
種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

1 学会 2014年5月31日 切田 学
地方型救急医療充実のために何が必要か？　〜地方都市救急医療の
魅力と問題点からみて〜

第17回 日本臨床救急医学会学術集会 自治医科大学講堂 日本 宇都宮 oral 有

2 学会 2014年6月1日 切田 学,金井 尚之 当院救急科における各科連携の工夫 第17回 日本臨床救急医学会学術集会 自治医科大学講堂 日本 宇都宮 oral 有

3 学会 2014年6月1日 松尾 さおり,一之瀬 歩,木村 敦子,西村 香里,切田 学
救急車で搬入される社会的医療弱者にMSWはどう関わるべきか　〜地
方都市救急病院の実態から〜

第17回 日本臨床救急医学会学術集会 自治医科大学講堂 日本 宇都宮 oral 有

4 学会 2014年6月1日 花房 久代,宮本 江利子,切田 学
意識障害頻度からみた救急搬入傷病者への意思尊重への対応　〜早
期介入の重要性〜

第17回 日本臨床救急医学会学術集会 自治医科大学講堂 日本 宇都宮 symposium/panel 有

5 学会 2014年10月29日 切田 学,名村 宏之 地方都市救急病院における高齢者（80歳以上）救急医療実態と対応 第42回 日本救急医学会学術集会 博多　国際会議場 日本 博多 symposium/panel 有

6 学会 2014年10月28日 石川 遼一,切田 学,西馬 照明
尿中抗原陰性であったが血清抗体価上昇により確定診断したレジオネ
ラ肺炎の１例

第42回 日本救急医学会学術集会 博多　国際会議場 日本 博多 poster 有

7 学会 2014年12月5日 切田 学 入学早期救急救命士科学生が心肺蘇生法実技指導者となることの効
果

第33回 日本蘇生学会 浜松　アクトシティー 日本 浜松 poster 有

8 学会 2014年12月6日 永瀬 静香,切田 学
自宅内で転倒後36時間の同体位臥位により右上肢挫滅症候性を発症
した一例

第33回 日本蘇生学会 浜松　アクトシティー 日本 浜松 poster 有

9 研究会 2014年11月15日
川下 亜矢,切田 学,原田 隆行,馬場 明美,後藤 圭司,長濱 康人,千
古 孝,冨田 健生

大地震発災を想定した病院人的・物的損傷情報収集訓練の結果 加古川市民病院機構学術研究会 加古川西市民病院　大会議室 日本 加古川 oral 無

10 研究会 2014年11月15日 横尾 智樹,切田 学,丸山澄美 最近経験した手犬咬傷の２例 加古川市民病院機構学術研究会 加古川西市民病院　大会議室 日本 加古川 oral 無

11 学会 2015年2月9日 切田 学,橋詰 菜摘 当院オープンICUにおける早期リハビリテーション導入の課題 第42回 日本集中治療医学会学術集会 東京　ホテルグランパシフィック 日本 東京 その他 有

12 学会 2015年2月9日 切田 学 高温環境下から搬入された尿路感染症の１例 第42回 日本集中治療医学会学術集会 東京　ホテルグランパシフィック 日本 東京 poster 有

13 学会 2015年2月10日 金井 尚之,切田 学 集中治療における早期気管切開の有有性 第42回 日本集中治療医学会学術集会 東京　ホテルグランパシフィック 日本 東京 その他 有

14 学会 2015年2月11日 石川 遼一,切田 学
48時間の気管挿管を行った直後から炎症性肥厚による気道狭窄を呈し
た１例

第42回 日本集中治療医学会学術集会 東京　ホテルグランパシフィック 日本 東京 oral 有

15 学会 2015年2月26日 切田 学 トリアージタッグチェック項目の記入率改善への工夫
第20回 日本集団災害医学会総会・学術
集会

立川　たましんRISULUホール 日本 立川 poster 有

16 学会 2015年3月6日 布施 知佐香,原田 直樹,森本 大樹,酒井 哲也,金田 邦彦,切田 学 腸管血流の改善を観察しえた孤立性SMA解離の1例 第51回 日本腹部救急医学会学術集会 京都　国際会議場 日本 京都 poster 有

17 学会 2015年3月6日 金井 尚之,栗田 直,伊藤 礼子,鳥山 亜紀,切田 学
胃・十二指腸潰瘍穿孔症例の検討　　保存療法がうまくいかなかった症
例・死亡症例を中心に

第51回 日本腹部救急医学会学術集会 京都　国際会議場 日本 京都 oral 有

18 研究会 2015年3月7日 厚見 知甫,切田 学 突然の左肩から左背部の�激痛で発症した�突発性脊髄硬膜外血腫の
一例

第111回 近畿救急医学研究会 県立和歌山医科大学講堂 日本 和歌山 oral 有

19 講演会 2014年7月24日 切田 学 「熱中症対策」と「夏の健康管理」 平成26年度　（加古川市）職員健康講座 日本 加古川 oral 無

20 講演会 2014年11月10日 切田 学 災害時負傷者トリアージと災害から学んできたこと 曹洞宗　近畿管区職員人権啓発研修会 神戸クラウンホテル 日本 神戸 oral 無

21 講演会 2015年2月25日 切田 学
首都直下地震に向けて災害医療は万全ですか？
〜阪神淡路大震災・JR福知山線快速列車脱線事故・東日本大震災の
災害医療に関わった私からの助言 〜

東京警察病院　講演会 東京警察病院 日本 東京 oral 無

22 その他 2014年5月14日 切田 学
救急傷病者の診かた　診る・視る・観る・看る　　−もっとも大切なのは時
間である−

初期研修医勉強会 加古川西市民病院　理事会室 日本 加古川 oral 無

23 その他 2014年7月29日 切田 学 外傷傷病者のみかたと重症度評価　〜見る・診る・視る・観る〜 初期研修医勉強会 加古川西市民病院　理事会室 日本 加古川 oral 無

24 その他 2014年9月30日 切田 学 意識障害 初期研修医勉強会 加古川西市民病院　理事会室 日本 加古川 oral 無

1 学会 2014年6月25日 切田 学 座長 第26回 日本外傷学会 東京　ビックサイトTFTホール 日本 東京 poster 有

2 学会 2014年10月29日 切田 学 座長 第42回 日本救急医学会学術集会 博多　国際会議場 日本 博多 poster 有

3 学会 2015年2月10日 切田 学 座長 第42回 日本集中治療医学会学術集会 東京　ホテルグランパシフィック 日本 東京 poster 有

4 学会
2015年2月28日 切田 学 座長 第20回 日本集団災害医学会総会・学術

集会
立川　たましんRISULUホール

日本 立川 poster 有

5 学会 2015年3月6日 切田 学 座長 第51回 日本腹部救急医学会学術集会 京都　国際会議場 日本 京都 oral 有

学会・研究会・講演会等　発表

診療科名：救急科 2014年度（平成27年度）：2014年4月～2015年3月


