平成28年度学会発表
発表者名

学会名

場所

演題名

発表日(期間)

2016/11/7(11/6-8)

中山 伸一

The 13th Asia Pacific
Conference of Disaster
Medicine

タイ

Prompt Communication in Mass Casualty
Incidents for Appropriate Disaster Medical
Response:Alert function of the HyogoPrefectual Emergency Medical
Information System

中山 伸一

第44回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

熊本地震対応：災害急性期における
支援側DMAT調整本部の役割

中山 伸一

第25回全国救急隊シンポジ
ウム

神戸

「経験から学ぶ、未来につなげる」阪
神・淡路大震災を改めて振り返る―強
固な消防と医療の連携が実現する未
来のために―

中山 伸一

第22回日本集団災害医学
会総会・学術集会

中山 伸一

第22回日本集団災害医学
会総会・学術集会

石原 諭

第19回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

福島

石原 諭

第42回日本熱傷学会総会・
学術集会

石原 諭

2016/11/18(11/17-19)

共同演者

PPT

Tetsunori Kawase,Satoshi
Ishihara,Soichiro Kai,Shuichi
Kozawa,Takashi Ukai
川瀬鉄典、石原諭、松山重成、
中山晴輝、甲斐聡一朗、井上
明彦、古賀聡人、菊田正太、橘
髙弘忠、大仲玄明

2017/1/26(1/26-27)

(基調講演)

災害急性期における支援県DMAT調
名古屋 整本部の役割と設置の重要性：熊本
地震からの考察

2017/2/14(2/13-15)

川瀬鉄典、石原諭、松山重成、
甲斐聡一朗、菊田正太、津田
雅美、山本裕梨子、秋武友和、
安藤和佳子、西山隆、中田敬
司

シンポジウム 南海トラフ地震2「関係
名古屋 機関と連携した医療機関の減災・克
災」

2017/2/14(2/13-15)

(座長)

全県下のMCに従事する医師を対象と
した研修会開催の試み

2016/5/14(5/12-14)

水大介、安藤維洋、中山晴輝、
中山伸一、鴻野公伸、当麻美
樹、中村雅彦、小林誠人、佐藤
愼一

東京

福知山花火事故における後視的検討

2016/6/3(6/2-3)

北川昌洋、高階謙一郎、水田
宜良、松山重成、川瀬鉄典、中
山伸一、塩野茂

第8回日本Acute Care
Surgery学会学術集会

大阪

ポスターセッション
ポスター5「胃・大網・脾損傷」

石原 諭

第11回日本病院前救急診
療医学会総会・学術集会

岡山

神戸市における局地災害対応―兵庫
県EMISを利用した消防とドクターカー
の連携―

2016/12/9 (12/9)

石原 諭

第25回全国救急隊シンポジ
ウム

神戸

「大規模災害時の救急初期対応」～ラ
イブ形式で～

2017/1/26(1/26-27)

(ライブセッション講師)

川瀬 鉄典

The 13th Asia Pacific
Conference of Disaster
Medicine

タイ

Coordination of neighboring
prefectures on mass casualty incident
inFukuchiyama Fireworks
Festival,rules and roles of
DMAT/EMIS

2016/11/7(11/6-8)

shota kikuta, Soichiro Kai,
Shinichi Nakayama, Takashi
Ukai

川瀬 鉄典

第25回全国救急隊シンポジ
ウム

神戸
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2017/1/27(1/26-27)

(助言者)

川瀬 鉄典

第22回日本集団災害医学
会総会・学術集会

名古屋

松山 重成

第30回日本外傷学会総会・
学術集会

東京

兵庫県南部における救命センター増
加と外傷症例集約化の現状

2016/5/30(5/30-31)

松山 重成

第14回兵庫県立病院学会

神戸

当センターにおける医師事務作業補
助者による日本外傷データバンク登
録や外科手術登録(NCD)の実際

2016/9/10(9/10)

松山 重成

第44回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

西村健、津嘉山博行、大仲玄
出血性ショックを呈する外傷例に対す
明、菊田正太、古賀聡人、井上
る術前輸液制限は周術期の水分負債 2016/11/19(11/17-19)
明彦、甲斐聡一朗、中山晴輝、
を現象させる
橘髙弘忠、中山伸一

橘髙 弘忠

第30回日本外傷学会総会・
学術集会

東京

重症外傷症例に対するドクターカー出
動の有用性

2016/5/30(5/30-31)

井上明彦、中山晴輝、松山重
成、石原諭、中山伸一

〇

橘髙 弘忠

第8回日本Acute Care
Surgery学会学術集会

大阪

外傷性ショック症例に対する治療戦略
―病院前からのdamage control
resuscitation―

2016/9/24(9/23-24)

中山晴輝、松山重成、石原諭、
中山伸一

〇

2016/9/24

（座長）

古賀聡人、松山重成、川瀬鉄
典、中山伸一

兵庫県におけるCBRNE災害対策に関
中山伸一、石原諭、松山重成、
2017/2/13（2/13-15）
する課題
甲斐聡一朗、菊田正太
井上明彦、中山晴輝、橘髙弘
忠、石原諭、中山伸一、山田太
平、鵜飼勲、蛯名正智、板垣友
亮

東京

服部賢司、山根悠、菊田正太、
重症体幹部外傷に対する手術室直入
古賀聡人、甲斐聡一朗、井上
2016/11/18(11/17-19)
プロトコールの有用性
明彦、中山晴輝、松山重成、石
原諭、中山伸一

〇

第７８回日本臨床外科学会
総会

東京

広範囲腹壁欠損に対するNPWTを用
いたopen abdomen management

2016/11/26(11/24-26)

〇

井上 明彦

日本麻酔科学会第63回学
術集会

福岡

外傷症例に対する病院前輸液を制限
することで凝固系にどのような変化を
及ぼしたか

2016/5/26(5/26-28)

井上 明彦

16th World Congress of
Anaesthesiologists

香港

THE EFFECT OF PREHOSPITAL
RESTRICTIVE FLUID THERAPY FOR 2016/8/31(8/28-9/2) Yu Yamane,Tokito Koga
TRAUMA PATIENTS

井上 明彦

日本臨床麻酔学会第36回
大会学術集会・総会

高知

病院前診療における気管挿管の検討

井上 明彦

第44回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

松宮豊、山根悠、古賀聡人、甲
ホメピゾールが有効であったメタノー
斐聡一朗、菊田正太、橘髙弘
ル中毒の2症例～解毒剤はエタノール 2016/11/19(11/17-19)
忠、松山重成、川瀬鉄典、石原
からホメピゾールへ～
諭、中山伸一

井上 明彦

第44回日本集中治療医学
会学術集会

札幌

外傷性肋骨骨折に対する硬膜外麻酔
の検討

中山 晴輝

第115回近畿救急医学研究
会

奈良

会陰創に対する陰圧閉鎖療法
(NPWP)の使用経験

甲斐 聡一朗

The 13th Asia Pacific
Conference of Disaster
Medicine

タイ

Setting up and Managing Operating
Room in the Field-Experience from
JDR Field Hospital for Nepal
Earthquake 2015

2016/11/7(11/6-8)

Soichiro Kai, Shinichi
Nakayama

甲斐 聡一朗

第31回日本国際保健医療
学会

福岡

ポスター発表10

2016/12/4(12/3-4)

(座長)

甲斐 聡一朗

第22回日本集団災害医学
会総会・学術集会

名古屋

i一般演題 ポスター8「避難所・救護
所1」

2017/2/13(2/13-15)

(座長)

甲斐 聡一朗

第22回日本集団災害医学
会総会・学術集会

WHOの緊急医療チーム国際認証・登
名古屋 録制度：日本の国際緊急医療チーム
の状況

2017/2/14(2/13-15)

鵜飼卓

甲斐 聡一朗

第22回日本集団災害医学
会総会・学術集会

安全管理能力向上を目指して―
名古屋 UNHCR eCentre Safety in the Field
Workshop

2017/2/15(2/13-15)

中山伸一

古賀 聡人

第19回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

福島

当院のドクターカー活動の現状：小児
プレホス活動は的を絞れ

2016/5/14(5/12-14)

菊田正太、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

〇

古賀 聡人

第14回兵庫県立病院学会

神戸

満足度調査から測る3次救命救急セ
ンターでの初期臨床研修の魅力

2016/9/10(9/10)

山根悠、井上明彦、中山晴輝、
松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

〇

古賀 聡人

日本臨床麻酔学会第36回
大会学術集会・総会

高知

外傷にまぎれる結核を見逃すな

山根悠、井上明彦、中山伸一

〇

古賀 聡人

第44回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

西村健、津嘉山博行、中山晴
一億総活躍社会へ男性支援もお忘れ
2016/11/18(11/17-19) 輝、井上明彦、松山重成、石原
なく：妻も勤務医の立場から
諭、中山伸一

〇

古賀 聡人

第11回医療の質・安全学会
学術集会

千葉

津田雅美、秋武友和、山本裕
挿入物の再挿入率が低いのはなぜ？
2016/11/19(11/19-20) 梨子、森岡宏幸、畑山幸三、松
不必要な挿入物は早期抜去を
山重成、中山伸一

〇

津嘉山 博行

第78回日本臨床外科学会
総会

東京

【前施設】膵癌との鑑別が困難であっ
た自己免疫性膵炎の1切除例

橘髙 弘忠

第44回日本救急医学会総
会・学術集会

橘髙 弘忠

2016/11/5(11/3-5)

服部賢司、松山重成、川瀬鉄
典、石原諭、中山伸一

山根悠、古賀聡人

山根悠、古賀聡人

2017/3/9(3/9-11)

山根悠、村橋一、甲斐聡一朗、
古賀聡人、前田啓佑、西村健、
菊田正太、石原諭

2017/3/18(3/18)

石原諭、服部賢司、菊田正太、
甲斐聡一朗、古賀聡人、井上
明彦、橘髙弘忠、松山重成、中
山伸一

2016/11/5(11/3-5)

2016/11/24（11/2426）

松本亮、宮川哲平、三田地克
昂、斎藤賢将、三浦智也、入江
工、山崎繁

菊田 正太

第113回日本内科学会講演
会

東京

当施設で経験したStreptococcus
milleri group菌血症11例の臨床的特
徴

2016/4/15(4/15-17)

福井智大、三木竜介、石原諭、
中山伸一、小澤修一

菊田 正太

第19回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

福島

長時間の「あぐら」により発症したク
ラッシュ症候群の一例

2016/5/14(5/12-14)

菊田正太、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

菊田 正太

第42回日本熱傷学会総会・
学術集会

東京

熱中症を契機に受傷した路面による
接触性熱傷の1例

2016/6/3(6/2-3)

松山重成、水田宜良、甲斐聡
一朗、川瀬鉄典、石原諭、中山
伸一、鵜飼卓

菊田 正太

The 13th Asia Pacific
Conference of Disaster
Medicine

タイ

Transportation in Cases with Multiple
Casualties from the Same Family

2016/11/7(11/6-8)

Shinichi Nakayama,Satoshi
Ishihara,Soichiro Kai,Tetsunori
Kawase,Takashi Ukai

菊田 正太

46th Critical Care Congress
Society of Critical Care
Medicine

ハワイ

A CASE OF ACUTE PARASPINAL
COMPARTMENT SYNDROME
CAUSED BY SITTING IN A CROSSLEGGED POSITION

2017/1/23(1/21-25)

Yukihisa Yagata,Noriaki
Mizuta,Satoshi Ishihara,Shinichi
Nakayama

菊田 正太

第44回日本集中治療医学
会学術集会

札幌

抗凝固療法お行わないECMO管理の
忍容性に関する検討

2017/3/11(3/9-11)

勝木亮介、石原諭、西村健、村
橋一、山根悠、甲斐聡一朗、古
賀聡人、井上明彦、中山伸一

菊田 正太

第115回近畿救急医学研究
会

奈良

頭蓋内へ伸展する頸椎くも膜下出血
を併発した環軸椎脱臼骨折の1例

2017/3/18(3/18)

矢形幸久、中山晴輝、松山重
成、石原諭、川瀬鉄典、中山伸
一、林成人、原淑恵、菊地剛

村橋 一

第25回兵庫県救急・集中治
療研究会

神戸

移動する背部痛のみを主訴に搬送さ
れた脊髄硬膜外血腫の一例

2016/10/29(10/29)

菊田正太、大仲玄明、矢形幸
久、松山重成、川瀬鉄典、石原
諭、中山伸一

山根 悠

日本臨床麻酔学会第36回
大会学術集会・総会

高知

偶発的に鬱血を伴う喉頭浮腫が見つ
かった外傷性窒息の一例

2016/11/5(11/3-5)

古賀聡人、井上明彦

山根 悠

第44回日本集中治療医学
会学術集会

札幌

感染性大動脈瘤を含む多発膿瘍を来
したKlebsiella pneumonia感染症の治
療経験

2017/3/9(3/9-11)

村橋一、菊田正太、古賀聡人、
甲斐聡一朗、井上明彦、時吉
貴宏、築部卓郎、石原諭、中山
伸一

西村 健

3rd Global Experts Meeting
on Medical Case Reports

西村 健

第30回日本外傷学会総会・
学術集会

東京

【前施設】当院における腹部刺創46例
における検討

2016/(5/30-31)

西村 健

Japan Digestive Disease
Week 2016 (第24回日本消
化器関連学会週間）

神戸

【前施設】Gasttric Perforation due to
Noninvasive Positive-Pressure
Ventilation

2016/11/4

西村 健

第44回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

【前施設】An Observational Analysis
of Abdominal Stab Wound

2016/11/17(11/17-19)

西村 健

第44回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

環境異常2

2016/11/18(11/17-19) (座長)

西村 健

第44回日本集中治療医学
会学術集会

札幌

救命センターにおける超高齢者外傷
症例についての検討

2017/3/10(3/9-11)

前田啓佑、山根悠、菊田正太、
古賀聡人、甲斐聡一朗、井上
明彦、川瀬鉄典、石原諭、中山
伸一

前田 啓佑

第44回日本集中治療医学
会学術集会

札幌

Streptococcus milleri groupによる全
脊椎硬膜外膿瘍の1例

2017/3/9(3/9-11)

菊田正太、石原諭、中山伸一、
金高圭甫、尾崎修平

長尾 佳映(神
第114回近畿救急医学研究
戸赤十字病院
会
より)

大阪

偶発性低体温は復温後が勝負だ～偶発
性低体温を合併した急性期脳梗塞の一例
～

2016/7/16(7/16)

菊田正太、古賀聡人、松山重
成、石原諭、中山伸一

浪花 祥太(神
第115回近畿救急医学研究
戸赤十字病院
会
より)

奈良

遊走脾茎捻転に対して整復・固定術を施
行した後に急激な血小板減少をきたし治
療に難渋した1症例

2017/3/18(3/18)

津嘉山博行、橘髙弘忠、菊田
正太、中山晴輝、松山重成、川
瀬鉄典、石原諭、中山伸一

【前施設】Gasttric Perforation due to
アメリカ Noninvasive Positive-Pressure
Ventilation

2016/(5/9-11)

坂田寛之、山田太平、寺嶋真
理子、白井邦博、山田勇、中尾
篤典、小谷穣治

K.shirai, A.nakao, J.kotani

白井邦博、山田勇、中尾篤典、
小谷穣治

村松俊哉、鹿島由史、岡村篤
徳、武藤誠、山根正久、大井田
史継、松野俊介、大辻悟、金悦
夫

五十嵐 宣明

第25回日本心血管インター
ベンション治療学会

東京

CABGに先行してPCI施行したCTO症例の
不成功因子 Retorgrade summit 2年の解
析

五十嵐 宣明

第17回神戸市東灘区医師
会 病診連携学術集談会

神戸

透析患者に対するPCIの検討

五十嵐 宣明

第28回日本心血管インター
ベンション治療学会近畿地
方会

大阪

2度CPAに至った透析患者のLAD CTOに
対してPCI施行した一例

2017/3/11(3/11)

原口 知則

第44回日本血管外科学会
学術総会

東京

当院における感染性大動脈瘤の治療
経験

2016/5/26(5/25-27)

築部卓郎、岡田泰司、小澤修
一、小川恭一

原 淑恵

第41回日本脳卒中学会総
会

札幌

80歳以上の急性期脳梗塞患者に対するス
テント型リトリーバーを用いた血栓回収術

2016/4/16(4/14-16)

山下晴央、林成人、石井大嗣

原 淑恵

日本脳神経外科学会第75
回学術総会

福岡

山下晴央、林成人、石井大嗣、
重症外傷に伴う外傷性頭頚部脳血管障害
2016/10/1(9/29-10/1)
脳外科医の役割
原田知明

原 淑恵

第32回NPO法人日本脳神
経血管内治療学会学術総
会

神戸

一般口演1-5 急性再開通 画像2

2016/11/24(11/24-26) (座長)

原 淑恵

第32回NPO法人日本脳神
経血管内治療学会学術総
会

神戸

ポスター発表 2-P40 急性再開通 再狭
窄・再閉塞

2016/11/25(11/24-26) (座長)

原 淑恵

第32回NPO法人日本脳神
経血管内治療学会学術総
会

神戸

破裂内頚動脈血豆状動脈瘤に対する
overlapping stentとコイルを使用した急性
期血管内治療

2016/11/26(11/24-26)

山下晴央、林成人、石井大嗣、
原田知明

原 淑恵

第46回日本脳卒中の外科
学会学術集会

大阪

予想外の部位にシャントを認めた動静脈
瘻の2例

2017/3/16(3/16-19)

山下晴央、林成人、長嶋宏明、
原田知明

林 成人

第41回日本脳卒中学会総
会

札幌

脳梗塞急性期との鑑別に苦慮したの急性
頸髄硬膜外血腫1例

2016/4/14(4/14-16)

石井大嗣、山下俊輔、原淑恵、
山下晴央

林 成人

38th Annual International
Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and
Biology Society

2016/8/19(8/17-20)

Etsuko Kumamoto,Katsusuke
Kyotani,Taketoshi
Matsuka,Tomoaki Nakai,Takashi
Nishio,Eiji Kohmura

2016/7/9(7/7-9)

2017/2/18

Noninvasive Analysis of Brain Shift

アメリカ Transformation at Resting Stage Based
on Magnetic Resonance Imaging

藤田紘、庄野阿侑、坂井淳、鈴
木雅貴、竹本良、土岐啓己、佐
藤淳哉、政野智也、村田武臣、
土井智文

林 成人

日本脳神経外科学会第75
回学術総会

福岡

ハンディ押込試験システムを用いた脳実
質粘弾性の測定

2016/10/1(9/29-10/1)

篠山隆司、佐久間淳、中井友
昭、山下晴央、甲村英二

林 成人

10th Australasian
Biomechanics Conference

オーストラリア

THE MEASUREMENT OF BRAIN TUMOR
VISCO-ELASTICITY USING A HANDY
DEVICE BY IMITATING PALPATION

Atsushi Sakuma,Takashi
2016/12/4-6(12/4-6)
Sasayama,Kazuhiro Tanaka and
会期中ポスター掲示
Eiji Kohmura

林 成人

第40回日本脳神経外傷学
会

東京

受傷早期に形成外科と合同手術を行った
開放性顔面・前頭部陥没骨折を伴う頭部
外傷の治療経験

2017/3/10(3/10-11)

長嶋宏明、太田耕平、小川晴
生、時吉貴宏、原田知明、原淑
恵、山下晴央、田原真也、甲村
英二

長嶋 宏明

第21回日本脳腫瘍の外科
学会

東京

【前施設】IDH1変異型神経膠腫（グリオー
マ）の診断における非侵襲的MRスペクトロ
スコピーを用いた2-ヒドロキシグルタル酸
およびグルタミン酸測定の有用性

2016/9/10(9/9-10)

田中一寛、篠山隆司、佐藤直
子、入野康宏、京谷勉輔、坂田
純一、水川克、細田弘吉、甲村
英二

長嶋 宏明

日本脳神経外科学会第75
回学術総会

福岡

【前施設】MR Spectroscopyによる原発性
中枢神経リンパ腫とグリオーマの鑑別

中後 貴江

第59回日本手外科学会学
術集会

広島

上腕骨に対する創外固定に合併した橈骨
神経損傷

中後 貴江

第127回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会

長野

Masquelet法を用いて治療した再接合後小
2016/9/30(9/30-10/1) 横尾卓、山下良祐
指基節骨骨隨縁の一例

篠山隆司、田中一寛、前山昌
2016/9/29(9/29-10/1) 博、佐藤直子、坂田純一、京谷
勉輔、伊藤智雄、甲村英二

2016/4/22(4/21-22)

松宮豊、山下良祐

矢形 幸久

第4回伊豆整形外傷スプリ
ングセミナー

静岡

治療に難渋している若年女性の骨盤輪・
寛骨臼複雑骨折の一例

2016/4/16(4/16)

(症例検討)

矢形 幸久

第42回日本骨折治療学会

東京

New idea1

2016/7/2(7/1-2)

(座長)

矢形 幸久

第127回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会

長野

Spinopelvic fixation後に恥骨結合離開が
残存した2症例

2016/10/1(9/30-10/1)

水田 宜良

第22回救急整形外傷シン
ポジウム

札幌

両側寛骨臼骨折と両側floating kneeを合
併した一例

2016/6/17(6/17-18)

水田 宜良

第42回日本骨折治療学会

東京

造影CTによる骨盤・寛骨臼骨折の術前リ
スクの評価

2016/7/1(7/1-2)

水田 宜良

The 18th Congerss of the
International Society for
Burn Injuries(ISBI)

時吉 貴宏

第59回日本形成外科学会
総会・学術集会

福岡

【前施設】当院での乳房再建後カプセル拘
縮因子の検討－インプラント感染救済例
に着目して－

2016/4/15(4/13-15)

河村進

時吉 貴宏

第59回日本形成外科学会
総会・学術集会

福岡

【前施設】人工物を用いた乳房再建におけ
る感染鎮静後の抗生剤投与期間の検討

2016/4/15(4/13-15)

河村進

服部 賢司

第44回日本救急医学会総
会・学術集会

東京

医療安全(マニュアル&教育)

2016/11/19(11/17-19) (座長)

服部 賢司

第78回日本臨床外科学会
総会

東京

膀胱瘻形成を伴った盲腸癌の一切除例

門脇嘉彦、渡辺彩子、河本慧、
2016/11/26(11/24-26) 久保田暢人、矢野修也、岡本
貴大、石堂展宏

Initial management at the Fukuchiyama
アメリカ fireworks explosion～Prehospital triage
and outcome of multiple burn patients～

水野正一郎、伊藤康夫、菊地
剛、尾崎修平、戸田一潔

(症例検討)

矢形幸久、水野正一郎、中後
貴江、戸田一潔、武田和也、松
宮豊、伊藤康夫

Satoshi Ishihara,Yoshihiro
Kitagawa,Shigenari
2016/8/29(8/29-9/1) Matsuyama,Shinichi
Nakayama,Shigeru
Shiono,Kenichiro Takashima

