
令和2年度学会発表

発表者名 学会名 場所 演題名 発表日(期間) 共同演者 PPT

中山　伸一
第26回日本災害医学会総

会・学術集会

東京

(WEB開

催)

台風列島でどう生き延びるか？ ～

台風学からの提言～
2021/3/15-17 （座長）

中山　伸一
第26回日本災害医学会総

会・学術集会

東京

(WEB開

催)

東日本大震災から10年　災害医療

ロジスティクスの進歩と課題 指定

発言：災害時医療展開に不可欠な

ロジスティクス強化に向けて

2021/3/16(3/15-17) （演者）

中山　伸一
第26回日本災害医学会総

会・学術集会

東京

(WEB開

催)

東日本大震災から10年　DMAT、

日赤、JMAT、自衛隊、消防
2021/3/17(3/15-17) （座長）

中山　伸一
第26回日本災害医学会総

会・学術集会

東京

(WEB開

催)

クラッシュシンドロームへの対応

戦略：災害時と平時との相違と

は？

2021/3/17（3/15-

17）

川瀬鉄典、石原諭、松山重

成、甲斐聡一朗、矢形幸

久、小澤修一、鵜飼卓

石原　諭
第23回日本臨床救急医学

会総会・学術集会

東京

(WEB開

催)

指導救命士の活用と実際 2020/8/27-28 （座長）

石原　諭
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜 口演47　病院前医療、救護、MC①

2020/11/19(11/18-

20)
（司会）

石原　諭
第29回全国救急隊員シン

ポジウム

大阪

(WEB開

催)

シンポジウム5「災害時における救

急対応」～過去の経験を踏まえ、

救急対応と共有する～

2021/1/29(1/28-29) （アドバイザー）

石原　諭
第26回日本災害医学会総

会・学術集会

東京

(WEB開

催)

総論：ロジスティクス
2021/3/15（3/15-

17）
（座長）

石原　諭
第121回近畿救急医学研

究会

WEB開

催

教育講演2　COVID-19における肺

エコーの使用経験
2021/3/20(3/20) （座長）

川瀬　鉄典
第26回日本災害医学会総

会・学術集会

東京

(WEB開

催)

コロナ禍に厚労省EMISを活用する

兵庫県の試み：災害医療コーディ

ネーターの役割

2021/3/15（3/15-

17）

中山伸一、石原諭、松山重

成、島津和久、桑原正篤、

甲斐聡一朗

松山　重成
第120回日本外科学会定期学

術集会

横浜

(WEB開

催)

マスギャザリング・大量殺傷テロにお

ける外科医の役割
2020/8/13(8/13-15)

伊集院真一、中山晴輝、川瀬鉄

典、石原諭、中山伸一、門脇嘉

彦

松山　重成
第46回日本熱傷学会総会

学術集会
大阪 94%TBSAの超重症熱傷の治療経験 2020/9/3(9/2-3) ―

松山　重成
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

心肺停止症例に対する新型コロナ

ウイルス感染症対策についての提

言を策定して

2020/11/19(11/18-

20)

森田正則、工藤大介、加藤

康幸、鍋谷佳子

松山　重成
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜 ポスター54　外傷 2020/11/18-20 （司会）

松山　重成
第34回日本外傷学会総

会・学術集会

仙台

(WEB開

催)

当センターHybrid ERでの外傷初期

診療における造影CTの位置づけ
2020/12/7(12/7-8)

伊集院真一、井上明彦、中

山晴輝、吉田剛、石原諭、

中山伸一

島津　和久
第26回日本災害医学会総

会・学術集会

東京

(WEB開

催)

地域唯一の医療機関の早期復旧支

援は地域保健医療に大いに寄与す

る　令和2年熊本水害より

2021/3/17(3/15-17)

桑原正篤、家永慎一郎、齋

藤博則、松山重成、川瀬鉄

典、石原諭、中山伸一

井上　明彦
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

Targeted Temperature

Managementの最前線－TTMの未

来

2020/11/18(11/18-

20)
（ランチョンセミナー）



井上　明彦
日本臨床麻酔学会第40回

大会

島根

(WEB開

催)

重症外傷患者の麻酔～外傷麻酔科

医の意義～　パネルディスカッ

ション

2020/11/14（11/12-

14）

須賀将文、甲斐聡一朗、古

賀聡人

井上　明彦
第34回日本外傷学会総

会・学術集会

仙台

(WEB開

催)

Pros & Cons 3 外傷患者への静脈

血栓症予防～受傷後早期に抗凝固

療法を開始する～

2020/12/8(12/7-8)
菊田正太、松山重成、石原

諭、黒田泰弘、中山伸一

井上　明彦
第48回日本集中治療医学

会学術集会

WEB開

催

シンポジウム28 ECPRの効果：現

状と今後の方向性
2021/2/14(2/12-14) （司会）

甲斐　聡一朗
日本区域麻酔学会第7回

学術集会

長野

(WEB開

催)

Monitored Anesthesia Careと皮神

経ブロックによる植皮術の麻酔経

験

2020/8/9-8/22
須賀将文、古賀聡人、井上

明彦

甲斐　聡一朗
第26回日本災害医学会総

会・学術集会

東京

(WEB開

催)

豪雨災害における物資支援経験か

ら得た教訓
2021/3/15(3/15-17)

山下公子、夏川知輝、久野

将宗、鵜飼卓、前川和彦

甲斐　聡一朗
第26回日本災害医学会総

会・学術集会

東京

(WEB開

催)

災害時における熱傷の資料方略 2021/3/17(3/15-17) （座長）

古賀　聡人
日本区域麻酔学会第7回

学術集会

長野

(WEB開

催)

難治性気胸合併では全身麻酔単独

(強制換気)より伝達麻酔併用(補助

換気)の方が酸素化悪化を回避でき

る

2020/8/9-8/22 甲斐聡一朗、須賀将文 ○

古賀　聡人
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

救急医も知っておくと為になる、

処置時の末梢神経ブロック
2020/11/18-20

甲斐聡一朗、須賀将文、井

上明彦、中山伸一

伊集院　真一
第84回日本循環器学会学

術集会

京都

(WEB開

催)

若年者に対するECPRは長時間の

Downtimeでも許容できるか？
2020/7/27-8/2

井上明彦、菊田正太、松山

重成、川瀬鉄典、石原諭、

中山伸一

伊集院　真一
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

チーム医療で行う急性期脳卒中プ

ロトコールの効果と有用性

2020/11/18(11/18-

20)

古賀聡人、藤原大悟、須賀

将文、菊田正太、井上明

彦、原淑恵、松山重成、石

原諭、中山伸一

伊集院　真一
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜 口演40　外傷　Case Report

2020/11/19(11/18-

20)
（司会）

伊集院　真一
第34回日本外傷学会総

会・学術集会

仙台

(WEB開

催)

当院における外傷性心損傷に対す

る治療成績と戦略
2020/12/8(12/7-8)

中井史、中山晴輝、泉聡、

松山重成、川瀬鉄典、石原

諭、中山伸一、築部卓郎

伊集院　真一
第42回日本呼吸療法学会

学術集会
京都

重症呼吸循環不全に対するHybrid

ECMO

2020/12/21(12/20-

21)

須賀将文、井上明彦、松山

重成、石原諭、中山伸一

伊集院　真一
第48回日本集中治療医学

会学術集会

WEB開

催

無脈性電気活動(PEA)はECPRの適

応になり得るか？
2021/2/14(2/12-14)

井上明彦、須賀将文、西村

健、菊田正太、松山重成、

川瀬鉄典、石原諭、中山伸

一

菊田　正太 EUSEM　2020 Congress

デンマー

ク

(WEB開

催)

Benefit of Extracorporeal

Cardiopulmonary Resuscitation in

Elderly Patients over 75 Years

Old; A Case Series of 28 Patients.

2020/9/19-9/22

Ryo TAKAHASHI, Shinichi

IJUIN, Akihiko INOUE, 

Shigenari MATSUYAMA, 

Tetsunori KAWASE, Satoshi

菊田　正太
第34回日本外傷学会総

会・学術集会

仙台

(WEB開

催)

兵庫県内の主要医療機関における

爆発物災害への対応能力
2020/12/7(12/7-8)

川瀬鉄典、福島雅郁、伊集院真

一、井上明彦、中山晴輝、吉田

剛、矢形幸久、松山重成、石原

諭、中山伸一

菊田　正太
第15回日本病院前救急診

療医学会総会・学術集会

大阪

(WEB開

催)

病院前救急診療における加害事案

に関する検討
2020/12/4-5

石原諭、甲斐聡一朗、中山晴

輝、松山重成、川瀬鉄典、中山

伸一

西村　健
16th Annual Academic

Surgical Congress

アメリカ

(WEB開

催)

Characteristics of Self-inflicted

Injury among Suicidal

Patients:Analysis of Nation-wide

Trauma Registry.

2021/2/4(2/2-4) H.Naito,A.Nakao



須賀　将文
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

救急ICUにおけるダイナミックス

ケールによる血糖コントロールの

有用性の検討：後ろ向き観察研究

2020/11/19(11/18-

20)
井上明彦、石原諭

須賀　将文
第48回日本集中治療医学

会学術集会

WEB開

催

外傷センターにおける多角的鎮痛

(Multimodal analgesia)実践のため

の取り組み

2021/2/13(2/12-14)

井上明彦、安本圭秀、津田雅

美、濱田有紀、西村舞、横沼知

穂、石原諭、中山伸一

坪井　孝文
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

急性腹症を診察する時、単純CTに

おける上腸間膜動脈の血管径は孤

立性解離の鑑別診断となるか。

2020/11/20(11/18-

20)

小平博、林孝俊、井上明彦、石

原諭

福島　雅郁
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

その青い液体、パラコートです

か？
2020/11/18-20

古賀聡人、伊集院真一、松山重

成、川瀬鉄典、石原諭、中山伸

一

髙橋　諒 EUSEM　2020 Congress

デンマー

ク

(WEB開

催)

Six Cases of Traumatic Tension

Hemothorax.
2020/9/19-9/22

Kikuta SHOTA, Matsuyama

SHIGENARI, Kawase

TETSUNORI, Ishihara

SATOSHI, Nakayama

○

髙橋　諒
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

肩関節脱臼後、前胸部コンパート

メント症候群様症状を呈した一例

2020/11/18(11/18-

20)

多田圭太郎、松山重成、川

瀬鉄典、石原諭、中山伸一

髙橋　諒
第48回日本集中治療医学

会学術集会

WEB開

催

Five Cases of Traumatic Tension

Hemothorax
2021/2/12(2/12-14)

Shota Kikuta,Akihiko

Inoue,Shigenari

Matsuyama,Tetsunori

Kawase,Satoshi

井上　史也
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

【前施設】下腹壁動脈瘤破裂によ

る腹直筋血腫を合併した破傷風感

染症の1例

2020/11/18-20 市場稔久

井上　史也
第48回日本集中治療医学

会学術集会

WEB開

催

ネコアレルギーを有する患者がス

ローロリス咬傷によりアナフィラ

キシーショックとなった1例

2021/2/12-14

井上明彦、坪井孝文、市川

哲也、須賀将文、石原諭、

中山伸一

前村　早希
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

酸素化低下を呈したステーキハウ

ス症候群の1例
2020/11/18-20

福島雅郁、井上史也、菊田

正太、古賀聡人、松山重

成、石原諭、川瀬鉄典、中

山伸一

前村　早希
第48回日本集中治療医学

会学術集会

WEB開

催

帝王切開後の心停止に対し、ECPR

を導入して救命し得た1例
2021/2/12-14

伊集院真一、福島雅郁、須

賀将文、谷口弥生、松山重

成、井上明彦、石原諭、土

井智文、中山伸一

前村　早希
第121回近畿救急医学研

究会

WEB開

催

他院での帝王切開後の心停止に対

し。早期の病院間搬送が功を奏し

た1例

2021/3/20(3/20)

伊集院真一、福島雅郁、村

上篤志、須賀将文、井上明

彦、谷口弥生、松山重成、

川瀬鉄典、石原諭、土井智

安本　圭秀
第48回日本救急医学会総

会・学術集会
岐阜

ハイブリッドERの外傷診療以外で

の活用　脳卒中プロトコールにつ

いて

2020/11/18(11/18-

20)

古賀聡人、伊集院真一、松

山重成、川瀬鉄典、石原

諭、中山伸一、藤原大悟、

原淑恵

泉　聡
第51回日本心臓血管外科

学会学術総会

京都

(WEB開

催)

Stanford A型急性大動脈解離に対する

弓部全置換術に伴うopen stent

grafting法の検討　Early and late

outcome of total arch replacement

2021/2/19(2/19-21)
邉見　宗一郎、中井　史、

原口　知則、築部　卓郎

多田　圭太郎
第93回日本整形外科学会

学術総会

東京

(WEB開

催)

水平断CT像での大腿骨近位血腫像

は高エネルギーの大腿骨骨幹部骨

折に合併する同側不顕性大腿骨近

位部骨折の診断の一助となるか

2020/6/11-8/31

矢形　幸久、中後　貴江、

戸田　一潔、大森　貴夫、

菊池　剛、金澤　智子、森

田　卓也、松宮　豊、志渡

多田　圭太郎

第14.回日本CAOS研究会

第26回日本最小侵襲整形

外科学会

高知

(WEB開

催)

3Dプリンターで作成した健側

mirror image model による pre-

bending plate 使用し骨折治療を

行った3例

2020/9/22（9/21-

22）

矢形　幸久、中後　貴江、

戸田　一潔、大森　貴夫、

菊池　剛、松宮　豊、伊藤

康夫

多田　圭太郎
第46回日本骨折治療学会

学術集会

(WEB開

催)

高エネルギー外傷による大腿骨骨

幹部骨折に対してダメージコント

ロールを選択する理由を考察する

2020/9/19-21

矢形　幸久、戸田　一潔、

中後　貴江、大森　貴夫、

金澤　智子、森田　卓也、

松宮　豊、志渡澤　央和、

多田　圭太郎
第34回日本外傷学会総

会・学術集会

仙台

(WEB開

催)

高エネルギー外傷による両側大腿

骨骨幹部骨折の初回手術に両側創

外固定術を選択した4症例

2020/12/8(12/7-8)

矢形幸久、戸田一潔、中後

貴江、大森貴夫、金澤智

子、森田卓也、松宮豊、伊

藤康夫



久保　あゆみ
第12回創傷外科学会総

会・学術集会
徳島

当院救急科で入院加療を施した重

症熱傷患者に対する形成外科医の

関わり

2020/12/10(12/10-

11)
小川　晴生、丸口　勇人


