第66回日本救急医学会関東地方会学術集会
プログラム日程表
開催日：2016 年 2 月 6 日（土） 会場：都市センターホテル
3階 コスモスⅠ

第1会場

3階 コスモス Ⅱ

第2会場

第3会場

第4会場

医師部会

医師部会

医師部会

医師部会

5階 オリオン

5階 スバル

8：50 〜 9：00 開会式
9：00 〜 11：30
シンポジウム
「SOS-KANTO 2012 The 総括
～過去・現在そして未来～」
座長：櫻井 淳／田原 良雄
演者：長尾 健／矢口 有乃
田上 隆／宮崎 大
小笠原智子／林田 敬
網野 真理／北村 伸哉
野村 智久／鈴木 昌
清水 直樹／明石 暁子
坂本 哲也／森村 尚登

9:00 ～ 9:35
一般演題（D-1-1～D-1-5）
「感染症 ( 敗血症 )」
座長：石松 伸一／東 秀律
9:35 ～ 10:10
一般演題（D-2-1～D-2-5）
「医療体制 ( 病院前 )」
座長：杉田 学／鈴木 涼平
10:10 ～ 10:45
一般演題（D-3-1～D-3-5）
「CPA」
座長：根本 学／長谷川智宏
10:45 ～ 11:20
一般演題（D-4-1～D-4-5）
「医療体制 ( 救急外来 )」
座長：菊池 広子／落合 剛二
11:20 ～ 11:55
一般演題（D-5-1～D-5-5）
「外傷 ( 腹部 )」
座長：武田 宗和／今本 俊郎

9:00 ～ 9:49

9:00 ～ 9:49

一般演題（D-8-1～D-8-7）
「消化器 (NOMI 他 )」
座長：庄古

知久／大網

毅彦

一般演題（D-16-1～D-16-7）
「中枢神経 ( 意識障害他 )」
座長：森川健太郎／山口

昌紘

一般演題（D-10-1～D-10-6）
「消化器 ( 虫垂疾患 )」

9:49 ～ 10:24
一般演題（D-17-1～D-17-5）
「中枢神経 ( 虚血 )」
座長：並木 淳／西野 智哉
10:24 ～ 10:59
一般演題（D-18-1～D-18-5）
「小児」
座長：六車 崇／田中 千恵

座長：片桐

10:59 ～ 11:48

9:49 ～ 10:24
一般演題（D-9-1～D-9-5）
「外傷 ( 腹腔内出血 )」
座長：小川 太志／増田 智成
10:24 ～ 11:06

美和／足立

国大

11:06 ～ 11:48
一般演題（D-11-1～D-11-6）
「外傷 ( 整形外傷 )」
座長：加藤 宏／菅原 利昌

一般演題（D-19-1～D-19-7）
「中毒 ( 薬物等 )」
座長：小島

直樹／前川

奈々

12:00 ～ 13:00
12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー1
ランチョンセミナー2
「脳を護る抗凝固療法
「急性期脳梗塞治療への取組
～選択の時代へ～」
～救急救命の役割と最新の血管内血栓除去療法～」
司会：大友 康裕
司会：有賀 徹
演者：星野 晴彦
演者：安心院康彦／松丸 祐司
共催：日本ストライカー株式会社 共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

12:00 ～ 13:30

幹事会

13:40 ～ 14:40
特別講演
「報道機関から見た救急医療」
座長：横田
演者：南

裕行
砂

14:40 ～ 15:40
教育講演
「動き始めた新しい災害医療」
座長：森村 尚登
演者：小井土雄一
15:40 ～ 17:10
パネルディスカッション
「救急初療室における
メディカルスタッフのあり方」
司会：松田
演者：石丸
吉野
岩嶋
17：10 〜

16

14:40 ～ 15:15
一般演題（D-12-1～D-12-5）
「消化器 ( 血管障害 )」
ワークショップ
「救急外来部門における感染症対策」 座長：嶋村 文彦／津久田純平
15:15 ～ 15:50
座長：佐々木淳一／池田 弘人
一般演題（D-13-1～D-13-5）
演者：宮入 烈／藤田 昌久
「消化器 ( 胃・十二指腸 )」
望月 徹／佐々木淳一
座長：片岡 祐一／河野 陽介
池田 弘人
15:50 ～ 16:25
一般演題（D-14-1～D-14-5）
「消化器 ( イレウス他 )」
16:10 ～ 16:38
座長：藤田 尚／市川 頼子
一般演題（D-6-1～D-6-4）
「感染症 ( 脊椎炎 )」
16:25 ～ 17:07
座長：中村 俊介／中道 嘉
一般演題（D-15-1～D-15-6）
16:38 ～ 17:06
一般演題（D-7-1～D-7-4）
「循環器 ( 虚血性心疾患 )」
「感染症 ( 脊椎・膿瘍 )」
座長：秋枝 一基／金 児民
座長：原 義明／大野 絢子
14:40 ～ 16:10

潔／鴇田 猛
直樹／城田 智之
暁子／栃倉 尚広
誠／平井 国雄
閉会式

14:40 ～ 15:15
一般演題（D-20-1～D-20-5）
「中枢神経 ( 脳症 )」
座長：林 宗貴／藤木 悠
15:15 ～ 15:50
一般演題（D-21-1～D-21-5）
「感染症 ( 特殊感染 )」
座長：新井 隆男／問田 千晶
15:50 ～ 16:25
一般演題（D-22-1～D-22-5）
「中枢神経 ( 出血 )」
座長：佐藤 秀貴／馬渡 貴之
16:25 ～ 17:07
一般演題（D-23-1～D-23-6）
「消化器 ( 腸管疾患 )」
座長：原田 尚重／田山 英樹

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

看護部会

医師部会

看護部会

医師部会

6階 601

6階 606

9:00 ～ 10:00
9:00 ～ 9:49
教育講演
一般演題（D-24-1～D-24-7）
「さあはじめよう特定看護師
「集中治療 ( 多臓器不全 )」
～救急領域で特定看護師はいかに働くか～」
座長：中田
孝明／井上 和茂
座長：竹原 典子
演者：木澤

晃代

10:10 ～ 11:50
パネルディスカッション
「看護師特定能力事業への
期待と展望」
座長：有賀 徹／箱﨑 恵理
演者：石渡 智子／濱 厚志
安心院康彦／村上 礼子
浅香えみ子／黒田 啓子

9:49 ～ 10:24
一般演題（D-25-1～D-25-5）
「呼吸器 ( 気道緊急・気胸 )」
座長：間藤 卓／松岡 宜子
10:24 ～ 10:59
一般演題（D-26-1～D-26-5）
「中枢神経 ( 感染症 )」
座長：森下 幸治／谷 将星
10:59 ～ 11:48
一般演題（D-27-1～D-27-7）
「集中治療 ( 血管炎他 )」
座長：三浦 邦久／植村 樹

7階 701

7階 706

9:00 ～ 9:48

9:00 ～ 9:49

一般演題（N-1-1～N-1-6）
「看護実践」
座長：横田

由佳／鈴木久美子

10:00 ～ 10:48
一般演題（N-2-1～N-2-6）
「教育」
座長：三浦

まき／太田

直美

11:00 ～ 11:40
一般演題（N-3-1～N-3-5）
「災害看護」
座長：中村 香代／岩田 悦子

一般演題（D-32-1～D-32-7）
「外因疾患」
座長：奥野

11:06 ～ 11:55
一般演題（D-35-1～D-35-7）
「感染症 ( 肺炎 )」

伸享／山下
雅昭／山下
康広／大谷

直美
将志
尚也

勝彦

ランチョンセミナー4
「集中治療におけるモニタリング」
司会：池田 寿昭
演者：磯谷 栄二
共催：テルモ株式会社

13:40 ～ 14:20
一般演題（N-5-1～N-5-5）
「看護実践・終末期看護」
座長：加藤 弘美／山辺 みち子

14:30 ～ 15:25
指定演題
14:40 ～ 15:15
「私はこうやっている ～PreHospital care準備～
一般演題（D-28-1～D-28-5）
（ドクターカー・
ドクターヘリ・DMAT・IMAT）」
「外傷 ( 胸部 )」
座長：杉本 尚子／藤野 智子
座長：和田 崇文／竹内 悠二
演者：吉村 知子／水野 憲宏
赤池麻奈美／田中 茜
15:15 ～ 15:50
一般演題（D-29-1～D-29-5）
15:30 ～ 16:40
「外傷 ( 心臓・大血管 )」
座長：河野 元嗣／八木 雅幸
交流集会

座長：小池
演者：渕本
中嶋

宗博／門田

12:00 ～ 13:00

13:40 ～ 14:12
一般演題（N-4-1～N-4-4）
「救急外来・トリアージ」
座長：直井みつえ／染谷 泰子

「自施設ではこうやっている
～ RRS ～」

潤

10:24 ～ 11:06
一般演題（D-34-1～D-34-6）
「集中治療 ( 呼吸器 )」
座長：和氣 晃司／萩原 祥弘

座長：林
12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー3
「救急初療室における抗けいれん薬の使い方
今、そしてこれから」
司会：本多 満
演者：恩田 秀賢
共催：ノーベルファーマ株式会社

憲司／杉浦

9:49 ～ 10:24
一般演題（D-33-1～D-33-5）
「中毒」
座長：渡邉 栄三／上野 浩一

15:50 ～ 16:25
一般演題（D-30-1～D-30-5）
「中毒 ( 医薬品 )」
座長：並木みづほ／浅子 英
16:25 ～ 17:07
一般演題（D-31-1～D-31-6）
「ショック」
座長：井上 潤一／吉田 文哉

14:20 ～ 15:08
一般演題（N-6-1～N-6-6）
「安全管理・看護実践」
座長：西尾 治美／後藤 順一
15:08 ～ 15:56
一般演題（N-7-1～N-7-6）
「チーム医療」
座長：上澤 弘美／石井恵利佳
15:56 ～ 16:28
一般演題（N-8-1～N-8-4）
「精神的援助」
座長：谷島 雅子／深谷 貴子

14:40 ～ 15:15
一般演題（D-36-1～D-36-5）
「医療体制 ( 医療連携 )」
座長：中川 儀英／近藤 達弥
15:15 ～ 15:50
一般演題（D-37-1～D-37-5）
「ショック ( 代謝障害 )」
座長：佐々木 亮／松井 宏樹
15:50 ～ 16:25
一般演題（D-38-1～D-38-5）
「医療体制 ( 災害対策 )」
座長：山口 順子／寺山 毅郎
16:25 ～ 17:07
一般演題（D-39-1～D-39-6）
「医療体制 ( チーム医療 )」
座長：小川 理郎／長島 彩子

17

