
島根大学医学部Acute Care Surgery講座　学会発表業績

No. 発表者 タイトル 学会名 発表分類 年 月日 場所(都市） 会場

1

渡部広明、比良英司、井戸

口孝二、萩原靖、水島靖

明、松岡哲也

重症頭部外傷を伴う多発外傷における脳神経外科医と外傷医との

チーム連携～Beyond the standard：スタンダードを超えたハイブリッド

初療連携～

日本脳神経外傷学

会
シンポジウム 2016 2月27日 仙台 仙台国際センター

2 Hiroaki Watanabe

Clinical effect of circulatory management using fluid responsiveness

in patients with severe multiple traumas: Effort of stroke volume

variation

KSACS symposium 2016 4月8日 Busan Bexco

3

渡部広明、比良英司、中尾

彰太、井戸口孝二、水島靖

明、松岡哲也

効果的な外傷外科修練体制に必要なものは何か？～「2つの集約」と

「２つのトレーニング体制」～

第116回日本外科学

会

パネルディス

カッション
2016 4月16日 大阪 大阪国際会議場

4

比良英司、渡部広明、中尾

彰太、井戸口孝二、水島靖

明、松岡哲也

重症多発外傷における集学的治療戦略
第116回日本外科学

会
ワークショップ 2016 4月14日 大阪 大阪国際会議場

5

渡部広明、荻田和秀、後藤

摩耶子、前中隆秀、中尾彰

太、安達晋吾、泉野浩生、

比良英司、水島靖明、松岡

哲也

 新たな周産期初期診療トレーニングコース〜 Perinatal Critical Care

Course（PC3）〜

第19回日本臨床救

急医学会
ポスター 2016 5月13日 郡山 ビッグパレット福島

6
渡部広明、比良英司、下条

芳秀
外傷IVRに外傷外科医は何を求めているか？ 第45回日本IVR学会 シンポジウム 2016 5月28日 名護屋

ウェスティンナゴヤ

キャッスル

7 渡部広明 「JETEC」総論
第３０回日本外傷学

会
委員会企画 2016 5月31日 東京 ソラシティ

8

渡部広明，比良英司，井戸

口孝二、萩原靖，水島靖

明，松岡哲也

重症頭部外傷を伴う多発外傷における脳神経外科医と外傷医との

チーム連携～ Beyond the standard：スタンダードを超えたハイブリッド

初療連携～

第３０回日本外傷学

会
Joint Session 2016 5月31日 東京 ソラシティ

9
渡部広明、下条芳秀、比良

英司

Acute Care Surgery　～救急・外傷疾患に対する外科治療を専門とす

る新領域～

第９１回中国四国外

科学会
シンポジウム 2016 9月1日 高松 レクザムホール

10
下条芳秀、比良英司、渡部

広明
目指すべきAcute Care Surgery体制

第９１回中国四国外

科学会
シンポジウム 2016 9月1日 高松 レクザムホール

11 渡部広明
重症外傷を専門としたAcute Care Surgery～救急医学、外科学、集中

治療医学が融合した新たな診療領域～

第35回山陰救急医

学会
特別講演 2016 9月17日 米子

米子コンベンションセン

ター　ビッグシップ

12
比良英司、下条芳秀、渡部

広明

Acute Care Surgeryと専門診療科の連携構築～島根大学が提案する

Acute Care Surgeryの在り方～

第8回日本Acute

Care Surgery学会
シンポジウム 2016 9月24日 大阪 大阪国際会議場

13

成田麻衣子、比良英司、渡

部広明、井戸口孝二、水島

靖明、松岡哲也

26分間の開胸心マッサージを経て、良好な神経学的予後を得た鈍的

多発外傷の1例

第8回日本Acute

Care Surgery学会

パネルディス

カッション
2016 9月24日 大阪 大阪国際会議場

14 比良英司 Open addominal managementの標準術式
第8回日本Acute

Care Surgery学会
ワークショップ 2016 9月23日 大阪 大阪国際会議場

15 渡部広明 認定外科医に求められるDecision Making/Managemnet能力
第8回日本Acute

Care Surgery学会
ワークショップ 2016 9月24日 大阪 大阪国際会議場



16

中田孝明、中尾彰太、田中

久美子、增永直久、布施貴

司、成田麻衣子、渡部広

明、水島靖明、松岡哲也

ICTを用いた２つのシステム（病院前生態情報共有、医師集合要請）

の開発と検証

第４４回日本救急医

学会

パネル関連セッ

ション
2016 11月19日 東京

グランドプリンスホテル

新高輪・国際館パミール

17

後藤摩耶子、前中隆秀、泉

野浩生、安達晋吾、味村和

哉、中尾彰太、比良英司、

荻田和秀、渡部広明、松岡

哲也

防ぎ得た妊産婦死亡撲滅のためにPerinatal Critical Care Course
第４４回日本救急医

学会
口演 2016 11月19日 東京

グランドプリンスホテル

新高輪・国際館パミール

18 下条芳秀 目指すべきAcute Care Surgery体制
第1回島根外傷診療

フォーラム
口演 2017 1月24日 出雲

ツインリーブスホテル出

雲

19 渡部広明
外傷診療における初期蘇生と集中治療～集中治療医が知っておくべ

き外傷外科管理の基礎知識～

日本集中治療医学

会第1回中国・四国

支部学術集会

地方会セミナー 2017 2月18日 高松 サンポートホール高松

20
比良英司、下条芳秀、渡部

広明

Acute Care Surgeonの育成～Acute Care Surgeryの専門性を重視し

た教育体制～

第53回日本腹部救

急医学会
シンポジウム 2017 3月2日 横浜 パシフィコ横浜

21
下条芳秀、比良英司、渡部

広明
島根大学におけるAcute Care Surgery診療システムの構築

第53回日本腹部救

急医学会
シンポジウム 2017 3月2日 横浜 パシフィコ横浜

22 渡部広明
より効果的な外傷外科手術シミュレーション教育を目指して　～

JATECからSSTTへ～

第12回日本シミュ

レーション学会
共催セミナー 2017 3月18日 出雲 島根大学医学部

23 渡部広明 日本外科学会外傷講習会　コース２：治療戦略
第117回日本外科学

会
外傷講習会 2017 4月28日 横浜 パシフィコ横浜

24 木谷昭彦 腹膣鏡下肝後区域切除術の定型化に向けて
第71回手術手技研

究会
2017 5月26日 名古屋 名古屋国際会議場

25 室野井智博 ナファゾリン含有消毒薬による中毒の現状

第20回日本臨床救

急医学会総会・学術

集会

パネルディス

カッション
2017 5月27日 江東区 東京ビッグサイト

26 渡部広明
地方でどのように外傷センターを構築するか？-高度外傷センターで

の取り組みと提言-

第31回日本外傷学

会総会・学術集会

パネルディス

カッション
2017 6月2日 横浜 パシフィコ横浜

27 岡和幸
 心停止に陥った左外傷性血胸に対し Damage Control Surgery を施

行した１救命例

第31回日本外傷学

会総会・学術集会
特別企画 2017 6月2日 横浜 パシフィコ横浜

28 下条芳秀
島根大学医学部 Acute Care Surgery 講座 / 島根大学医学部附属病

院高度外傷センター

第31回日本外傷学

会総会・学術集会
特別企画 2017 6月2日 横浜 パシフィコ横浜

29 比良英司 救命センター隣接型外傷センターにおける Hybrid ER 構想
第31回日本外傷学

会総会・学術集会

パネルディス

カッション
2017 6月2日 横浜 パシフィコ横浜

30 渡部広明
重症多発外傷診療における他科・他職種連携～外傷診療における新

たな取り組み～

第42回日本外科系

連合学会学術集会
ワークショップ 2017 6月29日 徳島 あわぎんホール


