第25号(2010年） 研究業績
a.学会研究会発表

機総 鴨V

(医局)
アンチトロンピンが正常化したにもかかわらず凝固異常が改善 しなかったDICの 一例
間嶋 望、門野紀子υ、伊藤雅之1)、日外知行ヘ 梅垣 修1)
1)大阪医科大学附属病院集中治療室
第I回三島地区DIC勉

2010年1 月30日

大阪

アンチトロンピン補充療法とその効 果
山口桂司、西原

功 、福田 真樹子、田 中智大、喜多村泰博、加藤雅也、橘高弘忠、大石泰男、秋元

第 1回三島地区DIC勉強会

寛

2010年1 月30日

高槻

2010年 2 月6 日

大阪

急性冠症候群搬送例における脂質管理の現状
筈井寛
第 2回関西動脈硬化懇話会

Humeral shaft仕acture in which the optimal timing of surgery was lost in polytraumatized patients: A
report of two cases
Okamoto M. Hoshiyama Y. Ohtsuka H
Combined Symposium between Nepal and ]apan on Orthopedics and Trauma Surgery
2010年2 月17日 Pokhara. Nepal
低体温療法におけるFloTracを用 いた 循環管理の 課題
山口桂司、西原

功 、頭司良介、八木良樹、後藤拓也、田 中智大、森

大石泰男、秋元

寛

敏純、筈井

第 1 回低侵襲モニタリング研究会

寛、福田 真樹子、

2010年2 月19日

大阪

2010年2 月26日

東京

2010年2 月26日

東京

血 栓溶解 療法後に急性心筋梗塞を 発症したI例
矢木亮吉、杉江

亮、小畑仁司

第1 5回日本脳神経外科救急学会
三次救命救急センタ

ー における脳神経外科診療

Neurosurgeon、Neurointensivist、Acute care、physician/surgeon
小畑仁司、杉江

亮、矢木亮吉、劉

向陽

第15回日本脳神経外科救急学会

Early Results of the Open Stent-Graft Placement for Aortic Aneurysm and Dissection;
Nishimoto M. Yunoki T. Kiatamura Y. Kato M. Kitaka T. Akimoto H
28thCardiovascular
Surgical Symposium and Cardiac Surgery Update and Progress
2010年3月 4 日Zürs. Austria
リコンビナントトロンボモ ジュリン(rT M)が著効した敗血症性DICの ー症例
山雄 一郎 1)、日外知 行1)、梅垣 修1)
間嶋 望、伊藤雅之1)、門野紀子1)、下
1)大阪医科大学附属病院集中治療室
第37回日本集中治療医学会

2010年3月 4 日

広島

寛
2010年3月 4 日

広島

当センターにおけるNPPV普及活動と実態調査
石丸美枝子、山口桂司、北野好恵、大石泰男、村上 香織、山口智鶴子、秋元
第37回日本集中治療医学会学術集会、ポ スター
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敗 血症治療におけるP MX・D HPの位置付け-SSCG2008の視点か ら~
柚木知之 、山口桂司、田中智大、福田 真樹子、杉江 亮、西原 功 、小畑仁司、大石泰男、秋元
2010年3月 5 日
第37回日本集中治療医学会学術集会、ミニシンポジウム

寛
広島

若 年者に対する脳低温療法の検討
小畑仁司、杉江

亮、矢木亮吉

第33回日本神経外傷学会

2010年3月 5 日

東京

重度救急悔病に対するベッドサイド型人 工騨 臓を用いた自動血糖制御
小畑仁司、杉江 亮、矢木亮吉、柚木知之、山口桂司、福田 真樹子、西原

功 、大石泰男、秋元

寛

加 10年3月 6 日

第37回日本集中治療医学会学術集会

広島

当センターにおけるNPPVの使用状 況
香織、柚木知之、田中智大、福田真樹子、西原 功、秋元
山口桂司、大石泰男、石丸美枝子、北野 静恵、村上
2010年3月 6 日

第37回日本集中治療医学会学術集会、ポ スター

寛
広島

ピプリオ ・パルニフイカスによる雨下肢壊死性筋膜炎の救命 1例
田 中智大、山口桂司、福田 真樹子、西原 功、後藤拓也、柚木知之、杉江 亮、筈井

寛、大石泰男、秋元

2010年3月 6 日

第37回日本集中治療医学会学術集会、ポスター

寛
広島

重症病態における重炭酸リンゲル液 (ピカーボン) の有用性ー 酢酸リンゲル漉 (ヴィーンF) との比較ー
西原 功、福田 真樹子、山口桂司、田中智大、後藤拓也、杉江

亮、筈井

寛、小畑仁司、大石泰男、秋元
2010年3月 6 日

第37回日本集中治療医学会学術集会

寛
広島

The Current Situation and Problems of Car世ogenic Cardiac Arrest in Caring Welfare Facilities for the
Aged
Murai M1)、 Ohishi y、Takeda yl)、Shinmyo T1)、T副首gawa t)、 Okabe T1)、 Hazui H、Nakakohji Tl)、
Hoshiga MJ)、Ishihara T1)、 Hanafu回T1)
1)

First Department of Internal Medicine、 Osaka Medical College
2010年3月 7 日

第74回日本 循環器学会総会

京都

転位の 少ない 骨盤輪骨折
星山芳昭、岡本雅雄、大塚

尚

第16回救急整形外傷シンポジウム

2010年3月12日

石垣

2010年3月20日

高槻

2010年4月 3 日

豊中

2010年4月10日

名古屋

2010年4月15日

新潟

呼吸療法チームのNPPV普及活動の現状
山口桂司
北摂急性肺障害フォーラム、パネルデイスカッション
後交通動脈後半部に生じた真の後交通勤脈癌破裂の 1例
頼経英倫那、劉

亮、小畑仁司

向陽、杉江

第四回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会
仙骨骨折に対するTransilliac fixatorの治療 経験
星 山芳昭、岡本雅雄、大塚

尚

第114田中部日本災害整形外科学会
尺骨遠位部骨折に対するlocking plate の治療成績
岡本雅雄、星山芳昭、大塚尚
第53回日本手の外科学会
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後下
小脳動脈遠位部動脈癌破裂によりSAH、脳内出血 を来 した6例
杉江 亮、小畑仁司、頼鰹英倫那、矢木亮吉
第35回日本脳卒中学会総会

2010年4月16日

盛岡

2010年4月17日

盛岡

血栓化 脳動脈癒 の臨床的意義
小畑仁司、杉江 亮、矢木亮吉、頼鰹英倫那、劉

向陽、黒岩輝壮1)

1)大阪医科大学脳神経外科
第35回日本脳卒中学会総会

Stent with coilで治療を行うも再出血 を来 した脳底動脈プラークラブチャーの I剖検例
杉江

亮

第2 回大阪脳・心 ・血管研究会

2010年5 月19日

大阪

2010年5月21日

埼玉

鈍的外傷に 伴う孤立性上腸 間膜動脈解離により広範囲小腸壊死を来 した1症例
柚木知之、西本昌義、秋元

寛

第38回日本血管外科学会学術総会

救命センターにおける急性肺血栓塞栓症 ・深部静脈血栓症の予防対策の 工夫 (会長要望演題)
柚木知之、西本昌義、秋元

寛
2010年5 月21日

第38 回日本血管 外科学会学術総会

埼玉

Stanford A型急性大動脈解離に脳梗塞 ・ 鎖骨下
動脈盗血症候群を 合併し、慢性期に血行再建 を行った1例
柚木知之、西本昌義、秋元

寛

第38回日本血管外科学会学術総会

2010年5月22日

埼玉

2010年5月22日

鹿児島

壊死 性軟部組織感染症による両側大腿切断の 1例
岡本雅雄 、田 中 一成I)
I)大阪医科大学リハビリテーション
第47回日本リハビリテ} ション医学会

小児心臓手術における連続的中心静脈血酸 素飽和度および混 合静脈血酸 素飽和度測定 による 患者管理
間嶋

望、土居ゆみI)、荘園雅子1)

1)大阪医科大学麻酔科学教室
第 4 回北大阪先天性心疾 患フォーラム

2010年5 月29日

犬岐傷によるCapnocytophaga canimorsus感染症か ら電撃性紫斑病に至った1例
佐々木 真之、加藤雅也、山口桂司、柚木知之、福田 真樹子、筈井 寛、西原 功 、大石泰男、秋元
2010年5月31日

第13回日本臨床救急医学会学術集会

大阪

寛
千葉

非チアノーゼ性先天性心疾 患における混 合静脈血酸 素飽和度および中心静脈血酸 素飽和度測定 の有 用性につい
て の検討
間嶋

望、土居ゆみ1)、浅野真依子1)、荘園雅子1)、南

敏明日

1)大阪医科大学麻酔科学教室
日本麻酔科学会第57回学術集会

2010年6月 4 日
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コイル塞栓 術後、 一時血栓 閉鎖するも再出血 をした破裂前交通動脈癌の l例
小畑仁司、杉江

亮、頼経英倫那、矢木亮吉、劉

向陽、黒岩輝社1)

1)大阪医科大学脳神経外科
第 9 回北摂脳神経フォーラム

2010年6月 5 日

茨木

アンチトロン ピンで改善しなかったためリコンビナントトロンボモ ジュリンを投与した敗 血症性DICの ー症例
山雄 一郎1)、浅野真依子1)、日外知行1)、梅垣 修1)
間嶋 望、伊藤 雅之1)、門野紀子1)、下
1)大阪医科大学付属病院集中治療室
第11回大阪DIC研究会

2010年6月30日

大阪

2010年 7月 2 日

幕張

2010年 7月 2 日

豊中

転位の 少ない 骨盤輪骨折
星山芳昭、岡本雅雄、大塚

尚

第35回日本骨折治療学会
内頚動脈 閉 塞症に対する脳低温療法. 当施設におけるJASH Studyとその後
杉江

亮、頼経英倫那、劉

向陽 、小畑仁司

第13回日本脳低温療法学会
高槻 市における院外心停止症例に対する病院前脳低温療法の試み
人木良樹、筈井

寛、東 海陽介、後藤拓也、森 敏純、川上
真樹子、西原 功、小畑仁司、大石泰男、秋元

第13回日本脳低温療法学会

寛

2010年 7月 2 日

大阪

2010年 7月 3 日

豊中

小児頭部外傷に対する脳 低温療法は無効か
矢木亮吉、頼経英倫那、劉

向陽 、杉江

亮、小畑仁司

第13回日本脳低温療法学会
脳低温療法時の 循環管理に低侵襲モニタ(FloTrac)を用いた際の 課題

山口桂司、西原 功、福田 真樹子、間嶋 望、頼経英倫那、森 敏純、筈井 寛、秋元
第13回日本脳低温療法学会

寛、杉江 亮、小畑仁司

2010年 7月 3日

豊中

2010年 7月10日

大阪

2010年8月28日

大阪

後交通動脈後半部に生じた真の後交通動脈癌破裂の 1 倒
頼艦英倫那、杉江

亮、郵

向陽、孫

偉、小畑仁司

第10回関西脳神経外科研究会
外傷 ・EGDTにおける血行動態管理

A RSコメンテーター

西原 功
第 2 回近畿救急モニタリング研究会

Continuous blood glucose control using an artificial pancreas for critically ill neurological patients
Kobata H、Sugie A、Yagi R、Yoritsune E、Yamaguchi K、Fukuda M、Nishihara 1、Akimoto H、Hirano
K1)、Suguru Mishinal)、Yoshihiko Kinoshita1)
1)Nikkiso Co.， Ltd.
2010年9月1 7日 San Francisco， USA

Neurocr悩cal Care Society 8th Annual Meeting
心停止
後臓器移植の ー 経験例
頼経英倫那、杉江

亮、孫

偉、小畑仁司
2010年9月18日

第60回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会

豊中

大阪府三島地域における救急 患者搬送体制の 歪み
秋元

寛 、大石泰男、小畑仁司、西原 功、筈井 寛、岡本雅雄 、福田真樹子、西本昌義、杉江

大塚

尚 、森 敏純
2010年10月 9 日

第38回日本救急医学会総会
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脳神経外科対象 患者に対して施行された血液浄 化例の検討
亮、小畑仁司、頼艦英倫那、山口 桂司、福田 真樹子、筈井
第38回日本救急医学会総会
杉江

寛 、西原

功、大石泰男、秋元
20 10 年10月 9 日

寛
東京

を めざして
標準 化された初期救急診療コース から根本治療の質的向上
神経集中治療の意義
小畑仁司、杉江 亮、頼艦英倫那、柚木知之、山口桂司、福田 真樹子、西本昌義、筈井 寛、西原 功、大石泰男、
秋元 寛
第38回日本救急医学会総会

20 10 年10月 9 日

東京

急性期外科医に求められる守備範囲の現状ー多施設のアンケート結果を踏まえて
西本昌義、大石泰男、小畑仁司、西原
柚 木知之、秋元

功、筈井

寛、岡本雅雄 、福田 真樹子、杉江

亮、大塚

尚、

寛
2010 年10月10 日

第38回日本救急医学会総会

東京

宗教 的輸 血拒否 患者対応マニュアル の作成
西原 功、福田 真樹子、山口桂司、間嶋

望、佐々木真之、筈井 寛、岡本雅雄、小畑 仁、大石泰男、秋元

第38回日本救急医学会総会

2010 年10月11日

寛

東京

The cu町ent situation and problems of cardiogenic cardiac arrest in caring welfare facilities for the aged
Murai Ml)、Takeda yl)、Shinmyo Tl)、Tanigawa t)、Hazui H、Nakakohji T))、 Ohishi y、Hoshiga Ml)、
Ishihara Tl)， Hanafusa Tl)
))First Department of Intemal Medicine、 Osaka Medical College
20 10 年10月18日 Copenhagen、Denmark

Acute Cardiac Care 20 10
尾状核出血例の臨床的検討
頼艦英倫那、杉江

亮、孫

偉、小畑仁司
学術総会

第69回社団法人 日本脳神経外科学会

2010年10月27日

福岡

20 10 年10月28日

福岡

20 10年10月28日

福岡

75歳以上
の頭部外傷 患者に対する集学的治療 救命救急センターでの経験
小畑仁司、杉江

第69回社団法人 日本脳神経外科学会
小脳出血 後の中脳浮腫と脳梁病変
杉江

向陽、孫

亮、頼経英倫那、劉

偉

学術総会
3例の報告と臨床的意義

亮、小畑仁司、頼経英倫那

第69囲社団法人 日本脳神経外科学会 学術総会
Locking plate fixation of unstable fractures of the distal ulna
Okamoto M、 Ohtsuka H
Societe Francaise de Chirurgie Orthopedique et Traumatologique

2010 年11月8日

Paris、France

Advanced treatments for Shock-resistant ventricular fibrillation at Critical Care Medical Centers: the
Utstein Osaka Project
Sakai TI)、Iwami T2)、 Kawamura T2)、 Kitamura T2)、Hayashi y3)、Nishiuchi N4)、Ohishi y、Rinka H5)、
Kajino K6)， Tasaki 01 )、Shimazu T))、Multi-institutional Joint Research for Shock-resistant VF ))Department
of Traumatology and Acute Critical Medicine、 Osaka University Graduate chool of Medicine.2)Department
of Preventative Service、 Kyoto University School of Public Health. 3)Senri Critical Care Medical Center、
Saiseikai Senri HospitaL
4)Department of Critical Care Medicine、Graduate School of Medicine、 Osaka City University.剖Emergency
and Critical Care Medical Center、 Osaka City General Hospital.6)Emergency and Critical Care Medical
Center、 Osaka Police Hospital.
American Heart Assοciation ReSS 20 10

20 10 年11月13日
一一85ーー
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前頭蓋嵩硬膜動静脈痩の2例
頼経英倫那、杉江 亮、孫 偉、小畑仁司
日本神経学会第93回近畿地方会

2010年12月11日

豊中

2010年3月 4 日

広島

2010年3 月13日

奈良

2010年3月13日

奈良

(看護科)
当センターにおけるNPPV普及活動の紹介と実態調査
石丸美枝子、北野好恵、村上 香織、山口智鶴子、山口桂司、大石泰男、秋元
第37回日本集中治療学会

寛

両下肢切断患者への告知前看護介入の検討
工藤智恵子、池田

綾、村上香織、山口智鶴子

第101回近畿救急医学研究会
大腸憩室穿孔からショックを 起こした患者のストーマケア管理で難渋した一例
酒田宴里、三原タ季、村上 香織、山口智鶴子
第101回近畿救急医学研究会
急性期治療部における日中の体位変換時間「間隔」の検討
崎山

愛、北野好恵、八尾みどり、大谷裕美、堀口由美子、三宅千鶴子、山口智鶴子

第101回近畿救急医学研究会

2010年3月13日

奈良

2010年3月20日

高槻

呼吸療法チームのNPPV普及活動の現状
石丸美枝子、村上 香織、山口圭司
北摂急性肺障害フォーラム
学校への BLS教育 導入検討委員会調査報告
高橋宏幸1)、田中秀治1)、西本泰久2)、中川
山口智鶴子8)

陸3)、内田健夫4)、石見

拓5)、松井道宣6)、佐々木靖7)、

1)国士舘大学大学院救命救急システムコース、2)大阪医科大学総 合診断・治療学講座、3)愛知医科大学附属病
院、4)日本医師会学校医担当理事、5)京都大学保健管理センター、6)京都九条病院、7)札幌市消防局、8)日本救
急看護学会
第13回日本臨床救急医学会学術集会

2010年5月31日

東京

2010年6月 1 日

東京

2010年7月 3 日

大阪

中国上海市での心 肺蘇生法普及に向けた取り組み
村上 香織、堀口由美子、三宅千鶴子、山口智鶴子、村山登志子、秋元
第13回日本臨床救急医学会学術集会

寛

当センターにおける脳 低温療法中の看護の実際
八尾みどり、石丸美枝子、大泉恵未、三宅千鶴子、山口智鶴子
第13回脳低温療法学会
3次救急外来における心 肺停止 患者の家族に対する看護実践
八尾みどり、吉永喜久恵1)、江川幸二2)
1)神 戸市立看護大学准教授 2)神 戸市立看護大学教授
第 6 回日本クリテイカル学会

2010年7 月1 7日
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救急施設で死亡した患者の家族の思いと1CUにおける 患者家族のニーズの満足・充足得点
寺師 築、山口智鶴子
第12 四日本救急看護学会

2010年10月30日

東京

(検査科)
危うくAB O不適合輸 血 が行われ かけた1 倒
竹下 仁、潰田宏輝、堀之内圭三、木村仁美、山口桂司
第29回 緊急検査研究会

2010年3月27日

泉大津

2010年5月22日

神戸

『北川式検知管・血 中硫化水素290HSJ臨床応用の可能性について
潰田宏輝、堀之内圭三、木村仁美、竹下 仁、山口桂司
第59回日本医学検査学会
大阪府臨床検査技師会1CLSコース及び救命処置法の認知度調査
大阪府各支部自由集会アンケート結果より
山崎正之1)、高田原照2)、野口智ず}、吉野知治，)、衣笠

宏5)、竹下 仁6)、中江健市町、森 啓悟8)、今井宣子ω

1)大阪府済生会野江病院 副大阪府臨床検査技師会学術部 3)協和 会病院

，)住友病院 田大阪府済生会中樟病

院 副大阪府臨床検査技師会北支部 7)大阪府臨床検査技獅会商支部 副大阪府臨床検査技師会中央支部
副大阪府臨床検査技師会
第59回日本医学検査学会

2010年5月22日

神戸

腹部救急疾 患における血 中腸型脂肪酸結合蛋白(1・FABP) 濃度測定の有用性とその上 昇要因
竹下 仁、堀之内圭三、横田宏輝、木村仁美、舟岡宏幸1)、喜多村泰博、山口桂司
I)DSファーマバイオメデイカル株式会社
2010年5月23日

第59回日本医学検査学会
特別企画

神戸

多職種連携による救急対応(中毒患者発生時の場合) 臨床検査技師の立場から

福田篤久1)、竹下 仁、海田喜裕2)、櫛引健一割
1)大阪府立泉州救命救急センター検査室
2)大阪府立中河内救命救急センター検査室
却岸和田徳洲会病院臨床検査科
第四回日本臨床救急医学会学術集会
訓練は役に立ったか?

2010年5月31日

千葉

2010年6月 5 日

神戸

2010年7 月10日

高視

2010年9月 4 日

泉大海

-爆発火災事例を経験して~

竹下 仁、堀之内圭三、潰田宏輝、木村仁美、山口桂司
第55回日本臨床検査医学会近畿支部例 会
パニック値対策講座

シンポジウム

血液ガス編

横田宏輝、堀之内圭三、材す仁美、竹下 仁、山口桂司
第27回大阪府臨床検査技師会

北支部自由集会

腸型脂肪酸結合蛋白(1-FABP) 濃度測定の有用性
竹下 仁、舟岡宏幸1)、堀之内圭三、横田宏輝、木村仁美、山口桂司
I)DSファーマバイオメデイカル株式会社
第30回 緊急検査研究会
Capnocytophaga canimorsus感染症 から急性電撃性紫斑病を 発症した1例
潰田宏輝、堀之内圭三、木村仁美、竹下 仁、佐々木真之、山口桂司、小宮山豊1)、大楠清文2)
1)関西医科大学臨床検査医学講座

2)岐阜大学大学院医学系研究科病原体制御分野
第57回日本臨床検査医学会学術集会
2010年9月10日
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緊急検査のおさらい ~血液 ガス~
潰田宏輝、堀之内圭三、木村仁美、竹下 仁、山口桂司
第28回大臨技南支部自由集会

2010年11月13日

泉大津

2010年12月11日

奈良

2009年9月17日

高槻

2009年9月17日

高槻

救急医療におけるこれ からの臨床検査技師の役割
緊急検査 における迅速性の追求 ~ 救急匿療現場で働く技師の立場 から~
竹下 仁、潰田 宏輝、堀之内圭三、木村仁美、山口桂司
第50回近畿医学検査学会 シンポジウム

(放射線科)
3D-DSAが手術支援に有効であった1症例
佐竹良浩
第31回北大阪画像情報研究会
ポータブル撮影に関するアンケート調査
渡辺博也
第31回北大阪画像情報研究会

(事務)
診療材料のシール1枚化管理手法による診療報酬請求 漏れ防止の試み
田 代智秋、村山登志子、上 林哲生、阪井千里、堀口由美子、山口智鶴子、小柳克典1)、田口 慎1)
救急丸プロジェクトチ}ム

1)村 中医療器株式会社
2010年6月 1 日

第13回日本臨床救急医学会学術集会
患者別消費情報に基づく請求 漏れの検証

一

千葉

物品・医事シールの 1枚化手法

田代智秋、村山登志子、上 林哲生、阪井千里、摘口由美子、山口智鶴子、小柳克典1)、田口 慎
救急丸プロジェクトチーム

リ村中医療器株式会社
2010年6月11日

第12回日本マネンジメント学会
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b.座長

品一明者醐欄盤鱗繊議翠機欝鰍総務 窓

(医局)
西原 功
一般演題
第1回三島地区DIC勉強会
西原

2010年1月30日

高槻

2010年2月19日

大阪

2010年3月12日

石垣

2010年3月20日

高槻

2010年4月 3 日

豊中

2010年4月23日

高槻

2010年6月 1 日

千葉

2010年 9月24日

高槻

2010年10月10日

東京

2010年11月19日

高槻

2010年3月13日

奈良

功

座長・代表世話人
第1回低侵襲モニタリング研究会
岡本雅雄
小児の骨折・外傷
第16回救急整形外傷シンポジウム
西原

功

パネルデイスカッション「急性 姉障害の呼吸管理」
北摂急性肺障害フォーラム
小畑仁司
救急医療・他
第59回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会
小畑仁司
一般演題
第10回北摂脳神経フォーラム
大石泰男
「観察」
第13回日本臨床救急医学会 総会
大石泰男
「祝20回 記念」
第20囲みしま救急隊員勉強会
大石泰男
「肺塞栓」
第38回日本救急医学会 総会
秋元

寛

高視 市と安全市民の医療と安全救命都市「高槻」を めざして
一社会 復帰率世界一達成のためにー
高槻ミューズキャンパス公開講座

(看護科)
阪井千里
一般演題
第101回近畿救急医学研究会

一一89 一一
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山口智鶴子
一般演題

看護管理

第四回日本救急看護学会学術集会

2010年 10月29日

東京

2010年 1 月23日

大阪

(検査科)
竹下 仁
パネルデイスカッション
第4 回生物 試料分析科学会近畿支部例会

-90一
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c.講演

署員

出幽盟品温出組織綴緩議幾綴察署で

(医局)
大石泰男
アナフィラキシーへの対処・ エピベンについて
平成21年度救急隊員研修会
西原

2010年3 月 8 日 9 日15日16日

高槻

功

重症病患における重炭酸リンゲル液 (ピカーボン⑧)の有用性一酢酸リンゲル液
(ヴイ}ンFi!ll)との比較一一特に酸塩基平衡に関して ー
岐阜輸液研究会
秋元

2010年3 月11日

岐阜

2010年3 月18日

高槻

2010年5月22日

大阪

2010年7 月10日

高槻

2010年7月17日

枚方

2010年7 月25日

名古屋

2010年8月30日

高槻

2010年9月 3 日

高槻

2010年9月 8 日、 9 日

摂津

2010年9月11日

大阪

寛

三島地域における救急医療事情2009
第四回みしま救急隊員勉強会
小 畑仁司
ストレス高 血糖の臨床 的意義

救急医療における人工勝臓の可能性

第28回日本脳腫蕩病理学会
山口桂司
意識障害とパニック値

~ 臨床医の思いは如何に?
! 

大阪府臨床検査技師会主催
平成22年度大阪府臨床検査技師会北支部自曲集会
西原

功

呼吸理学療法の実際テーマ 「 術後の全身管理J
大石泰男
急性期における呼吸管理
第53回チーム医療CE研究会中部主催 臨床セミナー
山口桂司
災害医療におけるト リアージ
高槻市医師会主催、2010年度高槻市医師会
第 1回トリアージ講習会
山口桂司
災害医療におけるト リアージ
高視 市医師会主催、2010年度高槻市医師会
第 2回トリアージ講習会
杉江

亮

神経救急と神経集中治療
摂津救急医療研修会
森

敏純

医療機関に於ける救急初期対応の変化
大阪北区医師会救急講演会
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秋元 寛
三島地域の救急搬送の現状
2010年9月24日

高槻

2010年9月29日

高槻

2010年11月5日

豊中

2010年11月12日

静岡

2010年11月14日

大阪

2011年11月26日

姫路

2010年12月18日

大阪

訪問看護研修

2010年3月 2 日

大阪

救急看護セミナー

2010年5月20日

大阪

12月18日

高槻

竹下 仁
三次救急医療における 緊急輸 血 と技師の役割 (対応) - All For Patients の理 念~
2010年1月31日
第22回四国輸 血 検査研修会

松山

第20回みしま救急隊員勉強会
秋元

寛

日本の救急医療
第 1 東和 会病院

災害医療研修会

小畑仁司
脳血管障害急性期の 血糖管理
サノフィアベンティス社 内勉強会
西原

功

シ ペレスタッドの早期投与による

ALVA RDSの転帰改善効 果

第 2 回静岡急性期医療研究会
西原

功

人工呼吸器と全身管理
第 7 回大阪呼吸ケア
西原

リハビリテーション研究会

功

Surviving Sepsis Campaign Guidelines と当センターの重症敗 血症治療の現状
救急 ・ICU呼吸不全管理セミナー
大石泰男
呼吸解剖生理学の基礎

.解剖生理学・呼吸音アセスメント

チ}ム医療CE研究会西日本2010“ウインターセミナー"

(看護科)
三宅千鶴子
< 急変時の看護> 急変の特徴と対応
大阪府看護協会
三宅千鶴子
<呼吸管理>
大阪府看護協会
山口智鶴子
子どもの 発達に応じた事故の予防法
高槻市立子育て 総 合支援センター 「子育て講座」

2010年5 月15日・ 9月24日

(検査科)
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竹下 仁
緊急検査の結果 報告について

~こんな時の対応教えます~
20lO年8月 7 日

第 3 回九州臨床検査技師会生物化学部門研修会

鹿児島

竹下 仁
緊急検査の進め方~症例から学ぶA・B.C- 意識障害の原因 と 緊急検査について
第 3 回大阪府臨床検査技師会学術部講演会

2010年9月18日

守口

2010年9月 4 日

大阪

2010年9月18日

枚方

20lO年1月14日

大阪

2010年1 月26日

愛知

(放射線科)
山本浩司
明日 から現場で役立つ救急診療の基本知識
第11回SeDaI講演会 (清恵会第二医療専門学院)
渡部敬次
救急医療の実際

一放射糠技師に求められるもの一

第39回北河内画像勉強会

(事務)
柴田 康宏
メデイエーションの考え方~医療対話文化を 築く~
医療安全大会

大阪民医連

柴田 康宏
医療クレームの初期対応~医療対話文化を 築く~
メデイエーション講習会 協和 総 合病院
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d.輪文 一一一一一一明隅向欄瞬間醐鱗酬 ふてよ〆
(医局)
激しい頭痛で 発症した急性心筋梗塞 のI例
森

寛、星賀正明1)、八木良樹、頭司良介、後藤拓也、大石泰男、秋元

敏純、筈井

寛

1)大阪医科大学附属病院第 一内科
J Cardiol Jpn Ed 5( 1 ) : 49・52、2010
高槻市における救急ステーションの 取り組みについて
吉川 巌1)、松村賢一人橋本泰広1)、筈井 寛、大石泰男、秋元
1)高槻市消防本部
プレホスピタルケア

寛

23( 1 ) : 35-37， 2010

病院到着前 より脳 低温療法を導入し良好な転帰を得 た院外心停止の1例
人 木良樹、筈井
心臓

寛 、頭司良介、森 敏純、川上真樹子、西原 功 、小 畑仁司、大石泰男、秋元

寛

42
( 3 ) : 376-378、2010

アナフィラキシーに誘発された3枝ぴ漫性冠撃縮に より急性心筋梗塞、心 原性ショック、心室細動に至った l例
後藤拓也、筈井

寛、星賀正明1)、森

敏純、頭司良介、八木良樹、大石泰男、秋元

寛

1)大阪医科大学付属病院第 一内科
J Cardiol Jpn Ed

5 ( 1 ) : 58-62、2010

Incidence and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest with shock-resistant ventricular iibrillation:Data
from a large population-based cohort
Sakai Ta)、Iwami Tb)、Tasaki OC)、 Kawamura Tb)、Hayashi yc)、 Rinka Hd)、Ohishi Y、Mohri Tヘ
Kishimoto M) ，Nishiuchi P)、Kajino KヘMatsumoto Mi) ， Uejima Ti)、Nitta Mk)、Shiokawa C)、lkeuchi
Hm)、Hiraide An)、Sugimoto HO) ， Kuwagata ya)
a) Department of Traumatology and Acute Critical Medicine、 Osaka University Graduate School of
Medicine
b) Kyoto University Health Service
c)

Senri Critical Care Medical Center、Saiseikai Senri Hospital

d)Emergency and Critical Care Medical Center、 Osaka City General Hospital
e)
o
g)
h)

Critical Care and Trauma Center、 Osaka General Medical Center
Osaka Prefectural Nakagawachi Medical Center of Acute Medicine
Osaka Prefectural Senshu Critical Care Medical Center
Emergency and Critical Care Medical Center、 Osaka Police Hospital

。Traumatology and Critical Care Medical Center、National Hospital Organization OsakaNationalHospital
Medicine
j) Department of Emergency and Critical Care Medicine、 Kinki University School of
k)
1)
m)

Department of Emergency Medicine、 Osaka Medical College Hospital
Osaka Prefectural Council of Emergency Care Facilities
National Defense Medical College Hospital

同Center for Medical Education、 Kyoto University Graduate School of Medicine
0)

Hoshigaoka

Koseinenkin

Hospital

Resuscitation 81: pp.956-961. 2010

;
割
引
盛
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Therapeutic hypothermia with immunosuppressive drugs for a comatose renal transplant patient who
survived out-of-hospital cardiac arrest
Zushi R、 Hazui H、 Hoshiga M1)、Yagi Y、 Goto T、

Mori T、 Makiko Kawakami、Isao Nishihara、 Hitoshi

Kobata、Yasuo Ohishi、 Hiroshi Akimoto
1)First Department of Internal Medicine， Osaka Medical College
Journal of Cardiology Cases 1: e147・e150. 2010
Multiple channel appearance with low-echoic divisions detected by intravascular ultrasound image in acute
myocardial infarction with antiphospholipid syndrome
Miyamoto HI)， Hazui H， Hoshiga H1)， Goto T， Muraoka H， Ohishi Y， Akimoto H， Hanafusa TI)
1)

First Department of Internal Medicine， Osaka Medical College

Int J Cardiol Vo1. l44: pp. 1l4-115. 2010
Report from j-PULSE multicenter registry of patients with shock-resistant out-of-hospital cardiac aηest
treated with Nifekalant Hydrochloride
Yasuda SI)， Sawano H2) ， Hazui H， Ukai P) ， Yokoyama HI)， Ohashi r) ， Sasae K') ， Akiko Kadal. Hiroshi
Nonogil) ， on beha!f of the j-PULSE Investigators
1)

National Cerebral and Cardiovascular Center，

Center，

3)

2)

Saiseikai Senri Hospital， Senri Critical Care Medical

Osaka University Hospital Trauma and Acute Critical Care Center， .)Juntendo University Medical

School
Circ J ; 74: 2308圃2313. 2010
至適手術時期を 逸した上 腕骨骨幹部骨折の 2 例
星山芳亮、岡本雅雄 、大塚

尚

中部日本整形外科災害外科学会雑誌

53(2): 287・288、2010

仙 骨骨折に対するTransilliac fixatorの治療 経験
星山芳亮、岡本雅雄 、大塚

尚

中部日本整形外科災害外科学会雑誌

53(5):120ら1206、2010

上肢における壊死性軟部組織感染症
岡本雅雄 、大塚 尚
日本手の外科学会雑誌

:537・540、2010
26(6)

上 腕骨遠位 骨幹端粉砕骨折の治療 経験
藤津幸隆、岡本雅雄 、大塚
骨折

尚

32(3):479-481、2010

破裂脳動脈粛の初期治療 病院前救急 から根治術まで
小 畑仁司、杉江 亮、田中秀一
Neurosurgical Emergency

14: 149-156、2009

救命救急センターにおける 地域連携. 断らない救急医療を実践するために
小畑仁司 、杉江

亮、矢木亮吉、趨

Neurosurgical Emergency

明珠、北角洋子、 秋元

14: 117-123、2009

小児重症頭部外傷に対する脳 低温療法の検討
小 畑仁司 、杉江

亮、矢木亮吉、 劉

向陽

神経外傷 33: 19・26、 2010

一-95一一

寛

第25号(2010年） 研究業績
小児の心臓磁気共鳴画像 ( M RI) 検査に対する全身麻酔の工夫
間嶋 望、 香川哲郎1)、鈴木 毅1)、大西広泰1)、池 島典之I)
1)兵庫県立こども病院麻酔科
麻酔

59: 935-939、2010

(検査科)
危うくAB O不適合輸 血 が行われ かけた1 例
竹下 仁、潰田宏輝、堀之内圭三、木村仁美、山口桂司
医療と検査機器・試薬

33: 348-350、2010

Y MT からの質問コーナー

熱~い意識障害 (熱中症: heat迎ness) について

潰田宏輝、堀之内圭三、材す仁美、竹下 仁、山口桂司、津田善裕1)
1)大阪府立中河内救命救急センター検査室
医療と検査機器・試薬

33: 732-738、2010

ヒト 血 中腸型脂肪酸結合蛋白 (I-FABP) の臨床 的有用性について
竹下 仁、舟岡宏幸I)、堀之内圭三、積田宏輝、木村仁美、山口桂司
I)DSファーマバイオメデイカル株式会社
医療と検査機器・試薬

33: 725-731、2010

一一96一一
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第25号(2010年） 研究業績
e.著書

総議選二

(医局)
除細動
大石泰男
消化器外科 へるす出版

33 ( 5 ) :540・542、2010

救急救命士法
大石泰男、森田 大1)
I)大阪医科大学救急医療部
Modern Physician

30 (10) :1273-1277、 新興医学出版社、2010

エデイト リアル
大石泰男
救急医学 34 (12) :1605、 へるす出版、2010
[病態 からみた 循環器用 薬 の使い方] 急性心不全
筈井

寛

救急医学

34(12) :1667・1670、 へるす出版、2010

【病態 からみた 循環器用 薬 の使い方] 急性冠症候群
森

敏純
34(12) :1685-1688、 へるす出版、2010

救急医学
E R必携

骨盤の画像診断 救急医学の現状と要望

岡本雅雄、 加藤雅也、 坪内弘明
画像診断 30(8) :756-763
初学者のための呼吸療法テキスト
西原

分担執筆

功
65-75 メデイカ出版

外科術後の全身管理

2010年3月25日 初版

広汎子宮全摘術 (下 腹部手術)
間嶋

望、南

敏明1)

1)大阪医科大学麻酔科学教室
麻酔科研修ノート

513-514、2010

(看護科)

気道・呼吸障害(A. B)のアセスメント
村上
香織
改訂

外傷初期看護ガイドラインJNTEC へるす出版 : 37-43、2010

事例 に学ぶ

緊急時の初期対応 Q&A-何を見る?何を考える?一

Q44 呼吸困難を主訴に来院した患者さんへの対応について教えてください
Q45 哨息発作で来院した患者さんへの対応を教えてください
村上 香織
ナーシングケア第34号

総合医学社 : 104-107、2010

救急医療 ・看護クイズ99 [知識編 51] 特集 3 BLS/ ALS : 26-31
救急医療 ・看護クイズ99 [知識編 51] 特集 8 パイスタンダー教育 : 61-64
村上 香織
E ME RGENCY CA RE メデイカ出版

23 (11)

: 26-31 ・61-64、 20 10
-97ー

第25号(2010年） 研究業績
看護師による救急 外来ト リアージの実態
鈴木久美子1)、中村恵子2)、安保弘子3)、早坂百合子4)、山口智鶴子5)、渡遺淑子6)
。横浜市立大学付属 市民総 合医療センター、2)札幌市立大学、3)岩手医科大学付属痛院
4)日本医科大学付属痛院、5)大阪府三島救命救急センター、6)杏林大学医学部附属病院
日本臨床救急医学会誌 (JJSE M) 2010: 13: 626・631

t座談会

若手説プじ

境骨遺位端骨折に対するロッキンクフレート国定術の進歩と今後

J

~ 合併症の原因とその対策 ~

岡本雅雄 、今谷潤也1)、長田伝重 2)、坂野裕昭3) 、渡遁健太朗4)
1)岡山済生会総 合病院、2)濁協医科大学、3)平塚共済病院、4)名古屋披済会病院
2010年9月 4 日
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