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小谷穣治，尾迫貴章，中島有香，山田太平，橋本篤徳，藤原亮子，山田勇.法的脳死
判定に至らなかった症例から見えた課題. （シンポジウム）第 30 回日本肝移植研
究会 2012.6 福岡

三上浩司，橋本篤徳，平田淳一，山田太平，上田敬博，大家宗彦，小谷穣治.甲状腺
クリーゼに併発した心室頻拍にアミオダロンが著効した１症例.第 54 回日本集中
治療医学会近畿地方会 2012.6 和歌山

小谷穣治.Surviving Sepsis Campaign Guidelines と抗凝固療法～本邦と海外の比
較～.（ランチョンセミナー）第 26 回東北救急医学会総会・学術集会第 22 回日本
救急医学会東北地方会 2012.6 仙台

小谷穣治.敗血症治療のトピックス.（ランチョンセミナー）第 57 回日本集中治療医
学会近畿地方会 2012.7 大津

小谷穣治，織田成人，相引眞幸，池田寿昭，今泉均，遠藤重厚，落合亮一，志馬伸
朗，西田修，野口隆之，平澤博之，松田直之.日本版敗血症診療ガイドライン（案）
作成の進捗状況報告.（パネルディスカッション） 第 57 回日本集中治療医学会近
畿地方会 2012.7 大津

小谷穣治.Surviving Sepsis Campaign Guidelines と抗凝固療法～本邦と海外の比
較～.（企業共催セミナー）第 21 回日本集中治療医学会関東甲信越地方会 2012.8
前橋

楠山一樹，宮脇淳志，橘俊哉，小谷穣治，吉矢晋一.当科における仙腸関節スクリュ
ーの治療経験.第 119 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2012.10 福井

[科学研究費等班会議]
小谷穣治.阪神・淡路大震災と JR 福知山線脱線事故と東日本大震災－被災者・医療
者の立場で経験して思う事.平成 23 年度医・歯・薬学教育研究推進会議「災害時
の危機管理と次世代育成」，2011.12 東京（社団法人日本私立大学連名
薬学教育推進会議幹事会）

医・歯･

小谷穣治.兵庫医科大学救命救急センターの現況―周産期・小児救急を含めて―.周
産期医療環境整備事業第１回報告会 2012.3 西宮

[研究会・講演会等]
小谷穣治.Surviving sepsis campaign guidelines と抗凝固療法.（特別講演）山口
県 DIC フォーラム 2012.1 山口

宮脇淳志.三次救命救急センターにおける整形救急の現状. （特別講演）第 19 回兵
庫医科大学整形外科開業医会学術講演会 2012.3.神戸

小谷穣治.侵襲下の栄養管理―最近のエビデンスと実践―. （特別講演）第 20 回徳
島 NST（栄養サポートチーム）研究会 2012.5 徳島

小谷穣治，尾迫貴章，中島有香，山田太平，橋本篤徳，藤原亮子，山田勇.法的脳死
判定に至らなかった症例から見えた課題. （シンポジウム）第 30 回日本肝移植研
究会 2012.6 福岡

小谷穣治.重症患者の栄養管理―最新のエビデンスと実践の工夫.京都第一赤十字病
院 NST 講演会 2012.6 京都

小谷穣治.救急医療の現状と最近の話題.（特別講演）第７回アジサイの会 2012.7 神
戸

小谷穣治.救急・災害医療における重症感染症の治療―最近のエビデンスと我々の工
夫－.(特別講演)第 42 回日本耳鼻咽喉科感染症学会
研究会

2012.9

第 36 回日本医用エアロゾル

下関

橋本篤徳.救命救急センターにおける鍼灸治療の役割 .予防医療臨床研究会 2012.9

東京

小谷穣治.重症病態における栄養管理－エビデンスに基づいた理論と実践－. (特別
講演）2012 年度第 6 回メタボリッククラブ 2012.9 北九州

小谷穣治.ＳＳＣＧおよび日本版における敗血症診療ガイドラインの動向.第３回名
古屋セプシスフォーラム 2012.10 名古屋

小谷穣治.重症病態の栄養管理－エビデンスに基づいた理論と実践のための工夫－.
熊本赤十字病院

NST 特別講演会 2012.10 熊本

山田太平.劇的救命～攻めの医療で命を救え～.大阪市城東区医師会救急医療対策講
演会 2012.11 大阪

小谷穣治.阪神淡路大震災と JR 福知山線脱線事故と東日本大震災―被災者、医療者
の立場で経験して思うこと―. 第 5 回救急医療研究会 2012.11 栗東

坂田寛之，上田敬博，松田健一，吉江範親，満保直美，楠山一樹，中島有香，山田
太平，橋本篤徳，小濱圭祐，尾迫貴章，寺嶋真理子，宮脇淳志，中尾篤典，山田
勇，久保山一敏，小谷穣治.ECMO 導入により救命しえた墜落外傷によるび慢性肺
挫傷の１例.第 21 回兵庫県救急・集中治療研究会 2012.12 神戸

山下勇人，青山倫子，高原美樹，山内千里，岡伸樹，田淵寛人，井上岳人，前重伯
壮，三好真琴，置村康彦，宇佐美眞，小谷穣治.急性炎症下における血糖変動への
IL-18 の関与.第 19 回外科侵襲とサイトカイン研究会 2012.12 神戸

川村知裕，重村周文 ，田中雄悟 ，野田健太郎，豊田吉哉 ，奥村明之進，中尾篤典 .
水素ガス吸入による高濃度酸素肺傷害軽減効果の検討.第 19 回外科侵襲とサイト
カイン研究会 2012.12 神戸

杉本龍士郎，中尾篤典，岡本俊宏，河本純一，Wang Y, Zhan J, 時田大輔, Thomson
AW, Biliar TR, Gladwin MT, McCurry KR.ラット同種肺移植モデルにおける移植
後虚血再潅流障害に対する亜硝酸ナトリウムの効果メカニズムの検討. 第 19 回
外科侵襲とサイトカイン研究会 2012.12 神戸

田中雄悟，野田健太郎，中尾篤典，重村周文.ラット肺移植ドナーに対する水素ガス
吸入による虚血/再潅流障害軽減と Gene array 法を用いたメカニズムの検討.第
19 回外科侵襲とサイトカイン研究会 2012.12 神戸

藤原麻有，酒井翔太，三好真琴，青山倫子，前重伯壮，宇佐美悠，濱田康弘，小谷
穣治，宇佐美眞.高脂肪食投与ラットにおけるエンドトキシン誘発性肺障害.第 19
回外科侵襲とサイトカイン研究会 2012.12 神戸

岡伸樹，上田敬博，青山倫子，井上岳人，山下勇人，前重伯壮，宇佐美眞，小谷穣
治. Lipopolysaccharide (LPS) 刺激によるヒト好中球アポトーシス抑制に対する
アンチトロンビンⅢ（AT

Ⅲ）の改善効果と性差.第 19 回外科侵襲とサイトカイ

ン研究会 2012.12 神戸

田淵寛人，前重伯壮，鳥井一宏，青山倫子，今井緑，三好真琴，小谷穣治，濱田康
弘，寺師浩人，宇佐美眞.酪酸・DHA 併用がケロイド由来繊維芽細胞における

α

-SMA，collagen の発現に与える抑制効果.第 19 回外科侵襲とサイトカイン研究会
2012.12 神戸

■その他■
宮 脇 淳 志 , 小 谷 穣 治 . ソ ー ス コン ト ロ ー ル － 評 価 ,画 像 診 断 ,適 応 ,タ イミ ン グ .救
急・集中治療 2012;24:1513-7

久保山一敏，兵庫医科大学 DMAT の広域医療搬送の経験.兵庫県災害医療センター・
兵庫県

編.東日本大震災 兵庫県の DMAT と救護班等の活動報告 2012；58-61

中島有香.小児救急.阪神地区消防長会救急隊員研修会 2012.2 西宮

小谷穣治.大災害医療の経験に基づく考察-皆さんに知ってもらいたい事-.神戸東ロ
ータリークラブ例会卓話 2012.2 神戸

中島有香.小児救急.阪神地区消防長会救急隊員研修会 2012.3 西宮

上田敬博.放射線.平成 24 年 3 月救急・災害医学講座指導医研修会 2012.3 芦屋

中島有香.熱性けいれん/小児症例 4 例提示，検討.阪神地区消防長会救急隊員研修会
2012.3 西宮

小谷穣治.重症患者の栄養管理－up to date. （特別講演）札幌救急・集中治療栄養
療法研究会 2012.3 札幌

小谷穣治.Surviving sepsis campaign guidelines と抗凝固療法. （特別講演）
ＳＡＣセミナー2012.4 つくば

Kotani J. Recent topics in nutritional management for critical care patients.
(Special Lecture)

Lecture for the Surgeons and intesivists from Thailand

2012.5 Nishinomiya

橋本篤徳.リコモジュリンの臨床現場での有用性の検討.（招聘講演）リコモジュリ
ン研修会 2012.6 神戸

小谷穣治.重症感染症の代謝・栄養管理.（特別講演）第 9 回近畿血液腫瘍医師輸液・
栄養セミナー2012.6 大阪

上田敬博.心電図を読む.阪神地区消防長会救急隊員研修会

2012.6

西宮

小谷穣治.Surviving Sepsis Campaign guidelines と抗凝固療法～リコモジュリン
の有用性について～.（特別講演）消化器外科 DIC 講演会 2012.7

東京

小谷穣治.阪神淡路大震災と JR 福知山線脱線事故. （特別講演）第 21 回山口県血液
浄化研究会 2012.7 山口

小谷穣治.重症患者の代謝・栄養管理―最新のエビデンス―と実践のこつ－.筑後救
急集中治療フォーラム 2012.8 福岡

小谷穣治.震災時の救急対策.ABC ラジオ

健やかライフ 2012.9 大阪

久保山一敏.病院の災害訓練を考える兵庫医科大学の経験と工夫.兵庫県立加古川医
療センター講演会

2012.9 加古川

小谷穣治.Surviving sepsis campaign guidelines と抗凝固療法～本邦と海外の比
較～.（特別講演）山口東部地区 DIC 講演会 2012.9 周南

小谷穣治.初期輸液治療における低侵襲モニタリングの有用性.（特別講演）淡路モ
ニタリングセミナー

2012.9

洲本

小谷穣治.生態侵襲時におけるボリューム評価と管理
ション

敗血症. （ＡＲＳディスカッ

ミニレクチャー）第４回近畿救急モニタリング研究会 2012.9 大阪

中尾篤典，小谷穣治.水素水は魔法の水か？水素水の効果とその検証.第 16 回 CCM
輸液・栄養研究会 2012.10 東京

小谷穣治.初期輸液治療における低侵襲モニタリングの有用性 . (特別講演)山口救
急・集中治療セミナー

2012.11 山口

小谷穣治.重症患者の栄養管理

―エビデンスに基づいた理論と実践のための工夫

―.山梨県立中央病院第 3 回栄養療法研究会 2012.11 甲府

小谷穣治.重症患者の栄養治療

エビデンスの整理と実践における工夫 . （特別講

演）福岡救急集中治療栄養療法研究会 2012.11 福岡
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