
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 2015年6月4日 切田 学 最近経験した脊柱管内出血の2例
第18回 日本臨床救急医学会総
会・学術集会

富山県民会館 日本 富山 poster 有

2 学会 2015年6月4日 厚見 知甫,切田 学 脾動脈瘤破裂が誘因となった気管支喘息発作の一例
第19回 日本臨床救急医学会総
会・学術集会

富山県民会館 日本 富山 poster 有

3 学会 2015年6月5日 切田 学 地方都市２次救急医療機関における救急初期診療の工夫
第20回 日本臨床救急医学会総
会・学術集会

富山県民会館 日本 富山 symposium/panel 有

4 学会 2015年6月5日 杉之内 舞,切田 学，鈴木 信子，木村 敦子
救急科入院例へのMSWの積極的な介入により在院日数は短縮する
か？

第21回 日本臨床救急医学会総
会・学術集会

富山県民会館 日本 富山 oral 有

5 学会 2015年6月11日 丸山 澄美,切田 学
体表外傷を有する救急患者に対する，皮膚・排泄ケア認定看護師
の役割

第29回 日本外傷学会総会・学術
集会

札幌コンベンションセンター 日本 札幌 oral 有

6 学会 2015年6月11日 丸山 澄美,切田 学
持続洗浄併用陰圧閉鎖療法が有効であった右上肢減張切開創の１
例

第30回 日本外傷学会総会・学術
集会

札幌コンベンションセンター 日本 札幌 poster 有

7 学会 2015年6月11日 厚見 知甫,切田 学,丸山 澄美 脾損傷TAE治療後の持続高熱に脾臓摘出術が奏功した一例
第31回 日本外傷学会総会・学術
集会

札幌コンベンションセンター 日本 札幌 poster 有

8 学会 2015年6月12日 切田 学,厚見 知甫，丸山 澄美
軟部組織損傷出血に起因した遅発性血圧低下，高度貧血を呈した
１例

第32回 日本外傷学会総会・学術
集会

札幌コンベンションセンター 日本 札幌 poster 有

9 学会 2015年9月12日 切田 学,北山 翠,金井 尚之 救急搬入された四肢壊死４例の医学的・社会的背景
第30回 日本救命医療学会・学術
集会

神戸ポートピアホテル 日本 神戸 poster 有

10 学会 2015年9月12日 北山 翠,切田 学
長期抗菌薬投与により救命できた化膿性腰椎脊椎炎、硬膜外膿瘍
の１例

第31回 日本救命医療学会・学術
集会

神戸ポートピアホテル 日本 神戸 poster 有

11 学会 2015年10月21日 切田 学,厚見 知甫 救急車搬入インフルエンザ例の診療ポイント
第43回 日本救急医学会総会・学
術集会

東京フォーラム 日本 東京 poster 有

12 学会 2015年10月22日 横尾 知樹,切田 学 受傷2日目から膿汁排泄を来した犬咬創の2例
第43回 日本救急医学会総会・学
術集会

東京フォーラム 日本 東京 oral 有

13 学会 2015年10月22日 立花　章太郎,切田 学 横紋筋融解を呈したインフルエンザA感染の１例
第43回 日本救急医学会総会・学
術集会

東京フォーラム 日本 東京 oral 有

14 学会 2015年10月22日 切田 学,布施 知佐香
外科的気管アプローチ下経皮的気管切開キットを用いた気管切開
法

第43回 日本救急医学会総会・学
術集会

東京フォーラム 日本 東京 symposium/panel 有

15 学会 2015年10月23日 切田 学,厚見 知甫
リチウム薬投与中断２日後に高度徐脈、意識障害をきたしたリチ
ウム中毒の一例

第43回 日本救急医学会総会・学
術集会

東京フォーラム 日本 東京 oral 有

16 学会 2015年11月5日 北山 翠,切田 学
急性腹症を主訴に救急搬入された自己免疫異常を伴った骨髄異型
症候群（ＭＤＳ）の１例

第34回 日本蘇生学会 秋田にぎわい交流館AU 日本 秋田 poster 有

17 学会 2015年11月5日 天野 典彦,切田 学
心停止後蘇生中にICDが20回作動し、神経学的異常を残すことなく
社会復帰できた１例

第34回 日本蘇生学会 秋田にぎわい交流館AU 日本 秋田 poster 有

18 学会 2015年11月5日 切田 学
中学生、高校生に心肺蘇生法実技指導に当った救急救命士科学生
の実習前指導不安と指導達成感との関連

第34回 日本蘇生学会 秋田にぎわい交流館AU 日本 秋田 poster 有

19 学会 2015年11月26日
森本 大樹,金田 邦彦,谷 孝文,布施 知佐香,裏
川 直樹,西村 透,原田 直樹,酒井 哲也,切田 学

脾動脈瘤破裂に対し瘤切除術を試行し膵脾を温存しえた1例
第77回 日本臨床外科学会総会・
学術集会

福岡国際会議場 日本 福岡 poster 有

20 学会 2016年2月12日 切田 学
気道狭窄を呈した経口気管チューブ、気管切開チューブに起因し
た声門直下炎症性腫瘍の１例

第43回 日本集中治療医学会総
会・学術集会

神戸国際展示場 日本 神戸 poster 有

21 学会 2016年2月13日 城戸 拓海,切田 学 熱中症を契機に診断された結晶誘発性関節炎1例
第43回 日本集中治療医学会総
会・学術集会

神戸国際展示場 日本 神戸 poster 有

22 学会 2016年2月13日 大西 伸悟,切田 学,木下 直彦
気管内挿管中に端坐位練習が可能であった５例からみた当院にお
ける早期リハビリテーション取組みへの課題

第43回 日本集中治療医学会総
会・学術集会

神戸国際展示場 日本 神戸 poster 有

23 学会 2016年2月27日
原田 隆行,切田 学,川下 亜矢,大河原 悠介,大
庭 由希子

大地震を想定した院内被災情報の収集と県への発信の訓練を試み
て

第23回 日本集団災害医学会総
会・学術集会

山形ビッグウィング 日本 山形 poster 有

24 学会 2016年2月28日
切田 学,原田 隆行,大庭 由希子,川下 亜矢,大
河原 悠介

トリアージ現場全体を管制するコンダクターは有用か？
第23回 日本集団災害医学会総
会・学術集会

山形ビッグウィング 日本 山形 poster 有

25 学会 2016年2月28日
大庭 由希子,切田 学,原田 隆行,大庭 由希子,
川下 亜矢,大河原 悠介

トリアージ活動においてメガホン、大きなアナログ時計（直径約
30cm）は役立つか？

第23回 日本集団災害医学会総
会・学術集会

山形ビッグウィング 日本 山形 poster 有

26 研究会 2016年3月12日 平位 恵梨,切田 学
5%クロルヘキシジングルコン酸塩原液の大量服用後、急激な病態
悪化を来した１例

第113回 近畿救急医学研修会 神戸国際会議場 日本 神戸 oral 有

27 講演会 2015年6月28日 切田 学 熱中症
加古川西市民病院　市民公開講
座

加古川西市民病院 日本 加古川

28 講演会 2015年11月16日 切田 学
救急傷病者を迅速に診る　〜救急診療でもっとも重要なのは時間
である！〜

市立加西市民病院　研修会 市立加西市民病院 日本 加西

学会・研究会・講演会等　発表

診療科名：救急科 2015年度（平成27年度）：2015年4月～2016年3月


