
教育講演①
ニューヨークにおけるCOVID-19診療

8:45～9:45 第2会場
演者：篠崎広一郎 ホフストラ大学ザッカー医学部 救急医学

座長：聖マリアンナ医科大学 救急医学 藤谷茂樹

教育講演② 救急科領域講習
呼吸不全に対するECMO療法

9:50～10:50 第2会場
演者：安部隆三 千葉大学大学院 医学研究院 救急集中治療医学

座長：帝京大学医学部 救急医学講座 坂本哲也

教育講演③ 救急科領域講習
重症患者の栄養管理「重症患者に対する急性期栄養療法」

10:55～11:55 第2会場
演者：大島拓 千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学

座長：日立総合病院救急集中治療科 中村謙介

教育講演④
救急領域のタスクシフトの指針

13:05～14:05 第2会場
演者：酒井郁子 千葉大学大学院看護学研究院先端実践看護学研究部門

座長：日本医科大学付属病院看護部 佐藤憲明

医 師 部 門



指定シンポジウム
SOS-KANTO 2017 Study委員会からの報告

9:00～10:30 第1会場
座長：本間洋輔 千葉市立海浜病院 救急科

S-1 SOS-KANTO Studyにおける院外心停止に対する心肺蘇生法と転帰の変遷

SOS-KANTO 2017 Study Group 北村伸哉

S-2 SOS-KANTO 20年の歩み

日本救急医学会関東地方会常任幹事長 東京女子医科大学救急医学 武田宗和

S-3 SOS-KANTO2017: データ項目の決定と集積方法

日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急科 田上隆

S-4 院外心停止例におけるAEDの使用状況と転帰の検討（SOS－KANTO2017中間
報告）

防衛医科大学校病院 救急部 金子真由子

S-5 心肺停止蘇生後の体温管理療法：SOS-KANTO2012と2017より

日本医科大学多摩永山病院 田中知恵

S-6 救急外来における蘇生後低酸素脳症の神経学的予後予測法 CAST scoreのvalidation
study: SOS-KANTO中間報告

前橋赤十字病院 錦見満暁



シンポジウム①
COVID-19の流行拡大に対する医療体制の維持

13:35～15:15 第1会場
座長：井上貴昭 筑波大学医学医療系救急・集中治療医学

S1-1 自衛隊大規模ワクチン接種センターにおけるワクチン接種後の即時型過敏
反応に関する中間報告

自衛隊中央病院 山田晋大郎

S1-2 自宅療養中に重症化したCOVID-19患者に対して救急外来が出来る貢献

東京ベイ・浦安市川医療センター 金子志穂

S1-3 新型コロナウイルス感染症対応において地域医療で有効であったsocial
networking service (SNS)を使用した情報共有

東千葉メディカルセンター 橋田知明

S1-4 当院及び千葉県におけるCOVID-19の流行拡大に対する医療体制の維持

千葉大学 大学院医学研究院 救急集中治療医学 林洋輔

S1-5 重症患者の医療体制維持のための奮闘 〜公立病院の救命救急センターとして
の立場から〜

松戸市立総合医療センター 八木雅幸

S1-6 National Early Warning Scoreはデルタ株COVID19の重症化を高精度で予測す
る。qSOFA、CRB-65との比較

国際医療福祉大学 救急医学 遠藤拓郎

S1-7 COVID-19の第５波における首都東京への支援事業 〜日本ECMO netによる
地域支援〜

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 濱口純

S1-8 政府（厚生労働省）における取組

厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部 寺谷俊康



シンポジウム②
JAAM-KANTO2022特別シンポジウム

あの時の判断は正しかったのか？誰か教えてください！（外傷編）

15:20～16:30 第1会場
座長：益子一樹 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

S2-1 準緊急観血的骨折整復術が予定された下顎骨骨折患者に対して，救急外来で
気管支鏡ガイド下経鼻気管挿管を行い, 気道管理した一例

慶應義塾大学 医学部 救急医学教室 谷口枝穗

S2-2 アイスピックによる腹部刺創に対し、診断的腹腔鏡検査を施行した１例

青梅市立総合病院 救急科 青山夏子

S2-3 重症肝損傷の一救命例

東千葉メディカルセンター 救急科・集中治療部 小泉和久

S2-4 異物が経肛門的に直腸・膣・膀胱を貫通し、先端部が腹腔内にまで穿通し、
手術的に異物除去を行った一例

佐野厚生総合病院 外科・乳腺外科 渡邉真祥

S2-5 コンパートメント症候群を合併した小児下腿骨骨折の1例

日本医科大学 千葉北総病院 救命救急科 杉井将崇

S2-6 ドクターカーで出動し現場にて緊急O型赤血球輸血を開始した多数傷病者事案

東海大学医学部総合診療学系救命救急医学 松本幹大



16:35～17:45 第1会場
座長：志賀隆 国際医療福祉大学救急医学教室

S3-1 下部消化管出血に対して帰宅可能と判断したが、翌日入院となった一例

東京ベイ・浦安市川医療センター 菅原圭一郎

S3-2 高トリグリセリド血症による非重症急性膵炎であったが入院困難であり外来
加療が奏功した一例

東京ベイ・浦安市川医療センター 田中里奈

S3-3 褥瘡に対して破傷風予防は必要か？ 肺炎、褥瘡で入院加療中に発症した
破傷風の一例

神栖済生会病院 内科 小田有哉

S3-4 紫斑の鑑別に苦慮した日本紅斑熱の1例

武蔵野赤十字病院 救命救急センター 吉田耕輔

S3-5 大動脈十二指腸瘻による出血性ショックに対して大動脈遮断バルーンを用い
て救命し得た一例

日立総合病院 遠藤友理

S3-6 高度低体温症で来院し，復温の過程で徐脈から心静止に至った急性化膿性胆
管炎の一例

東京女子医科大学 八千代医療センター 救急科 池田万優子

シンポジウム③
JAAM-KANTO2022特別シンポジウム

あの時の判断は正しかったのか？誰か教えてください！（ER診療編）



シンポジウム④
私の困った経験を公開します

15:25～16:25 第2会場
座長：松田潔 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

S4-1 敗血症による意識障害と誤診されたWernicke脳症の一例

昭和大学 医学部 救急・災害医学講座 昼間楓

S4-2 非外傷性急性硬膜下血腫の一例

国際医療福祉大学 山本智也

S4-3 多発脳梗塞をきたし気道緊急に至った１例

昭和大学 医学部 救急・災害医学講座 中村元保

S4-4 人工呼吸器管理中に薬物による鎮静状態の維持が困難となった重症多発外傷の
一例

杏林大学医学部付属病院 高度救命救急センター 相澤陽太

S4-5 陰圧閉鎖療法中出血を来たした抗血小板薬服用患者の１例

自衛隊中央病院 畑中公輔

S4-6 急性医薬品中毒で入院中に肺血栓塞栓症を発症した一例

日本医科大学付属病院高度救命救急センター 平野瞳子



シンポジウム⑤
みんなに自慢したい劇的救命症例

16:30～17:30 第2会場
座長：三宅康史 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

S5-1 来院後に急激に症状が悪化したトリカブト中毒の一例

順天堂大学医学部附属練馬病院救急集中治療科 山根唯奈

S5-2 Lemierre症候群による敗血症性ショックから救命し得た1例

日本医科大学付属病院 救命救急科 下茂由希子

S5-3 コロナウイルス感染症蔓延期第5波における重症間質性肺炎でニューモシス
チス肺炎の診断を逃さなかった一救命例

日本大学病院 高橋謙

S5-4 軽微な症状で発見された急性大動脈解離の3症例の検討

自衛隊中央病院 髙島真帆

S5-5 非閉塞性腸管虚血による敗血症性ショックに対してダメージコントロール
手術と経皮的心肺補助を導入し救命できた1例

千葉労災病院 高橋あゆみ

S5-6 小児劇症型心筋炎に対して救急外来でECPRを導入し完全回復した１例

東邦大学医療センター大森病院 竹原小百合



シンポジウム⑥
3部門合同 コロナ禍における多職種連携

10:35～11:55 第1会場
座長：志賀英敏 帝京大学ちば総合医療センター救急集中治療センター

淺香えみ子 東京医科歯科大学病院

S6-1 多職種連携が効果的であったコロナ禍の日本滞在中に脳卒中を発症した1例

昭和大学江東豊洲病院 脳神経外科 池田尚人

S6-2 東京臨海病院における多職種連携により実践したCOVID-19医療体制の報告

東京臨海病院 救急科 栗原貫

S6-3 医療資源枯渇に伴う他職種連携とBCP

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 米田龍平

S6-4 COVID-19重症患者を受け入れるためのEICU看護体制の構築

総合病院土浦協同病院看護部 上澤弘美

S6-5 重症COVID-19肺炎患者の栄養管理における身体的負担と看護ケア業務の
軽減への取り組み

日本赤十字社医療センター 救命救急センター EICU 藤井美菜子

S6-6 コロナ禍に病院救命士が多職種連携の中核を担う

医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 作田翔平



シンポジウム⑦
3部門合同 救急医療におけるタスクシェアの実践と今後の課題

14:10～15:20 第2会場
座長：今枝太郎 千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学

小波本直也 聖マリアンナ医科大学病院 看護部

S7-1 救急外来で従事する病院救命士の業務と課題

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科 山本真嗣

S7-2 医療機関に所属する救急救命士の今後

厚生労働省 土屋翼

S7-3 特定行為研修修了者によるタスクシェアの課題と展望

千葉大学医学部附属病院 看護部 ICU 山田香織

S7-4 救命救急センターにおける診療看護師の活動と今後の展望

総合病院国保旭中央病院 大木賢美

S7-5 当院救急外来における新体制導入後の評価及び問題点―COVID-19の影響
も含めー

TMGあさか医療センター 松本徹也

S7-6 当院所属病院救命士のタスクシフトにおける未来像について

医療法人社団 誠馨会 新東京病院 牧山貴明



一般演題（ポスター）
SOS-KANTO

13:05～13:30 第1会場
座長：北村伸哉 君津中央病院救命救急センター

P-1 バイスタンダーCPRの効果に対する性別の交互作用（effect modification）
SOS-KANTO中間報告

ホフストラ大学ザッカー医学部 救急医学 篠崎広一郎

P-2 院外心肺停止症例のBMIと予後に関する検討:SOS-KANTO 2017中間報告

群馬大学大学院 医学系研究科 救急医学 青木誠

P-3 病院到着前の気管挿管は予後改善に寄与するか？SOS-KANTO2017中間報告
より

日本医科大学多摩永山病院 救命救急科 久野将宗

P-4 SOS-KANTO2017中間報告 心停止の原因が窒息である場合、病院前での高度な
気道確保は予後に影響を及ぼすのか？

聖隷三方原病院 高度救命救急センター 眞喜志剛

P-5 目標体温管理を施行した院外心停止患者における早期抗菌薬投与の検討（SOS-
KANTO2017中間解析報告）

東京都立墨東病院 高度救命救急センター 彦根麻由

P-6 Non-shockable院外心停止に対する高体温回避の体温管理と神経学的予後の検討
:SOS-KANTO2017中間報告

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 吉田稔

P-7 SOS-KANTO2017中間報告 患者の年齢によらず、自己心拍再開後に積極的な治
療を行うことが費用対効果に見合うか。

聖隷三方原病院 高度救命救急センター 眞喜志剛



一般演題（ポスター）
救急医療体制・その他

14:10～14:35 第3会場
座長：櫻井淳 日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野

P-8 二次救急医療機関で放射線科サブスペシャリティ研修中の院内唯一の救急科
専門医による時間外の外傷用CT撮像プロトコル作成

東邦大学 佐倉病院 放射線科 山名英俊

P-9 高齢外傷患者におけるdelta Shock Indexによる手術予測

慶應義塾大学医学部 船曵翔真

P-11 CPR教育における講義の胸骨圧迫の質に対する効果

慈恵会医科大学 救急科 市川優貴

P-12 東京オリンピック・パラリンピックにおけるトライアスロン競技での医療
スタッフの感染対策と体調管理

昭和大学 医学部 救急災害医学講座 八木正晴

P-13 千葉大臨床法医学での被虐待児評価について

千葉大学 医学部 法医学教育研究センター 齋藤直樹

P-14 救急電話相談(#7119)事業における虐待疑い事例の検出

横浜市救急相談センター 六車崇



一般演題（ポスター）
循環器疾患

9:00～9:25 第4会場
座長：竹内一郎 横浜市立大学救急医学/高度救命救急センター

P-15 多発動脈瘤に対しEVARに先行してコイル塞栓術を施行

海老名総合病院 伊藤明日香

P-16 肺動脈瘻を合併した左冠動脈瘤破裂による心肺停止状態から救命された１例

東京都済生会中央病院 藤岡舞

P-17 初診時には診断しえなかった急性冠症候群を経過観察入院中に診断した一例

群馬大学医学部附属病院 救命救急センター 尾花裕太

P-18 気管支喘息重篤発作に合併したたこつぼ型心筋症の一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター 高度救命救急センター 山本翔太

P-19 胡座位で長時間昏睡状態となったため 重篤な横紋筋融解症と末梢神経障害を
併発した一症例

公立昭和病院 救命救急センター 長谷川綾香

P-20 劇症型心筋炎を呈した、呼吸不全を伴わないCOVID-19の1例

日本赤十字社 成田赤十字病院 岸本真治

P-21 当院におけるImpella®の治療成績と課題

千葉大学医学部附属病院 臨床工学センター 宮崎瑛里子

P-22 目撃のある除細動適応外波形の院外心肺停止事案の転帰改善を目的とした検討

東京消防庁 救急部 救急管理課 遠田宗之



一般演題（ポスター）
出血性疾患（内因性）

9:25～9:50 第4会場
座長：森下幸治 東京医科歯科大学病院 救命救急センター

P-23 心肺蘇生時の胸骨圧迫による前縦隔血腫をきたした一例

松戸市立総合医療センター 上垣怜央

P-24 心肺停止に至ったがTAEとDamage Control Surgeryで救命し得た大腸憩室出血
の1症例

済生会横浜市南部病院 川端彩紀

P-25 食道静脈瘤破裂における内視鏡的止血術の一助としてREBOAを使用した1例

済生会宇都宮病院 宮里実幸

P-26 透析後に生じた特発性腹壁血腫の1例

自治医科大学 医学部 救急救命センター 由井憲晶

P-27 繰り返す原因不明の出血に対して第XIII因子欠乏症と診断し得た1例

日立総合病院 明比美典

P-28 APTT単独延長を契機に判明した後天性血友病Aの2例

国立国際医療研究センター病院 救命救急センター 救急科 伊藤響

P-29 産科的危機的出血に対する大量輸血を契機に横隔膜交通症を介し発症した右側
大量血胸の一例

慶應義塾大学医学部 救急医学 鈴木将平

P-30 抗凝固療法と出血性疾患の関連

東京慈恵会医科大学附属病院 救急医学講座 佐藤浩之



一般演題（ポスター）
呼吸器疾患①

9:55～10:15 第4会場
座長：高橋功 総合病院国保旭中央病院 救命救急センター

P-31 良性甲状腺腫瘍による気道狭窄で緊急気道確保を要した2症例

聖路加国際病院 救急部・救命救急センター 白﨑加純

P-32 気管支喘息との鑑別に難渋した中枢気道腫瘍の症例

筑波大学附属病院 救急・集中治療科 伏野拓也

P-33 副甲状腺嚢胞から咽頭後間隙に出血を来たし気道狭窄を生じた1例

関東労災病院 救急集中治療科 早野大輔

P-34 心窩部絞扼感と冷汗，嘔気で発症した気管支動脈蔓状血管腫の1例

東京警察病院 救急科 清川隆

P-35 特発性血気胸から循環血漿量減少性ショックに至った1例

昭和大学横浜市北部病院救急診療科 榊原真子

P-36 自然気胸に対する胸腔鏡下上葉嚢胞切除術後に生じた片側性陰圧性肺水腫

東京都立多摩総合医療センター ジュニアレジデント 牛久潤彦



一般演題（ポスター）
呼吸器疾患②

10:15～10:35  第4会場
座長：林宗博 日本赤十字社医療センター 救命救急センター

P-37 抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎を合併した2例

日本医科大学付属病院 寺谷内泰

P-38 気管支喘息重積発作患者の治療経過とカプノグラム波形の推移

東京大学医学部附属病院 救急・集中治療科 鹿間美緒

P-39 治療に難渋した気管支喘息大発作の1例

横須賀市立うわまち病院 松尾璃瑳子

P-40 咳嗽を契機に発症した脳空気塞栓症の一例

済生会宇都宮病院 救急科・集中治療科 木本慧

P-41 肺血栓塞栓症に対し覚醒下でのVA ECMO管理を施行した1例

平塚市民病院初期研修医 大坪琴美

P-42 Ⅲ度熱中症に急性肺血栓塞栓症を併発した1例

東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター 横田亮



一般演題（ポスター）
消化器疾患

10:35～11:00 第4会場
座長：立石順久 成田赤十字病院 救急・集中治療科

P-43 失神に伴う転倒・体動困難から前下膵十二指腸動脈瘤の破裂の診断に至った
1例

昭和大学 救急科 杉本達也

P-44 甲状腺クリーゼと消化管穿孔を合併した若年男性の一症例

東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター 諸橋優祐

P-45 アルコール性肝硬変に繰り返す後腹膜血腫を併発した一例

昭和大学 医学部 救急・災害医学講座 香月姿乃

P-46 外科的・内視鏡的ドレナージで治療した重症急性膵炎に伴う後腹膜膿瘍の
1例

獨協医科大学埼玉医療センター 救急医療科 金沢吉恵

P-47 腹部手術歴のない若年女性に絞扼性腸閉塞を生じた一例

東京慈恵会医科大学附属病院 初期研修医 山口倫昌

P-48 柿胃石イレウスの1例

東京女子医科大学病院 大久保ひかり

P-49 急性薬物中毒に対する活性炭投与により腸閉塞をきたした一例

北里大学病院 臨床研究センター 松井滉

P-50 有機リン中毒に合併した麻痺性イレウスの一例

自治医科大学附属さいたま医療センター 救急科 新里祐太朗



一般演題（ポスター）
COVID-19①

11:05～11:30 第4会場
座長：庄古知久 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

P-51 母児共に良好な転帰を得られた妊娠26週の重症COVID19肺炎の一例

東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター 山村恭一

P-52 妊娠後期に重症化したCOVID-19肺炎に対しVV-ECMOを導入し救命した一例

順天堂大学 医学部附属 順天堂浦安病院 橋本仁

P-53 肺塞栓症を合併した妊娠後期におけるCOVID-19重症肺炎の抗凝固療法に
ついて

日本大学医学部附属板橋病院 中林隼斗

P-54 腹臥位から仰臥位へ復帰時に肺血栓塞栓症を呈した重症COVID-19肺炎の2症例

東京都立多摩総合医療センター 救命センター 宇野夏奈

P-55 重症COVID-19肺炎患者に対する腹臥位療法の効果および酸素化改善の予測
因子の検討

東京医科歯科大学 医学部 医学科 飛松尭

P-56 SARS-CoV-2による重症ARDSに対しECMOを導入した高度肥満患者の2例

東京都立多摩総合医療センター 堀越佑一

P-57 COVID-19患者におけるECMO導入とobesity paradoxの関連についての検討

横浜市立大学附属病院救急科 本澤大志



一般演題（ポスター）
COVID-19②

11:30～11:55 第4会場
座長：清田和也 さいたま赤十字病院 高度救命救急センター

P-58 COVID19ワクチン接種後に上気道狭窄症状が繰り返し出現し、診断に苦慮した
小児の１例

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 長島秀明

P-59 防水スプレー吸入による急性肺障害がCOVID-19肺炎と鑑別を要した一例

日本赤十字社医療センター 救急科 長嶺圭祐

P-60 救急外来で偶発的に診断した新型コロナウイルス感染症の検討

国立国際医療研究センター 救命救急センター 救急科 山本裕記

P-61 チーム医療の重要性を改めて認識した新型コロナウイルス感染症の1症例

戸田中央総合病院救急科 大塩節幸

P-62 COVID-19肺炎経過中にIL-6阻害剤やステロイド使用なく発症した消化管穿孔の
一例

秋田赤十字病院 原野康平

P-63 慢性腎臓病ステージG4を伴うCOVID-19患者にRemdesivirを投与し腎機能増悪
なく退院した1例

慶應義塾大学 医学部 救急医学教室 松尾悠史

P-64 COVID-19患者の精神症状に対する薬物治療と死亡率に関するJ-RECOVER 

studyを用いた検討

日本医科大学多摩永山病院 田中知恵



一般演題（ポスター）
感染・敗血症①

13:05～13:30 第4会場
座長：土井研人 東京大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学

P-65 A群β溶血性連鎖球菌による原発性腹膜炎、敗血症性ショックを呈し、全身管
理を要したが保存的治療にて軽快した50代女性

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 橋元由紀子

P-66 敗血症性ショック・DICを呈した日本紅斑熱の１例

杏林大学医学部付属病院 高度救命救急センター 清水亮祐

P-67 致死的な経過をたどった日本紅斑熱の1例

国保直営総合病院君津中央病院 救急・集中治療科 星野翔太

P-68 非チフス性サルモネラ属菌により敗血症性ショックを来した一例

災害医療センター 救命救急科 井尻篤宏

P-69 築地市場で感染した重症レプトスピラ症の1例

聖路加国際病院 救急部・救命救急センター 磯川修太郎

P-70 降下性縦隔炎・膿胸を伴った頸部壊死性筋膜炎の一例

日本医科大学千葉北総病院 川口祐香理

P-71 オンライン血液濾過透析施行中にバンコマイシン持続静注を行った昏睡型急性
肝不全の１例

千葉大学医学部附属病院 薬剤部 鈴木達也



一般演題（ポスター）
感染・敗血症②

13:30～13:55 第4会場
座長：池田弘人 帝京大学医学部救急医学

P-72 軽度な創傷に対する前医での初期治療が不十分であったため発生した破傷風
２例

深谷赤十字病院 外傷・救命救急センター 垣明歩

P-73 転落による打撲後の呼吸苦を主訴に来院した破傷風の一例

東京慈恵会医科大学附属病院 救急医学講座 佐藤浩之

P-74 経皮的ドレナージが有効であった感染性腎嚢胞の1例

昭和大学病院 柳澤薫

P-75 閉塞を伴う尿路感染症による高アンモニア血症から意識障害を呈し、排尿
コントロールにより良好な転帰となった2例

小田原市立病院 救急科 大新田訓承

P-76 気腫性喉頭蓋膿瘍の診断・切開排膿により良好な治療経過を得た一例

聖路加国際病院 救急部・救命救急センター 赤穂良晃

P-77 抗生剤のみの治療で軽快した、縦隔膿瘍による敗血症

国立病院機構東京医療センター 沼田櫻華

P-78 げっ歯類への曝露なく腸腰筋膿瘍と椎体椎間板炎を来したStreptobacillus 

moniliformis菌血症の1例
東京大学医学部附属病院 救急科 有田和旦

P-79 壊疽性膿瘡を呈し、緑膿菌による敗血症を併発した症例

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 臨床研修センター 鈴木桜子



一般演題（ポスター）
代謝・腎臓・アレルギー疾患

13:55～14:20 第4会場
座長：村田希吉 松戸市立総合医療センター 救命救急センター

P-80 免疫関連有害事象(irAE)により重症筋無力症クリーゼをきたした一例

湘南鎌倉総合病院 長山未来

P-81 甲状腺機能低下症を契機に発見された副腎クリーゼの1例

群馬大学医学部附属病院 救命救急センター 青山大貴

P-82 原因不明のショックに対しSheehan症候群による副腎クリーゼが疑われた一例

東京都立墨東病院 救命救急センター 野路咲

P-83 免疫チェックポイント阻害薬投与後に糖尿病性ケトアシドーシスを発症した
４例の検討

東京都済生会中央病院 救急診療科 橋野伸

P-84 意識障害の原因として粘液水腫性昏睡が疑われた1例

東京女子医科大学病院 救命救急センター 池邉怜寛

P-85 全力疾走にて運動後急性腎不全を生じた１例

関東労災病院 救急集中治療科 早野大輔

P-86 丁寧な問診と診察によりアレルギー機序推定に至った納豆アレルギーの一例

順天堂大学医学部附属 練馬病院救急・集中治療科 田中理沙



一般演題（ポスター）
神経疾患①

14:25～14:50 第4会場
座長：畝本恭子 日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター

P-87 頭部CTで上位頸椎を確認することで診断に至ったCrown dens syndromeの2例

東京臨海病院 救急科 田中智秀

P-88 自覚症状・神経学的異常所見に乏しくCT検査により転移性脳腫瘍を発見した
一例

東京慈恵会医科大学付属第三病院 救急部 野口正晴

P-89 痺れを主訴として，神経診察と家族の情報で診断した橋梗塞の一例

東京慈恵会医科大学附属第三病院 救急部 清水秀将

P-90 椎骨動脈狭窄による小脳梗塞によって、浮動性めまいと一過性に視界の上下
逆転をきたした1例

東京ベイ・浦安市川医療センター 勝木幹太

P-91 PRESを契機に異常高血圧が判明した成人男性の一症例

多摩南部地域病院 金井望

P-92 誤嚥性肺炎の治療に難渋し先天性筋強直性ジストロフィーの診断に至った１例

北里大学病院 臨床研修センター 浅見長政

P-93 基礎疾患のない若年者に慢性硬膜下血腫を生じた一例

東京慈恵会医科大学附属病院救急部 北村拓也



一般演題（ポスター）
神経疾患②

14:50～15:10 第4会場
座長：不動寺純明 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 救命救急センター

P-94 COVID-19脳症の一例

松戸市立総合医療センター 教育研究センター 加納時定

P-95 可逆性脳梁膨大部病変を認めたⅢ度熱中症の１例

松戸市立総合医療センター 石北悠

P-96 外傷性CCFに対して保存的に自然治癒せず血管内治療となった症例

東海大学医学部付属病院 救命救急科 兼島博嗣

P-97 Paroxysmal sympathetic hyperactivityを発症したと考えられた脳幹出血の一例

日本大学 医学部 救急医学系救急集中治療医学分野 水落美紀

P-98 救急外来におけるクモ膜下出血の診断エラーの検討

総合病院国保旭中央病院 久米遼

P-99 最重症のくも膜下出血に対する治療戦略

日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター 柴田あみ



一般演題（ポスター）
中毒①

15:15～15:40 第4会場
座長：中野実 前橋赤十字病院

P-100 救命できたパラコート中毒の1例

横須賀市立うわまち病院 辻大河

P-101 パラコート中毒の5例

地方独立行政法人 総合病院 旭中央病院 長谷部理佐

P-102 有機リン中毒による錐体外路症状が遷延した1例

埼玉医科大学総合医療センター 臨床研修センター 武藤瑞希

P-103 クマリン系殺鼠剤を誤食した高齢者の1例

深谷赤十字病院 外傷・救命救急センター 藤森玲

P-104 定型的な悪性症候群の1例

湘南鎌倉総合病院 研修医2年 分部茉奈

P-105 塩素ガス中毒により心肺停止となった一例

聖路加国際病院 救急部・救命救急センター 堀江勝博

P-106 顕著な乳酸アシドーシスで搬送となり原因診断に苦慮し、後にエチレングリー
コル中毒と判明した一例

国立国際医療研究センター病院 救急科 山本真貴子



一般演題（ポスター）
中毒②

15:40～16:05 第4会場
座長：本村友一 日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター

P-107 体外循環管理を要したカフェイン中毒の1例

帝京大学医学部救急医学講座 梅原祥嗣

P-108 血液透析療法により救命し得た重症急性カフェイン中毒の１例

東海大学医学部 総合診療学系 救命救急医学 池谷友里

P-109 上部消化管内視鏡・血液浄化療法により早期改善を得たリチウム・フェノバ
ルビタール中毒の一例

昭和大学病院 救急災害医学講座 栗原茉莉子

P-110 人工呼吸管理や血液浄化療法を必要とした展着剤中毒の1例

茨城西南医療センター病院 救急科 鎌田太郎

P-111 カルシウム拮抗薬中毒に対し、カルシウム製剤の投与が著効した1例

国立国際医療研究センター病院 救急救命センター・救急科 岩本知己都

P-112 スルホニルウレア剤の多量内服による遷延性低血糖の治療に難渋した1例

慶應義塾大学病院 救急医学教室 笠茂修平

P-113 覚せい剤中毒による重症肝不全に至った１症例
北里大学病院 臨床研修センター 内藤雅文

P-114 昭和大学藤が丘病院における急性薬物中毒患者について

昭和大学藤が丘病院 柿佑樹



一般演題（ポスター）
外傷①

16:10～16:35 第4会場
座長：河野元嗣 筑波メディカルセンター病院 救命救急センター

P-115 日本外傷データバンクを用いた鈍的外傷患者の転帰関連項目に関する研究

防衛医科大学校病院救急部 谷口裕亮

P-116 交通外傷による外傷性気胸後に遅発性血胸を繰り返した一例

昭和大学 医学部 救急・災害医学講座 菊地一樹

P-117 遅発性致死的呼吸障害を来した鎖骨骨折外傷手術の3症例

岸和田徳洲会病院 麻酔科 武貞博治

P-118 多発外傷に合併した外傷性肺ヘルニアの一例

自治医科大学 医学部 救急医学講座 石橋尚弥

P-119 鈍的腹部外傷により誘発された両側急性下肢動脈閉塞の一例

海老名総合病院 診療部 初期研修医 山川寧々

P-120 鎖骨骨折に合併した椎骨動脈損傷の1例

北里大学病院 臨床研修センター 後藤美春

P-121 血管損傷によるコンパートメント症候群に対し減張切開術を施行した１例

北里大学病院 臨床研修センター 種子田真衣

P-122 軽微な外傷に起因したと疑われた前腕コンパートメント症候群の一例

慶応義塾大学 医学部 救急医学 間崎光



一般演題（ポスター）
外傷②

16:35～17:00 第4会場
座長：野村智久 順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科

P-123 当院における四肢・骨盤骨折の手術時期決定に関する取り組み

慶應義塾大学医学部 救急医学 山中隆広

P-124 骨盤骨折による出血性ショックに併発したアナフィラキシーショックの症例

東京慈恵会医科大学附属柏病院 救急部 益子峻典

P-125 顔面から頭蓋内まで穿通した杙創の1例

川口市立医療センター 救命救急センター 小川太志

P-126 ハーレクイン徴候様の所見に体幹半側の無汗と紅潮を合併した上位背側肋骨
及び胸椎骨折の一例

深谷赤十字病院 外傷・救命救急センター 大島綾乃

P-127 高所からの転落により左腕神経叢引き抜き損傷をきたした1例

北里大学病院 臨床研修センター 杉原豪

P-128 腹筋ローラー使用中の転倒により中心性頸髄損傷をきたした２例

自治医科大学 救急医学講座 山根賢二郎

P-129 ステロイドで治療した側頭骨骨折を伴わない外傷性遅発性顔面神経麻痺の 1 例

自治医科大学付属病院 杉田真穂



一般演題（ポスター）
その他の外因性疾患

17:05～17:30 第4会場
座長：佐々木淳一 慶應義塾大学医学部救急医学

P-130 高圧電流による電撃傷の4症例

深谷赤十字病院 外傷・救命救急センター 石井美凪

P-131 アシッドアタック（acid attack）による化学熱傷の一例

日本赤十字社医療センター 多田野康太

P-132 塩素系家庭用洗剤を使用後に気管支喘息発作をきたした一例

東京警察病院 救急科 小松祐美

P-133 GradeⅤへと進行したマムシ咬傷に対して抗毒素血清の繰り返し投与により、
保存加療し得た一例

北里大学病院 臨床研修センター 高田紗英

P-134 インターネットオークションサイト「ヤフオク!」で入手したアマゾン産淡水
エイによる手背刺傷の1例

東京警察病院 救急科 今村友典

P-135 眼球破裂を来した超高齢女性に対して眼球摘出を行わなかった1例

北里大学病院 臨床研修センター 森進之介

P-136 急性期超音波診断が減圧症との鑑別に有用だった溺水の1例

順天堂大学医学部附属静岡病院 河合健司



一般演題（ポスター）
プレホスピタル・搬送

17:30～17:50 第4会場
座長：福田龍将 虎の門病院 救急科

P-137 特発性拡張型心筋症乳児の転院搬送の一症例

埼玉医科大学国際医療センター 海道陸

P-138 洋上救急で搬送された可逆性脳梁膨大部病変を有する軽度脳炎脳症の一例

東海大学 医学部 付属病院 総合診療学系 救命救急科 大川真代

P-139 来院時死戦期呼吸は予後予測因子として有用か

日本医科大学多摩永山病院 救命救急科 鈴木健介

P-140 救急救命士の同乗人数が予後に与える影響

日本医科大学多摩永山病院 救命救急科 鈴木健介

P-141 当管轄地域における山岳救助でのドクターカー出動の検討

埼玉医科大学国際医療センター 教育支援センター 岸田全人

P-142 周産期救急に特化したドクターカーの活用事例

日本赤十字社医療センター 救命救急センター 救急科 廣嶋俊



SMAQセミナー①
初期臨床研修医・学生のための症例プレゼンテーション入門

10:35～11:55 第3会場
講師：今枝太郎 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学、日本救急医

学会学生・研修医部会

司会・進行：東京女子医科大学 救急医学 武田宗和
東京医科大学八王子医療センター 大竹成明

SMAQセミナー②
様々な道がある！救急医達によるキャリア相談会

※事前登録制

13:05～14:05 第3会場
講師：小倉崇以 済生会宇都宮病院

萩原純 さいたま市立病院
矢島つかさ 大同病院

司会・進行：群馬大学大学院医学系研究科 救急医学 澤田悠輔
東京医科大学八王子医療センター 大竹成明



ランチョンセミナー①
PMX-DHP治療の位置づけ ～現状と今後の展望について～

12:00～13:00 第1会場
演者：川副友 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

ランチョンセミナー②
COVID-19におけるインターロイキン6及びSARS-CoV-2 RNAの臨床的応用

12:00～12:50 第2会場
演者：西井基継 横浜市立大学医学部 救急医学教室 講師

座長：慶應義塾大学医学部 救急医学 教授 佐々木淳一

ランチョンセミナー③
Mobile ECMO – Retrieval & Transport －

12:00～13:00 第3会場
演者：萩原祥弘 済生会宇都宮病院 救命救急センター副センター長 集中

治療室長 ECMOセンター長

座長：東京女子医科大学病院 臨床工学科・集中治療科 教授 市場晋吾

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

共催：テルモ株式会社

共催：東レ株式会社

ランチョンセミナー



セミナー 救急看護師のメンタルヘルス
救急看護師のメンタルヘルスについて

-のび太くんやドラえもんから学ぶ「こころのセルフケア」

17:00～18:00 第3会場
演者：佐々木剛 千葉大学医学部附属病院こどものこころ診療部・精神神経科

座長：さいたま市立病院 ICU 村山浩之

看 護 師 部 門



シンポジウム
救急における意思決定支援

9:20～10:20 第3会場
座長：石井恵利佳 獨協医科大学埼玉医療センター 看護部

SN-1 意思決定支援への看護師介入の現状と課題

東京医科歯科大学病院 浅香理奈

SN-2 重症頭部外傷患者の終末期における家族の意思決定支援～心停止下組織提供
の一例～

日本医科大学武蔵小杉病院 看護部 救命救急センター 上野訓子

SN-3 意思決定支援の体制構築へ向けて

千葉大学医学部附属病院 平間陽子

SN-4 意思決定困難患者に対する「その人らしい最期」の選択への支援 ～プレホ
スピタル活動を経験してみえた看護師の役割～

国立病院機構 災害医療センター 佐藤佳奈

SN-5 救急現場における心肺蘇生を望まない傷病者への対応について

千葉市消防局 小西克宣

SN-6 多職種による病棟カンファレンスの活用

順天堂大学医学部附属浦安病院 医療福祉相談室 塩路直子



一般演題①
チーム医療・教育・その他

14:40～15:45 第3会場
座長：井川洋子 総合病院土浦協同病院 看護部

ON-1 救急看護師クリニカルラダー(救命ラダー)運用における課題 -看護師の基本属性
及び自己教育力と救命ラダーの関係性

東京都立多摩総合医療センター 清水翔平

ON-2 ER教育におけるリフレクションの効果

千葉大学医学部附属病院 日野瑞希

ON-3 救命講習会の受講による、BLS手技向上の効果・検証

群馬大学医学部附属病院 救命・総合医療センター 竹田百合香

ON-4 ICUにおけるCOVID－19患者と一般患者を受け入れるための感染対策

JAとりで総合医療センター 中嶋友美

ON-5 COVID-19患者受入れに対する感染予防の工夫 ―スタッフの不安感の変化―

済生会川口総合病院 田中恵子

ON-6 救急外来看護師による医療施設到着時の患者・家族への心理的支援に対する認識

東京医療学院大学 保健医療学部 看護学科 迫田典子

ON-7 終末期在宅療養者が訪問看護師に望む急変時の対応について-訪問看護の1事例
からー

ケアメイト品川訪問看護ステーション 後藤陽子

ON-8 ICU患者の検査・処置に伴う栄養中断時間および栄養関連合併症に関する研究

千葉大 学医学部付属病院 看護科 笹山陽加

ON-9 重症患者へのPICS悪化予防のケア

東京医科歯科大学病院 クリティカルケア部門 重山綾香



一般演題②
災害・医療安全・救急医療体制

15:50～16:55 第3会場
座長：川崎沙羅 杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター

ON-10 救命救急センター看護師におけるインシデント０レベル報告に対する認識

自治医科大学附属病院 蓬田衣理

ON-11 新型コロナウイルス感染症の流行下における救急・集中治療領域に所属
する看護師のメンタルヘルスと政策支援

北里大学病院看護部 椿美智博

ON-12 早期警告スコア（NEWS）を活用した迅速対応システム導入後の効果検証

済生会川口総合病院 濱田日登美

ON-13 感染性心筋炎から房室ブロックを来たし、意識消失を繰り返す小児患者の
トリアージ

済生会川口総合病院 山中大和

ON-14 救急外来においてトリアージナースが患者家族にもたらす印象

東海大学 医学部附属 八王子病院 石崎清華

ON-15 コロナ禍における院内AMAT活動 院内報『AMAT通信』の発刊について

医療法人社団誠馨会新東京病院 鈴木麻里

ON-16 当院新型コロナウイルス感染症患者入院病棟における避難訓練の検討

新東京病院 看護部 古田加奈絵

ON-17 机上災害シミュレーションを実施後に明らかになった訓練の必要性
公益財団法人 筑波メディカルセンター 救急診療外来 永瀬美香

ON-18 新型コロナウイルス感染症患者にリモート面会を用いた終末期ケア

北里大学病院 看護部 羽生田悠



教育講演
機械学習を用いた病院前脳卒中診断の予測精度

10:50～11:30 第5会場
演者：林洋輔 千葉大学 大学院医学研究院 救急集中治療医学

座長：千葉市消防局 警防部救急課 高度化推進係長 田端隆司

救急隊員学術研究会



パネルディスカッション
新型コロナウイルス感染症対応と今後の感染症対策

9:20～10:40 第5会場
座長：新濱秀樹 千葉市消防局 警防部 救急課

助言者：松村洋輔 千葉県救急医療センター 集中治療科

PE-1 横浜市における第５波の状況について

横浜市消防局 救急部 救急課 小畠理宏

PE-2 新型コロナウイルス感染症患者への対応

東京消防庁 救急部 救急管理課 海馬沢敏明

PE-3 さいたま市消防局のコロナ対応と課題

さいたま市消防局 警防部 救急課 清宮崇文

PE-4 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた千葉市消防局の取組み

千葉市消防局 梅野哲郎



一般演題①
調査・研究・検証Ⅰ（教育・チーム医療）

13:05～14:05 第5会場
座長：島田佳和 習志野市消防本部 警防課 救急係長

助言者：廣瀬陽介 済生会習志野病院 救急科

OE-1 末梢静脈路確保と比較した骨髄路確保の有用性について

東京消防庁救急管理課 西村優也

OE-2 JPTECコースでのｅラーニング併用時にデモ動画を追加した事前学習の試み

柏市消防局 旭町消防署 齋藤裕人

OE-3 VR動画を活用した教育効果の検討～技能の評価～

日本体育大学 保健医療学部 救急医療学科 原田諭

OE-4 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）パンデミックを経て
～Ｗｉｔｈコロナにおける救急救命士再教育体制の在り方～

茨城県土浦市消防本部 警防救急課 野口絢大

OE-5 筑波記念病院における救急救命士の現状と今後の展望

筑波記念病院 古元謙悟

OE-6 総務省にモノ申す！世界標準の救命講習の実現に向けて

医療法人社団 明生会 東葉クリニック エアポート 菅谷明子



一般演題②
調査・研究・検証Ⅱ（その他）

14:10～15:10 第5会場
座長：鈴木啓一郎 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 中央消防署本納分署

救急係
助言者：渡邉栄三 東千葉メディカルセンター救急科・集中治療部

OE-7 自動胸骨圧迫器運用に伴う救命率の向上に向けて

川口市消防局 鬼沢ひろみ

OE-8 交通事故でアルコール酩酊状態の傷病者をオーバートリアージで救命センター
に搬送した症例

石橋地区消防組合 上三川消防署 池嶋亨

OE-9 バックボード上における自動式心マッサージ器の使用について

東京消防庁 秋川消防署 井上了一

OE-10 新型コロナウイルス感染症流行下における自損行為の救急搬送案件について
の検討

東京消防庁 嶋崎知佳

OE-11 先天性疾患が既往にある搬送困難症例について

川崎市消防局 川崎消防署 松本一磨

OE-12 トライアスロン大会中のCPA案件について

千葉市消防局 川辺智史



一般演題③
症例発表Ⅰ（一般）

15:15～16:15 第5会場
座長：毛利洋平 市原市消防局 警防救急課 救急救命係

助言者：山本奈緒 独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉労災病院
重症救命科／集中治療部

OE-13 経験から急性大動脈解離を疑い、適切な医療機関を選定し救命へと繋がった
症例

渋川広域消防本部 友松英之

OE-14 救急搬送中におきた過呼吸後無呼吸(post-hyperventilation apnea)の一例

埼玉西部消防局 所沢中央消防署 山口分署 木下和也

OE-15 夏場に低体温を呈している傷病者の意識障害の鑑別について

川崎市消防局 麻生消防署警防第１課 王禅寺救急隊 大久保好之

OE-16 病院選定中に急速に呼吸抑制が進行した四肢麻痺の症例

東京消防庁 荒谷雄大

OE-17 交通事故後、内因性であると判断し、救急搬送した症例

川崎市消防局 石塚一樹

OE-18 CPAからの自己心拍再開後の対応について

千葉市消防局 板垣悠太



一般演題④
症例発表Ⅱ（他機関連携）

16:20～17:10 第5会場
座長：田中政範 袖ケ浦市消防本部 長浦消防署
助言者：島居傑 国保直営総合病院 君津中央病院 救急・集中治療科

OE-19 分娩事案における未熟児網膜症を予防する方策について

東京消防庁 渋谷消防署 松涛出張所 稻垣宏

OE-20 病院収容時間と救急現場滞在時間短縮のための工夫

銚子市消防本部 土井香寿実

OE-21 ドクターカーと連携した症例について

川崎市消防局 麻生消防署 三芳智伸

OE-22 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)と診断された 在留外国人（アフガニ
スタン国籍）の搬送に苦慮した症例

佐倉市八街市酒々井町消防組合 鴇田正博

OE-23 飲酒を伴う傷病者に対応する場合における留意点について

千葉市消防局 鈴木臨太郎


