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日程表（第 34 回日本中毒学会東日本地方会） 

日時：2020 年 2 月 8 日（土） 場所：東京医科大学病院 9F 

 

 本会場 

【臨床講堂】 

分析ハンズオン 

【会議室 A･B】 

9:20～9:30 開会の辞  

 

 

 

 

 

 

「分析ハンズオン」 

 

 

（株）日立ハイテク 

サイエンス 

 

 

［共催］ 

日本中毒学会 

分析委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30～10:30 一般演題「分析・調査」 

座長：藤田 友嗣 

10:30～11:20 一般演題「工業・化学用品・OTC 薬」 

座長：広瀬 保夫 

11:20～11:25 休憩 

11:25～12:25 特別講演 

司会：織田  順 

講師：黒木 尚長 

12:25～12:35 休憩 

12:35～13:25 ランチョンセミナー 

司会：野村 智久 

講師：早川  桂 

13:25～13:30 休憩 

13:30～13:45 総会 

13:45～14:45 教育講演 

司会：小野寺 誠 

講師：堀   寧 

14:45～15:25 一般演題「自然毒・剖検」 

座長：奥田 勝博 

15:25～15:30 休憩 

15:30～16:20 一般演題「医薬品 1」 

座長：岡本  健 

16:20～17:10 一般演題「医薬品 2」 

座長：井上 貴昭 

17:10～17:20 閉会の辞 機器の撤去 

移動 

17:30～19:30 懇親会 会場：東京医科大学病院 9F【職員食堂】 
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プログラム 

 

9:20 ～ 9:30   開会の辞  

第 34 回日本中毒学会東日本地方会 会長 織田 順 

9:30 ～ 10:30  一般演題 

「分析･調査」 

 座長：岩手医科大学附属病院 高度救命救急センター 薬物毒物検査部門 藤田 友嗣 

01. NeedlEx-GC(/MS)®による薬毒物の一斉分析(第二報) 

筑波大学医学医療系法医学 桜井 健祥 

02. ジフェンヒドラミンのスクリーニング用検知管の作製 

筑波大学医学医療系法医学 市川 瑶子 

03. 塗布剤（塗り薬）に関する日本中毒情報センターの受信状況１ －医療用医薬品－ 

公益財団法人日本中毒情報センター 黒川友里亜 

04.  カフェイン中毒に関する文献レビュー 

日本大学医学部付属板橋病院 藤條  拓 

05. 第 21 回日本救急看護学会学術集会における日本中毒学会共済「身近な救急病態”

中毒”に強くなる！」ワークショップ開催報告 

さいたま赤十字病院 高度救命救急センター HCU 古厩 智美 

06. 当院における CBRNE 災害発生に備えた準備状況について 

国立研究開発法人 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 北原  学 

 

 

10:30 ～ 11:20  一般演題 

「工業・化学用品・OTC 薬」 

座長：新潟市民病院 救命救急･循環器病･脳卒中センター 広瀬 保夫 

07. 特徴的な頭部 C T 所見を認めた急性メタノール中毒の一例 

さいたま赤十字病院 高度救命救急センター 救急科 林  辰彦 

08. アルカリ性洗剤服用による食道損傷の一例を通して得られた経口摂取開始時期に 

関する考察 

東京医科大学救急･災害医学分野 刀祢館英久 

09. 閉鎖空間でのドライアイス使用により急性二酸化炭素中毒に陥った１症例 

帝京大学医学部救急医学講座 長谷川綾香 

10. 治療方針の決定に苦慮したカフェイン中毒の一例〜二次救急病院の立場から〜 

順天堂大学医学部附属練馬病院 大荷 俊彦 
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11. インターネットで輸入した育毛剤を過量内服した 1例 

武蔵野赤十字病院 渡辺真那斗 

 

 

11:20 ～ 11:25  休  憩 

11:25 ～ 12:25  特別講演 

司会：東京医科大学救急･災害医学分野 織田  順 

法医解剖症例から学ぶ急性中毒対応の基本 -病態と治療を含めて- 

千葉科学大学危機管理学部救急救命学コース 教授 黒木 尚長 

 

 

12:25 ～ 12:35  休  憩 

12:35 ～ 13:25  ランチョンセミナー 

共催：日本光電工業株式会社 

司会：順天堂大学医学部附属練馬病院 救急･集中治療科 野村 智久 

基本から分かりやすい！！中毒の循環動態モニタリング 

さいたま赤十字病院 高度救命救急センター 救急科 早川  桂 

 

 

13:25 ～ 13:30  休  憩 

13:30 ～ 13:45  総  会 

13:45 ～ 14:45  教育講演 

司会：福島県立医科大学地域救急医療支援講座 小野寺 誠 

臨床薬毒物分析の今までとこれから 

新潟市民病院薬剤部 副部長 堀   寧 

 

 

14:45 ～ 15:25  一般演題 

「自然毒・剖検」 

座長：旭川医科大学法医学講座 奥田 勝博 

12. 間欠性外斜視を呈したマムシ咬傷の 1 例 
福島県立医科大学救急医療学講座 佐藤ルブナ 
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13. 発症から約 1 年経過しても末梢神経障害が残存するシガテラ中毒の 1 例 
日本医科大学救急･総合診療センター救急診療科 須崎  真 

 
14. 死体血からレボメプロマジンが高濃度検出され、虚血性心疾患で急死した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 

15. 剖検と血中薬物分析により診断した急性メトホルミン中毒の一例 

新潟市民病院 救命救急･循環器病･脳卒中センター 尾﨑  望 
 

 
15:25 ～ 15:30  休  憩 

15:30 ～ 16:20  一般演題 

「医薬品 1」 

座長：順天堂大学医学部付属浦安病院 救急診療科 岡本  健 

16. スルピリド過量内服により Torsades de Pointes を起こした 1 例 

埼玉医科大学病院 薬剤部 鈴木 善樹 

17. 致死量を服毒したジフェンヒドラミン中毒の救命例 

岩手医科大学救急･災害･総合医学講座救急医学分野 横藤  壽 

18. リチウム中毒の経過中に MRI にて可逆性脳梁膨大部病変を認めた 1 例 
新潟市民病院 救命救急･循環器病･脳卒中センター 溝内 直子 

19. 凝固異常を呈した急性サリチル酸中毒の 1 例 
昭和大学藤が丘病院 救命救急科 中村 元保 

20. プロカテロールの過量吸入により低カリウム血症を来した 1 例 
筑波大学付属病院 救急･集中治療科 伏野 拓也 

 

 

16:20 ～ 17:10  一般演題 

「医薬品 2」 

座長：筑波大学付属病院 救急･集中治療部 井上 貴昭 

21. カルバマゼピン過量内服後、12 時間以上経過後に活性炭投与が有用であった１例 

昭和大学横浜市北部病院 薬剤部 髙田 昂輔 

22. Body packer のメタンフェタミン中毒の一例 

聖路加国際病院 救急部･救命救急センター 後藤 正博 

23. 過量服薬によるメトホルミン関連乳酸アシドーシス 

東京医科大学八王子医療センター 救命救急センター 小川菜生子 
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24. ウイルス性脳炎を疑いアシクロビルを投与後，急性腎障害を生じ血液透析を要した

1 例 

東京警察病院 救急科 小松 祐美 
 

25.  QuEChERS と GC-MS/MS を用いたヒト血漿中ミダゾラムとプロポフォールの分析 

昭和大学医学部救急･災害医学講座 柿  佑樹 
 

 
17:10 ～ 17:20  閉会の辞 

 

 

 

※ 閉会後、17:30 より懇親会を行います。 

  


