平成29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

鵜飼 卓

第45回日本救急医学会総
会・学術集会

大阪

国際人道支援活動あれこれ～国際緊
2017/10/26(10/24-26) (教育講演)
急援助隊とHuMAを中心に～

鵜飼 卓

第3回避難所・避難生活学
会、第4回新潟県中越大震
災シンポジウム合同開催

東京

ランチョンセミナー1

中山 伸一

WADEM Congress on
Disaster and Emergency
Medicine 2017

中山 伸一

全国自治体病院協議会精
神科特別部会第55回総会

中山 伸一

2017/12/1(12/1)

（座長）

Alert Function of Emergency Medical
Information System Securing Sufficient
Time and Medical Resources in Mass
Casualty Incidents

2017/4/27（4/25-28）

神戸

合同シンポジウムⅡ「身体科医療を精神
科医療～総合病院と精神科病院との連携
～」

2017/9/1(8/30-9/1) (シンポジスト)

東灘区医師会学術講演会

神戸

兵庫県災害医療センターって何してる？

中山 伸一

第26回全国救急隊員シン
ポジウム

千葉

シンポジウム2「多種多様な場面における
多職種連携Ⅰ」～大規模災害における連 2017/11/21(11/21-22) 川瀬鉄典、石原諭
携対応を考察する～

中山 伸一

第23回日本集団災害医学
会総会・学術集会

横浜

パネルディスカッション5関連セッション1
「災害医療教育・研修・訓練」

2018/2/2(2/1-3)

(座長)

中山 伸一

第23回日本集団災害医学
会総会・学術集会

横浜

シリーズ温故知新2-2阪神・淡路大震災を
改めて振り返る：同じ過ちを繰り返さぬた
めに…

2018/2/3(2/1-3)

小澤修一、鵜飼卓

中山 伸一

第23回日本集団災害医学
会総会・学術集会

横浜

火山噴火災害時の医療：雲仙・普賢岳火
砕流災害が今もし起こったら…

2018/2/3(2/1-3)

川瀬鉄典、石原諭、松山重成、
甲斐聡一朗、菊田正太、小澤
修一、鵜飼卓、徳永能治

石原 諭

第9回日本Acute Care
Surgery学会学術集会

札幌

膵損傷の外科的治療戦略

2017/9/8(9/8-9)

中山晴輝、西村健、松山重成、
中山伸一、荻野隆光

石原 諭

第117回近畿救急医学研究
会

神戸

共催ランチョンセミナー3

2018/3/10(3/10)

(座長）

川瀬 鉄典

WADEM Congress on
Disaster and Emergency
Medicine 2017

川瀬 鉄典

第23回日本集団災害医学
会総会・学術集会

横浜

多機関連実働演習で参集訓練を同時
に行うことは無駄である

2018/2/2(2/1-3)

中山伸一、石原諭、甲斐聡一
朗、菊田正太

川瀬 鉄典

第23回日本集団災害医学
会総会・学術集会

横浜

パネルディスカッション5「災害医療教
育と訓練：いかに多くの人を育成し、
いかに多くの人の参画を得るか」

2018/2/2(2/1-3)

(座長)

カナダ

カナダ

Challenges for Cross-Jurisdictional
Interoperability by Web-Based
Situational Awareness
System(SAS),Japan

2017/9/15(9/15)

―

2017/4/27（4/25-28）

松山 重成

第31回日本外傷学会総会・
学術集会

横浜

Hybrid ER作りました～設計・施行から
運用までの問題点～

2017/6/2（6/1-2）

前田啓佑、西村健、水野正一
郎、菊田正太、甲斐聡一朗、津
嘉山博行、中山晴輝、井上明
彦、大仲玄明、矢形幸久、石原
諭、川瀬鉄典、中山伸一

松山 重成

北海道外傷研究会

札幌

重症体幹外傷に対するダメージコント
ロールストラテジー

2017/6/23(6/23)

―

松山 重成

第9回日本Acute Care
Surgery学会学術集会

札幌

当センターにおけるHybrid ERを用い
た外傷診療

2017/9/8(9/8-9)

市川哲也、西村健、伊集院真
一、津嘉山博行、中山晴輝、大
仲玄明、石原諭、中山伸一

松山 重成

第45回日本救急医学会総
会・学術集会

大阪

感染対策をディベートで考える！救急
2017/10/24(10/24-26) (ディスカッサント)
医vs感染制御医

松山 重成

第33回日本環境感染学会
総会・学術集会

東京

感染対策をディベートで考える！救急
医vs感染制御医

2018/2/23(2/21-23) (ディスカッサント)

大仲 玄明

第45回日本集中治療医学
会学術集会

千葉

両側円蓋部の頭蓋内出血より上矢状
静脈洞血栓症を想起し遺伝性
hypodysfibrinogenemiaの診断に至っ
た稀な1例

山川皓、菊田正太、井上明彦、
松本麻里花、松山重成、石原
2018/2/23(2/21-23)
諭、中山伸一、原淑恵、山下晴
央

井上 明彦

日本麻酔科学会第64回学
術集会

神戸

occult pneumothoraxを合併した外傷
手術前の予防的胸腔ドレナージの検
討

井上 明彦

第45回日本救急医学会総
会・学術集会

大阪

救急外来における緊急気管挿管後の
岡本洋史、一二三亨、後藤匡
血圧上昇の発生率とリスク因子の検 2017/10/24(10/24-26) 啓、渡瀬博子、萩原佑亮、長谷
討
川耕平

井上 明彦

第45回日本集中治療医学
会学術集会

千葉

院外心停止患者における低体温療法
復温時のHeart rate responseと神経
学的転帰の関係

井上 明彦

第45回日本集中治療医学
会学術集会

千葉

外傷患者に対する集中治療～疼痛管
理～

井上 明彦

Society of Critical Care
Medicine 47th Critical Care
Congress

中山 晴輝

第15回兵庫県立病院学会

HEART RATE RESPONSE DURING
THERAPEUTIC HYPOTHERMIA IN
アメリカ
OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC
ARREST PATIENTS

神戸

Hybrid ER導入～運用準備と運用後の
課題～

2017/6/9(6/8-10)

山根悠、村橋一、古賀聡人

一二三亨、黒田泰弘、米本直
2018/2/22(2/21-23) 裕、田原良雄、横山広行、長尾
建、野々木宏
村橋一、秋武友和、山根悠、甲
斐聡一朗、一二三亨、黒田泰
2018/2/23(2/21-23)
弘、伊集院真一、菊田正太、石
原諭
Toru Hifumi, Yasuhiro Kuroda,
Hirotaka Sawano, Yoshio
2018/2/27(2/25-28) Tahara, Mamoru Hase, Kenji
Nishioka, Shinichi Shirai,
Hiroshi Hazui, Hideki Arimoto,
2017/9/9(9/9)

松山重成、石原諭、原淑恵、五十
嵐宣明、矢形幸久、津田雅美、栁
瀨加奈、丹羽将志、安達秀樹、新
井純一、勝木亮介、森岳樹、川瀬
鉄典、中山伸一

2017/10/14(10/14)

石原諭、前田啓佑、市川哲也、西村
健、村橋一、山根悠、伊集院真一、菊
田正太、甲斐聡一朗、水野正一郎、津
嘉山博行、井上明彦、松本麻里花、大
仲玄明、矢形幸久、松山重成、川瀬鉄
典、中山伸一、鵜飼卓

中山 晴輝

中央区医師会学術集談会

神戸

兵庫県初のHybrid ER

中山 晴輝

第45回日本救急医学会総
会・学術集会

大阪

口演60 高齢者救急4

甲斐 聡一朗

WADEM Congress on
Disaster and Emergency
Medicine 2017

甲斐 聡一朗

第23回日本集団災害医学
会総会・学術集会

横浜

ポスター23「トリアージ2」

2018/2/2(2/1-3)

(座長)

甲斐 聡一朗

第23回日本集団災害医学
会総会・学術集会

横浜

WHOによる緊急医療チームの分類と
質の保証：予備審査を受審して

2018/2/3(2/1-3)

夏川知輝、久野将宗、甲斐達
朗、前川和彦、鵜飼卓

伊集院 真一

日本集中治療医学会第1回
関西支部学術集会

神戸

長時間の心肺停止にも拘わらず
ECMO導入にて救命しえた肺血栓塞
栓症の一例

2017/7/8(7/8)

中山尚美、松山重成、川瀬鉄
典、石原諭、中山伸一

2017/7/15(7/15)

中山尚美、前田啓佑、市川哲也、
西村健、村橋一、山根悠、菊田正
太、甲斐聡一朗、中山晴輝、大仲
玄明、松山重成、川瀬鉄典、石原
諭、中山伸一

2017/9/8(9/8-9)

大仲玄明、市川哲也、西村健、
中山晴輝、松山重成、川瀬鉄
典、石原諭、中山伸一、築部卓
郎

伊集院 真一

第116回近畿救急医学研究
会

伊集院 真一

第9回日本Acute Care
Surgery学会学術集会

伊集院 真一

第45回日本救急医学会総
会・学術集会

カナダ

What is the Interest of the
International Health Emergency
Responders in Organizational
Improvement?

2017/10/26(10/24-26) (座長)

2017/4/25（4/25-28） Takashi Ukai

京都

Hybrid ERにおける初療が奏功した重
症肺塞栓症による一心肺停止例

札幌

多発外傷に合併した弓部大動脈分枝
損傷の二例

大阪

村橋一、山根悠、菊田正太、甲
斐聡一朗、中山晴輝、大仲玄
当院における重症肺塞栓症の治療成
2017/10/24(10/24-26)
績
明、松山重成、川瀬鉄典、石原
諭、中山伸一

伊集院 真一

第26回兵庫県救急・集中治
療研究会

神戸

ECPRを導入した子宮留膿症、直腸穿
孔による一心肺停止例」

2017/11/18(11/18)

前田啓佑、市川哲也、西村健、
村橋一、山根悠、菊田正太、甲
斐聡一朗、中山晴輝、松本麻
里花、大仲玄明、松山重成、川
瀬鉄典、石原諭、中山伸一

伊集院 真一

第32回日本血管外科学会
近畿地方会

大阪

上行大動脈-総頚動脈シャントを用い
た外傷性腕頭動脈損傷の一例

2018/2/3(2/3)

中井史、岡田泰司、原口知則、
松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一、築部卓郎

伊集院 真一

第45回日本集中治療医学
会学術集会

千葉

無脈性電気活動(PEA)に対するECPR
は神経学的予後を改善するか？

2018/2/23(2/21-23)

松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

伊集院 真一

Society of Critical Care
Medicine 47th Critical Care
Congress

伊集院 真一

第38回近畿外傷診療フォー
ラム

DOES ECPR IMPROVE
アメリカ NEUROLOGIC OUTCOME FOR PEA
WITH WITNESS?

Akihiko Inoue, Nobuaki Igarashi,
Shigenari Matsuyama,
2018/2/27(2/25-28)
Tetsunori Kawase, Satoshi
Ishihara, Shinichi Nakayama

2018/3/17(3/17)

中山晴輝、松宮豊、松山重成、
川瀬鉄典、石原諭、中山伸一

大阪

29才男性 左上腹部刺創の1例

伊集院 真一

第82回日本循環器学会学
術集会

大阪

Does ECPR Improve Neurological
Outcome for PEA?

津嘉山 博行

第79回日本臨床外科学会
総会

東京

主膵管断裂膵損傷に対して膵中央切
渡邉彩子、服部賢司、久保田
除、膵胃吻合術を行い良好な経過を 2017/11/23(11/23-25) 暢人、奥本龍夫、岡本貴大、石
得た1例
堂展宏、門脇嘉彦

津嘉山 博行

第117回近畿救急医学研究
会

神戸

鈍的外傷による非開放性完全頸部気
管断裂の1例

2018/3/10(3/10)

菊田 正太

第114回日本内科学会総
会・講演会

東京

Stanford A型急性大動脈解離診断に
おける臥位X線上縦隔径のBMI別解
釈の有用性

2017/4/15(4/14-16)

菊田 正太

第43回日本熱傷学会総会・
学術集会

東京

受傷初日に両下肢切断術を施行した
高齢者の広範囲火焔熱傷の一救命
例

石原諭、水田宜良、西村健、甲
斐聡一朗、水野正一郎、中山
2017/5/25(5/25-26)
晴輝、松山重成、川瀬鉄典、中
山伸一

菊田 正太

11th European Congress oｆ
Emergency Medicine

Do suicidal patients jump off higher
ギリシャ places than patients who are not
suicidal?

2017/9/24(9/23-27)

菊田 正太

11th European Congress oｆ
Emergency Medicine

The Diagnostic Benefit of Mediastinal
Width Measurement on Anteroギリシャ posterior Chest Radiographs for each
BMI with Stanford Type A Acute
Aortic Dissection.

Satoshi Ishihara,Keisuke
2017/9/24(9/23-27) Maeda,Motoaki Onaka,Shinichi
Nakayama,Nobuaki Igarashi

菊田 正太

第45回日本救急医学会総
会・学術集会

Nobuaki Igarashi、Tomofumi
Doi、Shigenari Matsuyama、
2018/3/24（3/23-25）
Tetsunori Kawase、Satoshi
Ishihara

村橋一、松山重成、川瀬鉄典、
石原諭、中山伸一

五十嵐宣明、大仲玄明、川瀬
鉄典、石原諭、中山伸一

Satoshi Ishihara,Keisuke
Maeda,Shinichi Nakayama

大阪

ポスター10 中毒1

2017/10/24(10/24-26) (座長)

菊田 正太

第45回日本救急医学会総
会・学術集会

大阪

当センターが経験した外傷性窒息15
例に関する検討

石原諭、西村健、山根悠、伊集
院真一、甲斐聡一朗、中山晴
2017/10/25(10/24-26)
輝、大仲玄明、松山重成、川瀬
鉄典、中山伸一

菊田 正太

第23回日本集団災害医学
会総会・学術集会

横浜

自主登院基準カードの配布が災害時
の在院職員数に与える効果

菊田 正太

第45回日本集中治療医学
会学術集会

千葉

三次救急医療機関へ搬送される活動
性結核の臨床的特徴

村橋 一

第45回日本救急医学会総
会・学術集会

大阪

体表面に熱傷を認めない気道熱傷疑
前田啓佑、伊集院真一、菊田
い患者における気管挿管適応予測因 2017/10/26(10/24-26) 正太、松山重成、川瀬鉄典、石
子の検討
原諭、中山伸一

村橋 一

Society of Critical Care
Medicine 47th Critical Care
Congress

SPONTANEOUS SPINAL EPIDURAL
アメリカ HEMATOMA MIMICKED ACUTE
AORTIC DISSECTION

2018/2/3(2/1-3)

川瀬鉄典、甲斐聡一朗、松山
重成、石原諭、中山伸一、鵜飼
卓、足立久美子、上江孝典

2018/2/21-23

石原諭、西村健、山根悠、村橋
一、伊集院真一、甲斐聡一朗、
松本麻里花、大仲玄明、中山
伸一

Shota Kikuta, Motoaki Ohnaka,
Yukihisa Yagata, Shigenari
2018/2/26(2/25-28) Matsuyama, Tetsunori Kawase,
Satoshi Ishihara, Shinichi
Nakayama

山根 悠

日本麻酔科学会第64回学
術集会

神戸

外傷患者の胃内容量は絶食時間、重
症度と関係があるか

2017/6/8(6/8-10)

村橋一、古賀聡人、甲斐聡一
朗、井上明彦、中山伸一

山根 悠

日本心臓血管麻酔学会第
22回学術大会

栃木

心臓血管外科手術後における反回神
経麻痺の発生率の検討

2017/9/18(9/16-18)

山根 悠

American Society
Anesthesiologists

西村 健

第72回日本消化器外科学
会総会

西村 健

47th World Congress of
Surgery 2017

前田 啓佑

第20回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

前田 啓佑

11th European Congress oｆ
Emergency Medicine

Can Anisocoria be a Predictive
ギリシャ Factor for Cerebral Herniation in
Trauma?

2017/9/24(9/23-27)

前田 啓佑

11th European Congress oｆ
Emergency Medicine

Holospinal Epidural Abscess due to
ギリシャ Streptococcus Milleri Group:a case
report and literature review.

Shota Kikuta,Satoshi
Ishihara,Shinichi
2017/9/24(9/23-27)
Nakayama,Keisuke
Kintaka,Shuhei Ozaki

前田 啓佑

第45回日本救急医学会総
会・学術集会

前田 啓佑

第45回日本集中治療医学
会学術集会

前田 啓佑

Society of Critical Care
Medicine 47th Critical Care
Congress

TURNING TO NONSHOCKABLE
RHYTHM ON HOSPITAL ARRIVAL IS
アメリカ
ASSOCIATED WITH UNFAVORABLE
OUTCOME

猿渡 和哉(神
第117回近畿救急医学研究
戸赤十字病院
会
より)

神戸

回腸穿孔により閉鎖管経由に感染が
波及した大腿壊死性軟部組織感染症
の1例

2018/3/10(3/10)

山根悠、伊集院真一、市川哲
也、水野正一郎、松本麻里花、
松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

小島 秀規(尼
第117回近畿救急医学研究
崎総合医療セ
会
ンターより)

神戸

VAV ECMOによるbridge therapyが有
効であった外傷性ARDSの一例

2018/3/10(3/10)

伊集院真一、西村健、松山重
成、川瀬鉄典、石原諭、中山伸
一

森脇 太郎(尼
第117回近畿救急医学研究
崎総合医療セ
会
ンターより)

神戸

初療時に診断し得なかった外傷性精
巣脱出症の一例

2018/3/10(3/10)

菊田正太、津嘉山博行、水野
正一郎、松山重成、川瀬鉄典、
石原諭、中山伸一、木下佳久

五十嵐 宣明

近畿心血管治療ジョイントラ
イブ

京都

PCPSを用いた心肺蘇生と低体温療法

五十嵐 宣明

KIC Live Demonstration

三田

Live Thater Session5

五十嵐 宣明

第26回日本心血管インター
ベンション治療学会；CVIT
2017学術集会

京都

メディカル一般ポスター（英語）

原口 知則

第70回日本胸部外科学会
定期学術集会

札幌

慢性解離性弓部大動脈瘤に対する治
療経験

村橋一、古賀聡人、下薗崇宏、
宮脇郁子、美馬裕之

Is the Stomach Content of Trauma
Hajime Murahashi,Tokito
アメリカ Patients Related to the Fasting Time 2017/10/22(10/21-25) Koga,Soichiro Kai,Akihito
and Severity?
Inoue,Shinichi Nakayama

金沢

スイス

東京

救命センターにおける超高齢者腹部
外傷症例の検討

2017/7/21(7/20-22)

津嘉山博行、橘髙弘忠、石原
諭、中山伸一

GERIATRIC TRAUMA OVER 85
Shigenari Matsuyama,Satoshi
YEARS OLD IN AN URBAN DISTRICT 2017/8/14(8/13-17) Ishihara ,Tetsunori
OF JAPAN
Kawase,Shinichi Nakayama

瞳孔不同を呈した外傷例における脳
ヘルニアの予測因子に関する検討

菊田正太、古賀聡人、松山重
2017/5/28（5/26-28） 成、川瀬鉄典、石原諭、中山伸
一

Shota Kikuta,Satoshi
Ishihara,Shinichi Nakayama

大阪

菊田正太、村橋一、甲斐聡一
朗、中山晴輝、大仲玄明、伊集
当センターの病院前診療におけるイン
2017/10/25(10/24-26)
シデントに関する検討
院真一、松山重成、石原諭、川
瀬鉄典、中山伸一

千葉

初期波形VF/VTであっても病院到着
時にPEA/心静止ではECPRによる神
経学的予後は不良である

井上明彦、村橋一、山根悠、伊
集院真一、菊田正太、大仲玄
2018/2/21(2/21-23)
明、川瀬鉄典、石原諭、中山伸
一
Akihiko Inoue, Hajime
Murahashi, Shinichi Ijuin,
2018/2/27(2/25-28)
Satoshi Ishihara, Shinichi
Nakayama

2017/4/22(4/20-22)

2017/6/9(6/9)

(座長)

2017/7/6(7/6-8)

(座長)

2017/9/27(9/26-29) 岡田泰司、中井史、築部卓郎

原 淑恵

第73回日本脳神経外科学
会近畿支部学術集会

原 淑恵

日本脳神経外科学会第76
回学術総会

原 淑恵

第33回NPO法人日本脳神
経血管内治療学会学術総
会

東京

原 淑恵

第33回NPO法人日本脳神
経血管内治療学会学術総
会

原 淑恵

STROKE2018

林 成人

日本脳神経外科学会第76
回学術総会

名古屋 のMRI解析

林 成人

International Mechanical
Engineering Congress &
Exposition

フロリダ Using a Handheld Palpation Imitation

大阪

動脈瘤破裂と主幹動脈閉塞を合併した頭
部外傷の治療経験

2017/4/8(4/8)

山下晴央、林成人、太田耕平

2017/10/14（10/1214）

山下晴央、林成人、太田耕平、
山川皓

椎骨動脈以外の出血性頭蓋内解離性動
脈瘤

2017/11/24(11/23-25)

山下晴央、林成人、太田耕平、
山川皓

東京

一般口演3-11 薬剤・モニタリング

2017/11/25(11/23-25) （座長）

福岡

Hybrid Emergency Room (Hybrid ER) 脳
血管内障害の診断と治療における可能性

外傷性頚部動脈損傷に対するステント留

名古屋 置術のタイミングと方法

体位変換に伴う脳内部の位置変化・変形

2018/3/17（3/15-18）

2017/10/14（10/1214）

松田健利、熊本悦子、京谷勉
輔、中井友昭、篠山隆司、山下
晴央、甲村英二、西野孝

2017/11/8（11/3-9）

Prof.Atsushi Sakuma、
Dr.Takashi Sasayama、Prof.Eiji
Kohmura

Measurement of Glioma Viscoelasticity
Device

目片幸二郎、太田耕平、原淑

林 成人

第41回日本脳神経外傷学
会

東京

高次脳機能障害後遺症例における頭部有
恵、山下晴央、山口陽二、甲村
限要素モデルによる受傷状況再現解析の 2018/2/24（2/23-24）
英二、今野友恵、中楯浩康、青
試み

村茂

中後 貴江

第60回日本手外科学会学
術集会

中後 貴江

第44回日本マイクロサー
ジャリ―学会学術集会

宮崎

術中アナフィラキシーショックを合併した手
部再接合の経験

矢形 幸久

第128回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会

神戸

一般演題20 骨盤骨折

2017/4/7(4/7-8)

(座長)

矢形 幸久

第5回伊豆整形外傷スプリ
ングセミナー

静岡

手術室直入プロトコールで対応した出血
性ショックを呈する鈍的外傷の1例～ハイ
ブリッドER導入によりどう進歩できるか～

2017/4/15(4/15)

(症例検討)

矢形 幸久

第90回日本整形外科学会
学術総会

仙台

多発性外傷例の大腿骨骨幹部骨折に対
する即時髄内釘固定とdamage control
orthopaedicsの治療成績

矢形 幸久

18th EFFORT congress
2017

矢形 幸久

第1回関西救急整形外傷シ
ンポジウム

神戸

症例検討会 上腕骨外傷

矢形 幸久

第43回日本骨折治療学会

福島

大腿骨骨幹部骨折に対する髄内釘による
即時内固定症例の周術期有害事象の検
討

矢形 幸久

第53回日本赤十字社医学
会総会

仙台

康夫、戸田一潔、大森貴夫、菊
手術室直入で対応した重症鈍的外傷の一
2017/10/23(10/23-24)
例―ハイブリッドER導入による展望―
地剛、尾崎修平、中山伸一、石

名古屋 多発外傷患者における上肢Missed Injury

Clinical Results Of Posterior Fixation
With Transiliac Rod And Screw
オーストリア
Fixation(TIRF) For Posterior Pelvic Ring
Fractures

2017/4/28(4/27-28)

2017/12/7(12/7-8)

―

水野正一郎、武田和也、水田
2017/5/20(5/18-21) 宜良、松宮豊、伊藤康夫、戸田
一潔

2017/5/31(5/31-6/2)

2017/7/1(7/1)

2017/7/7(7/7-8)

Mizuno,Shoichiro/Ito,Yasuo/To
da,Kazukiyo

(座長)

水野正一郎、水田宜良、戸田
一潔、武田和也
水野正一郎、中後貴江、伊藤
原諭、川瀬鉄典、松山重成

水田 宜良

第43回日本熱傷学会総会・
学術集会

東京

脊椎外傷を伴った背部熱傷の治療経験

2017/5/25(5/25-26)

松山重成、菊田正太、甲斐聡
一朗、石原諭

水田 宜良

水田 宜良

第31回日本外傷学会総会・
学術集会

第43回日本骨折治療学会

横浜

福島

多発外傷に伴う大腿骨骨幹部骨折に対す
る即時内固定とDamage Control
Orthopaedics

熱傷を合併した骨折の治療経験

2017/6/1（6/1-2）

矢形幸久、武田和也、西村健、
津嘉山博行、井上明彦、中山
晴輝、橘髙弘忠、松山重成、石
原諭、中山伸一

2017/7/7(7/7-8)

水野正一郎、矢形幸久、中後
貴江、金高圭甫、山下良祐、松
宮豊、武田和也、戸田一潔、伊
藤康夫

