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島救急・ICU感染症研究会、大正富山医薬品株式会社

小谷穣治（特別講演）：「重症患者の栄養療法」～国際版および日本版ガイドラインを紐解きながら～：第23
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血症診療ガイドライン2016作成特別委員会　　日本集中治療医学会・日本救急医学会合同日本版重症敗
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作成特別委員会　　　日本集中治療医学会・日本救急医学会合同日本版重症敗血症診療ガイドライン DIC
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；第44回日本救急医学会総会・学術集会(シンポジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東京、
2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ301、　2016)

垣花泰之、松嶋麻子、久志本成樹、松田明久、神應知道、井手健太郎、安田英人、櫻谷正明、松田直之、
西田　修、小倉裕司、井上茂亮、射場敏明、今泉　均、江木盛時、小谷穣治、貞弘智仁、志馬伸朗、中川
聡、中田孝明、布宮　伸、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹、織田成人、田中　裕　：　日本版敗血症診療ガ
イドライン2016：初期蘇生・循環作動薬班からの報告　；　第44回日本救急医学会総会・学術集会(シンポジ
ウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ
302、　2016)

布宮　伸、橋本　悟、志馬伸朗、吉田健史、長谷川隆一、土井松幸、鶴田良介、谷口　巧、西田　修、小倉
裕司、井上茂亮、射場敏明、今泉　均、江木盛時、垣花泰之、久志本成樹、小谷穣治、貞弘智仁、中川
聡、中田孝明、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹、松嶋麻子、松田直之、織田成人、田中　裕：　日本版敗
血症診療ガイドライン2016：呼吸管理班および鎮痛・鎮静・せん妄管理班からの報告；第44回日本救急医学
会総会・学術集会 (シンポジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東京、2016.11.17-19　（日本救
急医学会雑誌、27(9)、　ｐ302、　2016)



井上茂亮、江木盛時、角　由佳、林田　敬、原　嘉孝、福田龍将、松田明久、安田英人、矢田部智昭、山下
和人、松嶋麻子、坂本　壮、射場敏明、今泉　均、垣花泰之、久志本成樹、小谷穣治、貞弘智仁、志馬伸
朗、中川　聡、中田孝明、布宮　伸、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹､松田直之、小倉裕司、西田　修、織
田成人、田中　裕　：　日本版敗血症診療ガイドライン　血糖管理およびPICS・ICU-AWについて　；　第44回日
本救急医学会総会・学術集会 (シンポジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東京、2016.11.17-
19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ302、　2016)

小谷穣治、江木盛時、海塚安郎、神應知道、佐藤格夫、清水健太郎、白井邦博、巽　博臣、東別府直紀、
西田　修、小倉裕司、井上茂亮、射場敏明、今泉　均、垣花泰之、久志本成樹、貞弘智仁、志馬伸朗、中川
聡、中田孝明、布宮　伸、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹、松嶋麻子、松田直之、織田成人、田中　裕　：
日本版敗血症診療ガイドライン作成における栄養管理の骨子　；　第44回日本救急医学会総会・学術集会
(シンポジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、
27(9)、　ｐ302、　2016)

藤島清太郎、今泉　均、升田好樹、巽　博臣、藤村直幸、井上茂亮、射場敏明、垣花泰之、久志本成樹、小
谷穣治、貞弘智仁、志馬伸朗、中川　聡、中田孝明、布宮　伸、林　叔朗、松田直之、松嶋麻子、江木盛
時、小倉裕司、西田　修、織田成人、田中　裕　：　成人敗血症患者に対する副腎皮質ステロイド投与につい
て　；　第44回日本救急医学会総会・学術集会　(シンポジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東
京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ302、　2016)

射場敏明、小倉裕司、松田直之、松嶋麻子、澤村　淳、廣瀬智也、坂本　壮、山川一馬、西田　修、井上茂
亮、今泉　均、江木盛時、垣花泰之、久志本成樹、小谷穣治、貞弘智仁、志馬伸朗、中川　聡、中田孝明、
布宮　伸、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹、織田成人、田中　裕　：　日本版敗血症診療ガイドライン　DIC
班からの報告　；　第44回日本救急医学会総会・学術集会　(シンポジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン
2016)、東京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ303、　2016)

貞弘智仁、山下千鶴、土井研人、中田孝明、西田　修、小倉裕司、井上茂亮、射場敏明、中川　聡、布宮
伸、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹、松嶋麻子、松田直之、織田成人、田中　裕　：　AKIと急性血液浄化
療法　;　第44回日本救急医学会総会・学術集会　(シンポジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、
東京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ303、　2016)

久志本成樹、垣花泰之、松嶋麻子、松田明久、福田龍将、井上茂亮、射場敏明、今泉　均、江木盛時、小
倉裕司、小谷穣治、坂本　壮、貞弘智仁、志馬伸朗、角　由佳、林田　敬、原　嘉孝、中川　聡、中田孝明、
布宮　伸、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹、松田直之、安田英人、矢田部智昭、山下和人、西田　修、織
田成人、田中　裕　：　敗血症患者に対する体温管理　；　第44回日本救急医学会総会・学術集会　(シンポ
ジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、
ｐ303、　2016)



今泉　均、升田好樹、後藤孝治、早川峰司、安田英人、角　由佳、井上茂亮、射場敏明、江木盛時、垣花泰
之、久志本成樹、小谷穣治、貞弘智仁、志馬伸朗、中川　聡、中田孝明、布宮　伸、林　叔朗、藤島清太
郎、松嶋麻子、松田直之、西田　修、小倉裕司、織田成人、田中　裕　：　敗血症に対する免疫グロブリン投
与　；　第44回日本救急医学会総会・学術集会　(シンポジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東
京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ303、　2016)

志馬伸朗、中川　聡、西田　修、小倉裕司、井上茂亮、射場敏明、今泉　均、江木盛時、垣花泰之、久志本
成樹、小谷穣治、貞弘智仁、中田孝明、布宮　伸、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹、松嶋麻子、松田直
之、織田成人、田中　裕　：　小児班のまとめ：各論　；　第44回日本救急医学会総会・学術集会　(シンポジウ
ム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ
303、　2016)

中川　聡、志馬伸朗、西田　修、小倉裕司、井上茂亮、射場敏明、今泉　均、江木盛時、垣花泰之、久志本
成樹、小谷穣治、貞弘智仁、中田孝明、布宮　伸、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹、松嶋麻子、松田直
之、織田成人、田中　裕　：　小児班のまとめ：定義　；　第44回日本救急医学会総会・学術集会　(シンポジウ
ム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ
303、　2016)

松嶋麻子、角　由佳、廣瀬智也、小倉裕司、西田　修、井上茂亮、射場敏明、今泉　均、江木盛時、垣花泰
之、久志本成樹、小谷穣治、貞弘智仁、志馬伸朗、中川　聡、中田孝明、布宮　伸、林　叔朗、藤島清太
郎、升田好樹、松田直之、織田成人、田中　裕　：　輸血、静脈血栓塞栓症（VTE)の予防と診断　；　第44回
日本救急医学会総会・学術集会　(シンポジウム１　日本版敗血症診療ガイドライン2016)、東京、
2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ303、　2016)

小倉裕司、西田　修、井上茂亮、射場敏明、今泉　均、江木盛時、垣花泰之、久志本成樹、小谷穣治、貞弘
智仁、志馬伸朗、松嶋麻子、松田直之、織田成人、田中　裕　:　日本版敗血症診療ガイドライン2016：学会
合同作成の意義と今後の展望　;　第44回日本救急医学会総会・学術集会　(シンポジウム１　日本版敗血症
診療ガイドライン2016)、東京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ304、　2016)

小谷穣治、大塚裕之、加藤智崇、福井秀樹、飯塚利枝、皆本未由希　：　熊本地震後の避難所と療養施設
における差し入れ内容と避難民の消化器症状：炭水化物過多への不満と食事の希望　；　第44回日本救急
医学会総会・学術集会　（特別セッション「平成28年熊本地震」）、東京、2016.11.17-19　（日本救急医学
会雑誌、27(9)、　ｐ376、　2016)



中尾博之、冨尾　淳、小谷穣治　：　組織的な人為災害マネジメントシステムの構築に向けて－海外のシステ
ムから学ぶべき事　；　第44回日本救急医学会総会・学術集会　(シンポジウム2　東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会のあるべき医療体制へ向けて)、東京、2016.11.17-19　（日本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ
305、2016)

西村　健、白井邦博、山田　勇、中尾篤典、小谷穣治　：　An Observational Analysis of Abdominal Stab
Wound ; 第44回日本救急医学会総会・学術集会　(English Session 口演2)、東京、2016.11.17-19　（日
本救急医学会雑誌、27(9)、　ｐ409、2016)

小谷穣治、日本集中治療医学会日本版重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会：日本版重症患者の
栄養療法ガイドライン」の概説；29回日本外科感染症学会総会学術集会　(外科感染症入門講座9）、
11.30-12.1、東京、2016　（日本外科感染症学会雑誌 (1349-5755)13（5）、 P503、2016）(2016.10)

小谷 穣治, 山田 勇, 西村 健, 寺嶋 真理子, 中尾 篤典：外科的侵襲と代謝　Orthodox & Serendipity 危篤
患者の栄養管理　エビデンスと臨床(Surgical stress and metabolism: Orthodox & Serendipity Nutrition
Management of Critically Ill patients: Evidences and Practice)(英語)；日本消化器外科学会総会 71回
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西田　修、小倉裕司、井上茂亮、射場敏明、今泉　均、江木盛時、垣花泰之、久志本成樹、小谷穣治、貞弘
智仁、志馬伸朗、中川　聡、中田孝明、布宮　伸、林　叔朗、藤島清太郎、升田好樹、松嶋麻子、松田直
之、織田成人、田中　裕：日本版敗血症診療ガイドライン2016作成特別委員会；日本版重症敗血症診療ガ
イドライン作成の概要　；2016.2.11-14、神戸（日本版重症敗血症診療ガイドライン2016作成特別委員会）

松嶋麻子、西田修、小倉裕司、井上茂亮、的場敏明、今泉均、江木盛時、垣花泰之、久志本成樹、小谷穣
治、貞弘智仁、志馬伸朗、中川聡、中田孝明、布宮伸、林淑朗、藤島清太郎、升田好樹、松田直之、織田
成人、田中裕：日本版敗血症診療ガイドライン2016作成特別委員会；日本版重症敗血症診療ガイドライン作
成の概要；2016.2.11-14、神戸（日本版重症敗血症診療ガイドライン2016作成特別委員会）

山川一馬、西田修、小倉裕司、江木盛時、松嶋麻子、井上茂亮、角由佳、林田敬、福田龍将、安田英人、
原嘉孝、松田明久、矢田部智昭、山下和人、坂本壮、近藤豊、櫻谷正明、射場敏明、今泉均、垣花泰之、
久志本成樹、小谷穣治、貞広智仁、志馬伸朗、中川孝明、布宮伸、林淑朗、藤島清太郎、升田好樹、松田
直之、織田成人、田中裕：日本版敗血症診療ガイドライン2016作成特別委員会；日本版重症敗血症診療ガ
イドライン2016における推奨設定方法；2016.2.11-14、神戸（日本版重症敗血症診療ガイドライン2016作成
特別委員会）



坂田寛之、中尾博之、小谷穣治；両側を同時に測定可能なモバイル型自動瞳孔測定器を用いた、健常人の
瞳孔径と直接・間接対光反射の測定結果；　2016.2.11-14、神戸

小谷穣治；　日本版重症患者の栄養療法ガイドライン：解説と実施のための我々の工夫、栄養療法ｘ感染症、
2016.7.4札幌

中尾博之；　災害時の救急医療、　「地方と都市の大学連携ライフイノベーション」、兵庫医科大学2016年度
第4回インテンシブコースセミナー、2016.7.13兵庫

敗血症治療における最近のトピックス-IVIGと栄養管理を中心に-、第二回　ER Medicina Conerenza
2016.6.23、佐賀

小谷穣治；　重症患者の栄養療法-国際版及び日本版ガイドラインを紐解きながら-、第23回大分NST研究
会、2016.6.18大分

小谷穣治；　災害医療における外傷と感染症：阪神・東北大震災とJR福知山脱線事故を被災者と医療者とし
て経験して考えたこと、2016.6.16鹿児島、第5回鹿児島救急・ICU感染症研究会

小谷穣治；　敗血症治療におけるエビデンスの整理と実践-日本版敗血症診療ガイドラインとSSCGを解きなが
ら-2016.3.18、福岡、急性期医療フォーラム

小谷穣治；　熊本地震後の避難所と療養施設における差し入れ内容と避難民の消化器症状：炭水化物過多
への不満と食事の希望、特別セッション「平成28年熊本地震」ポスター16、日本救急医学会雑誌、第44回日
本救急医学会総会号、2016.11.17東京



白井邦博；　Abdominal compartment syndorome(ACS)を呈した重症急性膵炎(severe acute pancreatitis:
SAP)の特徴と予後、消化管3、日本救急医学会雑誌、第44回日本救急医学会総会号、2016.11.17東京

大滝寛也；　くも膜下出血急性期患者に対する間接熱量測定を用いた栄養学的評価　　　大谷敏幸；　くも膜
下出血術後急性期における上腕PICC法の有用性　　　堤理恵；　重症患者における栄養予後指標としての位
相角の有用性　　　白井邦博；　重症患者に対する急性期栄養管理プロトコールの効果と課題　　　佐藤由美；
当院ICU栄養療法プロトコルの達成状況と安全性・有用性の検証　　　　　鈴木裕也；　ICU入室を要する熱傷
患者の栄養管理とリハビリテーションのリスク　　　熊谷直子；　超急性期から回復期における一貫した栄養アプ
ローチが治療プロセス、予後に与える効用、第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会共催企画プログラム、
2016/2/25、福岡

小谷穣治；　Nutrition Management of Critically iii patients: Evidenes and Practice, Ｓurgical stress and
metabolism Orthodox&Serendiity- 第71回日本消化器外科学会総会、2016.7.14徳島

坂本学映；　外傷性出血に対して緊急塞栓術を行った95症例のＩＳＳスコアと時間経過、転帰の関連性の検討
由茅隆文；　多発外傷での外科医の役割　　　松原啓壮；　外傷性肝損傷の治療成績と予測生存率　　須藤
広誠；　交通外傷による左結腸動脈損傷に対してコイル塞栓術を施行後に遅発性結腸壊死をきたした1例
藤政浩一郎；　シートベルト外傷にて遅発性大腸戒氏外傷一般・交通外傷、第52回日本腹部救急医学学会
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