
■集中治療科 

 

１．2019 年の目標及び方針 

・ICU ベッド 14 床フルオープンを目指す 

・国内および国際共同研究への積極的な参加 

・2020 年度年頭から重症部門システムを導入して円滑に運用できるよう、システム部門と詳細な打ち合わ

せを行っていきたい。 

 

２．2018 年度の評価 

・2018 年度は人員の都合により通年 12 床での運用となった。ICU 入室患者数は 人であった。効率的な病

床運用を促進し集中治療室のベッド稼働率を上げる目的で、夜間の急患発生時の退室時に病棟間で共通の指

示で運用するルールづくりを行った。 

・2018 年度は、1名の特定看護師実習の受け入れを行った。初めての試みであったが、普段から研修医や他

科ローテーションを受け入れている経験を活かし、有意義な研修を計画できた。2019 年は 2名を受け入れ

る予定である。 

・部門別システム導入に向けて担当部署と適切なパッケージ選択への意見交換を行った。新電子カルテ導入

とは時期がずれることになり、ICU 業務を新電子カルテで円滑に行えるように部署内の多職種で連携して準

備をすすめた。 

 

３．科（課・室・委員会）の年間活動内容（試みや特徴など）と紹介 

＜特徴＞  

亀田総合病院集中治療科は 2013 年 4 月 1 日に発足し、特定集中治療室、 

専門医研修施設認定を受けた新しい診療科です。集中治療科では外科・内科・救急を問わず、多種多様な疾

患による重症な患者様の治療を行っています。  

集中治療室で治療対象となる患者様は、一つの臓器にとどまらず、全身に及ぶ複雑な病状を呈するため、各

専門分野に関する知識・技術だけでなく、集学的な医療が必要となります。当院集中治療室では集中治療科 

部長 林淑朗、看護師長 飯塚裕美のリーダーシップの下、集中治療室スタッフと各専門科医師が協力し合

い、病気それ自体だけでなく、患者様の心情、生活背景を考慮した深く、幅の広い医療を提供しています。

集学的な医療を行うために、医師、看護師、薬剤師、検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学士、栄

養士等、多職種と共に日々カンファレンスを行い、職種を越えて議論し一人の患者様にとって 適な治療方

針を決定し、これを実践しています。  

＜治療の質＞ 

世界標準、かつ 新の知見を意識した、質の高い治療を患者様の背景にあわせて提供しています。  

＜体制＞  

患者様の容態をいち早く察知できるよう看護師が 1:2 でケアを行い、医師はフロアに常駐し 24 時間 365 日

患者様の緊急事態に対応する体制が整っています。  

＜トレーニング＞  



当科では朝夕毎日行われる指導医によるラウンド、定期的に行われるジャーナルクラブや講義を通して、今

日の臨床エビデンスを意識した集中治療の教育も行っています。後期研修医・フェローは新旧問わず重要な

論文を多数読み、知識のアップデートを行っています。 

また、看護師、薬剤師、理学療法士、臨床工学士との勉強会も行い、双方向の skill up を目指していま

す。臨床研究についても ICU データベースを用いての単施設観察研究や、国内外の多施設共同研究への参加

も積極的に行っており、エビデンスの構築にも携わっています。 

 

４．2018 年度実績（症例件数や手術実績等）  

ICU 入室数： 1196 例（予定術後患者 392 例、緊急入室 804 例）  

ICU 死亡率： 5.7% 院内死亡率： 12.3% (院内死亡は 1月までのデータ) 

人工呼吸器症例： 46 例 腎代替療法施行例： 204 例  

 

５．学術関係 

１）原著論文 

原著論文 

著者：Ueno, Ryo Shiraishi, Atsushi Yamamoto, Ryohei et al 

タイトル：Relationship between community walking ability and in-hospital mortality in elderly 

patients with sepsis : a single-center retrospective cohort study 

雑誌名：Journal of Intensive Care 

巻：7 

号：33 

開始頁：1 

終了頁：8 

 

原著論文 

著者：Ueno, Ryo Nemoto, Masahiro Uegami, Wataru et al 

タイトル：Pembrolizumab-induced pneumonitis with a perilymphatic nodular pattern in a lung 

cancer patient: A radio-pathologic correlation 

雑誌名：Respiratory Medicine Case Reports 

巻：26 

開始頁：168 

終了頁：170 

 

著者：Hideto Yasuda, Natsuki Kondo, Ryohei Yamamoto, Sadaharu Asami, Takayuki Abe, Hiraku 

Tsujimoto, Yasushi Tsujimoto, Yuki Kataoka 

タイトル：Monitoring of gastric residual volume during enteral nutrition.  

雑誌名：Cochrane Systematic Review - Intervention - Protocol 

Version published: 14 May 2019 

 

 



２）商業誌等 

著者：上野諒 

タイトル：急性咽頭炎の clinical prediction rule 

雑誌名：レジデントノート 

号：8月号 

開始頁：未定 

終了頁：未定 

 

著者：安田英人 

タイトル：酸素両方の目標値 周術期患者の酸素療法 

雑誌名：INTENSIVIST 

巻：10 

号：3 

開始貢：743 

終了貢：754 

 

著者：安田英人、岸原悠貴、山本良平 

タイトル：【救急・ICU の頻用薬を使いこなせ！薬の実践的な選び方や調整・投与方法がわかり、現場で迷

わず処方できる】 (第 7 章)その他 救急・ICU での使用に議論のある薬剤 

雑誌名：レジデントノート 

巻：20 

号：11 

開始貢：1957 

終了貢：1964 

 

著者：安田 英人, 鈴木 秀鷹 

タイトル：【クリティカル・ケアを極める-一歩進んだ総合内科医を目指して】内科クリティカル・ケア 知

っておくべき知識・技術をまとめる 重症にはこれを武器に立ち向かう PICS(post intensive care 

syndrome)予防の実践(解説/特集) 

雑誌名：Medicina 

巻：55 

号：10 

開始貢：1662 

終了貢：1667 

 

著者：安田英人、鈴木 秀鷹 

タイトル：【クリティカル・ケアを極める-一歩進んだ総合内科医を目指して】内科クリティカル・ケア 知

っておくべき知識・技術をまとめる 重症にはこれを武器に立ち向かう 重症病態の栄養管理と血糖管理(解

説/特集) 

雑誌名：Medicina 



巻：55 

号：10 

開始貢：1652 

終了貢：1657 

 

著者名：安田英人、佐藤 仁信 

タイトル：【人工呼吸器】 VC-CMV, PC-CMV: volume control continuous mandatory ventilation, 

pressure control continuous mandatory ventilation(総説/特集) 

雑誌名：INTENSIVIST 

巻：10 

号：3 

開始貢：589 

終了貢：607 

 

著者名：安田英人、鈴木秀鷹  

タイトル：【酸素療法】(Part 2)酸素療法の目標値 心停止蘇生後患者の酸素療法 高酸素血症の有害性を意

識した管理を行う(総説/特集) 

雑誌名：INTENSIVIST 

巻：10 

号：2 

開始貢：365 

終了貢：375 

 

著者名：小林絵梨、林淑朗  

タイトル：【重症感染症 2】 感染症で用いられるマーカー β-D グルカン,プレセプシンについて 

雑誌名：INTENSIVIST 

巻：11 

号：1 

開始貢：162 

終了貢：170 

 

著者名：小林宏維、林淑朗  

タイトル：【重症感染症 2】 重症ブドウ球菌菌血症に対する治療 日本における 善の治療薬を見極める 

雑誌名：INTENSIVIST 

巻：11 

号：1 

開始貢：3 

終了貢：19 

 

  



３）学会・研究会 

発表者：Yuki Kotani, Tomoko Fujii, Shigehiko Uchino, Kent Doi 

タイトル：Modification of Sequential Organ Failure Assessment Score Using Acute Kidney Injury 

Classification 

発表日：2018 年 10 月 22 日 

学会名：ESICM LIVES 2018, 31st Annual Congress 

 

発表者：Mayuko Tounai, Atsushi Shiraishi, Akira Endo, Toshiyuki Karumai, Kiyohide Fushimi, 

Yoshiro Hayashi,   

タイトル：Mortality and resource utilization in patients with community- and hospital-onset 

sepsis admitted to intensive care units in Japan:  a nationwide discharge and administrative 

claim database study 

 発表日：2018 年 10 月 24 日 

学会名：ESICM LIVES 2018, 31st Annual Congress 

 

発表者：林 淑朗 

タイトル：シンポジウム 15 ガイドラインから読み解く敗血症診療の 前線 

発表日：2018 年 5 月 31 日 

学会名 : 第 92 回日本感染症学会学術講演会・第 66 回日本化学療法学会 

 

座長：小谷 祐樹 

セッション名：一般演題・ポスター14 感染・敗血症 症例 04 

日時：2019 年 3 月 1日 

学会名：第 46 回日本集中治療医学会学術集会 

 

発表者：林淑朗 

タイトル：抄録を改善してみませんか？ 

日時：2019 年 3 月 1日 

学会名：第 46 回日本集中治療医学会学術集会 

 

発表者：小林宏維 

タイトル：MRSA 感染症の治療戦略 Update-MRSA 菌血症を中心に 

日時：2019 年 3 月 3日 

学会名：第 46 回日本集中治療医学会学術集会 

 

発表者：上田祐菜、山本良平、軽米寿之、滝本浩平、林淑朗 

タイトル：集中治療患者における排便の疫学：単施設後方視記述研究 

日時：2019 年 3 月 2日 

学会名：第 46 回日本集中治療医学会学術集会 

 



発表者：桂井理恵 

タイトル：Pringle Maneuver Prolongs the Clinical Duration of Rocuronium Bromide in Liver 

Resection. 

発表日：2018 年 10 月 16 日 

学会名 : 2018 American Society Of Anesthesiologists Annual Meeting 

 

発表者：上野諒 

タイトル：Additional Value of Laboratory Results for a Machine Learning Algorithm to Predict In-

Hospital Cardiac Arrest: A Single-Center Retrospective Cohort Study 

発表日：2019/4/18 

学会名 The 15th International Conference On Rapid Response Systems And Medical Emergency Teams 

isrrs 2019：Top 10 abstracts 

 

発表者：増渕 高照, 白石 淳, 上野 諒 

タイトル：救急医療における疫学研究の取り組み qSOFA に Frailty を加えると感染症院内死亡予測精度を

改善するか 多施設前向き診断精度研究 

発表日：2018 年 11 月 20 日 

学会名：第 46 回日本救急医学会総会・学術集会 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：進化する臨床研究を成功させる秘訣 

発表日：2018 年 5 月 11 日 

学会名：第 37 回日本救急医学会中国地方会 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：血管内留置カテーテル関連合併症を見つめ直そう 

発表日：2018 年 5 月 11 日 

学会名：第 37 回日本救急医学会中国地方会 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：Journal Club をやってみよう！観察研究編 

発表日：2018 年 12 月 2日 

学会名：第 5回 JSEPTIC-CTG 臨床研究セミナー 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：Optimal plateau and driving pressures for patients with acute respiratory distress 

syndrome: A systematic review and meta-regression analysis 

発表日：2019 年 2 月 17 日 

学会名：Critical Care Congress 2019 

 



発表者：安田 英人 

タイトル：栄養 

発表日：2018 年 7 月 8日 

学会名：亀田総合病院 第 5回集中治療セミナー 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：AKI/RRT 

発表日：2018 年 7 月 8日 

学会名：亀田総合病院 第 5回集中治療セミナー 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：ジャーナルクラブのやり方 総論・各論 

発表日：2018 年 8 月 18 日 

学会名：第 7回 INTENSIVIST セミナー（JSEPTIC 指導医講習会） 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：ICU 回診 救命救急 

発表日：2018 年 8 月 19 日 

学会名：第 7回 INTENSIVIST セミナー（JSEPTIC 指導医講習会） 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：リサーチカンファレンス 

発表日：2018 年 8 月 18 日 

学会名：第 7回 INTENSIVIST セミナー（JSEPTIC 指導医講習会） 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸器で起こるトラブルって何？トラブルを理解する 

発表日：2019 年 1 月 19 日 

学会名：JWERC 第 2 回トラブルシューティングセミナー 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸器で起こるトラブルって何？トラブルを理解する 

発表日：2019 年 2 月 24 日 

学会名：JWERC 第 3 回トラブルシューティングセミナー 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸とは/人工呼吸器設定/肺メカニクス/ARDS/閉塞性肺疾患/人工呼吸器離脱 

発表日：2018 年 6 月 9, 10 日 

学会名：JWERC 第 5 回ワークショップで学ぶ人工呼吸 

 



発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸とは/人工呼吸器設定/肺メカニクス/ARDS/閉塞性肺疾患/人工呼吸器離脱 

発表日：2018 年 9 月 22, 23 日 

学会名：JWERC 第 6 回ワークショップで学ぶ人工呼吸 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸とは/人工呼吸器設定/肺メカニクス/ARDS/閉塞性肺疾患/人工呼吸器離脱 

発表日：2018 年 12 月 15, 16 日 

学会名：JWERC 第 7 回ワークショップで学ぶ人工呼吸 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸とは/人工呼吸器設定/肺メカニクス/ARDS/閉塞性肺疾患/人工呼吸器離脱 

発表日：2019 年 3 月 16, 17 日 

学会名：JWERC 第 8 回ワークショップで学ぶ人工呼吸 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸とは/人工呼吸器設定/肺メカニクス/ARDS/閉塞性肺疾患/人工呼吸器離脱 

発表日：2019 年 2 月 23, 24 日 

学会名：JWERC 第 1 回ワークショップで学ぶ人工呼吸 in ひろしま 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸と人工呼吸管理/肺メカニクス/呼吸仕事量/プラトー圧 

発表日：2019 年 1 月 20 日 

学会名：JWERC 第 1 回ここまで考える人工呼吸管理 

 

４）書籍 

著者：安田 英人、鈴木秀鷹 

章名：感染防御策を遵守しよう：破綻しないコツ？！ 

開始貢：144 

終了貢：146 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 

出版社：中外医学社 

 

著者：安田 英人、河口拓哉 

章名：末梢動/静脈ライン確保時の注意：感染防御策，皮膚消毒，部位など 

開始貢：147 

終了貢：149 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 



出版社：中外医学社 

 

著者：安田 英人、大山祐太郎 

章名：皮膚消毒薬：ポビドンヨードの問題点 

開始貢：150 

終了貢：152 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 

出版社：中外医学社 

 

著者：安田 英人、山本浩大郎 

章名：侵襲期早期の過剰栄養回避 

開始貢：221 

終了貢：223 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 

出版社：中外医学社 

 

著者：安田 英人、山本浩大郎 

章名：急性膵炎患者の経腸栄養開始を遅らせない 

開始貢：227 

終了貢：229 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 

出版社：中外医学社 

 

著者：軽米 寿之 

章名：緊急患者の気管挿管時の注意点 

開始貢：61 

終了貢：62 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 

出版社：中外医学社 

 

著者：軽米 寿之 

章名：バイタルサインの適切な評価：頻呼吸評価と対応 

開始貢：67 

終了貢：68 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 



出版社：中外医学社 

 

著者：軽米 寿之 

章名：カプノグラフィの活用：気管挿管時、人工呼吸時 

開始貢：69 

終了貢：71 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 

出版社：中外医学社 

 

著者：軽米 寿之 

章名：不穏＝せん妄と決めつけない 

開始貢：103 

終了貢：105 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 

出版社：中外医学社 

 

著者：軽米 寿之 

章名：くも膜下出血後の triple H 療法は本当に有益か？スパズム期はあるのか？ 

開始貢：110 

終了貢：113 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 

出版社：中外医学社 

 

著者：軽米 寿之 

章名：高浸透圧製剤の功罪  

開始貢：113 

終了貢：114 

編者：志馬 伸朗 

書籍名：ER・ICU のピットフォール 

出版社：中外医学社 

 

５）講演 

発表者：安田 英人 

タイトル：心臓血管外科周術期管理におけるデクスメデトミジンの功罪 

発表日：2018 年 11 月 3日 

イベント名：日本臨床麻酔学会第 38 回大会 

 



発表者：安田 英人 

タイトル：交絡因子と向き合うワークショップ 

発表日：2018 年 9 月 29 日 

イベント名：日本臨床疫学会第二回年次学術大会 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：モードと波形・ケアの理由がわかる！ベーシック人工呼吸 

発表日：2018 年 6 月 27 日 

イベント名：日総研セミナー 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：Aライン圧波形と急性期循環モニタリングのポイント 

発表日：2018 年 5 月 23 日 

イベント名：日総研セミナー 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：カテーテル感染対策の現状 

発表日：10月 3 日 

イベント名：感染 TODAY ラジオ NIKKEI/インターネットライブ 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：末梢静脈カテーテルの安全管理に関する概要及び体外における合併症について 

発表日：2018 年 5 月 19 日 

イベント名：第 27 回 日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：カテーテル由来血流感染症“ゼロ”を目指して 

発表日：2018 年 5 月 9日 

イベント名：Infection Control Web Seminar 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸療法に係る病態学特論：人工呼吸療法の管理の基本 

発表日：2018 年 7 月 6日 

イベント名：日本看護協会平成 30 年度特定行為研修春期 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸療法に係る病態学特論：人工呼吸療法の管理の基本 

発表日：2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 10 日 

イベント名：日本看護協会平成 30 年度特定行為研修秋期 

 



発表者：安田英人 

タイトル：臨床研究のすすめ〜なぜ今、臨床研究が必要なのか〜 

発表日：2018 年 11 月 17 日 

イベント名：高知大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座同門会 

 


