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(医局)

病院前救護における救急救命 士による血糖測定の有用性

津 田裕士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21回全国救急隊員 シンポジウム 2013年1月24日 岡山

上腕骨遠位 部粉砕骨折(AO-C3 ) の治療経験

守克則、 岡本雅雄 、 大塚尚

第25回日本肘関節学会 2013年2月8 日 東京

脳脂肪塞栓症を認め た多発外傷の一例

東保太一郎、 小畑仁司、 杉江亮

第18回日 本脳神経外科救急学会 20日年2月9日 弘前

長期の脳低温療法を要した重症 頭部外傷の検討

小畑仁司、 杉江亮、 藤本智子、 岡雅行、 福田真樹子、 後藤拓也、 筈井寛 、 西原功

大石泰男 、 秋元寛

第40回日本集中治療医学会学術集会 2013年3月l 日 松 本

Hardware-related complications of volar plating f or distal radial f racture: Observation by 

ultrasonography 

M Okamoto. H Ohtsuka. K Mori 

12也International F ederation of Societies f or Surgery of the Hand. 2013 年3月4日

New Dehli 

外傷による一 次 性/二 次 性脳幹損傷の MRI所見

小畑仁司、 杉江亮、 東保太一郎

第36 回日本神経外傷学会 20日年3月8 日 名古屋

遷延する頭蓋内圧充進に対し長期間脳低温療法を行った多発外傷の l例

東保太一郎、 小畑仁司、 杉江亮

第36回日本神経外傷学会 2013年3月9日 名古屋

腹部外傷後仮性動脈癌の検討

橘高弘忠

第49回日本腹部救急医学会総会 2013年3月14日 福岡
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中枢神経症状のみを呈した脂肪塞栓症候群のl例

守克則、 岡本雅雄 、 大塚尚

第19回 救急整形 外傷シンポジウム

脳動脈癌の再破裂3D-CTA は DSAに比べて安全か?

小畑仁司、 杉江亮、 東保太一郎

第38回 日本脳卒中学会

80歳以上 の高齢者のくも膜下出血の臨床像

杉江亮、 小畑仁司、 東保太一郎

第38回 日本脳卒中学会

短期間に中大脳動脈領域に脳動脈癌の形成を認めた一例

東保太一郎、 小畑仁司、 杉江亮

第38回日本脳卒中学会

未成年者を含む家族によるCPRにより良好な転帰を得た心肺停止の一例

2013年3月15日 猪苗代

2013年3月21日 東京

2013年3月お 日 東京

2013年3月23日 東京

清水木綿、 八 木良樹、 頭司良介、 後藤拓也、 筈井寛、 橘高弘忠、 西本 昌義、 杉江亮

福田真樹 子 、 大塚尚、 岡本雅雄 、 小畑仁司、 大石泰男 、 秋元寛

第107回 近畿 救急医学研究会 (日本救急医学会近畿 地方 会 )

中枢神経症状のみを呈した脂肪塞栓症候群の 1例

守克則、 岡本雅雄 、 大塚尚

第120田中 部日本災害整形 外科 学会

2013年3月お 日

2013年4月5日

ユンボにより頭頂 部を受傷し、 頭蓋骨骨折、 脳幹挫傷、 外傷性脳 底動脈癌をきたした一例

頼経英倫那、 杉江亮、 小畑仁司

第65回 日本脳神経外科 学会 近畿支部学術集会 2013年4月6日

循環動態評価における血中 I-FABP濃度測定の有用性

橘高弘忠、 秋元寛、 西本昌義、 杉江亮、 大塚尚、 福田真樹 子 、 筈井寛、 岡本雅雄

小畑仁司、 大石泰男

大津

和歌山

豊中

第113回日本外科 学会総会 2013年 4 月11 日- 13 日

福岡

多発骨折に続発した脳脂肪塞栓症の一例

東保太一郎、 頼経英倫那、 杉江亮、 小畑仁司

第1 2回 北摂脳神経フォーラム

遠位茎排腹筋弁

守克則、 岡本雅雄 、 大塚尚

第38回日本骨折治療学会

- 88-

20日年5月18日 高槻

20日年6月28日 久留米

第28号(2013年）　研究業績



急性期脳動脈癌診断において三次元C Tア ンギオグラフイ ーは脳血管撮影より安全に施行 可能か?

小畑仁司、杉江亮 、頼経英倫那

第27回日 本神経救急学会学術集会 2013年6月15日 東京

未成年者を含む家族によるCPRにより良好な転帰を得た心肺停止のl例

清水 木 綿、八 木 良樹、頭司 良介 、後藤拓也 、筈井寛 、橘高弘忠 、西本 昌義 、杉江亮

福田真樹子 、大塚尚 、岡本雅雄 、小畑仁司、大石泰男 、秋元寛

第22回北摂四医 師会 医学会総会

2013年6月15日 高槻

胸部大動脈癌を合併したくも膜下出血ー左後 頭葉出血と右中大脳動脈に脳血管撃縮を来したl例一

杉江亮 、小畑仁司、山田誠1)、頼経英倫那

1)武田総合病院脳神経外科

第13回関西脳神経外科研究会 2013年7月6日 大 阪

高齢者福 祉施設におけるドクターカ ー運用の現状と今 後の課題

村上典章 1)、津 田裕士人中島浩司人橋本泰広人大石泰男 、秋元寛

1)高槻市消防 本部

第16回日 本臨床救急医学会総会 ・学術集会 20日年7月12日 東京

神経集中治療の発展とその エピデンス

小畑仁司、頼経英倫那、杉江亮 、西本昌義 、福 田真樹 子 、筈井寛 、岡本雅雄 、大石泰男

秋元寛

第16回日 本臨床救急医学会総会 ・学術総会 20日年7月13日 東京

長期間の脳低温療法を要した重症 頭部外傷の検討

小畑仁司、杉江亮 、頼経英倫那、岡雅行 、藤本智 子 、福田真樹子 、筈井寛 、大石泰男

秋元寛

第16回日 本日本脳低温療法学会 20日年7月20日 名古屋

脳低温療法中の全身合併症 ~いかに肺炎を予防し 、経腸栄養を成功させるか~

杉江亮 、小畑仁司、頼経英倫那

第16回日 本日 本脳低温療法学会 20日年7月20日 名古屋

当セン ターで経験した甲状腺ク リ ーゼ8例の検討

八 木 良樹、筈井寛 、清水 木綿、頭司 良介 、後藤拓也 、森敏純 、大石泰男

第201 回日 本内科学会近畿 地方 会

症 状再燃を 繰り返した Branch atheromatous disease ( BAD)の一例

辻優一郎 、頼経英倫那、杉江亮 、小畑仁司

第66回日 本脳神経 外科学会近畿支部学術集会
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開頭術の対側後 頭 葉に Re mote hemorrhage を 来したくも膜下出血の 1例

頼経英倫那、杉江亮 、辻優一朗、小畑仁司

第66回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会

心停止蘇生 後患者の 神経学 的評価

小畑仁司

第61回日本心臓病学会学術集会

201 3年9 月 7日 豊中

2013年9月20日 熊本

F easibility and Safety of Rapid Induction and Prolonged Use of Therapeutic Hypothermia 

for Severe Traumatic Brain Injury with Evacuated  Mass Lesions 

Hitoshi Kobata. Akira Sugie. Erina Y oritsune. Taichiro Toho 

Neurocritical Care S ociety 11th Annual Meeting 2013年10月3日

A Case of Intrame dullary Spinal Cord Hemorrhage Presenting 

with Neurogenic S tunne d  Myocardium 

Hitoshi Kobata. Akira Sugie. Erina Y oritsune . Taichiro Toho 

Neurocritical Care Society 11th Annual Meeting 

外傷による一次 性脳幹損傷の病態と MRI所見

小畑仁司、杉江亮 、頼経英倫那、東保太一郎

日本脳神経外科学会 第72回学術総会

独立型三次救命救急セン ターにおける超急性期 リノ、ピリの取り組み

杉江亮、頼経英倫那、小畑仁司、富岡正雄 人佐浦隆一1)

1)大 阪 医科大学 リハビリテーション科
日本脳神経外科学会 第72回学術総会

膝関節鞍帯損傷に 伴った膝嵩動脈損傷の 3例

岡本雅雄 、守克則 、大塚尚

第41回日本救急医学会総会

Philadelphia 

2013年10月3日
Philadelphia 

2013年10月17日 横浜

2013年10月17日 横浜

2013年10月21日 東京

低体温療法を含む神経集中 治療の 適応基準作成において神経学 的評価に重点 をおいた低体温療法

レ ジストリの意義

黒 田泰弘1)、坂本哲也 2)、相引異幸3)、木 下浩作ペ内 野 博之5)、小畑仁司、永山正雄 6)

1)香川大学 附属病院救命救急セン ター、2)帝京大学医学部 救急医学講座 ・救命救急セン ター

3)愛媛大学医学部救急医学 、4)日本大学医学部 附属板橋病院救命救急セン ター

5)東京 医科大学 麻酔科 、6)国際 医療福 祉大学 熱海病院神経内科

第41回日 本救急医学会総会 20日年10月21日 東京

難治性心室細動患者に対する低体温療法の 可能性

頭司良介 、筈井寛 、清水 木綿、八 木 良樹 、後藤拓也 、杉江亮 、福 田真樹子 、小畑仁司

大石泰男 、秋元寛

第41回日 本救急医学会総会 2013年10月21日 東京
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高齢者福祉施設発生のCPAに対する ドクターカー運用 の現状と課題

大石泰男、 橘高弘忠、 頭司良介、 大塚尚、 西 本昌義、 福田真樹子、 杉江亮、 筈井寛

岡本雅雄 、 小畑仁司、 秋元寛
第41回日本救急 医学会総会 2013年10月21日 東京

当センターで経験した甲状腺ク リ ーゼ8例の検討

八 木良樹、 筈井寛、 清水 木綿、 頭司良介 、 後藤拓也、 杉江亮、 福田真樹子、 小畑仁司

大石泰男、 秋元寛

第41回日本救急医学会総会 2013年10月21日 東京

重症外傷診療におけるCTの有用 性の検討

橘 高弘忠、 秋元寛、 西本 昌義、 杉江亮 、 大塚尚、 福田真樹子、 筈井寛、 岡本雅雄

小畑仁司、 大石泰男

第41回日本救急医学会総会 20日年10月22日 東京

中枢神経系傷病に 伴う心筋運動障害 (neurogenic stunned myocardium)症例の検討

小畑仁司、 杉江亮、 頼経英倫那、 頭司良介、 後藤拓也、 西 本 昌義、 福田真樹子、 筈井寛

岡本雅雄 、 大石泰男、 秋元寛

第41回日本救急医学会総会 2013年10月22日 東京

脳低温療法中の全身合併症~いかに 肺炎を予防し、 経腸栄養を成功させるか~
杉江亮、 小畑仁司、 頼経英倫那、 藤本智子、 岡雅行、 福田真樹子、 筈井寛、 岡本雅雄

大石泰男、 秋元寛
第41回日本救急医学会総会 2013年10月22日 東京

Prolonged hypothermia treatment f or severe traumatic brain injury 

Hitoshi Kobata. Akira S ugie. Erina Y oritsune. Makiko F ukuda 

Masayoshi Nishimoto. Hiroshi Hazui. Masao Okamoto. Y asuo Ohishi. Hiroshi Akimoto 

The 7th Asian Conf erence on Emergency Medicine 2013年10月25日 Tokyo

クラム シェル開胸により救命し得た鈍的心損傷における外傷性心停止のl例

橘高弘忠、 西本 昌義、 秋元寛

第5回日本 AcuteCare S ergery 学会学術集会 2013年11月10日 東京

絞施性 イ レウス診断における 血中 I-F ABP値測定の有用 性

橘 高弘忠 、 秋元寛、 清水徹之介 、 西本昌義、 杉江亮 、 大塚尚 、 福田真樹子 、 筈井寛

岡本雅雄 、 小畑仁司、 大石泰男

第75回日本臨床外科学会総会 2013年11月21日 名古屋

ユンボ、により頭頂部を受傷し、 頭蓋骨骨折、 脳幹挫傷、 外傷性脳 底動脈癌をきたしたl例

杉江亮、 小畑仁司、 山田佳孝1)、 頼経英倫那

1)西 宮協立脳神経外科病院脳神経外科
第29回日本脳神経血管内治療学会学術総会 20日年11月21日 新潟

脳 底動脈 解離による脳 梗塞後に Paroxysmal sympathetic hyperactivityを認め たl 症例
頼経英倫那、 杉江亮、 小畑仁司

日本 神経学会 第99回近畿地方会 2013年12月21日 豊中
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(薬局)

単独型三 次救命救急セン ターにおける感染防止対策加算2算定への取り組み (第l 報 )

西 本香王里、 上山進、 石丸美 枝子、 漬田宏輝、 上林哲生、 大石泰男、 小畑仁司

秋元寛

第16回日本臨床救急医学会総会 ・学術集 会 2013年7月13日 東京

(看護部 )

COPD急 性増悪で不安状態にある患者への看護介入の検討

佐藤虞理 子、 八尾みどり、 山口智鶴子

第107回近畿 救急医学研究会 (日本救急医学会近畿 地方 会 ) 2013年3月23日 滋賀

単独型三次救命救急セン ターにおける近隣施設との協働 による超急性期 リハビリテーションの取り組み

近重弘子、 八尾みどり、 三宅千鶴子、 山口智鶴子

第16回日本臨床救急医学会総会 ・学術集会 2013年7月13日 東京

単独型救命救急セン ターにおける看護補助者 ( ナース エイド)制度の導入

堀口由美 子、 八尾みどり、 三宅千鶴子 、山口智鶴子

第16回日本臨床救急医学会総会 ・学術集会 2013年7月13日 東京

(検査科 )

救命救急セン ターにおける検査技師業務の現状と課題

漬田宏輝、 堀之内圭三、 木村仁美 、竹下仁

第23回生物試料分析科学会年次学術集会 2013年2月11日 大 阪

胸痛宇心筋 梗塞

竹下仁、 堀之内圭三、 漬田宏輝、 木村仁美

大 阪府臨床検査技師会学術部 2012 年度第5回緊急検査部 門勉強会 2013年2月12日 大 阪

震災後の深部 静脈 血栓症と予防検査の必要性~過去の 震災に学ぶ~

漬田宏輝、 堀之内圭三、 木村仁美 、 竹下仁

第34回緊急検査研究会 2013年3月23日 泉大津

こんな症例~内因性疾患編~

漬田宏輝、 堀之内圭三、 木村仁美 、 竹下仁

大 阪府臨床検査技師会学術部 20日年度第3回緊急、検査部 門勉強会 2013年10月22日 大 阪

(放射線室)

CT 検査時のアーチファクト低減方法について

渡辺博也

第38回北大 阪画像情報研究会 2013年4月25日 高槻

Panscan におけるバ リアプルヘリカルピッチスキャンの有用'性

森原宗憲、 杉江亮、 小畑仁司、 大石泰男、 秋元寛

第16回日本臨床救急医学会総会・学術大会 2013年7月12日 東京
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( 医局)
上腕動脈・服寓動脈損傷の治療経験
岡本雅雄 、 大塚尚

日本手 外科学会雑誌 29:442-445，2013 

下腿近位 部開放骨折に用いた排腹筋弁の治療経験
藤野 圭太郎、 岡本雅雄 、 大塚尚

骨折 35:211-213，2013. 

中枢神経症状のみを呈した脂肪塞栓症候群のl例

守克則、 岡本雅雄 、 大塚尚

中部日本整 形外科災害外科学会雑誌 56:1189-1190，2013

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l例
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 56:459-460，2013

多発感染病巣を合併したクレブ シエラ肝膿蕩のl例

橘 高弘忠
日本救急医学会雑誌 24:406・412，2013

胃切除後症例に発生した酸 性洗剤誤飲に よる腐食性小腸狭窄のl例
橘 高弘忠
日本臨床外科学会雑誌74:1882-1885，2013

A case report of spontaneous closure of a posttraumatic arterioportal f istula. 

H.Kittaka 
Case Reports in Emergency Medicine Epub 2013 

Rol e of F DG司PET CT in predicting the pathol ogical response t o  preoperat ive 

chemoradiation therapy in patients with resectable T3 pancreatic cancer. 

H.Kittaka 

World Journal of S urgery 37:169-178，2013 

Intracranial extravasation of contrast medium during diagnostic CT angiography in 

the initial evaluation of subarachnoid hemorrhage: report of 16 cases and review of the 

literature 
Hitoshi Kobata，Akira S ugie. Erina Y oritsune. Tomo Miyata. Taichiro Toho 
SpringerPlus 2 : 413. 2013 

神経集中治療における脳低温療法の意義一当施設における治療経験をもとに一

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
日本神経救急 学会雑誌 25. 7-13， 2013 

qd
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ト
(医局)

心電図ファイル F ILE1 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 106-109， 2013 

心電図ファイル F ILE2 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 209-212， 2013 

心電図ファイル F ILE3 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 320・323， 2013 

心電図ファイル F ILE4 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 418-421， 2013 

心電図ファイル F ILE5 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 513-516， 2013 

心電図ファイル F ILE6 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 623-626， 2013 

心電図ファイル F ILE7 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 728-731， 2013 

心電図ファイル F ILE8 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 827-830， 2013 

心電図ファイル F ILE9 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 923-926， 2013 

心電図ファイル F ILE10 

大石泰男

Emergency Care 26 ; 1029-1033， 2013 
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心電図ファイル FILE11 

大石泰男

Emergency Care 26; 1129-1132， 2013 

心電図ファイル FILE12 

大石泰男

Emergency Care 26; 1234-1238， 2013 

発 熱と積極的常温管理

小畑仁 司

救急医学 37:1591-1596， 20日

脳内出血

小畑仁 司

今日の救急治療指針 第2版170-173

くも膜下出血

小畑仁 司

今日の救急治療指針 第2版173-178

電解質異常補正法

小畑仁 司

今日の治療指針 第53版 104-106 

急性期脳損傷患者に対する血糖管理

小畑仁 司

血糖管理マニュアル 248-257 

(看護部 )

一目 お か れ る!急性膝炎の対応

八尾みどり

Emergency Care 29 (11) : 1105-1111 、2013

(検査科 )
11章 救急医療における臨床検査 11-3血液ガス

竹下仁

救急検査指針 救急検査認定技師 テキスト 164-169，20日

(放射線室 )

ノfリアブワレヘリカルピッチスキャン 外傷パンスキャンへの臨床応用

森原宗憲

INNERVISI ON (12.28 ) 別冊付録 333 : 10-11 、20日

80列マルチスライスC T を用いた外傷パンスキャンの臨床応用

森原宗憲
第18回日本集団災害 医学会学術集会 開催記念誌 166-170 、20日
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ん一日

( 医局)
小畑仁司
神経集中治療 脳神経外科傷病を中心に
第40回日本集中治療医学会学術集会 20日年2月28日 松 本

頭司良介
病院前救急診療
平 成 24 年度救急隊員研修会 2013年3月5日�8日

高槻

小畑仁司
外傷性脳血管障害の診断と治療
第36回日本神経外傷学会 20日年3月9日 名古屋

秋元寛
三島地域における救急医療事情2012
第25回み しま救急隊員勉強会 2013年3月13日 高槻

頭司良介
災害医療
第25回み しま救急隊員勉強会 20日年3月13日 高槻

Hitoshi Kobata 
Neurocritical Care Update: Problems in initial resuscitation anddiagnosis with poor grade 
subarachnoid hemorrhage 
The 6th Annual Spring Congress of the Korean Neurocritical Care S ociety 

20日年 6月8日 Seoul 

Hitoshi Kobata 
Asian Neurocritical Care F orum: Curent S tatus of Neuro-ICU in Asea: The current status 
of neurocritical care in J apan 
The 6th Annual Spring Congress of the Korean Neurocritical Care S ociety 

2013年6月8日 Seoul

小畑仁司
成 人神経集中治療領域における amplitude-integrated EEG (aEEG)の臨床的意義
第16回日本臨床救急医学会総会 ・学術総会 2013年7月13日 東京

頭司良介
災害医療について

摂 津 救急医療研修会 20日年9 月 12日�13日

摂 津

大石泰男
酸塩基平衡と動脈血ガスの見方
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 13 2013年 10月19日 大阪
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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 13

小畑仁司

神経集中治療における aEEGの意義

平 成 25 年度 高知県医療 再生機構補助事業( 専門医等養成支援事業)

2013年10月19日 大阪

高知赤十字病院 第l 回救命救急セン ター勉強会 2013年11月15日 高知

岡本雅雄

上腕骨遠位端骨折の治療 戦略
2013 Tokyo Trauma Conf rence 

大石泰男

呼吸不全の基礎

2013年12月7日 品川

チ ー ム 医療CE 研究会西日本 2013 “ウイ ン ターセミナー.. 2013年12月14日 大阪

(看護部)

八尾みどり

急変時の看護

多施設合同新人看護職研修 2013年6月13日 大阪

三宅千鶴子

冬場に 気をつける こと

地域医療セミナー 側ベネッ セ主催 2013年12月7日 大阪

(検査科)

竹下仁

救急医療 ( 輸血分野を中心に ) における臨床検査の意義と技師の役割

徳島県臨床検査技師会 輸血研究班研修会 2013年3月19日 徳島

竹下仁

救急医療と 輸血業務~臨床 背景 ・患者情報の必要性~

香川県臨床検査技師会 輸血研究班研修会 2013年6月29日 高松

竹下仁

救急医療に おける検査の流れ と検査技師の役割

日本救急検査技師認定機構 第4回指定講習会 20日 年9 月 8日 山形

竹下仁
新しい概念としての救急検査について

第35回緊急検査研究会 2013年9月 21日 高槻

潰田宏輝

呼吸不全に よる検査 データの読み方

チ ー ム 医療CE 研究会西日本 2013 “ウイ ン ターセミナー " 2013年12月 14日 大阪
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(放射線 室 )

森原宗憲

80列マルチスライスC T を用いた外傷パンスキャンの臨床応用

第18回日本集団災害 医学会総会・学術集会 ランチョン セミナー

山本浩司

急性腹症患者に対する読影 の実際

平成 24 年度 近畿地域放射線 技師学術大会 シンポジウム

渡辺博也

救命救急領域におけるMSC T の役割

第4回倉敷MSC T ミーティング

森原宗憲

バリアブルヘリカルピッチスキャン 外傷パンスキャンへの臨床応用

Aquilion PRIMEシンポジウム 2012

(臨床工学科 )

多田健二

酸素 療法と施行中のチェックポイ ント

呼吸療法が苦手 な方へのプチ セミナー12

多国健二

人工呼吸の実際I・・ 臨床で必要な換気モード の基礎知識

呼吸療法が苦手 な方へ のフ。 チ セミナー13

多田健二

救命救急セン ターにおける医療安全の取り組み

20日年l 月19日 神戸

20日年 2月17日 大阪

2013 年 3 月 2 日 倉敷

20日年9月14日 大阪

2013年6月16日 大阪

20日年10月19日 大阪

実践ME技術講習会 (第14 回 臨床ME 専門認定士認定 更新 講習会 ) 2013年10月25日 大阪

多国健二

人工呼吸器 の設定について

大阪府臨床工学技士会

(MRI室 )

木村仁 美

直感 でわ か るl?頭部 Dif f usion

第12回東芝MRIユーザーミーティング

2013年11月10日 大阪

2013年 6月22日 大阪
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L一日

( 医局)

秋元寛

脳卒中、 その他

第7回 病院前救急診療研究会 2013 年 1 月 11 日 吹田

岡本雅雄

上肢骨折

第 四回救急整 形外傷シンポジウム 2013 年3月15日猪苗代

杉江亮

一般口演「外傷 1J

第65回日本脳神経外科学会近畿支部学 術集会 2013 年 4 月 6 日豊中

小畑仁司 (コメ ンテーター)

一般口演「外傷 1J

第65回日本脳神経外科学会近畿支部学 術集会 20 日年 4 月 6 日豊中

小畑仁司

特別講演「 脳卒中の再発予防と地域連携」

第12回北摂 脳神経フォーラム 2013 年5月18日 高槻

小畑仁司

教育 セミナー2 : 心停止蘇生後の全身 と脳の酸素代謝

第27回日本神経救急学会学術集会 2013年 6月15日 東京

小畑仁司 (コメ ンテーター)

呈示症例におけるアドバイスと質疑応、答

第2回SSYク リニカルカ ンファレ ンス 2013 年 6月22日吹田

小畑仁司

基礎・ 臨床研究

第16回日本脳低温療法学会 20日年7月20日名古屋

小畑仁司(コメ ンテーター)

外傷

第66回日本脳神経外科学会近畿支部学 術集会 2013 年 9 月 7 日豊中

秋元寛

産科・ 婦人科

第41回日本救急 医学 会総会・学 術総会 2013 年 10月 21日 東京
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小畑仁 司

人工醇臓を用いた救急領域の血糖管理

第41回日本救急医学 会総会 学 術総会

大石泰男

一般演題「心肺停止」

第41回日本救急医学 会総会

秋元寛

MTP、 凝固、 敗血症 、 外傷システム

第5回 Acute Care S urgery 学会学 術集会

(看護部)

三 宅千鶴子

看護 師のストレスと心理

第15回日本救急看護学 会学 術集会

八尾みどり

院内急変 と家族看護

第15回日本救急看護学 会学術集 会

(検査科)

漬田宏輝

ICT活動の現状と課題

2013年10月21日 東京

2013年10月23日 東京

2013年11月10日 東京

2013年10月19日 福岡

2013年10月 20日 福岡

大阪府臨床検査技師会他職種公開講座 第2回北 支部地域 オープ ン セミナー

2013年1月26日 高槻

竹下仁

救急医療の現在(いま)を知 る

第23回生物試料分析科学 会年次学 術集会 20日年2月11 日 大阪

竹下仁

救急医療検査の標準化に向けて

第23回生物試料分析科学 会年次学 術集会 2013年2月11 日 大阪

竹下仁

東北大震災、 報道機関の過ち~過去・現在・ 未来、 情報伝達のあり方~

第34回緊急検査研究会 20日年3月23日泉大津

竹下仁

①救急医療における検査技師の役割、 ②救急医療における検査の流れ

③症候 としての意識障害、④臨床化学か らみた意識障害

⑤薬物 中毒 と意識障害

日本救急検査認定機構 第l回指定講習会 2013 年 5月26日 高槻
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竹下仁

①症候 としての呼吸困難、 ②血液ガス分析の基礎、 ③災害 医療検査の進め方

日本救急検査認定機構 第 4回指定講習会 2013 年 9 月 8 日 山 形

竹下仁

①救急医療における検査技師の役割、 ②救急医療における検査の流れ

日本救急検査認定機構 第5回指定講習会 2013年 10月13日 東京

日山

会

JV

総

いわ

部

灯

蚊

脱

出

湘

会

σ一

学

タ

レじ

一

，nl

デ

析

査

分

検

料

仁

な

試

下

手

物

竹

苦

生 2013年12月14日大 阪

(臨床工学科)

上林哲生

40 周年オープニ ング・シンポジウム PCPS. ECMO・IABPの実際

第 40回 日本集中治療医学会 2013年2月28日 長野

- 101ー

第28号(2013年）　研究業績




