平成30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

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Problems associated with receiving
foreign medical team in disasters.

Soichiro Kai,Yosuke
2018/10/18(10/16-18) Takeda,Tatsuro Kai,Katsuhiko
Sugimoto,Shinichi Nakayama

鵜飼 卓

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

特別企画2 東日本大震災から避難所
対応を考える

2019/3/20(3/18-20)

(座長)

中山 伸一

第34回日本臨床皮膚科医
会総会・臨床学術大会

仙台

シンポジウム2 阪神・淡路大震災から23
年：皮膚科医のあなたに伝えたいこと

2018/4/28(4/28-29)

―

中山 伸一

第21回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

2018/6/1(5/31-6/2)

川瀬鉄典、石原諭、松山重成、
菊田正太、前田啓佑

大規模災害対応に不可欠な要素～情報

名古屋 共有とコーディネーション確立の時間短縮
を図るには？～

神戸

Lessons from the Great Hanshin
Earthquake:Building Many Bridges Across
Borders for Disaster Preparedness and
Response

中山 伸一

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

災害医療における救急医の担う役割
とは？：現状と課題についての考察

2018/11/20（11/1921）

中山 伸一

第53回宮崎救急医学会

宮崎

特別講演「災害列島に住む私たち：災
害時における医療機関の責任と脆弱
性について考える：

2019/1/12(1/12)

―

中山 伸一

日本医療マネジメント学会
第16回京滋支部学術集会

京都

シンポジウム「災害が起こった時、病
院はどう動く」

2019/2/16(2/16)

―

中山 伸一

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

会長講演「「標準」から「応用」へ、「応
用」から「エビデンス」へ」

2019/3/18(3/18-20)

(座長)

中山 伸一

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

シンポジウム3「激甚災害に対する強
靭化」

2019/3/19(3/18-20)

(座長)

中山 伸一

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

石原 諭

第44回日本熱傷学会総会
学術集会

東京

石原 諭

第21回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

名古屋

パネルディスカッション3 「マスギャザ
リング・テロ対応」

石原 諭

第21回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

名古屋

中山伸一、小谷譲治、当麻美
兵庫県におけるMC従事医師研修のあ
2018/6/2（5/31-6/2） 樹、中村雅彦、小林誠人、佐藤
り方
慎一

石原 諭

第32回日本外傷学会総会・
学術集会

京都

一般口演6「腹部外傷②」

2018/6/21(6/21-22)

(座長)

石原 諭

第10回日本Acute Care
Surgery学会学術集会

仙台

症例報告2 症例報告：極

2018/9/15(9/14-15)

(座長)

石原 諭

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Luncheon Session2 CANON Medical
Systems Corporation and Cedre Inc.

2018/10/16(10/16-18) (座長)

石原 諭

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Panel Discussion 2 Burns

2018/10/17(10/16-18) (座長)

石原 諭

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Special Lecture by Prof. Frank Archer 2018/10/17(10/16-18) (座長)

中山 伸一

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

2018/10/16(10/16-18) ―
川瀬鉄典、石原諭、松山重成、
中山晴輝、井上明彦、甲斐聡
一朗、菊田正太、大仲玄明、古
賀聡人、津嘉山博行

ランチョンセミナー3「第14回APCDMを
振り返る―世界的貢献を視野に入れ
た日本からの発信 Review the 14th
2019/3/19(3/18-20)
APCDM-A Proposal from Japan in
terms of worldwide contribution」
多数熱傷患者発生時の初動：集中搬
水田宜良、菊田正太、甲斐聡
送か？分散搬送か？地域の熱傷診察 2018/5/17（5/17-18） 一朗、大仲玄明、松山重成、中
能力は？
山伸一

2018/6/1(5/31-6/2)

(座長)

石原 諭

平成30年度部隊医学等教
育（第58回中部防衛衛生学
会）

兵庫県

石原 諭

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

石原 諭

岡山県における災害医療コーディネー
ターの活動

2018/10/25(10/25)

―

横浜

当センターにおける外傷診療教育FRST

2018/11/21（11/1921）

中山伸一、山田勇、小谷穣治、
西山隆

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

口演54「災害医療3」

2018/11/21（11/1921）

（座長）

石原 諭

19th Congress of the
International Society for
Burn Injuries

New
Delhi
India

TRANSPORTION FOR MASS
CASUALTIES OF
BURNS.DISTRIBUTED OR
CONCENTRATED?WHERE TO
TRANSPORT?

石原 諭

第27回全国救急隊員シン
ポジウム

高松

教育3（救急救命士）

2019/1/24（1/24-25） （助言者）

石原 諭

第27回全国救急隊員シン
ポジウム

高松

臨床研究のプレゼンテーションを到達
目標の一つとした指導救命士養成研
修

2019/1/24（1/24-25） 上田 充宏、（共同演者）

石原 諭

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

一般演題 ポスター3「西日本豪雨災
害での支援活動」

2019/3/18(3/18-20)

(座長)

石原 諭

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

災害急性期において支援団体連携の
ために統合医療対策本部はどこに立
ち上げるべきか？

2019/3/19(3/18-20)

鵜飼卓、中山伸一、川瀬鉄典

川瀬 鉄典

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Prefectural Emergency Medical
Shinichi Nakayama,Satoshi
Operations Center operating 24/7 in 2018/10/18(10/16-18) Ishihara,Soichiro Kai,Shota
Hyogo for Fifteen years
Kikuta

川瀬 鉄典

第27回全国救急隊員シン
ポジウム

高松

中山 伸一、石原 諭、松山
エリア災害（緊急搬送要請）発動！こう
2019/1/24（1/24-25） 重成、仲本 英生、中山 晴
いう仕組みありますか？
輝、井上 明彦

川瀬 鉄典

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

西日本豪雨の兵庫県対応 県として
のダメージコントロールと隣県支援の
課題

2019/3/18(3/18-20)

中山伸一、石原諭、甲斐聡一
朗、桑原正篤、松山重成、菊田
正太、中田正明、津田雅美、山
本裕梨子

川瀬 鉄典

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

要望演題8 口演・ポスター「西日本豪
雨：岡山」

2019/3/19(3/18-20)

(座長)

川瀬 鉄典

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

CBRNE事態への備え；それは日常の
延長線上にある。

2019/3/20(3/18-20)

中山伸一、石原諭、松山重成、
菊田正太、甲斐聡一朗

松山 重成

第44回日本熱傷学会総会
学術集会

東京

広範囲熱傷治療におけるサンドイッチ
法の有用性

2018/5/17（5/17-18） (座長)

松山 重成

第32回日本外傷学会総会・
学術集会

京都

Case Conference「あなたならどうす
る」

2018/6/21(6/21-22)

松山 重成

第32回日本外傷学会総会・
学術集会

京都

当センターで施行した骨盤ガーゼパッ
キング63例の検討

2018/6/22(6/21-22)

松山 重成

第10回日本Acute Care
Surgery学会学術集会

仙台

当センターHybrid ERで手術を施行し
た体幹外傷10例の検討

2018/9/15(9/14-15)

松山 重成

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

口演2「ドクターカー」

2018/11/19（11/1921）

（座長）

松山 重成

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

当センターHybrid ERで手術・TAEを施
行した26例の検討

2018/11/20（11/1921）

市川哲也、伊集院真一、菊田
正太、井上明彦、甲斐聡一朗、
中山晴輝、松本麻里花、大仲
玄明、石原諭、中山伸一

松山 重成

第31回日本外科感染症学
会総会学術集会

大阪

熱傷創感染の診断-定義変遷の歴史
に学ぶ-

2018/11/3012/4(12/1)

Noriaki Mizuta, Shota Kikuta,
Souichiro Kai, Motoaki Onnaka,
Shigenari Matsuyama, Shinichi
Nakayama

(指定討論者)
市川哲也、西村健、伊集院真
一、菊田正太、井上明彦、甲斐
聡一朗、中山晴輝、松本麻里
花、大仲玄明、石原諭、中山伸
一
髙宮城陽栄、市川哲也、伊集
院真一、中山晴輝、大仲玄明、
石原諭、中山伸一

2018/11/29(11/28-29) 池田弘人

桑原 正篤

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

平時のネットワーク構築が災害時に有
用であった一事例

2019/3/18(3/18-20)

鵜飼卓、中山伸一、川瀬鉄典、
石原諭、松山重成、吉田剛、中
田正明、木村俊大、中田徹朗

井上 明彦

日本麻酔科学会第65回学
術集会

横浜

外傷性肋骨骨折に対する硬膜外鎮痛
は患者QOLを改善させる

2018/5/18（5/17-19）

山根悠、村橋一、甲斐聡一朗、
黒田康弘、中山伸一

井上 明彦

International Hypothermia
and Temperature
Management Symposium IHTMS 2018

Sydney,
hypothermia is associated with favorable
Australia neurological outcomes in out-of-hospital

2018/8/29(8/28-30)

Toru Hifumi, Yasuhiro Kuroda,
Yoshio Tahara, Hiroyuki
Yokoyama, Ken Nagao, Hiroshi
Nonogi

井上 明彦

Society of Critical Care
Medicine 48th Critical Care
Congress

PREOPERATIVE PROPHYLACTIC
アメリカ CHEST DRAINAGE FOR TRAUMATIC
PNEUMOTHORAX

2019/2/19(2/17-20)

Koshi Yokota,Tokito Koga,Soichiro
Kai,Shinichi Ijuin,Shota Kikuta,Shigenari
Matsuyama,Tetsunori Kawase,Satoshi
Ishihara,Yasuhiro Kuroda,Shinichi
Nakayama

井上 明彦

第46回日本集中治療医学
会学術集会

Increased heart rate response during the
rewarming phase of therapeutic
cardiac arrest patients

京都

シンポジウム21 心拍再開後の神経
集中治療：最新の研究結果

甲斐 聡一朗

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Quality Assurance and Capacity
Building of Emergency Medical
Teams(EMTs):Recent trends and
future challenges in ASEAN region

2018/10/17(10/16-18) ―

甲斐 聡一朗

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Poster Session Nursing Care

2018/10/17(10/16-18) (座長)

甲斐 聡一朗

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Poster Session Others

2018/10/17(10/16-18) (座長)

甲斐 聡一朗

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Global EMT Quality Assurance and
Tomoaki Natsukawa,Masamune
Classification:An NGO's challenge for 2018/10/18(10/16-18) Kuno,Tatsuro Kai,Kazuhiko
Type 1 EMT Classification
Maekawa,Takashi Ukai

甲斐 聡一朗

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

JICAセッション

2019/3/20(3/18-20)

(座長)

甲斐 聡一朗

第24回日本災害医学会総
会・学術集会

鳥取

緊急医療チームの「水」に関する国際
基準を満たすために

2019/3/20(3/18-20)

夏川知輝、久野将宗、甲斐達
朗、鵜飼卓、前川和彦

古賀 聡人

日本心臓血管麻酔学会第
23回学術大会

東京

局所麻酔下ステントグラフト内挿入術
の成功例、不成功例

2018/9/15(9/14-16)

黒田光朗、山根悠、奥野琢也

大仲 玄明
（古賀 聡人）

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

満足度調査からみた独立型3次救命
救急センターでの初期臨床研修の課
題

2018/11/21（11/1921）

古賀 聡人

第46回日本集中治療医学
会学術集会

京都

多発肋骨骨折患者の人工呼吸離脱に
脊柱起立筋面ブロックが有効であった
一例

2019/3/2(3/1-3)

古賀 聡人

第119回近畿救急医学研究
会

京都

セネガル人へのECPR～MSWによる介
入を中心に～

2019/3/23(3/23)

伊集院 真一

第21回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

伊集院 真一

第32回日本外傷学会総会・
学術集会

京都

伊集院 真一

第40回日本呼吸療法医学
会学術集会

伊集院 真一

伊集院 真一

2019/3/3(3/1-3)

（座長）

古賀聡人、村橋一、水田宜良、
松本麻里花、菊田正太、井上
明彦、桑原正篤、松山重成、石
原諭、中山伸一
井上明彦、甲斐聡一朗、横田
航志、菊田正太、伊集院真一、
松本麻里花、川瀬鉄典、石原
諭、中山伸一
坪井孝文、鈴木信子、水溜丹
都子、中山伸一

2018/6/1(5/31-6/2)

松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

当院におけるPreventable trauma
deathから見た外傷診療成績の検討

2018/6/22(6/21-22)

菊田正太、松山重成、川瀬鉄典、
石原諭、中山伸一

東京

ECMO導入後の気管出血における血
栓閉塞に対してMechanical
Insufflation-Exsufflationが奏功した1
例

2018/8/4(8/4-5)

西村健、松山重成、川瀬鉄典、
石原諭、中山伸一

第16回兵庫県立病院学会

神戸

当院におけるHybrid ERでの緊急手術
の経験

2018/9/8(9/8)

松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

第10回日本Acute Care
Surgery学会学術集会

仙台

Hybrid ERを用いた外傷初期診療の課
題～CT撮像までの時間短縮は？～

2018/9/15(9/14-15)

松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

名古屋 当院におけるHybrid ERでの手術経験

Akihiko Inoue,Nobuaki
Igarashi,Shigenari
2018/11/11(11/10-12) Matsuyama,Tetsunori
Kawase,Satoshi Ishihara,Shinichi
Nakayama

伊集院 真一

Pulmonary Embolism and Accidental
AHA Scientific Sessions
Hypothermia Have a Favorable
2018 Resuscitation Science アメリカ
Outcome in Cardiac Arrest With PEA
Symposium
Treated by ECPR

伊集院 真一

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

心タンポナーデを合併した急性大動脈
解離に対するControlled Pericardial
Drainage-Return

2018/11/20（11/1921）

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46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

ポスター65「病院前救急診察・ドクター
カー」

2018/11/20（11/1921）

（座長）

伊集院 真一

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

2018/11/21（11/1921）

井上明彦、五十嵐宣明、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 48th Critical Care
Congress

2019/2/18(2/17-20)

Akihiko Inoue,Shigenari
Matsuyama,Tetsunori
Kawase,Satoshi Ishihara,Shinichi
Nakayama

伊集院 真一

第46回日本集中治療医学
会学術集会

2019/3/3(3/1-3)

井上明彦、松山重成、川瀬鉄典、
石原諭、中山伸一

伊集院 真一

第83回日本循環器学会学
術集会

横浜

Targeted Temprature Management of
Patients Undergone Extracorporeal
Cardiopulmonary Resuscitation

2019/3/29(3/29-31)

Akihiko Inoue,Nobuaki
Igarashi,Tomofumi Doi,Shigenari
Matsuyama,Tetsunori
Kawase,Satoshi Ishihara,Shinichi
Nakayama

津嘉山 博行

第80回日本臨床外科学会
総会

東京

リンパ節腫大をきたした胃神経鞘腫の
1例

2018/11/22-24
（11/24）

菊田 正太

第32回日本外傷学会総会・
学術集会

京都

病院前診療後に搬送先からの短時間
での追加転院を要した外傷症例の特
徴

2018/6/22(6/21-22)

菊田 正太

第39回近畿外傷フォーラム

神戸

ショック遷延の原因特定に難渋した墜
落による多発外傷の1例－消化管内
への活動性出血を鑑別に－

2018/7/14(7/14)

菊田 正太

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

菊田 正太

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

菊田 正太

39th International
Symposium on Intensive
Care and Emergency
Medicine

水田 宜良

The 14th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

神戸

Initial management at the
Fukuchiyama fireworks
explosion.Prehospital triage and
outcome of multiple burn patients

水田 宜良

第32回日本創外固定・骨延
長学会

秋田

Hybrid-ERを使用した四肢・骨盤骨折
に対する緊急創外固定の現状

2019/3/2(3/1-2)

矢形幸久

市川 哲也

第118回近畿救急医学研究
会

大阪

自動釘打ち機による穿通性肺損傷に
対して解剖学的左下葉背切除術を
行った1例

2018/6/16(6/16)

山根悠、中山晴輝、大仲玄明、
松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

市川 哲也

第10回日本Acute Care
Surgery学会学術集会

仙台

Hybrid ERを利用した兵庫県災害医療
センターでの外傷診療

2018/9/15(9/14-15)

松山重成、川瀬鉄典、石原諭、
中山伸一

市川 哲也

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

口演51「病院前医療・MC2」

2018/11/21（11/1921）

（座長）

西村 健

77th Annual Meeting of
AAST and 4th World
Trauma Congress

Prediction of Mortality and Morbidity
アメリカ evaluating with Sarcopenia in
Japanese Geriatric Trauma Patients

2018/9/27(9/26-29)

Shigenari Matsuyama,Satoshi
Ishihara,Shinichi Nakayama

西村 健

15th Annual Academic
Surgical Congress

Early diagnosis and intervention for
アメリカ intracranial hemorrhage via method of
Hybrid Emergency Room.

2019/2/5(2/4-6)

Shigenari Matsuyama,Satoshi
Ishihara,Shinichi Nakayama

無脈性電気活動（PEA）に対する
ECPRの神経学的転帰における関連
因子を探る
OPTIMAL TARGETED
TEMPERATURE MANAGEMENT OF
アメリカ PATIENTS WHO UNDERWENT
ECPR:HYPOTHERMIA?NORMOTHER
MIA?
ECPR導入後の体温管理療法におけ
京都 る指摘温度を探る～Hypothermia?or
Normothermia?～
横浜

猿渡和也、菅野令子、渡邉彩
子、大久保悠祐、久保田暢人、
奥本龍夫、石堂展宏、門脇嘉
彦
石原諭、市川哲也、水田宜良、
西村健、伊集院真一、津嘉山
博行、中山晴輝、井上明彦、大
仲玄明、矢形幸久、松山重成、
中山伸一
―

Tetsunori Kawase,Soichiro
Diagnostic equipment for NBC
Kai,Shigenari
disasters at disaster base hospitals in 2018/10/16(10/16-18) Matsuyama,Satoshi
Hyogo Prefecture:A survey
Ishihara,Shinichi
Nakayama,Takashi Ukai
石原諭、井上明彦、中山晴輝、
頭部以外に対する早期手術を行った
2018/11/19（11/19- 大仲玄明、矢形幸久、松山重
頭部外傷合併例の神経学的転帰に関
21）
成、川瀬鉄典、中山伸一、原淑
する検討
恵

Traumatic asphyxia,focused on
ベルギー presence of cardiac arrest and the
therapeutic reactivity.

2019/3/19(3/19-22)

2018/10/17(10/16-18)

S Ishihara,S Kai,H Nakayama,S
Matsuyama,T Kawase,S
Nakayama
Satoshi Ishihara,Tetsunori
Kawase,Shinichi Nakayama

横田 航志

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

2018/11/20（11/1921）

小濱圭祐、三丸敦洋

横田 航志

Society of Critical Care
Medicine 48th Critical Care
Congress

2019/2/18(2/17-20)

Akihiko Inoue,Tokito Koga,Soichiro
Kai,Shinichi Ijuin,Shota
Kikuta,Shigenari
Matsuyama,Tetsunori
Kawase,Satoshi Ishihara,Shinichi

坪井 孝文

第27回兵庫県救急・集中治
療研究会

神戸

蜂刺症により蜂毒中毒を合併した1例

2018/11/10(11/10)

花畑佑輔、水田宜良、甲斐聡
一朗、松山重成、川瀬鉄典、石
原諭、中山伸一

坪井 孝文

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

外傷患者における抗血栓薬の休薬期
間と有害事象に関する検討

2018/11/20（11/1921）

菊田正太、桑原正篤、吉田剛、
大仲玄明、松山重成、川瀬鉄
典、石原諭、中山伸一、原淑恵

坪井 孝文

第119回近畿救急医学研究
会

京都

胸椎骨折による後縦隔血腫に気道狭
窄を合併した1例

2019/3/23

福島 雅郁

第46回日本救急医学会総
会・学術集会

横浜

墜落外傷後、肝硬変を生じ、著名な肝
酵素上昇が認められた一例

2018/11/19（11/1921）

伊集院真一、西村健、水田宜
良、松山重成、石原諭、中山伸
一

高橋 諒（兵庫
第46回日本救急医学会総
県立淡路医療
会・学術集会
センターより）

横浜

家族性大腸ポリポーシスの関与が疑
われた成人S状結腸逆行性腸重積症
の1例

2018/11/21（11/1921）

市川哲也、西村健、松山重成、
川瀬鉄典、石原諭、中山伸一

河内 啓貴(神
第27回兵庫県救急・集中治
戸大学医学部
療研究会
附属病院より)

神戸

眼窩上壁骨折のみを呈したpure-type
blow in fractureの一例

2018/11/10(11/10)

菊田正太、松本麻里花、松山
重成、川瀬鉄典、石原諭、中山
伸一

平 卓也(神戸
第55回日本腹部救急医学
大学医学部附
会総会
属病院より)

仙台

脳幹出血の入院加療中に腹水が出現
し特発性門脈血栓症と診断した一例

2019/3/7(3/7-8)

中山伸一、石原諭、川瀬鉄典、
松山重成、桑原正篤、横田航
志、髙宮城陽栄

若榮 智之(神
第119回近畿救急医学研究
戸赤十字病院
会
より)

京都

劇症型心筋炎による院外心停止に対
してECPR後、早期に心臓移植実施施
設と連携した1例

2019/3/23(3/23)

伊集院真一、横田航志、石原
諭、中山伸一、土井智文、瀬口
理、福嶌教偉、藤田知之

青戸 一恵(兵
庫県立加古川 第119回近畿救急医学研究
医療センターよ 会
り)

京都

輸血施行後にエホバの証人の信者と
判明した広範囲熱傷の一例

2019/3/23(3/23)

古賀聡人、菊田正太、甲斐聡
一朗、中山伸一

横浜

国際宇宙探査における救急医療体制
の検討

VENOUS THROMBOEMBOLISM IN
アメリカ
HOSPITALIZED TRAUMA PATIENTS

―

五十嵐 宣明

23th CARDIOVASCULAR
SUMMIT TCTAP2018

韓国

Successful PCI for CTO via the Previous
Implanted Stent Strut in CPA Patient
Treated with Hemodialysis

2018/4/29(4/28-5/1) ―

五十嵐 宣明

TOPIC2018

東京

高度石灰化を伴う3枝病変の左回旋枝に
Rotablatorを施行し冠動脈穿孔を来たした
一例

2018/7/12(7/12-14)

土井智文、村田武臣、政野智
也、谷口弥生、佐藤淳哉、土岐
啓己、田原奈津子、藤田紘、竹
内真理子、村上篤志

原口 知則

第61回関西胸部外科学会
学術集会

名古屋

急性A型大動脈解離手術例の遠隔成
績

2018/6/22(6/21-22)

中井史、岡田恭司、築部卓郎

林 成人

日本脳神経外科学会第77
回学術集会

林 成人

The American Society of
Mechanical Engineers

中後 貴江

太田耕平、原淑恵、山下晴央、
中楯浩康、張月琳、目片幸二
郎、甲村英二、青村茂
Hiromichi Nakadate,Yuelin
Reproduction Analysis of Injury Condition
Zhang,Kojiro Mekata,Haruo
Using Finite Element Modeling of the Head
アメリカ in Cases With Traumatic Higher Brain
2018/11/14(11/9-15) Yamashita,Shinichi
Nakayama,Eiji
Dysfunction Caused by Traffic Accidents
Kohmura,Yasuhiro Matsui,Hong
仙台

交通事故受傷状況再現解析に基づいた
外傷性高次脳機能障害発生予測

2018/10/12（10/1013）

第2回日本リハビリテーショ
ン医学会秋季学術集会

仙台

多発外傷患者における整形外科領域の
missed injury

2018/11/4(11/2-4)

―

矢形 幸久

第130回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会

愛媛

粉砕型膝蓋骨骨折の従来のTension Band
Wire法による治療

2018/4/20(4/20-21)

水田宜良、松宮豊、中後貴江、
伊藤康夫、戸田一潔

矢形 幸久

第32回日本外傷学会総会・
学術集会

京都

脊椎外傷を伴う重症多発外傷の治療―
シームレスに進めるために―

2018/6/21(6/21-22)

中山伸一、石原諭、松山重成、
中山晴輝、井上明彦、西村健、
水田宜良、松宮豊、山下良祐、
伊藤康夫、菊地剛

矢形 幸久

第44回日本骨折治療学会

岡山

一般演題 口演68 下腿骨幹部

2018/7/7(7/6-7)

(座長)

中後貴江、伊藤康夫、戸田一
潔、大森貴夫、金高圭甫、志渡
澤央和

矢形 幸久

第2回日本リハビリテーショ
ン医学会秋季学術集会

仙台

粉砕型膝蓋骨骨折に対する古典的
Tension Band Wire法の治療成績

矢形 幸久

第32回日本創外固定・骨延
長学会

秋田

確実なHigh route骨盤創外固定設置のた
めの我々の工夫

2019/3/2(3/1-2)

矢形 幸久

第24回救急整形外傷シン
ポジウム

沖縄

軟部組織と骨盤前方要素を広範に欠損し
た小児重症骨盤開放骨折-及第点？赤
点？そして今後？-

2019/3/22(3/22-23)

中山晴輝、松山重成、中山伸
一

矢形 幸久

第24回救急整形外傷シン
ポジウム

沖縄

重症外傷

2019/3/23(3/22-23)

(座長)

山下 良祐

第32回日本外傷学会総会・
学術集会

京都

交通外傷で受傷した外傷性股関節前方脱
臼の2例

2018/6/21(6/21-22)

矢形幸久、水田宜良、松宮豊、
大森貴夫

山下 良祐

第44回日本骨折治療学会

岡山

Spino-pelvic fixationにて治療した不安定
型仙骨骨折の術後整復位の検討

2018/7/6(7/6-7)

矢形幸久、水田宜良、松宮豊、
伊藤康夫、戸田一潔

山下 良祐

12th European Congress oｆ
Emergency Medicine

スコットランド

Tracheal Stenosis Secondary to Posterior
Sternoclavicular Dislocation.

2018/9/8-12

森田 未沙子

第61回日本形成外科学会
総会・学術集会

博多

【神戸赤十字病院】精神疾患を有する自殺
企図による顔面骨骨折症例18例の検討

2018/4/12(4/11-13)

2018/11/3(11/2-4)

水田宜良

Shinichi Nakayama,Satoshi
Ishihara

小川晴生、森松康行、田原真
也

