
■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システムの問題にとどまらず全身の各臓器系が複雑に影響

し合った病状を呈するため、各専門分野の知識・技術だけではなく、病態の網羅的な把握と集学的な医療介

入が必要となります。当院の集中治療室では集中治療科 部長 林淑朗、看護師長 山田和江のリーダーシップ

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。日々のカンファレンスでは、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、多職種が職種の壁を越えて議論をし、個々の

患者様にとって 適な治療方針の決定と集学的医療を実践しています。  

＜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。 

 

４．2019 年度実績（症例件数や手術実績等）  

ICU 入室数： 1,222 例（予定術後患者 408 例、緊急入室 813 例）  

ICU 死亡率： 5.5%(67 例) 院内死亡率： 13.5%(165 例)  

人工呼吸器症例： 219 例 腎代替療法施行例： 137 例  

 

５．学術関係 

１）原著論文 

原著論文 

著者：Yuki Kotani, Yuki Kataoka, Junichi Izawa, Shoko Fujioka, Takuo Yoshida, Junji Kumasawa, Joey 

SW Kwong 

タイトル：High versus low blood pressure targets for cardiac surgery with cardiopulmonary bypass 

雑誌名：Cochrane Database of Systematic Reviews 

巻   

号：11 

開始頁 CD013494 

終了頁  

 

著者 Ueno R, Matsui, H. & Xu, L 

タイトル  [Correspondence] Machine learning detection of obstructive hypertrophic cardiomyopathy 

using a wearable biosensor.  

雑誌名 npj Digit. Med. 2, 120 (2019) 

巻 2 

号 120 

開始頁   

終了頁  

 

著者 Okui J, Ueno R, Matsui H, Uegami W, Hayashi H, Miyajima T, et al.  

タイトル Early prediction model of organ/space surgical site infection after elective 

gastrointestinal or hepatopancreatobiliary cancer surgery.  

雑誌名  J Infect Chemother  

巻 26 

号 9 

開始頁 916 

終了頁 922 

 



著者 Shi S, Tanaka S, Ueno R, Gilmour S, Tanoue Y, Kawashima T, et al.  

タイトル Impact of travel restrictions on importation of novel coronavirus infection: An effective 

distance approach.  

雑誌名 Bulletin of the World Health Organization 

巻 98 

号   

開始頁 518 

終了頁 529 

 

著者 Motoki Fujii, Toshiyuki Karumai, Ryohei Yamamoto, Eri Kobayashi, Kenta Ogawa, Mayuko 

Tounai, Jeffrey Lipman & Yoshiro Hayashi  

タイトル Pharmacokinetic and pharmacodynamic considerations in antimicrobial therapy for sepsis 

雑誌名 Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology 

巻 16 

号 5 

開始頁 415 

終了頁 430 

 

２）商業誌等 

著者 上野諒 

タイトル 上気道炎の Clinical Prediction Rule 

雑誌名 レジデントノート「Clinical prediction rule」 

巻   

号 8 月号 

開始頁   

終了頁   

 

著者 藤井 元輝、安田 英人 

タイトル ARC の生理学  ARC では 何のクリアランスが亢進しているのか? 

雑誌名 INTENSIVIST 

巻 12 

号 1 

開始頁 165 

終了頁 174 

 

著者：安田 英人 

タイトル：カテーテル・ドレーン 

雑誌名：集中治療医学レビュー 新主要文献と解説 2020-'21 

巻：21 

号：- 



開始貢：107 

終了貢：113 

 

著者：藤井 元輝, 安田 英人 

タイトル：ARC の生理学 ARC では何のクリアランスが亢進しているのか? 

雑誌名：INTENSIVIST 生理学 

巻：12 

号：1 

開始貢：165 

終了貢：174 

 

著者：岸原 悠貴, 安田 英人 

タイトル：補助療法 ARDS を合併していない敗血症患者において、肺保護療法の役割は何か? 

雑誌名：救急医学 敗血症～残された課題～ 

巻：44 

号：1 

開始貢：62 

終了貢：67 

 

著者：鈴木 秀鷹, 安田 英人 

タイトル：臓器別に評価し対応する 消化管・肝胆膵の異常に対応する 

雑誌名：レジデントノート 集中治療の基本、まずはここから!臓器別の評価のしかたと重症患者管理のポイ

ントがわかる 

巻：21 

号：14 

開始貢：2443 

終了貢：2453 

 

著者：安田 英人, 中川 敦夫 

タイトル：特定臨床研究とは? 

雑誌名：精神科 臨床研究法への対応がわかる 

巻：35 

号：5 

開始貢：416 

終了貢：422 

 

著者：岡崎 哲ロバート, 安田 英人 

タイトル：カフリークテストを考える 検査前確率を十分に高めることで検査後確率を高める 

雑誌名：INTENSIVIST 気道 

巻：11 



号：4 

開始貢：738 

終了貢：745 

 

著者：佐藤 仁信, 安田 英人 

タイトル：ventilation 気道管理の基本,バッグマスク換気(BMV)を見直す 

雑誌名：INTENSIVIST 気道 

巻：11 

号：4 

開始貢：683 

終了貢：700 

 

著者：佐藤 仁信, 安田 英人 

タイトル：乳糜胸患者に対する栄養療法 乳糜胸患者では脂肪制限すべきか? 有効との結果もあるが,エビ

デンスの質は低いのが現状 

雑誌名：INTENSIVIST 栄養療法アップデート 後編 

巻：11 

号：3 

開始貢：511 

終了貢：524 

 

著者：佐藤 仁信, 安田 英人 

タイトル：重症患者における栄養ガイドライン 国内外の各ガイドライン間での相違点 ガイドラインも 1

文献,実臨床への適用には批判的吟味が必要 

雑誌名：INTENSIVIST 栄養療法アップデート 後編 

巻：11 

号：3 

開始貢：445 

終了貢：471 

 

著者：安田 英人 

タイトル：システムごとに診る 神経(鎮痛・鎮静・せん妄) 鎮痛は究極の患者中心アウトカムの 1 つであ

り,医療従事者が行うべきマナーの 1 つ 

雑誌名：Hospitalist 総合内科のための集中治療 

巻：7 

号：2 

開始貢：219 

終了貢：233 

 

著者：鈴木 秀鷹, 安田 英人 



タイトル：Pro-Con 私ならこうする ARDS 患者における栄養療法-full feeding を目指す Cons:臨床経過と

患者の状態に合わせた栄養設計を行う 

雑誌名：INTENSIVIST 栄養療法アップデート 前編 

巻：11 

号：2 

開始貢：381 

終了貢：383 

 

３）学会・研究会 

発表者：安田 英人 

タイトル：Evidence-based sepsis management from the viewpoint of clinical epidemiology: history 

and future perspective 

発表日：2019 年 4 月 5日 

学会名：第 93 回日本感染症学会総会・学術集会 

 

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のあるべき姿とは？-安全管理に向けて今一度再考を- 

発表日：2019 年 8 月 23 日 

学会名：第 23 回日本看護管理学会学術集会 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：メタ回帰分析を用いた時間依存性共変量を考慮した急性呼吸窮迫症候群患者に対する 適なプラ

トー圧及び駆動圧の検討 

発表日：2019 年 8 月 4日 

学会名：第 43 回日本呼吸療法学会学術集会 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：人工呼吸管理の視点から見た VAE/VAP-基本から 近のトレンドまで- 

発表日：2020 年 2 月 14 日 

学会名：第 36 回日本環境感染症学会総会・学術集会 

 

発表者 小谷祐樹 林淑朗 

タイトル 亀田総合病院 ICU の血液浄化療法 

発表日 7/27/2019 

学会名・イベント名 日本集中治療医学会 第 3回関東甲信越支部学術集会 

 

発表者 Ryo Ueno 

タイトル Value of Laboratory Results in Addition to Vital Signs in a Machine Learning Algorithm to 

Predict In-Hospital Cardiac Arrest: A Single-Center Retrospective Cohort Study 

発表日 10/14/2019 



学会名・イベント名 World Congress of Intensive Care  

  

発表者 Ryo Ueno 

タイトル The additional Value of Laboratory Results in Addition to Vital Signs in a Machine Learning 

Algorithm to Predict In-Hospital Cardiac Arrest: A Single-Center Retrospective Cohort Study 

発表日 4/18/2019 

学会名・イベント名 International Society for Rapid Response Systems Annual Meeting 

  

発表者 藤内まゆ子 

タイトル ICU フォローアップ外来の歴史・現状・今後の課題 

発表日 3/6/2020 

学会名・イベント名 第 47 回日本集中治療医学会学術集会 

 

発表者 藤内まゆ子 

タイトル ICU ルーチン 

発表日 7/7/2019 

学会名・イベント名 第 6 回集中治療セミナー 

   

発表者 小谷祐樹  

タイトル 腎代替療法の開始基準 

発表日 7/7/2019 

学会名・イベント名 第 6 回亀田集中治療セミナー 

 

発表者：安田 英人 

タイトル：重症患者の栄養 

発表日：2019 年 7 月 7日 

イベント名：第 6 回亀田集中治療セミナー 

 

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：2019 年 8 月 17 日 

イベント名：第 8 回 INTENSIVIST セミナー 

 

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 

 


