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小澤修一

15th World Congress on
Disaster and Emergency
Medicine

小澤修一

第22回日本救命医療学会 (プレホスピタルにおけるドクターカー
の活用、ホスピタルにおけるPCPS，
総会

Functions of Hyogo Emergency
Medical Center

発表日

備考

2007/5/14

Shinichi Nakayama,Masao
Tomioka,Takashi Ukai

2007/9/15

中山伸一、冨岡正雄、中村
雅彦、西倉哲司、松山重
成、宮本哲也、黒川剛史、
上田明希、伊藤岳
中山伸一、冨岡正雄、中村
雅彦、松山重成、宮本哲
也、鵜飼卓

内因性CPA、外因性CPAの治療戦略
PCI，脳低体温療法の有用性）

小澤修一

第13回日本集団災害医学 院内、県内、国内、海外の医療従
会総会
事者に対する災害医療研修

2008/2/11

中山伸一

第27回日本医学会総会

災害医療－地震、テロなどに際し
て求められる医療－

2007/4/7

中山伸一

多数傷病者発生時のプレホスピ
第10回日本臨床救急医学
タル対応の課題－兵庫県下で発
会総会・学術集会
生した3事例からの提言－

2007/5/18

中山伸一

第35回日本救急医学会総 プレホスピタル診療行為の実践と
2007/10/18
会・学術集会
刑事的責任

中山伸一

第13回日本集団災害医学 災害医療におけるメディカルコン
会総会
トロールの重要性

2008/2/10

門脇嘉彦

第62回日本消化器外科学 魚骨十二指腸穿通により生じた
会定期学術総会
肝膿瘍破裂症例

2007/7/19

冨岡正雄

第9回日本褥瘡学会学術
集会

2007/9/7

冨岡正雄

第35回日本救急医学会総 外傷性下肢切断に対する穴あき
会・学術集会
ポリエチレン袋を用いた治療

上田明希、石井大嗣、松山
重成、西倉哲司、黒川剛
2007/10/17
史、小野真義、中山伸一、
小澤修一

冨岡正雄

第13回日本集団災害医学 新潟中越沖地震における災害医
会総会
療の新聞報道について

2008/2/10

中山伸一、小澤修一

冨岡正雄

第14回救急整形外傷シン ロッキングプレートを用いた多発
ポジウム
肋骨骨折の治療経験

2008/2/29

－

救命救急センターにおける器具
による褥瘡について

重症骨盤骨折に対する治療戦略
～TAEに対するガーゼパッキング
の位置づけ

松山重成

第21回日本外傷学会

松山重成

敗血症に対する肺経由動脈熱希
第35回日本救急医学会総
釈法(PiCCO)を用いた呼吸・循環
会・学術集会
動態のモニタリング

－

伊藤岳、黒川剛史、上田明
希、宮本哲也、西倉哲司、
2007/5/24
中村雅彦、冨岡正雄、中山
伸一、小澤修一
石井大嗣、小野真義、小出
裕、上田明希、黒川剛史、
2007/10/17 伊藤岳、宮本哲也、西倉哲
司、冨岡正雄、中山伸一、
小澤修一

中村雅彦

第10回日本臨床救急医学 CPA症例に対する、死後の画像
会総会・学術集会
診断の有用性についての検討

2007/5/18

中村雅彦

第21回日本外傷学会

2007/5/25

松本大典

第72回日本循環器学会総 Sirolimus-Eluting Stent at 6 Month after
Deplovment.Optical Coherence
会・学術集会

2008/3/29

宮本哲也

第10回日本臨床救急医学 ECLA導入が有用であった呼吸不
会総会・学術集会
全の2症例

2007/5/17

宮本哲也

第14回日本航空医療学会

ドクターカーの限界からみた救急
ヘリの必要性

2007/11/30

西倉哲司

血中leptin及びIGF-1値を用いた
第35回日本救急医学会総 anorexia nervosa患者栄養評価の
2007/10/17
会・学術集会
試み－鋭敏な栄養評価の指標を
求める足掛かりとして－

西倉哲司

第35回日本救急医学会総 性動脈血栓形成が原因と考えられる
2007/10/17
敗血症性肺塞栓症を発症した重症熱
会・学術集会

Ⅲb型肝損傷に対する治療戦略
Factors for Neointimal Proliferation in
Tomography Study

Junya Shite,Yusuke
Imuro,Daisuke
Ogasawara,Takahiro
Sawada,Kenichi Hirata

動脈カニュレーションに起因した感染
傷患者の一例

石井大嗣

多発外傷後の亜急性期に発症し
第10回日本臨床救急医学 た肺血栓塞栓症(PE)に対してモン
会総会・学術集会
テプラーゼ(遺伝子組換えt-PA)
が著効した一例

黒川剛史

第181回近畿外科学会

小腸腸間膜裂孔ヘルニア篏頓に
より絞扼性イレウスを呈した一例

2007/5/12

田村竜二、岸野貴賢、岡本
貴大、門脇嘉彦、森隆

黒川剛史

第21回日本外傷学会

大動脈損傷に対するMKステント
グラフト内挿術により救命しえた
多発外傷の1例

2007/5/24

中村雅彦、松山重成、冨岡
正雄、西倉哲司、中山伸
一、小澤修一

黒川剛史

第62回日本消化器外科学 門脈ガス血症を呈した小腸腸管
会定期学術総会
壊死症の1例

2007/7/19

森隆、門脇嘉彦、岡本貴
大、田村竜二、日置勝義、
岸野貴賢、髙橋卓也

黒川剛史

脂肪塞栓症候群からARDSを呈し
中村雅彦、冨岡正雄、松山
第35回日本救急医学会総
たがECLAを用いて救命し得た1
2007/10/16 重成、西倉哲司、中山伸
会・学術集会
例
一、小澤修一

伊藤岳

第97回近畿救急医学研究 食品摂取から発症したと思われる
会
有機リン中毒の2症例

2008/3/22

小野真義

第10回日本臨床救急医学 小児に発生した脂肪塞栓症候群
会総会・学術集会
の一例

2007/5/17

小出裕

当救命救急センターにおける深
第10回日本臨床救急医学
部静脈血栓症の発生状況と治療
会総会・学術集会
法についての検討

2007/5/17

2007/5/17

冨岡正雄、臼井章浩、宮本
哲也、松山重成、西倉哲
司、当麻美樹、中山伸一、
小澤修一、黒田祐一

救命救急センターにおける入院
超早期でのDVT発生状況につい
て

冨岡正雄、宮本哲也、松山
重成、西倉哲司、中村雅
2007/11/10
彦、中山伸一、小澤修一、
黒田祐一
伊藤岳、石井大嗣、西倉哲
司、松山重成、宮本哲也、
2008/2/2
冨岡正雄、中山伸一、小澤
修一、金川孝成
冨岡正雄、伊藤岳、黒川剛
史、宮本哲也、松山重成、
2007/7/21
西倉哲司、中村雅彦、中山
伸一、小澤修一

小出裕

第14回肺塞栓症研究会・
学術集会

小出裕

第10回神戸急性血液浄化 当院における脳卒中患者の透析
研究会
戦略

畑憲幸

第96回近畿救急医学会研 当センターにおける内因性腹部
究会
救急症例の検討

山下晴央

後期高齢者における頭部外傷予
山本大輔、松下誠、太田耕
第66回日本脳神経外科学 後改善の可能性―地方拠点病院
2007/10/3-5 平、原淑恵、松本伸治、細
会総会
と都市部救命救急センターの比
田弘吉、甲村英二
較から―

山下晴央

同一県内救急医療地域間格差の
松本伸治、原淑恵、太田耕
第13回日本脳神経外科救
進行と対処―兵庫県内丹波地域 2008/1/18-19 平、松下誠、石井大嗣、甲
急学会
と神戸市から―
村英二

原淑恵

第22回日本脳神経外科国 Clipping for previously coiled
際学会フォーラム
aneurysm:Report of two cases

2007/7/20

原淑恵

第66回日本脳神経外科学 外傷性鼻・口腔出血に対する血
会総会
管内塞栓術

2007/10/4

原淑恵

山下晴央、太田耕平、山本
第23回脳神経血管内治療 脳底動脈閉塞症に対する急性期
2007/11/14-17大輔、松下誠、米田行宏、
学会総会
治療
山本真士

原淑恵

第23回脳神経血管内治療 椎骨動脈解離性動脈瘤破裂急性
山下晴央、太田耕平、山本
2007/11/14-17
学会総会
期の治療と術後管理
大輔、松下誠

原淑恵

第37回日本脳卒中の外科 RAにて閉塞と診断された症候性
石井大嗣、松下誠、太田耕
2008/3/20-22
学会
内頚動脈高度狭窄の2症例
平、山下晴央

太田耕平

WFNS Grade Vのくも膜下出血の
第66回日本脳神経外科学
治療戦略―初期救急対応の重要
会総会
性

2007/10/4

山本大輔、松下誠、原淑
恵、山下晴央、細田弘吉、
甲村英二

太田耕平

重症くも膜下出血の治療戦略に
第37回日本脳卒中の外科
ついて～初期救急対応の重要性
学会
～

2008/3/21

山下晴央、原淑恵、松下
誠、石井大嗣、細田弘吉、
甲村英二

松下誠

第53回日本脳神経外科学 SPMを用いた拡散テンソル画像
会近畿支部学術集会・第 による頭部外傷における病変検
65回近畿脳腫瘍研究会
出の試みと予後との関連

2007/4/7

山本大輔、太田耕平、原淑
恵、山下晴央、細田弘吉、
甲村英二

松下誠

第54回日本脳神経外科学 拡散テンソル画像による頭部外
会近畿支部学術集会・第 傷における白質病変検出の試み
66回近畿脳腫瘍研究会
と長期予後との関連

2007/9/8

細田弘吉、山本大輔、太田
耕平、原淑恵、山下晴央、
細田弘吉、甲村英二

松下誠

拡散テンソル画像による頭部外
第66回日本脳神経外科学
傷における白質病変検出の試み
会総会
と長期予後との関連

2007/10/4

細田弘吉、山本大輔、太田
耕平、原淑恵、山下晴央、
細田弘吉、甲村英二

山本大輔、太田耕平、松下
誠、山下晴央、松山重成、
中山伸一、小澤修一

山本大輔

第53回日本脳神経外科学 急性期コイル塞栓術後、慢性期
会近畿支部学術集会・第 にクリッピング術を施行した破裂
65回近畿脳腫瘍研究会
脳動脈瘤の2例

2007/4/7

原淑恵、松下誠、太田耕
平、山下晴央、甲村英二

山本大輔

第54回日本脳神経外科学 重症くも膜下出血患者に対する
会近畿支部学術集会・第 PiCCO(ピコ)での管理経験と有効
66回近畿脳腫瘍研究会
性の検討

2007/9/8

太田耕平、松下誠、原淑
恵、山下晴央、細田弘吉、
甲村英二

山本大輔

重症くも膜下出血患者に対する
太田耕平、松下誠、原淑
第66回日本脳神経外科学
PiCCO(ピコ)での管理経験と有効 2007/10/3-5 恵、山下晴央、細田弘吉、
会総会
性の検討
甲村英二

