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第25回日本集中治療医学会九州地方会

プログラム

平成27年６月19日（金）
◦看護部会イブニングセミナー

平成27年６月20日（土）
◦特別講演

◦教育講演

◦ランチョンセミナー

◦一般演題 
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第25回日本集中治療医学会九州地方会

６月19日（金）プログラム日程 

Ａ会場　「福岡大学病院メディカルホール」

18：00～19：30　看護部会イブニングセミナー

 今 ICU 看護師に求められているもの

道又　元裕（杏林大学医学部付属病院　看護部長）
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第25回日本集中治療医学会九州地方会

６月20日（土）プログラム日程

Ａ会場　「福岡大学病院メディカルホール」

8：30～9：20　一般演題（循環１）

座長：松尾　邦浩（福岡大学筑紫病院　救急科）

A-01 デクスメデトミジンで接合部調律・血圧低下を来した高齢者肺炎の1例
金子　　唯（熊本大学医学部附属病院　救急・総合診療部）

A-02 急性血栓塞栓症を来した左冠動脈主幹部急性心筋梗塞の一例
中田　円仁（那覇市立病院　内科）

A-03 麻酔導入直後に Torsades de pointes を発症した一例
尾辻　　健（産業医科大学　集中治療部）

A-04 心臓手術における周術期の経過から副腎不全および甲状腺機能低下症の診断に至っ
た一例
松本　周平（長崎大学病院　集中治療部・麻酔科）

A-05 多発性脳梗塞で発症し左房粘液腫と心房内血栓との鑑別を要した一例
福本　博順（佐世保中央病院　脳神経外科）

9：20～10：10　一般演題（循環２）

座長：高橋　　毅（国立病院機構熊本医療センター　救命救急センター）

A-06 頻回の電気的除細動を要した心筋梗塞経過中に発生した electrical storm の一例
日高康太郎（宮崎大学附属病院　集中治療部）

A-07 アムホテリシン B とアミオダロンの併用による torsade de pointes、無脈性心室頻
拍の発症が疑われた一例
岡田　恭子（長崎大学病院　集中治療部・麻酔科）

A-08 PCPS 加療中に出血性脳梗塞を来した劇症型心筋炎の一救命例
金山　博成（福岡大学病院　救命救急センター）

A-09 術後ショック時に大動脈弁狭窄症による循環虚脱と急性肺血栓塞栓症の鑑別に苦慮
した一例
十時　崇彰（福岡大学病院　麻酔科）

A-10 「AED で ROSC が得られ無いランナーは直ちに骨髄針冷生食ボーラス補液を開始す
べきである」
佐久田　豊（済生会熊本病院　集中治療室　循環器内科）
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第25回日本集中治療医学会九州地方会

10：10～11：00　一般演題（感染１）

座長：前原　潤一（済生会熊本病院　救急総合診療センター　救急部）

A-11 口腔内環境不良から感染性心内膜炎の診断に至った小児の１例
勝田　久貴（熊本大学医学部附属病院）

A-12 救命しえた高齢女性の Fournier 症候群の１例
中村　悠太（済生会熊本病院）

A-13 HFVCHDF 反応不良から腸管壊死を疑い迅速に source control を行い救命できた
1症例
荻原洋二郎（大分大学医学部附属病院　麻酔科集中治療部）

A-14 抗菌薬使用歴のない重症偽膜性腸炎に敗血症性ショックを合併した一例
吉野　文隆（佐賀県医療センター好生館　救急科）

A-15 ペニシリン系抗菌薬投与中に急性間質性腎炎を併発した誤嚥性肺炎の一症例
山代　栄士（大分市医師会立アルメイダ病院　薬剤部）

11：00～11：50　一般演題（感染２・DIC）

座長：阪本雄一郎（佐賀大学医学部 　救急医学講座）

A-16 エンドトキシン値の再上昇を認めたが、２回の PMX-DHP ＋ CHDF により救命した
S 上結腸穿孔の１例
久場　良也（社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院　麻酔科）

A-17 敗血症性ショック患者において舌の虚血性変化は小腸虚血および予後不良の指標と
なる
関野　元裕（長崎大学病院　集中治療部・麻酔科）

A-18 敗血症患者に対する急性血液浄化療法の有効性および生存率に関する後方視的検討
野田　大樹（大分大学医学部附属病院　麻酔科・集中治療部）

A-19 単一施設における DIC 治療の現状と予後
宮脇　　宏（小倉記念病院　麻酔科　集中治療部）

A-20 産科 DIC における新たな治療戦略の検討
太田黒崇伸（飯塚病院　集中治療部）
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第25回日本集中治療医学会九州地方会

12：00～13：00　ランチョンセミナー1

座長：垣花　泰之（鹿児島大学医学部　救急・集中治療医学講座）

 敗血症の病態生理と septic AKI
西田　　修（藤田保健衛生大学医学部　麻酔・侵襲制御医学講座　主任教授）

13：40～14：30　特別講演

座長：吉村　豊暢（福岡大学病院　救命救急センター同門会）

 精神科救急と危険ドラッグ
熊谷　雅之（医療法人優なぎ会　雁の巣病院　理事長・院長）

14：40～15：30　教育講演１

座長：石倉　宏恭（福岡大学医学部　救命救急医学講座）

 重症患者の支持療法：栄養治療と痛み・不穏・せん妄管理に着目して
小谷　穣治（兵庫医科大学　救急・災害医学講座　主任教授）

15：40～16：30　一般演題（神経）

座長：山下　典雄（久留米大学医学部　救急医学講座）

A-21 心臓大血管手術におけるせん妄発症と周術期パラメータの検討
佐々木美圭（大分大学医学部附属病院　麻酔科・集中治療部）

A-22 当院における重症頭部外傷に対する治療についての検討
中村　覚粛（佐賀県医療センター好生館　救命救急センター）

A-23 急激な経過をたどり死亡した高齢者インフルエンザ脳症の１症例
松岡　博史（宮崎大学医学部附属病院　集中治療部）

A-24 脳塞栓症と肺塞栓症を合併した症例に対し複数科の連携により救命しえた1例
土屋　洋之（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　救命救急センター）

A-25 当院 PICU における心停止後症候群に対する体温管理について
大平　智子（熊本赤十字病院　こども医療センター）
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第25回日本集中治療医学会九州地方会

６月20日（土）プログラム日程 

Ｂ会場　新診療棟地下１階「多目的室 1・２」

8：30～9：20　一般演題（医療機器）

座長：後藤　孝治（大分大学医学部付属病院　集中治療部）

B-26 CHDF 施行患者における AN69ST(sepxiris) とメシル酸ナファモスタット投与量
および Activated Clotting Time の検討
鳩本　広樹（福岡大学病院　臨床工学センター）

B-27 救急・集中治療領域患者に対する高気圧酸素治療
藤野唯依加（国立病院機構関門医療センター　ME機器技術センター）

B-28 ICU 血液浄化療法 (CRRT) における臨床工学技士当直体制導入による有用性
若林　哲朗（大分大学医学部附属病院　医療技術部　臨床工学・歯科部門）

B-29 当院における CE による ICU 業務の現状報告
香月レイナ（飯塚病院　臨床工学部）

B-30 ArcticSun が意図しない停止に至った一例
土谷　真基（福岡徳洲会病院）

9：20～10：10　一般演題（中毒・代謝）

座長：恒吉　勇男（宮崎大学医学部　麻酔生態管理学）

B-31 急性血液浄化療法を行うも、救命できなかったクロルフェナピル中毒の１例
古別府裕明（鹿児島県立大島病院）

B-32 急性覚醒剤中毒により横紋筋融解症をきたした症例を経験して ー腎不全発症予防
のための尿アルカリ化は是か非か―
柚木　良介（福岡県済生会福岡総合病院　救急救命センター）

B-33 ベザフィブラート投与中に薬剤性横紋筋融解症を疑われた統合失調症の一例
佐藤　史織（大分市医師会立アルメイダ病院　薬剤部）

B-34 アルコール性肝硬変合併の腹部鈍的外傷により急激な経過を辿った１症例
卜部　繁彦（長崎労災病院　麻酔科）

B-35 α グルコシダーゼ阻害薬内服によって引き起こされたと考えられた腸管嚢胞状気腫
症の一例
中原　知之（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター）
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第25回日本集中治療医学会九州地方会

10：10～11：00　一般演題（呼吸１）

座長：久木田一朗（琉球大学医学部　救急医学講座）

B-36 カンジダ血症に続発した ARDS に対して ECMO が有効であった１例
中村　尚子（大分大学医学部附属病院　麻酔科・集中治療部）

B-37 九州大学病院小児救命救急センターにおける ECMO の現状と課題
水口　壮一（九州大学病院　救命救急センター）

B-38 V-V ECMO のリサーキュレーションに関する検討
溝口　貴之（大分大学医学部附属病院　医療技術部臨床工学・歯科部門）

B-39 ネーザルハイフローを使用し急性呼吸不全から回復した色素性乾皮症の１例
下野　謙慎（鹿児島市立病院　救急科）

B-40 Nasal High Flow 装着時の口の開閉が治療に及ぼす影響～ TTL モデル肺を用いた 
検証実験～
濱本　達矩（産業医科大学病院　臨床工学部）

11：00～11：50　一般演題（呼吸２）

座長：蒲地　正幸（産業医科大学病院　集中治療部）

B-41 頸部・胸部外傷後に気管支痙攣を発症した1症例
菊池　　忠（済生会熊本病院　救急総合診療センター）

B-42 受傷早期からの気道圧開放換気 (APRV) 施行で良好に管理しえた重症肺挫傷の一症例
與那覇　哲（宮崎大学医学部附属病院　集中治療部）

B-43 喀血により心停止に至った気管支拡張症症例の経験
徳田賢太郎（九州大学病院　集中治療部）

B-44 乳酸アシドーシスで発症し診断に苦慮した脂肪塞栓症の一例
金澤　綾子（産業医科大学病院　集中治療部）
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第25回日本集中治療医学会九州地方会

12：00～13：00　ランチョンセミナー２

座長：山口　典子（長崎大学病院　集中治療部）

看護におけるモニタリングの役割と重要性

道又　元裕（杏林大学医学部付属病院　看護部長）

13：40～14：30　特別講演

座長：吉村　豊暢（福岡大学病院　救命救急センター同門会）

サテライト

精神科救急と危険ドラッグ
熊谷　雅之（医療法人優なぎ会　雁の巣病院　理事長・院長）

14：40～15：30　教育講演２

座長：藤田　尚宏（佐賀県医療センター好生館　総合教育研修センター）

大災害後に必要となる血液浄化療法への備えと対応
宮崎真理子（東北大学病院　腎・高血圧・内分泌科　准教授　血液浄化療法部　副部長）

15：40～16：30　一般演題（栄養・チーム医療）

座長：野田英一郎（九州大学病院　救命救急センター）

B-45 人工膵臓（STG-55TM）を用いて周術期血糖管理を行った高度糖尿病合併喉頭全摘・
鏡視下食道切除術の１例
谷川　義則（佐賀大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科）

B-46 重症熱傷症例における CONUT 法を用いた搬入時栄養評価と予後に関する検討
福田　理史（久留米大学病院　高度救命救急センター）

B-47 Open-ICU における『多職種チーム ICU』のすゝめ
江田　陽一（福岡徳洲会病院　救急・集中治療センター）

B-48 ICU における多職種連携の中での薬剤師の業務についての考察
槇山　翔太（独立行政法人　国立病院機構　関門医療センター　薬剤部）

B-49 ICU に入室した90歳以上の症例の検討
宮田　裕史（那覇市立病院）
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第25回日本集中治療医学会九州地方会

６月20日（土）プログラム日程 

Ｃ会場　病院本館１階「腫瘍センターミーティング室」

8：30～9：20　一般演題（安全・医療機器）

座長：林　　晶（福岡大学病院　手術部）

C-01 A 病院集中治療センターにおける配属１年未満の看護師が経験した注射に関する 
インシデントを分析して
川崎　義子（医療法人徳洲会福岡徳洲会病院）

C-02 当院集中治療室におけるインシデントの分析と KYT 活動の効果
原口のぞみ（福岡和白病院　ICU）

C-03 A 病院における院内急変対応への取り組み
牛嶋　崇人（福岡赤十字病院　看護部）

C-04 ICU における医療関連機器圧迫創傷発生の現状
土井口沙耶佳（長崎大学病院）

C-05 ICU におけるフリーシーシーツと30度枕による除圧効果の有効性について　 
～体圧測定マットを用いて～
中島　雅典（佐賀大学医学部附属病院　ICU・CCU）

9：20～10：10　一般演題（感染・口腔ケア）

座長：井村久美子（社会医療法人敬愛会　中頭病院）

C-06 救命救急センターにおける尿道留置カテーテル取り扱いの実態調査
大久保将吾（福岡大学病院　救命救急センター）

C-07 経口挿管患者の口腔ケア時の飛散調査　～感染防御の方法を考える～
辺土名真紀（長崎大学病院　集中治療部）

C-08 VAP 予防への取り組みと課題
木村　文晴（福岡赤十字病院　ICU・CCU）

C-09 RST 活動を通しての口腔ケアの現状と課題
松本　千佳（公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院）

C-10 OAG を活用した口腔ケアの質向上を目指して～病棟における継続的介入の必要性～
戸田　裕子（福岡赤十字病院　HCU）
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10：10～11：00　一般演題（呼吸・その他）

座長：川上　悦子（長崎大学病院　集中治療部）

C-11 コメディカルが呼吸器離脱評価を行うことの安全性に関する検討
芹田　晃道（社会医療法人敬愛会中頭病院　看護部キャリア開発室）

C-12 経口気管挿管チューブ固定方法の検討
杉島　　寛（久留米大学病院　高度救命救急センター）

C-13 ICU 入室患者におけるネーザルハイフロー使用とせん妄発症の関係調査
山下　浩美（鹿児島大学病院　ICU）

C-14 当院の心臓血管外科手術後の血糖管理プロトコールの妥当性
田中　愛子（済生会熊本病院　集中治療室）

C-15 交通外傷によりびまん性脳損傷となった患者家族看護ケアの一事例
諸見里朝尚（社会医療法人敬愛会　中頭病院）

11：00～11：50　一般演題（鎮静・鎮痛・リハビリテーション）

座長：内田　順子（佐賀大学医学部附属病院　手術部）

C-16 A 病院集中治療室における鎮痛・鎮静管理の現状 ～概日リズム導入の取り組みに 
ついて～
山口　智弘（独立行政法人国立病院機構　関門医療センター　ICU）

C-17 持続硬膜外麻酔を用いた腹部外科手術後疼痛管理の鎮痛と鎮静への影響
中川　陽子（潤和会記念病院　集中治療室）

C-18 早期離床を目指した心臓リハビリテーションの効果
赤木　智子（福岡大学病院　看護部　ハートセンター病棟）

C-19 人工呼吸管理患者の早期リハビリテーションの現状と効果
早川　博子（福岡大学病院　救命救急センター）




