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発表者名 学会名 場所 演題名 発表日(期間) 共同演者

鵜飼　卓 第104回近畿救急医学研究会 大阪
宮城県南三陸町志津川での医療支援
活動から

2011/7/16(7/16)
甲斐聡一朗、甲斐達朗、松尾
信昭、渡瀬淳一郎、小倉健一
郎

小澤　修一
The 17th World Congress
on Disaster and Emergency
Medicine

北京
Disaster medical services system in
Hyogo prefecture from the lesson of
the Great Hanshin-Awaji Earthquake

2011/6/1(5/31-6/3) S.Nakayama,T.Ukai

中山　伸一
The 17th World Congress
on Disaster and Emergency
Medicine

北京
Eastern Japan Triple
Disaster;Earthquake,Tsunami,and
Nuclear-urgent report

2011/5/31(5/31-6/3) M.Nishikawa,K.Morino,H.Kondo

中山　伸一
第14回日本臨床救急医学
会総会・学術集会

札幌
災害時における多機関・多職種連携
を進めるには？

2011/6/3(6/3-4)

中山　伸一
The 6th Asian Conference
on Emergency Medicine

タイ
Ethical issues in Diaster Medicine:Are
Responders Prepared to Make the
Call?

2011/7/4(7/4-7)

中山　伸一
第104回近畿救急医学研究
会

大阪
東日本大震災：近畿地方DMATsのい
わて花巻空港での活動

2011/7/16(7/16)

小澤修一、鵜飼卓、松山重成、臼
井章浩、上田泰久、中山晴輝、小
出裕、奥田裕子、甲斐聡一朗、当
麻美樹、渥美生弘、中田康城、渡
部広明

中山　伸一
第39回日本救急医学会総
会

東京
東日本大震災急性期における航空医
療搬送患者の分析

2011/10/19(10/18-20)

小澤修一、松山重成、臼井章浩、
上田泰久、中山晴輝、当麻美樹、
渡部広明、中田康城、渥美生弘、
木村丘

松山　重成
第25回日本外傷学会・学術
集会

大阪
救急専従医だけでは完結できないこ
と、救急医が統括すべきこと～当セン
ターの場合

2011/5/20(5/19-20)

松山　重成
第27回日本環境感染学会
総会

福岡
当救命救急センターにおけるサーベイ
ランスの現状

2012/2/3(2/3-4) 北山茂生

臼井　章浩
第25回日本外傷学会・学術
集会

大阪
外傷診療におけるdecision making-こ
の症例、あなたはどう決断する？-

2011/5/20(5/19-20) なし

臼井　章浩
第39回日本救急医学会総
会

東京
Massive Transfusion Protocol導入に
よる重傷外傷症例の治療成績

2011/10/19(10/18-20)
奥田裕子、元津倫幸、河合俊
輔、小出裕、上田泰久、松山重
成、中山伸一、小澤修一

奥田　裕子
第37回日本熱傷学会総会・
学術集会

東京
広範囲熱傷患者に対する局所軟膏療
法が急性腎障害の発症に与える影響
についての検討

2011/6/2(6/2-3)

上田　泰久
AO Trauma Asia
Pacific&TK Experts'
Symposium

台湾
Case presentation by participants and
discussion

2011/5/21(5/21)

上田　泰久 第37回骨折治療学会 横浜
不安定型骨盤骨折に対するdamage
controlとしての仙腸関節screwの検討

2011/7/1(7/1-2)

上田　泰久 日本重度四肢外傷セミナー 札幌 症例発表 2011/7/16(7/16-17)

小出　裕
第39回日本救急医学会総
会

東京
心筋梗塞後の左室自由壁破裂症例に
おける16列マルチスライスCT所見の
検討

2011/10/18(10/18-20)
小澤修一、中山伸一、松山重
成、臼井章浩

河合　俊輔 第189回近畿外科学会 大阪
Amyand's Herniaに魚骨による虫垂穿
孔を合併し鼠径部膿瘍をきたした一例

2011/6/4(6/4)
中山晴輝、内野隼材、黒川剛
史、小出亨、臼井章浩、松山重
成、中山伸一、小澤修一



河合　俊輔
第104回近畿救急医学研究
会

大阪
救命できなかったCapnocytophaga
Canimorsus敗血症の1例

2011/7/16(7/16)

元津倫幸、谷龍一郎、甲斐聡一朗、奥
田裕子、中山晴輝、内野隼材、三木竜
介、江田陽一、上田泰久、黒川剛史、
小出亨、臼井章浩、矢形幸久、松山重
成、中山伸一、小澤修一

河合　俊輔
第73回日本臨床外科学会
総会

東京
Von Recklinghausen病に合併した十
二指腸GISTからの出血により摘出術
を要した1症例

2011/11/18(11/17-19)
岡本貴大、大鶴徹、西村健、湯浅
壮司、田村竜二、石堂展宏、門脇
嘉彦、森隆

河合　俊輔
第39回日本集中治療医学
会

東京
当院集中治療室における再挿管症例
の検討

2012/2/29(2/28-3/1)
奥田裕子、松本優、江田陽一、小
出亨、臼井章浩

河合　俊輔
第48回日本腹部救急医学
会総会

金沢
内因性疾患におけるDamage Control
Surgery採用例の検討

2012/3/
臼井章浩、中山晴輝、黒川剛史、
小出亨、松山重成、中山伸一、小
澤修一

元津　倫幸
第18回肺塞栓症研究会・学
術集会

東京
骨盤骨折の重症度・損傷部位・治療
方法と深部静脈血栓症との関係

2011/11/26(11/26)

小出裕、甲斐聡一朗、中山晴輝、奥田
裕子、内野隼材、三木竜介、江田陽
一、上田泰久、黒川剛史、矢形幸久、
小出亨、臼井章浩、松山重成、中山伸
一、小澤修一、鵜飼卓

谷　龍一郎
第105回近畿救急医学研究
会

神戸
遅発性肺損傷を呈し治療に難渋した
塩素ガス吸入の一例

2012/3/10(3/10)

小出裕、江田陽一、河合俊輔、甲斐聡
一朗、山長修、奥田裕子、中山晴輝、
三木竜介、上田泰久、黒川剛史、小出
亨、臼井章浩、矢形幸久、松山重成、
中山伸一、小澤修一

松川　律
第39回日本血管外科学会
学術総会

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

2011/4/22(4/20-22)
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39回日本血管外科学会
学術総会

沖縄
外傷性胸部大動脈損傷に対する外科
治療戦略

2011/4/22(4/20-22)
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64回日本胸部外科学会
定期学術集会

名古屋
胸部大動脈疾患に対するBridge useと
してのステントグラフト治療～その適
応と限界について

2011/10/10(10/9-12)

田村　竜二
第66回日本大腸肛門病学
会学術集会

東京
後腹膜進展により下部直腸全周性狭
窄を来たした胃癌腹膜播種再発の1
例

2011/11/25(11/25-26) 門脇嘉彦、岡本貴大

田村　竜二 第84回日本胃癌学会総会 大阪
隔日投与により、S-1による術後補助
化学療法が継続できた心不全を合併
した進行胃癌の1例

2012/2/10(2/8-10)

原　淑恵
日本脳神経外科学会第70
回学術集会

横浜
症候性内頚動脈偽閉塞に対する血管
内治療

2011/10/14(10/12-14)

原　淑恵
第27回日本脳神経血管内
治療学会学術総会

千葉
WFNS grade Vのくも膜下出血で発症
した椎骨動脈解離性動脈瘤の治療成
績

2011/11/24(11/24-26)
山下晴央、山本浩隆、井上悟
志、松本優

山本　浩隆
Sixth International
Conference on Acoustic
Neuroma 2011

アメリカ

Focal hyperintensity in the dorsal
brain stem in patients with
cerebellopontine angle tumor:high-
resolution 3T MRI study

(2011/6/28-7/1)
Atsushi Fujita,Haruo
Yamashita,Kohkichi Hosoda,Eiji
Kohmura

山本　浩隆
第27回日本脳神経血管内
治療学会学術総会

千葉
CAS中にM1塞栓症を来たし、Merci
retrieverにより再開通を得た1例

2011/11/24(11/24-26)
原淑恵、井上悟志、松本優、山
下晴央、甲村英二

松本　優
第17回日本脳神経外科救
急学会

東京
ドクターカー搬送された頭部外傷症例
のプレホスピタルでの気管挿管の検
討

2012/1/27(1/27-28)
井上悟志、山本浩隆、原淑恵、
山下晴央

上嶋　英介
第29回日本Metallic
Stents&Grafts研究会

青森
外傷性胸部大動脈損傷に対し腹部血
管用extension cuffを使用することで
治療し得た1例

2011/5/21(5/20-21)
森岳樹、木下めぐ美、奥野晃
章、小出裕、江田陽一、杉本幸
司



平成23年度発表論文

著者名（共著者含む） 学会誌等の名称（巻号、年） 題名

小澤修一 災害対策全書　②応急対応(2011年) 医療機関の確保と救急診療

小澤修一 災害対策全書　③復旧・復興(2011年)
広域医療救援体制の整備～隣県との協定
や医療と消防などとの連携～

鵜飼卓 災害対策全書　②応急対応(2011年) 災害時の国際的な医療支援

中山伸一 災害対策全書　②応急対応(2011年)
広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の
活用

原淑恵、山下晴央、山
本浩隆、井上悟志、松
本優、土井智文

脳神経外科ジャーナル　Vol.21,No.1,P50-
54,2012

心房内器質化血栓による脳塞栓症にMerci
リトレーバーが有効であった１症例

Matsushita M,Hosoda
K,Naitoh Y,Yamashita
H,Kohmura E

Utility of diffusion tensor imaging in the
acute stage of mild to moderate
traumatic brain injury for detecting white
matter lesions and predicting long-term
congnitive function in adults

J Neurosurg.2011;115(1):130-139

冨岡正雄、上田泰久、
中山伸一、小澤修一

日本救急医学会雑誌.２２：８７８－８４ 四肢外傷における緊急切断の創処置戦略




