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日程表
2017年 6月 30日（金）　1日目

第1会場 第 2会場 ポスター会場 懇親会会場
会場名 大ホール 中ホール 200 中ホール 200 前 大会議室 101
8：00

8：30

開会式
9：00 9：00 ～ 10：20� p.136

シンポジウム
隠れた母と子の中毒

座長：澤口 聡子、宮本 信也
演者：宮本 信也、澤口 聡子
　　　岡本 悦司、丸山 泰弘

9：00 ～ 10：20� p.208
一般口演 1
家庭用品

座長：杉田　 学、遠藤 容子
演者：廣瀬 智也、波多野 弥生、松吉 健夫、

　　内倉 淑男、栗原 弘紀、藤野 靖久、
城戸 崇裕、田代 恵太  　　　

9：00 ～ 13：00
ポスター掲示

9：30

10：00

10：30 10：30 ～ 11：30� p.196
教育講演 1

これだけは知っておきたいCBRNE対応
座長：須崎 紳一郎　演者：奥村 　徹

10：30 ～ 11：50� p.212
一般口演 2
医薬品

座長：明石 暁子、岩瀬 史明
演者：本多 英喜、薬師寺 泰匡、野村 智久、
　　　小島 直樹、井上 悠太郎、小野寺 誠、

山崎 健太郎、丸山 修平  　　

11：00

11：30

12：00 12：00 ～ 12：50� p.204
ランチョンセミナー 1
薬毒物分析のキホン

―カギを握っているのは臨床現場のDr です！―
座長：臼井 聖尊　演者：藤田 友嗣

共催：株式会社島津製作所

12：30

13：00 13：00 ～ 14：00� p.132
特別講演

漢方薬による流早産 ･不妊・
先天奇形と，発がん性の関係

座長：水谷 太郎　演者：内藤 裕史

13：00 ～ 17：00
ポスター閲覧

13：30

14：00 14：00 ～ 14：30
会員総会

14：30 14：30 ～ 15：50� p.216
一般口演 3
自然毒・農薬

座長：黒田 泰弘、近藤 留美子
演者：井上 　彰、桑原 佑典、堺　 淳、　
　　　本木 麻衣子、関　 藍、東郷 真人、

平松 俊紀、斉藤　 剛 　 　

14：40 ～ 15：30� p.197
教育講演 2

支援者のメンタルヘルス
座長：井上 貴昭　演者：高橋 祥友

15：00

15：30
15：40 ～ 17：00� p.142

パネルディスカッション 1
日本中毒情報センターの役割を考える

―災害と中毒―
座長：郡山 一明、福本 真理子
演者：飯田 　薫、黒木 由美子、

　 遠藤 容子、三瀬 雅史
特別発言：吉岡 敏治

16：00 15：50 ～ 17：10� p.220
一般口演 4

工業用品・その他
座長：大西 光雄、廣瀬 保夫

演者：野島 　剛、丸山 克之、山本 康之、
　　　吉田 美伽、高見 浩樹、守屋 文夫、

大石 峻裕、山田 　均  　　

16：30

17：00 17：00 ～ 18：00
ポスター発表

【医薬品1】P-1-1～P-1-6
【分析・その他1】P-3-1～P-3-5
【分析・その他2】P-4-1～P-4-5

17：10 ～ 18：30� p.182
日本毒性学会との
合同シンポジウム

毒と薬
―自然毒の解明と創薬への期待―

座長：菅野　 純、福本 真理子
演者：和田 啓爾、太田 彦人、

　　福田 達男、務台 　衛 

17：10 ～ 18：30� p.224
一般口演 5
教育・研究

座長：藤野 靖久、丸山 克之
演者：荒木 祐一、齊藤 将之、竹川 良介、　

　　竹川 良介、松井 浩子、森田　 健、
山崎 裕一朗、榎本 有希 　 　

17：30

18：00

18：30

18：45 ～ 20：00
懇親会19：00

19：30

20：00
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日程表
2017年 7月 1日（土）　２日目

第1会場 第 2会場 ポスター会場 懇親会会場
会場名 大ホール 中ホール 200 中ホール 200 前 大会議室 101
8：00

8：30

9：00 9：00 ～ 10：30� p.148
パネルディスカッション 2

急性二酸化炭素中毒
座長：山本 保博、松本 博志
演者：松本 博志、山本 保博、

　　　　池上 かおり、下條 信威

9：00 ～ 9：45� p.134
招聘講演（海外招待講演）
THE�IMPORTANCE�OF�TOXICOLOGY�
TO�FORENSIC�PATHOLOGISTS

座長：澤口 聡子　演者：Philip S. L. Beh

9：00 ～ 13：00
ポスター閲覧

9：30

10：00 10：00 ～ 10：50� p.198
教育講演 3

大規模災害に対する
病院BCP（診療継続計画）の考え方
座長：嶋津 岳士　演者：岡本　 健

10：30
10：40 ～ 11：50� p.154

パネルディスカッション 3
緊急トピックス「VX中毒のサイエンス」

座長：織田　 順
演者：沼澤　聡、中村 勝美、大西 光雄

コメンテーター：奥村 　徹

11：00 11：00 ～ 11：30� p.192
特別報告

温泉地における硫化水素中毒防止に向けた教育
座長：山口 　均　演者：伊関　 憲11：30 11：30 ～ 12：00　委員会報告� p.194

カフェイン含有製品の摂取後に救急搬送された患者の背景、
臨床経過、予後などに関する後方視的多施設共同調査

座長：宮内 雅人　演者：上條 吉人12：00 12：00 ～ 12：50� p.205
ランチョンセミナー 2

生活者にとって身近となった医薬品の個人輸入のリスク
座長：西島　正弘　演者：岸本　桂子

共催：一般社団法人　偽造医薬品等情報センター
12：30

13：00 13：00 ～ 14：00
ポスター発表

【医薬品2】P-2-1～P-2-5
【家庭用品・その他】

P-5-1～P-5-6

13：30
13：40 ～ 15：00� p.160

パネルディスカッション 4
中毒ER診療

座長：清田 和也、大谷 典生
演者：石松 伸一、早川 　桂、

　　　　間宮 　悠、寺内 真理子、
宮内 雅人  　　

13：40 ～ 15：00� p.173
パネルディスカッション 6

臨床検査と薬毒物分析―「なぜ、臨床検査
室で薬毒物を測定しないのか」―

座長：福田 篤久、増田 詩織
演者：増田 詩織、齋藤　修二、山口 芳裕

14：00 14：00 ～ 15：50
ポスター閲覧

14：30

15：00
15：10 ～ 16：40� p.167

パネルディスカッション 5
災害・集団発生中毒

座長：奥村 　徹、冨岡 譲二
演者：千代 孝夫、柳川 洋一、
　　　奥田 勝博、福本 祐一、
　　　間所 俊介 　　　 　　

15：10 ～ 16：10� p.202
市民公開講座

急性中毒初期対応のポイント
（コメディカル・保健師・保母向け）
座長：波多野 弥生　演者：高野 博徳

15：30

16：00 15：50 ～ 16：50
ポスター撤去

16：30

閉会式
17：00 17：00 ～ 18：00

クリニカル・トキシコロジスト
認定試験17：30

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00


