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第 44 回 日本中毒学会総会・学術集会

プログラム

7 月 15日（金）

会長挨拶　8:50 ～ 9:00　� 高知大学医学部　災害・救急医療学講座　宮内　雅人

一般演題 1　9:00 ～ 10:00　　�
【基礎研究・法医学】

座長：社会医療法人緑泉会　米盛病院　冨岡　譲二

O-01	 	動物用殺菌消毒剤パコマ ®有効成分（陽イオン界面活性剤）の	
体内動態に関する検討

岩手医科大学　救急・災害・総合医学講座 , 岩手医科大学附属病院　薬物毒物検査部門　藤田　友嗣

O-02	 胃酸分泌抑制薬は覚せい剤の胃内分泌を抑制する
川崎医科大学法医学，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野　吉留　　敬

O-03	 	尿中簡易薬物検査キットにおいて機能性ディスペプシア治療薬	
アコチアミドによるコカイン偽陽性反応が認められた一剖検例

高知大学医学部法医学講座　西村　拡起

O-04	 向精神薬などの処方薬および市販薬乱用による急性薬物中毒死の１例
東京慈恵会医科大学法医学講座　坂本　圭菜

O-05	 精神疾患加療中に、悪性症候群を来たし急死した１剖検事例
山形大学大学院医学系研究科医学専攻法医学講座　山崎健太郎

O-06	 	法医学において造影剤使用によるアナフィラキシー死亡事例を確定	
診断した一事例

千葉大学大学院　医学研究院　法医学，千葉大学大学院　薬学研究院　法中毒学　永澤　明佳
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一般演題 2　10:00 ～ 11:00　　�
【情報・統計・メンタルヘルス】

座長：順天堂大学医学部附属　静岡病院　救急診療科　柳川　洋一

O-07	 	LINE チャットボットを用いた急性アセトアミノフェン中毒の治療	
判断支援ツールの開発

北里大学薬学部 臨床薬学研究・教育センター 薬物動態学　友田　吉則

O-08	 	科学警察研究所発行「薬毒物による中毒事故等の発生状況」にみる
2007 年から 2018 年の薬毒物中毒の傾向

科学警察研究所　辻川　健治

O-09	 Web を利用した急性中毒症例登録システムの構築
公益財団法人 日本中毒情報センター　飯田　　薫

O-10	 	急性中毒症例において意識障害が救急搬送における照会回数に与える影響
奈良県立医科大学救急医学・高度救命救急センター　福島　英賢

O-11	 COVID-19 前後の急性アルコール中毒による救急搬送の変化
高知大学医学部環境医学教室，高知大学次世代医療創造センター　南　まりな

O-12	 心身総合の中毒診療の必要性
埼玉医科大学　臨床中毒科　喜屋武玲子

教育講演 1　11:00 ～ 11:50　　�
座長：神戸市立医療センター　中央市民病院　有吉　孝一

L-1	 わが国における薬物乱用・依存の最近の動向
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部　松本　俊彦

認定・更新セミナー 1　12:00 ～ 13:00　　�
座長：日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　救急科　稲田　眞治

NK1-01	 保険診療における急性薬毒物分析について整理する
山形大学大学院医学系研究科創薬科学講座，山形大学医学部附属病院薬剤部　山口　浩明
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NK1-02	 アメリカ合衆国における中毒コントロールセンターの過去、現在、未来
国際医療福祉大学成田病院　救急科　千葉　拓世

特別講演 1　13:00 ～ 13:50　　�
座長：高知大学医学部　災害・救急医療学講座　宮内　雅人

S1 	 	リストカットの傷はここまで綺麗になる！	
―リストカットの病理学から対応まで―

日本医科大学形成外科学教室 主任教授　小川　　令

一般演題 3　14:00 ～ 15:00　　�
【工業用品・家庭用品・農薬・自然毒中毒】

座長：千葉県救急医療センター　藤芳　直彦

O-13	 シアン中毒の一救命例
公立大学法人福島県立医科大学 救急医療学講座　鈴木　光子

O-14	 	パーマ液（第 2剤）服用によりブロム酸塩中毒となり最重度難聴と	
なるも高度難聴まで改善し補聴器による会話が可能となった症例

日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　溝渕　大騎

O-15	 	グリホサートカリウム除草剤を自殺のために服用し、腎廃絶から	
回復後、炭酸リチウムで希死念慮が軽快した双極性うつ病の一例	

結のぞみ病院　坂田　幹樹

O-16	 キノコ中毒におけるプロカルシトニンによる診断は有用か
岡山大学　高度救命救急センター　野島　　剛

O-17	 キノコ駆除中に胞子を吸ったことで過敏性肺臓炎となった一例
佐賀大学医学部附属病院 　救急医学講座，佐賀大学医学部附属病院　高度救命救急センター　鳴海　翔悟

O-18	 COVID-19 感染症が食中毒の発生に与える影響
日本医科大学 医学部　宮本　愛唯
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教育講演 2（兼）更新セミナー 3　15:00 ～ 16:00　　�
座長：福島県立医科大学　地域救急医療支援講座　小野寺　誠

Lk3-01	 毒ヘビ咬傷の診断・治療における問題点
（ 一財）日本蛇族学術研究所　堺　　　淳

Lk3-02	 食中毒の原因となる有毒植物の近年の傾向
国立医薬品食品衛生研究所安全情報部　登田　美桜

ワークショップ　16:00 ～ 17:30　　�
【コロナ禍の中毒、都会・地方の中毒】

座長：聖路加国際病院　救急部・救命救急センター　一二三　亨

W-01	 	青森県の地方都市の急性中毒とコロナ禍：4年間の後ろ向き観察研究
八戸市立市民病院　救命救急センター　吉村　有矢

W-02	 コロナ禍における中毒患者の検討
日本医科大学付属病院高度救命救急センター　平野　瞳子

W-03	 	マムシ咬傷の治療について	
（3次医療機関と 2次医療機関の治療経験を踏まえて）

鳥取大学医学部附属病院高度救命救急センター　吉岡　早戸

W-04	 	救急・精神科常勤医不在、高気圧酸素治療装置がない地方の救命	
救急センターにおける一酸化炭素中毒患者への対応

順天堂大学医学部附属静岡病院　救急診療科　柳川　洋一

W-05	 	地方の中毒に特性はあるか　	
～高知県の一救命救急センターにおける分析～

高知赤十字病院　救命救急センター　原　　真也

W-06	 大都会の中毒診療の現状と課題
国立国際医療研究センター病院　救命救急センター　救急科　小林憲太郎
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7 月 16日（土）

一般演題 4　9:00 ～ 10:00　　�
【医薬品①・中毒教育】

座長：聖路加国際病院　救急部・救命救急センター　大谷　典生

O-19	 	増加する新型タバコの誤飲	
- ニコチン含量非公表である非燃焼・加熱式タバコの危険性に関する集積症例の検証 -

大阪赤十字病院救急科，箕面市立病院救急科　大河内謙太郎

O-20	 	ゼリーに溶解服薬することにより強い治療抵抗性を示したカフェイン
中毒の一例

杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター　野田　祐司

O-21	 カフェイン過剰摂取を繰り返した症例の検討
兵庫医科大学　救急災害医学　小林　智行

O-22	 2 次救急病院では対応困難であったカフェイン中毒の一例
自衛隊中央病院救急科　花戸　郁也

O-23	 	LC/MS/MS	薬物毒迅速スクリーニングシステムでカフェイン中毒が
判明し救命し得た一例

国立国際医療研究センター病院　救命救急センター　救急科　山本　裕記

O-24	 若手救急医に対する急性薬毒物中毒の教育
東海大学医学部総合診療学系救命救急医学　山本　理絵

シンポジウム　10:00 ～ 11:50　　�
【中毒教育】

座長：福島県立医科大学医学部　救急医療学講座　伊関　	憲

S-01	 医学生への中毒講義の私の工夫
福井大学医学部附属病院　救急科総合診療部　林　　寛之

S-02	 看護基礎教育における『中毒』に関する学習の機会とカリキュラムの工夫
湘南医療大学　山勢　善江

S-03	 薬剤師における中毒教育の現状と課題
東京医科大学病院　薬剤部　添田　　博
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S-04	 臨床検査技師養成機関における中毒教育の現状
大阪医科薬科大学 三島南病院 中央診療部門 技術部門長　福田　篤久

S-05	 	救急隊／救急救命士への中毒教育の現状とこれから	
～救急医療の最前線でこそ求められる知識と判断の重要性～

関西メディカル病院　救急集中治療部，大阪府豊能地域メディカルコントロール協議会　吉永　雄一

S-06	 救急救命士養成課程学生を対象とした中毒教育の現状と課題
日本体育大学大学院保健医療学研究科救急災害医療学専攻，日本体育大学保健医療学部救急医療学科　鈴木　健介

認定・更新セミナー 2�　12:00 ～ 12:50　　�
座長：大阪大学大学院医学系研究科 救急医学　織田　　順

NK2-01	 いよいよ発刊！　改訂急性中毒標準診療ガイド
　　改訂急性中毒標準診療ガイド編集委員会

特別講演 2　13:00 ～ 13:50　　�
座長：山形大学大学院医学系研究科医学専攻　法医学講座　山崎健太郎

S2　	 法医剖検例からみた薬毒物中毒の実態
和歌山県立医科大学法医学講座　近藤　稔和

一般演題 5　14:00 ～ 15:00　　�
【医薬品②】

座長：足利赤十字病院　救命救急センター 救急科　菊池　広子

O-25	 診断に難渋した縮瞳・低体温を伴う薬物過量服用の 1例
札幌東徳洲会病院 救急・集中治療センター　合田　祥悟

O-26	 	個人輸入したザレプロンの過量内服により意識障害、痙攣、	
健忘をきたした一例

大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター　杉森　　遥

O-27	 	ペントバルビタールカルシウム錠単剤過量摂取によるバルビツール	
酸中毒の一例

東京医科大学茨城医療センター　小泉　雄生

O-28	 通常量の経口セフェム系抗菌薬による尿細管障害が疑われた一例
薬師寺慈恵病院　薬師寺泰匡
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O-29	 バルプロ酸ナトリウム中毒に対してメロペネムを用いて治療した 1例
宮崎大学医学部附属病院　救命救急センター　畠中　健吾

O-30	 		バルプロ酸中毒患者に対するカルバペネム系抗菌薬が中毒治療に寄与
したと考えられた一例

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 薬剤部　上野　由貴

一般演題 6　15:00 ～ 15:50　　�
【医薬品③】

座長：新潟市民病院救命救急・循環器病・脳卒中センター　廣瀬　保夫

O-31	 大量内服 36 時間後に受診したアセトアミノフェン中毒の 1例
練馬光が丘病院 総合救急診療科　竪　　良太

O-32	 	リアルタイムの血中濃度測定ができない状況でも、適時に透析を	
行ったことで良好な経過をたどった慢性リチウム中毒の一例

厚生連高岡病院　伊藤　宏保

O-33	 	ニコランジル過量服用によりノルアドレナリン投与を要する低血圧を
来した一例

国立国際医療研究センター病院救命救急センター救急科　船登　有未

O-34	 	カルシウム拮抗薬とアンジオテンシン変換酵素阻害薬を過量内服した
一例

日本医科大学付属病院高度救命救急センター　生天目　かおる

O-35	 	イフェクサー、ビムパット、リボトリール大量服用によりVT、Vf を
発生したが救命しえた症例

野崎徳洲会病院救急センター　千代　孝夫

閉会の挨拶　15:50 ～　　�


