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発表者名 学会名 演題名 発表日 備考

鵜飼卓
第36回日本救急医学会総
会教育講演

国際災害医療とNGO-その現状と
課題-

2008/10/13 (札幌)

鵜飼卓
9th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

Safe and Resilient Hospital for
Disasters

2008/11/3 （Seoul,Korea）

鵜飼卓
Western Pacific
Consultation for Ensuring
Safe Hospital

Safe and Resilient Hospital for
Disasters

2008/12/8 （Phnom Penh,Cambodia）

鵜飼卓
16th World Congress for
Disaster and Emergency
Medicine

Safe Hospital from Disasters-
Lessons from the Great Hanshin-
Awaji Earthquake

2009/3/13 （Victoria,Canada）

小澤修一
第36回日本救急医学会総
会・学術集会

大動脈損傷を伴う多発外傷に対
する治療戦略

2008/10/13

中山伸一、当麻美樹、冨岡
正雄、松山重成、西倉哲
司、宮本哲也、黒川剛史、
伊藤岳、小出裕、松川律

小澤修一
The 9th Asia Pacific
Conference on Disaster
Medicine

Disaster Medical Services System in
Hyogo Prefecture from the Lessons
of the Great Hanshin-Awaji

2008/11/3
Shinichi Nakayama,Masao
Tomioka,Takashi Ukai

中山伸一
第11回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

災害時における消防と医療の連
携への道

2008/6/7

中山伸一
第36回日本救急医学会総
会・学術集会

DMATの連携に不可欠な要素：コ
マンド体制の確立のための情報
の共有

2008/10/14

小澤修一、鵜飼卓、冨岡正
雄、辺見弘、本間正人、植
孝司、近藤久禎、山田憲
彦、庄野聡、徳野慎一

中山伸一
第3回病院前救急診療研
究会学術集会

DMAT研修は病院前救急診療の
てこ入れになり得るか？

2008/12/5

中山伸一
第14回日本集団災害医学
会総会・学術集会

災害時の医療連携に不可欠なも
の：情報共有は進歩したか？

2009/2/13

当麻美樹
第36回日本救急医学会総
会・学術集会

Ⅲ度熱中症における凝固線溶機
能と深部体温に関する臨床的検
討

2008/10/13

佐野秀、和田有司、切通雅
也、渡瀬淳一郎、尾中敦
彦、松阪正訓、塩野茂、田
伏久之、中山伸一、小澤修
一

当麻美樹
第36回日本救急医学会総
会・学術集会

急性呼吸不全における気管支肺
胞洗浄(BAL)の有用性に関する
検討

2008/10/14

冨岡正雄
第14回日本集団災害医学
会総会・学術集会

広域搬送における災害拠点病院
での活動の課題点

2009/2/14
中山伸一、小澤修一、当麻
美樹、渡部広明、松岡哲也

松山重成 第22回日本外傷学会
半独立型救命センターにおける
協力体制と救急医の役割

2008/5/30

上田泰久、伊藤岳、黒川剛
史、臼井章浩、宮本哲也、
西倉哲司、冨岡正雄、当麻
美樹、中山伸一、小澤修一



松山重成
第36回日本救急医学会総
会・学術集会

敗血症性DICにおける血小板減
少時のADAMTS13活性測定

2008/10/14

上田泰久、伊藤岳、黒川剛
史、臼井章浩、宮本哲也、
西倉哲司、冨岡正雄、当麻
美樹、中山伸一、小澤修一

宮本哲也
第106回日本循環器学会
近畿地方会

当センターにおけるPCPS導入症
例の検討

2008/11/29

西倉哲司
第11回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

特異疾患 2008/6/7

西倉哲司
第36回日本救急医学会総
会・学術集会

持続血液ろ過透析（CHDF)中の
Pazufloxacin（PZFX）《パシル》の
薬物動態と投与方法についての
考察

2008/10/15

小澤修一、中山伸一、当麻
美樹、冨岡正雄、松山重
成、伊藤岳、小出裕、臼井
章浩

黒川剛史 第22回日本外傷学会
当院における外傷性心損傷症例
の検討

2008/5/30

小野真義、松山重成、築部
卓郎、冨岡正雄、西倉哲
司、伊藤岳、中山伸一、小
澤修一

黒川剛史
第70回日本臨床外科学会
総会

当院における門脈ガス血症症例
の検討

2008/11/29
門脇嘉彦、岸野貴賢、田村
竜二、岡本貴大、森隆

伊藤岳
第11回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

頭部外傷を負った維持透析患者
に腹膜透析を施行した一例

2008/6/8

小出裕、石井大嗣、黒川剛
史、宮本哲也、松山重成、
西倉哲司、冨岡正雄、中山
伸一、小澤修一

伊藤岳
第36回日本救急医学会総
会・学術集会

救命救急センターにおける院内
教育コースとしてのトリアージ研
修の試み

2008/10/14

伊藤岳
第36回日本救急医学会総
会・学術集会

フーカー式潜水中に発症した一
酸化炭素中毒の一例

2008/10/14

小出裕
第36回日本救急医学会総
会・学術集会

救命センターにおける下肢深部
静脈血栓症のスクリーニングの
結果とその施行時期についての
検討

2008/10/14

冨岡正雄、宮本哲也、松山
重成、西倉哲司、当麻美
樹、中山伸一、小澤修一、
黒田祐一

高原俊介 第22回日本外傷学会
全脊柱固定のピットフォール：当
センター1年間の記録から

2008/5/29

魚谷弘二
第111回中部日本整形外
科災害外科学会・学術集
会

頚髄損傷治療中に椎骨動脈閉塞
から脳梗塞を生じた3例

2008/10/17

魚谷弘二
第15回救急整形外傷シン
ポジウム

結核性股関節症を伴う大腿骨に
生じた大きな第三骨片を有する骨
幹部骨折の１例

2009/3/13
伊藤康夫、長谷川康裕、冨
岡正雄、中後貴江、矢形幸
久

長谷川泰子
第99回近畿救急医学研究
会

骨盤骨折にMorel-Lavallee
Lesionを合併し治療に難渋した１
症例

2009/3/21

高原俊介、小出裕、隅達則、上田
泰久、黒川剛史、伊藤岳、臼井章
浩、宮本哲也、松山重成、冨岡正
雄、当麻美樹、中山伸一、小澤修
一

佐藤淳哉
第99回近畿救急医学研究
会

脚気心が疑われた心不全の１救
命例

2009/3/21

黒川剛史、宮本哲也、小澤修
一、中山伸一、当麻美樹、冨岡
正雄、松山重成、臼井章浩、伊
藤岳、隅達則、上田泰久



立花久嗣
第99回近畿救急医学研究
会

重症レジオネラ肺炎の2例 2009/3/21

伊藤岳、隅達則、上田泰久、黒
川剛史、臼井章浩、松山重成、
冨岡正雄、当麻美樹、中山伸
一、小澤修一

松井大作 第22回日本外傷学会
最近2年間に当センターに搬送さ
れた閉じこめ外傷の検討

2008/5/30
冨岡正雄、中山伸一、松山
重成、黒川剛史、伊藤岳、
小澤修一

門脇嘉彦
第63回日本消化器外科学
会総会・教育集会

当院における重症急性膵炎の分
析および治療実績

2008/7/17

長谷川康裕 第34回日本骨折治療学会
橈骨遠位端骨折に対する髄内釘
の治療経験

2008/6/27
中後貴江、矢形幸久、塩崎
泰之、下川哲哉、馬崎哲
朗、伊藤康夫

山下晴央
第67回日本脳神経外科学
会総会

外傷性両側性頭蓋内血腫の管理
と手術

2008/10/1-3
原淑恵、森下暁二、千葉義
幸、松下誠、甲村英二

山下晴央
第14回日本脳神経外科救
急学会

脳神経外科医が災害時にできる
こと、災害に対して準備すること

2009/1/16-17
原淑恵、森下暁二、千葉義
幸、松下誠、中山伸一、甲
村英二

原淑恵
兵庫県脳血管内治療懇話
会

脳底動脈窓形成部に生じた破裂
脳動脈瘤の1例

2008/7/12 山下晴央、千葉義幸

原淑恵
第9回近畿脳神経血管内
治療学会

クリッピング手術を第1選択とした
施設における、破裂前交通動脈
脳動脈瘤の血管内治療

2008/9/5
山下晴央、森下暁二、千葉
義幸

原淑恵
第56回日本脳神経外科学
会近畿支部学術集会・第
68回近畿脳腫瘍研究会

脊髄円錐に髄内出血を来した胸
髄硬膜動静脈瘻の1例

2008/9/13
山下晴央、森下暁二、千葉
義幸、松下誠

原淑恵
第24回日本脳神経血管内
治療学会総会

外傷性頭頚部血管損傷に対する
血管内治療

2008/11/13-15
山下晴央、森下暁二、千葉
義幸

原淑恵

Stroke2009(第34回日本脳
卒中学会第38回日本脳卒
中の外科学会第27回スパ
ズム・シンポジウム)

外傷性頚部血管損傷による脳梗
塞に減圧開頭術を行った2症例

2009/3/20-22
山下晴央、森下暁二、千葉
義幸、松下誠

森下暁二
第15回日本神経内視鏡学
会

胚細胞腫瘍の化学療法後におけ
る水頭症

2008/11/22

原淑恵、山下晴央、相原英
夫、篠山隆司、西原賢在、
山本浩隆、鵜山淳、甲村英
二

森下暁二
第48回日本定位・機能神
経外科学会

体位設定に苦慮した両側閉鎖神
経縮小術の一例

2009/1/24

松下誠
第55回日本脳神経外科学
会近畿支部学術集会・第
67回近畿脳腫瘍研究会

拡散テンソル画像による頭部外
傷における白質病変検出の試み
と予後との関連

2008/4/5
細田弘吉、石井大嗣、太田
耕平、原淑恵、山下晴央、
甲村英二

松下誠 第31回日本神経外傷学会

Detection of (pathological)
neurological changes(in grey
matter)and evaluation of prognosis
by diffuse tensor images

2008/4/25
細田弘吉、石井大嗣、太田
耕平、原淑恵、山下晴央、
甲村英二



松下誠

The 26th Annual
NATIONAL
NEUROTRAUMA
SYMPOSIUM

DETECTION OF(PATHOLOGICAL）
NEUROLOGICAL CHANGES(IN WHITE
MATTER)AND EVALUATION OF
PROGNOSIS BY DIFFUSION TENSOR
IMAGES

2008/7/28

松下誠
第67回日本脳神経外科学
会総会

拡散テンソル画像による頭部外
傷における白質病変検出の試み
と長期予後との関係

2008/10/1
細田弘吉、千葉義幸、森下
暁二、原淑恵、山下晴央、
甲村英二

千葉義幸
第67回日本脳神経外科学
会総会

Dual Table ARG SPECT法による
頸動脈狭窄病変の脳血流量評価
－症候性病変と無症候性病変の
比較－

2008/10/3
山下晴央、細田弘吉、内橋
義人、藤田敦史、甲村英二

千葉義幸

Stroke2009(第34回日本脳
卒中学会第38回日本脳卒
中の外科学会第27回スパ
ズム・シンポジウム)

VEGFレセプター拮抗剤
(VGA1155）のラット永久局所脳虚
血モデルにおける脳梗塞抑制作
用

2009/3/22
山下晴央、篠山隆司、三宅
茂、小山淳二、細田弘吉、
近藤威、甲村英二

田中潤
第38回兵庫県脳神経外科
医懇話会

外傷性内頚動脈閉塞の1例―多
発外傷例での治療経験―

2008/7/5
山下晴央、原淑恵、小澤修
一、富岡修一、中後貴江

奥野晃章
第67回日本医学放射線総
会

出血性胃十二指腸潰瘍に対する
IVR：責任動脈と合併症に関する
検討

2008/4/4
森岳樹、石原武明、杉本幸
司、小出裕、黒川剛史、松
山重成

奥野晃章 CIRSE 2008
Transcatheter arterial
embolization for hemorrhagic
gastroduodenal ulcers

2008/9/13-
9/17

松川律
第36回日本血管外科学会
学術総会

外傷性胸部大動脈損傷に対する
治療戦略―damage controlとして
のステントグラフトの有用性につ
いて―

2008/4/18

松川律
第51回関西胸部外科学会
学術集会

外傷性胸部大動脈損傷に対しス
テントグラフトを施行後に外科治
療を要した２例

2008/6/20

松川律
第61回日本胸部外科学会
定期学術集会

多臓器損傷を伴なう外傷性胸部
大動脈損傷に対する外科治療戦
略

2008/10/14




