共有の課題を提起した一例

	………………………………… 昭和大学		医学部		救急・災害医学講座	 杉本	 達也
M26-9（D）	 当院での屋外ドライブスルー	～ 1 年 8 カ月の経験から～

	……………………………………………… 済生会中和病院		総合診療科	 小延	 俊文
M26-10（D）	 野崎徳洲会病院救急センターの 1 年間の活動報告と分析による	 	
	 将来設計の策定

	…………………………………………… 野崎徳洲会病院		救急センター	 千代	 孝夫
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M26-11（HS）	 川崎幸病院の新型コロナウイルスに対する受入れ体制と		
	 救急車応需率の改善について

	……………… 社会医療法人財団石心会		川崎幸病院		救急部		EMT科	 蒲池	 淳一

ミニオーラル 27（M27）� 14：30〜 15：25

	 「救急医療教育②」
	 座長	 名古屋市立大学病院		救急科	 服部	 友紀
	 	 大阪府三島救命救急センター		看護管理室	 三宅	千鶴子

M27-1（D）	 新型コロナウイルス感染症流行下における	 	
	 JPTEC コースへの山口県の取り組みについて

	…………… 山口大学大学院		医学系研究科		救急・総合診療医学講座	 藤田	 基
M27-2（D）	 救急医療の経験の少ない施設における心肺蘇生教育	 	
	 ～コンパクト BLS の導入から ICLS へ～

	………… 独立行政法人国立病院機構		四国がんセンター		循環器内科	 高野	 信二
M27-3（D）	 病院に勤務する非正規職員（派遣職員）への心肺蘇生法の教育の必要性

	………………… 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
M27-4（S）	 AI および機械学習による胸骨圧迫位置推定の精度分析

	………………………… 中央大学		理工学研究科		都市人間環境学専攻	 田村	 昌也
M27-5（D）	 COVID-19 流行中に行った CPR 実習の効果の検討

	……………………………………… 東京慈恵会医科大学		救急医学講座	 北村	 拓也
M27-6（HS）	 山間部の救急隊員に対する SBAR を使用した	 	
	 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

M27-7（C）	 VR 環境を活用したシミュレーション実習の効果検証
	…………………………………………………………フィルタス株式会社	 髙椋	清士朗

M27-8（P）	 COVID-19 流行期に ICLS コースを開催した際の工夫
	……………………………………………… 市立岸和田市民病院		薬剤部	 岸	 孝行

M27-9（D）	 ICLS コースにおける二酸化炭素測定器の有用性
	………… 独立行政法人国立病院機構		四国がんセンター		循環器内科	 高野	 信二
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ミニオーラル 28（M28）� 15：30〜 16：20

	 「救急医療教育③」
	 座長	 大阪府立中河内救命救急センター		救急科	 岸本	 正文
	 	 国士舘大学		防災・救急救助総合研究所	 曽根	 悦子

M28-1（E）	 メディカルラリーを通じた中高生に対する応急手当普及啓発
	………………………………………………………………名張市消防本部	 西田	 勝太

M28-2（C）	 救急救命士養成専修学校における実写 VR を用いた実習の	 	
	 効果検証ランダム化比較試験

	…………………………………………全国救急救命士教育施設協議会／
	 国士舘大学		体育学部		スポーツ医科学科	 沼田	 浩人

M28-3（E）	 映像配信を用いた救急車内での効果的な訓練及び指導について
	…………………………………………………………………広島市消防局	 松崎	 刀磨

M28-4（E）	 半ブラインド式シミュレーション訓練を実施した結果から得られた	 	
	 教育効果と課題について

	……………………………大津市消防局		中消防署		消防第一課		救急係	 戸倉	 俊輔
M28-5（C）	 コロナ禍で救急車を走行させた実践的臨地実習の教育効果

	………………………… 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

M28-6（S）	 救急救命士養成課程における静脈路確保の成否に関する因子の検討
	………………………………… 国士舘大学大学院		救急システム研究科	 桂原	 貴志

M28-7（D）	 当大学院における病院前救急医療の学術研究とその方向性
	…………… 日本体育大学大学院		保健医療学研究科		救急災害医療学	 小川	 理郎

M28-8（D）	 救急搬送時の傷病者の病歴把握の実態に関する研究
	……………………… 大阪大学医学部附属病院		高度救命救急センター	 酒井	 智彦

ミニオーラル 29（M29）� 16：20〜 17：05

	 「地域連携」
	 座長	 医療法人倚山会田岡病院		救急科	 上山	 裕二
	 	 京都大学医学部附属病院		初期診療・救急科	 柚木	 知之

M29-1（P）	 転院先で抗てんかん薬変更によりてんかん重積を呈した一例
	…………………………… 東京医科大学		八王子医療センター		薬剤部	 鳥海	 未奈

M29-2（C）	 草刈りを通じた熱中症対策・予防と今後
	……………………… 明治国際医療大学		保健医療学部		救急救命学科	 諌山	 憲司

M29-3（D）	 超高齢者県の高知県ではがん患者搬送は 5 年で 2 倍に増加
	……………………………………………………… 高知県庁		健康政策部	 西山	 謹吾

M29-4（D）	 救急・災害医療現場で患者同定・医療情報の利活用を見据えた	 	
	 マイクロチップ埋め込みの可能性

	……………………… 日本医科大学千葉北総病院		救命救急センター／
	 日本医科大学		救急医学教室	 本村	 友一
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M29-5（N）	 救急要請後に搬送されなかった緊急性がない事例における	 	
	 患者のパターンとその特徴

	………………………………………… 広島大学大学院		医系科学研究科	 寺本	 千恵
M29-6（HS）	 病院救急車運用における地域連携

	……………医療法人伯鳳会		東京曳舟病院		診療技術部		救急救命士課	 磯﨑	 千尋
M29-7（D）	 地域連携のための大学病院での病院救急車運用の課題と今後の展望

	…………………………… 順天堂大学		医学部		救急・災害医学研究室	 門田	 勝彦

■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 30（M30）� 8：30〜 9：15

	 「その他①」
	 座長	 獨協医科大学埼玉医療センター		看護部	 石井	恵利佳
	 	 三重大学医学部附属病院		救命救急・総合集中治療センター	 金子	 唯

M30-1（HS）	 個人開設の救急クリニック 11 年間の救急搬送受入れの軌跡
	…………………………………………………………川越救急クリニック	 吉田	 雄一

M30-2（N）	 発熱外来におけるトリアージシステム構築に向けた取り組み
	…………………………………………………… 大垣市民病院		救急外来	 松岡	 秀樹

M30-3（D）	 地方の地域医療支援病院におけるコロナ期の救急応需数
	……………………………………………… 済生会中和病院		総合診療科	 小延	 俊文

M30-4（D）	 二次救急医療機関における	 	
	 新型コロナウイルス感染症流行による地域医療の変化

	…………………………………………………… 自衛隊中央病院		救急科	 西山	 隆
M30-5（D）	 断らない救急を目指した二次救急病院の工夫

	……………………… 藤田医科大学		岡崎医療センター		救急総合内科	 坂崎	多佳夫
M30-6（D）	 輸血拒否の意思がある患者の出血性ショックの一例

	……………………………………… 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	 栗原	茉莉子

M30-7（D）	 陰圧閉鎖療法を用いて治療を行った皮膚軟部組織感染症の 2 症例
	…………………… 順天堂大学医学部附属練馬病院		救急・集中治療科	 大場	 次郎
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ミニオーラル 31（M31）� 9：40〜 10：40

	 「その他②」
	 座長	 鈴鹿医療科学大学		看護学部	 江口	 秀子
	 	 JA 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター		
	 	 救命救急センター /救急科	 田中	 啓司

M31-1（N）	 当院救急外来における血液培養採取時の		
	 コンタミネーションの割合と現状

	…………………… 医療法人社団三成会		新百合ヶ丘総合病院		看護部	 藤本	 麻未
M31-2（N）	 全身熱傷を受傷した成人女性の受容過程における看護師の関わり	 	
	 ～山勢の危機対処プロセスモデルを用いて～

	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	 仲島	 佑季

M31-3（D）	 筋萎縮性側索硬化症患者の院外心停止を経験して
	………………………………… 大阪市立総合医療センター		救命救急部	 石丸	 裕登

M31-4（S）	 With	family	or	Without	family？	 	
	 ～心肺蘇生時の患者家族立ち合いの是非について～

	………………………………………………… 東京女子医科大学		医学部	 山根	 綾海
M31-5（N）	 A 病院の救急外来に心肺停止で救急搬送された患者家族に対する	 	
	 看護実践についての実態調査

	…………………… 総合病院		聖隷三方原病院		高度救命救急センター			村松	 武明
M31-6（N）	 A 病院救急センターにおいて	 	
	 看護師が実践する意思決定支援の現状と課題

	………………………………………公益社団法人北海道勤労者医療協会		
	 勤医協中央病院		救急センター	 岡村	 紀子

M31-7（HS）	 病院内救急救命士による医師代行業務での成果と課題
	……………………………………………… 洛和会音羽病院		救命救急室	 中川	 凌平

M31-8（S）	 救急救命士養成課程の学生が臨床実習中に経験する	 	
	 蘇生中止の心理的影響

	…………………… 日本体育大学		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	 郡	 愛

M31-9（E）	 救急救命士が抱く大学院進学に対する意識と大学院教育に関する課題
	………………………………… 京都橘大学		健康科学部		救急救命学科	 福岡	 範恭

M31-10（C）	 救急クリニックにおける歯科救急医療の展望
	…………………………………………………………川越救急クリニック	 醍醐	 一也
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ミニオーラル 32（M32）� 13：20〜 14：20

	 「薬剤師関連①」
	 座長	 川口市立医療センター		救命救急センター	 小川	 太志
	 	 広島大学病院		薬剤部	 佐藤	 智人

M32-1（P）	 救急薬剤師業務の効率化	 	
	 ～腎機能等，薬剤投与リスク評価を多職種で共有する～

	……………………………… 国立病院機構		大阪医療センター		薬剤部	 坂本	 麻衣
M32-2（P）	 救急医療におけるタスク・シフトを踏まえた薬剤師業務の検討

	……………………………………………………… 新小文字病院		薬剤科	 原	 知斉
M32-3（P）	 救急に係る薬剤課の業務拡大についての報告

	………………………………… 医療法人伯鳳会		東京曳舟病院		薬剤課	 江澤	恵美子
M32-4（P）	 徳洲会グループ病院における	 	
	 救急集中治療領域での薬剤師育成に向けた取り組み

	………………………………………………… 湘南鎌倉総合病院		薬剤部	 宮田	 祐一
M32-5（P）	 アトルバスタチンとシクロスポリンの相互作用が原因と考えられた	 	
	 横紋筋融解症及び急性腎障害の一症例

	……………………………………関西電力（株）		関西電力病院		薬剤部	 野々内	裕紀
M32-6（P）	 ジアフェニルスルホンによる	 	
	 薬剤性メトヘモグロビン血症をきたした 1 例

	………………………………………………… 友愛医療センター		薬剤科	 平識	 善彦
M32-7（P）	 院内迅速対応システム（Rapid	Response	System）で		
	 救急認定薬剤師が患者急変対応に介入した 1 例

	………………………………………………… 埼玉医科大学病院		薬剤部	 鈴木	 善樹
M32-8（P）	 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者に対する		
	 集中治療室での薬剤師による薬学的介入の解析

	……………………………………… 横浜市立みなと赤十字病院		薬剤部	 高橋	 希
M32-9（P）	 COVID-19 陽性者の入院待機施設における薬剤師としての関わり

	………………………… 医療法人沖縄徳洲会		中部徳洲会病院		薬剤部	 坂口	 結斗
M32-10（P）	 施設内で指導的役割を担う	 	
	 救急認定薬剤師の病棟薬剤業務支援活動に関する配属先別の満足度調査

	…………………………………………… 市立函館病院		薬剤部		薬剤科	 櫻田	 穣

ミニオーラル 33（M33）� 14：25〜 15：25

	 「薬剤師関連②」
	 座長	 国立病院機構紫香楽病院		薬剤科	 服部	 雄司
	 	 大阪府済生会千里病院		千里救命救急センター	 林	 靖之

M33-1（P）	 薬剤師による急性薬物中毒対応（殺虫剤クロルフェナピル急性中毒）
	………………………………………………… 京都岡本記念病院		薬剤部	 瓦	 比呂子
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M33-2（P）	 救命救急センター専任薬剤師の介入により診断に至った急性中毒の一例
	………………………………………… 鳥取大学医学部附属病院		薬剤部	 松本	 徳人

M33-3（P）	 SBT/CPZ 使用後に発生した血液凝固障害の 1 例
	………………………………………… 大分大学医学部附属病院		薬剤部	 山村	 亮太

M33-4（P）	 副作用データベースを用いた易怒性・攻撃性を惹起する薬剤の抽出	 	
	 ～抗てんかん薬と易怒性・攻撃性の関連～

	… 武蔵野赤十字病院		薬剤部／明治薬科大学		医療分子解析学研究室	 細谷	龍一郎
M33-5（P）	 心電図判読を用いた薬学的管理に関する現状調査

	…………………………………………… 横浜市立大学附属病院		薬剤部	 西垣	 哲太
M33-6（P）	 ワークショップによる当直帯発災を想定した薬剤部災害訓練

	…………… 日本赤十字社愛知医療センター		名古屋第二病院		薬剤部	 小林	 義政
M33-7（P）	 薬剤師の救急病棟常駐に対する経時的アウトカム評価

	……………… 公益社団法人勤労者医療協会		勤医協中央病院		薬剤部	 武田	 元樹
M33-8（P）	 集中治療室に緊急入室した患者における常用薬未再開に関する実態調査

	…………………………………………………… 聖路加国際病院		薬剤部	 安達	 明央
M33-9（P）	 がん化学療法中の患者における救急外来の受診状況調査

	…………………………… 医療法人徳洲会		湘南鎌倉総合病院		薬剤部	 大村	 史
M33-10（P）	 中規模病院における救急医療領域での薬学実習についての意識調査

	……………… 社会福祉法人恩賜財団		大阪府済生会野江病院		薬剤科	 段林	 正明

ミニオーラル 34（M34）� 15：30〜 16：20

	 「高齢者 / 精神科救急」
	 座長	 日本医科大学付属病院		救急・総合診療センター	 新井	 正徳
	 	 帝京大学医学部附属病院		薬剤部	 今中	 翔一

M34-1（E）	 お薬手帳の重要性について
	…………………………………………… 石橋地区消防組合		壬生消防署	 高崎	 浩人

M34-2（D）	 外傷により緊急入院した高齢患者に対する	 	
	 MSW による支援介入に関する分析～単施設後ろ向き研究～

	……………………… 大阪大学医学部附属病院		卒後教育開発センター	 多田	 千紘
M34-3（D）	 発作時酸素化障害を伴いてんかん発作との鑑別に難渋した	 	
	 心因性非てんかん性発作（PNES）の 1 例

	……………………………… 愛知医科大学病院		卒後臨床研修センター	 室谷	 太郎
M34-4（D）	 ステロイドにより惹起された未診断の悪性腫瘍に起因する	 	
	 腫瘍崩壊症候群（tumor	lysis	syndrome：TLS）の 1 例

	…………………………………………………… 熊本赤十字病院		救急科	 松岡	 慶朗
M34-5（D）	 当院救急搬送患者における血清 Na 値異常症例の検討

	…………………………… 近畿大学奈良病院		第 3 次救命救急センター	 中尾	 隆美
M34-6（D）	 救命救急センターへの高齢者救急搬送の現状と課題

	……………………………… 川口市立医療センター		救命救急センター	 小川	 太志
M34-7（N）	 救急外来受診後に帰宅となった高齢患者の特性に関する研究

	………………………………………………………………市立宇和島病院	 河野	 泉
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M34-8	 演題取り下げ

M34-9（D）	 市中 ER 型クリニック 5 年間の受診データから見える	 	
	 埼玉県高齢者救急の問題点

	…………………………………………………………川越救急クリニック	 上原	 淳

■ハンズオンセミナー会場（大阪国際会議場　8F 会議室 803・804）

PICCハンズオンセミナー（HS）� ※詳細はホームページをご確認ください

HS（D）	 Sherlock3CG・PICC ハンズオンセミナー	 	
	 ～磁場と心電図を用いて確実な留置を行う次世代型の PICC ～

	 	 大阪公立大学大学院		医学研究科		救急医学／
	 	 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

� 共催：株式会社メディコン




