救急・災害医学・救命救急センター 2015 年 業績

【著書】
小谷穣治 第１章 総論 ４.ショック 外傷外科手術パーフェクト 重症患者救命のためのベストアプローチ（葛西
猛 編）、13-15 2015.8 東京 （株）診断と治療社
久保山一敏(分担執筆) 標準多数傷病者対応 MCLS テキスト（日本集団災害医学会 監修）、東京、ぱーそん書房
小谷穣治（分担執筆） 重症敗血症治療におけるエビデンスの整理と実践の工夫 －栄養管理と IVIG に着目して
ー 救急医療 達人に学ぶ！ Vol.3 （磯谷栄二 編） 東京 真興交易(株)
Qiang Sun, Wenjie Han and Atsunori Nakao ： Chapter 3 Biologidcal Safety of Hydrogen；
Hydrogen Molecular Biology and Medicine (Xuejun Sun, Shigeo Ohta, Atsunori Nakao, Editoros),
Spriger, 35-48, 2015
Xiao Zhai, Atsunori Nakao, and Xuejun Sun ： Chapter 4 Detection Techniaues for Hydorogen ；
Hydrogen Molecular Biology and Medicine (Xuejun Sun, Shigeo Ohta, Atsunori Nakao, Editoros),
Spriger, 49-60, 2015
Qiang Sun, Wenjie Han and Atsunori Nakao ： Chapter 5

Selective Antioxidative Effect of

Hydrogen ； Hydrogen Molecular Biology and Medicine (Xuejun Sun, Shigeo Ohta, Atsunori Nakao,
Editoros),

Spriger, 61-80, 2015

Keisuke Kohama , Joji Kotani, Atsunori Nakao ：Effects of Nutrition on Neutrophil Function in
Preclinical Studies. Diet and Nutrition in Critical Care, 1165-1178, 2015

【学術論文】
（欧文）
Nishimura Takeshi, Sawai Tatsuo, Kadoi Kanenori, Yamada Taihei, Yoshie Norichika, Ueda Takahiro,
Nakao Atsunori, Kotani Joji

： Iatrogenic subcutaneous emphysema and pneumomediastinum

following a high-speed air drill dental treatment procedure ; Acute Medicine & Surgery , 2(4),
253-256,

2015

(原著論文)

Nishimura T, Nakao A, Okamoto A, Fujisaki N, Kotani J. : A case of traumatic abdominal wall hernia
with delayed bowel obstruction. ; Surg Case Rep.
2015 Feb 11. PMID:26943383

1(1):15. doi: 0.1186 / s 40792 -01 5- 0023-7. Epub

Ye Z, Chen O, Zhang R, Nakao A, Fan D, Zhang T, Gu Z, Tao H, Sun X. : Methane Attenuates Hepatic
Ischemia/Reperfusion Injury in Rats Through Antiapoptotic, Anti-Inflammatory, and Antioxidative
Actions. ;

Shock. 2015 Aug ; 44(2) :181-7. doi: 10.1097 / SHK. 0000000000000385. PMID:

26009821
Kohama K, Yamashita H, Aoyama-Ishikawa M, Takahashi T, Billiar TR, Nishimura T, Kotani J,
Nakao A. : Hydrogen inhalation protects against acute lung injury induced by hemorrhagic shock and
resuscitation. ; Surgery, 158(2):399-407, 2015 doi: 10.1016 / j.surg. 2015.03.038. Epub 2015 May 14.
PMID:25983276
Inoue T, Aoyama-Ishikawa M, Kamoshida S, Nishino S, Sasano M, Oka N, Yamashita H, Kai M, Nakao
A, Kotani J, Usami M. : Endogenous interleukin 18 regulates testicular germ cell apoptosis during
endotoxemia. ; Reproduction., 150(2):105-14. 2015 doi: 10.1530 / REP -14-0427. Epub 2015 May 1.
PMID:25934945
Haam S, Lee S, Paik HC, Park MS, Song JH, Lim BJ, Nakao A. : The effects of hydrogen gas inhalation
during ex vivo lung perfusion on donor lungs obtained after cardiac death. ; Eur J Cardiothorac
Surg. , 48(4):542-7. 2015 doi: 10.1093/ejcts/ezv057. Epub 2015 Mar 6. PMID : 25750008
Yamashita H, Aoyama-Ishikawa M, Takahara M, Yamauchi C, Inoue T, Miyoshi M, Maeshige N,
Usami M, Nakao A, Kotani J. : Endogenous interleukin 18 suppresses hyperglycemia and
hyperinsulinemia during the acute phase of endotoxemia in mice.; Surg Infect (Larchmt). , 16(1):90-6,
2015

doi: 10.1089/sur.2013.269. Epub 2015 Feb 4. PMID:25651466

Tomohiro Kawamura, Tohru Momozane, Soichiro Funaki, Toshiya Bessho, Yasushi Shintani,
Masayoshi Inoue, Masato Minami, Atsunori Nakao, Meinoshin Okumura : Relieving effect of
hydrogen inhalation to donor lung on posttransplantational ischemia-reperfusion injury ; Organ
Biology 22(2): 15-18, 2015.
Kenji Isayama, Kiyoshi Masai, Masaru Harima, Makoto Wakamatsu, Joji Kotani : Technical Guidance
of Emergency Medical Care Rescue in Cambodia : Accomplishment and further challenges ; Japanese
Journal of Disaster Medicine 20(1): 76-83, 2015.
Takeshi Nishimura, Atsunori Nakao, Yasuaki Tsuchida, Ikuo Matsuda, Isamu Yamada and
Kotani : Unusual Presenttion of

Joji

Pneumoperitoneum Caused by Adenocarcinoma of the Pancreas

Penetrating the Descending Colon Associated with Splenic Abscess； iMedPub Journals (Medelikal
Case Reports), 1(1:4), 1-4, 2015
Takeshi Nishimura, Atsunori Nakao, Ayana Okamoto, Takako Kihara, Seiichi Hirota, Noritomo
Fujisaki andJoji Kotani：Ileum perforation due to cytomegalovirus infection in a patient with adult
T-cell leukemia； Acute Medicine & Surgery, Volume 3, Issue 2, pages 178–181, April 2016

（邦文）
中尾博之. 特集 救急医療：現状と課題 災害への備えと災害医療 被災した病院の昨日存続計画（BCP）.
Pharma Medica 33(3)., p37-40, 2015
宮脇淳志. 感染症フォーカス

症状別に見る感染症〜痛み〜四肢の痛みー注意すべき壊死性筋膜炎.

INFECTION FRONT. 33, p8-10, 2015
白井邦博、小谷穣治. 特集/急性期リハビリテーションにおけるチーム医療 重症患者に対する急性期栄養療法と
早期リハビリテーションの重要性 MB Med Riha 190, 31-35, 2015
西村健、中尾篤典、山田太平、藤崎宣友、岡本彩那、小谷穣治. あんな症例、こんな症例—腹腔内有利ガスを認め
た杙創による直腸専攻の１例. -ICU と CCU 39(2), 132-134, 2015
奥地 一夫(奈良県立医科大学 救急医学), 浅利 靖, 兼坂 茂, 石松 伸一, 黒田 泰弘, 小谷 穣治, 鶴田 良介,
中川 隆, 中野 実, 山下 典雄 研修プログラムを基盤とした新たな専門医制度へむけて日本救急医学会の取
り組み(原著論文) Neurosurgical Emergency ,20(1),14-19,2015.06
坂田 寛之, 山田 太平, 岡本 彩那, 松田 健一, 中尾 篤典, 小谷 穣治 TAE・SJ カテーテル留置にて保存的治
療に努めたが、腎全摘出術に至った腎損傷 IIIb 型の 1 例 (原著論文/症例報告) 日本外傷学会雑誌
29(4),385-388,2015.10
白井 邦博(兵庫医科大学 救急災害医学), 小谷 穣治 【急性期リハビリテーションにおけるチーム医療】 重症患
者に対する急性期栄養療法と早期リハビリテーションの重要性 (解説/特集) MEDICAL REHABILITATION
(190),31-35 2015.11
小谷 穣治(兵庫医科大学 救急・災害医学講座), 山田 勇, 上田 敬博, 白井 邦博 【臨床栄養-注目の話題】 救
急集中治療の栄養管理を取り巻くガイドラインや潮流 (解説/特集) 救急医学 39(12),1641-1646,2015.11
白井 邦博(兵庫医科大学 救急・災害医学), 小谷 穣治 外科医に必要な敗血症ガイドラインに関する最新の知見
と実践(解説) 消化器外科 38(11),1585-1589,2015.10
小濱 圭祐, 小谷 穣治 【重症病態の栄養治療-最新の知識とその実践-】 栄養組成 免疫修飾栄養素 n-3 系多
価不飽和脂肪酸(魚油)(Q&A/特集) 救急・集中治療 27(7-8),599-604,2015.08
坂田 寛之, 上田 敬博, 小谷 穣治 陰圧閉鎖療法後、自家培養表皮移植を用いた広範囲 III 度熱傷の 1 例 (原著
論文/症例報告) 熱傷 41(2),65-69,2015.06
岡本 彩那, 中尾 篤典, 坂田 寛之, 満保 直美, 西村 健, 藤崎 宣友, 寺嶋 真理子, 小谷 穣治 ICU・CCU あ
んな症例、こんな症例(第 34 回) 頭部外傷後に内頸動脈海綿静脈洞瘻を来し自然治癒した 1 症例 (原著論文/
症例報告) ICU と CCU 39(1),62-64,2015.01
西村 健, 中尾 篤典, 山田 太平, 藤崎 宣友, 岡本 彩那, 小谷 穣治 ICU・CCU あんな症例、こんな症例(第 35
回) 腹腔内遊離ガスを認めた会陰部の杙創による直腸穿孔の 1 例 (原著論文/症例報告) ICU と CCU
39(2),132-134,2015.02

肱川 健, 長谷川 健司, 中尾 篤典, 上原 正憲, 西村 健, 山田 太平, 小谷 穣治, 權 雅憲 ICU・CCU あんな
症例、こんな症例(第 36 回) 胆石イレウスに対してイレウス解除術を行った 2 症例 (原著論文/症例報告) ICU と
CCU 39(3),192-194,2015.03
西村 健, 中尾 篤典, 門井 謙典, 山田 太平, 吉江 範親, 澤井 龍生, 上田 敬博, 小谷 穣治 ICU・CCU あん
な症例、こんな症例(第 38 回) 歯科処置後に発症した縦隔気腫の 1 例 (原著論文/症例報告) ICU と CCU
39(5) ,320-322,2015.05
西村 健, 中尾 篤典, 岡本 彩那, 藤崎 宣友, 山田 勇, 小谷 穣治, 木原 貴子, 廣田 誠一 ICU・CCU あんな
症例、こんな症例(第 40 回) ATL 患者に発症した CMV 感染による小腸穿孔の 1 例 (原著論文/症例報告) ICU
と CCU 39(7),436-438,2015.07
坂田 寛之, 中尾 篤典, 西村 健, 岡本 彩那, 山田 太平, 尾迫 貴章, 小谷 穣治 ICU・CCU あんな症例、こん
な症例(第 41 回) 14 歳で診断され腹腔鏡下 Ladd 手術にて治療に成功した腸回転異常症の 1 例 (解説) ICU
と CCU 39(8),500-502,2015.08
山口善道, 稲熊洋祐, 楠元真由美, 竹田洋樹, 上谷良行, 大津雅秀, 中尾篤典 ICU・CCU

あんな症例、こん

な症例第 42 回 咽後膿瘍を合併した咽頭異物の 1 小児例 ICU と CCU 39(9), 564-566, 2015.09
岡本 彩那, 小谷 穣治 【高度生体侵襲に対する各方面からの対応法】 栄養管理から (解説/特集) ICU と CCU
39(7),411-416,2015.07
諌山 憲司, 正井 潔, 播磨 賢, 若松 淳, 小谷 穣治 カンボジア国における救急救助技術指導の成果と課題
(解説) Japanese Journal of Disaster Medicine 20(1),76-83,2015.06
藤崎 宣友, 小谷 穣治 【栄養療法のピットフォール-よりよい栄養ケアのために】 (Part3.)静脈栄養 重症患者に
おける抗酸化栄養素の意義は? (解説/特集) 臨床栄養 126(6),885-893,2015.05
小谷 穣治, 橋本 篤徳, 山田 勇 【集中治療の進歩】 重症患者の栄養療法(解説/特集) 日本医師会雑誌
144(10), 2053-2057, 2016.01
中尾 篤典 こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 4 回 新生児黄疸はどうして必要なの?(解
説) レジデントノート 16(15) ,2897,2015.01
小濱 圭祐,中尾 篤典 こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 5 回 イヌイットの血はさらさ
ら?(解説) レジデントノート 16(16), 3053,2015.02
中尾篤典 こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 6 回 秀吉の兵糧攻め レジデントノート
16(18), 3473-3473, 2015.03
中尾 篤典 こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 7 回 〆のラーメンが欲しくなるのはな
ぜ?(解説) レジデントノート 17(1),133,2015.04
中尾 篤典 こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 8 回 喫煙はからだにいい?(解説) レジデ
ントノート 17(3),609,2015.05

西村 健, 中尾 篤典 こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 9 回 他人の便で治療?(解説)レ
ジデントノート 17(4),763,2015.06
中尾篤典 こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 10 回 高山病の予防・治療薬 アセタゾラミ
ド レジデントノート 17(6) ,1179-1179, 2015.07
中尾 篤典 こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 11 回 虫垂は無用の長物か?(解説)レジ
デントノート 17(7),1367,2015.08
中尾 篤典こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 12 回 四谷怪談のお岩さんがもられた毒と
は?(解説) レジデントノート 17(9),1805,2015.09
中尾篤典こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 13 回 宇宙飛行士が吸う空気 レジデントノ
ート 17(10), 1967-1967, 2015.10
中尾 篤典こんなにも面白い医学の世界からだのトリビア教えます 第 14 回 七面鳥を食べると眠くなる?(解説) レ
ジデントノート 17(12)2333,2015.11
中尾篤典こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 第 15 回 食事の後に運動するとわき腹が痛く
なるのはなぜ? レジデントノート 17(13), 2493-2493, 2015.12
川村 知裕, 桃實 徹, 舟木 壮一郎, 別所 俊哉, 新谷 康, 井上 匡美, 南 正人, 中尾 篤典, 奥村 明之進 臓
器保存と機能再生 肺移植ドナーに対する水素ガス吸入による肺移植後虚血再灌流傷害軽減(原著論文)
Organ Biology 22(2),15-18,2015.07
小谷穣治、山田 勇、上田敬博、白井邦博 救急集中治療の栄養管理を取り巻くガイドラインや潮流 救急医
学 39(12)、1641-1646, 2015.12
小谷穣治 特集 : 外科・救急集中治療領域における血糖対策 巻頭言 日本外科感染症学会雑誌 12(6), 647-647,
2015.
坂田寛之、上田敬博、小谷穣治 陰圧閉鎖療法後、自家培養表皮移植を用いた広範囲Ⅲ度熱傷の１例 （症例報
告） 熱傷 41(2) 21-25、2015.6
白井邦博 代謝・栄養状態の評価方法、栄養投与ルート、目標投与エネルギー量の設定 救急・集中治療 重症病
態の栄養治療 －最新の知識とその実践－ 27(7･8)、511-516 ,2015
橋本篤徳 栄養チューブの留置位置の選択と経十二指腸チューブの挿入法 救急・集中治療 重症病態の栄養治
療 －最新の知識とその実践－ 27(7･8)、530-537 ,2015
小濱圭祐、小谷穣治 免疫修飾栄養素：n-3 系多価不飽和脂肪酸（魚油） 救急・集中治療 重症病態の栄養治療
－最新の知識とその実践－ 27(7･8)、599-604 ,2015

【学会発表】
（指定講演）
小谷穣治 災害医療におけるピットフォール －２つの大震災と列車事故を被災者・医療者として経験して思うこと
第 42 回日本集中治療医学会学術集会（合同プログラム 教育セミナー１）、2015.2.9、東京
小谷穣治 重症患者の栄養管理ガイドライン作成の進捗状況の報告

第 42 回日本集中治療医学会学術集会

（パネルディスカッションＩ-1 ＩＣＵにおける栄養管理）、2015.2.9、東京
小谷穣治 症例で考える重症患者の栄養治療の理論と実践の工夫

第 42 回日本集中治療医学会学術集会（リ

ハビリテーション部門 教育講演１）、2015.2.9、東京
小谷穣治、石川倫子、齋藤大蔵 重症敗血症における補助療法の現況－Ａｎｔｉｔｈｒｏｍｂｉｎのエビデンスの整理と
我々の基礎実験データ 第 42 回日本集中治療医学会学術集会（合同プログラム イブニングセミナー3）、
2015.2.10、東京
今泉 均、齋藤大蔵、升田好樹、小谷穣治、松田直之、織田成人、丸藤 哲

重症敗血症に対するＩＶＩＧの生存率

改善効果－救急医学会・集中治療医学会 Sepsis Registry Data 合同分析委員会－

第 42 回日本集中治療

医学会学術集会（合同プログラム 委員会報告 8 日本救急医学会・集中治療医学会 Sepsis Registry Data
合同分析委員会報告）、2015.2.11、東京
小谷穣治、齋藤大蔵、升田好樹、織田成人、丸藤 哲 敗血症ＤＩＣにおける免疫グロブリン（ＩＶＩＧ）投与と生存率の
関係 第 42 回日本集中治療医学会学術集会（合同プログラム 委員会報告 8 日本救急医学会・集中治療医
学会 Sepsis Registry Data 合同分析委員会報告）、2015.2.11、東京
中尾 博之, 藤崎 宣友, 西村 健, 岡本 彩那, 小谷 穣治 大規模災害にかかわる外科診療を支援する 第 40 回
日本外科系連合学会学術集会（シンポジウム 10 災害時における外科系医療）、東京、2015.6.19 日本外科系連
合学会誌 、40（3）、 457、 2015.)
小谷穣治 重症患者の支持療法：栄養治療と痛み・不穏・せん妄管理に着目して 第 25 回日本集中治療医学会九
州地方会（教育講演１）、2015.6.20、福岡 （第 25 回日本集中治療医学会九州地方会プログラム・抄録集、 ｐ28、
2015）
渡邉 栄三, 織田 成人, 坂本 照夫, 池田 寿昭, 小谷 穣治, 北村 伸哉, 高須 修, 安部 隆三, 服部 憲幸, 松
村 洋輔, 高橋 和香

外科侵襲を代謝とサイトカインから考える 侵襲時のサイトカイン産生に関わる遺伝子多

型の影響 本邦 ICU 多施設研究までの 15 年間の結果； 日本外科代謝栄養学会第 52 回学術集会（外科侵襲と
サイトカイン研究会 joint シンポジウム 外科侵襲を代謝とサイトカインから考える）、東京、2015.7.3

（外科と代

謝・栄養、49（3）、140、 2015)
小谷穣治、橋本篤徳、山田太平、岡本彩那、小濱圭祐、寺嶋真理子、上田敬博、藤崎宣友、中尾博之、中尾篤典
重症患者の栄養管理：ガイドラインの概要と実践の工夫 第 1 回急性期輸液管理研究会(教育講演)、東京、
2015.8.1 （プログラム/抄録集、 4、2015）

小谷穣治、西田 修、日本版重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会 日本版重症患者の栄養管理ガイドラ
イン 第 24 回日本集中治療医学会関東甲信越地方会（シンポジウムⅠ 重症患者への栄養管理 up to date）、
東京、 2015.8.29 （プログラム抄録集、 ｐ44、 2015）
西田 修、小谷穣治、日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会

「日本版重症敗血症診療ガイド

ライン 2016」 作成過程の概要と 「日本版重症患者の栄養管理ガイドライン」 との関わり 第 24 回日本集中治
療医学会関東甲信越地方会（シンポジウムⅠ 重症患者への栄養管理 up to date）、 東京、 2015.8.29 （プロ
グラム抄録集、 ｐ46、 2015）
小谷 穣治, 山田 太平, 橋本 篤徳, 小濱 圭祐, 寺嶋 真理子, 西村 健, 上田 敬博, 白井 邦博, 山田 勇, 中
尾 篤典 ACS における栄養管理 ACS における早期経腸栄養 実施上の問題に対する我々の戦略と工夫 第
７回日本 Acute Care Surgery 学会学術集会（ワークショップ２ ACS における栄養管理）2015.10.4, 福岡
（Japanese Journal of Acute Care Surgery ､ 5（2）、154、 2015)
小濱 圭祐, 寺嶋 真理子, 西村 健, 山田 勇, 小谷 穣治
(魚油)経静脈投与の可能性

ACS における栄養管理 n-3 系多価不飽和脂肪酸

第７回日本 Acute Care Surgery 学会学術集会（ワークショップ２ ACS における栄

養管理）2015.10.4, 福岡 （Japanese Journal of Acute Care Surgery ､ 5（2）、153、 2015)
小谷穣治 血液浄化の必要な重症患者における栄養管理 第 26 回日本急性血液浄化学会(シンポジウム 3 日本
版敗血症ガイドラインを考察する)、 2015.10.09、 東京 （日本急性血液浄化学会雑誌 6（Suppl.）、54、2015)
小谷穣治

重症患者の集学的治療：栄養治療のエビデンスと実施の工夫

第 68 回兵庫県医師会 医学会（ラン

チョンセミナー）、神戸、 2015.10.18 （プログラム・抄録集、 13、2015）
志馬 伸朗, 中川 聡, 青山 和由, 井手 健太郎, 川崎 達也, 竹内 宗之, 平井 克樹, 松本 正太郎, 井上 茂
亮, 松嶋 麻子, 射場 敏明, 今泉 均, 江木 盛時, 垣花 泰之, 久志本 成樹, 小谷 穣治, 貞広 智仁, 中田
孝明, 布宮 伸, 林 淑朗, 藤島 清太郎, 升田 好樹, 松田 直之, 小倉 裕司, 西田 修, 織田 成人, 田中 裕,
日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 に向け

て 課題と展望 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 小児における推奨
会・学術集会、東京、2015.10.21

第 43 回日本救急医学会総

（日本救急医学会雑誌 26（8） P313 2015）

井上 茂亮, 畠山 淳司, 齋藤 伸行, 福家 良太, 近藤 豊, 一二三 亨, 武居 哲洋, 西田 修, 小倉 裕司, 射場
敏明, 今泉 均, 江木 盛時, 垣花 泰之, 久志本 成樹, 小谷 穣治, 貞広 智仁, 志馬 伸朗, 中川 聡, 中田
孝明, 布宮 伸, 林 淑朗, 藤島 清太郎, 升田 好樹, 松嶋 麻子, 松田 直之, 織田 成人, 田中 裕, 日本版重
症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会

日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 に向けて 課題と

展望 ICU-acquired weakness と Post-Intensive Care Syndrome 最近の話題と動向
総会・学術集会、東京、2015.10.21

第 43 回日本救急医学会

（日本救急医学会雑誌 26（8） P313 2015）

垣花 泰之, 松嶋 麻子, 久志本 成樹, 松田 直之, 西田 修, 小倉 裕司, 井上 茂亮, 射場 敏明, 今泉 均, 江
木 盛時, 小谷 穣治, 貞広 智仁, 志馬 伸朗, 中川 聡, 中田 孝明, 布宮 伸, 林 淑朗, 藤島 清太郎, 升田
好樹, 織田 成人, 田中 裕, 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会

日本版重症敗血症

診療ガイドライン 2016 に向けて 課題と展望 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 初期蘇生領域の CQ と
ガイドラインの方向性
26（8） P313 2015）

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会、東京 2015. 10. 21 （日本救急医学会雑誌

松嶋 麻子, 西田 修, 小倉 裕司, 井上 茂亮, 射場 敏明, 今泉 均, 江木 盛時, 垣花 泰之, 久志本 成樹, 小
谷 穣治, 貞広 智仁, 志馬 伸朗, 中川 聡, 中田 孝明, 布宮 伸, 林 淑朗, 藤島 清太郎, 升田 好樹, 松田
直之, 織田 成人, 田中 裕, 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会

日本版重症敗血症

診療ガイドライン 2016 に向けて 課題と展望 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成における systematic
review の実際

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会、東京、2015.10.21 （日本救急医学会雑誌 26（8）

P313 2015）
江木 盛時, 井上 茂亮, 角 由佳, 林田 敬, 原 嘉孝, 福田 龍将, 松田 明久, 安田 英人, 矢田部 智昭, 山下
和人, 松嶋 麻子, 坂本 壮, 射場 敏明, 今泉 均, 垣花 泰之, 久志本 成樹, 小谷 穣治, 貞広 智仁, 志馬
伸朗, 中川 聡, 中田 孝明, 布宮 伸, 林 淑朗, 藤島 清太郎, 升田 好樹, 松田 直之, 小倉 裕司, 西田
修, 織田 成人, 田中 裕, 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会

日本版重症敗血症

診療ガイドライン 2016 に向けて 課題と展望 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成の方法論とアカ
デミックガイドライン推進班の役割

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会、東京、2015.10.21

（日本救

急医学会雑誌 26（8） P313 2015）
西田 修, 小倉 裕司, 井上 茂亮, 射場 敏明, 今泉 均, 江木 盛時, 垣花 泰之, 久志本 成樹, 小谷 穣治, 貞
広 智仁, 志馬 伸朗, 中川 聡, 中田 孝明, 布宮 伸, 林 淑朗, 藤島 清太郎, 升田 好樹, 松嶋 麻子, 松田
直之, 織田 成人, 田中 裕, 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会

日本版重症敗血症

診療ガイドライン 2016 に向けて 課題と展望 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成組織の概要と進捗
状況、今後の展望

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会、東京、2015.10.21 （日本救急医学会雑誌 26

（8） P313 2015）
小倉 裕司, 西田 修, 井上 茂亮, 射場 敏明, 今泉 均, 江木 盛時, 垣花 泰之, 久志本 成樹, 小谷 穣治, 貞
広 智仁, 志馬 伸朗, 中川 聡, 中田 孝明, 布宮 伸, 林 淑朗, 藤島 清太郎, 升田 好樹, 松嶋 麻子, 松田
直之, 織田 成人, 田中 裕, 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 作成特別委員会

日本版重症敗血症

診療ガイドライン 2016 に向けて 課題と展望 日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 学会合同ガイドライン
作成の意義

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会、東京、2015.10.21 （日本救急医学会雑誌 26（8）

P313 2015）
切田 学、布施知佐香、小谷穣治

外科的気管アプローチ下経皮的気管切開キットを用いた気管切開法

第 43

回日本救急医学会総会・学術集会(会長特別企画 1-4、 私の“あんな工夫・こんな工夫”４)、東京、 2015.10.22
（日本救急医学会雑誌、26（8）、P226、2015)
中尾博之、村山良雄、柳下芳寛、清水幸雄、相木正幸
する問題点

規格の異なる酸素ボンベや減圧調整器の互換性に関

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会（会長特別企画 1-3 “私の“あんな工夫・こんな工夫”３)

東京、 2015.10.21-23

（日本救急医学会雑誌、26（8）、P226、2015)

上田敬博、山田 勇、白井邦博、坂田寛之、安田之彦、小谷穣治

広範囲熱傷における自家培養表皮植皮の手

術・術後管理のストラテジー

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会（会長特別企画 2-1 私の治療法・私の診

断法１）、東京、 2015.10.21

（日本救急医学会雑誌、26（8）、P232、2015)

坂田寛之、中尾博之、小谷穣治

瞳孔測定器（ヒトミル）の開発戦略

（会長特別企画 3-2 私の発見・私の発明 2）、東京、 2015.10.22

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会

（日本救急医学会雑誌、26（8）、P241、2015)

中尾博之 高齢者施設からの搬送手順マニュアル作成

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会、東京（主題関

連セッション 22 パネルディスカッション７ 高齢者の救急医療は適正に行われているか）、 2015. 10. 22 （日本
救急医学会雑誌、26（8）、P300 、2015)
小谷穣治

新時代の呼吸代謝モニターの薦めー栄養治療のエビデンスの整理と実践の工夫

第 43 回日本救

急医学会総会・学術集会（ランチョンセミナー６ 新時代の呼吸代謝モニターによる栄養管理 パシフィックメディ
コ（株））、東京、 2015.10.21

（日本救急医学会雑誌、26（8）、P49、2015)

小倉 裕司, 丸藤 哲, 阿部 智一, 荒木 恒敏, 池田 弘人, 射場 敏明, 上山 昌史, 岡本 好司, 久志本 成樹,
小谷 穣治, 齋藤 大蔵, 阪本 雄一郎, 佐々木 淳一, 椎野 泰和, 白石 淳, 白石 振一郎, 田熊 清継, 武山
直志, 樽井 武彦, 鶴田 良介, 中田 孝明, 一二三 亨, 藤島 清太郎, 藤見 聡, 増野 智彦, 真弓 俊彦, 三木
靖雄, 水島 靖明, 山下 典雄, 日本救急医学会多施設共同試験特別委員会
いて考える 日本救急医学会 学会主導多施設研究の発展とその経緯
会、東京、 2015.10.21-23

学会主導多施設共同研究につ

第 43 回日本救急医学会総会・学術集

（日本救急医学会雑誌、26（8）、P316、2015)

阿部 智一, 小倉 裕司, 齋藤 大蔵, 久志本 成樹, 白石 淳, 藤島 清太郎, 荒木 恒敏, 池田 弘人, 射場 敏明,
上山 昌史, 岡本 好司, 小谷 穣治, 阪本 雄一郎, 佐々木 淳一, 椎野 泰和, 白石 振一郎, 田熊 清継, 武
山 直志, 樽井 武彦, 鶴田 良介, 中田 孝明, 一二三 亨, 藤見 聡, 増野 智彦, 真弓 俊彦, 三木 靖雄, 水
島 靖明, 山下 典雄, 丸藤 哲, 日本救急医学会多施設共同試験特別委員会
ついて考える Sepsis registry 敗血症診療の国際標準化の現状と展望
集会、東京、 2015.10.21-23

学会主導多施設共同研究に

第 43 回日本救急医学会総会・学術

（日本救急医学会雑誌、26（8）、P315、2015)

藤島 清太郎(日本救急医学会), 丸藤 哲, 齋藤 大蔵, 小倉 裕司, 久志本 成樹, 真弓 俊彦, 阿部 智一, 白石
淳, 荒木 恒敏, 池田 弘人, 射場 敏明, 岡本 好司, 上山 昌史, 小谷 穣治, 阪本 雄一郎, 佐々木 淳一, 椎
野 泰和, 白石 振一郎, 田熊 清継, 武山 直志, 樽井 武彦, 鶴田 良介, 中田 孝明, 一二三 亨, 藤見 聡,
増野 智彦, 三木 靖雄, 水島 靖明, 山下 典雄, 日本救急医学会多施設共同試験特別委員会
多施設共同研究について考える ALI/ARDS に対する多施設共同前向き観察研究
総会・学術集会、東京、 2015.10.21-23

学会主導

第 43 回日本救急医学会

（日本救急医学会雑誌、26（8）、P315、2015)

齋藤 大蔵, 丸藤 哲, 佐々木 淳一, 池田 弘人, 上山 昌史, 田熊 清継, 荒木 恒敏, 小倉 裕司, 藤島 清太郎,
阿部 智一, 白石 淳, 久志本 成樹, 真弓 俊彦, 射場 敏明, 岡本 好司, 小谷 穣治, 阪本 雄一郎, 椎野 泰
和, 白石 振一郎, 武山 直志, 樽井 武彦, 鶴田 良介, 中田 孝明, 水島 靖明, 一二三 亨, 藤見 聡, 増野
智彦, 三木 靖雄, 山下 典雄, 日本救急医学会多施設共同試験特別委員会

学会主導多施設共同研究につ

いて考える 広範囲熱傷の初期輸液に関する多施設共同前向き無作為化比較対照試験の計画
本救急医学会総会・学術集会、東京、 2015.10.21-23

第 43 回日

（日本救急医学会雑誌、26（8）、P315、2015)

（一般演題）
山田太平、坂田寛之、尾迫貴章、中尾篤典、小谷穣治
気管理－

Ｆｌａｉｌ Ｃｈｅｓｔの治療経験－観血的整復固定術と陽圧換

第 42 回日本集中治療医学会学術集会(ポスター）、2015.2.9、東京

坂田寛之、山田太平、尾迫貴章、中尾篤典、小谷穣治

腎移植患者に発症した横行結腸穿孔・腹膜炎・敗血症

性ショックの一例 第 42 回日本集中治療医学会学術集会（ポスター）、2015.2.9、東京

西村 健、岡本彩那、藤崎宣友、坂田寛之、松田健一、橋本篤徳、上田敬博、山田 勇、中尾篤典、小谷穣治 致
死的大量カフェイン錠服用にてきたした急性カフェイン中毒の一例 第 42 回日本集中治療医学会学術集会（ポ
スター）、2015.2.10、東京
藤崎宣友、岡本彩那、満保直美、寺嶋真理子、中尾篤典、小谷穣治
ａｔｉｏｎ （ＨＦＯＶ）が奏功したインフルエンザ重症呼吸不全の一症例

Ｈｉｇｈ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒｙ Ｖｅｎｔｉｌ
第 42 回日本集中治療医学会学術集会

（ポスター）、 2015.2.10、東京
岡本彩那、山田太平、坂田寛之、松田健一、西村 健、藤崎宣友、橋本篤徳、寺嶋真理子、上田敬博、小谷穣治
当院センターにおける重症敗血症に対するＰＭＸ－ＤＨＰの検討 第 42 回日本集中治療医学会学術集会（ポスタ
ー）、2015.2.10、東京
中尾博之、中島 康、吉矢和久、塚原紘平、氏家良人、嶋津岳士、大友康裕
Profile of DMMHA-project

DMMHA-project の概要 The

第 20 回日本集団災害医学会総会・学術集会、 立川、 2015.2.26 （日本集団災

害医学会誌、19（3）、446、2014）
中尾博之、中島 康、吉矢和久、塚原紘平、氏家良人、嶋津岳士、大友康裕

DMMHA-project

全体構成の分

析 DMMHA－project； Analysis of the whole constitution 第 20 回日本集団災害医学会総会・学術集会、 立
川、 2015.2.26

（日本集団災害医学会誌、19（3）、446、2014）

橋本篤徳、小谷穣治、久保山一敏、山田太平、源 貴裕、清水真幸

災害時初期対応カルテの作成 第 20 回日

本集団災害医学会総会・学術集会、 立川、 2015.2.26 （日本集団災害医学会誌、19（3）、487、2014）
岡本 彩那, 中尾 篤典, 坂田 寛之, 松田 健一, 西村 健, 吉江 範親, 藤崎 宣友, 橋本 篤徳, 小谷 穣治 遅
発性外傷性腹壁ヘルニア嵌頓の一症例 第 51 回日本腹部救急医学会総会、京都、2015.3.5 （日本腹部救急医
学会雑誌、35（2）、453、2015）
中尾 篤典, 西村 健, 岡本 彩那, 小谷 穣治 一酸化炭素を使った術後イレウスの予防 第 51 回日本腹部救急
医学会総会、京都、2015.3.5 （日本腹部救急医学会雑誌、35（2）、369、2015）
西村 健, 岡本 彩那, 藤崎 宣友, 山田 勇, 中尾 篤典, 小谷 穣治

腹腔内遊離ガスを認めた会陰部の杙創に

よる直腸穿孔の一例 第 51 回日本腹部救急医学会総会、京都、2015.3.6 （日本腹部救急医学会雑誌、35（2）、
528、2015）
山下 勇人, 小濱 圭祐, 石川 倫子, 西村 健, 藤崎 宣友, 宇佐美 眞, 小谷 穣治, 中尾 篤典 1.3%水素吸入は
ラット出血性ショック蘇生後急性肺障害を軽減する 第３０回日本 Shock 学会総会、八王子、2015.5.23 （Shock:
日本 Shock 学会雑誌、30（1）、62、2015
石川倫子, 山下 勇人, 宇佐美 眞, 中尾 篤典, 小谷 穣治 ショックと血液凝固異常 敗血症病態における好中球
アポトーシスへのアンチトロンビン III の効果について 第３０回日本 Shock 学会総会、八王子、2015.5.23
（Shock: 日本 Shock 学会雑誌、30（1）、41、2015)
坂田 寛之, 山田 太平, 小谷 穣治 受傷 30 時間後に試験開腹術にて診断し得た、鈍的外傷による遅発性小腸
壊死の一例 第 29 回日本外傷学会、 札幌、 2015.6.12 （日本外傷学会雑誌 、29（2）、304、2015)

白井邦博, 加藤久晶、中野志保、吉田隆吉、土井智章、豊田 泉、小倉真治 外傷例における早期局所陰圧閉鎖
療法 第 29 回日本外傷学会、 札幌、 2015.6.12

（日本外傷学会雑誌 、29（2）、223、2015)

吉江 範親, 宮脇 淳志, 寺嶋 真理子, 松田 健一, 山田 太平, 小谷 穣治 重症外傷による重度出血性ショック
症例の治療成績と課題 第 29 回日本外傷学会、 札幌、 2015.6.11-12

（日本外傷学会雑誌 、29（2）、258、

2015)
小谷穣治、小濱圭祐、寺嶋真理子、原田大輔、中尾篤典 魚油の静脈投与による肺傷害軽減効果 ～LPS 気管内
投与によるラット急性肺障害モデルを用いて～ 第 7 回日本静脈経腸栄養学会 近畿支部学術集会、京都、
2015.7.4
空地 真依, 上田 敬博, 坂田 寛之, 小谷 穣治 自家培養表皮植皮により救命・社会復帰しえた広範囲熱傷の 1
例

第 7 回日本 Acute Care Surgery 学会学術集会 2015.10.3, 福岡 （Japanese Journal of Acute Care

Surgery ､ 5（2）、242、 2015)
井上 泰輔, 坂田 寛之, 上田 敬博, 小谷 穣治 自家培養表皮を早期に用いて治療戦略を立てた広範囲熱傷患
者の 1 例 第７回日本 Acute Care Surgery 学会学術集会 2015.10.3, 福岡 （Japanese Journal of Acute Care
Surgery ､ 5（2）、242、 2015)
西村 健, 岡本 彩那, 藤崎 宣友, 白井 邦博, 山田 勇, 小谷 穣治 胸骨圧迫に起因する横隔膜下肝損傷 2 症
例 第７回日本 Acute Care Surgery 学会学術集会 2015.10.3, 福岡

（Japanese Journal of Acute Care

Surgery ､ 5（2）、189、 2015)
坂田 寛之, 山田 太平, 尾迫 貴章, 中尾 博之, 中尾 篤典, 中道 徹, 橋本 昌樹, 長谷川 誠紀, 小谷 穣治
受傷から 26 日目に血胸・出血性ショックをきたした肋骨骨折の 1 例 第７回日本 Acute Care Surgery 学会学術
集会 2015.10.3, 福岡

（Japanese Journal of Acute Care Surgery ､ 5（2）、177、 2015)

岡本 彩那, 坂田 寛之, 西村 健, 満保 直美, 平井 康富, 山田 勇, 小谷 穣治 当センターでの消化管穿孔に
おけるエンドトキシン吸着療法(PMX)導入例の現況と検討 第 26 回日本急性血液浄化学会学術集会、東京、
2015.10.9-10 （日本急性血液浄化学会雑誌 、5（Suppl.）、 95、2014 )
小倉 裕司, 丸藤 哲, 齋藤 大蔵, 武山 直志, 久志本 成樹, 藤島 清太郎, 真弓 俊彦, 荒木 恒敏, 池田 弘人,
小谷 穣治, 白石 振一郎, 鈴木 幸一郎, 鈴木 泰, 田熊 清継, 鶴田 良介, 三木 靖雄, 山口 芳裕, 山下 典
雄, 相川 直樹, 日本救急医学会 sepsis registry 特別委員会

重症敗血症と DIC 新しい DIC 診断基準とアン

チトロンビンの役割 重症敗血症の疫学と DIC 日本救急医学会 sepsis registry からのメッセージ ； 第 37 回日
本血栓止血学会学術集会、甲府、2015.5.21-22

（日本血栓止血学会誌、 26（2）、131、 2015)

藤島 清太郎, 丸藤 哲, 齋藤 大蔵, 真弓 俊彦, 久志本 成樹, 白石 振一郎, 小倉 裕司, 田熊 清継, 小谷 穣
治, 池田 弘人, 山下 典雄, 鈴木 幸一郎, 鶴田 良介, 武山 直志, 荒木 恒敏, 鈴木 泰, 三木 靖雄, 山口
芳裕, 相川 直樹, 日本救急医学会 sepsis registry 特別委員会

重症敗血症と DIC 新しい DIC 診断基準とア

ンチトロンビンの役割 重症敗血症と Surviving Sepsis Campaign Guidelines
術集会、甲府、2015.5.21-22

； 第 37 回日本血栓止血学会学

（日本血栓止血学会誌 、 26（2）、130、 2015)

宮脇淳志、橘 俊哉、石川貴巳、楠山一樹、吉矢晋一
形外科災害外科学会・学術集会、名古屋、 2015.10. 2

仙腸関節スクリューの有用性

第 125 回中部日本整

西村 健、中尾篤典、山田 勇、小谷穣治

Pneumoperitoneum Caused by Pancreas Adenocarcinoma Penetrating

the Descending Colon Associated with Splenic Abscess （脾膿瘍に関連する下行結腸穿通の膵腺癌により発症し
た気腹）

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会、東京、 2015.10.22 （日本救急医学会雑誌、26（8）、P355、

2015)
白井邦博、宮脇淳志、神田倫秀、中野志保、加藤久晶、上田敬博、山田 勇、小倉真治、小谷穣治
クを伴う骨盤骨折の特徴と治療についての検討
外傷、東京、 2015.10.21

出血性ショッ

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会（口演 骨盤・四肢

（日本救急医学会雑誌、26（8）、P391、2015)

川口貴之、白井邦博、坂田寛之、西村 健、平井康富、山田 勇、上田敬博、小谷穣治
後１１年目に胃空腸吻合部潰瘍穿孔をきたした１例

膵頭十二指腸切除術

第 43 回日本救急医学会総会・学術集会 、東京、 2015.

10. 21 -23 （日本救急医学会雑誌、26（8）、P415、2015)
平井康富、上田敬博、山田 勇、白井邦博、小谷穣治

独歩受診で外来待合中、心肺停止に陥って判明した劇

症型Ⅰ型糖尿病の１例 第 43 回日本救急医学会総会・学術集会（口演 内分泌代謝）、東京、 2015.10.23
（日本救急医学会雑誌、26（8）、P460、2015)
小谷穣治、白井邦博

外傷に対するトリアージと初期対応 外科医だからやってほしいこと

外科学会総会、福岡、2015.11.26-28

第 77 回日本臨床

（日本臨床外科学会雑誌、76（増刊）、361、2015)

【国際学会発表】
Keisuke Kohama, Hayato Yamashita, Michiko Aoyama-Ishikawa, Takeshi Nishimura, Noritomo Fujisaki,
Joji Kotani, Atsunori Nakao: Hydrogen Inhalation Protects Against Acute Lung Injury Induced by
Heorrhagic Shock/Resuscitation, 10th Annual Academic Surgical Congress, Encore, Las Vegas, NV,
2015.2.3-5
Atsunori Nakao, Joji Kotani, Takeshi Nishimura, Taihei Yamada, S. Miyakawa: Effects of drinking
hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by acute exercise in athletes, 10th Annual Academic
Surgical Congress, Encore, Las Vegas, NV, 2015.2.3-5
Takeshi Nishimura, Hiroyuki Sakata, Taihei Yamada, Atsunori Hashimoto, Keisuke Kohama, Joji Kotani,
Atsunori Nakao: “Double check” Technique of Bedside Post pyloric Feeding Tue Placement Usng
Transnasal Endoscopy, 10th Annual Academic Surgical Congress, Encore, Las Vegas, NV, 2015.2.3-5
Joji Kotani: Nutrition management of critically III patients: Evidences and practice, The 16 th
PENSA(Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia) Congress, Nagoya, 2015.7.24
(Program and Abstract, p339, 2015)
Noritomo Fujisaki, Atsunori Nakao, Jinghua Zhan, Ryuziro Sugimoto, Ken R. McCurry, Taihei Yamada,
Takesi Nishimura, Joji Kotani: Orally administered nitrite attenuates cardiac allograf rejection in rats,
The 16th

PENSA (Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia) Congress, Nagoya, 2015.7.26

(Program and Abstract, 181, 2015)
Ayana Okamoto, Hayato Yamashita, Michiko Aoyama, Keisuke Kohama, Takeshi Nishimura, Noritomo
Fujisaki, Joji Kotani, Atsunori Nakao: Intraperitoneal

administration of hydrogen-saturated saline

ameliorates postoprrative ileus in mice, The 16th PENSA(Parenteral and Enteral Nutrition Society of
Asia) Congress, Nagoya, 2015.7.26 (Program and Abstract, 323, 2015)
Joji Kotani: Optimising perioperative care in the acute gi surgical patient, 46th World Congress of Surgery
WCS2015, International Society of Surgery, Bangkok, Thailand (Invited Speaker), 2015.8.26
Joji Kotani : Nutrition Management of Crtically III patients : Evidences and Practice ; 46th World Congress
of Surgery WCS2015, International Society of Surgery, Bangkok, Thailand (Luncheon Seminor 2),
2015.8.26
Takaaki Osako, Hiroyuki Sakata, Taihei Yamada, Hayato Yamashita, Michiko Ishikawa Aoyama, Makoto
Usami, Atsunori Nakao, Joji Kotani : Eicosapentaenoic Acid Decreases Histamine Receptor 1 Expression
on Lung Microvascular Endothelial Cells and Cell Permeabillity during LPS Stimulation, ACEM2015
（The 8th Asian Conference for Emergency Medicine)、Taipei Taiwan, 2015. 11.8.
Taihei Yamada, Atsunori Nakao, Takaaki Osako, Hiroyuki Sakata, Michiko Ishikawa Aoyama, Hayato
Yamashita, Makoto Usami, Takahiro Ueda, Keisuke Kohama, Joji Kotani : IL 18 produciton and IL 18
promoter polymorphisms correalete with mortality in ICU patients, ACEM2015 （ The 8th Asian
Conference for Emergency Medicine)、Taipei Taiwan, 2015. 11.
Atsunori Nakao : Application of Hydrogen gas for emergency medicine: ACEM2015 （The 8th Asian
Conference for Emergency Medicine)、Taipei Taiwan, 2015. 11.9
Atsushi Miyawaki, Toshiya Tachibana, Atsunori Nakao, Joji Kotani, Hiroshi Nishida : Early surgical
treatment of dens fracture in the elderly: Efficacy of posterior fusion methods, ACEM2015（The 8th Asian
Conference for Emergency Medicine)、Taipei Taiwan, 2015. 11.9.
Michiko Ishikawa Aoyama, Hayato Yamashita, Nobuki Oka, Taihei Yamada, Takahiro Ueda, Keisuke
Kohama, Takaaki Osako, Makoto Usami , Atsunori Nakao, Joji Kotani : Antithrombin Ⅲ reduced
neutrophil extracellular traps of lipopolysaccharide-stimulated neutrophils, ACEM2015（The 8th Asian
Conference for Emergency Medicine)、Taipei Taiwan, 2015. 11.
Ayana Okamoto, Hayato Yamashita, Michiko Ishikawa Aoyama, Keisuke Kohama, Takeshi Nishimura,
Noritomo Fujisaki, Joji Kotani, Atsunori Nakao : Preventive Effect of anaintraperitoneal injection of
hydrogen saturated normal saline solution against postoperative lleus in mice, ACEM2015（The 8th
Asian Conference for Emergency Medicine)、Taipei Taiwan, 2015. 11.9
Hayato Yamashiga, Michiko Ishikawa Aoyama, Taketo Inoue, Makoto Miyoshi, Noriaki Maeshige, Makoto

Usami ,Atsunori Nakao, Joji Kitani : The role of endogenous interleukin-18 on glucose metabolism
during acute inflammation in a septic mouse model, ACEM2015 （The 8th Asian Conference for
Emergency Medicine)、Taipei Taiwan,

2015. 11.9

Hiroyuki Sakata, Takahiro Ueda, Takaaki Osako, Joji Kotani : Risk factors of mortality in burn patients,
ACEM2015（The 8th Asian Conference for Emergency Medicine)、Taipei Taiwan,

2015. 11.9

【講演会、研究会、他】
小谷穣治：重症患者の代謝と栄養管理 －エビデンスの整理と実践のための工夫－；第 11 回鹿児島県臨床
研修医合同研修会、鹿児島、2015.1.17 （鹿児島県初期臨床研修連絡協議会、大塚製薬株式会社、株式
会社大塚製薬工場）
小谷穣治：大災害における医療のピットフォール阪神・東北大地震と JR 福知山線脱線事故で被災者と医療
者の立場で考えたこと；第 149 回県北薬剤師勉強会、 茨城県日立市、2015.1.20 （大正富山医薬品
株式会社）
小谷穣治：敗血症治療における最近ｵﾍﾟトピックス－栄養管理を中心に；千船病院
2015.1.22 （社会医療法人愛仁会

院内講演会、尼崎、

千船病院）

小谷穣治（特別講演）
：
「重症敗血症治療におけるエビデンスの整理と実践の工夫－栄養管理と IVIG に着目
して』；第 21 回城東救急・集中治療研究会、東京、2015.1.26 （日本血液製剤機構）
小谷穣治（特別講演）：救急医療の現状と一般開業医における診療のポイント

~特に急性腹症で留意する

こと~；第 7 回周南臨床疾患研究会、周南、2015.2.6 （アステラス株式会社）
小谷穣治（特別講演）
：重症敗血症における IVIG 療法の意義 －本邦 Sepsis Registry
敗血症フォーラム 2015、東京、

2015.2.7

の結果から－；

（帝人ファーマ（株）、化学及血清療法研究所、(株)LSI

メディエンス）
小谷穣治：海外留学のススメ
ナー

～未来を拓く経験・人との出会い～ ； 研修医のためのスキルアップセミ

in Tokyo, 東京、 2015.2.14 （メディカルトリビューン、大正富山医薬品株式会社）

小谷穣治（基調講演）
：災害医療の今と未来への提言 阪神・東北大地震とＪＲ福知山線脱線事故の経験から；
阪神・淡路大震災後 20 年

災害医療シンポジウム

大災害時の経験とその後の課題、西宮、2015.2.21

（兵庫医科大学）
岡本彩那：早期経腸栄養実施の実態調査；第 17 回近畿救命医学領域感染症懇話会学術講演会、大阪、
2015.2.28（ファイザー株式会社）
松田健一、山田太平、小谷穣治：劇的に救命救急センターしえた肝膿瘍、心嚢穿破の一症例；第 12 回阪神・
紀和救急医療『“ここが知りたい”セミナー』、大阪、2015.3.6

吉江範親：AED の使用法、怪我人、急病人の対処等に関する講習会；京都司法書士会講習会、京都、2015.3.7
（京都司法書士会）
小谷穣治：『重症患者の栄養管理-エビデンスの整理と実践の工夫-』
；第 5 回北九州 ER～CRITICAL CARE
CONFERENCE、北九州市、2015.3.12（株式会社大塚製薬工場）
小谷穣治（特別講演）
：
『重症患者の栄養管理 ―エビデンスの整理と実践の工夫

』 ；栄養サポートセミ

ナー、
「日本医師会生涯教育講座」
、那覇市、2015.5.15、共催：地方独立行政法人那覇市立病院、㈱大塚
製薬工場
小谷穣治（特別講演）
：
『急性期の栄養管理：その根拠と実践のコツ

』 ；第 25 回沖縄呼吸ケア研究会セ

ミナー、沖縄県浦添市、2015.5.16、共催：沖縄県呼吸ケア研究会、㈱大塚製薬工場
中尾篤典：日本における水素医学の理論と臨床試験について；水素医学研修会、台湾台北市、2015.6.7（株
式会社アスクレピオス医学）
小谷穣治（特別講演）
：
『敗血症患者の代謝と栄養管理

-最近のエビデンスと実践の工夫-

』
；第 11 回

千

葉重症感染症研究会、千葉市、2015.6.13、共催：大日本住友製薬株式会社
小谷穣治：「救急・災害医療の現状と最近の話題」；神戸労災病院、神戸市、2015.6.18
上田敬博：阪神地区消防長会救急隊員研修会における救急隊員の教育-「熱中症」-；阪神地区消防長会救急
隊員研修会、西宮市、2015.6.25
小谷穣治（特別講演Ⅱ）
：
『阪神淡路大震災と JR 福知山線脱線事故 -被災者・医療者の立場で経験して思
う大切なこと-』

；第 15 回高知急性血液浄化研究会、高知市、2015.7.11、共催：鳥居薬品株式会社

小谷穣治：
『重症患者の栄養管理 ―エビデンスの整理と実践の工夫

』 ；Nestle Acute Care Seminar in

KOBE、神戸市、2015.7.18、ネスレ日本株式会社
小谷穣治（教育講演）
：
『重症患者の代謝栄養管理 -日本版ガイドラインを紐解きながら- 』 ；第 1 回急
性期輸液管理研究会（旧：周術期体液・代謝・浸襲研究会）
、東京、2015.8.1、株式会社大塚製薬工場兵
庫県腎疾患対策協会、共催：兵庫県
尾迫貴章：
『ポテンシャルドナー』
；第 3 回 TPM モデルによる臓器提供ワークショップ

in Hyogo ～Do the

basic better～、神戸市、2015.8.8～9、主催：
小谷穣治（特別講演）
：
『救急医療と災害医療－最近の話題と経験に基づく提言』
；第 11 回市立川西病院医療
連携勉強会、宝塚市、2015.9.26、共催：一般社団法人川西市医師会、第一三共株式会社
上田敬博（教育講演）
：
「ショック」
；阪神地区消防長会救急隊員研修会、西宮市、2015.10.22

小谷穣治：医師による静脈栄養療法の基本的な講義；2015JSPEN 栄養士部会トレーニングセミナー、大阪、
2015.10.24
久保山一敏：災害トリアージの経験と課題；平成 27 年度札救会特別研修会、札幌、2015.10.31
白井邦博（特別講演）
：経腸栄養 Q＆A；第 53 回阪神病態栄養研究会、西宮、2015.12.1

