平成22年度学会発表
発表者名

学会名

場所

演題名

鵜飼卓

The 10th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine in Sapporo

札幌

Ensuring Safer Hospital Function
againt Disasters

小澤修一

The 10th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine in Sapporo

札幌

Disaster medical services system in
Hyogo prefecture from the lessons of
the Great Hanshin-Awaji Earthquake

小澤修一

第38回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

院外心肺停止患者に対するPCPSの
導入は社会復帰率向上に寄与するか

小澤修一

第16回日本集団災害医学
会

大阪

中山伸一

The 10th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine in Sapporo

中山伸一

発表日(期間)

(2010/8/26-28)

2010/8/27(8/26-28)

共同演者

PPT

Shuichi Kozawa,Shinichi
Nakayama(and Junko Ikeuchi)

Shinichi Nakayama,Masao
Tomioka,Takashi Ukai

(2010/10/9-11)

中山伸一、冨岡正雄、松山重
成、臼井章浩、黒川剛史、上田
泰久、山本瑞枝、小出裕、内野
隼材、奥田裕子

兵庫県における災害時の指揮命令

2011/2/11(2/11-12)

中山伸一、冨岡正雄、松山重
成、臼井章浩、黒川剛史、鵜飼
卓

札幌

Medical Intervention and Perfect
Decontamination at the scene in
CBRNE Disaster:To do or not to do?

2010/8/27(8/26-28)

第38回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

脳死下臓器提供における問題点：救
命救急センターでの現場経験からの
考察

2010/10/10(10/9-11)

中山伸一

地震による人間被害と健康
被害に関する瑞浪国際シン
ポジウム

岐阜

Present and Prospect of Disaster
Medical Response in Acute Phase in
Japan-15 Years from the Devastative
Kobe Earthquake-

(2010/11/15-16)

中山伸一

第16回日本集団災害医学
会

大阪

EMISから見た広域医療搬送における
DMATsの課題

2011/2/12(2/11-12)

冨岡正雄

第24回日本外傷学会

千葉

重症四肢外傷における即日切断術の
治療戦略の検討

2010/5/28(5/27-28)

上田泰久、松山重成、臼井章
浩、長谷川康裕、中後貴江、中
山伸一、小澤修一

○

冨岡正雄

第35回日本外科系連合学
会学術集会

千葉

災害外科の特殊性 整形外科領域
について

2010/6/18(6/17-18)

上田泰久、中山伸一、小澤修
一

○

冨岡正雄

第32回日本中毒学会総会・
学術集会

岡山

硫化水素中毒に対するプレホスピタ
ル活動の経験から

2010/7/24(7/23-24)

中山伸一、小澤修一、上田泰
久、宮本哲也

冨岡正雄

第45回日本脊髄障害医学
会

長野

多発外傷を伴った脊髄損傷治療

2010/10/21(10/21-22)

伊藤康夫、越宗幸一郎、瀧川
朋亨、上田泰久

○

小澤修一、鵜飼卓、冨岡正雄、
当麻美樹、伊藤岳、松山重成、
臼井章浩、黒川剛史、上田泰
久、小出裕

―

2010/6/5(6/4-5)

甲斐聡一朗、小出裕、奥田裕
子、内野隼材、山本瑞枝、上田
泰久、黒川剛史、臼井章浩、冨
岡正雄、中山伸一、小澤修一

○

○

松山重成

第36回日本熱傷学会

横浜

トキソイド・免疫グロブリンを投与せず
破傷風を発症した広範囲熱傷の1例

松山重成

第38回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

敗血症性DICにおけるADAMTS13活
性低下にADAMTS13 inhibitorは関与
しない

2010/10/10(10/9-11)

奥田裕子、小出裕、内野隼材、
上田泰久、黒川剛史、臼井章
浩、冨岡正雄、中山伸一、小澤
修一

臼井章浩

第2回Acute Care Surgery
研究会学術集会

横浜

内視鏡的膵管ステント留置を行った膵
頭部膵管損傷の１症例

2010/11/20(11/20)

黒川剛史、内野隼材、中山晴
輝、松山重成、中山伸一、小澤
修一

臼井章浩

第103回近畿救急医学研究
会

京都

軍用止血帯を用いた止血法の実践に
向けての検討

2011/3/5(3/5)

黒川剛史、上田泰久、小出裕、
三木竜介、江田陽一、松山重
成、中山伸一、小澤修一

黒川剛史

第35回日本外科系連合学
会学術集会

千葉

当院における後腹膜出血に対する急
性期治療方針

2010/6/18(6/17-18)

上田泰久

第83回日本整形外科学会
学術総会

東京

骨盤骨折の骨折型と骨盤内血管損傷
の検討

2010/5/29(5/27-30)

冨岡正雄、長谷川康裕、伊藤
康夫、戸田一潔、矢形幸久

○

冨岡正雄、小澤修一、中山伸
一、松山重成、臼井章浩、黒川
剛史、小出裕、内野隼材、奥田
裕子

上田泰久

第24回日本外傷学会

千葉

重症骨盤骨折の初期治療における
ガーゼパッキングとTAEを中心とした
プロトコール

上田泰久

第36回日本骨折治療学会

千葉

重症骨盤骨折の初期治療方針-TAE
and Packing before Ex-Fix-

2010/7/2(7/2-3)

上田泰久

札幌外傷整形外科カンファ
レンス

札幌

脛骨遠位1/3骨折に対する髄内釘固
定の検討

2010/11/13

内野隼材

第24回日本外傷学会

千葉

Lap seat belt injuryの１例

伊集院真一、臼井章浩、冨岡
2010/5/28（5/27-28) 正雄、松山重成、中山伸一、小
澤修一

○

神移佳

第38回日本集中治療医学
会学術集会

横浜

脳低体温療法におけるロクロニウム
の検討

2011/2/26(2/24-26)

河合俊輔、松本優、甲斐聡一
朗、奥田裕子、江田陽一、臼井
章浩

○

小出裕

第39回日本IVR学会総会

東京

再TAEを要した骨盤骨折症例の検討

森岳樹、上嶋英介、木下めぐ
2010/5/20(5/20-5/22) 美、奥野晃章、杉本幸司、冨岡
正雄、中山伸一、小澤修一

○

小出裕

第24回日本外傷学会

千葉

鈍的脾損傷の経過観察例の検討～
後日TAEとなった症例を中心に～

2010/5/27（5/27-28)

松山重成、臼井章浩、冨岡正
雄、中山伸一、小澤修一

○

小出裕

第38回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

重症骨盤骨折症例におけるガーゼ
パッキング後の血管造影所見

2010/10/11(10/9-11)

小澤修一、中山伸一、冨岡正
雄、松山重成、臼井章浩

○

甲斐聡一朗

第36回日本熱傷学会

横浜

当院における広範囲熱傷患者の急性
腎障害に対する持続的腎代替療法の
検討

2010/6/5(6/4-5)

奥田裕子、山本瑞枝、松山重
成、小澤修一

2010/5/27(5/27-28)

○

○

なし

○

元津倫幸

第31回日本中毒学会西日
本部会

大阪

界面活性剤の誤飲により著名な代謝
性アシドーシスをきたした一例

2011/2/26(2/26)

黒川剛史、河合俊輔、鈴木大聡、甲斐
聡一朗、魚谷弘二、中山晴輝、白川
努、小出裕、神移佳、内野隼材、三木
竜介、江田陽一、上田泰久、臼井章
浩、松山重成、中山伸一、小澤修一、
鵜飼卓

鈴木大聡

第38回日本集中治療医学
会学術集会

横浜

Aeromonas hydrophilaが起因菌として
疑われた急性閉塞性化膿性胆管炎
の1例

2011/2/24(2/24-26)

江田陽一、小澤修一、中山伸一、
冨岡正雄、松山重成、臼井章浩、
黒川剛史、上田泰久、神移佳

○

鈴木大聡

第103回近畿救急医学研究
会

京都

治療に難渋した正中仙骨動脈損傷の
1例

2011/3/5(3/5)

小出裕、神移佳、黒川剛史、臼井
章浩、松山重成、中山伸一、小澤
修一

○

山下晴央

日本脳神経外科学会第69
回学術総会

福岡

ドクターカー・ドクターヘリにより搬送さ
原淑恵、木戸口慶司、山本浩隆、
2010/10/29(10/27-29) 田中潤、甲村英二
れた意識障害患者評価の問題点

原淑恵

第60回日本脳神経外科学
会近畿時部学術集会

大阪

塩酸ファスジルの繰り返し動注を行っ
た難治性症候性脳血管れん縮の1例

原淑恵

日本脳神経外科学会第69
回学術総会

福岡

原淑恵

日本脳神経外科学会第69
回学術総会

原淑恵

2010/9/18(9/17-18)

山下晴央、山本浩隆、鵜山淳、松
本優、田中潤

重症頭部外傷における斜台骨折

2010/10/28(10/27-29)

山下晴央、木戸口慶司、山本
浩隆、田中潤、甲村英二

福岡

Happy Working Life

2010/10/29(10/27-29) なし

第26回NPO法人日本脳神
経血管内治療学会学術総
会

福岡

頚椎損傷に伴う外傷性骨動脈損傷に
山下晴央、山本浩隆、鵜山淳、
2010/11/19(11/18-20)
対する血管内治療
田中潤、松本優

山本浩隆

日本脳神経外科学会第69
回学術総会

福岡

頸動脈穿刺による脳血管内治療7例
の検討

山本浩隆

第26回NPO法人日本脳神
経血管内治療学会学術総
会

福岡

t-PA静脈投与認可後の当院における
原淑恵、鵜山淳、松本優、田中
2010/11/19(11/18-20)
脳底動脈急性閉塞に対する治療
潤、山下晴央、甲村英二

2010/10/28(10/27-29)

原淑恵、木戸口慶司、田中潤、
山下晴央、甲村英二

田中潤

第60回日本脳神経外科学
会近畿支部学術集会

大阪

一期的に両側開頭減圧術を行い救命
しえた重症頭部外傷の2例

2010/9/18(9/17-18)

塩見亮司

第59回日本脳神経外科学
会近畿支部学術集会

大阪

重症多発外傷に合併した外傷性内頚
動脈閉塞症の2例

2010/4/3

奥野晃章

第69回日本医学放射線学
会総会

横浜

透析シャントの急性閉塞に対するIVR
－技術的成功率と開存率に関与する
因子の統計学的検討－

2010/4/8(4/8-11)

奥野晃章

第39回日本IVR学会総会

東京

自家静脈透析シャントの急性閉塞に
対するIVR－技術的成功率と開存率
に関与する因子の統計学的検討－

2010/5/21(5/20-22)

中後貴江

第53回日本手の外科学会
学術集会

新潟

Spaghetti wrist:手関節掌側の広範断
裂に対する治療経験

2010/4/17(4/15-１７） 長谷川康裕、越宗幸一郎

中後貴江

The 11th Triennial Congress
of the International Federation
韓国・ソウル Spaghetti Wrist Treatment
of Societies for Surgery of the
Hand

松川律

第53回関西胸部外科学会
学術集会

胸部下行大動脈疾患に対するステン
名古屋 トグラフト治療術後に追加治療を要し
た症例に関する検討

松川律

第53回関西胸部外科学会
学術集会

名古屋

左鎖骨下動脈起始異常を伴う後方型
右側大動脈弓に対する外科治療経験

2010/6/25(6/24-25)

田村竜二

第23回日本内視鏡外科学
会総会

横浜

術前MRCPにて胆嚢管合流異常を診
断し、腹腔鏡下胆嚢摘出術を安全に
施行しえた早期胆嚢癌の１例

2010/10/20(10/18-20)

田村竜二

第72回日本臨床外科学会
総会

横浜

組織学的に肉腫様変化を呈した巨大
2010/11/23(11/21-23)
空腸神経内分泌腫瘍の１例

五十嵐宣明

第19回兵庫県救急・集中治
療研究会

神戸

当センターにおけるPCPS導入例の検
討－SAVE-Jエントリー適応外の症例
を含めて

(10/30-11/5)

松本優、鵜山淳、山本浩隆、原
淑恵、山下晴央

田中潤、山本浩隆、木戸口慶
司、原淑恵、山下晴央

Yasuhiro Hasegawa

2010/6/25(6/24-25)

2010/11/20(11/20)

小澤修一、中山伸一、松山重成、臼井章浩、黒川剛
史、上田泰久、小出裕、三木竜介、神移佳、江田陽
一、内野隼材、中山晴輝、白川努、魚谷弘二、甲斐聡
一朗、河合俊輔、元津倫幸、鈴木大聡、土井智文、村
田武臣、並木雅行、佐藤淳哉

