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発表者名 学会名 演題名 発表日 備考

鵜飼卓
International Conference
on Health Responses to
Natural Disasters

Health Responses to Natural
Disasters-Lessons Learned from
the Great Hanshin-Awaji
Earthquake

2009/4/3 （Chengdu,China）

鵜飼卓
7th International
Conference for
Humanitarian Medicine

Humanitarian Emergency Relief
as an Element of Human Security

2009/11/25 （Guangzhou,China）

鵜飼卓
International Conference
on Safe Hospitals

Full-scale hospital shaking test 2009/12/3
Sato E,Nakayama M,and
Nakajima M;
Mandaluyong,Philippines

小澤修一
第37回日本救急医学会総
会・学術集会

兵庫県における救急医療システ
ムの再構築

2009/10/29

中山伸一、当麻美樹、冨岡正
雄、松山重成、臼井章浩、宮本
哲也、黒川剛史、伊藤岳、上田
泰久、中村雅彦

小澤修一
第15回日本集団災害医学
会総会・学術集会

災害救急医療システムの構築、
医療と地方行政との連携

2010/2/12
中山伸一、冨岡正雄、鵜飼
卓

小澤修一
第101回日本救急医学会
近畿地方会

院外心肺停止患者の社会復帰率
向上に向けての取り組み

2010/3/13

中山伸一、冨岡正雄、松山重
成、臼井章浩、黒川剛史、上田
泰久、小出裕、山本瑞枝、内野
隼材、奥田裕子、上田泰弘

中山伸一
5th Asia Conference on
Emergency Medicine

Lessons Learnt from the Great
Hanshin Earthquake

2009/5/19

中山伸一
第37回日本救急医学会総
会・学術集会

DMATの養成ならびに運営におけ
る問題点

2009/10/29
小澤修一、鵜飼卓、冨岡正
雄、松山重成、黒川剛史、
臼井章浩

中山伸一
第15回日本集団災害医学
会総会・学術集会

自己完結性に縛られないDMATs
への脱皮：DMAT広域搬送訓練と
国民保護訓練との比較からの考
察

2010/2/12

中山伸一
第15回日本集団災害医学
会総会・学術集会

災害拠点病院・DMAT指定医療機
関による化学テロ対応：平成21年
度国民保護訓練からの考察

2010/2/13

中山伸一
第15回日本集団災害医学
会総会・学術集会

モバイルPC・衛星通信機器装備
によるEMISの活用：適切な医療
支援と広域医療搬送を実現させ
るために

2010/2/13

冨岡正雄
第15回日本集団災害医学
会総会・学術集会

DMAT研修の問題点と改善－受
講生のアンケート調査から－

2010/2/12
冨岡正雄、中山伸一、小澤修
一、鎌田八重子、山本裕梨子、
津田雅美、中田正明

松山重成
第37回日本救急医学会総
会・学術集会

急性大動脈解離による2回の腸
管壊死に対して腹部大動脈開窓
術にステント留置を付加し救命し
得た1例

2009/10/30

小出裕、上田泰弘、奥田裕子、
上田泰久、黒川剛史、臼井章
浩、冨岡正雄、中山伸一、小澤
修一

臼井章浩
第12回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

緊急開胸が必要となった外傷性
肺嚢胞の2症例

2009/6/11
黒川剛史、伊藤岳、松山重成、
冨岡正雄、当麻美樹、中山伸
一、小澤修一



臼井章浩
第1回Acute Care Surgery
研究会学術集会

2008年北海道洞爺湖サミットでの
光と影｢緊急治療班」からの報告

2009/10/23 中山伸一、小澤修一

黒川剛史
第109回日本外科学会定
期学術集会

外傷外科医に求められる能力 2009/4/2

臼井章浩、松山重成、門脇嘉
彦、小出裕、伊藤岳、西倉哲
司、冨岡正雄、当麻美樹、中山
伸一、小澤修一

黒川剛史
第46回日本腹部救急医学
会総会

腹部外傷症例に対する治療戦略
の検討

2010/3/19
臼井章浩、内野隼材、上田泰
弘、松山重成、中山伸一、小澤
修一

上田泰久
第1回北海道骨折手術手
技研究会

多発外傷に伴う右大腿骨開放骨
折に感染を併発した一症例

2009/6/13 －

上田泰久
第1回日本重度四肢外傷
セミナー

症例提示
2009/7/18-

19
－

上田泰久
日本骨折治療学会第1回
アドバンスコース

症例提示①「両下腿開放骨折に
重傷軟部組織感染を合併した１
例」

2009/10/11
(10/11-12)

－

上田泰久
日本骨折治療学会第1回
アドバンスコース

症例提示②「骨盤骨折に伴う
Morel-Lavallee lesionの治療方
針」

2009/10/11
(10/11-12)

－

上田泰久
第37回日本救急医学会総
会・学術集会

骨盤骨折に伴うclosed internal
degloving injuryの検討

2009/10/31

冨岡正雄、松山重成、臼井
章浩、伊藤岳、黒川剛史、
小出裕、中山伸一、小澤修
一

上田泰久
第16回救急整形外傷シン
ポジウム

重症骨盤骨折の初期治療におけ
る創外固定法の役割

2010/3/13

冨岡正雄、松山重成、臼井章
浩、黒川剛史、小出裕、山本瑞
枝、奥田裕子、上田泰弘、中山
伸一、小澤修一

小出裕
第23回日本外傷学会総
会・学術集会

鈍的外傷による腎動脈完全閉塞
に対して経皮的血管形成術を
行った一例

2009/5/28

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、森
岳樹、杉本幸司

奥田裕子
第100回近畿救急医学研
究会

外傷性の右室乳頭筋断裂から三
尖弁閉鎖不全を合併した一多発
外傷症例

2009/7/11

上田泰弘、小出裕、臼井章浩、
五十嵐宣明、黒田祐一、松川
律、築部卓郎、中山伸一、小澤
修一

奥田裕子
第37回日本集中治療医学
会学術集会

頚髄損傷患者において心血管補
助的治療を必要とする神経原性
ショックをきたす予測因子につい
ての検討

2010/3/5
臼井章浩、伊藤岳、甲斐聡
一朗

魚谷弘二
第112回中部日本整形外
科災害外科学会・学術集
会

頚髄損傷における看護必要度の
検討

2009/4/9
伊藤康夫、長谷川康裕、冨
岡正雄、杉本佳久、上田泰
久

山本浩
第100回近畿救急医学研
究会

当センターにおけるフレイルチェ
スト症例の検討

2009/7/11

臼井章浩、上田泰弘、奥田裕子、
小出裕、内野隼材、上田泰久、山
本瑞枝、伊藤岳、黒川剛史、松山
重成、冨岡正雄、中山伸一、小澤
修一

長谷川康裕 第35回日本骨折治療学会
橈骨遠位端関節外骨折に対する
髄内釘固定－掌側ロッキングプ
レート固定の比較－

2009/7/4
中後貴江、矢形幸久、塩崎
泰之、下川哲哉、馬崎哲
朗、伊藤康夫



長谷川康裕
COMBINED ANNUAL
MEETING OF ASSH AND
ASHT

Closed Reduction and Pin Fixation with
the use of Double Fluoroscopy Units for
the Treatment of Supracondylar
Fractures of Humerus in Children

2009/9/4
中後貴江、馬崎哲朗、魚谷
弘二

奥野晃章 第38回日本IVR学会総会

テーパー型ステントグラフトを併
用したコイル塞栓術にて救命しえ
た右総腸骨動脈小腸瘻出血の1
例

2009/8/7

五十嵐宣明
第18回日本心血管イン
ターベンション治療学会・
学術集会

当院における左主幹部stent留置
例の検討

2009/6/26

松川律
第39回日本心臓血管外科
学会学術総会

胸部下行大動脈領域のacute
aortic syndromeに対する治療戦
略

2009/4/22
(築部先生が患者対応で行
けなくなった為、代理発表)

松川律
第39回日本心臓血管外科
学会学術総会

大動脈瘤消化管瘻に対する外科
治療症例の検討

2009/4/22

松川律
第62回日本胸部外科学会
定期学術集会

外傷性胸部大動脈損傷に対する
外科的治療戦略

2009/10/13
築部卓郎、原口知則、奥野
晃章、森岳樹、杉本幸司、
小澤修一、小川恭一

松川律
第40回日本心臓血管外科
学会学術総会

ステントグラフト治療術後に追加
外科治療を要した胸部大動脈疾
患症例に関する検討

2010/2/16

松川律
第40回日本心臓血管外科
学会学術総会

外傷性胸部大動脈損傷に対する
外科治療戦略

2010/2/16

山下晴央
第68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
―第2報―

2009/10/14-
16

原淑恵、木戸口慶司、千葉
義幸、河合恵美子、甲村英
二

山下晴央
第15回日本脳神経外科救
急学会

脳神経外科医と救急医のより良
い連携に向けて

2010/2/26-
27

原淑恵、木戸口慶司、山本
浩隆、塩見亮司、中山伸
一、甲村英二

原淑恵
第68回日本脳神経外科学
会総会

出血を呈する外傷性頚動脈損傷
の緊急治療

2009/10/14-
16

山下晴央、千葉義幸、木戸
口慶司、河合恵美子、甲村
英二

原淑恵
第68回日本脳神経外科学
会総会

育児経験から得たもの(女医会シ
ンポジウム)

2009/10/14-
16

なし

原淑恵
第9回国際脳卒中学会
YNS Case Presentation

Management of traumatic
vascular injury of the head and
neck

2009/11/12-
14

なし

原淑恵
第25回日本脳神経血管内
治療学会総会

前大脳動脈A1部破裂動脈瘤―4
症例の治療経験―

2009/11/19-
21

山下晴央、木戸口慶司、千
葉義幸、河合恵美子

原淑恵
兵庫県脳血管内治療懇話
会

非常に小さな破裂脳底動脈先端
部動脈瘤のコイル塞栓例

2009/12/6 山下晴央



森下暁二
第68回日本脳神経外科学
会総会

水頭症を伴う脳室内血腫に対す
る内視鏡的血腫除去術

2009/10/14-
16

相原英夫、三宅茂、山下晴
央、原淑恵、潤井誠司郎、
石原洋右

森下暁二
第16回日本神経内視鏡学
会

脳室炎に合併した水頭症に対す
る神経内視鏡の治療経験

2009/12/4-5
相原英夫、三宅茂、山下晴
央、原淑恵、潤井誠司郎、
石原洋右

松下誠 第32回日本神経外傷学会
拡張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
と予後との関係

2009/4/17-
18

細田弘吉、山下晴央、甲村
英二

千葉義幸
第57回日本脳神経外科学
会近畿支部学術集会・第
69回近畿脳腫瘍研究会

多発性頭蓋骨転移で発症した肝
内胆管癌の1例

2009/4/4
山下晴央、原淑恵、森下暁
二、松下誠

千葉義幸
日本脳神経外科学会　第
68回学術総会

頭蓋形成術後硬膜外膿瘍を発症
した重症頭部外傷減圧開頭症例
の検討

2009/10/14
山下晴央、原淑恵、木戸口
慶司、河合恵美子、甲村英
二

千葉義幸
第25回日本脳神経血管内
治療学会総会

胆癌患者の未破裂脳動脈瘤の治
療方針

2009/11/19-
21

原淑恵、河合恵美子、木戸
口慶司、山下晴央

河合恵美子
第58回日本脳神経外科学
会近畿支部学術集会・第
70回近畿脳腫瘍研究会

MRI拡散強調画像で左内包に可
逆性高信号を呈した低血糖性片
麻痺の1例

2009/9/19
山下晴央、原淑恵、木戸口
慶司、千葉義幸

藤本陽介
第39回兵庫県脳神経外科
医懇話会

頚動脈ステント留置と未破裂脳動
脈瘤塞栓術を同時に施行した1例

2009/7/4 山下晴央、原淑恵

田村竜二
第71回日本臨床外科学会
総会

S状結腸腹膜垂に関連した内ヘ
ルニアの2例

2009/11/20
岡本貴大、石堂展宏、門脇
嘉彦、森隆

田村竜二
第22回日本内視鏡外科学
会総会

穿孔性虫垂炎と診断し、腹腔鏡
下手術を施行した閉経後虫垂子
宮内膜症の1例

2009/12/4

田村竜二 第82回日本胃癌学会総会
胃癌術後1年4ヶ月に生じ、転移
性腫瘍との鑑別を要したBraun腫
瘤の1例

2010/3/5




