平成24年度学会発表
発表者名

学会名

場所

演題名

共同演者

中山 伸一

Pan-Pacific Emergency
Medicine Congress 2012

中山 伸一

第40回日本救急医学会総
会・学術集会

京都

本間正人、徳野慎一、庄野聡、
東日本大震災における航空医療搬送
近藤久禎、小井土雄一、木村
の解析：EMIS広域医療搬送患者情報 2012/11/14(11/13-15)
丘、丹野克俊、鈴木明文、北川
管理システムの記録から
喜己、森野一真

中山 伸一

第74回日本臨床外科学会
総会

東京

阪神・淡路大震災の被災地における
医療機関状況と急性期医療ニーズを
振り返って

2012/11/29(11/2912/1)

なし

中山 伸一

第60回日本職業・災害医学
会学術大会

大阪

災害時における早期からの医療連携
の重要性－阪神淡路大震災の残した
教訓

2012/12/3(12/3-4)

なし

松山 重成

第40回日本救急医学会総
会・学術集会

京都

黒川剛史、三木竜介、小出裕、
本当に必要な病院前診療とは何か～
中山晴輝、奥田裕子、甲斐聡
当センタードクターカーの活動内容の 2012/11/14(11/13-15)
一朗、井上明彦、元津倫幸、谷
変遷から考える
龍一郎、中山伸一

松山 重成

第7回病院前救急診療研究
会学術集会

大阪

都市型ドクターカーによるこれからの
病院前診療のあり方とは？

2013/1/11(1/11)

臼井 章浩

第15回日本臨床救急医学
会総会学術集会

熊本

出血性ショックに陥った重症外傷患者
に対する病院前での輸液投与に関す
る検討～制限輸液か、急速輸液か～

2012/6/16(6/15-16)

黒川 剛史

第40回日本救急医学会総
会・学術集会

京都

門脈ガス血症における予後因子の検
中山晴輝、臼井章浩、松山重
2012/11/14(11/13-15)
討
成、中山伸一

黒川 剛史

第74回日本臨床外科学会
総会

東京

外傷外科医の教育

上田 泰久

第40回日本救急医学会総
会・学術集会

京都

外傷患者における足部コンパートメン
矢形幸久、松山重成、中山伸
2012/11/15(11/13-15)
ト症候群の検討
一

奥田 裕子

第34回日本呼吸療法医学
会学術総会

沖縄

人口呼吸器離脱時におけるNPPVと
輪状甲状切開チューブ併用の試み

2012/7/14(7/14-15)

奥田 裕子

第40回日本集中治療医学
会学術集会

長野

外傷患者と非外傷患者における気管
切開施行時期についての検討

2013/3/2(2/28-3/2)

小出 裕

第40回日本救急医学会総
会・学術集会

京都

中山晴輝、三木竜介、黒川剛
左冠動脈主幹部閉塞を合併した上行
2012/11/15(11/13-15) 史、臼井章浩、松山重成、中山
大動脈損傷症例のCT所見の検討
伸一、築部卓郎

谷 龍一郎

第48回日本医学放射線学
会秋季臨床大会

長崎

造影CT撮影時に造影剤血管外漏出
により前腕のコンパートメント症候群を
来し減張切開を要した1例

元津 倫幸

第106回近畿救急医学研究
会

大阪

Clostridium septicumによる壊死筋
炎、感染性大動脈瘤、大腸癌の合併
例

元津 倫幸

第48回日本医学放射線学
会秋季臨床大会

長崎

単純CTにおける肺動脈血栓塞栓症の
診断能に関する検討

江川 悟史

第40回日本救急医学会総
会・学術集会

京都

小出裕、黒川剛史、三木竜介、中
人工血管を利用したPCPSで救命しえ
山晴輝、元津倫幸、曽我文隆、松
た、造影剤によるアナフィラキシ―
2012/11/15(11/13-15) 山重成、中山伸一、築部卓郎、堀
ショックの1例
泰雄

ソウル

How to Develop the JDMAT Training
Course and Its Contents

発表日(期間)

2012/10/25(10/24-26) なし

2012/11/30(11/2912/1)

中山伸一、小澤修一

中山晴輝、臼井章浩、松山重
成、中山伸一

井上明彦、甲斐聡一朗

2012/9/28-30

2012/7/21(7/21)

2012/9/28-30

小出裕、甲斐聡一朗、河合俊輔、鈴木
大聡、松本優、魚谷弘二、奥田裕子、
中山晴輝、白川努、神移佳、三木竜
介、上田泰久、黒川剛史、臼井章浩、
松山重成、中山伸一、小澤修一

森岳樹、木下めぐ美、大森美
佳、三田裕樹、杉本幸司

谷口 智哉

第107回近畿救急医学研究
会

滋賀

敗血症を伴う院外心肺停止に対し、低
体温療法を実施して社会復帰の転帰
を得た1例

松川 律

第42回日本心臓血管外科
学会

秋田

演題名不明

矢形 幸久

The 13th European
Congress of
Trauma&Emergency
Surgery

矢形 幸久

第38回日本骨折治療学会

矢形 幸久

2013/3/23(3/23)

奥田裕子、江川悟史、中山伸
一

Treatment of sacral fracture with
spinal instrumentation system

2012/5/14(5/12～15)

Y.Ueda,S.Mizuno,K.Koshimune,
K.Toda,Y.Ito

東京

脊椎インストゥルメンテーションシステ
ムを用いた仙骨骨折の治療―利点お
よび問題点―

2012/6/29(6/29、30)

第119回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会

福井

重度出血性ショックを呈する不安定型
骨盤骨折に対する当院の初期治療戦
略

2012/10/5(10/5、6)

矢形 幸久

ISFR 2012(第13回国際骨折
治療学会)

京都

Treatment of posterior pelvic ring
fracture with spinal instrumentation
system

矢形 幸久

第19回救急整形外科外傷
シンポジウム

福島

高エネルギー外傷として生じたインプ
ラント周囲骨折の一例

2013/3/16(3/15-16)

山本 浩隆

第37回日本脳卒中学会総
会

福岡

グースネックスネアによるプルアップ
法が有用であった破裂脳底動脈瘤の
1例

2012/4/28(4/26～28)

原淑恵、井上悟志、松本優、山
下晴央、甲村英二

原 淑恵

第37回日本脳卒中学会総
会

福岡

冠動脈疾患と初診された心肺停止発
症のくも膜下出血

2012/4/28(4/26～28)

山下晴央、山本浩隆、井上悟
志、松本優

原 淑恵

The 10th Meeting of Asian
Australasian Federation of
Interventional and
Therapeutic Neuroradiology

2012/6/14(6/14～18)

Haruo Yamashita,Hirotaka
Yamamoto,Satoshi Inoue

原 淑恵

第28回日本脳神経血管内
治療学会学術総会

原 淑恵

ABC-WIN Seminar

原 淑恵

スイス

Endovascular intervention for acute
名古屋 traumatic head and neck vascular
injuries

中後貴江、伊藤康夫、長谷川
康裕、戸田一潔、越宗幸一郎

2012/11/6-9

仙台

No PICA typeの椎骨動脈解離性動脈
瘤では元々PICAが欠損しているのか

2012/11/15(11/15～
17)

スイス

Endovascular treatment for traumatic
vertebral artery injury

2013/1/14(1/13-18)

Haruo Yamashita

STROKE2013

東京

80歳以上のくも膜下出血に対する治
療成績

2013/3/23(3/21-23)

山下晴央、林成人、井上悟志、
田中宏知

林 成人

第36回日本脳神経外傷学
会

愛知

当院における頭部外傷症例に関する
Quality Indicatorの検討

2013/3/9(3/8-9)

林 成人

STROKE2013

東京

兵庫県立淡路病院脳神経外科におけ
る脳卒中地域連携パスデータの検討

2013/3/22(3/21-23)

田中 宏知

第30回日本脳腫瘍学会学
術集会

広島

当院における転移性脳腫瘍の治療成
井上悟志、山本浩隆、原淑恵、
2012/11/25(11/25-27)
績の検討
山下晴央

中後 貴江

第49回日本リハビリテー
ション医学会学術集会

福岡

手関節掌側の広範断裂に対する治療
経験

2012/6/1(5/30-6/2)

長谷川康裕、戸田一潔、矢形
幸久、伊藤康夫

中後 貴江

第39回日本マイクロサー
ジャリ-学会学術集会

福岡

Delayed Microsurgical Reconstruction
を行った下肢新鮮外傷の検討

2012/12/7(12/6-7)

青雅一

佐藤 誠

第1回日本下肢救済・足病
学会九州地方会学術集会

福岡

虚血性潰瘍 診断・評価②

田村 竜二

第74回日本臨床外科学会
総会

東京

虫垂炎保存加療後、虫垂切除および
ヘルニア修復術を一期的腹腔鏡下手
術で行ったAmyand’s herniaの1例

2012/12/1(11/2912/1)

田村 竜二

第25回日本内視鏡外科学
会総会

横浜

術中内視鏡併用にて腹腔鏡下に摘出
しえた胃石の1例

2012/12/8(12/6-8)

2012/10/6(10/6)

なし

