
2009 年 7 月 3 日 （金曜日） 
会場：大分全日空ホテル オアシスタワー  
 
18：25～18：30 
イブニングセミナー 開会の辞 
大分県立病院 麻酔科 部長 早野 良生 

 
18：30～19：30 
イブニングセミナー 

（会場：大分全日空ホテル オアシスタワー 3 階 紅梅の間） 
 
演者および演題 
 

CHDF の有効性と問題点 ～高流量か吸着か？～ 
大分大学医学部 集中治療部 助教 後藤 孝治 

 
ICU における抗菌療法 ～敗血症患者にカルバペネムはこう使う！～ 

大分大学医学部 麻酔科学講座 助教 日高 正剛 
 

座長：大分大学医学部麻酔科学講座 教授 野口 隆之 
 

共催：ニプロ株式会社 
塩野義製薬株式会社 

 
19：40～ 
会員懇親会（会場：大分全日空ホテル オアシスタワー 21 階 エトワール） 
 



2009 年 7 月 4 日 （土曜日） 
会場：大分全日空ホテル オアシスタワー 
 
受付：大分全日空ホテル オアシスタワー 5 階 
 
 
A 会場：大分全日空ホテル オアシスタワー 5 階 孔雀の間―I 
8：55～9：00 
本会議 開会の辞 
大分県立病院 麻酔科 部長 早野 良生 
 

9：00～10：00【神経・筋】 
座長：公立おがた総合病院 麻酔科 佐藤 俊秀 

 
A-1 フルニエ症候群の治療経験－高気圧酸素療法の併用－ 

社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床工学室 日比野英利 
A-2 低体温療法施行し社会復帰した Brugada 症候群の一例 

独立行政法人国立病院機構別府医療センター麻酔科 江藤孝史 
A-3  Dexmedetomidine(DEX) vs propofol(PROP)  

for sedation of postoperative l 
熊本大学医学部附属病院高次救急集中治療部 鷺島克之 

A-4 痙攣重積発作後に高度乳酸アシドーシスと横紋筋融解症を呈した 1 例 
済生会熊本病院 救急部 川野雄一朗 

A-5 緊急開腹術後に意識障害をきたした一症例 
済生会福岡総合病院 小磯 進太郎 

A-6 精神症状の原因検索中に卵巣奇形腫が見つかり、 
抗 N-methyl-D-aspartate receptor 脳炎と診断した 1 例 
社会保険小倉記念病院 麻酔科・集中治療部 近藤 香 

 
10：05～11：05【循環 1】 

座長：長崎労災病院 麻酔科 福崎 誠 
 

A-7  Pediasat カテーテルによる中心静脈血酸素飽和度のモニターが 
有用であった小児熱傷症例の１例 

大分大学医学部 麻酔科・集中治療部 椎原啓輔 
A-8 周術期腎機能評価におけるシスタチン C の有用性 



大分大学医学部 麻酔科・集中治療部 安部隆国 
A-9  IABP, PCPS で救命し待機的 AVR, CABG で社会復帰可能 

となった高齢者 AS の１例 
社会医療法人福岡記念病院 循環器科 工藤孝文 

A-10 経皮的心肺補助により救命できた重症劇症型心筋炎 
宮崎大学医学部附属病院集中治療部 押川満雄 

A-11 腎盂腎炎による敗血症を契機に発見された Cushing 症候群の一例 
国立病院機構熊本医療センター 救命救急センター 原田 正公 

A-12 くも膜下出血発症後に急性呼吸不全･腎不全を呈した 
MPO-ANCA 関連血管炎の 1 例 

熊本大学医学部附属病院  集中治療部 右山 洋平 
 
 
11：10～12：10【循環 2】 

座長：琉球大学医学部 救急医学講座 久木田一朗 
 

A-13  NIRS が心不全の治療の評価に有用であった症例 
鹿児島大学病院集中治療部 中原真由美 

A-14 急速な K (カリウム)補充療法が有効であった頻発する 
torsade de pointes(TdP)の一症例 

琉球大学医学部附属病院 麻酔科集中治療部 渕辺 誠 
A-15  Streptococcus pneumoniae で心嚢膿瘍となった患者の 

上室性頻拍に対するランジオロールの使用経験 
潤和会記念病院麻酔科 岩崎洋平 

A-16 心肺停止後患者の頻脈コントロールに難渋した 1 症例 
那覇市立病院 麻酔科 西 啓亨 

A-17 血糖管理による心機能改善効果の検討 
大分大学医学部麻酔科学講座 荻原洋二郎 

A-18 心筋虚血再灌流障害時のオートファジー発現と 
熱ショック蛋白質による改善効果 

大分大学医学部麻酔科学講座 水谷孝美 
 
12：10～13：10 
ランチョンセミナー 

（会場：大分全日空ホテル オアシスタワー 5 階 孔雀の間―I） 
演者：九州大学病院救命救急センター  



准教授 集中治療部長 坂口 嘉郎 
演題：集中治療患者の目標指向療法における血行動態モニタリングの意義 
 

座長：宮崎大学医学部 麻酔生体管理学 教授 恒吉勇男 
 

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社 
 
13：10～13：30 
集中治療九州地方会総会 
 
13：30～14：30 
医師部門特別講演（会場：大分全日空ホテル オアシスタワー 5 階 孔雀の間―I） 
演者：京都大学大学院医学研究科初期診療・救急分野 准教授 松田 直之 
演題：Basic Science に学ぶ集中治療 ～SIRS・CARS の病態と治療～ 

座長：大分大学医学部麻酔科学講座 教授 野口 隆之 
 
 
14：40～15：40【呼吸】 

座長：長崎大学病院 集中治療部 槇田 徹次 
A-19 術後過換気により重度の呼吸性アルカローシスで 

血圧低下をきたした一症例 
琉球大学医学部附属病院 集中治療部 照屋 孝二 

A-20 術後反回神経麻痺に対し声門開大術を施行した開心術の 1 例 
沖縄県立中部病院集中治療室 依光たみ枝 

A-21 呼吸管理に難渋した先天性中枢性肺胞低換気症候群の 1 症例 
宮崎大学医学部附属病院集中治療部 越田智広 

A-22 呼吸管理に難渋した気管狭窄症の 1 例 
久留米大学病院高度救命救急センター 永瀬正樹 

A-23 脂肪塞栓症による ARDS に対して 
APRV と NPPV が有効であった１症例 
済生会福岡総合病院 救急部 安達 普至 

A-24  ICU におけるヘルメット型マスク CASTAR を用いた 
急性期非侵襲的陽圧換気療法の 2 症例 

大分大学医学部麻酔科・集中治療部 山本俊介 
 
15：45～16：45【重症管理】 



座長：久留米大学 高度救命救急センター 坂本 照夫 
A-25  PCPS と分離肺換気を要した生体肺移植術後の 1 症例 

長崎大学病院 集中治療部 中村利秋 
A-26 急性肺血栓塞栓症の血栓除去術前後に経皮的心肺補助を使用した 1 症例 

宮崎大学医学部附属病院集中治療部 松岡博史 
A-27 魚骨異物による頸部膿瘍から気道狭窄・SIRS に陥った高齢者の 1 例 

宮崎県立日南病院 麻酔科 新福玄二 
A-28 来院時心肺停止症例に対する Autopsy imaging の意義 

済生会熊本病院 救急部 米満弘一郎 
A-29 集中治療室(ICU)に入室した縊頸による 

心肺停止患者の予後と頭部画像所見 
九州大学病院救命救急センター 杉森宏 

A-30 救命救急センター集中治療室新規開設における展望と問題点 
大分県立病院 山本明彦 

 
16：45～16：50 
閉会の辞 
大分県立病院 麻酔科 部長 早野 良生 



B 会場：大分全日空ホテル オアシスタワー 5 階 孔雀の間―I I 
 
9：00～9：50【中毒】 

座長：鹿児島大学病院 集中治療部 垣花 泰之 
 

B-1 大量服薬によるリチウム中毒に HFVCHDF が有効であった症例 
大分大学医学部附属病院 集中治療部 廣瀬啓伍 

B-2 炭酸リチウム大量内服により難治性不整脈を呈した一症例 
宮崎大学医学部附属病院集中治療部 與那覇哲 

B-3 有機リン系農薬自己注射にて皮下膿瘍を併発した有機リン中毒の一例 
国立病院機構熊本医療センター 救命救急・集中治療部 北田 真己 

B-4 自宅退院した硫化水素中毒の 1 例 
熊本市立熊本市民病院 救急診療部 赤坂 威史 

B-5 集中治療管理を要したロキソプロフェンによる薬剤性肝障害の一例 
鹿児島市医師会病院 麻酔科 二木 貴弘 

 
 
9：55～11：05【各種ケア 家族援助】 

座長：済生会熊本病院 CCU 仁木 ひろみ  
 

B-6 家族の危機への介入を含めたカンファレンスと統一したケアの重要性  
～両下肢切断患者との一連の関わりを通して～ 

健和会 大手町病院 ＩＣＵ・ＨＣＵ 平林 志穂美 
B-7 当院の非侵襲的陽圧換気の現状と課題 

 -在宅人工呼吸療法に向けての援助- 
都城市郡医師会病院 谷口加枝 

B-8 指標を用いた気管吸引の実施時期の検討 
大分県立病院 集中治療室 小川 央 

B-9 非侵襲的陽圧換気用ヘルメット型マスク使用の経験 
潤和会記念病院集中治療室 藤田美佳 

B-10 小脳梗塞患者で解熱剤を使用し血圧低下をきたした症例 
独立行政法人 那覇市立病院 田路 歩 

B-11 全身性中毒性表皮壊死症の患者に対する感染管理・皮膚ケアの検討 
長崎大学病院 集中治療部 川上 悦子 

B-12 精神的ケアーが重要であった若年女性の急性心筋梗塞の 1 例 
社会医療法人 福岡記念病院 集中治療部 竹原 玲子 



 
11：10～12：10【安全管理 看護管理】 

座長：久留米大学病院 高度救命救急センター 渡辺 美千子 
 

B-13 個人防護具の着用に関する意識変化と行動変容への取り組み 
大分大学医学部附属病院 看護部 加藤優佳 

B-14 新人・異動者への知識・技術力向上への取り組み 
大分大学医学部附属病院看護部 前田香苗 

B-15 カテコラミンシリンジ交換にかける時間の検討 
～スタートアップカーブから設定流量到達時間を調査して～ 

産業医科大学病院 北野 晶子 
B-16 鎮静スケール導入後の現状と看護師の認識 

～アンケートによる認識調査を行って～ 
福岡大学病院 林  晶 

B-17 CCU における看護師のアセスメント分析 
済生会熊本病院 心臓血管センター集中治療室 坂本美賀子 

B-18 ICU における末梢静脈刺入部の管理方法の現状把握 
新日鐵八幡記念病院 看護部 吉賀 真理子 

 
13：30～14：30 
看護部門教育公演 

（会場：大分全日空ホテル オアシスタワー 5 階 孔雀の間―I I） 
演者：大分大学医学部麻酔科学講座 准教授 岩坂 日出男  
演題："ラセンがかたるストレス応答" 
      —分子生物学からのぞいた敗血症から夜間交代勤務までー 

座長：福岡大学病院 医療安全管理部 寺田 久子 
 
 
 
14：40～15：40【感染】 

座長：大分大学医学 集中治療部 後藤 孝治 
 

B-19 急激な経過をたどった脾摘後肺炎球菌敗血症の一症例 
琉球大学医学部附属病院 麻酔科 小田 浩央 

B-20 脾摘後重症感染症(overwhelming postsplenectomy infection：OPSI) 
の 1 症例 



長崎大学病院集中治療部 関野 元 
B-21 水疱性類天疱瘡の患者で頚部、縦隔などに多発膿瘍を形成した一症例 

佐賀大学医学部附属病院 集中治療部 山田友子 
B-22 肺炎球菌による敗血症が原因と考えられた 

急性感染性電撃性紫斑病の一例 
久留米大学救急医学・高度救命救急センター 冬田 修平 

B-23 当院 ICU におけるアスペルギルス症症例の臨床的検討 
熊本大学医学部附属病院 高次救急集中治療部 廣佐古 進 

B-24 深在性真菌症患者に対するイトラコナゾールの有効性 
～CHDF 施行患者における検討～ 

大分大学医学部 麻酔科・集中治療部 長峰 政智 
 
 
 
15：45～16：45【凝固】 

座長：産業医科大学 集中治療部 蒲地 正幸 
 

B-25 汎発性腹膜炎で手術後、頻回の濃厚血小板輸血を行うも 
血小板減少が改善しなかった 1 例 

長崎労災病院麻酔科 栗山知之 
B-26  ERCP 後に重症急性膵炎を発症した 1 症例 

佐賀大学医学部附属病院集中治療部 中川内 章 
B-27 多発外傷に伴う出血性ショックに対して 

開胸止血術を最優先し救命し得た一例 
福岡県済生会福岡総合病院 井上 泰豪 

B-28 軽微な外傷を契機に呼吸不全を呈した 
慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)の一例 

産業医科大学病院 荒井秀明 
B-29 鈍的損傷後の外傷性横隔膜損傷による遅発性血胸の一症例 

大分県立病院 牧野剛典 
B-30 経過中に肋間動脈等より大量出血をきたした 

血栓性血小板減少性紫斑病と思われた症例 
国立病院機構別府医療センター麻酔科 大石一成 

 
 



第19回日本集中治療医学会九州地方会　日程表
（平成21年7月3日　金曜日） （平成21年7月4日　土曜日） （平成21年7月4日　土曜日）

C会場　紅梅の間 A会場　孔雀の間ーⅠ B会場　孔雀の間ーⅠⅠ
8:50
9:00 開会挨拶　　　　　　早野　良生 9:00

一般演題　A-1～A-6　　　　　　 一般演題　B-１～B-5　　　　
神経・筋 中毒

座長：公立おがた総合病院
10:00 佐藤　俊秀 9:50 座長：鹿児島大学 垣花　泰之 
10:05 一般演題　A-7～A-12 9:55 一般演題　B-6～B-12

循環　1 各種ケア　家族援助

座長：済生会熊本病院
11:05 座長：長崎労災病院 福崎　誠 11:05 仁木ひろみ 
11:10 一般演題　A-13～A-18 11:10 一般演題　B-１3～B-18

循環　2 安全管理　看護管理

12:10 座長：琉球大学 久木田一朗 12:10 座長：久留米大学 渡辺 美千子
ランチョンセミナー
集中治療患者の
　目標指向療法における

血行動態モニタリングの意義

九州大学病院救命救急センター
     准教授 集中治療部長 

坂口　嘉郎

司会：宮崎大学　恒吉勇男

共催：エドワーズ　
13:10 ライフサイエンス株式会社
13:30 総会

医師部門特別講演 看護部門教育講演
"Basic Scienceに学ぶ集中治療 "ラセンがかたるストレス応答"
～SIRS・CARSの病態と治療～" —分子生物学からのぞいた

　敗血症から夜間交代勤務までー

京都大学大学院医学研究科 大分大学医学部麻酔科学講座
　　　　初期診療・救急医学分野

准教授　松田　直之 准教授　岩坂　日出男

18:25 司会：大分大学　野口隆之 司会：福岡大学 寺田 久子
18:30 開会挨拶　　　　　　早野　良生 14:30 休憩 14:30 休憩

イブニングセミナー 14:40 一般演題　A-19～A-24 14:40 一般演題　B-１9～B-24
"①CHDFの有効性と問題点　" 呼吸 感染
　　　　～高流量か吸着か？～

大分大学　後藤孝治
”②ICUにおける抗菌療法” 15:40 座長：長崎大学 槇田　徹次 15:40 座長：大分大学　後藤　孝治 
～敗血症患者に 15:45 一般演題　A-25～A-30 15:45 一般演題　B-25～B-30
　カルバペネムはこう使う！～ 重症管理 凝固

大分大学　日高正剛
司会：大分大学　野口隆之

共催：ニプロ株式会社
　　　　塩野義製薬株式会社 16:45 座長：久留米大学 坂本　照夫 16:45座長：産業医科大学 蒲地 正幸 

19:30 　会員懇親会 16:50 閉会挨拶　　　　　　早野　良生




