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6 月 25 日（土）　プログラム日程

Ａ会場　「講堂」

9:25 ～ 9:30　開会式

9:30 ～ 10:18　一般演題（循環）

座長：笠岡　俊志（熊本大学医学部附属病院）

A-01 特発性拡張型心筋症に対する集学的治療中に著明な口唇浮腫を来たした 1 例
江頭　　崇 （長崎大学病院　集中治療部 / 麻酔科）

A-02 拡張型心筋症患者に対する補助人工心臓装着術周術期における一酸化窒素吸入装置の
使用経験

安部　隆国 （大分大学　医学部　麻酔科・集中治療部）

A-03 当院で経験した ECMO 導入後に判明した合併症の検討
山内　昌喜 （沖縄協同病院）

A-04 MSSA による感染性心内膜炎が冠状静脈洞に波及し心タンポナーデをきたした 1 剖検例
古賀　美佳 （佐賀県医療センター好生館　集中治療部）

A-05 麻酔導入後に心原性ショックをきたした 1 例
古川　　寛 （佐賀県医療センター　好生館　救命救急センター）

A-06 繰り返すうっ血性心不全（clinical scenario 1）に tolvaptan が著効した１例
吉本　春香 （済生会熊本病院　医師研修室）

10:18 ～ 10:58　一般演題（感染・敗血症）

座長：垣花　泰之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　救急・集中治療医学）

A-07 当院における下部消化管穿孔性腹膜炎 32 症例の報告　－ ICU 内死亡率 0% より－
三溝　慎次 （佐賀県医療センター好生館　集中治療部）

A-08 ICU における緑膿菌の薬剤感受性率と抗緑膿菌抗菌薬使用密度に関する検討
川村　英樹 （鹿児島大学病院　医療環境安全部　感染制御部門）
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A-09 股関節離断術と集学的治療により救命し得た左下肢ガス壊疽による敗血症性ショック
の１例

牟田　隆則 （佐賀県医療センター　好生館　救急科）

A-10 真菌塊によって補助人工心臓の送血管が狭窄しポンプ不全を起こした一例
山田　友子 （佐賀大学医学部附属病院集中治療部）

A-11 顕微鏡的多発血管炎の治療中に感染性腸炎を合併し一過性の高アンモニア血症を
 来した一例

尾辻　　健 （産業医科大学　集中治療部）

11:03 ～ 11:43　一般演題（感染・その他）

座長：高須　　修（久留米大学医学部　救急医学講座）

A-12 Fusobacterium nucleatum による重篤な膿胸の 1 症例と脳膿瘍の 2 症例
小寺　厚志 （長崎みなとメディカルセンター市民病院　集中治療科）

A-13 細菌性肝膿瘍に伴う敗血症性ショックに対して集学的治療を行い救命できた 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）

A-14 診断に苦慮した劇症型 A 群連鎖球菌感染症の 1 例
中川内　章 （佐賀大学　医学部　附属病院）

A-15 高度乳酸アシドーシスを呈し、非閉塞性腸管虚血を疑ったが、悪性リンパ腫が原因で
あったと考えられる一例

矢野倫太郎 （長崎大学病院　集中治療部）

A-16 抜管後に後腹膜出血が発生し出血性ショックに陥った一例
竹内　広幸 （福岡記念病院　麻酔科）

13:30 ～ 13:55　総会（最優秀演題発表）



－ 16 －

第26回日本集中治療医学会九州地方会

14:05 ～ 15:05　特別講演

座長：近藤　　豊（琉球大学大学院医学研究科救急医学講座　講師 /
ハーバード大学医学部外科学講座　研究員）

 なぜ高齢者は敗血症に陥りやすく重症化するのか？　
 　- 免疫老化のメカニズムと新規敗血症治療戦略 -

井上　茂亮 （東海大学医学部付属八王子病院　救命救急医学　准教授 / 救急センター　救急センター長）

15:15 ～ 16:15　教育講演

座長：蒲地　正幸（産業医科大学病院　集中治療部　診療教授）

 重症呼吸不全に対する ECMO の最前線

市場　晋吾 （日本医科大学付属病院　外科系集中治療科　臨床教授）

共催：ホスピーラ・ジャパン株式会社 / ファイザー株式会社

16:20 ～ 17:08　一般演題（症例・報告１）

座長：恒吉　勇男（宮崎大学医学部　麻酔生体管理学）

A-17 帝王切開術に対する全身麻酔導入直後に羊水塞栓症発症が疑われた一例
新井　千晶 （雪の聖母会　聖マリア病院　麻酔科）

A-18 緊急帝王切開術後に発症した周産期心筋症の 1 症例
倉岡沙耶菜 （飯塚病院　集中治療部）

A-19 帝王切開後産褥１日目に急性呼吸不全をきたし、肺塞栓が疑われ当院救急搬送となった
重症妊娠高血圧症の１例

中島　孝輔 （佐賀県医療センター好生館）

A-20 著明な代謝性アシドーシスを呈したアルコール性ケトアシドーシスに大量水分負荷と
CHDF が有効であった一救命例

甲斐　裕基 （熊本大学医学部附属病院）

A-21 最近経験したアルコール性ケトアシドーシス症例の検討
赤坂　威史 （熊本市立熊本市民病院　救急診療部）

A-22 左内頸静脈から左肺門部異常血管へ中心静脈カテーテルが挿入された１例
金子　　唯 （国立病院機構熊本医療センター　救命救急センター）
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17:08 ～ 17:56　一般演題（症例・報告２）

座長：中村　利秋（長崎労災病院　救急集中治療科）

A-23 硬膜下膿瘍に対して内視鏡下洗浄ドレナージ術を施行し救命し得た一例
大藏　裕子 （福岡大学病院　救命救急センター）

A-24 生体腎移植術中にアナフィラキシーショックを来した一例
牛尾　春香 （聖マリア病院　麻酔科）

A-25 診断に難渋した特発性筋肉内血腫の一例
鶴　　昌大 （飯塚病院　集中治療部）

A-26 PMX-DHP と AN69ST を使用した腹膜炎術後の septic shock の一例
日高康太郎 （宮崎大学　医学部　附属病院　集中治療部）

A-27 橈骨動脈カテーテル刺入部からの出血により生じた前腕コンパートメント症候群の 1 例
岩崎　直也 （長崎大学病院　集中治療部 / 麻酔科）

A-28 特発性脊髄硬膜外血腫（Spontaneous spinal epidural hematomas）の 3 症例の検討
成尾　浩明 （潤和会記念病院　集中治療部）

17:56 ～　閉会式
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6 月 25 日（土）　プログラム日程

Ｂ会場　「カンファレンスセンター会議室１」

9:30 ～ 10:26　一般演題（蘇生・外傷・中毒）

座長：阪本雄一郎（佐賀大学　救急医学）

B-01 当院における脳低体温療法
松園　幸雅 （荒尾市民病院　救急科）

B-02 地域における脊髄損傷患者に対する病院間の医療連携としての ICU の役割
安達　普至 （飯塚病院　集中治療部）

B-03 当院における骨盤骨折症例の治療成績および予後因子の検討
佐道　康次 （北九州総合病院　救命救急センター　救急科）

B-04 マムシ咬傷が致死的となりうる因子と治療介入の考察
高崎　智美 （大分市医師会立アルメイダ病院　救急・集中治療科）

B-05 多発外傷に伴い脂肪塞栓症候群を合併したと考えられる一例
山下幾太郎 （国立病院機構熊本医療センター）

B-06 2015 年当院救急搬送心停止症例の検討
佐久田　豊 （沖縄協同病院　集中治療室）

B-07 ECPR と PCAS に対する集中治療管理の振り返りと今後の展望について
岩永　　航 （浦添総合病院　救命救急センター　救急集中治療部）

10:26 ～ 11:06　一般演題（看護教育・その他）

座長：上原　　泉（琉球大学医学部附属病院　集中治療部）

B-08 開心術後咳嗽による胸骨離開を防ぐための患者教育の重要性について
大城　和也 （社会医療法人　友愛会　豊見城中央病院　集中治療室）

B-09 A 私立大学病院集中治療室におけるドレーン・カテーテル類の自己抜去に関する要因
坂井　智浩 （産業医科大学病院　看護部　集中治療室）

B-10 サージカル ICU における看護師の臨床判断
松尾麻依子 （久留米大学病院　サージカル ICU）
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B-11 ICU に緊急入室した患者家族のニードとコーピングの調査
 ～ CNS-FACE 家族アセスメントツールを使用して～

月見　祐子 （鹿児島医療センター　看護部）

B-12 クリティカルケア領域の終末期における家族の代理意思決定支援への試み
 ～呼吸不全の一例～

喜屋武裕治 （琉球大学附属病院　集中治療部）

11:11 ～ 12:07　一般演題（血液浄化・凝固）

座長：真弓　俊彦（産業医科大学　医学部　救急医学講座）

B-13 急性血液浄化により循環動態が安定化した再膨張性肺水腫の臨床経験；誤嚥性肺炎の
合併が疑われた１例

神里　興太 （琉球大学医学部附属病院集中治療部）

B-14 人工心肺が凝固系に及ぼす影響：ROTEM を用いた検討
添田　祐治 （九州大学病院　麻酔科蘇生科）

B-15 肺塞栓からショックに至った遅発型ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の一例
中　　弁護 （鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　救急集中治療部）

B-16 肺胞出血をきたした血栓性微小血管症に対し血漿交換療法が奏功した１例
谷川　義則 （佐賀大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科）

B-17 血漿交換療法を行った典型的溶血性尿毒症症候群の一例
松本聡治朗 （長崎大学病院　集中治療部 / 麻酔科）

B-18 急性腎傷害に対する腎代替療法の有用性および予後に関する後方視的検討
岩野　将平 （大分大学　医学部　麻酔科・集中治療部）

B-19 播種性血管内凝固症候群に対する遺伝子組み換えトロンボモジュリンの投与期間に
 関する検討：5 日間投与は妥当であったか？

小寺　厚志 （長崎みなとメディカルセンター市民病院　集中治療科）

12:20 ～ 13:10　評議員会
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13:55 ～ 14:51　一般演題（呼吸）

座長：渕上　竜也（琉球大学医学部附属病院　集中治療部）

B-20 腹腔鏡下上腹部手術後の呼吸パターンの変化　硬膜外鎮痛と iv-PCA の比較検討
手賀　丈太 （社会医療法人　雪の聖母会　聖マリア病院）

B-21 Nasal High Flow の治療効果検証実験　第 2 報 ~TTL モデル肺・模擬気管を用いた
 CO2 ウォッシュアウト領域の検証 ~

濱本　達矩 （産業医科大学病院　臨床工学部）

B-22 気腫合併肺線維症に抗好中球細胞質抗体関連肺障害を合併し治療に難渋した１例
黒木　俊介 （宮崎大学　医学部　附属病院　集中治療部）

B-23 カフ付き気管チューブで気管損傷を生じた一例
岡　　秀樹 （沖縄県立中部病院）

B-24 気管切開が困難と考えられた術後の両側声帯麻痺に対し輪状甲状間膜からの気道確保
が有用であった 2 症例

宮脇　　宏 （小倉記念病院　麻酔科・集中治療部）

B-25 Pulmonary ECMO にて救命出来たインフルエンザ肺炎に伴う重症呼吸不全の 1 例
池田　知聡 （済生会熊本病院　集中治療室）

B-26 沖縄県における ECMO プロジェクト参加施設の現状報告と今後の課題
岩永　　航 （浦添総合病院　救命救急センター　救急集中治療部）

14:51 ～ 15:31　一般演題（リハビリ・早期離床）

座長：林　　　晶（福岡大学病院　ハートセンター病棟）

B-27 集中治療室における外科術後患者の車椅子移乗可否の要因
椎葉　望美 （潤和会記念病院　集中治療部）

B-28 心臓血管外科術後患者の心臓リハビリテーションにおける理学療法士との協働効果
上原　　泉 （琉球大学医学部附属病院　集中治療部）

B-29 当院における早期離床プロジェクトの現状と課題
赤尾　良樹 （健和会大手町病院　ICU）

B-30 評価指標を用いた安全で効果的な離床介入
小西　博美 （久留米大学病院　SICU）
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B-31 長崎大学病院 ICU における多職種連携による早期リハビリテーションの取り組み
矢野　雄大 （長崎大学病院）

15:36 ～ 16:24　一般演題（安全・評価）

座長：吉里　孝子（熊本大学医学部附属病院　ケアサポート室）

B-32 口腔ケアアセスメントガイドの有効性の検討
坂本　典子 （佐賀大学　医学部　附属病院）

B-33 心筋梗塞治療中に中毒性表皮壊死症を合併し緊急入院した患者の回復支援
 －オレムセルフケア理論を用いて－

平山真由美 （熊本大学医学部附属病院　西病棟 6 階　集中治療室）

B-34 ICU における生体情報モニタアラームの実態調査
川原　研太 （佐賀大学　医学部　附属病院　集中治療部）

B-35 当院の院内急変患者において、呼吸数は最も測定されていないバイタルサイン項目で
ある

平敷　好史 （地方独立行政法人　那覇市立病院　集中治療室　看護部）

B-36 急性期病棟における薬剤師の関わり
福島　将友 （一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院）

B-37 集中治療室（ICU）における医師・看護師と協働した薬剤師による注射薬投与ルート
 設計・管理の実態調査

安藝　敬生 （長崎大学病院　薬剤部）

16:24 ～ 17:04　一般演題（呼吸・感染）

座長：清水　孝宏（那覇市立病院）

B-38 “ 医師に報告 ” しながらでも看護師が行う SBT は、“ 医師が管理 ” する SIMV 法より早く
抜管できるか？－当院 open-ICU における心臓血管外科術後患者の場合－

板垣　智昭 （熊本市立熊本市民病院　集中治療部）

B-39 早期抜管を目指して～チーム医療での取り組み～
福島佐也佳 （社会医療法人　天陽会　中央病院　ICU・CCU）

B-40 ＜演題取り下げ＞
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B-41 劇症型心筋炎に対し、早期 NST 介入により経口摂取まで回復した１例
赤嶺　和紀 （沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院）

B-42 当院 ICU における VAP サーベイランスの現状と課題
二宮　建二 （大分県立病院　看護部　集中治療室）

17:04 ～ 17:52　一般演題（患者管理・その他）

座長：角田　　等（熊本中央病院　救急総合診療科）

B-43 当院における 90 歳以上の ICU・HCU 入室患者の現状と予後
小寺　厚志 （長崎みなとメディカルセンター市民病院　集中治療科）

B-44 当院における終末期医療に関する検討会と職員の意識調査について
成松　紀子 （独立行政法人労働者健康福祉機構　熊本労災病院　麻酔科）

B-45 臨床工学技士当直体制の現状と課題
林　　　誠 （長崎大学病院　ME 機器センター）

B-46 当院救急 ICU 開設におけるチーム医療推進についての紹介
今長谷尚史 （佐賀大学　医学部附属病院　高度救命救急センター）

B-47 病院移転に伴う、ICU 入院中重症患者の搬送シュミレーション　災害医療の視点から
高間　辰雄 （北九州総合病院　救命救急センター）

B-48 重症患者の急性期離脱後も持続する異化亢進状態への蛋白同化ホルモン投与効果の検討
前原　潤一 （済生会熊本病院　救急総合診療センター）



－ 23 －

第26回日本集中治療医学会九州地方会

6 月 25 日（土）　プログラム日程

Ｃ会場　「センター棟　B250」

12:20 ～ 13:20　ランチョンセミナー

座長：須加原一博（琉球大学　理事・副学長 / 病院・地域医療・医学部病院移転担当）

 宇宙医学へのご招待～宇宙で期待される臨床医学の役割と今後の展望

冨士原　亨 （宇宙航空研究開発機構（JAXA）有人宇宙技術部門　宇宙飛行士運用技術ユニット
宇宙飛行士健康管理グループ　主任医長）


