
北九州 ER ～Critical Care Conference～過去開催一覧 

1) 第 1 回北九州 ER ～Critical Care Conference～  

  特別講演：「救急診療のパールズ」  

  講師：福井大学  

     地域医療推進講座 教授 寺澤 秀一 先生  

  日時：2013 年 11 月 8 日(金) 18 時 15 分～20 時 00 分  

  於：産業医科大学  

 

  

 2）第 2 回北九州 ER ～Critical Care Conference～ 

  特別講演：「救急現場で遭遇する児童虐待」 

  講師：北九州市立八幡病院 

      病院長 市川 光太郎 先生 

  日時：2014 年 3 月 20 日（木） 

  於：八幡医師会館 

 

  

3）第 3 回北九州 ER ～Critical Care Conference～  

  一般演題 1：「めまい」で来院した一例 18 時 45 分～19 時 00 分 

  座長：JCHO 九州病院 総合診療部 部長  酒井 賢一郎 先生 

  演者：産業医科大学 救急部 山口 優子 先生  

   特別講演：ER の Tips & Pitfalls ～疑う者は救われる～ 19 時 00 分～20 時 30 分 

  座長：産業医科大学 救急医学 教授 真弓 俊彦 先生    

  演者：福井大学医学部附属病院 

      救急部・総合診療部 部長・教授 林 寛之 先生 

  日時：2014 年 6 月 13 日（金） 18 時 30 分～20 時 30 分 

  於：産業医科大学 医学部 2 号館 2305 講堂   

 

  

 4）第 4 回北九州 ER ～Critical Care Conference～  

   一般演題 1：多発外傷の高位後腹膜出血には気をつけろ！ 18 時 40 分～19 時 00 分 

  座長：健和会大手町病院 救急初療室 室長 寺坂 勇亮先生    

  演者：健和会大手町病院 整形外科 永吉 信介先生 

   特別講演：「挑む」 19 時 00 分～20 時 30 分 

  座長：健和会大手町病院 院長 西中 徳治先生    



  演者：日本医科大学 千葉北総病院 救命救急センター 助教 本村 友一先生  

  日時：2014 年 10 月 3 日（金） 18 時 30 分～20 時 30 分 

  於：健和会大手町病院  看護学院 4 階研修室 (住所：北九州市小倉北区大手町 15-1）  

  （ドクターヘリの秘話が聞けます。皆様是非ご参加下さい。）  

 

 

 5）第 5 回北九州 ER〜Critical Care Conference  (2015．3 2 更新） 

日時：2015 年 3 月 12 日（木）18 時 45 分-20 時 30 分 

場所：八幡医師会会館 3 階 視聴覚教室 

北九州市八幡東区平野 2-1-1  TEL 093-681-6035 

製品説明 18：45 （株）大塚製薬工場 

【一般講演】 19：00〜19：20 

 座長 北九州市立八幡病院 感染制御室 CNIC 中川 祐子 先生 

 演題：適正な CV 管理のために 

 演者：健和会大手町病院 医療安全管理部部長 諸永 幸子 先生 

【特別講演】19：20〜20：20 

 座長 北九州市立八幡病院 救命救急センター 伊藤 重彦 先生 

 演題：重症患者の栄養管理─エビデンスの整理と実践の工夫 

 演者：兵庫医科大学 救急・災害医学講座 主任教授 小谷 穰治 先生  

 共催  北九州 ER〜Critical Care Conference 

            北九州市八幡医師会 

          株式会社大塚工場 

 生涯教育講座 1 単位：10（チーム医療）、16（ショック） 

 ※参加費 500 円（学生、看護師、救急隊員は無料） 

 ※当日は軽食を用意しています 

 

 

 6）第 6 回 北九州 ER～Critical Care Conference 

   一般演題 1 18 時 40 分～19 時 00 分 

  ♠座長：健和会 大手町病院院長 西中 徳治 先生 

  『ER における抗菌薬使用患者の検討 ～ER にカルバペネムは必要か？～』 

  ♠演者：健和会 大手町病院総合診療科 副院長 山口 征啓 先生 

   特別講演 19 時 00 分~20 時 00 分 

  ♠座長：健和会 大手町病院院長 西中 徳治 先生 

  『外傷医療にサイエンスを求めて』 

  ♠演者：健和会 大手町病院救急科 顧問 村田 厚夫 先生 



日時：平成 27 年 6 月 26 日（金）18 時 30 分〜20 時 30 分 

場所：健和看護学院 4F 研修室 

共催 北九州 ER～Critical Care Conference 

北九州医師会 

大正富山医薬品株式会社 

   ※ 参加費：500 円  （学生・看護師・救急隊員は無料） 

    尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

    生涯教育講座 1 単位（カリキュラムコード：10,57） 

 

 

7) 第７回 北九州 ER～Critical Care Conference 

情報提供  18:45  献血ノンスロン注射用 日本製薬株式会社 

一般演題 19:00~19:30 

♠座長：北九州総合病院 救命救急センター長  長嶺 貴一 先生 

     演題１『 紋扼性イレウスの一例 』 

♠演者：北九州市立八幡病院 外科 野々村 遼 先生  

     演題２『 セロトニン症候群？の一例 』 

♠演者：産業医科大学病院 救急部 穴井 玲央 先生 

特別講演 19:30~20:30 

♠座長：北九州市立八幡病院 救命救急センター長  伊藤 重彦 先生 

     『敗血症とせん妄』 

♠演者：山口大学医学部附属病院  

       先進救急医療センター センター長     鶴田 良介 先生 

日時：平成 27 年 9 月 30 日（水）18:45〜20:20 

場所：北九州市八幡医師会会館 ３階 視聴覚室 

   北九州市八幡東区平野 2-1-1 

共催 北九州 ER～Critical Care Conference 

   北九州市医師会 

   日本製薬株式会社 

※ 参加費：500 円  （学生・看護師・救急隊員は無料） 

  尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

  生涯教育講座 1.5 単位：16（ショック）、19（身体機能低下）、32（意識障害） 

 

 

8) 第 8回北九州 ER～Critical Care Conference 

日時：平成 28年 2月 4 日（木）19:00〜20:30  



場所：産業医科大学 2号館 2 階 2208講義室  

    19:00～ KCI 製品説明 

19:10～ 一般演題 

    「デグロービング損傷に VAC を使用した一例」 

    座長 JCHO九州病院 総合診療部 部長 酒井 賢一郎 先生 

    演者 産業医科大学 救急医学講座 助教 弓指 恵一 先生    

19:30～ 特別講演    

    「腹部外傷におけるダメージコントロール」 

   座長 産業医科大学 救急医学講座 教授 真弓 俊彦 先生 

   演者 東北大学大学院 医学系研究科外科病態学講座救急医学分野 教授久志本成先生 

20:30～ 閉会 

※ 参加費：500円  （学生・看護師・救急隊員は無料）  

尚、当日は軽食をご用意させていただきます。  

生涯教育講座 1.5 単位：10（チーム医療）、16（ショック）、57（外傷） 

 

 

9) 第 9回 北九州 ER Critical Care Conference 

  情報提供 「βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 ゾシン静注用」 大正富山医薬品（株） 

  一般演題１ １９：００～１９：３０ 

 ♠座長：健和会 大手町病院    院長 西中 徳治 先生 

  『当院に搬送された墜落外傷の分析』 

 ♠演者：健和会 大手町病院  外科部長  三宅  亮 先生 

  特別講演 １９：３０～２０：３０ 

 ♠座長：健和会大手町病院    院長 西中 徳治 先生 

  『敗血症の新定義－院内における敗血症早期診断と介入－』 

 ♠演者：聖マリアンナ医科大学 救急医学 教授 藤谷 茂樹 先生 

  日時：平成 28年 6月 17日（金）１８:５０〜２０:３０ 

 場所：健和看護学院 ４Ｆ研修室  

    福岡県北九州市小倉北区大手町１５－１ ＴＥＬ 093-592-1408 

 共催：北九州 ER～Critical Care Conference 

    北九州医師会 

    大正富山医薬品株式会社 

 ※ 参加費：500円  （学生・看護師・救急隊員は無料） 

 尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

   生涯教育講座 1.5単位（ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：【8】感染対策【16】ｼｮｯｸ【57】外傷 

 



10) 第 10 回 北九州 ER～Critical Care Conference 

日時：平成 28 年 9 月 30 日（金）19:00〜21:00 

場所：産業医科大学医学部 2201 講堂 

   北九州市八幡西区医生ヶ丘 1 番 1 号 

情報提供  19:00 献血グロベニンーＩ 日本製薬株式会社 

一般演題 19:10~19:30 

♠座長：JCHO九州病院 総合診療部 部長 酒井 賢一郎 先生 

   『重症尿路感染症に免疫グロブリンの出番はあるのか？』 

♠演者：産業医科大学 救急医学講座 学内講師 大坪 広樹 先生 

特別講演 19:30~21:00 

♠座長：産業医科大学 救急医学講座 教授 真弓 俊彦 

     『診断推論～今日もホームランかっとばそうぜ！』 

♠演者：諏訪中央病院 総合内科 院長補佐  山中 克郎 先生 

 共催：北九州 ER～Critical Care Conference 

    日本製薬株式会社 

 ※参加費：500 円  （学生・看護師・救急隊員は無料） 

尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

 

 

11）第 11 回北九州 ER～CRITICAL CARE CONFERENCE 

  日時：平成 29 年 2 月 3 日（金）18:50～21:00 

  場所：八幡医師会館 視聴覚室 

     福岡県北九州市八幡西区平野二丁目 1 番 1 号 

     TEL 093-681-6035 

  共催：北九州 ER～Critical Care Conference 

     北九州市医師会 

     株式会社 LSI メディエンス 

 《開催内容》 

  情報提供（18:50～19:30）【敗血症マーカー『プレセプシン』】 

  (株)LSI メディエンス 

  一般演題（19:00～19:30）【小児の膵損傷の２例】 

  座長 北九州市立八幡病院 外科/消火器・肝臓病センター 

     副院長 兼 センター長 岡本 好司 先生 

  演者 北九州市立八幡病院 

     救命救急センター    徳永 美月 先生 

  特別講演（19:30～21:00）【敗血症を通して学んできたこと】 



  座長 北九州市立八幡病院 救命救急センター 

     副院長 兼 センター長 伊藤 重彦先生 

  演者 医療法人友愛会 盛岡友愛病院 

     病院長         遠藤 重厚先生 

  参加費 医師 500 円、その他無料 

  軽食の用意があります。 

 

 

12）第 12 回北九州 ER〜Critical Care Conference 

日時：平成 29 年 6 月 23 日（金）18:45〜20:20 

場所：北九州総合病院 1 階 『フォーラム JONO』 

   北九州市小倉北区東城野町 1 番 1 号 

一般講演 

座長：北九州総合病院 救命救急副センター長 賀久 道明 先生 

『救命しえた表面活性剤中毒の一例』 

演者：北九州総合病院 森本 俊規 先生 

特別講演 

座長：北九州総合病院 救命救急センター長 坂本 喜彦 先生 

『てんかんの診断と治療-初期治療から手術的治療法について-』 

演者：産業医科大学 脳神経外科学 教授 西澤 茂 先生 

※参加費 医師のみ 500 円。その他の職種、学生は無料。 

当日は軽食をご用意しております 

 

 

13）第 13 回 北九州 ER〜Critical Care Conference 

  一般演題 19:00~19:30 

  座長：健和会大手町病院 麻酔科 部長 下里 アキヒカリ 先生 

  『急性期 DIC に対する ATIII 製剤の使用について』 

  演者：健和会大手町病院 救急科 部長三浦 正善 先生 

  特別講演 19:30~21:00 

  座長：健和会大手町病院 院長 西中 徳治 先生 

  『終末期医療と DNAR を考える』 

  演者：北海道大学大学院医学研究院侵襲制御医学講座 救急医学教室 教授 

     丸藤 哲 先生 

  日時：平成 29 年 9 月 6 日（水）19:00〜21:00 

  場所：健和会大手町病院看護学院４階研修室 



     北九州市小倉北区大手町 15-1 

  共催 北九州 ER〜Critical Care Conference 

      日本製薬株式会社 

  ※ 参加費：500 円 （学生・看護師・救急隊員は無料） 

    尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

 

 

14) 第１４回北九州 ER〜Critical Care Conference 

日時：平成２９年１１月７日（火）１８:５０〜２０:３０ 

場所：産業医科大学  ２２０１講義室   

北九州市八幡西区医生ヶ丘１番１号 

【一般講演】 

   座長：ＪＣＨＯ九州病院 救急総合診療科 部長 酒井 賢一郎 先生 

   『プレセプシンは臨床で有用か？』   

   演者：産業医科大学病院 救急科 手嶋 悠人 先生 

【特別講演】 

   座長：産業医科大学 救急医学講座 教授 真弓 俊彦 先生 

   『総合診療レクチャー・診断の型を身につける：診断戦略』 

   演者：独協医科大学 総合診療科 総合診療教育センター 

          診療部長・センター長 志水 太郎 先生  

※参加費 医師のみ 500 円。その他の職種、学生は無料。 

  当日は軽食をご用意しております。 

 

 

15) 第 15 回北九州 ER〜Critical Care Conference～ 

日時：2018 年 2 月 16 日(金)18：45～20：20 

場所：八幡医師会館 3 階 情報処理室 北九州市八幡東区平野 2 丁目 1-1 

一般演題：「抗血栓薬内服患者の急性胆嚢炎の当院での治療方針と手術時期の検討」 

 (座長)北九州市立八幡病院 副院長 兼 消化器・肝臓病センター長 岡本好司先生 

 (演者)北九州市立八幡病院 外科 上原智仁先生 

特別講演：敗血症をめぐる最新事情～臨床医が知っておくべき定義・ガイドライン～ 

 (座長)北九州市立八幡病院 副院長 兼 救命救急センター長 伊藤重彦先生 

 (演者)慶應義塾大学 医学部 救急医学 教授 佐々木淳一先生 

食事：軽食あり 

会費：500 円(学生・看護師・救急隊は無料) 

医師会単位 ：8(感染対策)、16(ショック) 



16）第 16 回 北九州 ER～Critical Care Conference 

日時：平成 30 年 6 月 13 日（水）18:50〜21:00 

場所：北九州総合病院 1 階 『フォーラム JONO』 

   北九州市小倉北区東城野町 1 番 1 号 

情報提供  18:50 献血ノンスロン注射用 日本製薬株式会社 

一般演題 19:00~19:30 

♠座長：北九州総合病院 救命救急センター 副センター長 

                                        賀久 道明 先生 

『 急性腎不全、横紋筋融解症にて入院後に肺動脈塞栓による 

 心停止、ヘパリン起因性血小板減少症をきたした１例 』 

♠演者：北九州総合病院 救命救急センター 

                                          安田 圭 先生 

特別講演 19:30~21:00 

♠座長：北九州総合病院 副院長・救命救急センター長 

                                        坂本 喜彦 先生 

『 外科医から見た敗血症性 DIC の治療戦略 』 

♠演者：横浜市立大学大学院  

    医学研究科 消化器・腫瘍外科学 教授 

                                          遠藤 格 先生 

共催 北九州 ER～Critical Care Conference 

    日本製薬株式会社 

※ 参加費：500 円  （学生・看護師・救急隊員は無料） 

尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

 

 

17）第 17 回 北九州 ER～Critical Care Conference 

日  時：平成 30 年 9 月 18 日(火)19：00～20：30 

場  所：健和会大手町病院看護学院 4 階研修室 

     北九州市小倉北区大手町 15-1 

一般演題：『VV-ECMO によって救命できた重症レジオネラ肺炎の一例』 

     (演者)健和会大手町病院 救急科 服部智弘 先生 

     (座長)健和会大手町病院 総院長 西中徳治 先生 

特別講演：『インフルエンザを含めたウイルス性呼吸器感染症 up to date 』 

     (演者)福岡大学医学部 呼吸器内科学 教授 藤田昌樹 先生 

     (座長)健和会大手町病院 副院長 総合診療科・感染症内科 山口征啓 先生 

共催 北九州 ER～Critical Care Conference 



    塩野義製薬株式会社 

※ 参加費：500 円  （学生・看護師・救急隊員は無料） 

尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

 

 

18）第 18 回北九州 ER～Critical Care Conference 

日時： 平成 30 年 11 月 7 日（水）18:50〜21:00 

場所： 産業医科大学医学部 2201 講堂 

     北九州市八幡西区医生ケ丘１番１号 

情報提供  18:50 血液浄化関連製品 東レ・メディカル株式会社 

一般演題 19:00~19:20 

♠座長：産業医科大学 救急医学講座 講師 大坪 広樹 先生 

 『 低血糖でのブドウ糖投与について』 

♠演者：産業医科大学病院 集中治療部 椎野 明日実 先生 

特別講演 19:20~20:30 

♠座長：産業医科大学 救急医学講座 教授 真弓 俊彦 先生 

 『 敗血症性ショックに対する初期蘇生管理に PMX-DHP は有効である 』 

♠演者：公立豊岡病院但馬救命救急センター 

              救命救急センター長 小林 誠人 先生 

共催 東レ・メディカル株式会社 

※ 参加費：500 円 （学生・看護師・救急隊員は無料） 

  尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

  

 

19）第 19 回 北九州 ER～Critical Care Conference 

日  時：平成 31 年 2 月 1 日(金)18：45～20：20 

場  所：北九市立八幡病院 4 階『中会議室 1・2』 

     〒805－0059 北九州市八幡東区尾倉 2 丁目 6 番 2 号 

情報提供  18:45 イーケプラ点滴静注について 大塚製薬株式会社 

一般演題：『VV-ECMO によって救命できた重症レジオネラ肺炎の一例』 

     (演者)健和会大手町病院 救急科 服部智弘 先生 

     (座長)健和会大手町病院 総院長 西中徳治 先生 

特別講演：『インフルエンザを含めたウイルス性呼吸器感染症 up to date 』 

     (演者)福岡大学医学部 呼吸器内科学 教授 藤田昌樹 先生 

     (座長)健和会大手町病院 副院長 総合診療科・感染症内科 山口征啓 先生 

共催 北九州 ER～Critical Care Conference 



    北九市医師会 

大塚製薬株式会社 

※ 参加費：500 円  （学生・看護師・救急隊員は無料） 

尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

  生涯教育講座 1 単位：32（意識障害）、35（けいれん発作） 

 

 

20）第 20 回 北九州 ER～Critical Care Conference 

日  時：令和元年 6 月 28 日(金)18：50～21：00 

場  所：パークサイドビル 9 階 

     福岡県北九州市小倉北区堺町 1-6-13 

情報提供  18:50 『フィニバックス』製品紹介 塩野義製薬株式会社 

一般演題 19:00~19:30 

♠座長：北九州総合病院 救命救急センター 

                                        衛藤 真由美 先生 

『 乳幼児虐待による重症頭部外傷の１例 』 

♠演者：北九州総合病院 救命救急センター 

                                          渡邉 章二 先生 

特別講演 19:30~20:30 

♠座長：北九州総合病院 副院長・救命救急センター長 

                                         坂本 喜彦 先生 

『 集中治療領域における敗血症に対する抗菌治療戦略 』 

♠演者：国立大学法人大分大学医学部附属病院 集中治療部 診療教授 

                                          後藤 孝治 先生 

共催 北九州 ER～Critical Care Conference 

    塩野義製薬株式会社 

※ 参加費：500 円  （学生・看護師・救急隊員は無料） 

尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

 

 

21）第 21 回北九州 ER～Critical Care Conference 

日 時：令和元年 9 月 26 日（木）18：50～20：00 

場 所：健和会大手町病院 （看護学院棟 4F 研修室） 

     北九州市小倉北区大手町１５－１ 

共催メーカー 東レ・メディカル株式会社 

19:00～19：20 一般演題 



「有機リン中毒で複数回人工呼吸器管理を要した一例」 

演者 健和会大手町病院 救急科 秋田大輔先生 

座長 健和会大手町病院 救急科部長・救急初療室室長 徳田隼人先生 

19：20～20：20 特別講演 

「敗血症治療における急性血液浄化の選択」 

演者 佐賀大学医学部 救急医学講座 教授 阪本雄一郎先生 

座長 健和会大手町病院 総院長 西中徳治先生 

※参加費：500 円 （学生・看護師・救急隊員は無料） 

     当日は軽食を用意させて頂きます。 

 

 

22）第 22 回 北九州 ER～Critical Care Conference 

日時：令和元年 10 月 18 日（金） 18:45〜20:30 

場所：産業医科大学 2 号館『2208』 

   〒807-8556 北九州市八幡西区医生ケ丘 1-1-1  

共催 北九州 ER～Critical Care Conference、北九州市医師会、大塚製薬 株式会社 

情報提供  18:45 イーケプラ点滴静注について 大塚製薬株式会社 

特別講演①19:00~19:50 

座長：産業医科大学医学部 救急医学講座 教授 真弓 俊彦  

『頻発する災害を経験した我が国の対策の現状─防ぎえる災害死回避のための、 

これまでの取り組み─』 

演者：東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 救急災害医学分野 

 教授 大友 康裕 先生 

特別講演②19:50~20:30 

座長：産業医科大学病院 救急科 賀久 道明 先生 

『九州における災害と九州大学復興支援団の活動』 

演者：九州大学病院 救命救急センター 副センター長 

   医学研究院 災害・救急医学講座 准教授  赤星 朋比古 先生 

※ 参加費：500 円  （学生・看護師・救急隊員は無料） 

尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

生涯教育講座１単位： 10（チーム医療）、14（災害医療） 

 

 

23）第 23 回 北九州 ER～Critical Care Conference 

日時：2020 年 9 月 28 日（月） 18:45〜20:20 

場所：Webex にて開催（先生ご自身のパソコンで 講演会にご参加いただけます） 



   北九州市立八幡病院 4 階 中会議室（一般演題 発信側） 

   日本製薬本社 聖路加タワー17 階  （特別講演 発信側） 

共催 北九州 ER～Critical Care Conference 

   日本製薬株式会社 

情報提供  18:45 献血ノンスロンについて 日本製薬株式会社 

一般演題 19:00~19:20 

座長：北九州市立八幡病院 副院長 

    消化器・肝臓病センター センター長 岡本 好司 先生 

『 腹部刺創の１例 』 

演者：北九州市立八幡病院 初期研修医 1) 外科 2) 救急科 3) 

          〇岡本 健司先生 1),久保 直登 1),山内 潤身 2),井上 征雄 3) 

特別講演 19:20~20:20 

座長：北九州市立八幡病院 院長 伊藤 重彦 先生 

『 ISBI practice guideline の推奨事項と熱傷初期診療 』 

演者：東京医科大学 

     救急・災害医学分野 主任教授 織田 順 先生 

 

 

24）第 24 回北九州 ER〜Critical Care Conference 

日時：2021 年 7 月 12 日（月）18 時 45 分から 20 時 20 分 

場所：原則 WEB（以下の QR コードあるいはポスターの QR コードから） 

産業医科大学 2 号館 2301 講義室 

共催：日本製薬株式会社 

情報提供  18:45 献血ノンスロンについて 日本製薬株式会社 

一般演題 19:00~19:20 

   座長：JCHO 九州病院 総合診療部 診療部長 酒井 賢一郎 先生 

     演者：産業医科大学病院 救急科 三宅 功祐 先生 

       「既往のない妊娠初期の妊婦が水中毒による意識障害を呈した一例」 

  特別講演 19:20~20:20 

 座長：産業医科大学病院 救急医学 真弓 俊彦  

     演者：北海道大学 救急科 和田 剛志 先生 

        J-SSCG2020「敗血症における DIC 診断と治療」 

～骨子とその学術的背景、そしてそこから一歩進んで考える～ 

 

 

令和 3 年 7 月 28 日更新 


