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a.学会研究会発表
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(医局)
くも膜下出血にて発症し脳梗塞をきたした前大脳動脈解離の一例
宮田とも、杉江亮
第17回日本脳神経外科救急学会

2012年 1 月 舘日東京

病院外心停止事例の統一記録様式 : ウツタイン様式の概略
小畑仁司、杉江亮、宮田とも、西原功、 大石泰男 、秋元寛、森田大
2012年 1 月28日東京

第17回日本脳神経外科救急学会
高槻市における救急ステーションの取り組みについて(第二 報)
倉田幸司1)、吉田宏1)、中島浩司1)、橋本泰広1)、大石泰男 、秋元寛
1)高槻市消防本部
第20回全国救急隊員シンポジ ウム

2012年 2 月 2 日浜松

くも膜下出血による心停止患者に対する脳低温療法
小畑仁司、杉江亮、山口桂司、福田真樹子、後藤拓也、筈井寛、西原功、 大石泰男 、秋元寛
2012年 2 月29日千葉

第39回日本集中治療医学会学術集会
第 1 肋骨、鎖骨の後方転位を伴った胸骨柄骨折の1例
藤野圭太郎、岡本雅雄、 大塚尚
第18回 救急整形外傷シンポジ ウム

2012年 3月 1 日GuamUSA

PCPSを前提に心肺蘇生中から導入した低体温療法の検討
後藤拓也、東海陽介、杉江亮、福田真樹子、筈井寛、西原功、小畑仁司、 大石泰男 、秋元寛
2012年 3 月 1 日 千葉

第39回日本集中治療医学会学術集会
症例呈示
小畑仁司
平成23年度三島圏域地域リハピリテーション病院 連絡会

2012年3月 3 日高槻

地域リハピリテーション症例 検討会
急性硬膜外血腫術後のMRI所見
小畑仁司、杉江亮、宮田とも、東保太 一郎

2012年3月 9 日 東京

第35回日本神経外傷学会
第 1 肋骨、鎖骨の後方転位を伴った胸骨柄骨折の1例
藤野圭太郎、岡本雅雄、 大塚尚

2012年 4 月 6 日 大阪

第118田中部日本災害整形外科学会

多発 外傷の治療戦略. 急性硬膜下血腫に腎損傷、 肺挫悔、右前腕の開 放骨折を伴った一例
東保太一郎、小畑仁司、杉江亮
第63回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会

2012年 4 月 7 日豊中

多発外傷の 治療戦略. 急性硬膜下血 腫に腎損傷、 肺挫傷、 右前腕の 開放骨折を伴った一 例
東保太一郎、小畑仁司、杉江亮
2012年 4 月14日高槻

第11回北摂脳神経フォーラム
上腕 動脈・肢嵩動脈損傷の治療経験
岡本雅雄、大塚尚

2012年4 月19日横浜

第55回日本手の外科学会
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三次元CT angiographyにて造影剤の血管外漏出を認めたくも膜下出血症例の検討
小畑仁司、杉江亮、宮田とも
第41回日本脳卒中の外科学会

2012年 4 月27日福岡

心房中隔捕による心原性脳塞栓症を来した3例
杉江亮、小畑仁司、宮田とも
第41回日本脳卒中の外科学会

2012年 4 月27日福
岡

心 破裂を合併したたこつぽ型心 筋症のI 例
後藤拓也、頭司良介、森敏純、筈井寛、大石泰男
2012年6月 9 日 神戸

第197回日本内科学会近畿地方会
神経集中治療における脳低温 療法の意義. 当施設における治療経験 をもとに

小畑仁司、杉江亮、東保太一郎、頭司良介、後藤拓也、森敏純、福田真樹子、筈井寛、西 原功、
大石泰男 、秋元寛
第26回日本神経救急学会

2012年 6 月 9 日高松

学術集会

心 破裂を合併したたこつぽ型心 筋症 の1例
後藤拓也、頭司良介、森敏純、筈井寛、大石泰男
2012年 6 月 9 日 神戸

第197回日本内科学会近畿地方会
鈍的大腿動脈損傷の4例
岡本雅雄、大塚尚 、西本昌義、天野倍行、守克則、藤野圭太郎

2012年6 月16日熊本

第15回日本臨床救急医学会総会
病院前救護における救急救命士による血糖測定の意義 と有用性
上出拓生1)、久保良一1)、中島浩司1)、橋本泰広1)、大石泰男 、秋元寛
1)高槻市消防本部

2012年6 月16日熊本

第15回日本臨床救急医学会総会
院内汚染防止における職種聞の情報共有の取り組み(その 1)
大阪府三島救命救急センターの化学災害への対 応

山口桂司1)、秋元寛、竹下仁、上山進、森原宗憲、山口千鶴子、村山登志子、
中島浩司2)、西 原功、大石泰男
1)鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

救急・集中治療医学講座

2)高槻市消防本部
2012年6 月16日熊本

第15回日本臨床救急医学会総会
病院前救護における救急救命士による血糖測定の意義と有用性
上出拓生1)、久保良ーヘ中島浩司1)、橋本泰広1)、大石泰男 、秋元寛
1)高槻市消防本部

2012年6 月16日熊本

第四回日本臨床救急医学会総会
Wellens症候群の4例

後藤拓也、頭司良介、森敏純、筈井寛、西原功、小畑仁司、大石泰男 、秋元寛
2012年6 月17日熊本
第15回日本臨床救急医学会総会
下腿近位部開 放骨折に用いた勝腹 筋弁の治療経験
藤野圭太郎、岡本雅雄、大塚尚
2012年6 月29日東京

第37回日本骨折治療学会
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Traumatic Brachial or Axillary artery in.iury
Okamoto M、Ohtsuka H
9th congress of Asian PacificFederation of Societies for Surgery of the Hand
外傷外科医に求められるtechnical

2012年6 月29日 Bali、lndonssia

sk出と専門医との連携

秋元寛、西本昌義、喜多村泰博、栗田晃 宏
第37回日本外科系連合学会

2012年6 月29日福
岡

重症頭部外傷に対する脳低温療法. 当施設の現状と問題点
小畑仁司、杉江亮、東保太一郎、福田真樹子、筈井寛、西原功、大石泰男 、秋元寛
第15回日本脳低温療法法学会

2012年 7 月 6 日 横浜

術後 9 日目に発症した 甲状腺全摘 術術後出血から 気道狭窄に至った l例
後藤拓也、西本昌義、福田真樹子、筈井寛、西原功、大石泰男 、秋元寛
第106回近畿救急医学研究会(日本救急医学会近畿地方 会)

2012年 7 月21日大阪

AEDにて蘇生され根治術を行った心室細動発症のくも膜下出血の 一例
東保太一郎、杉江亮、小畑仁司， 筈井寛、 西原功、大石泰男 、秋元寛
2012年 7 月21日大阪

第106回近畿救急医学研究会
心室細動発症を発症しAEDにて自己心 拍 再開 後に根治術を施行した
PICA -involved V A dissecting aneurysmの一例
東保太一郎、杉江亮、小畑仁司
第12回関西
脳神経外科研究会

2012年 7 月21日大阪

「気管切開チュープ抜去 後発症した 皮下・縦隔気腫の1 症例」
藤 本智子、三 原良介、川上(福田) 真樹子、西原功
2012年 9月 1 日 大阪

第58回日本麻酔学会関西支部学術集会 : ポスター
遅延する頭蓋内圧克進に対し長期間脳低体温 療法を行った多発 外 傷の 1例
東保太一郎、小畑仁司、杉江亮

2012年 9 月15日豊中

第64回日 本脳神経外科学 会近融支部学 術集 会
Extravasation of contrast media during diagnostic CT angiography
Kobata H、 Akira Sugie A、Toho T

2012年 9月19日東京

Asia Pacific Stroke Conference 2012

Extravasation Of Contrast Media During Diagnostic CT Angiography: Report Of 16 Cases
Kobata H、 Akira Sugie A、TohoT
2012年10月 5 日Denver. USA

Neurocritical Care Society 10th Annual Meeting
人工膝関節置換 術中の 膝禽動脈損傷に対し血行再建 を行った 1例
藤野圭太郎、岡本雅雄、大塚尚

2012年10月 5 日福井

第119田中部日本整形外科災害学会
Therapeutic Hypothermia for Comatose Survivors After Cardiac
Arrest due to Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage
Kobata H、 Akira Sugie A、TohoT

2012年10月 6 日Denver USA

Neurocritical Care Society 10th Annual Meeting
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SA Hの加 療中にNOMIを発症した 線維筋性異形成のl例
橘高弘忠、杉江亮、小畑仁司、秋元寛
第 7 回大阪脳・心・血管研究会

2012年10月10日大阪

鈍的損傷による下肢主幹動脈内膜損備に対し保存 療法を行った 2例
岡本雅雄、大塚尚 、西本昌義、天野倍行、守克則、藤野圭太郎
第40回日本救急医学会総会

2012年11月13日京都

「経腸栄養剤の違いにより重症患者の腸内細菌叢は変化するか?J
福田真樹子、西原功、藤 本 智子、岡雅行、杉江亮、筈井寛、小畑仁司、大石泰男 、秋元寛
2012年11月13日京都

第40回日本救急医学会総会 一般演題
遅発性に広範囲脳 虚血を認めた頭部外傷の 2例
杉江亮 ， 小畑仁司、東保太一郎

2012年10月18日大阪

社団法人日本脳神経外科学会 第71回学術総会
外悔性頭頭 部血管損傷

自験 25例の検討

小畑仁司、杉江亮、東保太� 郎
社団法人日本脳神経外科学会 第71回学術総会

2012年10月19日大阪

AEDにて蘇生され根治術を行った心室細動発症 のクモ膜下出血の一例
東保太一郎、杉江亮、小畑仁司
2012年10月19日大阪

社団法人日本脳神経外科学会 第71回学術総会
当センターにおける艦頚症例の検討。 脳低温療法は必要 か?
後藤拓也、頭司良介、杉江 亮、西本昌義、福田真樹子、筈井寛、
岡本雅雄、西原功、小畑仁司、大石泰男、秋元寛

2012年11月13日京都

第40回日本救急医学会総会

発症超急性期のくも膜下出血診断において三次元CTア ンギオグラフィーは脳血管撮影より安全に施行可能か
小畑仁司、杉江亮、東保太一郎、大塚尚 、福田真樹子、 西 本昌義、筈井寛、
西原功、岡本雅雄、大石泰男 、秋元寛
2012年日月15日京都

第40回日本救急医学会総会
心房中隔癌を認めた脳梗塞ー3例の経験 よりー
杉江亮、小畑仁司、東保太一郎、頭司良介、後藤拓也、森敏純、筈井寛、
西原功、大石泰男 、秋元寛

2012年11月15日京都

第40回日本救急医学会総会
てんかん重積発作におけるレベ チラセタムの処方経験
東保太一郎

2012年11月26日高槻

救急てんかん学術講演会(大塚製薬 株式会社主催)
Subsequent Fractures of the Established Distal Radius Malunion
Okamoto M、Ohtsuka H
33rd International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology

2012年11月28日Dubai UAE

左室造影検査で偶然発見された左室憩室 の1例
後藤拓也、清水木綿、八木良樹、頭司良介、森敏純、筈井寛、大石泰男
2012年12月 8 日大阪

第199回日本内科学会近畿地方会
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診断にMRIフェーズコントラストシネが有効であった特発性髄液鼻漏の一例
東保太一郎、杉江亮、小畑仁司
2012年12月 8 日豊中

日本神経学会 第97回近畿地方 会

(検査科)
イムノクロマト総ぎらい-POCTの 原点 回帰 ~
竹下仁、堀之内圭 三、潰田宏輝、木村仁美
第22回生物試料分析科学会年次学術集会ランチョンセミナー

岡
2012年3月11日福

甲状腺クリーゼってどんな疾患?
潰田宏輝、竹下仁、堀之内圭 三、木村仁美
第32囲緊急検査研究会

2012年3月24日泉 大津

(薬 局)
単独型救命救急センターにおける抗菌薬 使用と薬 剤師の介入
西本香王里、上山進、西原功、小畑仁司、大石泰男 、秋元寛
2012年6 月16日熊本

第15回日本臨床救急医学会

(放射線科)
80列CTの 使用経験
渡辺博也
第36回

2012年 7 月12日高槻

北 大阪 画像情報研究会

(MRI 室 )
トラクトグラフィについて
木村仁美
2012年 1 月26日 大阪

第11回東芝MRIユーザーミーテイング
画像検査に必要 な心電図のポイント
木村仁美

2012年 9月15日 大阪

第47回北河内画像勉強会
MRI検査の基礎
木村仁美

2012年 5月26日 大阪

第31回北支部自由集会
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b.座長

繍醐繊繊錦繍轍麟搬麟鰯穂郡柵繍極額四

(医局)
小畑仁司
一般演題33

í脳梗塞急性期の治療( 2 )J

第17回日本脳神経外科救急学会

2012年 1月28日東京

大石泰男
血栓・ 止血
第 9 回阪 神・紀和救急医療『“ここが知りたい" セミナーJ

2012年 2 月17日 大阪

岡本雅雄
上肢骨折
第18回救急整形外傷シンポジ ウム

2012年3月 1 日GuamUSA

小畑仁司
外傷
第63回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会

2012年 4 月 7 日 豊中

小畑仁司
重症頭部外傷傷における脳低温療法
2012年 7 月 6 日横浜

第四回日本脳低温療法法学会
小畑仁司
中枢神経

2012年 7 月21日 大阪

第106回近畿救急医学研究会
杉江亮
外傷 1

2012年 9月15日豊中

第64回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会
小畑仁司
特別講演1

2012年10月10日 大阪

第7回大阪脳・心・血管研究会
杉江亮
ミニレクチャー 1

2012年10月10日 大阪

第7回大阪脳・心・血管研究会
秋元寛
研究}臨床I

2012年11月13日京都

第40回日本救急医学会総会
大石泰男
一般演題 「循環器」

2012年11月13日京都

第40回日本救急医学会総会
小畑仁司
口演 教育 1

2012年11月13日京都

第40回日本救急医学会総会

I
l
l
1
1
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杉江亮
一般講演
救急てんかん学術講演会

2012年11月26日高槻

秋元寛
一般 口演 3一門脈
第 4 回Acute Care Surgery 研究会

2012年11月28日東京

(検査科)
竹下仁
他職種公開 講座 : 災害医療を考える
大阪府臨床検査技師会免疫血清部門・緊急検査部会

2012年 1 月28日高槻

竹下仁
ワークショップ 「糖尿病と臨床検査」
2012年3月18日 神戸

第22回日本臨床化学会近畿支部総会
潰田宏輝
食中毒臨床検査的見極め方

2012年 3月24日泉 大津

第32回緊急検査研究会
横田宏輝

臨床検査技師が知っていて損はない画像診断の読み方~白・黒はっきりさせます~
2012年 5 月26日高視

第31回 大阪府臨床検査技師会北支部自由集会
竹下仁
T HE 熱中症
大阪府臨床検査技師会 府民公開 講座

第 2 回緊急検査部会

2012年6 月23日 大阪

(放射線科)
渡部敬次
講潰
平成24年度 大阪府放射線技師会

2012年6 月23日 大阪

組織部研修会
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c.講演

購編輯穂鵬鵬癖議Fι匂一

(医局)
秋元寛
医師会が中心となった災害医療救護体制整備の取り組み
平成23年度 第 2 回 郡市区等医師会救急担当理事 連絡協議会

2012年 1月19日 大阪

大石泰男
平衡と動脈血ガスの見方
酸塩基
呼吸療法プチセミナー 呼吸療法が苦手な方へのプチセミナー珊

2012年 1 月28日 大阪

大石泰男
胸部レントゲンの見方
呼吸療法プチセミナー 呼吸療法が苦手な方へのプチセミナー咽

2012年 1 月28日 大阪

大石泰男
胸背部痛をきたす救急疾患
2012年 3月 8 日9 日13日14日 高槻

平成23年度救急隊員研修会
大石泰男
頭蓋外を 原因とする意識障害症例

2012年3月15日 高槻

第23回みしま救急隊員勉強会
秋元寛
三島医療圏の救急医療の現状と将来の展望

2012年 7 月 7 日茨木

茨木市民政策勉強会
大石泰男
呼吸療法に 使用する薬 剤とア セスメント(呼吸不全の病態 生理も含む)
第ω回チーム医療CE研究会西日本主催 臨床セミナー

2012年 7 月28日 大阪

秋元寛
日常診療に潜む腹部救急疾患
2012年 8 月 4 日 高槻

第15岡 高槻 消化器疾患談話会
秋元寛
三島医療圃の救急医療体制の問題点と将来

2012年 9月13日摂津

摂津市 「救急医療研修会」
秋元寛
三島医療聞の救急医療体制の問題点と将来

2012年 9月14日摂津

摂津市 「救急医療研修会」
筈井寛

難治性心室細動はどの程度救命 できるのか? (経皮的人工心肺補助装置(PCPS ) と低体温療法)
2012年9月14日 高槻
第24回みしま救急隊員勉強会
福田真樹子
íARDSの薬 物治療」
2012年10月10日高視

三島勉強会
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大石泰男
三次救急医療の現状と限界・当センターの概要 と新しい 試み・救急医療の問題点 .
京都市立病院救急学習会

2012年10月19日京都

大石泰男
胸部レントゲン写真の見方!-こ れであなたも 読める ~
呼吸療法セミナ-II

2012年11月10日名古屋

秋元寛
都市型救急医療の現状と問題点
京都仁泉会総会

2012年11月17日京都

(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 訪問看護研修

2012年 2 月28日大阪

三宅千鶴子
外傷救急患者のトリア ージ と高エネルギー外髄の初療と救急看護
日総研セミナー

2012年 8 月26日東京

(検査科)
竹下仁
緊急検査つてなあ~ に?-救急医療における検査の意義と技師の 役割~
滋賀県臨床検査技師会 チーム医療・臨床化学部会合同研修会

2012年 1 月21日滋賀

竹下仁
呼吸器疾患と血液ガス
2012年10月20日 大阪

大阪府臨床検査技師会学術部講演会

(放射線科)
森原宗憲
16列から80列へ-Mobile CTの活用

断らない救急医療のために~
2012年 3 月28日大阪

北摂放射線技術セミナー
山本浩司
エラーを防ぐ検査マネージ メントの基本
日本放射線技術学会

近畿部会 平成24年度 春季勉強会

2012年 5 月20日 大阪

森原宗憲
外傷救急と災害医療における技師の関わり-DMATロジ スティックスとして視た東日本 大震災~
近畿医療技術専門学校放射線科学友会 大阪府支部学術講演会
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渡辺博也
Aquilion PRIME 救急撮影での使用経験
2012年7月28日東京

Aquilion PRIMEシンポジ ウム2012

(事務)
柴田康 宏
医療対話文化の風土づくり
関西大学社会安全学部

2012年12月20日高槻

薬 害紛争講義第16回
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d.論文-

・E・

・E・-圃園田園田園田開国哩哩盟型盟国田平四百官噛轍町 一F

(医局)
内視鏡下椎間板摘 出術中に生じた 左内 腸骨 動脈損傷に対し血管修復術を行 い救命し得た 1例
岡田 昌浩、岡本雅雄、 大塚尚
中部日本整形外科災害外科学会雑誌

55創9-650、2012

第 1肋骨、鎖骨の後方転位を伴った胸骨柄骨折のl倒
藤野圭太郎、岡本雅雄、 大塚尚
中部日本整形外科災害外科学会雑誌

55:807・808、 2012

槙骨遺位端骨折変形治 癒例の再骨折に対する治療経験
岡本雅雄、 大塚尚
日本手外科学会雑誌

却6:582・585、 2012

小児重症肝 損傷による外傷性心停止の1 救命例
秋元寛 ， 橘高弘忠， 喜多 村泰博.JII上 真樹子，
日本救急医学会雑誌

西原功 ，

大石泰男

23( 9 ) : 409-14

英国ニューカッスル(Ne wcastleupon Tyne)
お よび内閣府(Cabineto茄ce)における社会安全管理の取り組みから学ぶ
富 士 原彰、柴田康 宏
社会安全の文理融合 大学教育と学際的研究基盤の確立に関する研究
平成23年度関西大学重点領域研究助成研究成果報告書

(検査科)
D・dimerとH・FABPのダブルマーカーによるAMIと 大動脈解離の鑑別診断の試み
竹下仁、堀之内圭 三、横田宏輝、材す仁美、山口桂司、 西 本昌義
体液・代謝管理

27:11 1
. 8、2012

診断に苦慮 した 甲状腺クリーゼの1例
潰田宏郷、堀之内圭 三、木村仁美、竹下仁
医療と検査機器・試薬

35:484-必8、2012

迅速キットの応用範聞

~ 救急初期診療において~

竹下仁、潰田宏輝、堀之内圭 三、木村仁美
医療と検査機器・試薬

35:469 4
. 75、2012
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e.著書

醐糊鵬鱗糊翻糊糊醐醐榊i酬糊雌蹴鞠職蹴

(医局)
E.末梢血管 1 .四肢の主幹動脈損傷
岡本 雅雄
外傷外科手術スタン ダード

231-246、2012

手の熱傷症例について(形成外科学的立場から)
天野信行
プレホスピタル・ケア

第25巻第3 号(通巻109号) ; 54・56、2012

東京法令出版

異物(釣り針， とげなど)
秋元寛
今日の救急治療指針

第2版 665・667

救急救命士法
大石泰男
医療従事者のためのこ れだけは知っておきたい61の法律:河野公一 代表編 集、金芳堂42-49、2012
集団食中毒(0157を含む)
大石泰男
今日の治療指針2012年版、山口徹・北 原光男 ・福井 次矢総編 集、医学書 院35・36、2012
急性冠症候群診療におけるチーム医療
筈井寛、 大石泰男
救急医学 36: 701・703、2012
血液浄化療法の理解 とケア

CHDF①

適応疾患とその病態

大石泰男
重症集中ケア

11: 34-43、2012

救急初療で必須の臨床検査

胸痛を呈 する患者

大石泰男
EMERGENCY CARE

25: 40・47、2012

脳神経外科救急におけるドクターカーシステムの意義 . 高槻市における特別救急隊の活動
小畑仁司、杉江亮、頼経 英倫那、孫偉、筈井寛、西原功、 大石泰男 、秋元寛、中島浩司
Neurosurgical Emergency 17: 15・21、 2012
救命救急センターにおける神経救急.

ピットフォールに 陥らないために

小畑仁司
神経救急 24: 61 -70、 2012
脳卒中診療におけるneurocritical careへの期 待. 新たなるシステム確立に 向けて
小畑仁司、杉江亮
日本集中治療医学会雑誌

19:325・330、2012

急性硬膜外血腫術後のMRI所見:転帰との関連について
小畑仁可、杉江亮、宮田 とも、東保太一郎
神経外傷 35: 81・84、 2012
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病院外心停止事例の統一記録様式:ウツタイン様式の概要
小畑仁司、杉江亮、宮田 とも、福田 真樹子、筈井寛、 西原功、大石泰男、秋元寛、森田 大
Neurosurgical Emergency 17: 15-21、2012
Commentary to Epidermoid cyst in cerebellopontine angle presenting with hemifacial spasm
Kobata H
J Neurosci Rural Pract 3 : 346-347、 2012

(看護科)
急性腹症 の痛態 と見極め
三宅千鶴子
救急看護&トリア ージ

voL2 no.2 : 92，・96、2012

CHDF構成 ・ 原理・基 本設定・ヘモフィルターの種類 と特性と観察のポイント
多 田 健二
重症集中ケア

日総研 隔月刊誌 44-52、2012

10、11月号
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