平成26年度学会発表
発表者名

学会名

場所

演題名

発表日(期間)

共同演者

中山 伸一

12ｔｈ Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

東京

Establishing Communication and
Collaboration in Disaster Medical
Response:Emergency Medical
Coordinator System with Emergency
Medical Information System

2014/9/18（9/17-19）

―

中山 伸一

第42回日本救急医学会総
会

福岡

災害医療体制の充実に向けて：救急医に
よる災害医療コーディネーションへの積極
的関与の重要性

2014/10/29（10/2830）

川瀬鉄典、石原諭、松山重成、
黒川剛史、三木竜介、中山晴
輝、甲斐聡一朗、井上明彦、岡
田剛、濵上知宏

中山 伸一

第23回全国救急隊員シンポ
神奈川 座長
ジウム

中山 伸一

阪神・淡路大震災20年メモ
リアル

神戸

阪神・淡路大震災20年メモリアル

2014/1/29（1/29-30）

2015/1/31
小澤修一、鵜飼卓、川瀬鉄典、石
原諭、松山重成、甲斐聡一朗、濵
2014/2/26（2/26-28） 上知宏、中田正明、近藤久禎、小
土井雄一、本間正人、楠孝司、徳
野慎一、庄野聡

第20回日本集団災害医学
会総会・学術集会

東京

災害時医療対応システムの確立に向け
て：阪神・淡路大震災から20.年を経て

石原 諭

第40回日本熱傷学会総会・
学術集会

埼玉

神戸市における病院前熱傷重症度評
価

石原 諭

第36回日本中毒学会総会・
学術集会

東京

座長

2014/7/26（7/25-26）

石原 諭

日本Acute Care Surgery 学
会学術集会

青森

座長

2014/9/21（9/20-21）

石原 諭

阪神・淡路大震災と東日本
大震災に学ぶ、災害医療支
援体制の構築と人材育成
事業

神戸

急性災害医療の考え方～阪神淡路大
震災以降～

川瀬 鉄典

第17回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

栃木

兵庫県における災害対応：平時の体
制とシステム運用

2014/6/1（5/31-6/1）

川瀬 鉄典

第40回日本熱傷学会総会・
学術集会

埼玉

福知山花火大会における爆発事故：
その隣接府県対応と分散搬送調整

2014/6/6（6/5-6）

川瀬 鉄典

第42回日本救急医学会総
会

福岡

大規模災害対応演習の企画・実施に
おける標準化の試み

中山伸一、石原諭、松山重成、
2014/10/30（10/28黒川剛史、三木竜介、中山晴
30）
輝、甲斐聡一朗

川瀬 鉄典

第20回日本集団災害医学
会総会・学術集会

東京

FY25.26広域医療搬送訓練から見た
医療搬送計画と病院支援

2015/2/27（2/26-28）

中山 伸一

2014/6/6（6/5-6）

松山重成、川瀬鉄典、中山伸
一、栗岡由樹

2015/2/11

中山伸一、松山重成、石原諭、
古賀聡人、三木竜介

松山重成、石原諭、中山伸一

甲斐聡一朗、松山重成、石原
諭、中山伸一

松山 重成

第28回日本外傷学会

東京

黒川剛史、三木竜介、中山晴
輝、甲斐聡一朗、井上明彦、古
ドクターカーからMassive Protocolを発
2014/6/26（6/25-26） 賀聡人、岡田剛、濵上知宏、谷
動した24例の検証
龍一郎、石原諭、川瀬鉄典、中
山伸一

松山 重成

日本Acute Care Surgery 学
会学術集会

青森

当センターでの骨盤骨折に対する
ガーゼパッキング46例の検証

濵上知宏、岡田剛、中山晴輝、
2014/9/21（9/20-21） 黒川剛史、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

松山 重成

第42回日本救急医学会総
会

福岡

出血性ショックを呈する外傷例に対す
る術前輸血制限は人工呼吸期間を短
縮する

谷龍一郎、井上明彦、甲斐聡
2014/10/28（10/28- 一朗、中山晴輝、三木竜介、黒
30）
川剛史、石原諭、川瀬鉄典、中
山伸一

松山 重成

第23回日本熱傷学会近畿
地方会

大阪

座長

栃木

曽我文隆、五十嵐宣明、土井
ＥＣＰＲ症例の集約化と治療成績向上
2014/5/31（5/31-6/1） 智文、松山重成、川瀬鉄典、石
に向けた取り組みとその成果
原諭、中山伸一

三木 竜介

第17回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

2015/1/10

三木 竜介

Long-term neurological outcome of
extracorporeal cardiopulmonary
ヨーロッパ心臓病学会2014 バルセロナ
resuscitation for out of hospital
cardiacarrests

F.Soga、N.Igarashi、T.Doi、
2014/9/1（8/30-9/3） T.Kawase、S.Ishihara、
S.Nakayama

三木 竜介

第42回日本救急医学会総
会

福岡

院外心肺停止例に対するECPRの社
会復帰率改善に向けての取り組みと
成果－プロトコール策定は予後改善
に寄与するのか？－

甲斐聡一朗、中山晴輝、黒川
2014/10/30（10/28剛史、松山重成、石原諭、中山
30）
伸一

三木 竜介

第42回日本集中治療医学
会学術集会

東京

日本の外傷センターにおける静脈血
栓塞栓症の発生率とその対策

江川悟史、菊田正太、古賀聡
2015/2/10（2/9-11） 人、甲斐聡一朗、井上明彦、川
瀬鉄典、石原諭、中山伸一

横浜

術前制限輸液は術中麻酔管理にどう
影響を及ぼしたか

2014/5/16（5/15-17） 古賀聡人

井上 明彦

第42回日本救急医学会総
会

福岡

外傷症例に対する病院前輸液が凝固
に与える影響－非制限輸液VS制限輸
液－

松山重成、古賀聡人、甲斐聡
2014/10/28（10/28- 一朗、中山晴輝、三木竜介、黒
30）
川剛史、川瀬鉄典、石原諭、中
山伸一

井上 明彦

第42回日本集中治療医学
会学術集会

東京

病院前診療における気管挿管で複数
回の咽頭展開を要した症例の検討

2015/2/9（2/9-11）

菊田正太、古賀聡人、甲斐聡
一朗、三木竜介、石原諭

谷 龍一郎

第307回公益社団法人日本
医学放射線学会関西地方
会

大阪

多発外傷を契機に発覚し、準救急的
な血管塞栓術を要した臀部 high flow
AVMの1例

2014/6/21

上村尚文、大森美佳、丸山晃
司、森岳樹

谷 龍一郎

第42回日本救急医学会総
会

福岡

肋骨骨折に伴う鋭的大動脈損傷の2
例（TEVAR施行例と保存的加療の対
比）

谷 龍一郎

第58回関西IVR研究会

大阪

PCPRを用いた心肺蘇生による医原性
肝損傷に対してTAEを施行し、肝梗塞
を来たした1例

2015/2/28

甲斐 聡一朗

12ｔｈ Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

東京

FMT Guideline:From the Experiences
and Challenges of a Foreign Medical
Team in response to Typhoon Haiyan

2014/9/17(9/17-18)

甲斐 聡一朗

災害メモリアルKOBE

神戸

パネルディスカッション

甲斐 聡一朗

第20回日本集団災害医学
会総会・学術集会

東京

外国医療チームに関する国際指針：
台風ハイヤン災害支援の経験から

井上 明彦

日本麻酔科学会第61回学
術集会

中山晴輝、黒川剛史、松山重
2014/10/28（10/28- 成、川瀬鉄典、石原諭、中山伸
30）
一、丸山晃司、大森美佳、上村
尚文、森岳樹
小出裕、丸山晃司、大森美佳、
上村尚文、森岳樹

Shinichi Nakayama、Takashi
Ukai

2015/1/10

2015/2/26（2/26-28） 中山伸一、鵜飼卓

古賀 聡人

第17回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

栃木

ハイムリック手技が原因と考えられる
大動脈損傷と上腸間膜動脈損傷を合 2014/5/31（5/31-6/1） 石原諭、川瀬鉄典、中山伸一
併した１例

古賀 聡人

日本麻酔科学会第60回関
西支部学術集会

大阪

大量輸血後に鉄過剰症を来たした重
症外傷の1例

2014/9/6

古賀 聡人

日本小児科麻酔学会第20
回大会

札幌

小児重症外傷をどこで診療するか？
独立型救急救命センターと小児専門
施設の連携例

2014/9/23（9/22-23）

古賀 聡人

日本小児科麻酔学会第20
回大会

札幌

プレホスピタルケアにおける小児麻酔
科医の役割

2014/9/23（9/22-23）

2014/11/1（11/1-3） 井上明彦

井上明彦

古賀 聡人

第34回日本臨床麻酔学会

東京

え、この患者に複数回麻酔をするんで
すか？BMI：51Kg/㎡のフルニエ症候
群の一例

古賀 聡人

第9回医療の質・安全学会
学術集会

千葉

イチローのグローブのごとくエコーを大 2014/11/22（11/22石原諭、江殿和正、津田雅美
事にしよう
24）

岡田 剛

日本Acute Care Surgery 学
会学術集会

青森

独立型救急救命センターにおける外
科修練医の診療実績から見る現状と
問題点

石原諭、濵上知宏、中山晴輝、
2014/9/20（9/20-21） 黒川剛史、松山重成、川瀬鉄
典、中山伸一

岡田 剛

第76回日本臨床外科学会
総会

福島

独立型救急救命センターにおける外
科修練医の診療実績から見る現状と
問題点

2014/11/22（11/20- 石原諭、濵上知宏、黒川剛史、
22）
門脇嘉彦

濵上 知宏

日本Acute Care Surgery 学
会学術集会

青森

緊急手術における手術安全チェックリ
ストの導入

岡田剛、中山晴輝、黒川剛史、
2014/9/21（9/20-21） 松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

菊田 正太

第17回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

栃木

救急医が行った小児救急診療の質に
西原正人、佐野博之、鍋谷まこ
2014/5/31（5/31-6/1）
関する検討
と、廣田哲也

菊田 正太

第17回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

栃木

脳梗塞におけるＭＣＡのＣＴ値測定の
意義に関する検討

廣田哲也、八木献、堀雅俊、石
田丈貴、原悠也、宇佐美哲郎、
2014/6/1（5/31-6/1）
矢田憲孝、杉本繁博、三木豊
和

菊田 正太

第42回日本救急医学会総
会

福岡

自然整復する頸椎脱臼を契機に発症
したと考えられた椎骨動脈損傷の1例

武田和也、水田宜良、水野正
2014/10/29（10/28一郎、黒川剛史、矢形幸久、松
30）
山重成、石原諭、中山伸一

菊田 正太

第42回日本集中治療医学
会学術集会

東京

PCPS導入患者における便失禁管理
システムの菌血症予防効果に関する
検討

2005/2/9（2/9-11）

古賀聡人、井上明彦、甲斐聡
一朗、三木竜介、石原諭

菊田 正太

35th International
Sympsium on Intensive
Care and Emergency
Medicine

ブリュッセル
ベルギー

2015/3/18（3/17-20）

Ryusuke Miki、Satoshi
Ishihara、Shin-ichi Nakayama

武田 和也

第43回日本脊椎脊髄病学
会学術集会

京都

脱臼骨折を伴う頸髄損傷おける脱臼
整復時期と神経学的予後の関連につ 2014/4/18（4/17－19） 伊藤康夫、菊池剛
いて

武田 和也

第87回日本整形外科学会
学術集会

神戸

脱臼骨折を伴う頸髄損傷おける脱臼
整復時期と神経学的予後の関連につ
いて

武田 和也

第28回日本外傷学会

東京

転位の大きい胸骨骨折に対するロッ
キングプレートによる骨接合術の３例

武田 和也

第40回日本骨折治療学会

熊本

人工呼吸器離脱困難の多発肋骨骨折
水田宜良、松宮豊、水野正一
2014/6/27（6/27-28）
に対する骨接合術の治療経験
郎、矢形幸久

福岡

脱臼骨折を伴う頸髄損傷おける脱臼
整復時期と神経学的予後の関連につ
いて

武田 和也

第42回日本救急医学会総
会

武田 和也

第42回頸椎研究会議
（CSRS2014）

A protective effect of fecal
incontinence management system
against bacteremia for OHCA
undergoing ECMO

Relationship between the Timing of
Reduction of Cervical Spine
アメリカ
Dislocations and Neurological
Recovery

2014/5/（5/22-25）

矢形幸久、黒川剛史、松山重
2014/6/26（6/25-26） 成、川瀬鉄典、石原諭、中山伸
一

中山晴輝、甲斐聡一朗、黒川
2014/10/29（10/28剛史、三木竜介、松山重成、石
30）
原諭、中山伸一

2014/12/3-6

水田 宜良

中部日本整形外科災害外
科学会

岡山

大腿骨骨折に伴って生じた脂肪塞栓
症候群の検討 －重篤な合併外傷を
伴わなかった４例－

2014/4/12（4/11-12）

水田 宜良

第28回日本外傷学会

東京

座長

2014/6/25（6/25-26）

水田 宜良

第23回日本熱傷学会近畿
地方会

大阪

焼痂接線切除時の止血目的でのシリ
コンジェル・ドレッシングの使用経験

松宮 豊

中部日本整形外科災害外
科学会

名古屋 肩甲骨烏口突起に対する治療

伊藤康夫、菊池剛

2015/1/10

2014/10/3（10/3-4）

Takeshi Kikuti,Yasuo Ito

矢形幸久、武田和也、水野正
一郎、中後貴江

松山重成、中山伸一、上山昌
史、大須賀章倫

血清膵酵素が正常値で推移した重傷
和歌山
膵損傷の1例

2015/3/7

菊田正太、武田和也、黒川剛
史、濵上知宏、岡田剛、中山晴
輝、松山重成、石原諭、川瀬鉄
典、中山伸一

松宮 豊

第111回近畿救急医学研究
会

服部 賢司

第23回兵庫県救急集中治
療研究会

兵庫

肋骨骨折が原因となった大動脈損傷
の1例

2014/11/8

谷龍一郎、黒川剛史、石原諭、
川瀬鉄典、中山伸一、小出裕

原口 知則

第42回日本血管外科学会
学術集会

青森

当院における感染性大動脈瘤の治療
経験

2014/5/22（5/21-23）

築部卓郎、松川律、小澤修一、
小川恭一

原口 知則

第67回日本胸部外科学会
定期学術集会

福岡

冠動脈疾患に合併した中等度機能性
憎帽弁閉鎖不全の予後

2014/9/30（9/3010/3）

築部卓郎、松川律、岡田泰司、
小澤修一、小川恭一

原 淑恵

第20回日本血管内治療学
会

原 淑恵

日本脳神経外科学会第73
回学術集会

原 淑恵

第30回日本脳神経血管内
治療学会学術集会

原 淑恵

ABC WIN 2015 Seminar

原 淑恵

STROKE 2015

広島

脳卒中診療における救命救急セン
ターとの連携－脳外科と救急部の
山下晴央、中山伸一、松山重
2015/3/27（3/26-29）
○○な関係で脳卒中治療をもっと思い
成
通りに

林 成人

日本脳神経外科学会第73
回学術集会

東京

MR画像に基づく安静時脳位置変化・
変形の非侵襲解析

林 成人

第38回脳神経外傷学会

徳島

バドミントンプレー中に受傷した重症
頭部外傷の1高齢者例

田中 宏知

第32回日本脳腫瘍病理学
会学術集会

徳島

山下晴央、沖野毅、原淑恵、林
初期治療10年後に再発を来したＣｅｎｔ
52014/5/24（5/23-24）
成人、山本祐輔、藤田祐一
ｒａｌ ｎｅｕｒｏｃｙｔｏｍａの1例

田村 竜二

第12回日本ヘルニア学会
学術集会

東京

鼠径部腫瘤を生じ、腹腔鏡手術にて
治療した外性子宮内膜症合併鼠径ヘ
ルニアの1例

2014/6/7（6/6-7）

―

田村 竜二

第27回内視鏡外科学会総
会

岩手

高CEA血症を呈し、腹腔鏡補助下に
切除された虫垂粘液囊腫の1例

2014/10/2（10/2-4）

横田裕貴、河本慧、久保田暢
人、岡本貴大、石堂展宏、門脇
嘉彦

田村 竜二

第87回日本胃癌学会総会

広島

80歳以上の高齢者に対する胃癌手術
症例短期成績の検討―大腸癌症例と
の比

2015/3/6（3/4-6）

門脇嘉彦、石堂展宏、岡本貴
大、久保田暢人、岡田剛、河本
慧、横田祐貴

中後 貴江

第57回日本手外科学会学
術集会

沖縄

外傷性母指CM関節脱臼に治療経験

中後 貴江

日本マイクロサージャリ―
学会学術集会

京都

下腿開放骨折に対する”Fix then
Flap"の治療経験

中後 貴江

6th Combined Meeting of the
American Society for Surgery
of the Hand and Japanese
Society for Surgery of the
Hand

マウイ

救命救急センターでの外傷治療にお
和歌山 ける脳血管内治療の役割-自施設で
の経験

2014/6/21（6/20-21） 山下晴央、中山伸一

東京

外傷性頸部動脈損傷の診断と治療

2014/10/10（10/9-11）

横浜

受傷当日に診断された無症候性外傷
性頚動脈海綿静脈洞瘻（CCF）と、翌
日以降に診断された症候性外傷性
CCFの臨床および画像所見の比較

2014/12/6（12/4-6）

ジュネーブ

Traumatic Carotid Artery DissectionA case report

2015/1/18-23

山下晴央、林成人、田中宏知、
溝脇卓、山口陽二

Haruo Yamashita

中井友昭、山下晴央、甲村英
2014/10/10（10/9-11） 二、青山信和、京谷勉輔、上田
優、熊本悦子、小寺賢

2015/3/6-7

田中宏知、山口陽二、原淑恵、
山下晴央、甲村英二、高本浩
路、目片幸二郎

2014/4/18（4/17－18） 長谷川康裕、松橋美波

2014/12/5（12/4-5） 青雅一、松橋美波

2015/3/29-4/1

矢形 幸久

INTERNATIONAL SOCIETY
FOR FRACTURE REPAIR
2014 14th Biennial
Conference

NY

矢形 幸久

第40回日本骨折治療学会

水野 正一郎

水野 正一郎

Study of hemorrhage in elderly
patients with stable pelvic fractures

2014/4/16(4/14-17)

Kie Nakago,Sho-ichirou
Mizuno,Kazuya Takeda,Noriaki
Mizuta

熊本

高齢者の安定型骨盤輪骨折における
出血の検討

2014/6/27（6/27-28）

水野正一郎、武田和也、水田
宜良、中後貴江

第43回日本脊椎脊髄病学
会学術集会

京都

高度救命センターにおける頸髄・頸椎
損傷患者の医療費の傾向

伊藤康夫、矢形幸久、菊池剛、
2014/4/19（4/17-19） 森田卓也、大橋秀基、武田和
也、水田宜良、松橋美波

第40回日本骨折治療学会

熊本

当センターにおける重度出血性ショッ
クを伴った骨盤骨折に対する治療戦
略の検討

2014/6/27（6/27-28）

矢形幸久、武田和也、水田宜
良

