
平成17年度学会発表

発表者名 学会名 演題名 発表日 備考

小澤修一
14th World Congress on
Emergency And Disaster
Medicine

Emergency Medical System in
Hyogo Prefecture and the Role of
Hyogo Emergency Medical Center

2005/5/18 －

小澤修一
第44回全国自治体病院学
会

危機管理とリーダーシップ　病院
紹介　兵庫県災害医療センター

2005/10/14
中山伸一、細田弘吉、大谷
博快、多田操、木曽田恵
子、鵜飼卓

小澤修一
第33回日本救急医学会総
会

兵庫県における災害時の救急医
療システム及び災害医療セン
ターの果たすべき役割と機能

2005/10/27
中山伸一、冨岡正雄、中村
雅彦、松山重成、宮本哲
也、小林誠人、鵜飼卓

小澤修一
第11回日本集団災害医学
会総会

災害時に機能する災害救急医療
システムと基幹災害救急医療セ
ンターの役割

2006/2/10
中山伸一、冨岡正雄、中村
雅彦、松山重成、宮本哲
也、小林誠人、鵜飼卓

中山伸一 神戸心身医学会
災害医療に携わる救急医として
～こころのケアに思うこと

2005/4/9

中山伸一 世界心身医学会議
What Can Medical Assistance Do
for Victims in Catastrophes

2005/8/5

中山伸一
Harvard Medical School
Public Health 講演会

JR福知山線脱線事故の最前線
からの生還

2005/8/30

中山伸一
第33回日本救急医学会総
会

JR福知山線脱線事故における災
害医療対応(速報)

2005/10/27

中山伸一 第7回日本災害情報学会

大規模災害時の救急医療対応と情
報－災害救急医療の新しい課題　JR
福知山線列車脱線事故における医
療チームとしての活動報告

2005/10/29

中山伸一
第11回日本集団災害医学
会総会

瓦礫の下の医療(CSM) 2006/2/9

中山伸一
第11回日本集団災害医学
会総会

災害医療対応の質向上に果たす
べき情報伝達の課題－JR福知山
線事故からの教訓

2006/2/10

中山伸一
第93回近畿救急医学研究
会

JR福知山線列車事故での後方支
援活動について～基幹災害拠点
病院として何ができたか～

2006/3/11

鵜飼卓
14th World Congress on
Emergency And Disaster
Medicine

Train Accident at Amagasaki 2005/5/17

鵜飼卓
第53回日本職業・災害医
学会

阪神・淡路からJR福知山線事故
まで－何が変わったか

2005/11/22



鵜飼卓
第11回日本集団災害医学
会総会

尼崎JR脱線事故調査特別委員
会報告

2006/2/10

細田弘吉
第35回日本脳卒中の外科
学会

救命センターにおける重症クモ膜
下出血に対する超早期治療

2006/3/21

細田弘吉
第35回日本脳卒中の外科
学会

Dolenc’s approach が有用であっ
たlarge and broad neck P1-P2
junction aneurysmの1例

2006/3/21

細田弘吉
第64回日本脳神経外科学
会総会

統計画像解析(SPM)を用いた拡
散テンソル画像による脳内出血
及び頭部外傷における白質病変
検出の試み

2005/10/7

細田弘吉
第34回日本脳卒中の外科
学会

重症クモ膜下出血に対する超早
期治療

2005/4/23

細田弘吉
第34回日本脳卒中の外科
学会

統計画像解析による中大脳動脈
灌流域決定の試み

2005/4/23

冨岡正雄
第34回日本脊椎脊髄病学
会

高エネルギー外傷患者における
頚椎スクリーニングテストの重要
性

2005/6/10

川崎英之、中山伸一、小澤
修一、中村雅彦、松山重
成、宮本哲也、小林誠人、
伊藤康夫、甲斐信夫

冨岡正雄 第7回日本褥瘡学会
褥瘡診療における問題点－講習
会でのアンケート結果から－

2005/8/26 高谷薫、松崎真樹子

冨岡正雄
第33回日本救急医学会総
会

救命救急センターにおける整形
外科医の必要性

2005/10/26

川崎英之、中村雅彦、松山
重成、宮本哲也、小林誠
人、長谷川康裕、中山伸
一、小澤修一

冨岡正雄
第24回日本国際保健医療
学会西日本地方会

中核病院が倒壊した街の国際災
害医療活動

2006/3/4
矢野和美、中尾博之、鵜飼
卓

冨岡正雄
第24回日本国際保健医療
学会西日本地方会

国際災害医療の整形外科的問題
点と課題　パキスタン北部大地震
医療チームに参加して

2006/3/4
矢野和美、中尾博之、鵜飼
卓

中村雅彦
第54回兵庫県血管外科研
究会

鈍的外傷による左大腿動静脈断
裂、左総腸骨動脈損傷に対し、
TAE＋血管再建により救命した1
例

2005/7/16

中村雅彦
第33回日本救急医学会総
会

当センターにおける大動脈損傷
症例の検討

2005/10/26

松山重成 第19回日本外傷学会
Ⅲb＋HVr型肝損傷に対して2度
のガーゼパッキングにて救命後
に残存肝の感染を合併した1例

2005/5/26
川崎英之、小林誠人、宮本
哲也、中村雅彦、冨岡正
雄、中山伸一、小澤修一

松山重成 第33回日本救急医学会
当センターにおける肺経由動脈
熱希釈法(PiCCO)を用いた呼吸・
循環動態のモニタリングの現状

2005/10/26

管永麗依、岸野貴賢、石川
進一、黒川剛史、宮本哲
也、中村雅彦、冨岡正雄、
中山伸一、小澤修一



宮本哲也
第102回日本内科学会総
会

内因性CPA症例に対するドクター
カーシステムについて

2005/4/7

宮本哲也 第33回日本救急医学会
当センタードクターカーにおける
心室細動症例の検討

2005/10/26

宮本哲也
第33回日本救急医学会総
会

心原性心肺停止症例における社
会復帰例の検討(ドクターカー事
案より)

2005/10/27

宮本哲也 第12回日本航空医療学会
JR福知山線列車脱線事故におけ
るヘリコプター搬送における
staging careの経験

2005/11/3

小林誠人
第8回日本臨床救急医学
会

外傷症例に対するドクターカーの
運用　その有用性と今後の展望

2005/4/29

小林誠人 第19回日本外傷学会
多発外傷に対する大動脈遮断バ
ルーンカテーテル(IABO)を用いた
治療戦略

2005/5/25

小林誠人
第50回日本集中治療医学
学会近畿地方会

Septic MOF患者における血中
HMGB-1の検討

2005/6/25

小林誠人 第33回日本救急医学会
JR福知山線列車脱線事故におけ
る先着医療チームとしての活動
報告

2005/10/26

小林誠人 第33回日本救急医学会
重症外傷に対する病院前からの
治療戦略　ドクターカーの有用性

2005/10/26

小林誠人 第24回日本蘇生学会

JR福知山線列車事故から学ぶこと－災
害救急医療の新しい課題
JR福知山線列車脱線事故における医療
チームとしての活動報告

2005/11/4

林太郎
第22回Kobe
Cardiovascular
Conference

院外発症の肺血栓塞栓症(acute
on chronik)の救命にドクターカー
が有用であった1例

2006/2/8

黒川剛史
第55回兵庫県血管外科研
究会

骨盤骨折に伴う大腿動脈損傷に
対し、Wallstentにより血行再建し
た1例

2006/1/21

長谷川康裕
第105回中部日本整形外
科災害外科学会

長期透析患者の手根管症候群再
発例の検討

2005/10/6

原淑恵
第49回日本脳神経外科学
会近畿地方会

外傷性鼻・口腔出血に対する側
線術の経験

2005/4/8

原淑恵
第35回日本脳卒中の外科
学会

急性期に再出血を来した椎骨動
脈解離性動脈瘤の検討

2006/3/20



原淑恵 第29回神経外傷学会
当センターにおける頭部外傷、複
合外傷の治療経験

2006/3/23

山本真士
第82回日本神経学会近畿
地方会

MRI拡散テンソル像(DTI)で脳梁
膨大部の繊維束の可逆性変化を
観察した癲癇の1例

2005/6/25

太田耕平 第34回脳卒中の外科学会
重症クモ膜下出血患者における
PICCO(ピコ)の使用経験と有効性
の検討

2005/4/22

太田耕平
第64回日本脳神経外科学
会総会

重症クモ膜下出血患者における
PICCO(ピコ)の使用経験と有効性
の検討

2005/10/26

乾淳幸
第93回近畿救急医学研究
会

下肢長官骨骨折患者における血
中脂肪滴陽性率の検討

2006/3/11

川崎英之 第33回日本救急医学会
呼吸停止を来した上位頸髄損傷
の一救命例

2005/10/26




