
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 2016年5月13日 切田 学
救急科初診低血糖発作例の実態から当医療圏における救急救命士
血糖測定とブドウ糖溶液投与例数を推測する

第19回 日本臨床救急医学会総
会・学術集会

ビッグパレットふくしま 日本 郡山 oral 有

2 学会 2016年5月14日 河内 瑞穂,切田 学
洞不全症候群による意識消失発作を契機に診断され、塞栓術が施
行された潜在性巨大肺動静脈瘻の一例

第19回 日本臨床救急医学会総
会・学術集会

ビッグパレットふくしま 日本 郡山 poster 有

3 学会 2016年5月14日 杉之内 舞,切田 学
２度の救急搬送を経て自宅看取りとなった90歳代傷病者の１事例
を経験して　～MSW介入の意義～

第19回 日本臨床救急医学会総
会・学術集会

ビッグパレットふくしま 日本 郡山 oral 有

4 学会 2016年5月30日 平位 恵梨,切田 学,丸山 澄美
抗凝固療法中、外傷性皮下血腫によりコンパートメント症候群様
病態を呈した一例

第30回 日本外傷学会 御茶ノ水ソラシティ 日本 東京 poster 有

5 学会 2016年5月31日 切田 学,平位 恵梨,丸山 澄美
搬入直後のFDP値は軟部組織損傷出血に起因する高度貧血の予測因
子となりうるか？

第30回 日本外傷学会 御茶ノ水ソラシティ 日本 東京 oral 有

6 学会 2016年9月7日 大河原 悠介,上田 敬博,切田 学,小谷 穣治 リーバロキサン内服により止血に難渋した食道静脈瘤の１例 第31回 日本救命医療学会 福岡大学病院メディカルホール 日本 福岡 oral 有

7 学会 2016年11月11日 戸邉 泰将,藤浪 好寿,切田 学
介護者による過量補水が誘因となった水中毒と併存したSIADHによ
り高度低Na血症を呈した認知障害高齢者の１例

第35回 日本蘇生学会 久留米シティプラザ 日本 久留米 poster 有

8 学会 2016年11月11日 犬養 純子,藤浪 好寿,切田 学 心肺機能停止後に蘇生し得た慢性心不全併存高齢者の一例 第35回 日本蘇生学会 久留米シティプラザ 日本 久留米 poster 有

9 学会 2016年11月17日 市川 靖士,藤浪好寿,切田 学
意識消失を主訴に搬入さ、CT検査にて腸間膜静脈ガス像を検出し
た直後に腹痛を呈した門脈ガス血症の１例を経験して

第44回 日本救急医学会総会・学
術集会

グランドプリンスホテル新高
輪・国際館パミール

日本 東京 poster 有

10 学会 2016年11月18日 切田 学,藤浪 好寿,市川 靖士
救急車搬入インフルエンザ患者の白血球数とCRP値からみた併存細
菌感染症との関連

第44回 日本救急医学会総会・学
術集会

グランドプリンスホテル新高
輪・国際館パミール

日本 東京 poster 有

11 学会 2017年2月13日
川下 亜矢,大庭 由希子,原田 隆行,堀江 洋
介,藤浪 好寿,切田 学

当院職員の災害・防災知識調査を行って
第22回 日本集団災害医学会・学
術集会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

12 学会 2017年2月14日
原田 隆行,大庭 由希子,川下 亜矢,堀江 洋
介,藤浪 好寿,切田 学

大地震発災時の当院職員の就業意思調査を行って
第22回 日本集団災害医学会・学
術集会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

13 学会 2017年3月9日
藤浪 好寿,樫原 咲,隈元 宣行,戸邉 泰将,
切田 学

脱水補正を契機に細菌感染が顕在化した一例
第44回 日本集中治治療医学会学
術集会

ロイトン札幌 日本 札幌 poster 有

14 学会 2017年3月9日
大西 伸悟,川崎 健作,木下 直彦,下田 将
司,切田 学,藤浪 好寿,清水 宏紀

臨床経験が3年目と８年目理学療法士にICU患者リハビリテーショ
ン介入のOn the Job Training を経験して

第44回 日本集中治治療医学会学
術集会

札幌プリンスホテル 日本 札幌 symposium/panel 有

15 学会 2017年3月9日
木下 直彦,下田 将司,大西 伸悟,川崎 健
作,清水 宏紀,切田 学,藤浪 好寿

ICU管理開心・大動脈術後患者における早期離床プログラム導入は
有効か？

第44回 日本集中治治療医学会学
術集会

札幌市教育文化会館 日本 札幌 poster 有

16 学会 2017年3月10日
井上 綾華,藤浪 好寿,隈元 宣行,岡山 公
宣,切田 学

受傷直後に著明な血小板減少を来した小児マムシ咬傷の１例
第44回 日本集中治治療医学会学
術集会

ロイトン札幌 日本 札幌 poster 有

17 学会 2017年3月10日 隈元 宣行,藤浪 好寿,岡山 公宣,切田 学
スミチオン（有機リン）服用4日後に病態が急激に増悪し、アトロ
ピンの持続微量投与が有効であった１例

第44回 日本集中治治療医学会学
術集会

札幌市教育文化会館 日本 札幌 poster 有

18 その他 2016年5月12日 切田 学 代謝栄養の基礎と栄養管理そしてNST活動　～切田の独断と偏見～ 会田病院NST勉強会 会田病院 日本 白河 その他 無

学会・研究会・講演会等　発表

診療科名：救急科 2016年度（平成28年度）：2016年4月～2017年3月


