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論文・著書

カテ室のコメディカルスタッフが知っておきたい採血データの見
方

小川亞弓
全国循環器撮影研究会誌 2018 no30

ARIA-OIS(Oncology Information System) による治療情報
システム構築・運用の実際

樽谷和雄
Innervision 2018.12 page78-79 ( 株 ) インナービジョン

講演会やテレビ出演

下肢領域の解剖と重症度分類について
小川亞弓

Osaka Heart Confarence 2018.3.10 大阪市

Hybrid-OR における画像支援
小川亞弓

関西 IVR 撮影技術研究会 第 122 回定例会 2018.5.27 大阪市

冠動脈の解剖 ～心臓を立体的に理解しよう～
小林　潤

KIC Live Demonnstration 2018 co-medical session 2018.6.1 三田市

EVT に必要な解剖学的知識とアンギオ所見
小川亞弓

TACR 第 4 回循環器チーム医療研究会 2018.6.9 大阪市

放射線治療の QA/QC
樽谷和雄

日本放射線治療専門放射線技師認定機構 2018.7.14 大阪市

ARIA-OIS(Oncology Information System) による治療情報
システム構築・運用の実際

樽谷和雄
2018 VARIAN seminar 2018.7.21 東京都

『TG218  
～ IMRT 検証法と許容値に関する AAPM の推奨～』

樽谷和雄
放射線治療かたろう会 2018.9.8 高槻市

座長を務めた学会・研究会

小川亞弓
関西 IVR 撮影技術研究会 第 121 回定例会 2018.1.27 大阪市

論文・著書

肺炎に対する PMX-DHP 症例のまとめ
高松純平、松田知也、福原　彩、姜　晋求

エンドトキシン血症救命治療研究会誌 22(1):201-204,2018

学会発表

地域中核病院における災害経験とその後
高松純平

事業継続シンポジウム 2018.1.19 大阪市

肺炎に対する PMX 症例のまとめ
高松純平、豊島　拓

第 22 回エンドトキシン血症救命治療研究会 2018.1.20 東京都

敗血症性ショックをきたしたグラム陽性菌由来の頸部・縦隔ガス
壊疽に対して PMX-DHP を行った 1 例

豊島　拓、高松純平
第 22 回エンドトキシン血症救命治療研究会 2018.1.20 東京都

救急領域における NPWT
伏見聖子

第 8 回近畿救急局所陰圧閉鎖療法研究会 2018.1.20 大阪市

脳出血後遺症のために敗血症性ショック・DIC を伴った誤嚥性
肺炎の症例

工藤　輝
第 2 回阪神救急疾患カンファレンス 2018.2.1 尼崎市

診療看護師の役割 ‐DVT 早期発見・早期治療への関わり‐
伏見聖子

inovate 2018.2.3 岡山市

尿路感染症に対する PMX 症例のまとめ
高松純平、福原　彩、姜　晋求

第 45 回日本集中治療医学会総会 2018.2.21-23 東京都

敗血症における抗 MRSA 薬の使用について
福原　彩、姜　晋求、高松純平

第 45 回日本集中治療医学会総会 2018.2.21-23 東京都

人工呼吸器離脱困難例に対する HCU での取り組み～偶発性低
体温症由来の ARDS を経験して～

森川和恵、阿部恵利、奥平さよ、三重野明美、正垣淳子、福原　彩、
姜　晋求、高松純平

第 45 回日本集中治療医学会総会 2018.2.21-23 東京都

2 度の門脈ガス血症において、一時閉腹として陰圧閉鎖療法を
行なっている間に腸管切除の適応を判断した 1 例

今井淳裕、高松純平
第 54 回日本腹部救急医学会総会 2018.3.8-9 東京都

拡散強調ＭＲＩ画像で多発する囊胞から感染性肝嚢胞を同定で
き、ドレナージすることができた 1 例

仁科勇佑、高松純平
第 54 回日本腹部救急医学会総会 2018.3.8-9 東京都

●●
●● 救急部●●

●● 中央放射線部
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腹腔内感染症に対する PMX 症例のまとめ
高松純平、今井淳裕、仁科勇佑

第 54 回日本腹部救急医学会総会 2018.3.8-9 東京都

Acute care surgery における ER・ICU で従事する看護師の
役割

崎園雅栄、高松純平
第 10 回 Acute Care Surgery 学会学術集会 2018.9.14-15 仙台市

敗血症性ショックの治療におけるβ-blocker の位置づけについ
て 
～糞便性イレウスによる敗血症を経験して～

藤田岳史、松田知也、姜　晋求、福原　彩、山長　修、高松純平
第 3 回β blocker focus meeting 2018.9.21 尼崎市

DCS として NPWT による一時的閉胸術を行った重症胸部外傷
の 1 例

松田知也、高松純平
第 46 回日本救急医学会総会 2018.11.19-21 横浜市

講演会やテレビ出演

クリティカルケアの実際
山下　愛

神戸大学医学部看護学科講義 2018.4.18 神戸市

座長を務めた学会・研究会

高松純平
第 2 回阪神救急疾患カンファレンス 2018.2.1 尼崎市

高松純平
第 3 回阪神救急疾患カンファレンス 2018.8.30 尼崎市

高松純平
第 2 回β blocker focus meeting 2018.9.21 尼崎市

学会発表

心臓肉腫の 1 例
後藤孝吉、由谷親夫、永野輝明、吉村道子、佐藤由季、山内亮平、

真野敏昭
大阪病理研究会 2018.6.10 吹田市

多発肺転移を呈した子宮体部腫瘍の 1 例
朴　鐘建、永野輝明、後藤孝吉、吉村道子

大阪病理研究会 2018.10.22 吹田市

●●
●● 病理診断科




