
第 27 回 千葉集中治療研究会

日 時 平成 25 年 1 月 12 日（土）12：00～17：05

会 場 千葉大学医学部附属病院 第一講堂（3階）

〒260-8677 千葉市中央区亥鼻 1-8-1

TEL 043-222-7171（代表）



演者および座長へのお願い

1. 発表時間は 6 分，討論時間は 4分です．時間を厳守して下さい．

2. 発表の方法は，マルチメディアプロジェクタ使用による PC プレゼンテーションのみとしま

す．スライドプレゼンテーションは受け付けません．

3. 発表で使用可能なソフトウェアは Windows の Microsoft PowerPoint(2010)です．会場で用意

致します発表用コンピュータの OS は Microsoft Windows7 です．Mac を使用される方は，ご

自分のコンピュータをマルチメディアプロジェクタに接続できるようにしてお持ち下さい．

4. プレゼンテーション時の動画の再生は保証できません．動画を使用される方はご自身の

コンピュータをマルチメディアプロジェクタに接続できるようにしてお持ち下さい．

5. 使用するフォントは Windows に標準で使用されているもののみとして下さい．

例）MS 明朝／MS P 明朝，MS ゴシック／MS P ゴシック，

Arial, Century, Courier New, Symbol, Times New Roman など

6. 演者は発表セッションの開始30分前までに発表内容を保存したメディアをPC受付に提出し

て下さい．

① メディアで頂いた発表内容を PC 受付でコピーします．コピーした発表内容はセッショ

ン終了後，当方で責任を持って消去致します．

② メディアは原則として USB メモリを使用して下さい．その他のメディアでお持ちになる

方はあらかじめ本部にお問い合わせ下さい．

③ メディアに保存した発表内容が他のコンピュータでも認識できることを事前にご確認

下さい．

④ バックアップの為，発表内容は複数のメディアに保存して持参することをお勧めします．

7. 次演者は次演者席に必ずご着席下さい．

※ 研究会に関する問い合わせ（本部）

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学

幸部 吉郎

Tel: 043-226-2372（ダイヤルイン）

Fax: 043-226-2371

E-Mail: chibadaieccm-office@umin.ac.jp
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12：00 ～ 12：05 開会の挨拶

織田 成人（千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学）

12：05 ～ 12：45 Session 1

座長 今関 文子（千葉大学医学部附属病院 看護部 ICU/CCU）

1． 災害時における術後患者管理の検討

帝京大学ちば総合医療センター 看護部 EICC

○牧野 美香 飯山 幸江

2． 植え込み型人工心臓導入に対する看護師の取り組み

千葉大学医学部附属病院 看護部 ICU/CCU 1）

千葉大学大学院医学研究院 心臓血管外科学 2)

○高橋 香織 1） 高橋 由佳 1） 宮地 なつめ 1） 山里 有紀 1）

大田 今日子 1） 松宮 護郎 2)

3． 夜間・土日休日の電話対応の実情

千葉大学医学部附属病院 看護部 ICU/CCU

○佐藤 慎二 今関 文子 新井 典子 伊藤 真由美

4． 救急外来における,トリアージ運用の定着化に向けた取り組み

千葉市立青葉病院 救急病棟 1)，救急集中治療科 2)

○保坂 真美 1) 末岡 朋子 1) 飯田 京子 1) 菅 なつみ 2)

加藤 真優 2) 篠崎 広一郎 2)

12：45 ～ 13：35 Session 2

座長 北村 伸哉（国保直営総合病院君津中央病院 救急・集中治療科）

5． 当院における救急受診患者トリアージシステムの実状と課題

千葉市立青葉病院 救急集中治療科 1)，救急病棟 2)

○加藤 真優 1) 菅 なつみ 1) 篠崎 広一郎 1) 末岡 朋子 2)

保坂 真美 2) 飯田 京子 2)
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6．千葉市救急医療体制の中で,当院が果たしている役割とその将来への展望

千葉市立青葉病院 救急集中治療科 1)，救急病棟 2)

○篠崎 広一郎 1) 菅 なつみ 1) 加藤 真優 1) 末岡 朋子 2)

保坂 真美 2) 飯田 京子 2)

7． 消化器外科診療における非血管系 salvage IVR

千葉大学大学院医学研究院 先端応用外科

○当間 雄之 大平 学 花岡 俊晴 藤城 健

栃木 透 今西 俊介 成島 一夫 郡司 久

西森 孝典 河野 世章 鈴木 一史 宮内 英聡

松原 久裕

8． 救急集中治療医が小児専門施設で研修を行うことの意義と今後の展望

久喜総合病院 救急科

○大網 毅彦 立石 順久

9． 動物を用いた外傷手術訓練コースの開催

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 1)

千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター2)

○幸部 吉郎 1) 服部 憲幸 1) 大島 拓 1) 中田 孝明 1)

安部 隆三 1) 渡邉 栄三 1) 川平 洋 2) 織田 成人 1)

13：35 ～ 14：15 Session 3

座長 菅井 桂雄（湘南東部総合病院 院長）

10． 積極的なリハビリテーションにより良好な拘縮改善が得られた広範囲熱傷の 1 例

千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション部 1)

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 2)

千葉大学医学部附属病院 人工腎臓部 3)

○今井 正太郎 1) 古川 誠一郎 1) 山中 義崇 1) 服部 憲幸 2),3)

天田 裕子 1) 橋田 知明 2) 渡邉 栄三 2) 村田 淳 1)

織田 成人 2)
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11． 重症胆管炎治療中に判明した粟粒結核の 1 例

成田赤十字病院 救急・集中治療科

○今枝 太郎 中西 加寿也 奥 怜子 志賀 康浩

原田 大希

12． 急激な経過を辿った Streptococcus suisの 1 例

国保直営総合病院君津中央病院 救急・集中治療科

○栗田 健郎 北村 伸哉 加古 訓之 大谷 俊介

島田 忠長 水野 光規 五十嵐 一憲 吉田 明子

13． 骨盤骨折に対する TAE 施行後に臀筋壊死を来した 1 例

国保直営総合病院君津中央病院 救急・集中治療科

○林 洋輔 北村 伸哉 加古 訓之 大谷 俊介

島田 忠長 水野 光規 五十嵐 一憲 吉田 明子

14：15 ～ 15：05 Session 4

座長 中西 加寿也（成田赤十字病院 救急・集中治療科）

14． 重症筋無力症クリーゼに甲状腺クリーゼを合併した 1 例

国保直営総合病院君津中央病院 救急・集中治療科

○岩瀬 信哉 北村 伸哉 加古 訓之 大谷 俊介

島田 忠長 水野 光規 五十嵐 一憲 吉田 明子

15．トリカブトの多量摂取により難治性心室細動が持続したものの,経皮的心肺補助

(PCPS)の導入により救命し得た１例

東京女子医科大学八千代医療センター 救急科・集中治療部 1)，循環器内科 2)

岩手医科大学高度救命救急センター 薬物毒物検査部門 3)

岩手医科大学医学部 救急医学講座 4)

○菅原 久徳 1) 黒田 泰久 1) 野間 祥子 1) 廣瀬 陽介 1)

富田 啓介 1) 湯澤 紘子 1) 山田 雄一郎 2) 藤田 友嗣 3)

遠藤 重厚 4) 貞広 智仁 1)
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16．溺水により心肺停止から救命しえた 1 例

国保直営総合病院君津中央病院 救急・集中治療科

○泉水 美有紀 北村 伸哉 加古 訓之 大谷 俊介

島田 忠長 水野 光規 五十嵐 一憲 吉田 明子

17． 常位胎盤早期剥離による緊急帝王切開術中に DIC・心停止をきたし，フィブリノゲン・

エプタコグアルファ投与を含む集学的治療により救命し得た 1 例

千葉大学医学部附属病院 周産期母性科

○井上 万里子 尾本 暁子 栗本 ちえ子 森本 沙知

真田 道夫 岡山 潤 中田 恵美里 田中 宏一

三橋 暁 長田 久夫 生水 真紀夫

15：05 ～ 15：20 休 憩

15：20 ～ 16：00 Session 5

座長 安部 隆三（千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学）

18． 集中治療領域におけるヘパリン起因性血小板減少症診断における4T's臨床スコア

リングシステムの評価

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学

○松村 洋輔 中田 孝明 織田 成人

19． 当院におけるネーザルハイフローの使用経験

東京女子医科大学八千代医療センター 救急科 1)，呼吸器内科 2)

○富田 啓介 1) 黒田 泰久 1) 廣瀬 陽介 1) 湯澤 紘子 1)

菅原 久徳 1) 桂 秀樹 2) 貞広 智仁 1)

20． 当院救急外来を受診したアルコール関連疾患の患者と乳酸血中濃度に関する検討

千葉市立青葉病院 救急集中治療科

○菅 なつみ 加藤 真優 篠崎 広一郎
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21． IL1RA VNTR 多型が ILRA mRNA 発現を介して ICU 患者の高サイトカイン血症に影響

を与えている

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 1）

久留米大学医学部 救急医学 2)

兵庫医科大学 救急・災害医学 3)

東京医科大学八王子医療センター 特定集中治療部 4）

国保直営総合病院君津中央病院 救急・集中治療科 5)

○木村 友則 1） 渡邉 栄三 1） 坂本 照夫 2) 小谷 穣治 3)

池田 寿昭 4） 池田 一美 4） 北村 伸哉 5) 寺谷 綾子 1）

織田 成人 1）

22． 集中治療領域における髄液 interelukin-6 の測定の有用性の検討

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学

○田中 久美子 中田 孝明 髙橋 和香 安部 隆三

大島 拓 織田 成人

16：00 ～ 17：00 Session 6

座長 渡邉 栄三（千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学）

23． 当施設で導入した Medical Emergency Team の検討

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学

○川口 留以 中田 孝明 大島 拓 安部 隆三

織田 成人

24． 劇症肝炎(FH)に対するオンライン血液濾過透析(OLHDF)の施行経験

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学

○柄沢 智史 服部 憲幸 大島 拓 幸部 吉郎

中田 孝明 安部 隆三 渡邉 栄三 織田 成人

25． 当院における外傷患者の循環血液量減少性ショックに関する検討

国保直営総合病院君津中央病院 救急・集中治療科

○島田 忠長 北村 伸哉 加古 訓之 大谷 俊介

水野 光規 五十嵐 一憲 吉田 明子
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26． マウス盲腸結紮穿孔(CLP)敗血症モデルにおける autophagy の機能解析

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 1)

千葉大学バイオメディカル研究センター2)

○髙橋 和香 1) 幡野 雅彦 2) 渡邉 栄三 1) 織田 成人 1)

27． 当施設における下部消化管穿孔の検討

国保直営総合病院君津中央病院 外科 1)，救急・集中治療科 2)

○島居 傑 1) 海保 隆 1) 柳澤 真司 1) 外川 明 1)

新村 兼康 1) 岡本 亮 1) 西村 真樹 1) 小林 壮一 1)

岡庭 輝 1) 米浦 直子 1) 土屋 俊一 1) 北村 伸哉 2)

28． 当院における急性硬膜外血腫の臨床的検討

千葉県救急医療センター 脳神経外科 1)

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 2)

○砂原 聡 1),2) 山内 利宏 1) 辛 寿全 1) 岡原 陽二 1)

桝田 宏輔 1) 宮田 昭宏 1) 中村 弘 1) 小林 繁樹 1)

17：00 ～ 17：05 閉会の挨拶

織田 成人（千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学）


