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日本集中治療医学会近畿地方会

ご　挨　拶

第59回日本集中治療医学会近畿地方会

会長　梅垣　修

　今回、第59回日本集中治療医学会近畿地方会を担当させていただくことになり、まこ

とに光栄に存じます。

　さて近年、人口の高齢化、高度医療の発展、国民の医療への期待に伴い集中治療の需要

はますます増加してきております。しかしながら私達の世代が集中治療の道を進み始めた

四半世紀前とは医療環境も劇的に変化し、重症患者であってもプライバシーの保護、治療

環境の快適性維持が必要となってきています。従来から集中治療医学は医師・看護師を中

心としたチーム医療が進んだ環境にありますが、重症病態から社会復帰に向けた効率的治

療にはその他、多職種のパラメディックスの関与と各職種の協調性のとれた職務遂行が重

要であります。

　以上のような観点から今回の学会テーマは「集中治療の場でのチーム医療 ―Medical 

Harmony for Patients―」とさせていただき、集中治療部でのチーム医療をテーマにし

たシンポジウムを企画させていただきました。さらに特別講演及び教育講演、ランチョン

セミナーも企画しております。会員の皆様からは多数の演題応募をいただき、非常に密度

の濃いプログラムとなりました。

　高槻は京都と大阪の中間地点であり、近畿各地からの交通の便もよくご参加していただ

きやすい立地と思っております。皆様からの積極的なご参加を期待しておりますのでよろ

しくお願い申し上げます。

　また、関係各社の皆様には当地方会への御協賛のお礼を申し上げます。
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高槻現代劇場

交通のご案内

〒569-0077　大阪府高槻市野見町２－３３
　　　　　　　
 TEL : 072-671-1061 （9：00～17：15）

電車をご利用の場合

阪急京都線「高槻市駅」から徒歩５分●

阪急梅田から特急で20分
阪急河原町から特急で約２０分

○

○

高槻市営バス「阪急高槻駅」から徒歩５分●

京阪バス「阪急高槻」（京阪枚方発）から徒歩５分●

JR京都線「高槻駅」から徒歩12分●

JR大阪から新快速で１５分
JR京都から新快速で約１５分

○

○

バスをご利用の場合

交通アクセス
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第1会場
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参加者へのご案内

●参加についてのご案内
参加受付（B2F 中ホール前 ロビー）
受付時間：9：00～16：30
参 加 費：3,000円
※ 功労会員および学生は無料でご参加いただけます。参加受付でその旨お申し出ください。 
なお、学生は学生証をご持参、ご提示ください（ご提示のない場合は有料となります）。

※ プログラム抄録集は会員の方に事前に送付しておりますので各自ご持参下さい。 
当日一部1,000円にて販売しますが、数に限りがございます。

※ 地方会の入会受付も併せておこないますので、未入会の方は手続きをお取りください。 
年会費3,000円です。

●クローク（B2F　中ホール前　ロビー）
ご利用時間：9：00～17：20
※貴重品、壊れやすいものはお預かりできません。

●ランチョンセミナーご参加について
ランチョンセミナー参加整理券配布はございません。参加ご希望の方は、直接会場までお越しくだ
さい。

●書籍・機器展示
開催時間：9：00～16：30　　開催場所：B2F 中ホール前 ロビー

●評議員会・総会
評議員会　　　開催時間：9：00～9：30 場　所：第1会場（B2F 中ホール）
総　　会　　　開催時間：13：10～13：20 場　所：第1会場（B2F 中ホール）
看護部会　　　開催時間：17：10～ 場　所：第2会場（3F 会議室）

●打ち合わせ・控室のご案内
特別講演 13：00～15：00　控室3（B3F 楽屋1）
教育講演1 14：00～16：30　控室4（B3F 楽屋2）
教育講演2 15：00～17：30　控室3（B3F 楽屋1）
教育講演（看護） 13：00～15：00　控室5（B1F 第3リハーサル室）
シンポジウム  8：40～12：00　控室5（B1F 第3リハーサル室）
ランチョンセミナー1（LS1） 11：30～13：30　控室1（3F 会議室控室）
ランチョンセミナー2（LS2） 11：30～13：30　控室2（3F 応接室）

●事務局
〒569-8686 大阪府高槻市大学町2番7号 大阪医科大学 集中治療部内 
第59回日本集中治療医学会 近畿地方会事務局 
TEL：072（683）1221　FAX：072（684）6552　E-mail：icukinki59@art.osaka-med.ac.jp

●運営事務局
㈱クレッシー内　 〒561-0861豊中市東泉丘4-3-5-1306 

TEL：06-6850-8558　FAX：06-6850-8541　E-mail：59icu-kinki@cresci.jp
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中 ホ ー ル
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9：00～9：30
評議員会 9：00

〜
16：30　
　
　

機　
　

器　
　

展　
　

示

9：30～9：40　開会挨拶
9：40～11：40

シンポジウム
座長：西　 信一　
講師：竹田 健太　
　　　山田 智之　
　　　山崎 　允　
　　　小西 宏伸　
　　　吹田 奈津子
　　　根本 慎太郎

共催：ホスピーラ・ジャパン

9：40～10：50

一般演題（医師） 1
中毒、鎮静、その他

D1-1 - D1-7
座長：三住 拓誉

9：40～10：50

一般演題（医師） 2
呼　吸

D2-1 - D2-7
座長：内山 昭則

10：50～12：00

一般演題（医師） 3
臨床研究

D3-1 - D3-7
座長：足立 健彦

10：50～12：00

一般演題（医師） 4
たこつぼ型心筋症、その他

D4-1 - D4-7
座長：福井 道彦

12：10～13：10

ランチョンセミナー 1
座長：南　 敏明
講師：内野 博之

共催：コヴィディエンジャパン

12：10～13：10

ランチョンセミナー 2
座長：嶋岡 英輝

講師：檜垣 聡、川上 美絵子
共催：エドワーズライフサイエンス

13：10～13：30
総 会

13：30～14：30

教育講演（看護）
座長：高田 弥寿子
講師：瀬尾 龍太郎

13：30～14：30

一般演題（医師） 5
感染症 １
D5-1 - D5-6
座長：小林 敦子

13：50～14：50

特別講演
座長：梅垣 　修
講師：西山 　隆
共催：丸石製薬

14：30～15：20
一般演題（医師） 6

蘇　生
D6-1 - D6-5
座長：塩川 泰啓

14：40～15：10  一般演題（看護）1
鎮静·鎮痛  N1-1 - N1-3

座長：宮原 聡子15：00～16：00

教育講演 1
座長：藤野 裕士
講師：西 憲一郎

共催：旭化成ファーマ

15：10～15：40  一般演題（看護）2
呼　吸  N2-1 - N2-3

座長：平良 貴子
15：20～16：20

一般演題（医師） 7
術後合併症、小児

D7-1 - D7-6
座長：竹内 宗之

15：40～16：20
一般演題（看護） 3
リハビリテーション

N3-1 - N3-4
座長：山室 俊雄16：10～17：10

教育講演 2
座長：志馬 伸朗
講師：松田 直之
共催：小野薬品工業

16：20～17：00
一般演題（看護） 4
その他  N4-1 - N4-4

座長：原田 愛子

16：20～17：10
一般演題（医師） 8
感染症 2

D8-1 - D8-5
座長：安宅 一晃

17：10～17：20　閉会挨拶 17：10～　　看護部会
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プログラム

第1会場（中ホール）

評議員会　9：00～9：30

開会挨拶　9：30～9：40

シンポジウム　9：40～11：40 共催：ホスピーラ・ジャパン株式会社

　 座長：西 信一（兵庫医科大学集中治療医学科）

 集中治療の場でのチーム医療　　　　　　　　　　　　  
―We don’t need Dr. Black Jack. Medical Harmony for Patients.―

S-1 集中治療におけるチーム医療　―専従医の立場として―
○竹田 健太
兵庫医科大学 集中治療医学科

S-2 集中治療室における薬剤師の取り組みについて
○山田 智之
大阪医科大学附属病院 薬剤部・感染対策室

S-3 集中医療におけるチーム医療　―理学療法士の立場から―
○山崎 允
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部

S-4 当院における臨床工学技士の ICUでの関わり
○小西 宏伸、山口 智、林 昌孝、有家 礼次、岩崎 孝敏
大阪医科大学附属病院 臨床工学室

S-5 ICUにおけるチーム医療
○吹田 奈津子
日本赤十字社和歌山医療センター ICU

S-6 大学附属病院の集中治療部における pediatric intensive careのための
multidisciplinaryアプローチ ～ cardiac teamを platformとして
○根本 慎太郎1）、島田 亮1）、文元 聰志1）、小田中 豊2）、尾崎 智康2）、岸 勘太2）、 
片山 博視2）、島川 修一2）、青松 友槻2）、松村 秀樹2）、長谷川 昌史3）、出口 志保4）、 
大地 史広4）、下山 雄一郎4）、日下 裕介4）、門野 紀子4）、日下 知行4）、梅垣 修4）、 
宮田 郁5）

1）大阪医科大学附属病院 小児心臓血管外科、2）同 小児科、3）同 周産期センター・新生児部門、 
4）同 集中治療部、5）同 看護部リエゾン精神看護専門看護師
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総　会　13：10～13：30

特別講演　13：50～14：50 共催：丸石製薬株式会社

　 座長：梅垣 修（大阪医科大学集中治療部 部長）

わが国における被ばく医療

西山 隆　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 特命教授

教育講演1　15：00～16：00 共催：旭化成ファーマ株式会社

　 座長：藤野 裕士（大阪大学麻酔集中治療医学講座 教授）

最近の敗血症治療
（SSCGと日本版敗血症診療ガイドラインの相違点）

西 憲一郎1）2）　 1）関西医科大学 麻酔科学講座 講師
2）関西医科大学枚方病院 総合集中治療部 副部長

教育講演2　16：10～17：10 共催：小野薬品工業株式会社

　 座長：志馬 伸朗（京都医療センター救命救急センター長）

集中治療管理におけるカテコラミンの適正使用2014

松田 直之　名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野

閉会挨拶　17：10～17：20
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第2会場（会議室）

一般演題（医師）1　9：40～10：50

［ 中毒、鎮静、その他 ］ 座長：三住 拓誉（神戸大学医学部附属病院 集中治療部）

D1-1 著明な代謝性アシドーシスを呈したシアン中毒の1例
○山本 朋納、金田 和久、加賀 慎一郎、晋山 直樹、山本 啓雅、山村 仁、溝端 康光
大阪市立大学医学部付属病院

D1-2 コハク酸シベンゾリン中毒に起因する低血糖・ペーシング不全に対し、 
血液浄化により改善が得られた1例
○長田 俊彦1）、三木 豊和2）3）、的井 愛紗1）、武東 義成1）、石田 丈貴1）、多田 祐介1）、
原 悠也1）、藤本 善大1）、宇佐美 哲郎1）、矢田 憲孝1）、廣田 哲也1）

1）淀川キリスト教病院救 急診療科、2）同 集中治療科、3）同 総合内科

D1-3 術後 ICU管理中にプロポフォール症候群が疑われた一症例
○堀 直人、佐藤 創、江藤 孝史、大橋 直紹、竹田 健太、西 信一
兵庫医科大学病院 集中治療部

D1-4 頚椎術後、デクスメデトミジン持続投与下の人工呼吸管理中に 

心停止を起こした1症例
○村上 幸一、大森 睦子、倉迫 敏明、仁熊 敬枝、八井田 豊、仙田 正博、 
山岡 正和、稲井 舞夕子、上川 竜生、古島 夏奈、吹田 晃享、出口 美希
姫路赤十字病院 麻酔科

D1-5 PMMA-CHDFが有効であった急性重症膵炎の2症例
○口分田 美奈1）、稲富 理2）、小泉 祐介3）、喜多 理香4）、橋本 賢吾4）、藤井 恵美4）、 
岸本 卓磨4）、今宿 康彦5）、山根 哲信4）、浜本 徹4）、辻田 靖之4）、田畑 貴久4）、 
高橋 完4）、安藤 朗2）3）、江口 豊4）

1）滋賀医科大学附属病院 医師臨床研修センター、2）同 消化器内科、3）同 血液内科、4）同 救急・集中治療部、 
5）同 麻酔科

D1-6 甲状腺機能低下症による心嚢液貯留が胸部打撲を機に見つかり、 
試験開胸術を要した一例
○池田 真悠実、岡澤 祐樹、植田 浩司、下薗 崇宏、美馬 裕之、山崎 和夫
神戸市立医療センター中央市民病院 麻酔・集中治療部

D1-7 乳癌術後の化学療法中、ドセタキセルによる多臓器障害を伴う 

重症全身性浮腫をきたした症例
○多田羅 康章1）、服部 洋一郎1）、松尾 佳代子1）、荻野 充利2）

1）明石医療センター 麻酔科、2）同 乳腺外科
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一般演題（医師）3　10：50～12：00

［ 臨床研究 ］ 座長：足立 健彦（田附興風会医学研究所 北野病院）

D3-1 ネーザルハイフローの水消費量についての実験的検討　―流量の影響―
○富田 敏司1）、平尾 収1）、山下 健次1）、田中 成和1）、榎谷 佑亮1）、西村 信哉1）、 
森 隆比古2）

1）大阪府立急性期・総合医療センター 麻酔科、2）同 医療情報部

D3-2 Nasal High Flowを用いて管理した小児40例の後方視的研究
○重川 周、橘 一也、竹内 宗之、京極 都、水口 壮一、堀口 佑、山下 智範、 
文 一恵、津田 雅世、旗智 武志、清水 義之、木内 恵子
大阪府立母子保健総合医療センター

D3-3 敗血症における感染巣別のプロカルシトニン値とノルアドレナリン投与量
○小谷 祐樹1）、辻本 登志英1）、亀井 純1）、是永 章1）、山﨑 一幸1）、山田 裕樹1）、 
置塩 裕子1）、千代 孝夫2）

1）日本赤十字社和歌山医療センター集中治療部、2）同 救急部

D3-4 神戸大学附属病院集中治療部における誤嚥性肺炎に対する薬物療法
○岡田 卓也1）、三住 拓誉2）、江木 盛時2）、溝渕 知司1）

1）神戸大学医学部附属病院 麻酔科、2）同 集中治療部

D3-5 非心臓術後または内科疾患で集中治療部に入室しランジオロールの持続投与を 

行った33症例の検討
○山下 智範、内山 昭則、宇治 満喜子、滝本 浩平、吉田 健史、柏 庸三、 
酒井 佳奈紀、平松 大典、大田 典之、井口 直也、藤野 裕士
大阪大学医学部附属病院 集中治療科

D3-6 大動脈弁置換術単独施行された大動脈弁狭窄症患者に対し、 
長期に ICU管理を必要とした症例の検討
○安本 寛章1）、徳平 夏子2）、田畑 雄一2）、井上 美帆2）、三井 誠司2）、黄瀬 ひろみ2）、
木村 彰夫2）、橋本 悟2）、佐和 貞治1）

1）京都府立医科大学医学部附属病院 麻酔科、2）同 集中治療部

D3-7 重症 ARDSに筋弛緩薬を使用した症例の検討
○小山有紀子、吉田 健史、宇治 満喜子、井口 直也、大田 典之、平松 大典、 
酒井 佳奈紀、内山 昭則、藤野 裕士
大阪大学医学部附属病院 集中治療部
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ランチョンセミナー1　12：10～13：10 共催：コヴィディエンジャパン株式会社

　 座長：南 敏明（大阪医科大学 麻酔科 教授）

神経集中治療における脳保護・蘇生を考える

内野 博之　東京医科大学 麻酔科学講座

教育講演（看護）　13：30～14：30

　 座長：高田 弥寿子（国立循環器病研究センター 看護部）

チーム再考　～いいチームってなんだろう～

瀬尾 龍太郎　神戸市立医療センター中央市民病院 麻酔科・集中治療部

一般演題（看護）1　14：40～15：10

［ 鎮静・鎮痛 ］ 座長：宮原 聡子（大阪市立総合医療センター 集中治療部）

N1-1 救命救急センターにおける Behavioral Pain Scale（BPS）導入 

―看護師の疼痛に対する意識・行動の変化と問題点―
○小松 永莉子、宇良 郁美、浅川 寿
奈良県立医科大学附属病院 高度救命救急センター ICU

N1-2 CAM-ICUを用いた膵頭十二指腸切除術後患者のせん妄発症の実態調査
○高田 佳澄、桑原 淳子、小泉 素子、白石 由美
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター ICU

N1-3 集中治療室における BPS導入の取り組み
○吉田 真穂1）、石西 央樹1）、辻本 雄大1）、榊 裕美2）、高木 美由紀1）、西浦 聡子1）

1）奈良県立医科大学付属病院 C棟3階 集中治療室、2）奈良県立医科大学医学部 看護学科 成人看護学

一般演題（看護）2　15：10～15：40

［ 呼吸 ］ 座長：平良 貴子（六甲アイランド甲南病院 集中治療部）

N2-1 人工呼吸管理患者への鎮痛・鎮静プロトコル導入過程における医療者の 

鎮静鎮痛管理に対する認識への影響
○寺本 佳菜1）、小川 哲平1）、辻本 雄大1）、犬童 隆太1）、松葉 晃平1）、高木 美由紀1）、
西浦 聡子1）、井上 聡己2）

1）奈良県立医科大学附属病院 C棟3階、2）同 麻酔科



指定演題

特別講演

教育講演1・2

教育講演（看護）

シンポジウム

ランチョンセミナー1・2
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　わが国における被ばく医療は、2011年3月に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島

第一原子力発電所事故を経て転換期を迎えている。それまでは、1979年3月の米国スリー

マイルアイランド原子力発電所の事故を契機に原子力安全委員会により「原子力発電所周

辺の防災対策について（1980年）」がとりまとめられ、1999年9月30日の JCOウラン加工

工場で起きた臨界事故を教訓に数回の改訂を行いながら従来の救急医療、災害医療との整合

性を図り、初期、二次及び三次被ばく医療機関からなる緊急被ばく医療体制が整備されてき

た。原子力施設の従事者と周辺住民とを区別しないことを基本理念としたもので、オフサイ

トセンター（以下OFC）の整備や放射線被ばく事故に直接巻き込まれた人々を診断・治療す

るだけでなく一般公衆を放射線被ばく及び汚染から守るためのもであった。しかしながら、

福島の事故ではOFCや被ばく医療機関が十分な機能を果たせず、住民避難にも混乱を来し

その体制が改めて見直されている。今後は原子力災害対策重点区域を原子力施設から概ね半

径5 ㎞を目安とした「予防的防護措置を準備する区域（PAZ）」、同様に30 ㎞を目安とした

「緊急時防護措置を準備する区域（UPZ）」、さらに「プルーム通過時の被ばくを避けるため

の防護措置を実施する地域（PPA）」を設定し、原子力施設の状況に応じて緊急時活動レベ

ル（EAL）を「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」、「全面緊急事態」に区分し、各区分にお

ける、原子力事業者、国および地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を明らかにされて

いる。また、被ばく医療は、原子力施設において原子力緊急事態に至らない場合（労災事故）

や産業用照射、非破壊検査、放射線治療装置など放射性同位元素の使用施設等（放射線使用

事業所；全国6,306施設 2012年）における被ばく患者発生時にも適応される。偶発的、意

図的な事故の可能性は今後も常に存在し、そのため日常的に被ばく医療の整備やその運用に

熟知しておくことは医療従事者の責務でもある。

　「天災は忘れた頃来る」で有名な寺田寅彦氏はその随筆『小爆発二件』の中で「ものをこ

わがらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなか

むつかしいことだと思われた。」とも述べている。物事を必要以上に恐れたり全く恐れを抱

いたりしないことはたやすいが、物事を正しく恐れることは難しいという意味である。今回

は福島原発事故を通じた被ばく医療体制の問題や過去の放射線事故事例（局所被ばくや高線

量全身被ばく患者）などを通じて、被ばく医療では何が問題で何を正しく恐れその危険に備

えていくのかを考えてみる。

わが国における被ばく医療

西山 隆
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 特命教授

特別講演
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　集中治療領域での循環管理においては、疾患、重症度により管理に難渋することが多い。

特に循環動態が不安定な患者に対して、循環動態を安定化させるうえで輸液負荷か、それと

も薬剤投与かという判断は重要であり、迷うことも多かった。近年、ビジレオやEV1000

をはじめとする低侵襲的に血行動態を測定するモニタリングシステムが広まり、集中治療領

域にとってEV1000は必要不可欠なものになってきている。

　医師にとっては適切な管理ができるようになったという意見も多かったが、看護師にとっ

ては当初は新たなモニタリングに対してかなり抵抗があったようである。そこで我々の施設

では、当初から看護師と医師でビジレオ研究グループを数年前より立ち上げ、ビジレオシス

テムの活用方法などが主であったが、1年後には2012年の集中治療医学会のランチョンセ

ミナーでビジレオシステムを用いた看護ケアに対する当院でのプロトコールを発表した。そ

の後もチームでビジレオの発表を数々行っている。

　現在ではEV1000を中心に以前にまして医師とのコミニュケーションが活発化し患者さ

ん中心のケアがいっそう進展したと感じられます。

　今回はクリティカルケアにおけるモニタリングの役割と重要性そして我々の施設のビジレ

オ研究グループのこれまでのチームの成果を発表したいと思います。

EV1000がクリティカルケアの現場に新風をもたらす
―チーム医療への応用―

檜垣 聡（医師）、川上 美絵子（看護師）
京都第二赤十字病院 救命救急センター

ランチョンセミナー2



一般演題
（医師部門）
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D1-1

　症例は34歳、男性。シアン化合物を取り扱うメッキ工場で作業中気分不良となったため

自宅へ帰宅したが、その後意識障害が出現したため近医に救急搬送された。呼吸、循環は安

定していたが、意識はGCS6点（E1V2M3）であり全身痙攣が出現したため経鼻挿管となっ

た。血液ガス分析ではpH 6.8、PaCO2 23.7 ㎜Hg、PaO2 336 ㎜Hg、HCO3- 7.6 ㎜ol/ℓ、

BE-26.2 ㎜ol/ℓと著明な代謝性アシドーシスを呈し、病歴からシアン中毒が疑われたため

当院に転院となった。早急に亜硝酸ナトリウムとチオ硫酸ナトリウムで解毒を開始したが、

亜硝酸ナトリウム投与後血圧低下を認めたため900㎎を投与して終了し、チオ硫酸ナトリウ

ムは25gまで投与を行った。メトヘモグロビン濃度は24.6%まで上昇し、アシドーシスは

改善傾向となった。第3病日に意識レベルは改善したが、総ビリルビン14.3 ㎎/㎗、PT 

19%と肝不全が急激に進行したためFFPの投与を行った。その後意識及び呼吸状態は安定

したため第5病日に抜管となり、黄疸は軽快傾向となったため第10病日に独歩退院された。

来院時の胃液中のシアン濃度は33.6 ㎍/㎖であった。シアン中毒は初療での確定診断は困難

であるため積極的に中毒を疑うことが重要である。本例はシアン摂取の病歴は不明であった

が、職歴と著明な代謝性アシドーシスからシアン中毒が強く疑われたため早急に治療を開始

することで救命できたと考えられる。

著明な代謝性アシドーシスを呈したシアン中毒の1例

○山本 朋納、金田 和久、加賀 慎一郎、晋山 直樹、山本 啓雅、山村 仁、 
溝端 康光
大阪市立大学医学部付属病院
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D1-2

　コハク酸シベンゾリン（以下CIB）はⅠa群（Vaugham-Williams分類）の抗不整脈薬であ

り、副作用として低血糖や、心臓ペースメーカー使用患者のペーシング閾値上昇が知られて

いる。主に腎排泄の薬剤であるため腎機能低下患者では血中濃度が上昇しやすい。今回我々

はCIBを処方された慢性透析患者が中毒症状を呈し、血液浄化によって改善した症例を経

験したため報告する。

　69歳の男性。63歳時、洞不全症候群によりDDD型ペースメーカー埋込後、近医通院中で

あった。来院日朝より全身倦怠感を自覚し救急外来を受診した。来院時、意識清明、血圧

107/70 ㎜Hg、脈拍数60bpm程度（心電図モニタでは時折ペーシングスパイクが出現）、呼

吸数28回 /分、SpO2 96%（room air）、体温36.5℃であった。血糖測定において30 ㎎/㎗

と低血糖を認めたため50%ブドウ糖液を投与した。心電図モニタ上は当初ペーシングスパイ

クを認めていたが徐々にペーシング不全が出現するようになり、やがて脈拍数は30 bpm台

まで低下した。ペースメーカー自体の出力は保たれていたため、血清カリウム値の著明上昇

（8.2 mEq/L）が原因でペーシング閾値が上昇している可能性が高いと判断、ICU入室とした。

　ペーシング出力の設定を増強し、血清カリウムの補正を行うことで徐々にペーシング調律

に復帰したが、ペーシング閾値はやや高値で遷延していた。また50%ブドウ糖液の頻回投

与にも関わらず低血糖が遷延した。入院の約1ヶ月前よりCIBの内服が開始されていたこ

とから、CIB中毒を疑い血液透析を施行した。CIB除去に血液濾過透析が有効であるとい

う報告があり、引き続き血液濾過透析を連日施行した。その後CIB濃度が判明し、血液透

析前後で1,294→748ng/㎖と明らかに低下、各血液濾過透析前後でも748→592ng/㎖、

621→451ng/㎖、350→314ng/㎖と低下を認めた。CIB濃度が有効治療域上限（250ng/㎖）

を下回るまで、ブドウ糖投与を必要とする低血糖が遷延した。ペーシング閾値も徐々に低下

を認め、CIB内服前の程度まで改善した。

　ペーシング出力を来院当初の設定に戻した後もペーシング不全を認めず、また低血糖の再

燃を認めることもなく第19病日に軽快退院した。

　血液透析によるCIB除去効果は乏しく、血液濾過透析がより除去効果に優れているとの

報告はあるが、今回の結果からは血液透析・血液濾過のいずれもある程度の除去効果がみら

れた。しかし体内分布容積が6-7L/㎏と非常に大きく効率的な除去が難しいため、頻回の

血液浄化法が必要となる場合がある。また本症例では低血糖やペーシング閾値上昇が、CIB

濃度が至適治療濃度に低下するまで遷延しており、中毒域（800ng/㎖以上）を下回った後も

十分な注意が必要と考える。

コハク酸シベンゾリン中毒に起因する低血糖・ペーシング不全に
対し、血液浄化により改善が得られた1例

○長田 俊彦1）、三木 豊和2）3）、的井 愛紗1）、武東 義成1）、石田 丈貴1）、 
多田 祐介1）、原 悠也1）、藤本 善大1）、宇佐美 哲郎1）、矢田 憲孝1）、廣田 哲也1）

1）淀川キリスト教病院 救急診療科、2）同 集中治療科、3）同 総合内科
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D8-5

【はじめに】 SSCGにおいて、敗血症における循環動態の改善は6時間以内を目標としてい

る。今回、敗血症性ショックが遷延した症例に対して、SSCGを超えた集学的治療により救

命し得た症例を経験したので報告する。

【症例】 44歳男性、既往歴；アルコール性肝障害、慢性膵炎。現病歴；2014年○月4日より

発熱・下痢・嘔吐を認めており、翌々日6日の深夜3時頃より異常行動・不明言語を認めた

ため、9時頃に救急要請されA病院搬入となった。同院到着時不穏状態であり、バイタルは

sBP100 ㎜Hg、HR150で、採血結果からは敗血症とDICの所見が得られた。SSCGに従い

MEPM+VCMの抗生剤投与および補液5L行うも、夕方には sBP80 ㎜Hg台まで低下あり、

7日翌朝にノルアドレナリン（NA）開始するも改善を認めないため、同日14時に当院集中治

療室搬送となった。入室時、NA0.08γにてBP82/59 ㎜Hg、HR140、RR36、SpO2 99%

（酸素マスク3L投与）、BT37.8℃、APACHEⅡscore14点、SOFA score11点、動脈血ガ

スではB. E -5.4 ㎜ol/L、Lac 14 ㎎/dLであった。また、左母趾に潰瘍を伴う皮膚欠損を認

めており、グラム陽性球菌によるToxic Shock Syndromeが疑われた。挿管の後、PMMA

膜を用いた持続血液濾過透析（PMMA-CHDF）を開始した。なお、hemofi lter はヘモフィー

ルCH1.8W（東レ）を用い、施行条件はQb80 mL/min、Qs500 mL/h、Qd1,000 mL/h、抗

凝固剤はナファモスタットメシル酸35 ㎎/hで行った。抗生剤はLZDおよびPIPC/TAZで

開始し、入院時採取した血培からMSSA確認されたためCEZとCLDMへ変更した。なお、

心エコーでは明らかな疣贅認めておらず、感染性心内膜炎の合併は否定的であった。ウリナ

スタチン10万単位、アンチロトンビン製剤1,500単位を2日間投与し、IgG低下に対しては

免疫グロブリン5gを3日間投与を行った。入室時CRP41.63 ㎎/dL、PCT28.6ng/mLから

第5病日にはCRP18.85 ㎎/dL、PCT5.81ng/dLまで改善を認めCHDF離脱とした。第10

病日には sBP170 ㎜Hg台、HR80台、BT37℃まで改善し、同日抜管、第11病日にA病院

に転院となった。

【結語】 初期輸液に反応せず、6時間以上経過した後もショック状態が遷延した敗血症およ

びToxic Shock Syndrome症例に対して、PMMA膜を用いたCHDFを始めとする集学的

治療が有用であったと考えられる。今後さらに症例を重ね検討していく必要がある。

ショックが遷延した Toxic Shock Syndromeに対し、 
PMMA-CHDFを含む集学的治療により救命し得た症例

○平山 尚史1）、稲富 理2）、喜多 理香3）、橋本 賢吾3）、藤井 恵美3）、岸本 卓磨3）、
今宿 康彦4）、山根 哲信3）、浜本 徹3）、辻田 靖之3）、高橋 完3）、安藤 朗2）、 
江口 豊3）

1）滋賀医科大学 医師臨床教育センター、2）同 消化器内科、3）同 救急・集中治療部、 
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【背景、目的】 これまでA病院高度救命救急センター集中治療室（以下 ICU）では挿管患者

に共通した疼痛評価スケールを使用していなかったため、主観的な疼痛評価を行ってきた。

また、挿管患者の大多数に鎮静剤と鎮痛剤を併用しているが、鎮痛・鎮静管理は鎮静優位で

行われているのが現状である。意思疎通の図れない挿管患者に使用可能なBehavioral Pain 

Scale（以下BPS）を導入することで看護師の疼痛に対する意識が高まり疼痛緩和を目的とし

たケア介入が可能になるのではないかと考えた。本研究の目的はBPS導入前後での看護師

の疼痛に対する意識・行動の変化と問題点を明らかにすることである。

【方法】 研究対象は ICUに3年以上勤務し、BPSを実際に使用したことのある看護師12名

とした。半構成面接（個別インタビュー）でデータ収集を行い、逐語録に起こしたインタ

ビュー内容の類似性に基づきサブカテゴリーを作成した。そのサブカテゴリーの内容に基づ

きカテゴリーを作成した。研究期間は2012年9月から2014年4月までである。

【倫理的配慮】 本研究は奈良県立医科大学附属病院看護研究倫理委員会の承認を得た。

【結果】 BPS導入前後の看護師の疼痛に対する意識・行動の変化と問題点は13項目の〈サブ

カテゴリー〉から構成される5項目の［カテゴリー］に分類された。5項目のカテゴリーは

［ICUにおける疼痛管理］［BPSの使用］［BPS導入に伴う看護師の意識・行動の変化］［BPS

使用における問題点］［今後への期待］であった。

【考察】 BPSの使用により客観的な疼痛評価が可能となり、挿管患者の疼痛に対する意識が

高くなったことから挿管患者の疼痛評価に対する看護師の意識は変化したと考えられた。ま

たBPSの使用については〈判断基準が難しく評価するのに困った点〉〈評価者側の問題点〉

〈適応の限界〉という問題点が明らかとなったことから、BPS評価者間及び評価者内の信頼

性を向上させることが更なる有用性の向上につながると考えられた。さらに、BPSの適応

基準を確立することもBPSを有効に使用していく上で重要であると考えられた。

　BPS導入後、疼痛管理について医師に相談することはあったものの、それ以上の疼痛緩

和を目的としたケア介入には至らなかったという意見が多数みられた。その要因として、

BPSの評価に不安があるという〈評価者側の問題点〉やBPSだけでは疼痛評価が行えない

という〈BPSによる疼痛評価の限界〉が考えられた。しかしながら、BPSによる疼痛評価を

継続し評価者側の問題点を改善することが可能になれば、挿管患者の疼痛管理における看護

師のケア介入の機会が今後増加していくものと考えられた。

【結論】 本研究において、BPSを使用することで挿管患者の疼痛に対する看護師の意識が高

まった。しかし疼痛管理について医師と相談するという行動の変化は見られたものの、それ

以上のケア介入には繋がらなかった。BPSによる疼痛評価を継続し、評価者側及びBPS使

用における問題点を改善することが今後の課題である。

救命救急センターにおける Behavioral Pain Scale（BPS）導入
―看護師の疼痛に対する意識・行動の変化と問題点―

○小松 永莉子、宇良 郁美、浅川 寿
奈良県立医科大学附属病院 高度救命救急センター ICU
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