
a.学会研究会発表

(医局)

重症頭部外傷による競落克進状態に抗線溶療法は有用か?

繁繁主 噌

山口桂司、西原 功、間嶋 望、佐々木真之、福田真樹子、杉江 亮、小畑仁司、秋元 寛

第12回大阪DIC研究会 2011年1月26日大阪

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、大石康男、秋元 寛、中島浩司

第16回日本脳神経外科救急学会 2011年1月29日名古屋

Initial Evaluation and Management of Poor-Grade Subarachnoid Hemorrhage 

Kobata H 

第16回日本脳神経外科救急学会 2011年1月29日名古屋

Emergency Surgical Intervention for Traumatic Injury of the Intracranial Carotid Artery 

孫 偉、小畑仁司、杉江 亮、頼経英倫那
第16回日本脳神経外科救急学会 2011年1月29日名古屋

重症頭部外傷に対するトラネキザム 酸投与の有用性

間嶋 望、西原 功、山口桂司、佐々木真之、福田真樹子、杉江 亮、小畑仁司、秋元 寛

北摂DIC研究会 2011年1月29日大阪

特別救急隊による院外心筋停止症例に対 する病院前脳低温療法の試み

近藤泰典1)、吉田 宏1)、中島浩可1)、橋本泰広1)、八木良樹、筈井 寛、大石泰男、秋元 寛

1)高槻市消防本部

第四回全国救急隊員シンポジウム 2011年2月3 日松山

Thrombosed anterior communicating artery aneurysm as a causative lesion of subarachnoid hemorrhage. 
Kobata H、Sugie A、Yoritsune E、Sun W 

The 4th International Neurosurgical Winter Congress 2011年2月9日留寿都村

単独型救命センターにおける災害対策の現状と問題点
西原 功1)、加藤雅也1)、秋元 寛1)、阪 井千里2)、丸居元気2)、山口智鶴子2)、児島 広和3)、北村敏彦3)

1)大阪府三島救命救急センター 第 一診療部

2)大阪府三島救命救急センター 第二診療部

副大阪府三島救命救急センター 事務局

第16回日本集団災害医学会総会・学術集会 2011年2月11日大阪

神経集中治療における血糖管理の意義. 人工勝臓への期待

小畑仁司、杉江 亮、頼経英倫那、柚木知之、山口桂司、福田真樹子、西原 功、大石泰男、秋元 寛

第38回日本集中治療医学会学術集会 2011年2月24日横浜

当センターにおけるアンチトロンピンm補充療法の検討

山口桂司、西原 功、福田真樹子、柚木知之、佐々木真之、間嶋 望、後藤拓也、杉江 亮、筈井 寛、

小畑仁司、大石泰男、秋元 寛

第38回日本集中治療医学会 2011年2月24日横浜
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病院外心停止症例における救急救命士による薬剤投与の影響ーウツタイン大阪プロ ジェクトよりー

林 靖之1)、西内辰也2)、石見 拓3)、大石泰男

I)済生会千里病院千里救命救急センター

2)大阪府立泉州救命救急センター

3)京都大学保健管理センター"

第38回日本集中治療医学会学術集会 2011年2月25日横浜

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、柚木知之、山口桂司、福田真樹子、西原 功、大石泰男、秋元 寛

第38回日本集中治療医学会学術集会 2011年2月26日横浜

硬膜外血腫の原因が、未診断の肺腫蕩硬膜外転移部への穿刺であった症例

三原良介、宮崎信一郎1)、石川智子2)、 田中和典2)

I)大阪医科大学麻酔科学教室

2)高槻赤十字病院麻酔科

日本臨床麻酔学会第31回大会

出血発症の成人もやもや病の周術期に脳梗塞を合併したl例

宮田とも、杉江 亮、小畑仁司

第61回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会

手部のdeep abrasion injury 2例の治療経験

岡田昌浩、岡本雅雄、大塚 尚

第116回中部日本災害整形外科災害外科学会

救護 東日本大震災(岩手県釜石市周辺)

西原 功

大阪府災害会議「東日本大震災におけるDMAT活動報告」

榛骨遠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、佐藤 敦

第54回日本手外科学会

心房中隔癌が塞栓源であったTop of the basilar syndromeの一例

宮田とも、杉江 亮、小畑仁司

第10回北摂脳神経フォーラム

2011年3月 3 日 宜野湾

2011年4月 2 日豊中

2011年4月7 日高知

2011年4月9 日 大阪

2011年4月15日web開催

2011年4月23日高槻

Middle Thoracic Spine Fracture Dislocation : Technical Notes and A Case Report 

Okamoto M、Ohtsuka H 

Congrès AF]O 2011 Association France-]apon d'Orthopédie 2011年6月 2 日 Bordeaux. France 

救急ワークステ}ションにおける救急救命士教育について(第二報)

久保良一I)、中島浩司1)、橋本泰広I)、林 敏 雅2)、大石泰男、秋元 寛

I)高槻市消防本部
2)大阪医科大学救急医療部

第14回日本臨床救急医学会総会

t-PA投与後， 心破裂をきたした一例

宮田とも、杉江 亮、小畑仁司
第11回関西脳神経外科研究会

一ー78一一

2011年6月 3 日 札幌

2011年6月25日大阪
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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

頭司良介、筈井 寛、東海陽介、後藤拓也、森 敏純、福田真樹子、西原 功、小畑仁司、大石泰男、秋元 寛
第14回日本脳低温療法学会 2011年7月1 日鹿児島

中位胸椎完全脱臼の l例 .整復操作のー工夫

岡田昌浩、岡本雅雄、大塚 尚

第36回骨折治療学会

緊急減圧開頭と脳低温療法を施行した重症急性硬膜 下血腫症例の検討

2011年7月 1 日横浜

小畑仁司、杉江 亮、宮田とも、山口桂司、福田真樹子、筈井 寛、西原 功、秋元 寛

第14回日本脳低温療法法学会 2011年7月 2 日鹿児島

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、筈井 寛、東海陽介、八木良樹、頭司良介、山口桂司、森 敏純、西 本昌義、福田真樹子、

西原 功、小畑仁司、大石泰男、秋元 寛

第56回日本集中治療学会近畿地方会 2011年7月9 日 大阪

t-PA投与後， 心破裂をきたした一例

宮田とも、太 田 真、杉江 亮、小畑仁司

第104回近畿救急医学研究会 2011年7月16 日 大阪

脳卒中に対する病院前執 急医療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

第36回日本脳卒中学会総会 2011年7月31日京都

重症頭部外傷におけるトラネキサム 酸の有用性

山口桂司、西原 功、福田真樹子、間嶋 望、潰回宏輝、竹下 仁、堀之内圭三、宮田とも、杉江 亮、

小畑仁司、大石泰男、秋元 寛

第14回 日本臨床救急医学会 2011年 8月29 日札幌

心房中隔癌が塞栓源であったTop of the basilar syndromeの 一例

宮田とも、大村直巳、杉江 亮、小畑仁司

第62回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 2011年9月3 日 豊中

再発を認めたたこっぽ型心筋症の 2例

東海陽介、筈井 寛、頭司良介、後藤拓也、森 敏純、大石泰男

第195回 日本内科学会近艶地方会 2011年9月10日大阪

Pharyngeal cooling significantly decreases tympanic temperature during resuscitation 

Takeda Y、Kawashima T、Kiyoya K、Oda S、Fujimi S、Morimoto N、Kobata H、Oda J、Sakamoto T、

Morita K 

The 4th International Hypotehrmia Symposium 2011年9月15 日 東 京

Hypothermia treatemnt for cardiac arrest associated with traumatic brain injury. A case report 

Sugie A、Kobata H、Miyata T、Hazui H、Mori T、Goto T、Zushi R、Tokai Y 

The 4th International Hypotehrmia Symposium 20日年9月15 日 東 京
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Impact of cardiopulmonary bypass with intra-arrest induction of therapeutic hypothermia for refractory 
ventricular fibrillation 

Goto T、Hazui H、Tokai Y、Zushi R、Mori T、Sugie A、Nishihara 1、Kobata H、Ohishi Y、Akimoto H 

The 4th International Hypothermia Symposium 2011年9月16日 東京

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、筈井 寛、東海陽介、八木良樹、頭司良介、山口桂司、森

西原 功、小畑仁司、大石泰男、秋元 寛

第26回日本救命医療学会総会・学術集会

t-PA投与後， 心破裂をきたした一例

宮田とも、小畑仁司、杉江 亮

社団法人日本脳神経外科学会 第70回学術総会

椎骨脳底動脈に対するrt-PA静注療法

杉江 亮、宮田とも、小畑仁司

社団法人日本脳神経外科学会 第70回学術総会

緊急減圧開頭と脳低温療法を施行した重症急性硬膜 下血腫症例の検討

小畑仁司、杉江 亮、宮田とも

社団法人日本脳神経外科学会 第70回学術総会

未成年者の皿型豚損傷に対する保存的治療の可能性

敏純、西本昌義、福田真樹子、

2011年9月17日千葉

2011年10月12日横浜

2011年10月12日横浜

2011年10月13日横浜

秋元 寛、喜多村泰博、橘 高弘忠、栗田晃宏、西 本昌義、筈井

大石泰男

寛、岡本雅雄、西原 功、小畑仁司、

第39回日本救急医学会総会 2011年10月18日東京

Stanford A型偽腔閉塞型急性大動脈解離における治療方針の検討

西本昌義、福本仁志、大石泰男、小畑仁司、西原 功、筈井 寛、福田真樹子、喜多村泰博、栗田晃宏、

秋元 寛

第39回救急医学会学術総会 2011年10月20日東京

大阪府高槻市における特別救急隊 (ドクターカー) の活動， 中枢神経系傷病を中心に

小畑仁司、杉江 亮、宮田とも、山口桂司、福田真樹子、西 本昌義、筈井 寛、岡本雅雄、西原

大石泰男、秋元 寛

功、

第39回日本救急医学会総会 2011年10月20日東京

外傷性脳幹損傷の画像所見と臨床的特徴

杉江 亮、小畑仁司、宮田とも、西本昌義、大塚

大石泰男、秋元 寛

第39回日本救急医学会総会

尚、福田真樹子、筈井 寛、岡本雅雄、西原 功、

2011年10月20日東京

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

第117回中部 日本災害整形外科災害外科学会 2011年10月28日宇都

高槻市の外傷症例におけるドクターカー運用 についての検討

西 本昌義、筈井 寛、小畑仁司、西原 功、福田真樹子、喜多村泰博、栗田晃宏、東海陽介、大石泰男、秋元
第26回近畿外科フォーラム 2011年11月26日大阪
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自動心臓マッサージシステム (LUCUS 2R)による胸部外傷により治療に難渋した急性心筋梗塞の1例
頭司良介、筈井 寛、東海陽介、後藤拓也、森 敏純、栗田晃宏、西本昌義、大石泰男
第112回日本循環器学会近畿地方会 2011年11月26日京都

Diagnostic ultrasonography of the ulnar nerve in cubital tunnel syndrome. 

Okamoto M 

EPS Montreal International Forum Emerging Trends in Higher Education 

2011年11月20日 Montreal，Canada 

分枝閉塞をきたした多発性中大脳動脈痛の一例

小畑仁司

第33回大阪脳神経外科手術懇話会

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、小畑仁司

日本神経学会 第93 間近畿地方会

特徴的な心電図変化を認めた虚血性心疾患の4例

後藤拓也、頭司良介、森 敏純、筈井 寛、大石泰男

第196回日本内科学会近畿地方会

(看護科)

当センターにおける祷癒の発生状況についての報告

崎山 愛、北野好恵、近重弘子、堀口由美子、山口智鶴子

第103回近畿救急医学会研究会

生命の危機に直面した患者の家族に生じていた看護倫理上の問題

藤永純一、八尾みどり、三宅千鶴子

第7回日本クリテイカルケア看護学会 学術集会

単独型三次救命救急センターに病院機能評価認定取得が与えた影響

三宅千鶴子、堀口由美子、山口智鶴子

第13回日本救急看護学会学術集会

(検査科)

2011年11月25日大阪

2011年12月17日京都

2011年12月17日京都

2011年3月5日 京都

2011年6月27日横浜

20011年10月21日神戸

DダイマーとH-FABPのダブルマーカーによるAM1と大動脈解離の鑑別診断の試み

竹下 仁、堀之内圭三、演 田宏輝、木村 仁美、西 本昌義、山口桂司

第26固体液・代謝管理研究会 教育講演 2011年1月22日千葉

腹部救急疾患における血中腸型脂肪酸結合蛋白 (1・FABP) 濃度の原因臓器別分析

竹下 仁、喜多村泰博、舟岡宏幸1)、堀之内圭三、潰回宏輝、木村仁美、山口桂司、秋元 寛

!)DSファーマバイオメデイカル (株)

第21回生物試料分析化学会年次学術集会

緊急検査の目の付け所 ~内視鏡の前に必要なデータの見方・考え方~

潰 田宏輝、堀之内圭三、木村仁美、竹下 仁、山口桂司

大阪府臨床検査技師会内視鏡部会 教育講演

-81一一

2011年 2 月19日松山

2011年2月19日大阪
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北川式検知管を用いた血中硫化水素検 出方法の検討

潰田宏輝、堀之内圭三、木村仁美、竹下 仁、山口桂司、秋元 寛
第31回 日本中毒学会西日本部会

ABCアプローチとGCS & JCSって知ってますか?

潰 田宏輝、堀之内圭三、木村仁美、竹下 仁、山口桂司

第31回緊急検査研究会

災害医療における検査体制の構築

2011年2月26 日 泉佐野

2011年3月26 日 泉大津

竹下 仁、堀之内圭三、潰 田宏輝、材す仁美、山口桂司、西原 功、大石泰男、秋元 寛

第14回日本臨床救急医学会 2011年6月 4 日 札幌

救急認定検査技師制度の必要性について ~大阪府臨床検査技師会アンケー ト調査結果を踏まえて ~

前 田岳宏1)、福田篤久2)、竹下 仁、山西八郎3)

1)近畿大学医学部附属病院中央臨床検査部

2)大阪府立泉州救命救急センター検査室

3)大阪大学医学部附属病院医療技術部検査部門

第14回 日本臨床救急医学会 2011年6月 4 日 札幌

(事務)

共同研究による重症救急のSPDシステム 構築の試み

小柳克典1)、真野圭視1)、萩原拓、村山登志子、JII口健太郎1)、田口慎1)、滝田弘1)

1)村中医療器株式会社

第16回大阪病院学会 2011年10月16 日 大阪
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b.座長

(医局)

西原 功

一般潰題

関西輸液研究会

大石泰男
『“ここが知りたい" セミナ-j

第8回阪神・紀和救急医療

大石泰男

一般潰題
第103回近畿救急医学研究会(日本救急医学会近畿地方会)

西原功
パネルデイスカッション

北摂肺障害フォーラム

大石泰男

一般演題

第39回日本救急医学会総会

岡本雅雄

上肢骨折
第17回救急整形外傷シンポジウム

山口桂司

一般演題

第13回大阪DIC研究会

西原功

特別講演

大阪DIC研究会

小畑仁司

第 5 部 教育セミナー

第11回関西脳神経外科研究会

小畑仁司

一般演題 8 心肺停止

第14回日本脳低温療法学会

小畑仁司

医師部門 一般演題 頭部・神経

第104回近畿救急医学研究会

小畑仁司

外傷、その他

第62回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会

一-83ーー

警務総

2011年2月 4 日 大阪

2011年2月18日大阪

2011年3月 5 日 京都

2011年3月 5 日高視

2011年3月 6 日東京

2011年3月11日留寿都

2011年6月 1 日 大阪

2011年6月22日大阪

2011年6月25日大阪

2011年7月 2 日鹿児島

2011年7月16日大阪

2011年9 月 3 日豊中
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西原功

総合司会

三島救急隊勉強会 2011年9月14日高槻

小畑仁司

Session vm 

The 4th Intemational Hypothermia Symposium 2011年9月16日東京

小畑仁司

特別講槙: 脳梗塞治療における医療の質と効率の確保. 当院におけるDPCパスの取り組みと地域連携について

高槻・茨木地区地域連携脳 卒中治療セミナー 2011年11月12日大阪

(検査科)

竹下 仁

緊急検査、基本を学びも っと楽しく有意義に・・・~プライマリーケアにどう活かす~

大阪府臨床検査技師会 第 1 回緊急検査部会勉強会 2011年4月28日大阪

竹下 仁

炎症・感染症マーカーの臨床的有用性

第回 回日本臨床化学会近畿支部例会 2011年6月18日大阪

(放射糠科)

渡部敬次

会員発表、講演

平成お年度 大阪府放射線技師会 組識部研修会 2011年6月18日大阪

(MRI) 

木村 仁美

脳梁と脳幹のMRI

第33回北大阪画像情報研究会 2011年7月 1 日 大阪

木村 仁美

司会

第 8 回東芝ユーザーミーティング 20日年7月 9 日 大阪
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c.講演

(医局)

秋元 寛

二次医療固における救急搬送体制の現状と問題点

救命救急・神経内科座談会

西原 功

災害講習会

枚方市民病院

小畑仁司
rt-PA投与直後に発症した予想できなかった合併症

脳血管障害フォーラム

福 田真樹子

iARDSの薬物治療」

北摂急性肺障害フォーラム

大石泰男

呼吸の解剖生理学と呼吸音について

平成22年度救急隊員研修会

西原 功

救急 .ICUにおける呼吸管理

但馬救急・呼吸セミナー

Hitoshi Kobata 

醤議鑓寵 線機際機総綴議長主芸、品

2011年2 月 9 日西宮

2011年2月21日枚方

2011年3月5日 大阪

20日年3月5日高槻

20日年3 月 8 日9 日10日11日

2011年3月11日豊岡

Traumatic Brain Injury in the Elderly: Experience in the Tertiary Critical Care Center in Japan. 

高槻

10th International Neurotrauma Symposium 2011年4 月28日 Shanghai、China

西原 功

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 酢酸リンゲル液 (ヴィーンF@) との比較斗寺に酸塩基平衡に関してー

大塚製薬社員研修会

小畑仁司

救命救急センターにおける神経救急

ピッ トホールに陥らないために

第25回日本神経救急学会 学術集会

大石泰男

急性肺障害について
愛知県臨床工学士会教育セミナー

西原 功

低体温療法中の循環管理

-Flo Trac/VigileoTMは有用 か? ー

脳死脳蘇生学会

一-85一一

2011年5月9 日 大阪

2011年6月11日東京

2011年6月11日愛知

2011年6月18日奈良
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西原 功

術後の全身管理

呼吸理学療法セミナー 2011年7月 1 日枚方

秋元 寛

災害時における救護体制

高槻市健康フェア

一 高槻はどうな っ て る? ー

2011年9月 4 日 高槻

Hitoshi Kobata 

Clinical application of ultra-early hypothermia induction for patients with poor-grade subarachnoid 

hemorrhage 

The 4th International Hypothermia Symposium 20日年9月15日Tokyo

福 田真樹子

rICUにおける栄養と血糖管理」

周術期モニタリングセミナー 2011年9月14日大阪

福 田真樹子

「気管挿管」

大阪府立消防学校 2011年11月14日大東救命士講義

山口桂司

災害医療のいける トリアー ジ

高槻市医師会 トリアージ講習会 2011年11月15日高槻

2011年11月13日高槻

秋元 寛

あなたの勇気が命を救う! -社会復帰率世界一達成をめざして ~

関西大学 高槻ミューズキャンパスキャンパス開放デー

(看護科)

三宅千鶴子

<成人看護>救急看護

高槻市医師会看護専門学校 2011年2月24日大阪

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 2011年2月 8 日 大阪

大阪2011年11月

一一86一一

三宅千儀子
クリテイカル看護

香里ヶ丘看護専門学校
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(検査科)

竹下 仁

救急医療における臨床検査のA&B， Cはみんなで考えませんか ?

~ 必要な検査情報をより早く報告するために~

京都府臨床検査技師会 北部学術研修会

(放射線科)

渡部敬次

救急医療における放射繰検査 ー 急性腹症を中心に一

平成22年度 大臨技・大放技合同フォーラム

山 本浩司

Secondary surveyにおける画像検査の役割

第三回近畿救急撮影セミナー

一-87一一

2011年7月22日舞鶴

2011年1月15日大阪

2011年7月23日大阪
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d.論文

(医局)
手部のdeep abrasion injury 2例の治療経験

岡田昌弘、岡本 雅雄，大塚尚

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 54:1285・1286、2011

璽盤滋媛畿必滋泌総ぃμ

A s加ple and useful coma scale for patients with neurologic emergencies: the Emergency Coma Scale. 

Takahashi C、Okudera H、Origasa H、Takeuchi E、Nakamura K、Fukuda 0、Date 1、Tokutomi T、

Aruga T、Sakamoto T、Kobata H、Ohta T 

Am J Emerg Med 29:196-202、2011

三次救命救急センターにおける脳神経外科診療 N eurointensivistへの招待

小畑仁司、杉江 亮、矢木亮吉、頼鰹英倫那、 劉向陽

Neurosurgical Emergency 16:13・17、2011

心停止後に臓器移植を施行した 1 例

頼経英倫那、杉江 亮、小畑仁司

脳神経外科ジャーナル 20:828-831、2011

緊急開頭術に引き続き脳 低温療法を施行した重症急性硬膜 下血腫産例の検討

小畑仁司、杉江 亮、頼経英倫那、宮田とも、孫 偉
神経外傷 34:202・206、2011

“Neurointensivist" 主導のチーム 医療が有用

小畑仁司

Medical Tribune 2011年6月9 日<VOL.44 NO.23) p.24 

神経集中治療のさらなる発展を求めて

小畑仁司

週間医学界新聞第 2922号 2011年3月28日

東日本大震災における大阪府三島救命救急センターの救護活動

西原 功

大阪救急 2011. 5. 第83号 P5・14

術後、急性閉塞隅角緑内障を発症した 1 症例

三原良介、 田中源重1)、中平淳子1)、藤立康貴1)、南 敏明1)

1)大阪医科大学麻酔科学教室"

麻酔 60:972・974、20日

腹腔鏡 下手術後痛に対するフルルピプロフェン、 トラマドール塩酸塩の持続静脈内投与の効果の検討

三原良介、荘園 雅子1)、日下仁美1)、奥野隆司1)、酒井雅人2)、 田中源重1)、南 敏明1)

2)大阪医科大学麻酔科学教室

2)さかいベインクリニック

麻酔 60:1364-1377、2011

-88-
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目撃された病院外心原性心停止症 例における救急蘇生ガイドライン変更前後での転帰の比較ーウツタイン大阪

プロジェク トよりー

林 靖之1)、西内辰也2)、梶野健太郎3)、大石泰男、行岡秀和4)、石見 拓5)、横山広行6)、甲斐達朗1)
1)大阪府済生会千里病院千里救命救急センター

2)大阪府立泉州救命救急センター

3)大阪警察病院救命救急センター

4)行岡病院麻酔・救急・集中治療部

5)京都大学保健管理センター

6)国立循環器病研究センター心血管系集中治療科

日本集中治療医学会雑誌 18:363-368、2011

(検査科)

災害医療における検査システム 構築への取り組み

竹下仁、堀之内圭三、潰 田宏輝、木村仁美、山口桂司

臨床病理 日本臨床検査医学会誌 59: 152-158、2011

緊急検査に必要な指標と代替え項目 -ABCDEアプローチとGCS&JCSって知ってますか?

横田宏輝、竹下仁、堀之内圭三、木村仁美、山口桂司
医療と検査機器・試薬 34 : 501・506、2011

救急認定臨床検査技師制度の設立に向けて

福田篤久1)、竹下 仁、津田喜裕2)、櫛引健一人末贋吉男4)

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

副岸和田徳洲会病院臨床検査科

4)愛知医科大学病院高度救命救急センター緊急検査室

日本臨床救急医学会雑誌 14: 81-83、 2011

一-89一一
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e.著書

(医局)

気管切関

西原 功

医学図書出版 分担執筆 p93-97

輪状甲状靭帯穿刺・切開法

大石泰男

議哀そふ

今日の治療指針 2011年版、山口 徹・北原光男・福 井 次矢総編集 医学書院: 90-91、2011

特集にあたって

大石泰男

月刊レ ジデントvol.4 (5) ; 5、医学出版 2011

急性冠症候群

筈井 寛

月刊レ ジデントvoL4 (5) ; 55-65、医学出版 2011

救急救命士とは?

大石泰男

治療 voL93 (8) ; 1752・1755、南 山堂 2011 

メデイカルコントロールの現状と今後の可能性

大石泰男
治療 voL93 (8) ; 1756・1758、 南 山堂 2011 

胸痛患者に対するトロポニン

大石泰男

救急医学 35巻 (11) ; 1515-1518、へるす出版 2011

関塞性ショック

大石泰男
EMERGENCY CARE vol.24 (12) ; 42-49、メデイカ出版 2011

急性動脈閉塞

西 本昌義

救急医学2011.12月号 第35巻第13号 通巻第432号 へるす出版

(看護科)

場面別事 例で早わかり 新人ナース育成実践ガイド 患者・家族対応編

三宅千鶴子

Emergency Care24 (3) :44-49、2011

救急医療現場の物品管理 救急外来の患者私物「保管箱J r袋」

大泉恵未

救急看護&トリアー ジ第 1 巻第 4 号: 47-49、2011

90一

第26号(2011年）　研究業績



(放射線科)

頭部、頚椎・頭髄外傷患者撮影の基本

山 本浩司(分筆担当)
救急撮影ガイドライン 救急撮影認定技師標準テキス ト 2011/12/13 

一一91 一一
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