
第 2 回日本集中治療医学会九州支部学術集会

プログラム

2018 年 7 月 7 日（土）
● 特別講演
● 教育講演
● 優秀演題
● 一般演題
● ランチョンセミナー

－ 11 －



  9:20 ～   9:30 開会式

  9:30 ～ 10:36 優秀演題

座長：真弓　俊彦（産業医科大学　救急医学）

A-01 治療経過中に発症したダプトマイシンによる急性好酸球性肺炎の一例
  新垣　裕太（琉球大学医学部附属病院　麻酔科）

A-02 腹腔内感染敗血症性 DIC に対する遺伝子組み換えアンチトロンビン製剤の有効性
  谷川　義則（佐賀大学医学部附属病院　集中治療部）

A-03 慢性腎不全患者における血中腸型脂肪酸結合蛋白濃度に関する検討
  岡田　恭子（長崎大学病院　麻酔科）

A-04 尿酸値は ST 上昇型急性心筋梗塞症例における急性腎障害発症予測に有用である
  福田　理史（久留米大学病院　高度救命救急センター）

A-05 High Flow Nasal Cannula 治療における鼻カニュラ先端径の影響
 ～ TTL モデル肺 , CAD, 3D プリンタを使用した実験～
  濱本　達矩（産業医科大学病院　臨床工学部）

A-06 敗血症性ショック症例における持続緩徐式血液濾過器への吸着物質の検討
 ～ AN69ST・PMMA 膜に吸着した血球および蛋白解析～
  道越　淳一（小倉記念病院　検査技師部工学課）

10:40 ～ 11:30 特別講演

座長：坂口　嘉郎（佐賀大学医学部　麻酔・蘇生学）

  日本集中治療医学会におけるサブスペシャルティ領域専門医制度
  垣花　泰之（日本集中治療医学会専門医制度・審査委員会）

11:30 ～ 12:15 教育講演 1

座長：西上　和宏（医療法人博光会　御幸病院 LTAC 心不全センター）

  術後管理におけるβ遮断薬の役割
  原　　哲也（長崎大学医学部　麻酔学教室）

共催：小野薬品工業株式会社

Ａ会場　「1F　ホール」
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12:25 ～ 13:15 ランチョンセミナー 1

座長：恒吉　勇男（宮崎大学医学部　麻酔生体管理学教室）

  見て納得、集中治療における循環モニタリング：百聞は一見に如かず
  徳田賢太郎（九州大学病院　集中治療部）

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

13:20 ～ 14:15 総会・表彰式

14:15 ～ 15:00 教育講演 3

座長：蒲原　英伸（熊本大学医学部附属病院　集中治療部）

  患者アウトカム改善を目指した ICU における鎮静プロトコル
  小谷　　透（昭和大学医学部　麻酔科学講座）

共催：ファイザー株式会社

15:00 ～ 15:45 教育講演 5

座長：髙須　　修（久留米大学医学部　救急医学講座）

  敗血症性 DIC　その病態と治療
  早川　峰司（北海道大学病院　先進急性期医療センター）

共催：旭化成ファーマ株式会社

15:50 ～ 16:50 一般演題（呼吸）

座長：後藤　孝治（大分大学医学部　麻酔科学講座）

A-07 呼気流速波形の変化で気管チューブ狭窄に対応できた肺胞出血の一例
  大竹　晶子（産業医科大学病院　集中治療部）

A-08 高位頚髄損傷による呼吸不全に対し「排痰補助装置（カフマシーン）」が有用であった
一例

  片岡　菜摘（熊本赤十字病院　救急科）

A-09 肺移植手術後に口腔内分泌物の誤嚥と喀出困難のために再挿管となった 1 症例
  三原　慶介（福岡大学病院　麻酔科）

A-10 気管チューブからパイロットバルーンが脱落したが、カフ漏れが無く、抜管の判断
に苦慮した症例

  新城　　治（沖縄赤十字病院　循環器内科）
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A-11 ICU 長期入室中に発生した舌腫脹に対して、バイトプレートの形態を工夫し舌のさ
らなる咬傷を防止した 1 例

  平山　真敏（熊本大学医学部附属病院　集中治療部）

A-12 開胸下胸膜生検術後、抜管困難であった類上皮血管内皮腫の一例
  谷川　広紀（熊本大学医学部附属病院　集中治療部）

16:50 ～ 17:50 一般演題（循環）

座長：垣花　　学（琉球大学大学院医学研究科　麻酔科学講座）

A-13 50 回以上除細動を必要とした虚血性心疾患の一例
  中田　円仁（那覇市立病院）

A-14 胸腔穿刺に伴う肋間動脈損傷により出血性ショックと閉塞性ショックを来した 1 例
  鶴　　昌太（飯塚病院　集中治療部）

A-15 双胎出産後に周産期心筋症を発症した 1 例
  中島　拓郎（熊本大学医学部附属病院　集中治療部）

A-16 CA125 上昇を認めた拡張型心筋症の 3 例
  中川内　章（佐賀大学医学部附属病院　集中治療部）

A-17 重症カテコラミン心筋症を発症し , V-A ECMO で救命し得た神経芽腫の 1 例
  町田　千尋（鹿児島大学　救急・集中治療部）

A-18 VA-ECMO 経過中の differential hypoxia に対しV-AV ECMO が有用であった１症例
  曾根崎至誠（久留米大学病院　心臓・血管内科）

17:50 ～ 18:00 閉会式
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  9:30 ～ 10:30 一般演題（看護）

座長：坂本美賀子（済生会熊本病院　脳卒中センター）

B-01 高度救命救急センターにおける口腔トラブルの現状と A 病棟の取り組み
  友清　敏之（佐賀大学医学部附属病院　高度救命救急センター EICU）

B-02 集中治療室における開心術後患者の経口挿管中からの口腔機能訓練の取り組み
  知念　　蛍（琉球大学医学部付属病院看護部）

B-03 ICU 看護師の早期離床・機能低下予防に関する知識・意識の向上と看護ケアの充実
への取り組み

  植田　悠太（株式会社麻生飯塚病院看護部　集中治療室）

B-04 ICU における注射に関するインシデントの要因分析
  田中亜里沙（長崎大学病院看護部　集中治療部）

B-05 Rapid Response System（RRS）起動基準 ( 呼吸数 ) 改訂に向けた調査
  平江　里美（済生会熊本病院）

B-06 集中治療室に配置転換した看護師の心境の変化と思い
  ～集中治療室異動者に向けた教育支援体制の確立を目指して～
  吉井　雅浩（佐賀大学医学部附属病院看護部）

11:30 ～ 12:15 教育講演 2

座長：石倉　宏恭（福岡大学医学部　救命救急医学講座）

  ICU での超音波 ～ 超音波を最大限に活用する
  秋吉浩三郎（九州大学病院　麻酔科蘇生科）

共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

12:25 ～ 13:15 ランチョンセミナー 2

座長：蒲地　正幸（産業医科大学病院　集中治療部）

  呼吸不全患者に対する人工呼吸管理 ～食道内圧測定の意義を含めて～
  渕上　竜也（琉球大学医学部附属病院　集中治療部）

共催：日本光電工業株式会社

Ｂ会場　「4F　第 1 研修室」
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14:15 ～ 15:00 教育講演 4

座長：北野　敬明（大分大学医学部　麻酔科学講座）

  周術期感染対策の最前線
  針原　　康（NTT 東日本関東病院　副院長・外科部長）

共催：株式会社大塚製薬工場

15:00 ～ 15:45 教育講演 6

座長：久木田一朗（琉球大学大学院医学研究科　救急医学講座）

  J-PAD ガイドラインの現状と課題～これからの方向性～
  二階　哲朗（島根大学医学部附属病院　集中治療部）

共催：テルモ株式会社

15:50 ～ 16:50 一般演題（凝固・外傷・鎮痛）

座長：阪本雄一郎（佐賀大学医学部　救急医学講座）

B-07 トルソー症候群に出血性脳梗塞を合併し、周術期の抗凝固療法に難渋した一例
  藤本　侑里（九州大学病院　救命救急センター）

B-08 線溶亢進型播種性血管内凝固症候群 (DIC) に重症細菌感染を合併して著明な血小板
減少をきたし、重篤な意識障害と出血症状を主訴に来院した一例

  楯　　直晃（国立病院機構熊本医療センター　救急・集中治療部）

B-09 脳静脈洞血栓症を契機として発見された先天性アンチトロンビン欠損症の一例
  東　　沙羅（福岡大学病院　卒後臨床研修センター）

B-10 ワーファリン内服患者の外傷性出血性ショックに対して静注用プロトロンビン複合
体製剤を使用し救命を得た症例

  濱　　義明（熊本赤十字病院　第一救急科）

B-11 出血性ショックを呈した外傷性肝細胞破裂に急性硬膜下血腫を伴った外傷の 1 症例
  藤本得宮子（飯塚病院　集中治療部）

B-12 醸膿胸膜切除術に対する超音波ガイド下脊柱起立筋膜面ブロック
  高橋　慶多（聖マリア病院　麻酔科）
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16:50 ～ 17:50 一般演題（感染）

座長：新山　修平（久留米大学医学部　麻酔学教室）

B-13 市中感染型 MRSA による感染性心内膜炎・髄膜炎の一例
  戸高　貴文（敬愛会中頭病院　集中治療科）

B-14 当院で経験した重症熱性血小板減少症候群の２症例
  江頭　　崇（長崎大学病院　集中治療部／麻酔科）

B-15 成人 T 細胞白血病に対する臍帯血移植後に合併した Streptophomonas maltophilia
敗血症の一例

  東島　　潮（長崎大学病院　麻酔科／集中治療部）

B-16 腹腔内膿瘍から壊死性筋膜炎へ進行し敗血症性ショックを来したが集学的治療により
救命し得た 1 症例

  橋口裕次朗（大分大学医学部附属病院　麻酔科・集中治療部）

B-17 壊死型虚血性腸炎に伴うショックバイタルを呈した腸管切除症例に対し術中エンドトキシ
ン吸着療法（PMX-DHP）が奏功した症例

  古賀　勇太（独立行政法人那覇市立病院）

B-18 急速な経過を辿った人工血管置換術後の縦隔洞炎の一例
  岩坂　　翔（九州大学病院　救命救急センター）

－ 17 －
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  9:30 ～ 10:30 一般演題（管理・システム）

座長：谷口　正彦（宮崎大学医学部附属病院　集中治療部）

C-01 早期リハビリテーションにおける臨床工学技士の役割
  ～アンケート調査から見える効果と今後の課題～
  小柳　　亮（長崎大学病院　ME 機器センター）

C-02 緑膿菌感染に対する環境感染調査を機に実行した標準予防策の徹底
  溝口　一恵（福岡大学病院看護部）

C-03 持続的血液透析濾過装置の透析液ウォーマの加温性能の検討
  小野　浩平（大分大学医学部附属病院　医療技術部臨床工学・歯科部門）

C-04 二次利用可能な ICU 系電子看護記録ソフト作成の考察
  橋本　　昂（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院　ICU）

C-05 予測死亡率、SOFA スコアの推移グラフ自動描画の現状報告
  爲廣　一仁（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院　救命救急センター　集中治療科）

C-06 APACHE-2 と SOFA 経時的推移グラフ作成の入力方法の改良
  中島　凌弥（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院　臨床工学室）

15:50 ～ 16:50 一般演題（代謝・中毒）

座長：関野　元裕（長崎大学病院　集中治療部）

C-07 甲状腺クリーゼに対し血漿交換を含む集学的治療が奏功した一例
  服部　　望（大分大学医学部　麻酔科学講座）

C-08 致死的血中濃度にも関わらず意識障害のみを呈した高マグネシウム血症の一例
  堀田　亘馬（飯塚病院　集中治療部）

C-09 イレウスに伴い急激に高マグネシウム血症を呈した一例
  内田　貴之（産業医科大学病院　集中治療部）

C-10 大量服薬によるリチウム中毒に対して持続的腎代替療法が有効であった 2 症例
  中西　　理（中津市民病院　麻酔科）

Ｃ会場　「4F　第 2 研修室」
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C-11 成人発症の遅発型オルニチントランスカルバミラーゼ (OTC) 欠損症の治療経験
  中村　公秀（佐賀大学医学部附属病院　集中治療部）

C-12 アルコール性ケトアシドーシスと乳酸アシドーシスを合併した一例
  児玉　健士（鹿児島市立病院）

16:50 ～ 17:50 一般演題（体温・中枢神経）

座長：重松　研二（福岡大学病院　手術部）

C-13 妊娠悪阻により腎障害・意識障害まで呈した１症例
  大隣　貴仁（鹿児島大学病院　救急集中治療部）

C-14 脳動静脈奇形破裂による脳室内出血に重症心筋症および神経原性肺水腫を合併した
小児の 1 例

  長島亮太郎（福岡大学病院　救命救急センター）

C-15 重症熱中症治療後にフィッシャー症候群を発症した 1 例
  岡野　雄一（熊本赤十字病院　救急科）

C-16 痙攣重積発作を合併した悪性症候群の 1 例
  眞方　洋明（国立病院機構熊本医療センター  救急科）

C-17 緊急冠動脈バイパス術後に悪性高熱症を疑い，ダントロレンを投与した１症例
  内村　修二（宮崎大学医学部附属病院　集中治療部）

C-18 脳出血患者における神経学的瞳孔指標（NPi）測定の有用性の検討
  長坂　　翠（潤和会記念病院　集中治療室）

委員会会場　「4F　第 3 研修室」

10:00 ～ 10:30 会長諮問委員会

12:25 ～ 13:10 支部運営委員会
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