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小澤修一
第7回日本臨床救急医学
会

救急医療のIT化を利用した標準
化

2004/5/15
中山伸一、松山重成、小林
誠人、鵜飼卓

小澤修一
第10回日本集団災害医学
会総会

兵庫県における災害救急医療シ
ステムと災害医療センターの役割

2005/3/3

中山伸一
第7回アジア太平洋災害
医学会

Hyogo Emergency Medical
Center:a New Institute to Cope
with Disaster

2004/10/1

中山伸一 国連防災会議
International Cooperation in
Disaster Medicine by
Kobe,Hyogo,Japan

2005/1/1

中山伸一 国連防災会議
「阪神・淡路大震災が突きつけた
災害医療への教訓とその後の進
歩」

2005/1/2

中山伸一
第10回日本集団災害医学
会総会

災害拠点病院の救護班派遣の成
果と課題-台風23号の洪水被害
での派遣から

2005/3/3

中山伸一
第10回日本集団災害医学
会総会

広域災害・救急医療情報システ
ムの現状と課題

2005/3/4

中山伸一
第91回近畿救急医学研究
会

兵庫県における災害医療体制の
進歩と課題：特に災害拠点病院と
災害医療情報システムについて

2005/3/19

小澤修一、鵜飼卓、中村雅彦、
冨岡正雄、松山重成、宮本哲
也、小林誠人、川崎英之、小畑
大輔、脇貴洋、多田操、中田充
武

細田　弘吉 日本脳神経外科学会総会
SPECT統計画像解析の虚血性脳
血管障害への臨床応用

2004/10/7 川口哲郎、甲村英二

細田　弘吉 脳循環代謝定量研究会 SPECT統計画像の臨床意義 2004/10/30

冨岡　正雄
第7回アジア太平洋災害
医学会

Helical CT is effective for
cervical spinal screening test of
obtunded blunt trauma patients

2004/10/1 中山伸一、小澤修一

小林誠人
第49回日本集中治療医学
会近畿地方会

集学的治療を要した中毒性表皮
壊死症(TEN)の1救命例

2004/6/19

小林誠人
第90回日本救急医学会近
畿地方会

ドクターカーが心肺停止回避に有
用であった出血性ショックを伴う
重症多発外傷の1例

2004/7/24

小林誠人
第32回日本救急医学会総
会

Septic MOF患者における血中
HMGB-1の臨床的意義

2004/10/27
宮本哲也、松山重成、冨岡
正雄、中山伸一、小澤修一



小林誠人
第32回日本集中治療医学
会

Septic MODSに対する血液浄化
療法の現状と今後の展望

2005/2/24-
2/26

小林誠人
第41回日本腹部救急医学
会

敗血症性多臓器不全に対する
PMX-DHPの有用性

2005/3/10

松山重成
第7回日本臨床救急医学
会総会

糖尿病性昏睡を来たし、血糖コン
トロールに難渋したペットボトル症
候群の1例

2004/5/15
宮本哲也、小林誠人、藤田
信彦、冨岡正雄、中山伸
一、小澤修一

松山重成 第18回日本外傷学会

高齢者の出血性ショック症例に対
する肺経由動脈熱希釈法
(PiCCO)による循環動態のモニタ
リング

2004/5/21

大島規広
第69回日本循環器学会総
会

Impact of Ultra-Early Reperfusion
Therapy on Myocardial Salvage in
Patients with AMI;Using Early and
Delayed Images of 99mTc-Tetrofosmin
SPECT

2005/3/19

和田太郎 日本脳神経外科学会総会
重症クモ膜下出血における
PiCCO(ピコ)の使用経験と有効性

2004/10/8

和田太郎
第20回日本脳神経血管内
治療学会

WFNS grade Vの破裂脳動脈瘤の
治療実績

2004/11/17

山口雅人
第63回日本医学放射線学
会学術集会

分枝虚血障害合併B型大動脈解
離に対するIVR－当院における初
期治療経験

2004/4/8

山口雅人
第33回日本血管造影・IVR
学会総会

分枝虚血障害合併B型大動脈解
離に対するIVR－当院における初
期治療経験－

2004/5/7

山口雅人

2005 SIR(Society of
Inteventional
Radiology)30th Annual
Scientific Meeting(New
Oreleans,Louisiana)

Histological response after
placing self-expanding stents
with different diameters on the
porcine venous system.

2005/3/31-
4/5

川口哲郎 日本脳神経外科学会総会
SPECT統計画像解析の虚血性脳
血管障害への臨床応用

2004/10/7

甲村英二 日本脳神経外科学会総会
SPECT統計画像解析の虚血性脳
血管障害への臨床応用

2004/10/7

木村英仁 日本脳神経外科学会総会
重症クモ膜下出血における
PiCCO(ピコ)の使用経験と有効性

2004/10/8
和田太郎、中村淑恵、細田
弘吉

中村淑恵
第20回日本脳神経血管内
治療学会

WFNS grade Vの破裂脳動脈瘤の
治療実績

2004/11/17
細田弘吉、和田太郎、木村
英仁

林太郎 第19回日本救急医療学会
骨盤骨折を伴った外傷性大動脈
損傷の1救命例

2004/9/18



門脇嘉彦
第59回日本消化器外科学
会

経食道裂孔アプローチによる手
術を施行した胃

2004/7/23

山本真士
第9回日本神経精神医学
会総会

被殻出血の急性期にヘルペス脳
炎を併発した1例

2004/11/12

角谷賢一朗 SPINEWEEK 2004

Down regulation of specific gene
expression in nucleus pulposus
cells medicated by RNA
interference in vitro

2004/6/2

長谷川康裕
第49回日本透析医学会学
術集会

長期透析患者の手根管症候群に
対する鏡視下手根管開放術の治
療成績

2004/6/18

川崎英之
第91回近畿救急医学研究
会

ロッキングプレートを用いた肋骨・
胸骨骨接合術の経験

2005/3/19

冨岡正雄、藤田信彦、中山
伸一、中村雅彦、松山重
成、宮本哲也、小林誠人、
中田華子、小畑大輔、小澤
修一

中田華子
第91回近畿救急医学研究
会

縊頸によりたこつぼ心筋障害を来
たした１救命例

2005/3/19

宮本哲也、中村雅彦、冨岡
正雄、松山重成、小林誠
人、川崎英之、中山伸一、
小澤修一




