
　 1． 出血性ショックに至った重症肝損傷の 1例

田中久美子，石井健太，井戸口孝二
（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）

　【背景】重症肝損傷は手術か IVRかどちらかでは救
命は難しいケースがある。外傷手術，外傷 IVRの利点
を生かしつつ治療戦略を組み立てる必要がある。
　【症例】62歳男性，軽乗用車運転中に電柱に衝突し受
傷。高エネルギー外傷でドクターカーが要請され，現
場でドクターが接触。接触時ショック状態であり現場
で気管挿管，静脈路確保を行いセンターに搬送となっ
た。搬送前の患者情報から，緊急輸血宣言を行い輸血
やホットラインの準備を行いつつ，外科チーム，IVR
チームが招集され，覚知から30分でセンターに到着し
たところ，ショック状態であったためREBOAをZone
Ⅰでインフレート，その後開腹パッキング，Pringle 
Maneuverとperihepatic packingを行いREBOAはイ
ンフレートした状態で一次止血を得ることができた。
その後アンギオ室に移動しTAEを施行した。受傷部
位は肝損傷，脾損傷，多発肋骨骨折，肺挫傷などを認
め，ISS 33，TRISS 0.04と重症外傷であった。IVR後，
二期的手術を施行し ICUに入室。術後経過で胆汁漏や
フレイルチェストなどの合併があったものの，徐々に
全身状態は改善。第48病日に ICU退室。食事摂取がで
きるまでに回復していたが第62病日に回復期リハビリ
テーション目的に転院となった。
　【考察】重症肝損傷を救命するためには，手術，
REBOAを含む IVR治療を組み合わせた戦略が有効で
ある。

　 2．  前置胎盤の帝王切開術における Intra-aortic 
balloon occlusion（IABO）の適応について : 大
量出血の予測因子の検討

岡　義人，下河邉久陽，岩瀬信哉
砂原　聡，加古訓之，北村伸哉　
（君津中央・救急・集中治療科）
木村博昭　　　（同・産婦人科）
麻生将太郎　　　　　　　　　　

（東京大院医学系研究科・臨床疫学・経済学教室）

　【背景】前置胎盤の帝王切開術は大量出血をきたす
場合があるが，近年，IABOの使用によりそれを回避
した報告例を散見する。今回，前置胎盤の帝王切開術
における IABOの適用を明らかにするため，かかる病
態における大量出血の予測因子を検討した。
　【対象および方法】当院で過去10年間に前置胎盤に
対して帝王切開術を施行した68例を対象に羊水を含め
1,500㎖以上の出血を大出血と定義，年齢，児体重，前
置胎盤の種類，癒着胎盤，帝王切開術の既往，緊急手
術を因子として多変量解析を行った。
　【結果】対象のうち大出血を認めた症例は37例，平
均出血量1,842±1,091㎖であった。多変量解析では癒
着胎盤で統計学的に有意差を認めた（odds ratio 34.7，
95％ confidence interval 2.92-1554，5，p＝0.02）。また，
癒着胎盤合併12症例に対する IABO併用群 7例の平均
出血量は2,526±966㎖，非併用群 5例が4,187±1,480㎖
だった（p＝0.04）。
　【結論】前置胎盤の帝王切開術において癒着胎盤を
疑う症例は IABO準備下に施行すべきである。
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　 3．  当院における外傷性気胸への対応とOccult 
pneumothorax

岡部康之，当間雄之，潮　真也
三宅建作，嶋村文彦，向井秀泰

（千葉県救急医療センター・外傷治療科）

　Occult pneumothoraxはprimary surveyに お け る
胸部単純レントゲン写真で明らかにならない気胸と定
義されているが，外傷診療における意義は明らかにさ
れていない。当院における外傷性気胸への対応の現
状を踏まえ，Occcult pneumothoraxの意義を検討す
る。対象は2011年 1月から2014年 5月までに当院に
搬送された一本以上の肋骨骨折を伴う胸部外傷患者
222例。222例中115例にCTで外傷性気胸を認め，う
ち42例に対し胸腔ドレーンが留置されていた。Occult 
pneumothoraxは115例中54例（47％）に認めた。救
急外来において保存治療を選択された外傷性気胸症
例のうち，集中治療室入室後に気胸が悪化し胸腔ド
レーンが挿入された症例は 2例あり，いずれもOccult 
pneumothorax症例で人工呼吸管理が行われていた。
多発外傷患者ではCTを施行できない場合もある。胸
部単純写真で気胸が認められない症例においても，特
に人工呼吸管理を行っている場合には外傷性気胸の存
在に十分注意を払う必要がある。

　 4． 当院における顔面外傷の検討

岩瀨信哉，北村伸哉，加古訓之　
砂原　聡，岡　義人，下河邉久陽
（君津中央・救急・集中治療科）
渡邉俊英，福本正和，廣嶋一哉　

（同・歯科口腔外科）

　【背景】顔面外傷は致死的となることが少ないが，気
道閉塞など緊急度の高い生理学的異常を呈しうる。ま
た，機能面から根治的手術を要することがある。
　【方法】2014年 4月 1日から2016年 8月31日までに当
院へ救急搬送された外傷患者を後方視的に検討した。
　【結果】該当期間に当院へ救急搬送された外傷患者
は680例で，上顎骨・下顎骨・頬骨・眼窩壁・鼻骨に
骨折を認めた例は73例（10.7％）であった。外来死亡
患者は13例で，全例が重症頭部外傷による来院時心肺
停止であった。残る60例のうち緊急気道確保を要した
のは 6例（0.9％）で，そのうち 4例が口腔内血液貯留
によるもので 1例は輪状甲状靭帯切開を要した。また，
顔面骨骨折に対する手術を行った30例のうち25例が歯
科口腔外科によるものであった。
　【考察・結語】緊急気道確保を要する顔面外傷は稀で
あるが，気道緊急は遅延の許されない異常であり，顔

面外傷においても生理学的異常を常に念頭に置く必要
がある。また，咬合や咀嚼機能を回復させ経口摂取を
可能とするために根治的手術を要する例も多く，外傷
診療における歯科口腔外科との連携は肝要である。

　 5． 重症頭部外傷における頭蓋内圧管理とその転帰

本島卓幸，岩立康男
（千大院・脳神経外科学）

立石順久，織田成人
（同・救急集中治療医学）

　【背景】重症頭部外傷において全身管理を行う際に
は，頭蓋内圧（ICP）モニタリングを行うとともに脳
灌流圧（CPP）を保つことが重要である。当院では
2015年 9月より頭部外傷患者に対して積極的に ICPセ
ンサーを留置し，ICPモニタリングを行うことを開始
した。そのデータ解析を報告する。
　【方法】2015年 9月から2016年11月までの14ヶ月間に
当院 ICUで ICPモニタリングを行った12例を対象とし
た。症例ごとに ICP 25㎜Hg以上であった期間の割合
を ICH index 25とし，CPP60㎜Hg以下であった期間
の割合をCHP index 60として算出した。退院時mRS 
0 - 2を転帰良好群，mRS 3以上を転帰不良群とした。
　【結果】転帰は不良群 5人，転帰良好群 7人であっ
た。ICPモニタリング時間は50時間 : 46時間（p＝0.3）
であり，ICH index 25は0.25 : 0.02（p＝0.16）と 2群
間に有意差は認めなかった。一方でCHP index 60は
0.44 : 0.16（p＝0.05）とCHP index 60が低い方が転帰
良好な傾向を認めた。
　【考察】これまで ICPを主体に管理を進めてきたが，
今後は積極的に血圧管理を行いCPPを維持すること
で，予後が改善することが示唆された。今後は，症例
数を増やしさらなる検討を行っていく。

　 6．  当院救急外来における救急隊員再教育の実習環
境整備にむけた取り組み

山崎朋子，日暮奈緒美　　　　　
（千葉市立青葉・救急外来）

森田泰正，髙橋和香，小倉皓一郎
（同・救急集中治療科）

　【はじめに】平成28年 4月より，当院の救急ワーク
ステーションにおいて救急隊員再教育の本運用が開始
された。救急外来では救急部門のスタッフが研修生を
受け入れるにあたり様々な取り組みを行ってきた。
　【目的】救急ワークステーションにおける救急外来
実習の現在の問題点とその対応策について報告する。
　【方法】平成28年 4月～12月に改善が必要と思われ
た点について救急部門看護師より適時聴き取り調査を
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行い，その対応策について救急ワークステーション担
当者と検討した。問題点とその対応策，対応策実施後
の結果について示した。
　【結果】①研修生への指導   ②研修生とのコミュニ
ケーション   ③患者対応の， 3つの項目に関する問題
点が明らかになり，各々への対応策を実施し改善が得
られた。
　【考察】指導救命士との情報共有，説明の補足や研
修室での訓練強化等により問題が改善された。実習環
境の整備においては指導救命士の存在が鍵であり，定
期的に意見交換の機会を持つことが不可欠であると言
える。

　 7．  千葉市立青葉病院救急ワークステーションの現
状と今後の課題

森田泰正，髙橋和香，小倉皓一郞
（千葉市立青葉・救急集中治療科）
奈良清孝，石垣昭彦　　　　　　

（千葉市消防局・救急課）

　千葉市立青葉病院における救急棟の増築にあたり，
千葉市消防局との共同事業として救急ワークステー
ション機能が組み込まれた。これは従来， 2年に 1度
それぞれ交互に行っていた 2種類の救命士の再教育プ
ログラム（市消防学校での講義と病院実習）を，救急
救命士以外の救急隊員も含め同時に毎年行う計画であ
る。すなわち，各救命士･救急隊員は， 1日おき 3日
の研修中，日中は今まで消防学校で行われていた講義
やシュミレーション教育を指導救命士から受講し，夕
方から翌朝までは病院実習として医師･看護師の指導
のもと観察･検査･処置を研修する。
　救命士だけでなく一般救急隊員をも対象とした再教
育体制は日本初の試みであり，各個人のスキル向上の
みならず隊全体，さらには千葉市におけるプレホスピ
タルケアのレベルアップに繋げていける可能性もあ
る。
　今回，本ワークステーションにおける運用の成果を
報告するとともに，問題点や改善点について検討する。

　 8．  看護師の意識調査に基づいた，より早期の
MET要請を目指す取り組み

畠山航也，平間陽子，上野博章
加藤千博，石井由美，竹内純子
（千大・看護部 ICU/CCU）

安部隆三，中田孝明，川口留以
齋藤大輝，織田成人　　　　　
（千大院・救急集中治療医学）

　【背景】当院では，Medical Emergency Team（MET）
要請件数は増加傾向にある。しかし病棟や外来におい
て，急変患者発見者が，各担当診療科医師に連絡後に
MET要請を行う事例が散見された。
　【目的】MET要請頻度の高い看護師の，発見から要
請に至るまでの現状を把握し，より早期に介入できる
体制を構築する。
　【方法】ICU/CCUを除く看護師905名に質問用紙を
配布し，解析した。
　【結果】回収率は80％ （725枚）であった。発見者が，
職種によらずMET要請するというルールは97％に周
知されていた。しかし，発見者自身の判断でMET要
請するとの回答は，心停止時で84％，心停止以外では
36％であり，リーダー看護師や医師の指示を受けてか
ら要請するとの回答も少なからず存在した。
　【考察】当院において，心停止以外の場合ではMET
要請に時間を要することが判明した。心停止前に治療
介入する重要性を周知し，適切なタイミングでMET
要請できる基準や体制の確立が必要である。

　 9．  MET看護師のより充実した活動を目指す取り
組み : 新しいMET看護師教育プログラム

加藤千博，石井由美，上野博章　
平間陽子，山田香織，畠山航也　
佐藤百奈，堀田小央里，三浦真理
竹内純子　　　　　　　　　　　

（千大・看護部 ICU/CCU）
安部隆三，中田孝明，川口留以　
齋藤大輝，織田成人　　　　　　
（千大院・救急集中治療医学）

　当院では，2012年より，院内急変対応システムとし
てMedical Emergency Team（MET）の活動が開始
となった。MET要請時は，救急科医師，臨床工学技
士と共に ICU/CCU看護師（MET看護師）が出動する。
MET看護師の要件は，ICU/CCU経験 2年目以上，且
つオリエンテーションを受けた者としている。
　しかし，METが要請される病態は多岐にわたり，ま
た緊迫感の高い場面で迅速な対応が求められるため，
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出動したMET看護師からは，時折，困惑したという
声が聞かれた。
　そこで，MET看護師のスキル向上と不安軽減を図
る目的で，アンケート調査を行った。その結果，オリ
エンテーション内容や指導方法が統一されていないと
いう問題点が明らかとなったため，マニュアルを作成
し，オリエンテーション内容を統一した。また，出動
先の病棟看護師との連携に自信がないとの意見が得ら
れたため，病棟看護師と共に参加する，MET活動の
シミュレーショントレーニングを定期的に開催するこ
とにした。
　新たに確立したMET看護師の教育プログラムにつ
いて，今後の展望を含め報告する。

　10．  ECMO担当看護師に対する教育体制構築への取
り組み

後藤　潤，高橋由佳，和田啓太　
東田かずえ，竹内純子　　　　　

（千大・看護部 ICU/CCU）
古川　豊，長野　南，宮崎瑛里子

（同・臨床工学センター）
服部憲幸，安部隆三，立石順久　
今枝太郎，菅なつみ，織田成人　
（千大院・救急集中治療医学）

　【はじめに】当院では2013年10月にECMOチーム発
足させ，以後2016年11月までに延べ101症例を経験し
た。安全で統一された看護を提供するため，教育体制
を整えた 3年間の取り組みと導入シミュレーションの
効果について報告する。
　【目的】教育体制整備の効果検証。
　【対象】ICU看護師。
　【方法】必要物品やマニュアルを整備したのち教育
プログラムを作成し， 4～ 5年目看護師を対象にオリ
エンテーションを開始した。また看護師によるプライ
ミング練習を行った。アンケート調査により86％が導
入に不安を感じていることが判明したため導入シミュ
レーションを行い，前後で意識調査，知識チェックを
行った。
　【結果】シミュレーションにより導入時の手順が把
握でき，不安が軽減された。
　【考察】ECMOの症例数は増加しているが，看護師
一人あたりの導入経験は未だ少ない。緊急導入に対す
る不安を解消するには物品やマニュアルの整備だけで
は不十分であり，シミュレーションによる体験や手順
の確認が重要であった。

　11． 性別適合手術後に発症した人工膣穿孔の 1例

柄澤智史　　　　　　　　　　　　
（久留米大・高度救命救急センター／　

千大院・救急集中治療医学）
吉村侑里子，吉富宗宏，森　眞二郎
高須　修，坂本　照夫　　　　　　
（久留米大・高度救命救急センター）

　【症例】57歳女性。発症 2年前にタイでS状結腸を
用いた人工膣形成術を受けた。発症 1ヶ月前より人工
膣から異臭を伴う分泌物を認めたため，生理用タンポ
ンを留置しその後放置していた。某日，急激な腹痛を
自覚し近医受診後に当院に紹介された。CT上，腹腔
内遊離ガスと人工膣周囲脂肪織の濃度上昇を認め，人
工膣穿孔による汎発性腹膜炎を疑い緊急手術を施行し
た。人工膣先端部の穿孔を認め，人工膣の部分切除を
施行した。標本上腫瘍性病変や憩室を疑う所見は認め
ず，術後経過は良好で第15病日に転院した。
　【考察】人工膣穿孔の報告は本症例を含め 4例と少な
い。本症例では元々人工膣が35㎝と長かったこと，タ
ンポンを留置したまま放置していたことが穿孔に至っ
た原因であると思われる。
近年，性別適合手術を受ける人は増加傾向にあるが，
長期的合併症に関してはまだ不明な点が多い。個々の
症例にあたっては，その診断と病態の把握には詳細な
病歴聴取が重要である。

　12．  下部消化管穿孔の臨床的特徴と重症化の危険因
子についての検討

栗田健郎（成田赤十字・外科／　　　
同・救急・集中治療科）

清水善明，大多和　哲，近藤英介　　
西谷　慶，伊藤勝彦，横山航也　　　
清水公雄，尾内康英，中田泰幸　　　
宮原洋司，川口雄之亮，石井隆之　　

（成田赤十字・外科）
中西加寿也（同・救急・集中治療科）

　下部消化管穿孔は敗血症性ショックや多臓器不全を
きたす致死率の高い病態であり，救命のためには早期
手術に加え，ハイリスク患者を適確に見出し時期を逸
さずに集中治療を開始することが重要である。
　本研究では下部消化管穿孔の臨床的特徴と重症化危
険因子について明らかにすることを目的に，2011年 4
月から2016年 6月の期間の下行結腸・S状結腸・直腸
の穿孔症例について後方視的に解析を行った。 
　症例数は49例であり，穿孔部位はS状結腸が最多で
31例（63.3％），原因は憩室穿孔が最多で13例（26.5％），
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炎の症例を電子カルテにて後方視的に検討した。
　【結果】対象は12例でうち 5例はFournier症候群で
あった。起炎菌に傾向は無かった。Fournier症候群を
除いた，四肢壊死性筋膜炎症例の救命率は57.1％であっ
た。死亡例は IL-6値が有意に高く（4,033 vs 278,418 
p＝0.03），重症度スコアも高い傾向にあった。
　【結語】壊死性筋膜炎の致死率は高く，IL-6値や各
種重症度スコアは死亡例で異常高値を示した。上記に
文献的考察を加え報告する。

　15．  急性冠症候群患者の受け入れから心臓カテーテ
ル入室までの現状と今後の課題

緑川由貴子，青木直人，高石　聡
加藤真優　　　　　　　　　　　

（千葉メディカルセンター・看護部外来（救急））

　【目的】2014年12月に新病院移転を契機に心臓血管
センターホットラインを構築し，迅速に心臓カテーテ
ル検査を開始する取り組みを行ってきた。そこで患者
の来院からカテーテル室入室までに要した時間を検証
した。
　【調査方法】2014年12月～2016年10月の約 2年間に，
救急外来から心臓カテーテル検査となった症例を抽出
し，診療録をもとに，患者背景，来院から入室までの
時間などを月別に算出しその推移を調査した。
　【結果】緊急心臓カテーテル検査となった症例は154
例あった。全調査期間中の入室までに要した平均時間
は32分であった。2014年12月は，入室までに43分を要
したが，2016年10月では28分まで短縮した。
　【考察】患者受け入れに伴う準備や研修を実施し，知
識や技術を習得したことが迅速化に繋がったと考えら
れる。しかし，病態の不安定化を防ぐため，更なる迅
速化を図る必要があり，受け入れに必要な準備，予測
能力，即応性，コミュニケーション能力の向上が今後
の課題である。

　16． ICU看護師によるSOFAスコア評価の取り組み

木下淑恵，藤平彩加，石井由美
竹内純子　　　　　　　　　　
（千大・看護部 ICU/CCU）

藤原満里子（同・感染制御部）
今枝太郎，織田成人　　　　　
（千大院・救急集中治療医学）

　【はじめに】ICU患者の敗血症の早期発見には，看護
師の果たす役割も大きい。2016年Sepsis-3の発表を受
け，同年 5月より看護師によるSOFAスコアの連日記
録を開始。
　【方法】SOFAスコアは，自動記録された生体情報や

術式は37例で穿孔部切除・人工肛門造設術が選択され
た。在院死亡例は 7例（14.3％）であり，術後 ICUで
の治療を要した症例が22例（44.9％）であった。術後
のSOFA scoreが高い症例では人工臓器によるアシス
トを要することが多く入院期間も長い傾向にあり，術
前・術中よりアシドーシスや腎機能障害，凝固障害な
どをきたしている傾向が示された。下部消化管穿孔で
の重症化に直結する危険因子についての解析に文献的
考察を加え報告する。

　13．  高浸透圧非ケトン性昏睡で 1型糖尿病を発症
し，両下肢コンパートメント症候群及び非閉塞
性腸管虚血を合併した 1例

川口留以，海保　隆，柳澤真司
西村真樹，小林壮一，岡庭　輝

（君津中央・外科）
北村伸哉，加古訓之，大谷俊介
大村　拓，岩瀬信哉，岡　義人
（同・救急・集中治療科）

　症例は18歳男性。意識障害で救急要請，高血糖認め
当院へ転院搬送された。収縮期血圧60㎜Hg台とショッ
クに陥っており，血糖値は1,400㎎/dLを超え，高度代
謝性アシドーシスを認めた。大量補液，CHDF施行も
ショックは遷延し，翌日，両側下腿コンパートメント
症候群を合併し筋膜切開術を要した。さらに非閉塞性
腸管虚血も合併し，小腸切除術を施行したが，高度循
環不全に加え，トライツ靭帯直後の壊死を認めたため，
2期的手術の予定とし，吻合は行わなかった。両側下
腿筋壊死に対しては，複数回にわたるデブリドマンを
要した。さらに，口側腸管断端の縫合不全に加えて，
吻合術後も縫合不全も合併した。長期管理を要したが，
半年後，リハビリテーション目的に転院した。
　今回，高浸透圧非ケトン性昏睡に下腿筋壊死・腸管
壊死を合併した症例を経験した。術式選択や術後管理
から得られた経験も多い症例であったため，考察を加
えて報告する。

　14． 当 ICUにおける壊死性筋膜炎の検討

齋藤大輝，安部隆三，織田成人
（千大院・救急集中治療医学）

　【はじめに】壊死性筋膜炎は死亡率の高い感染症で
あり，多くがSepsis/Septic shockとなる。その治療は
外科的なデブリードマンと抗菌薬治療に加え，臓器不
全に対する集中治療が必要である。当 ICUで経験した
壊死性筋膜炎の症例を振り返り考察した。
　【対象と方法】2011年 4月 1日から2016年 9月30日
までの 5年 6ヶ月の間に当 ICUに入室した壊死性筋膜
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決定は不安や責任など多くのストレスにさらされ，心
理的危機状況に置かれていると考えられる。その家族
に対し私は心の揺れを受け止め，共感し，支持的態度
を持って関わった。そして，家族だけの時間を作れる
環境を提供することで，家族間のコミュニケーション
が図れるよう配慮した。
　今回の事例を，山勢の「救急・重症患者と家族のた
めの心のケア」を中心に振り返りを行った。そして，
意思決定においては，決断まで家族の精神的負担が大
きい。そのため，看護師は家族の精神的な支えになる
ことが求められ，家族の言動だけでなく，心情を汲み
取り援助につなげていくことが重要であると学んだた
め，ここに報告する。

　19．  ICU/CCUでの火災を想定した訓練の実践 : アク
ションカードの運用

八幡祐香，木曾紀宗，石井由美
竹内純子　　　　　　　　　　
（千大・看護部 ICU/CCU）

渡邉栄三，立石順久　　　　　
（千大院・救急集中治療医学）

　【背景】ICU/CCUでは，専門的な治療を要する重篤
な患者が多い。しかし，当部署にはそれらの環境に特
化した独自の火災時アクションカード（以下AC）が
なく，火災発生時に適切に対応するためのACが必要
と考えた。
　【目的】災害時に，ICU/CCU独自のACを用いて，
当部署の看護師が適切な行動をとれる環境の確立を目
指す。
　【方法】ICU/CCU独自のACを作成し，それを用い
て火災訓練を実施した。スタッフにACを配布し，訓
練後のアンケートによりACの有用性を検証した。
　【結果】アンケート結果では，ACは「活用できた」
と過半数が回答し，「役割を理解できる」｢俯瞰図を活
用できた｣という良い評価を得た。一方で「情報把握
が困難」｢防災設備（防火扉，医療ガス配管バルブなど）
の取り扱いがわからない｣などの意見があり，ACの改
善点や環境・設備の再周知の必要性が明確となった。
　【結論】ACを用いることで自己の役割を認識し適
切な行動がとれる環境を確立する有効な手段が得られ
た。今後ACの改善を進め，更なる災害対策の充実に
取り組んでいく。

検査値等からスコアリングが行える ICU部門システム
を用いて算出。導入期及び導入 3ヶ月後の 2週間ずつ
を調査期間とし，医師確認時のスコアとの一致率をス
コア精度とし不一致の原因を記録。
　【結果】スコアリング対象件数は導入期196件， 3ヶ
月後185件。システムの操作やSOFAスコアに対する
理解が進みスコア精度は57.1％から78.4％に上昇（P＜
0.001）した一方で，導入 3ヶ月後の不一致の原因とし
て鎮静中の意識評価の難しさ（27.5％）や，ECMO症
例の呼吸/心血管系評価の複雑さが上がった。
　【考察】鎮静中やECMO症例のスコアリングは , 覚醒
時やECMO不使用時の状態を推測するという臨床判断
が求められる。スコア精度向上のために JIPAD入力基
準などのコンセンサスの周知や，使用薬剤・機器の情
報から臨床判断の要否を表示させるといったシステム
の改善が求められる。

　17．  当院 ICUにおけるVAP予防の取り組み : VAP
サーベイランスを導入して

長岡佳世子，堤　晴奈
（成田赤十字・集中治療室）

奥　怜子，中西加寿也
（同・救急・集中治療科）

　当院 ICUでは敗血症性ショックや高侵襲手術後など
の重症患者が多く，挿管・人工呼吸管理を行うことも
多い。人工呼吸器関連肺炎（VAP）は ICUの医療関
連感染の中で最も発生頻度が高く，在院日数や死亡率
を増加させるとの報告がある。そこで，当院 ICUでは
VAP予防の取り組みとして呼吸器関連物品や看護ケア
の見直しを行うとともに，VAP発生状況を把握するた
めにVAPサーベイランスを導入した。
　2015年度の 1年間で当院 ICUにて人工呼吸管理を
行った患者を対象にVAPサーベイランスを行った。そ
の結果，ICU入室患者403名のうち人工呼吸管理を行っ
た患者は181名であり，VAP発症者は 7名，感染率9.6
（1,000デバイス/日）であった。そのうち早期VAPは

2名，晩期VAPは 5名であった。
　今回の結果をベースラインとして，看護師のVAPに
対する認識をさらに深め，他職種とも連携をとりなが
らVAP感染率の低減を目指していくことが今後の目
標である。

　18．  臓器移植の意思決定場面に立ち会って学んだ看
護師に求められる役割

奥村優一（国保松戸市立・ICU）

　心肺停止蘇生後に臨床的脳死状態と診断され，患者
の家族が意思決定するまでの場面に立ち会った。意思
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フォールを150㎎～350㎎/hで投与されていたことから
プロポフォール注入症候群の発症と思われた。連日の
血液浄化をはじめとした集学的治療を行い，全身状態
は改善し，第18病日に ICU退室となった。
　プロポフォール注入症候群は，高用量のプロポ
フォール持続投与を行った際に，著明な代謝性アシ
ドーシス・徐脈を伴う難治性不整脈・急性腎不全・横
紋筋融解症などを生じる重篤な疾患であり，死亡率も
高い。元々は小児患者で報告された疾患概念である
が，本症例のように成人発症の症例も多く報告されて
いる。今回の症例を通じてプロポフォール注入症候群
の病態と治療につき若干の文献的考察を交えて報告す
る。

　22．  ヘリウムガス吸入により低酸素脳症を来すも神
経学的後遺症なく救命し得た 1例

小倉皓一郎，高橋和香，森田泰正
（千葉市立青葉・救急集中治療科）

　近年，ヘリウムガスを用いた自殺方法が流布されて
おり，ヘリウムガスが関与した病態を認識しておく必
要がある。今回，自殺を目的としたヘリウムガス吸入
により低酸素脳症を来すも神経学的後遺症なく救命し
得た 1例を報告する。症例は26歳，男性。某日夜中，
ヘリウムガスを引き込んだ袋を頭にかぶり奇声を上げ
ているところを家族に発見された。来院時，重度の意
識障害を認めたため気管挿管施行した。身体所見や画
像検査から脳動脈ガス塞栓症は積極的に疑わず，高圧
酸素療法は施行しなかった。低酸素脳症に伴う意識障
害と判断し，人工呼吸器管理にて経過観察とした。第
2病日に覚醒したため抜管。第 3病日に頭部MRIを施
行したが病的所見なく，知能検査でも明らかな高次機
能障害は認めなかったため，退院とした。今後，ヘリ
ウムガスによる自殺企図は増加する可能性があり，診
断法・治療法を検討しておく必要がある。

　23．  呼吸不全を初発症状として発症した傍腫瘍性神
経症候群の 1例

竹田雅彦，中西加寿也，奥　怜子
大網毅彦，矢崎めぐみ　　　　　
（成田赤十字・救急・集中治療科）

　傍腫瘍性神経症候群（paraneoplastic neurological 
syndrome; PNS）は担癌患者にて自己免疫学的機序で
生じる神経障害である。今回呼吸不全を初発症状とし
て発症したPNSの 1例を経験したので報告する。
　症例は65歳女性。 4月より歩行時や仰臥位での呼吸
困難が出現した。総合病院で入院精査しCT上多発す
る腹膜腫瘤を認めたが，呼吸困難の原因は不明であっ

　20． 難治性心室細動を合併した悪性症候群の 1例

森戸知宏，湯澤紘子，木村友則
篠崎啓介，小口　萌，貞広智仁

（東京女子医大八千代医療センター・　
救急科・集中治療部）

本田　淳　（同・循環器内科）
内出容子　　　　　　　　　　
（同・精神神経科・心身医療科）

　【症例】他院で鬱病加療中の40歳男性。自宅内で意
識障害となり当院救急搬送となった。来院時，高度の
代謝性アシドーシスがあり精査加療目的に ICU入室し
たが，入室直後に難治性心室細動を発症した。除細動
により一時的に心拍再開するもすぐに心室細動となる
ことを繰り返し， 6回の除細動の後，経皮的心肺補助
（PCPS）を導入した。その後冠動脈カテーテル検査を
施行したが有意所見を認めなかった。高度の代謝性ア
シドーシスに対する持続的血液濾過透析（CHDF）を
含めた集中治療を行いながら，薬物中毒などを念頭に
置き原因検索を進めた。その後，38度台の発熱とCK
高値を認め，頻脈・頻呼吸・発汗過多等の自律神経症
状を呈していること，抗鬱薬内服歴があることから悪
性症候群を疑い第 4病日からダントリウム投与を開始
した。投与後から解熱傾向を示すとともにCK改善を
含む全身状態の改善を認め第24病日 ICU退室。第47病
日他院転院となった。
　【考察】抗精神病薬の副作用として悪性症候群があ
るが，さらにQT延長を含む重篤な不整脈があげられ
る。本症例ではQT延長を認めなかったものの難治性
心室細動を合併した。抗精神病薬内服歴がある原因不
明の全身状態悪化例では悪性症候群を考慮するととも
に，突然の致死性不整脈にも注意する必要がある。

　21．  ギラン・バレー症候群の治療中にプロポフォー
ル注入症候群を発症し救命し得た 1例

小島祥太郎　　　　　　　　　
（千大・総合医療教育研修センター／　

千大院・救急集中治療医学）
柄澤智史，中田孝明，織田成人
（千大院・救急集中治療医学）

　症例は22歳男性。四肢脱力から発症したギラン・バ
レー症候群に対し，近医にて血漿交換・ステロイドパ
ルス・大量免疫グロブリン投与を施行されるも改善乏
しかったため，当院神経内科に転院となった。転院翌
日，重度の循環不全となり ICUに入室となった。CK 
395500U/Iの横紋筋融解症と代謝性アシドーシスもき
たしており，前医で人工呼吸管理中に約90時間プロポ
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　25．  MRSAにより右心系感染性心内膜炎をきたした
1例

矢崎めぐみ，中西加寿也，奥　怜子
大網毅彦，竹田雅彦　　　　　　　
（成田赤十字・救急・集中治療科）

　症例は26歳女性。某日より発熱，頭痛，嘔吐が出現
し，症状の改善がないため当院紹介となった。精査の
結果，敗血症性肺塞栓を合併したMRSAによる右心
系感染性心内膜炎（右心系 IE）の診断となり，抗菌薬
での加療を開始したが，臓器障害が進行し第 7病日に
ICU入室となった。
　ICU入室後全身管理を開始したが，抗菌薬投与開始
から約10日間が経過しても感染が持続した。さらに薬
疹と考えられる皮疹が出現し抗菌薬の変更を余儀なく
された。その後も症状は改善せず，むしろ増悪傾向に
陥ったため，内科的治療のみでの感染コントロールは
不可能と判断，早期に外科的治療を行う方針とし第18
病日手術施行となった。術後は順調に経過し第32病日
に ICU退出となった。
　右心系 IEに対しては基本的に内科的治療が第一
選択であり，手術の適応および時期に関しては未だ
controversialである。今回我々も抗菌薬で感染をコン
トロールしたうえでの手術を目指していたが，内科的
治療では感染コントロールが困難であった。右心系 IE
の起因菌で最も頻度の高い staphylococcus aureusは，
巨大疣贅の形成や弁破壊等をきたしやすく早期手術を
推奨する報告もある。今回，IEに対する手術の適応と
その時期を含めた治療戦略について，文献的考察を加
え報告する。

　26．  アトピー性皮膚炎に合併した感染性心内膜炎
（Infective Endocarditis, IE）の 1例

林　洋輔，仲村将高，島田忠長
橋田知明，児玉善之，山地芳弘
平澤博之　　　　　　　　　　

（東千葉メディカルセンター・救急科）

　今回我々は，アトピー性皮膚炎に合併した IEを経験
したため報告する。
　症例は41歳女性。数日前からの発熱，意識障害を主
訴に当院搬送となった。精査の結果，僧帽弁に疣贅を
認め IEと診断した。また，多発脳梗塞，脳動脈瘤，髄
膜炎を合併していた。MEPM＋VCM＋GMで治療を
開始し，血液培養，髄液培養，尿培養，便培養から
MSSAが検出されたため，PCG＋CTRX＋GMに変更
した。齲歯や手術歴はなく，アトピー性皮膚炎が進入
門戸と考えられた。第 7病日の血液培養でMR-CNSが

た。 5月26日呼吸困難が強くなり意識障害をきたした
ため救急搬送となった。来院時著明な呼吸性アシドー
シスを認め，人工呼吸管理を開始し，第 3病日に抜管
した。抜管後再度CO2貯留がありNIPPV管理となっ
た。第 5病日テンシロンテストを施行し換気量の改善
を認め，同日免疫グロブリン静注療法を開始した。第
8病日腹腔鏡下腫瘍生検を施行し腹膜腫瘤は漿液性腺
癌と判明し，腹膜癌もしくは卵巣癌の腹膜播種と推測
された。抗体検査にてAChR抗体，抗MuSK抗体はと
もに陰性であり，Amphiphysin抗体が陽性であったた
めPNSの診断に至った。ステロイド治療を継続し拘束
性障害は残存するものの第33病日にNIPPV管理を離脱
し，第50病日退院となった。PNSには辺縁系脳炎，亜
急性小脳変性症やLambert-Eaton症候群などがあり，
症状として中枢神経症状（意識障害，めまい，失調症
状）や四肢の感覚・運動障害が見られることが多い。
呼吸不全を初発症状として発症したPNSは非常に稀で
あるため文献的考察を加え報告する。

　24． 診断に難渋した感染性心内膜炎の 1例

牟田宏樹，菅谷明子　　　　
（ハートライフ・血液浄化部）
仲吉博亮（同・呼吸器内科）
仲村義一，三戸正人　　　　

（同・循環器内科）

　【症例】66歳男性。前立腺肥大症による尿閉で膀胱留
置バルンカテーテル挿入したが急性前立腺炎を発症。
バルン抜去と抗生剤投与にて軽快退院。しかし，盗汗，
倦怠感が続き，2週間後に再診。炎症反応高値（CRP21
㎎/dl）も，CTで肺炎が疑われる以外に，明らかな熱
源を認めなかった。入院当夜に一過性右上肢麻痺，シ
バリングを認め，ショック状態となったため ICU入室。
集学的治療が開始され，炎症反応が落ち着いた後も心
不全が続いた。第42病日の血液培養検査でMRCNSが
検出され，心臓エコーを行ったところ僧帽弁に疣贅を
認め，僧帽弁閉鎖不全，僧帽弁逸脱症を伴う感染性心
内膜炎と診断し， 2弁置換術施行。第140病日リハビ
リのために転院となった。
　【考察】敗血症性梗塞があり，感染性心内膜炎は早
期より疑った。血液培養検査を繰り返し実施するも陰
性持続。抗生剤中止後に初めて陽性となり，経胸壁心
エコーで疣贅を認めた。全身状態が安定している時は
抗生剤中止が有用となることがあると思われた。
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ることによって重炭酸イオンとして溶解しているCO2

をガス化させ，それを人工肺によって効率的に除去す
る方法が報告された。
　そこでこの知見を応用し，肺と腎臓の両方の臓器補
助能を有する新規人工臓器（Extracorporeal Lung and 
Renal Assist Device ［ELRAD］）の開発を着想した。
体外循環回路内で酸投与後は，体内に戻る前に血液の
酸塩基平衡の調整が必須であるが，酸を投与後に人工
肺を配置し，その後血液浄化を行う回路構成の人工臓
器を新規に発案した。
現在ex-vivo実験を行っており，その進捗状況や現段階
における問題点等を報告する。

　29．  びまん性軸索損傷の診断マーカーとしてのタウ
蛋白

富田啓介，中田孝明，本島卓幸
川口留以，織田成人　　　　　
（千大院・救急集中治療医学）

　【目的】びまん性軸策損傷（DAI）は，頭部に回転性
の加速/減速がかかり神経軸策が損傷し生じる。受傷
直後にDAIを診断することは困難であり早期診断方法
の確立が期待されている。本研究では血清タウ蛋白の
DAI診断能を評価するとともに，血清タウ蛋白濃度と
神経学的転帰の関連を調べた。
　【方法】意識障害を伴う頭部外傷患者を対象として，
受傷後 6時間以内の血清を採取しELISA法にてタウ蛋
白濃度を測定した。血清タウ蛋白のDAIに関する診断
能はROC曲線を用いて曲線下面積を算出して解析し
た。神経学的転帰はGlasgow Outcome Scale（GOS）
に従い，転帰不良群（GOS＝ 1 - 3）と転帰良好群
（GOS＝ 4 - 5）に分け，両群の血清タウ蛋白濃度を比
較した。
　【結果・考察】DAIの疑いのある意識障害を伴う頭
部外傷患者26名が登録され， 7名がDAIと診断され
た。DAI群の血清タウ蛋白濃度は非DAI群に比べて有
意に高かった（P＝0.0007）。血清タウ蛋白濃度のDAI
に関する診断精度は曲線下面積0.853であり，カットオ
フ値を6.4pg/mLとした場合の感度は89.5％，特異度は
85.7％であった。また転帰不良群（n＝11）では転帰良
好群（n＝15）に比し血清タウ蛋白濃度は高値を示し
たが統計学的に有意な差ではなかった（P＝0.057）。
　【結論】血清タウ蛋白濃度は受傷後 6時間以内の早
期に，DAIを診断するバイオマーカーとして有用な可
能性がある。

検出されたためLZD＋CTRXに変更し，第14病日には
血液培養が陰転化した。第11病日には意識清明となり
第22病日に解熱した。第49病日に僧帽弁置換術を施行
し術後経過は良好で第70病日自宅退院となった。
　今回のような症例は文献的にも報告されており，ア
トピー性皮膚炎に合併した敗血症の際は，IEの存在も
念頭に置く必要がある。

　27．  マウスにおける近赤外線蛍光色素を用いた非侵
襲的血管透過性評価方法の開発

島居　傑，中田孝明，織田成人
（千大院・救急集中治療医学）
坂本明美，藤村理沙，幡野雅彦

（千大・バイオメディカル研究センター）

　【背景】動物実験における血管透過性評価では，Alb
と結合性の高いEvans blue色素（EB）を投与した後
に摘出した臓器中のEB濃度を測定する方法が一般的
である。しかし，同手法は動物を犠死させねばならな
い。今回，非侵襲的に血管透過性を評価するため，近
赤外線蛍色素（NIR-dye）を用いた実験を行った。
　【方法】血管透過性亢進モデルには盲腸結紮穿孔
（CLP）による敗血症モデルマウスを使用した。CLP
とshamの各マウスにEBとNIR-dyeの混合試薬を投
与し，60分後に摘出肺のEB濃度と蛍光度を評価した。
また，試薬投与 2分後と60分後に足底の蛍光度を評価
し，その比と肺蛍光度との関係を検討した。
　【結果】肺のEB濃度と蛍光度，足底蛍光度比はいず
れもCLP群で有意に高値であった。肺蛍光度と足底蛍
光度比にはr＝0.86と強い相関が見られた。
　【まとめ】肺のEB濃度と蛍光度は同様の動態を示し，
肺血管透過性は蛍光度により評価可能と考えられた。
肺蛍光度と足底蛍光度比には強い相関を認め，足底蛍
光度比による評価は非侵襲的血管透過性評価方法にな
ると考えられた。

　28．  Extracorporeal Lung and Renal Assist Device
（ELRAD）の開発

髙橋　希，中田孝明，織田成人
（千大院・救急集中治療医学）

　肺コンプライアンスが低下した重症呼吸不全患者で
は，血中CO2濃度を保つために高い人工呼吸器圧を要
する。この高圧は人工呼吸器関連肺損傷を引き起こす
ため大きな研究課題である。
　これまで体外循環・人工肺を用いたCO2除去システ
ムが開発されてきた。しかし従来のシステムはCO2除
去効率が低く臨床応用を制限されてきた。
　近年，血液に酸（H＋）を投与し化学平衡を変化させ
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　31．  行政報告 : 被ばく医療及び放射線事故・セキュ
リティ対策に関する施策の動向

寺谷俊康（原子力規制庁　　　　　　　　　　　　
放射線対策・保障措置課　企画調整官　
（厚生労働省　医系技官からの出向））

　原子力規制委員会は2011年 3月11日の東京電力福島
原子力発電所事故の教訓から生まれた組織であり，原
子力に対する確かな規制を通じて人と環境を守ること
を使命としている。原子力規制庁はその事務局を担う
ものであり，業務の中に医療機関を含む放射性同位元
素使用施設の規制，被ばく医療体制整備を含む放射線
事故及び原子力災害に対する備え，放射線障害防止に
ついての関係省庁間の連携の深化，放射線医学総合研
究所及び研究事業の振興などが含まれていることか
ら，厚生労働省から出向した医系技官が活躍している。
現在，原子力防災体制の充実とともに，2020年オリパ
ラ東京大会を目前に医療機関を含む放射性同位元素使
用施設の防災及びセキュリティの強化に取り組んでい
るところであり，医療における被ばくについても関与
しているところである。こうした動向は救急医療関係
者にも関係しうることから直近の検討状況や施策の動
向，今後の展望について紹介したい。

　30． ICU患者の総鉄結合能（TIBC）測定の意義

今枝太郎，中田孝明，渡邉栄三
安部隆三，幸部吉郎，立石順久
服部憲幸，織田成人　　　　　
（千大院・救急集中治療医学）
中川　笑，竹内純子　　　　　
（千大・看護部 ICU/CCU）

　【背景】ICU患者への輸血は転帰の悪化に関連するこ
とが報告され，Hb 7.0g/dL以下になった際の輸血が推
奨されている。当 ICUにおいても基本的にはこれに従
い管理をしているが，輸血せざるを得ない患者も多い。
　【目的】当 ICU患者の貧血の原因を前向きに調査し
介入しうる貧血治療を検討。
　【方法】ICUに48時間以上滞在すると予想される20歳
以上の患者を対象とし，造血に関与する血液検査項目，
毎日の採血量等を前向きに測定。
　【結果】対象患者は70人。ICU入室後28日以内に輸血
を要した輸血群39人，非輸血群31人。輸血群は，ICU
入室時のアルブミン，コレステロール，プロカルシト
ニン，TIBC，トランスフェリンが低値であり，TIBC
低値が ICU入室後の輸血使用を予測するのに最も有用
であった（AUC: 0.82，95％信頼区間 : 0.71－0.92）。ま
た，ICU入室後の経過で採血量は有意差をもって輸血
群で多かった（ 1日平均25.3±1.6mL）。
　【結論】ICU入室時のTIBC値が低い症例は特に，採
血頻度や一回採血量を減らすことが輸血量を減らすた
めに重要であることが示唆された。


