
令和3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47回日本骨折治療学会

学術集会

神戸

（現地・

WEB開

催）

阪神・淡路大震災以降における災

害医療体制の進歩と課題
2021/7/2（7/2-3）

矢形幸久、中後貴江、多田

圭太郎

中山　伸一
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京 招待講演2

2021/11/22（11/21-

23）
（司会）

中山　伸一
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

【禍難を乗り越えて】東日本大震

災から10年-救急医の避難生活サ

ポートのあり方とは

2021/11/22（11/21-

23）
（司会）

中山　伸一
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

広域災害救急医療情報システム

（EMIS）の歩みと東日本大震災以

降もあり続ける課題：病院幹部と

救急医に求めたいEMISの活用

2021/11/22（11/21-

23）

川瀬鉄典、石原諭、松山重

成、島津和久、吉田剛、中

山晴輝、井上明彦、甲斐聡

一朗、菊田正太、西村健

中山　伸一
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

災害時に機能するための病院に求

められる条件とは？病院の棒弱性

についての考察

2021/11/22（11/21-

23）

川瀬鉄典、石原諭、松山重

成、島津和久、吉田剛、中

山晴輝、井上明彦、甲斐聡

一朗、菊田正太、西村健、

石原　諭
第121回日本外科学会定

期学術集会

WEB開

催

臓器提供施設の視点から見た移植

に関わる諸問題
2021/4/10（4/8-10）

中山晴輝、伊集院真一、市

川哲也、西村健、吉田剛、

松山重成、川瀬鉄典、中山

伸一

石原　諭
第35回日本外傷学会総

会・学術集会

WEB開

催
共催ウェビナー2 2021/5/27-28 (司会)

石原　諭
第35回日本外傷学会総

会・学術集会

WEB開

催
一般口演21「腹部外傷（2）」 2021/5/27-28 (座長)

石原　諭
第24回日本臨床救急医学

会総会・学術集会

WEB開

催

神戸市における指導救命士の活用

～救急研修委員会～
2021/6/11（6/11-12）

山田勇、許智栄、畑下知

之、戸田太、中山伸一

石原　諭
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京 病院前医療・救護・MC①

2021/11/21（11/21-

23）
（司会）

石原　諭
第13回日本Acute care

surgery学会学術集会
長崎 一般演題6　Trauma DCS/OAM

2021/11/26（11/26-

27）
(座長)

松山　重成
第47回日本熱傷学会総

会・学術集会

WEB開

催

軽肺熱希釈法を用いた血管内容量

測定による熱傷蘇生時における制

限輸液の妥当性の検討

2021/10/21-24
菊田正太、甲斐聡一朗、吉

田剛、石原諭

松山　重成
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

【禍難を乗り越えて】コロナ禍に

おけるER感染対策

2021/11/21（11/21-

23）
（司会）

松山　重成
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

当センターHybrid ERでのCT first

ECPRのためのOJT/Off-JT

2021/11/21（11/21-

23）

越智達哉、須賀将文、西村

健、伊集院真一、菊田正

太、甲斐聡一朗、中山晴

輝、井上明彦、吉田剛、中

松山　重成
第13回日本Acute care

surgery学会学術集会
長崎 一般演題7　Trauma その他

2021/11/27（11/26-

27）
(座長)

松山　重成
第13回日本Acute care

surgery学会学術集会
長崎

当センターで過去4年間に内因性疾

患に対してDamage Control

Surgeryを行った34例の検討

2021/11/27（11/26-

27）

西村健、伊集院真一、石原

諭、中山伸一

吉田　剛
第55回日本臨床腎移植学

会

WEB開

催
コロナ禍での提供施設の対応 2022/2/24（2/23-25）

中山晴輝、西村健、石原

諭、中山伸一、杉江英理

子、小西尚美、今村友紀



井上　明彦
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

本邦における成人院外心停止患者

に対するECPRの多施設後ろ向き研

究（SAVE-JⅡstudy）

2021/11/21（11/21-

23）

一二三亨、坂本哲也、黒田

康弘

中山　晴輝
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

コロナ禍における臓器提供　非コ

ロナ患者の対応施設から

2021/11/21（11/21-

23）

石原諭、松本麻里花、吉田

剛、松山重成、川瀬鉄典、

中山伸一、杉江英理子、小

西尚美、今村友紀

甲斐　聡一朗
日本区域麻酔学会第8回学

術集会

岡山

(現地・

WEB開

催)

腹直筋鞘前葉反転法による腹壁形

成時の術後鎮痛にM-TAPAが有効

であった1症例

2021/4/9-10
須賀将文、古賀聡人、井上

明彦

菊田　正太
第43回日本中毒学会総

会・学術集会

WEB開

催

Off-the-jobトレーニングによる中

毒診療能力向上の試み
2021/10-15-31

髙橋諒、平卓也、藤原大

悟、石原諭、中山伸一

菊田　正太
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

コロナ禍が地域の局地災害対応に

与えた影響

2021/11/22（11/21-

23）

甲斐聡一朗、中山晴輝、吉

田剛、島津和久、松山重

成、川瀬鉄典、石原諭、中

山伸一、鵜飼卓

伊集院　真一
第43回日本呼吸療法医学

会学術集会

横浜

(現地・

WEB開

催)

透析用バスキュラーアクセスカ

テーテルを用いたrescue VAV

ECMO

2021/7/3(7/3-4)

須賀将文、井上明彦、松山

重成、川瀬鉄典、石原諭、

中山伸一

伊集院　真一
第32回日本急性血液浄化

学会学術集会

埼玉（現

地・

WEB開

催）

診断が遅延した透析用バスキュ

ラーアクセスによる血管損傷の1例
2021/10/2（10/2-3）

福島雅郁、藤原大悟、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49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

Hybrid ERにおけるECPR　～

HEMC strategyの可能性～

2021/11/23（11/21-

23）

井上明彦、須賀将文、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13回日本Acute care

surgery学会学術集会
長崎

当院における外傷性心損傷に対す

る治療成績と戦略

2021/11/26（11/26-

27）

西村健、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

西村　健
第35回日本外傷学会総

会・学術集会

WEB開

催

救急救命士の現場活動関与は外傷

患者の転帰を改善するか
2021/5/28（5/27-28）

野島剛、湯元哲也、内藤宏

通、中尾篤典、石原諭、中

山伸一

西村　健

the80th Annual Meeting

of AAST and Clinical

Congress of Acute Care

Surgery

WEB開

催

PREHOSPITAL AVANCED

AIRWAY MANAGEMENT FOR

TRAUMATIC OUT OF HOSPITAL

CARDIAC ARREST PATIENTS

2021/9/29(9/29-10/2)
Satoshi Ishihara,Shinichi

Nakayama

西村　健
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

外傷性心停止患者に対する病院前

高度気道確保の有効性の検討

2021/11/21（11/21-

23）
石原諭、中山伸一

越智　達也
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

良好な転帰が得られた散弾銃によ

る胸腹部損傷の一例

2021/11/22（11/21-

23）

西村健、前村早希、須賀将

文、伊集院真一、松山重

成、川瀬鉄典、石原諭、中

山伸一

横山　洋樹
第29回兵庫救急・集中治

療研究会

神戸

WEB開

催

上肢減張切開を要した小児マムシ

咬傷の一例
2021/10/2

須賀将文、石原諭、中山伸

一、福本弦太、多田圭太

郎、矢形幸久

中谷　至秀
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

顔面打撲の受傷後に心停止に至

り、後咽頭血種による気道閉塞と

診断した一例

2021/11/22（11/21-

23）

西村健、多田圭太郎、松山

重成、石原諭、川瀬鉄典、

中山伸一

原　千明
第122回近畿救急医学研

究会

大阪

WEB開

催

たこつぼ型心筋症の併発により診

断遅延した右ICPC動脈瘤を伴うく

も膜下出血の一例

2021/7/10 -

原　千明
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

自動釘打ち機による穿通性心・大

動脈損傷の1例

2021/11/21（11/21-

23）

伊集院真一、須賀将文、泉

聡、松山重成、川瀬鉄典、

石原諭、中山伸一

濵本　奈々
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

遅発性に緊張性血胸を呈した多発

肋骨骨折の一例

2021/11/21（11/21-

23）

菊田正太、前村早希、高橋

諒、伊集院真一、中山晴

輝、松山重成、川瀬鉄典、

石原諭、中山伸一



安本　圭秀
第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京 外傷患者における静脈血栓塞栓症

2021/11/23（11/21-

23）

井上明彦、松山重成、川瀬

鉄典、石原諭、中山伸一

矢形　幸久
第35回日本外傷学会総

会・学術集会

WEB開

催
胸骨骨折に対する骨接合術の経験 2021/5/28（5/27-28） 多田圭太郎

矢形　幸久
第47回日本骨折治療学会

学術集会

神戸

WEB開

催

胸骨骨折に対する骨接合術：適応

と手術手技の実際
2021/7/3（7/2-3） 多田圭太郎、中後貴江

矢形　幸久
第47回日本骨折治療学会

学術集会

神戸

WEB開

催

脛骨近位部・骨幹部骨折 2021/7/3（7/2-3） (座長)

多田　圭太郎
第35回日本外傷学会総

会・学術集会

WEB開

催

大腿骨骨幹部骨折に対する初期治

療を乳酸値で選択することは可能

であるか

2021/5/28（5/27-28）
矢形幸久、戸田一潔、大森

貴夫

多田　圭太郎
第47回日本骨折治療学会

学術集会

神戸

WEB開

催

Extensile Judet approachによる解

剖学的整復で術後早期に可動域の

劇的改善を認めた関節外肩甲骨骨

折の1例

2021/7/2（7/2-3）

矢形幸久、戸田一潔、中後

貴江、大森貴夫、金澤智

子、田岡拓也、伊藤康夫

政野　智也
第9回臨床高血圧フォーラ

ム

WEB開

催

心不全加療に難渋した異型大動脈

縮窄症の一例
2021/5/15（5/15-16） 土井智文

泉　聡
第49回日本血管外科学会

学術集会

WEB開

催

Melperfusionを伴うA型急性大動脈

解離に対する治療成績（発症から

手術までの時間が及ぼす影響につ

いて）

2021/5/19（5/19-21）
邉見宗一郎、中山伸一、築

部卓郎

泉　聡
第74回日本胸部外科学会

定期学術集会
東京

A型急性大動脈解離手術時における

中枢側断端形成の検討

2021/11/3（10/31-

11/3）

菅野令子、邉見宗一郎、築

部卓郎

松尾　和哉
日本脳神経外科学会第80

回学術集会

横浜

WEB開

催

AI機械学習モデルによる頭部外傷

後の死亡・高度障害・転帰良好の3

分類予測：実臨床に向けた他施設

への応用

2021/10/27（10/27-

30）

相良英夫、原淑恵、藤原大

悟、太田耕平、森下暁二、

当麻美樹、山下晴央

松尾　和哉
第37回日本脳神経血管内

治療学会学術集会

福岡

WEB開

催

外傷性頚部頚動脈解離に対するス

テント留置術の有効性と安全性

2021/11/25（11/25-

27）

原淑恵、藤原大悟、太田耕

平、中山伸一、山下晴央

桑原　正篤

（兵庫医科大

学救急災害医

学講座より）

第49回日本救急医学会総

会・学術集会
東京

コロナ禍でのDMAT研修開催から

の知見

2021/11/23（11/21-

23）

島津和久、石原諭、川瀬鉄

典、平田淳一、中山伸一

石原　諭
第30回全国救急隊員シ

ンポジウム
WEB開催

「自然災害時の救急医療体制」

～自然との闘いの中で～

2022/1/27（1/27-

28）

（アドバイザー）

城月徹、松薗達也、山田雄

一朗、関原正夫、三島智

隆、吉野幸生、守安久志

菊池　悠
第30回全国救急隊員シ

ンポジウム
WEB開催

救急車における感染拡大防止の

ための換気に関する研究
2022/1/27(1/27-28)

菊池悠、石井洋輔、田中

健、三浦達耶、日浦二

一、吉田堅一郎

泉　聡
第52回日本心臓血管外

科学会学術総会
WEB開催

stanfordA型急性大動脈解離に対

する弓部全置換術に伴うopen

stent graft法の検討

2022/3/5（3-5）

甲斐　聡一朗
第27回日本災害医学会

総会・学術総会
広島

COVID-19パンデミック下の自

然災害に対する国際緊急医療

チームの受援調整

2022/3/4（3-5）
勝部司、久保達彦、鵜飼

卓

川瀬鉄典
第27回日本災害医学会

総会・学術総会
広島

兵庫県のSurgeCapability：希少

資源の配分とコロナ禍で得た教

訓

2022/3/5（3-5）

中山伸一、石原諭、松山

重成、島津和久、桑原正

篤、甲斐聡一朗

石原　諭
第27回日本災害医学会

総会・学術総会
広島

災害急性期における医療支援団

体連連絡調整本部（クラスター

会議）はどこに立ち上げるべき

か？

2022/3/4（3-5）



島津　和久
第27回日本災害医学会

総会・学術総会
広島

新型コロナウイルス感染症第４

派における神戸市の往診体制
2022/3/4（3-5）

川瀬鉄典、石原諭、中山

伸一、惠良有紀子、岡本

貴大

島津　和久
第27回日本災害医学会

総会・学術総会
広島

災害拠点病院による地域支援を

考える-新型コロナウイルス感染

症第４派における神戸市支援を

として-

2022/3/5（3-5）

甲斐聡一朗、中田正明、

岡本貴大、川瀬鉄典、石

原諭、中山伸一、中田敬

司、

中山伸一
第27回日本災害医学会

総会・学術総会
広島

広域災害救急医療情報システム

（EMIS）の歴史的変遷とあり続

ける課題

2022/3/5（3-5）

井上　明彦
第４９回日本集中治療

医学会
WEB開催 SAVE-J　Ⅱsstudy 結果 2022/3/19（18-20）

一二三亨、坂本哲也、黒

田康弘

井上　明彦
第４９回日本集中治療

医学会
WEB開催

シンポジウム22（SY）

PCASの病態と治療戦略
2022/3/19（18-20） 座長

井上　明彦
第４９回日本集中治療

医学会
オンデマンド

ポスター 23（P）

外傷①
2022/3/18-20 座長

須賀将文
第４９回日本集中治療

医学会
WEB開催

中山晴輝
第123回近畿救急医学

研究会
京都府

救急活動事後検証委員会で議論

した在宅用医療機器を装着した

2症例

2022/3/26

甲斐　聡一朗
第27回日本災害医学会

総会・学術総会
広島

日本のNGO　災害人道医療支援

会（HuMA）
2022/3/4（3-5）

夏川知輝、山下公子、久

野将宗、中田敬司、甲斐

達朗、鵜飼卓、前川和彦

甲斐　聡一朗
第27回日本災害医学会

総会・学術総会
広島

Japan　Disaster　Relief

Medical Teamの活動の質向上

のための体制構築

2022/3/4（3-5）

岡本美代子、豊國義樹、

三浦由紀子、横堀將司、

久保達彦、大場次郎

甲斐　聡一朗
第27回日本災害医学会

総会・学術総会
広島

EMTCC運営に必要な資機材の

検討
2022/3/4（3-5）

豊國義樹、夏川知輝、久

保達彦


