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研究概要

救急医学分野では研究テーマを「ショック・虚血再灌流に続発する臓器障害発生の機序解明」と設定し，外科，脳外科，
整形外科，集中治療，熱傷，中毒，災害医学をサブスペシャリティーに持つ各グループが，幅広い学術研究・学会・論
文発表を行った．
・外傷外科領域： IABOを使用した止血，staged laparotomyや open abdominal managementなど，重症外傷患者
に対する戦略的治療手法に関する研究を進め報告を行った．
・脳神経外科領域：文部科学省や厚生労働省からの科学研究費等の複数の助成を受け，重症脳血管障害，頭部外傷，蘇
生後脳症および脳死や終末期医療に関して臨床的，基礎的研究を行ない，多くの成果を学会で発表した．特に，重症頭
部外傷研究では，早期低体温療法導入の効果に関する国内外の多施設共同研究を当講座主導で開始するなど，頭蓋内病
態把握および予後改善を目指した研究を推進している．
・集中治療領域：重症病態に併発する呼吸不全，循環動態に関するモニタリングおよび管理指標に関する研究・発表を
行った．また，熱中症の発生状況の分析や対策に関する報告など，熱中症全国調査に基づく研究発表や社会に対する啓
発活動を行った．
・災害医療領域：ドクターカー運用データベース作成や多数傷病者対応・テロ・事態対応など，本学が推進する積極的
な病院前救急医療を行うためのシステム構築に関する研究から実際の活動まで，幅広い研究発表を行った．
・基礎研究領域：文部科学省科学研究費を受け研究を行った．全身性炎症反応・臓器障害を引き起こすメディエータを
運ぶ腸管リンパ液中のマイクロ RNA中の役割に関する研究にて，また，新たに作成した電磁波による実験頭部外傷モ
デルを使用した研究にて当分野大学院生が学位論文を作成した．

研究業績

論　文

(1) 原著:

1) Gajavelli S1), Shimoda S1), Diaz J1), Yokobori S, Spurlock M1), Diaz D1), Jackson C1), Wick A1), Zhao
W1), Leung L1), Shear D1), Tortella F1), Bullock M1)(1)Department of Neurosurgery, University of Miami
Milelr School of Medicine, Miami, FL, USA): Glucose and oxygen metabolism after penetrating ballistic-like
brain injury.　 J Cereb Blood Flow Metab.　 2015; 35(5):773-80.

2) Igarashi Y, Matsuda Y, Fuse A, Ishiwata T, Naito Z, Yokota H: Pathophysiology of microwave-induced
traumatic brain injury.　 Biomed Rep.　 2015; 3(4):468-472.

3) Yamaguchi M, Okamoto K, Kusano T, Matsuda Y, Suzuki G, Fuse A, Yokota H: The Effects of Xanthine
Oxidoreductase Inhibitors on Oxidative Stress Markers following Global Brain Ischemia Reperfusion Injury
in C57BL/6 Mice.　 Plos one　 2015; .

4) 荒木 尚 1), 横田 裕行, 市川 光太郎 1)(1)日本小児救急医学会脳死問題検討委員会): Simulation-based training
for determination of brain death by pediatric healthcare providers.　 Springerplus　 2015; 4(412).

5) Yokobori S, Yamaguchi M, Igarashi Y, Hironaka K, Onda H, Kuwamoto K, Araki T, Fuse A, Yokota H:
Outcome and Refractory Factor of Intensive Treatment for Geriatric Traumatic Brain Injury：Analysis of
1,165 cases registered in the Japan Neurotrauma Data Bank.　World Neurosurg.　 2016; 86:127-133.

6) 横堀將司, ShyamG1), RossB1), 山口昌紘, 五十嵐豊, 橋詰哲広, 井上泰豪, 恩田秀賢, 荒木 尚, 布施 明, 横田裕行
(1)Department of Neurosurgery, University of Miami Miller School of Medicine, FL, USA): 重症頭部外傷に
おける Perfluorocarbonを用いた脳蘇生の有効性と限界.　脳死・脳蘇生　 2015; 27(2):63-70.

7) 檀 直彰 1), 小島原典子 1), 赤羽晃寿 1), 大久保ゆかり 1), 横田裕行 1), 猪狩和子 1), 稲葉貴子 1), 福下公子 1), 大
澤秀一 1), 鄭 東孝 1), 山田千津子 1), 山口いづみ 2)(1)東京都医師会次世代医師育成委員会, 2)東京都医師会理
事): 若手医師のキャリア形成の障壁と支援.　日本医師会雑誌　 2015; 144(7):1466-1470.

(2) 総説:
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　 1) Gajavelli S1), Sinha V1), Mazzeo A1), Spurlock M1), Lee S1), Ahmed A1), Yokobori S, Bullock R1)(1)Department
of Neurosurgery, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL, USA): Evidence to support
Mitochondrial Neuroprotection, in severe Traumatic Brain Injury. Journal of Bioenergetics and Biomem-
branes.　.J Bioenerg Biomembr　 2015; 47(1-2):133-48.

　 2) Yokobori S, Zhang Z1), Moghieb A1), Mondello S1), Gajavelli S1), Dietrich W1), Bramlett H1), Hayes R1),
Wang K1), Bulock R1)(1)Department of Neurosurgry, University of Miami Miller School of Medicine, Mi-
ami, FL, USA): Acute diagnostic biomarkers for spinal cord injury：review of the literature and preliminary
research report.　World Neurosurg. 　 2015; 83(5):867-78.

　 3) Araki T, Yokota H, Fuse A: Brain Death in Pediatric Patients in Japan：Diagnosis and Unresolved Issues.
　 Neurologia medico-chirurgica　 2016; 56(1):1-8.

　 4) 横田裕行: 脳の検査.　 NHKテレビテキストきょうの健康 5月号　 2015; (326):78-81.

　 5) 荒木 尚, 横田裕行: 小児救急と脳死.　小児科　 2015; 56(4):405-412.

　 6) 荒木 尚, 横田裕行: 小児の脳死：重篤な意識障害の子どもたちを支える脳死学の在り方を求めて.　脳死・脳蘇生
　 2015; 27(2):55-62.

　 7) 横田裕行: 重症化を防ぐ！　熱中症対策.　 NHKテレビテキストきょうの健康 8月号　 2015; (329):102-105.

　 8) 横田裕行: 知っておきたい熱中症対策.　読売家庭版 8月号　 2015; (608):18-19.

　 9) 五十嵐豊: 頭部外傷の輸液管理　その常識は正しいか？急性脳浮腫を含む（Q&A/特集）.　救急・集中治療［病
態ごとの輸液管理：その常識は正しいか？」　 2015; 27(9-10):812-818.

　 10) 高山守正 1,2), 下川智樹 3), 横田裕行, 吉野秀朗 4)(1) 東京都 CCU 連絡協議会, 2) 榊原記念病院循環器内科,
3) 帝京大学附属病院心臓血管外科, 4) 杏林大学病院循環器内科): 急性大動脈スーパーネットワーク平成 25 年
（2013）の集計.　 ICUと CCU　 2015; 39(別冊号):8-14.

　 11) 横堀將司: 脳酸素代謝モニター,マイクロダイアリシス.　救急医学　 2016; 40(1):57-64.

　 12) 桑本健太郎, 横田裕行: Onset to Door 時間短縮に向けて：プレホスピタルの課題. 　分子脳血管病　 2016;
15(1):43-47.

　 13) 横田裕行: 救急・集中治療の終末期：3学会合同ガイドライン.　日本臨床　 2016; 74(2):345-351.

　 14) 横田裕行: 救急・集中治療の終末期医療に関するガイドライン：3学会合同ガイドラインからの提言.　エマー
ジェンシー・ケア　 2016; 29(2):34-40.

　 15) 荒木 尚, 横田裕行: わが国の脳死判定と最新事情.　脳神経外科速報　 2016; 26(3):271-278.

　 16) 横堀將司, 山口昌紘, 五十嵐豊, 亦野文宏 1), 廣中浩平 1), 恩田秀賢, 桑本健太郎, 荒木 尚, 布施 明, 森田明夫 1),
横田裕行 (1)日本医科大学付属病院脳神経外科): Neurological emergencyにおけるモニタリングと急性期治療
戦略.　脳神経外科ジャーナル　 2016; 25(3):220-228.

(3) 症例報告:

　 1) Araki T, Miyauchi M, Suzaki M, Wakakuri H, Kirinoki S, Onodera N, Saigusa T, Tanaka A, Hyodo H,
Ohara T, Kawai M, Yasutake M, Yokota H: Gymnastic Formation-related Injury to Children in Physical
Education.　 J Nippon Med Sch　 2015; 82(6):295-299.

　 2) Mine T1), Murata S1), Yasui D1), Yokota H, Tajima H2), Kumita S1)(1)Department of Radiology, Nippon
Medical School, 2)Center for Minimally Invasive Treatment, Nippon Medical School): Glue Embolization of
a Blunt Traumatic Hepatic Arteriovenous Fistula under Inflow and Outflow Control.　 Journal of Nippon
Medical School　 2016; 83(1):27-30.

　 3) 木村徳宏, 井上泰豪, 金谷貴大, 中尾淳一, 萩原純, 小原良規, 横堀將司, 金史英, 増野智彦, 横田裕行: Edwardsiella
tarda による重症軟部組織感染から敗血症性ショックを呈した 1 例. 　エンドトキシン血症救命治療研究会誌　
2015; 19(1):98-105.

　 4) 吉田文哉, 五十嵐豊, 廣瀬和俊, 松本典子, 松居亮平, 吉田良太朗, 本健太郎, 塚本剛志, 増野智彦, 辻井厚子, 新
井正徳, 横田裕行: 気腫性腎盂腎炎に対して高気圧酸素療法を施行した 1例.　日本救急医学会関東地方会雑誌　
2015; 36(2):400-403.

　 5) 萩原 純, 金 史英, 井上泰豪, 石井浩統, 横堀將司, 増野智彦, 宮内雅人, 新井正徳, 辻井厚子, 横田裕行: 著明な高
トリグリセリド血症を伴った重症急性膵炎の 1例.　日本救急医学会関東地方会雑誌　 2015; 36(2):371-374.

　 6) 寺岡晋太郎, 恩田秀賢, 吉野雄大, 池田慎平, 笠井華子, 白銀一貴, 石井浩統, 片桐美和, 増野智彦, 宮内雅人, 横田裕
行: 経過中にたこつぼ型心筋症を発症した熱中症の 1例.　日本救急医学会関東地方会雑誌　 2015; 36(2):287-289.
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　 7) 池田慎平, 吉野雄大, 笠井華子, 松居亮平, 吉田良太朗, 萩原 純, 石井浩統, 片桐美和, 増野智彦, 金 史英, 新井正
徳, 圷 宏一 1), 横田裕行 (1)日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科): 外傷性胸部大動脈損傷に対して保存的
治療を選択した 1例.　日本救急医学会関東地方会雑誌　 2015; 36(2):259-261.

(4) 追加分総説:

　 1) 増野智彦: ECMOトランスポート.　救急・集中治療　 2014; 26(11.12):1472-1477.

　 2) 荒木 尚: Abusive Head Trauma；虐待による頭部外傷.　小児看護　 2015; 38(5):555-560.

著　書

　 1) 金 史英,横田 裕行: [分担 ]手術関連薬.　 Pocket Drugs 2016, 2016; pp 815-816, 医学書院.

　 2) 横田 裕行: [分担 ]法的脳死判定　.　公衆衛生がみえる 2016－ 2017, 2016; pp 105-105, メディックメディア.

　 3) 荒木 尚: [分担 ]頭部外傷.　内科・小児科研修医のための小児救急治療ガイドライン改訂第 3版 (市川光太郎),
2015; pp 384-394, 診断と治療社.

　 4) 横田裕行: [分担]救急医療における終末期医療.　臓器移植とそのコーディネーション：基礎から応用まで (監修：
寺岡　慧．編集：高原史郎，福嶌教偉，横田裕行，芦刈淳太郎，小中節子), 2015; pp 348-353, 日本医学館.

　 5) 横田裕行: [分担 ]脳死.　臓器移植とそのコーディネーション：基礎から応用まで (監修：寺岡　慧．編集：高原
史郎，福嶌教偉，横田裕行，芦刈淳太郎，小中節子), 2015; pp 354-361, 日本医学館.

　 6) 荒木 尚,横田裕行: [分担]小児の脳死：現状と課題.　小児脳神経外科学 改訂第 2版 (坂本博昭，山崎麻美), 2015;
pp 1058-1064, 金芳堂.

　 7) 荒木 尚: [分担 ]熱中症.　今日の小児診療指針第 16版 (水口雅，市橋光，崎山弘), 2015; pp 23-24, 医学書院.

　 8) 横田裕行: [分担 ]意識障害の病態.　 PCECガイドブック 2016(【監修】日本臨床救急医学会　【編集協力】日
本救急医学会・日本神経救急学会　【編集】PCEC・PSLS改訂小委員会), 2015; pp 11-15, へるす出版.

　 9) 横堀將司,横田裕行: [分担 ]重症頭部外傷と血液凝固異常.　 Annual Review 2016 神経 (【編集】鈴木則宏，祖
父江元，荒木信夫，宇川義一，川原信隆), 2016; pp 158-164, 中外医学社.

　 10) 辻井厚子: [分担]失神患者の指針.　救急・集中治療最新ガイドライン (【編集】岡元和文), 2016; pp 58-64, 総
合医学社.

　 11) 金 史英,横田裕行: [分担 ]止血薬.　 Pocket Drugs 2016, 2016; pp 823-824, 医学書院.

　 12) 横堀將司,横田裕行: [分担 ]頭頸部外傷.　救急・集中治療医学レビュー 2016-′17(【監修】島崎修次，前川剛志
　【編集】岡元和文，横田裕行), 2016; pp 174-181, 総合医学社.

　 13) 荒木 尚: [ 分担 ] 小児救急疾患・外傷：小児頭部外傷患者における CT 撮影の適応ー NICE2014 とバイオマー
カーの応用ー.　救急・集中治療医学レビュー 2016-′17(【監修】島崎修次，前川剛志　【編集】岡元和文，横田
裕行), 2016; pp 235-242, 総合医学社.

　 14) 恩田秀賢: [分担]ICP+脳低温療法の術後の管理.　外傷の術後管理のスタンダードはこれだ！, 2016; pp 21-29,
羊土社.

　 15) 横田裕行: [分担 ]臓器移植法.　公衆衛生がみえる 2016-2017, 2016; pp 106-108, メディックメディア.

　 16) 横堀將司,横田裕行: [分担]頭部外傷.　ナースのための救急・集中治療医学レビュー 2014-′15：看護の現場でど
う活かすか (看護監修：道又元裕．医学監修：島崎修次，前川剛志．医学編集：岡元和文，横田裕行), 2015; pp
137-143, 総合医学社.

　 17) 増野智彦: [翻訳 ]事態対処医療要員の安全と健康.　事態対処医療 Tactical Medicine Essential (布施明，齋藤
大蔵), 2015; pp 16-27, へるす出版.

　 18) 増野智彦: [ 翻訳 ] ショックの管理. 　事態対処医療 Tactical Medicine Essential(布施明，齋藤大蔵), 2015; pp
195-202, へるす出版.

　 19) 横田 裕行: [編集 ]臓器移植とそのコーディネーションー基礎から応用までー.　臓器移植とそのコーディネー
ションー基礎から応用までー (監修：寺岡慧．編集：高原史郎，福嶌教偉，横田裕行，芦刈淳太郎，小中節子),
2015;, 日本医学館.

　 20) 横田裕行: [編集 ]ナースのための救急・集中治療医学レビュー 2014-′15：看護の現場でどう活かすか.　ナース
のための救急・集中治療医学レビュー 2014-′15：看護の現場でどう活かすか (看護監修：道又元裕．医学監修：
島崎修次・前川剛志．医学編集：岡元和文・横田裕行), 2015;, 総合医学社.
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学会発表

(1) 一般講演:

　 1) Gajavelli S1), Spurlock M1), Ahmed A1), Rivera K1), Yokobori S2), Leung L1), Shear D1), Tortella F1),
Hazel T1), Bullock R(1)Department of Neurosurgery, University of Miami Miller School Of Medicine, Miami
FL USA, 2)Department of Emergency and Critical Care Medicine, Nippon Medical School, Tokyo, Japan):
Survival and Biodistribution of human fetal neural stem cell transplantation in penetrating ballistic brain
injury（PBBI）.. National Neurotrauma Symposium 2015(Santa Fe, USA.), 2015.6.

　 2) 大西志麻 1), 齋藤伸行 1), 八木貴典 1), 近田祐介 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1)日本医科大学千葉北総
病院救命救急センター): 小児における外傷重症度と養育状況の関連性についての検討. 日本救急医学会総会・学
術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 3) Araki T, Yokota H: Simulation-based training in determination of brain death for organ donation in children.
The 57th Annual meeting of the Japanese Society of Child Neurology(Osaka), 2015.5.

　 4) 横堀將司, 山口昌紘, 五十嵐豊, 亦野文宏, 井上泰豪, 恩田秀賢, 桑本健太郎, 荒木 尚, 布施 明: Neurological
Emergencyにおけるモニタリングと急性期治療戦略. 日本脳神経外科コングレス総会（第 35回）(横浜), 2015.5.

　 5) 坂本和嘉子, 増野智彦, 塚本剛志, 朝倉隆之, 趙 東威, バニャータンナイン, 瀧澤俊広, 横田裕行: 正常ラット腸間
膜リンパ液中の miRNAの網羅的発現解析. 日本 Shock学会総会（第 30回）(東京), 2015.5.

　 6) 恩田秀賢, 山口昌紘, 五十嵐豊, 井上泰豪, 廣中浩平, 横堀將司, 桑本健太郎, 荒木 尚, 布施 明, 横田裕行: 当施設
における静注用抗けいれん薬使用経験. 日本神経救急学会学術集会（第 29回）(秋田), 2015.6.

　 7) 片桐美和, 石井浩統, 萩原 純, 萩原令彦, 吉田良太朗, 松居亮平, 池田慎平, 増野智彦, 金 史英, 辻井厚子, 新井正
徳, 横田裕行: 治療に難渋したバイク事故による主膵管断裂の 1例. 日本交通科学学会総会・学術講演会（第 51
回）(秋田), 2015.6.

　 8) 塚本剛志, 吉田文哉, 川井 真, 横田裕行: 棟施設における頚椎 SCIWORA症例の検討. 日本外傷学会総会・学術
集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 9) 中江竜太 1), 高山泰広, 本健太郎, 直江康孝 1), 佐藤秀貴, 横田裕行 (1) 川口市立医療センター救命救急セン
ター): Talk and Deteriorateの経過を呈した頭部外傷患者における D-dimerの検討. 日本外傷学会総会・学術
集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 10) 服部 陽 1), 本村友一 1), 平林篤志 1), 安松比呂志 1), 飯田浩章 1), 益子一樹 1), 林田和之 1), 八木貴典 1), 齋藤
伸行 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行, 富永 茂 2), 西本哲也 3)(1)日本医科大学千葉北総病院救命救急セン
ター, 2)日本大学理工学部, 3)日本大学工学部): 交通事故実態調査に基づいたシートベルト損傷の予測因子に関
する検討. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 11) 平林篤志 1), 飯田浩章 1), 瀬尾卓生 1), 本村友一 1), 益子一樹 1), 八木貴典 1), 齋藤伸行 1), 原 義明 1), 松本 尚
1), 横田裕行 (1)日本医科大学千葉北総病院救命救急センター): 不安定型骨盤輪骨折の病院前診断の必要性につ
いて. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 12) 苛原隆之, 佐藤格夫 1), 諸江雄太 2), 福田令雄 2), 磐井佑輔 2), 畝本恭子 2), 横田裕行 (1)京都大学大学院医学
研究科初期診療・救急医学分野, 2)日本医科大学多摩永山病院救命救急センター): 外傷診療における IABOの
有用性：自験例と文献レビュー. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 13) 横堀將司, 横山瑞恵 1), 山崎直人 1), 斉藤徳子 1), 池田慎平, 山口昌紘, 五十嵐豊, 亦野文宏, 井上泰豪, 恩田秀賢,
本健太郎, 荒木 尚, 増野智彦, 布施 明, 横田裕行 (1)日本医科大学付属病院看護部): 重症脳損傷に対する温度

管理：Management Failure 解析とチームアプローチの試み. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札幌),
2015.6.

　 14) 本健太郎, 金子純也 1), 武原章子 1), 谷 将星 1), 畝本恭子 1), 横田裕行, 横堀將司, 恩田秀賢, 荒木 尚 (1)日
本医科大学多摩永山病院救命救急センター): 多発外傷に対する前頭蓋底骨折の手術治療の検討. 日本外傷学会総
会・学術集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 15) 片桐美和, 石井浩統, 萩原 純, 吉田良太朗, 松居亮平, 辻井厚子, 増野智彦, 新井正徳, 金 史英, 横田裕行: 当院に
おける外傷性脾損傷例の検討. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 16) 松居亮平, 金 史英, 吉野雄大, 池田慎平, 石井浩統, 片桐美和, 横田裕行: Primary surveyで早期発見し得た腹部
外傷の 1例. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札幌), 2015.6.
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　 17) 吉田良太朗, 吉野雄大, 吉田文哉, 山村英治 1), 遠藤広史 1), 菊池広子 1), 本健太郎, 塚本剛志, 金 史英, 松田
潔 1), 横田裕行 (1)日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター): FAST, CTでの診断が困難であった致死的な
鈍的心損傷の 1例. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 18) 安松比呂志 1), 益子一樹 1), 服部 陽 1), 瀬尾卓生 1), 阪本太悟 1), 岡田宏一 1), 中山文彦 1), 本村友一 1), 飯田
浩章 1), 林田和之 1), 八木貴典 1), 齋藤伸行 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1)日本医科大学千葉北総病院
救命救急センター): 重症胸部外傷に合併した心ヘルニアの 1症例. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札
幌), 2015.6.

　 19) 稲毛俊介 1), 岡田 慧 1), 小松友梨香 1), 杉山未緒 1), 恩田秀賢, 横堀將司, 本健太郎, 布施 明, 片山志郎 1), 横
田裕行 (1)日本医科大学付属病院薬剤部): 3次救急医療施設に搬送された抗血小板薬および抗凝固薬に関連した
脳出血患者に関する検討. 日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18回）(富山), 2015.6.

　 20) 山田真吏奈 1,4), 松田明久 2), 千葉知宏 3), 相磯貞和 4), 増野智彦, 松本 尚 1), 宮下正夫 2), 横田裕行 (1)日本
医科大学千葉北総病院救命救急センター, 2)日本医科大学千葉北総病院外科, 3)杏林大学医学部病理学教室, 4)
慶應義塾大学医学部解剖学教室): 脳神経障害に対する S14G-Humaninの効果. 日本脳死・脳蘇生学会総会・学
術集会（第 28回）(名古屋), 2015.7.

　 21) 谷 将星 1), 金子純也 2), 武原章子 2), 石ノ神小織 2), 畝本恭子 2), 荒木 尚, 横田裕行 (1)会津中央病院救命救急
センター, 2)日本医科大学多摩永山病院救命救急センター): 比較的良好な予後を得ることができた小児の窒息に
よる心肺停止の 1例. 日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会（第 28回）(名古屋), 2015.7.

　 22) 吉田文哉, 陰山慎平, 足立国大, 廣瀬和俊, 山口昌紘, 松本典子, 山名英俊, 五十嵐豊, 松居亮平, 萩原令彦, 吉田良
太朗, 浩中浩平, 石井浩統, 恩田秀賢, 桑本健太郎, 他 5: 高気圧酸素治療が有効であった気腫性感染症の 2症例.
日本臨床高気圧酸素・潜水医学会学術集会・総会（第 12回）(東京), 2015.7.

　 23) 柴田あみ 1), 齋藤伸行 1), 八木貴典 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1)日本医科大学千葉北総病院救命救
急センター): 頭部外傷における repeatCT及びMRI検査の意義. 日本集中治療医学会関東甲信越地方会（第 24
回）(東京), 2015.8.

　 24) 新井正徳, 金 史英, 萩原 純, 石井浩統, 松居亮平, 萩原令彦, 吉野雄大, 増野智彦, 辻井厚子, 横田裕行: 閉腹困難
なAbdominal sepsisに対する閉腹法の検討. 日本Acute Care Surgery学会学術集会（第 7回）(福岡), 2015.10.

　 25) 横堀將司, 横山瑞恵 1), 山崎直人 1), 斉藤徳子 1), 北村さやか 1), 山口昌紘, 五十嵐豊, 廣中浩平, 恩田秀賢,
桑本健太郎, 荒木 尚, 布施 明, 横田裕行 (1) 日本医科大学付属病院　看護部): 重症脳損傷に対する Targeted
Temperature Management：チームアプローチの重要性. 日本脳神経外科学会第 74回学術総会 (札幌), 2015.10.

　 26) 藤木 悠 1), 鈴木雅規 1), 亦野文宏 1), 國保倫子 1), 大村朋子 1), 梅岡克哉 1), 金 景成 1), 小南修史 1), 水成隆之
1), 横田裕行, 小林士郎 1)(1)日本医科大学千葉北総病院脳神経外科): 急性期血栓回収療法施行例における治療
時間の検討. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 27) 新井正徳, 金 史英, 萩原 純, 石井浩統, 松居亮平, 萩原令彦, 田山英樹, 増野智彦, 小山 敦 1), 土佐亮一 2), 横田
裕行 (1)いわき市立総合磐城共立病院, 2)会津中央病院): Open abdomenを要した破裂性腹部大動脈瘤に対す
る両側腹直筋鞘前葉反転法の長期合併症の検討. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 28) 布施 明, 坂 慎弥 1), 布施理美, 立澤裕樹 1), 小川理郎 2), 田山英樹, 荒木 尚, 金 史英, 宮内雅人, 横田裕行 (1)
株式会社プラスアルファ・コンサルティング, 2)日本体育大学保健医療学部救急医療学科): SNSにおける熱中症
の共起ワードと熱中症搬送者数との関係性についての検討. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京),
2015.10.

　 29) 柴田あみ 1), 齋藤伸行 1), 八木貴典 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行, 市川頼子 1)(1)日本医科大学千葉北総
病院救命救急センター): ACCPガイドラインに準拠した静脈血栓塞栓症（VTE）予防プロトコルの有効性. 日
本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 30) 荒木 尚, 市川光太郎 1), 横田裕行 (1)日本小児救急医学会脳死問題検討委員会): 小児医療従事者に対する脳死
判定教育の試み. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 31) 荒木 尚, 横田裕行, 布施 明, 横堀將司, 桑本健太郎, 恩田秀賢, 五十嵐豊, 山口昌紘, 高山泰広 2), 佐藤秀貴 3), 北
薗雅敏 3), 森田明夫 1)(1)日本医科大学脳神経外科, 2)花と森の東京病院脳神経外科, 3)東京臨海病院脳神経外
科): 小児重症頭部外傷による頭蓋内圧亢進の治療選択と減圧開頭術の適応. 日本脳神経外科学会総会（第 74回）
(札幌), 2015.10.

　 32) 片桐美和, 石井浩統, 萩原 純, 萩原令彦, 吉田良太朗, 松居亮平, 増野智彦, 金 史英, 辻井厚子, 新井正徳, 横田裕
行: 術中大腸内視鏡にて切除範囲を決定した NOMIの 1例. 日本臨床外科学会総会（第 77回）(福岡), 2015.11.

　 33) 藤木 悠 1), 小南修史 1), 鈴木雅規 1), 久保田麻紗美 1), 亦野文宏 1), 大村朋子 1), 水成隆之 1), 横田裕行, 小林
士郎 1), 森田明夫 2)(1)日本医科大学千葉北総病院脳神経外科, 2)日本医科大学脳神経外科): 外傷性偽性脳動脈
瘤を伴った外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻の 2例. 日本脳神経外科救急学会（第 21回）(東京), 2016.1.
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　 34) 山名英俊, 石井浩統, 廣中浩平, 萩原令彦, 恩田秀賢, 増野智彦, 横田裕行, 根井貴仁 1)(1)日本医科大学付属病院
感染制御部): 高エンドトキシン血症を呈したレジオネラ肺炎の 1例. エンドトキシン血症救命治療研究会（第 20
回）(東京), 2016.1.

　 35) 山田真吏奈 1,4), 松田明久 2), 千葉知宏 3), 相磯貞和 4), 増野智彦, 松本 尚 1), 宮下正夫 2), 横田裕行 (1)日本
医科大学千葉北総病院救命救急センター, 2)日本医科大学千葉北総病院外科, 3)杏林大学医学部病理学教室, 4)
慶應義塾大学医学部解剖学教室): 重症敗血症モデルマウスにおける S14G-Humaninの効果. エンドトキシン血
症救命治療研究会（第 20回）(東京), 2016.1.

　 36) 宮内雅人, 増野智彦, 横田裕行: 塩素ガス中毒の 1例. 日本中毒学会東日本地方会第 30回学術集会 (東京), 2016.1.

　 37) 増野智彦, 山名英俊, 内海清乃, 藤本将友, 緒方翔一, 五十嵐豊, 萩原 純, 横堀將司, 布施 明, 横田裕行: 鬼怒川堤
防決壊に伴う洪水災害に対する現場救護所活動. 日本集団災害医学会総会・学術集会（第 21回）(山形), 2016.2.

　 38) 平林篤志 1), 本村友一 1), 益子一樹 1), 八木貴典 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1)千葉北総病院 救命救
急センター): 成田国際空港における航空機事故緊急活動計画の妥当性について. 日本集団災害医学会総会・学術
集会（第 21回）(山形), 2016.2.

　 39) 山名英俊, 増野智彦, 内海清乃, 藤本将友, 緒方翔一, 五十嵐豊, 萩原 純, 横堀將司, 布施 明, 横田裕行: 鬼怒川
堤防決壊に伴う病院避難時に発生した軽症者バス搬送中の患者急変. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東
京), 2016.2.

　 40) 金谷貴大, 桑原広輔, 萩原 純, 横堀將司, 吉田文哉, 塚本剛志, 増野智彦, 金 史英, 辻井厚子, 横田裕行: 肝硬変に
起因した十二指腸静脈瘤破裂の 1例. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東京), 2016.2.

　 41) 吉野雄大, 岩井健司, 松居亮平, 石井浩統, 萩原令彦, 萩原 純, 増野智彦, 金 史英, 新井正徳, 横田裕行: V-V
ECMOを導入し緊急手術を行った低酸素血症を伴う食道破裂の 1例. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東
京), 2016.2.

　 42) 吉野雄大, 山名英俊, 萩原 純, 横堀將司, 布施 明, 白石 淳 1), 村田希吉 1), 光銭大裕 1), 井上信明 2), 久野将宗
3), 小笠原智子 4), 小井土雄一 4), 織田 順 5), 大友康裕 1), 横田裕行 (1)東京医科歯科大学付属病院　救命救急
センター, 2)東京都立小児総合医療センター 救命救急科, 3)多摩永山病院 救命救急センター, 4)国立病院機構
災害医療センター 救命救急センター, 5)東京医科大学 救命救急センター): ドクターカーレジストリの作成，お
よびその検討. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東京), 2016.2.

　 43) 杉中宏司 1), 中山文彦 1), 本村友一 1), 益子一樹 1), 八木貴典 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1)千葉北
総病院 救命救急センター): CTで同定できなかった大腿骨複合骨折の 1例. 日本救急医学会関東地方会（第 66
回）(東京), 2016.2.

　 44) 寺岡晋太郎, 石井浩統, 恩田秀賢, 萩原令彦, 纐纈健太, 山名英俊, 吉野雄大, 荒木 尚, 宮内雅人, 横田裕行: 小児の
アルコール誤飲によるアナフィラキシーが疑われた 1例. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東京), 2016.2.

　 45) 金谷貴大,五十嵐豊,纐纈健太,恩田秀賢,横堀將司, 本健太郎,荒木尚,坂本和嘉子,布施明,横田裕行: HELLP
症候群に合併した帝王切開直後における尾状核出血の 1例. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東京), 2016.2.

　 46) 阿部浩征 1), 中江竜太 1), 藤木 悠 1), 鈴木 剛 1), 直江康孝 1), 横田裕行 (1)川口市医療センター救命救急セン
ター): 大動脈狭窄症に合併したくも膜下出血の 1例. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東京), 2016.2.

　 47) 岩井健司, 本健太郎, 塚本剛志, 松居亮平, 吉田文哉, 坂本和嘉子, 宮内雅人, 新井正徳, 辻井厚子, 横田裕行: 難
治性気胸を合併した気道熱傷の 1例. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東京), 2016.2.

　 48) 緒方翔一 1), 小塚隆司 1), 増野智彦, 横堀將司, 萩原 純, 吉野雄大, 吉田文哉, 蔭山愼平, 横田裕行 (1)東京消防
庁): 静脈路確保における血管触知感覚誤差縮小のための教育法開発と静脈路確保成功率に対する教育効果. 日本
救急医学会関東地方会救急隊員学術研究会（第 53回）(東京), 2016.2.

　 49) 木村和巳 1), 横地雄介 1), 佐々木亮 1), 池田慎平, 増野智彦, 横田裕行 (1)東京消防庁): 3度熱中症が疑われた
出血性ショック症例. 日本救急医学会関東地方会救急隊員学術研究会（第 53回）(東京), 2016.2.

　 50) 奥寺 敬 1,5), 永山正雄 2,5), 荒木 尚 3,6), 畝本恭子 4,6), 若杉雅浩 1,6), 高橋 恵 1), 坂元美重 1)(1)富山大学大
学院危機管理医学（救急・災害医学）, 2)国際医療福祉大学熱海病院脳神経内科/脳卒中・神経センター, 3)日本
医科大学付属病院救命救急科, 4)日本医科大学多摩永山病院救命救急センター, 5)JRCガイドライン・脳神経蘇
生共同座長, 6)JRCガイドライン・脳神経蘇生作業部会員): JRC救急蘇生ガイドライン 2015の脳神経蘇生と脳
神経外傷. 日本脳神経外傷学会（第 39回）(仙台), 2016.2.

　 51) 畝本恭子 1,5), 奥寺 敬 2,5), 永山正雄 3,5), 谷 将星 1), 金子純也 1), 北橋章子 1), 小柳正雄 1), 工藤小織 1), 荒
木 尚 4,5), 横田裕行 4,5)(1)日本医科大学多摩永山病院救命救急センター, 2)富山大学大学院危機管理医学（救
急・災害医学）, 3)国際医療福祉大学熱海病院神経内科/脳卒中・神経センター, 4)日本医科大学付属病院高度救
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命救急センター, 5)JRCガイドライン 2015・脳神経蘇生ガイドライン合同委員会): 脳神経蘇生の観点からみた
脊髄損傷急性期治療ー蘇生ガイドライン 2015収載のエビデンスとその後. 日本脳神経外傷学会（第 39回）(仙
台), 2016.2.

　 52) 中山文彦 1), 益子一樹 1), 本村友一 1), 安松比呂志 1), 服部 陽 1), 阪本太吾 1), 松本 尚 1), 横田裕行, 飯田浩章
1), 瀬尾卓生 1), 近田祐介 1), 後藤美咲 1), 市川頼子 1), 柴田あみ 1)(1)日本医科大学千葉北総病院救命救急セン
ター): 2か所の胸部大動脈損傷を伴う多発外傷の 1例. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東京), 2016.2.

　 53) 榊原庸貴 1), 布施 明, 成田徳雄 2)(1)株式会社バスコ研究開発本部開発センター空間情報技術部, 2)気仙沼市立
病院脳神経外科): 大規模災害超急性期におけるヘリ空撮による被害調査手法の開発. 日本集団災害医学会総会・
学術集会（第 21回）(山形), 2016.2.

　 54) 成田徳雄 1), 布施 明, 榊原庸貴 2)(1)気仙沼市立病院脳神経外科, 2)株式会社パスコ研究開発本部開発センター
空間情報技術部): 大規模災害時施設情報伝達のための SOSシートの開発. 日本集団災害医学会総会・学術集会
（第 21回）(山形), 2016.2.

　 55) 石井浩統, 松居亮平, 萩原 純, 坂本和嘉子, 増野智彦, 金 史英, 新井正徳, 辻井厚子, 横田裕行: 自殺企図による腹
部刺創：当施設における 8年間の検討. 日本腹部救急医学会総会（第 52回）(東京), 2016.3.

　 56) 向後英樹 1), 水口義昭 1), 金 史英, 萩原 純, 松居亮平, 横田裕行, 内田英二 1)(1)付属病院 消化器外科): 閉腹困
難な腹膜炎手術症例に対し，VAC及びmesh tractionの併用にて閉腹し得た 1例. 日本腹部救急医学会総会（第
52回）(東京), 2016.3.

　 57) 松居亮平, 金 史英, 吉野雄大, 岩井健司, 石井浩統, 萩原令彦, 萩原 純, 増野智彦, 新井正徳, 辻井厚子, 横田裕
行: 治療に難渋し，経過中に横隔膜交通症が疑われた門脈・上腸間膜静脈血栓症の 1例. 日本腹部救急医学会総
会（第 52回）(東京), 2016.3.

(2) 特別講演:

　 1) 横田裕行: 地域救急医療における大学病院のあり方：搬送先選定困難事例への対応から. 奈良県立医科大学講演
会 (奈良), 2015.4.

　 2) 田上 隆 1), 久志本成樹 2), 横田裕行, 畝本恭子 1), 北橋章子 1), 金子純也 1), 福田令雄 1), 磐井佑輔 1), 谷 将星
1), 富永直樹 1)(1)日本医科大学多摩永山病院救命救急センター, 2)東北大学病院高度救命救急センター): 肺水
腫の鑑別および重症度評価法：経肺熱希釈法によるアプローチ. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東
京), 2015.10.

　 3) 布施 明: 我が国における事態対処医療の現状. 病院前救急診療学会総会学術集会（第 10回）(大阪), 2015.11.

　 4) 荒木 尚: 小児の脳死診断と諸問題について：日本・カナダの比較から. 東京大学大学院人文社会系研究科臨床死
生学・倫理学研究会 (東京), 2015.11.

　 5) 横田裕行: 移植医療における救急・脳外科施設の課題. 肝移植医療フォーラム（第 15回）(東京), 2016.2.

(3) 招待講演:

　 1) Araki T: Determination of Brain Death：Global Variations and JapanTh. The 12th Symposium International
Society of Neurotrauma(Cape Town（RSA）), 2016.2.

　 2) 荒木 尚: 小児頭部外傷の診断と治療：脳振盪から AHTまで. 第 10回小児救急医療ワークショップ in 北九州 (北
九州), 2015.7.

(4) 教育講演:

　 1) 横田裕行: 救急・集中治療の終末期における倫理的対応を再考する. 筑波大学附属病院倫理講演会 (つくば), 2016.2.

(5) シンポジウム:

　 1) 横堀 將司, 山口 昌紘, 五十嵐 豊, 亦野 文宏, 井上 泰豪, 恩田 秀賢, 桑本 健太郎, 荒木 尚, 布施 明, 横田 裕行: 重
症頭部外傷における脳室内出血の臨床的意義-積極的治療抵抗因子の病態は何か. 日本臨床救急医学会総会・学術
集会（第 18回）(富山), 2015.6.

　 2) 荒木 尚, 横田裕行: 脳神経機能予後を見据えた小児頭部外傷の急性期対応. 日本小児神経学会学術集会（第 57
回）(大阪), 2015.5.

　 3) 井上潤一 1), 岩瀬史明 1), 布施 明, 横田裕行 (1)山梨県立中央病院救命救急センター): 災害医療における外科系
医師のこれからの役割. 日本外科系連合学会学術集会（第 40回）(東京), 2015.6.
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　 4) 小田泰崇 1), 鶴田良介 1), 三宅康史 2), 奥寺 敬 3), 中村俊介 2), 白石振一郎 4), 若杉雅浩 5), 清水敬樹 6), 登内
道彦 7), 横田裕行 (1)山口大学大学院医学研究科救急・総合診療医学分野, 2)昭和大学医学部救急医学講座, 3)
富山大学大学院医学薬学教育部危機管理医学, 4)会津中央病院救命救急センター, 5)富山大学附属病院災害・救
命センター, 6)東京都立多摩総合医療センター救命救急センター, 7)気象業務支援センター): 熱中症発症の危険
因子と新しい冷却方法. 日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18回）(富山), 2015.6.

　 5) 中村俊介 1), 三宅康史 1), 小田泰崇 2), 奥寺 敬 2), 北原孝雄 2), 清水敬樹 2), 白石振一郎 2), 若杉雅浩 2), 横田
裕行 2), 有賀 徹 1)(1)昭和大学医学部救急医学講座, 2)日本救急医学会熱中症に関する委員会): 熱中症における
後遺障害および冷却目標温度，冷却時間に関する検討. 日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18回）(富山),
2015.6.

　 6) 三宅康史 1), 中村俊介 1), 横田裕行 2), 奥寺 敬 2), 若杉雅浩 2), 北原孝雄 2), 坪倉正治 2), 小田泰崇 2), 清水敬
樹 2), 白石振一郎 2)(1)昭和大学医学部救急医学, 2)日本救急医学会熱中症に関する委員会): 熱中症ガイドライ
ンの策定経過と発生頻度，DIC治療. 日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18回）(富山), 2015.6.

　 7) 布施 明, 五十嵐豊, 萩原 純, 若井聡智 1), 大西光雄 2), 齋藤大蔵 3), 横田裕行 (1)国立病院機構大阪医療センター
救命救急センター, 2)大阪大学医学部付属病院高度救命救急センター, 3)防衛医科大学校防衛医学研究センター
外傷研究部門): 本邦の現行システムでは東京オリンピックでテロ事案に対応できない. 日本臨床救急医学会総
会・学術集会（第 18回）(富山), 2015.6.

　 8) 横堀將司, 山口昌紘, 五十嵐豊, 井上泰豪, 亦野文宏, 恩田秀賢, 桑本健太郎, 荒木 尚, 布施 明, 横田裕行: 神経
救急患者における瞳孔計を用いた対光反射測定の臨床的意義. 日本脳神経モニタリング学会（第 21回）(東京),
2015.6.

　 9) 横田裕行: 3学会合同ガイドライン作成の経緯と意義，そして課題. 日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会（第
28回）(名古屋), 2015.7.

　 10) 荒木 尚, 市川光太郎 1), 長村敏生 1), 鶴 智光 1), 梅原 実 1), 西山和孝 1), 新津健裕 1), 山本剛史 1), 種市尋宙
1), 横田裕行 (1)日本小児救急医学会脳死問題検討委員会): 小児の脳死判定と諸問題についていかに研修するか.
日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会（第 28回）(名古屋), 2015.7.

　 11) 横堀將司, 山口昌紘, 五十嵐豊, 井上泰豪, 廣中浩平, 恩田秀賢, 桑本健太郎, 荒木 尚, 布施 明, 横田裕行: 重症頭
部外傷における急性期脳蘇生ー臨床研究の現状と将来. 日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会（第 28回）(名古
屋), 2015.7.

　 12) 横堀將司, 横山瑞恵 1), 山崎直人 1), 斉藤徳子 1), 山口昌紘, 亦野文宏, 五十嵐豊, 井上泰豪, 恩田秀賢, 桑本健太
郎, 荒木 尚, 増野智彦, 布施 明, 横田裕行 (1)日本医科大学付属病院看護部): 血管内冷却法を用いた TTMに影
響を及ぼす因子分析とチームアプローチ. 日本脳低温療法学会（第 18回）(香川), 2015.7.

　 13) 横堀將司, 山口昌紘, 五十嵐豊, 金子純也, 恩田秀賢, 桑本健太郎, 荒木 尚, 畝本恭子, 布施 明, 横田裕行: 重症頭
部外傷における脳保護と脳蘇生　臨床研究の過去・現在・未来　. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東
京), 2015.10.

　 14) 齋藤伸行 1), 八木貴典 1), 益子一樹 1), 本村友一 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1)日本医科大学千葉北
総病院救命救急センター): ICUにおけるチーム診療体制が人工呼吸離脱プロセスに与える影響. 日本救急医学
会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 15) 安部智一 1), 小倉裕司 1), 齋藤大蔵 1), 久志本成樹 1), 白石 淳 1), 藤島清太郎 1), 荒木恒敏 1), 池田弘人 1), 射
場敏明 1), 上山昌史 1), 岡本好司 1), 小谷穣治 1), 阪本雄一郎 1), 白石振一郎 1), 増野智彦 1), 他 14(1)日本救急
医学会他施設協同試験特別委員会): Sepsis registry：敗血症診断の国際標準化の現状と展望. 日本救急医学会総
会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 16) 齋藤大蔵 1), 丸藤 哲 1), 佐々木淳一 1), 池田弘人 1), 上山昌史 1), 田熊清継 1), 荒木恒敏 1), 小倉裕司 1), 藤島
清太郎 1), 阿部智一 1), 白石 淳 1), 久志本成樹 1), 真弓俊彦 1), 白石振一郎 1), 増野智彦 1), 他 14(1)日本救急
医学会他施設共同試験特別委員会): 広範囲熱傷の初期輸液に関する他施設今日郎前向き無作為化比較対照試験の
計画. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 17) 小倉裕司 1), 丸藤 哲 1), 阿部智一 1), 荒木恒敏 1), 池田弘人 1), 射場敏明 1), 上山昌史 1), 岡本好司 1), 久志本
成樹 1), 小谷穣治 1), 齋藤大蔵 1), 阪本雄一郎 1), 佐々木淳一 1), 白石振一郎 1), 増野智彦 1), 他 14(1)日本救急
医学会他施設共同試験特別委員会): 日本救急医学会：学会主導他施設研究の発展とその経緯. 日本救急医学会総
会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 18) 藤江 聡 1), 宮城夏子 1), 落合香苗 1), 世良俊樹 1), 白石 淳 1), 五十嵐豊, 布施 明, 横堀將司, 久野政宗 2), 小笠
原智子 3), 小井土雄一 3), 織田 順 4), 大友康裕 1)(1)東京医科歯科大学医学部付属病院救命救急センター, 2)日
本医科大学多摩永山病院, 3)独立行政法人国立病院機構災害医療センター, 4)東京医科大学救命救急センター):
東京ドクターカーレジストリ. 病院前救急診療学会総会学術集会（第 10回）(大阪), 2015.11.
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　 19) 荒木 尚 1,2), 市川光太郎 1), 西山和孝 1), 新津健裕 1), 種市尋宙 1), 山本剛史 1), 長村敏生 1), 智光 1), 里見
昭 1), 梅原 実 1), 横田裕行 2)(1)日本小児救急医学医学会脳死問題検討委員会, 2)日本医科大学付属病院救命救
急科): 小児の脳死に関する off-the-job training：日本小児救急医学会脳死判定セミナーの 5年. 日本脳神経外科
救急学会（第 21回）(東京), 2016.1.

　 20) 横堀將司, 金谷貴大, 山口昌紘, 五十嵐豊, 金子純也 1), 恩田秀賢, 桑本健太郎, 畝本恭子 1), 布施 明, 横田裕行
(1)日本医科大学多摩永山病院救命救急センター): 重症頭部外傷における急性期治療：臨床研究の現在から未来
へ. 日本脳神経外科救急学会（第 21回）(東京), 2016.1.

　 21) 荒木 尚, 横田裕行, 布施 明, 横堀將司, 恩田秀賢, 桑本健太郎, 纐纈健太 1), 金谷貴大, 森田明夫 1)(1)日本医科
大学脳神経外科): 小児のスポーツ頭部外傷：何が新しい知見なのか. 日本脳神経外科救急学会（第 21 回）(東
京), 2016.1.

　 22) 横堀將司, 山口昌紘, 五十嵐豊, 廣中浩平 1), 中江竜太 2), 鈴木 剛, 金子純也 3), 恩田秀賢, 高山泰広 4), 桑本健
太郎, 荒木 尚, 直江康孝 2), 畝本恭子 3), 布施 明, 横田裕行, 他 1(1)日本医科大学付属病院脳神経外科, 2)川口
市立医療センター救命救急科, 3)日本医科大学多摩永山病院救命救急科, 4)花と森東京病院救命救急科): 治療標
準化は Preventable Trauma Deathを減らせたのか？. 日本脳神経外傷学会（第 39回）(仙台), 2016.2.

　 23) 中江竜太 1), 高山泰広, 横堀將司, 桑本健太郎, 直江康孝 1), 佐藤秀貴, 横田裕行 (1)川口市立医療センター救命
救急センター): 重症頭部外傷患者における凝固線溶系マーカーの経時変化と予後予測. 日本脳神経外傷学会（第
39回）(仙台), 2016.2.

　 24) 谷 将星 1), 金子純也 1), 北橋章子 1), 工藤小織 1), 畝本恭子 1), 桑本健太郎, 横田裕行 (1)日本医科大学多摩永
山病院救命救急センター): 頭部外傷における脳室ドレナージが有効な病態について. 日本脳神経外傷学会（第 39
回）(仙台), 2016.2.

　 25) 田上 隆: Assessment Guidelines（G2000 versus G2020）Group. 日本救急医学会関東地方会（第 66回）(東
京), 2016.2.

　 26) 安松比呂志 1), 益子一樹 1), 服部 陽 1), 阪本太吾 1), 中山文彦 1), 本村友一 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1)千葉北
総病院 救命救急センター): 重症腹部外傷に対する治療戦略. 日本腹部救急医学会総会（第 52回）(東京), 2016.3.

　 27) 杉原史恵 1), 村田 智 1), 上田達夫 1), 安井大祐 1), 三樹いずみ 1), 斉藤正英 1), 汲田伸一郎 1), 横田裕行 (1)付
属病院　放射線医学): 腹腔内出血を伴う重症肝損傷および脾損傷に対する IVR. 日本腹部救急医学会総会（第 52
回）(東京), 2016.3.

(6) パネルディスカッション:

　 1) 飯田浩章 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 齋藤伸行 1), 八木貴典 1), 近田祐介 1), 平林篤志 1), 安松比呂志 1), 杉中宏
司 1), 瀬尾卓生 1), 横田裕行, 岡田一宏 1), 中山文彦 1), 本村友一 1), 益子一樹 1)(1)日本医科大学千葉北総病院
救命救急センター): 不安定型骨盤骨折（unstable pelvic fracture：UPF）に対する IABO治療戦略. 日本外傷
学会総会・学術集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 2) 田邉晴山 1), 丸川征四郎 2), 横田裕行, 山本保博 3)(1)救急救命東京研修所, 2)医誠会病院, 3)財団法人救急振興
財団): 病院前において蘇生を希望しない意思を示した心肺停止事例への対応の現状について. 日本臨床救急医学
会総会・学術集会（第 18回）(富山), 2015.6.

　 3) 増野智彦, 吉野美緒 1), 重村朋子, 稲本絵里 2), 高田治樹 3), 市村美帆 4), 松井 豊 3), 横田裕行 (1)日本医科大学
付属病院小児科, 2)日本医科大学多摩永山病院救命救急センター, 3)筑波大学大学院人間総合科学研究科, 4)目
白大学): 病院前救急診療を行う看護師の心理状態とその特徴. 日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18 回）
(富山), 2015.6.

　 4) 横田裕行 1,3), 三宅康史 2,3)(1)日本医科大学救急医学, 2)昭和大学医学部救急医学, 3)日本救急医学会「熱中症
に関する委員会」): 熱中症全国調査からみた高齢社会の影：日本救急医学会による全国調査から. 日本交通科学
学会総会・学術講演会（第 51回）(秋田), 2015.7.

　 5) 遠藤広史 1), 松田 潔 1), 横田裕行 1), 田上 隆 1), 中田孝明 1), 田原良雄 1), 櫻井 淳 1), 米本直裕 1), 長尾 建 1),
矢口有乃 1), 森村尚登 1)(1)SOS-KANTO study group): 2002年から 2012年の高齢者院外心停止患者に対する
治療と結果の変化. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 6) 八木貴典 1), 平林篤志 1), 安松比呂志 1), 阪本太吾 1), 本村友一 1), 益子一樹 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕
行 (1)日本医科大学千葉北総病院救命救急センター): 千葉県における覚知要請前後の比較検討. 日本航空医療学
会総会（第 22回）(前橋), 2015.11.

　 7) 横田裕行: 脳死下臓器提供の課題：救急医の視点から. 日本臨床外科学会総会（第 77回）(福岡), 2015.11.
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　 8) 金 史英, 吉野雄大, 松居亮平, 石井浩統, 萩原 純, 萩原令彦, 増野智彦, 宮内雅人, 新井正徳, 辻井厚子, 横田裕行:
当院における Actue Care Surgeon育成のための non-technical skills（NTS）training. 日本腹部救急医学会総
会（第 52回）(東京), 2016.3.

(7) ワークショップ:

　 1) 上田達夫 1), 村田 智 1), 小野澤志郎 1), 杉原史恵 1), 安井大祐 1), 三樹いずみ 1), 山口英宣 2), 田島廣之 3), 増
野智彦, 横田裕行, 内田英二 4), 汲田伸一郎 1)(1)日本医科大学付属病院放射線医学, 2)日本医科大学多摩永山病
院放射線科, 3)日本医科大学武蔵小杉病院血管内・低侵襲治療センター, 4)日本医科大学付属病院消化器外科):
腹部救急医療に対する IVR医の役割. 日本外科系連合学会学術集会（第 40回）(東京), 2015.6.

　 2) 安松比呂志 1), 益子一樹 1), 服部 陽 1), 坂本太吾 1), 中山文彦 1), 本村友一 1), 林田和之 1), 松本 尚 1), 横田裕
行 (1)日本医科大学千葉北総病院救命救急センター): 重症腹部外傷に対する Damage Control Resuscitationと
Damage Control Surgery. 日本外科系連合学会学術集会（第 40回）(東京), 2015.6.

　 3) 五十嵐豊, 吉野雄大 2), 萩原 純, 石井浩統, 片桐美和, 横堀將司, 増野智彦, 宮内雅人, 布施 明, 横田裕行 (1)日本
医科大学武蔵小杉病院救命救急センター): 食物による窒息館じゃに対する初期対応の重要性. 日本臨床救急医学
会総会・学術集会（第 18回）(富山県富山市), 2015.6.

　 4) 近田祐介 1), 八木貴典 1), 齋藤伸行 1), 柴田あみ 1), 市川頼子 1), 大西志麻 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行
(1)日本医科大学千葉北総病院救命救急センター): 救命救急センターを主軸とした包括的小児外傷診療体制につ
いて. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

(8) セミナー:

　 1) 荒木 尚, 横田裕行: 外傷専門医が知っておくべき頭部外傷診療の要点：頭部外傷. 日本外傷学会総会・学術集会
（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 2) 横堀將司: 神経集中治療における鎮静と鎮痛：Analgo-light sedationの可能性と問題点. 日本救急医学会総会・
学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 3) 荒木 尚: 小児頭部外傷の診断と治療：不安と苦手意識をどう克服してきたか. 小児神経学セミナー（第 45 回）
(大阪), 2015.11.

(9) 基調講演:

　 1) 来栖 薫 1), 横田裕行, 荒木 尚 (1)広島大学医学部脳神経外科): 臓器提供と脳神経外科医. 日本脳神経外科救急学
会（第 21回）(東京), 2016.1.

　 2) 恩田秀賢: 救急初療室における抗けいれん薬の使い方　今そしてこれから. 日本救急医学会関東地方会学術集会
（第 66回）(東京), 2016.2.

　 3) 蔭山愼平, 景山敦子, 南波久貴, 渡辺真美, 足立国大, 山名英俊, 廣中浩平, 萩原令彦, 石井浩統, 恩田秀賢, 新井正
徳, 横田裕行: 左右計 21 本の重症多発肋骨骨折の 1例. 日本医科大学医学会総会（第 83回）(東京), 2015.9.

　 4) 吉田圭志, 河野惟道, 銭 真臣, 師田瑞樹, 吉田文哉, 岩井健司, 秋山真之, 松居亮平, 塚本剛志, 桑本健太郎, 横田裕
行: 難治性血栓性血小板減少性紫斑病の 1例. 日本医科大学医学会総会（第 83回）(東京), 2015.9.

　 5) 河野惟道, 桑本健太郎, 金子純也, 松本 学, 山口昌紘, 五十嵐豊, 廣中浩平, 恩田秀賢, 横堀將司, 荒木 尚, 布施 明,
横田裕行: 脳室内出血で発症した小児脳動静脈奇形の 1例. 日本医科大学医学会総会（第 83回）(東京), 2015.9.

　 6) 足立国大, 山名英俊, 廣中浩平, 萩原令彦, 石井浩統, 恩田秀賢, 金 史英, 辻井厚子, 布施 明, 横田裕行: Video-
assisted thoracoscopic surgeryによる骨片摘出を行ったのち，助骨プレート固定術を施行した外傷性助骨骨折の
1例. 日本医科大学医学会総会（第 83回）(東京), 2015.9.

　 7) 岩井健司, 銭 真臣, 河野惟道, 吉田圭志, 師田瑞樹, 吉田文哉, 秋山真之, 松居亮平, 塚本剛志, 桑本健太郎, 宮内
雅人, 横田裕行: 致死的な鈍的損傷の検索における FASTの重要性が確認された 2例. 日本医科大学医学会総会
（第 83回）(東京), 2015.9.

　 8) 陣内 鑑, 萩原 純, 萩原令彦, 岡本浩和, 吉野雄大, 山口昌紘, 藪野雄大, 横堀將司, 小原良規, 増野智彦, 金 史英, 横
田裕行: 呼吸不全を伴った特発性食道破裂に対し ECMOを導入して緊急手術を行った 1例. 日本医科大学医学
会総会（第 83回）(東京), 2015.9.

　 9) 萩原 純, 松居亮平, 石井浩統, 萩原令彦, 金 史英, 新井正徳, 増野智彦, 辻井厚子, 宮内雅人, 横田裕行: 上部消化
管出血が疑われ当科に搬送された症例の検討. 日本医科大学医学会総会（第 83回）(東京), 2015.9.

　 10) 藤木 悠 1), 小南修史 1), 鈴木雅規 1), 久保田麻紗美 1), 亦野文宏 1), 大村朋子 1), 水成隆之 1), 横田裕行, 小林
士郎 1), 森田明夫 2)(1)日本医科大学千葉北総病院脳神経外科, 2)日本医科大学脳神経外科): 外傷性偽性脳動脈
瘤を伴った外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻の 2例. 日本脳神経外傷学会（第 39回）(仙台), 2016.2.
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　 11) 横田裕行: 救急における死体検案. 平成 27年度死体検案研修会（基礎）(東京), 2016.1.

　 12) 金 史英, 横田裕行: Trauma pan-scan：光とその陰. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札幌), 2015.6.

　 13) Yokobori S, Suehiro E1), Kuroda Y2), Kobata H3), Kawakita K2), Oda Y1), Yatsushige H4), Hirao T5),
Nakamura Y6), Kaneko J, Kyoko U, Hiroyuki Y(1)山口大学, 2)香川大学, 3)大阪三島救命センター, 4)東京
災害医療センター, 5)長崎大学, 6)久留米大学): HOPES Trial：The randomized multicenter controlled trial
for preoperative early-induced hypothermia and its scientific rationale 　. 日本救急医学会総会・学術集会
（第 43回）(東京), 2015.10.

　 14) 苛原 隆之 1,2), 渡部 明人 2), 浅井 悌 2), 稲葉 基高 2), 富野 敦稔 2), 小谷 さとし 2), 甲斐 総一朗 2), 夏川 知
輝 2), 鈴木 健介 2), 石井 美恵子 2), 前川 和彦 2)(1)日本医科大学救急医学教室, 2)認定特定非営利活動法人災
害人道医療支援会（HuMA）): Medical assistance and public health promotion in Vanuatu for post-cyclone
Pam disaster relief mission by Humanitarian Medical Assistance（HuMA）. 日本救急医学会総会・学術集会
（第 43回）(東京), 2015.10.

　 15) 田上 隆 1,2), 康永 秀生 2), 畝本 恭子 1), 横田 裕行 (1)日本医科大学多摩永山病院救命救急センター, 2)東京大
学臨床疫学・経済学): Prophylactic antibiotics for sever burns patients. 日本救急医学会総会・学術集会（第
43回）(東京), 2015.10.

　 16) 宮内雅人, 増野智彦, 横田裕行: 胃洗浄は服毒後 3時間以内でないと意味が無いとはいえない. 日本中毒学会総
会・学術集会（第 37回）(和歌山), 2015.7.

　 17) 山田真吏奈 1,4), 松田明久 2), 千葉知宏 3), 相磯貞和 4), 増野智彦, 松本 尚 1), 横田裕行, 宮下正夫 2)(1)日本
医科大学千葉北総病院救命救急センター, 2)日本医科大学千葉北総病院外科, 3)杏林大学医学部病理学教室, 4)
慶應義塾大学医学部解剖学教室): 重症敗血症後の脳機能障害に対する Humanin Gの治療効果. 日本 Shock学
会総会（第 30回）(東京), 2015.5.

　 18) 横田裕行: 3学会合同ガイドライン作成の経緯と意義，そして課題. 日本医学会総会 2015関西（第 29回）(京
都), 2015.4.

　 19) 佐々木亮 1), 横地雄介 1), 増野智彦, 田山英樹, 池田慎平, 五十嵐豊, 吉田良太朗, 萩原 純, 塚本剛志, 横田裕行
(1)東京消防庁): 血管触知感覚と静脈路確保成功率の比較からみえる静脈確保教育. 日本臨床救急医学会総会・
学術集会（第 18回）(富山), 2015.6.

　 20) 石井浩統, 金 史英, 松居亮平, 吉田良太朗, 萩原 純, 片桐美和, 増野智彦, 新井正徳, 辻井厚子, 横田裕行: 両側
多発肋骨骨折に対し方側の肋骨固定術を行った 1症例. 日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18回）(富山),
2015.6.

　 21) 直江康孝 1), 小川太志 1), 中野公介 1), 横田裕行 (1)川口市立医療センター救命救急センター): PRES（可逆性
後頭葉白質脳症）の 4症例. 日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18回）(富山), 2015.6.

　 22) 新井正徳, 金 史英, 石井浩統, 萩原 純, 増野智彦, 小山 敦 1), 土佐亮一 2), 横田裕行 (1)いわき市立総合磐城共
立病院救命救急センター, 2)会津中央病院救命救急センター): メッシュ牽引と両側腹直筋鞘前葉反転法が有用と
考えられた破裂性腹部大動脈瘤の 1例. 日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18回）(富山県富山市), 2015.6.

　 23) 横地雄介 1), 佐々木亮 1), 増野智彦, 横堀將司, 金 史英, 宮内雅人, 辻井厚子, 新井正徳, 布施 明, 横田裕行 (1)
東京消防庁): 静脈路評価分類を活用した穿刺時間・現場滞在時間の検討（第 5報）. 日本臨床救急医学会総会・
学術集会（第 18回）(富山), 2015.6.

　 24) 横田裕行: 脳蘇生の有効性と限界. 日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会（第 28回）(名古屋), 2015.7.

　 25) 田上 隆 1), 康永秀生 2), 畝本恭子 1), 諸江雄太 1), 久野将宗 1), 石之神小織 1), 小柳正雄 1)(1)日本医科大学救
急医学教室, 2)東京大学大学院臨床疫学経済学教室): 重症救急疾患 big data・データベース構築と臨床研究への
活用：新研究の御提案. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 26) 渥美生弘 1,2), 坂本哲也 2), 森村尚登 2), 長尾 建 2), 横田裕行 2), 田原良雄 2), 長谷 守 2), 酒井未知 2), 浅香
葉子 3), 田中 茂 1)(1)聖隷浜松病院救命救急センター, 2)SAVE-J研究班, 3)神戸市立医療センター中央市民病
院救命救急センター): ECPR 施行症例における長期予後. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43 回）(東京),
2015.10.

　 27) 岡田一宏 1), 齋藤伸行 1), 八木貴典 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1) 日本医科大学千葉北総病院救命
救急センター): 重症外傷における persistent inflammation, immunosuppression, and catabolism syndrome
（PICS）の新診断基準についての提言. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 28) 萩原 純, 田山英樹, 五十嵐豊, 横堀將司, 小川理郎 1), 布施 明, 横田裕行 (1)日本体育大学保健医療学部救急医
療学科): 局地災害における関係各機関との信頼構築：都市部における事例. 日本救急医学会総会・学術集会（第
43回）(東京), 2015.10.
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　 29) 平林篤志 1), 本村友一 1), 益子一樹 1), 八木貴典 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1)日本医科大学千葉北総
病院救命救急センター): 成田空港における航空機災害対応. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京),
2015.10.

　 30) 市川頼子 1), 大西志麻 1), 近田祐介 1), 齋藤伸行 1), 八木貴典 1), 原 義明 1), 松本 尚 1), 横田裕行 (1)日本医科
大学千葉北総病院救命救急センター): 自動虐待防止法に基づく児童相談所通告の現状. 日本救急医学会総会・学
術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 31) 中尾博之 1), 横田裕行, 山本保博 2)(1)兵庫医科大学救急・災害医学講座, 2)一般財団法人救急振興財団): 高齢
者施設からの搬送手順マニュアルの作成. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 32) 恩田秀賢, 萩原 純, 石井浩統, 横堀將司, 塚本剛志, 本健太郎, 増野智彦, 辻井厚子, 布施 明, 横田裕行: 当施設
における高齢者医療の現状：今後を見据えて. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 33) 田邉晴山 1), 横田裕行, 山本保博 2)(1)救急救命東京研修所, 2)財団法人救急振興財団): 救急車で搬送される重
症患者数の推移と救命救急センターの整備について. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 34) 荒木 尚 1,2), 横田裕行 1), 布施 明 1,2), 西山和孝 2), 市川光太郎 2)(1)日本医科大学付属病院高度救命救急セ
ンター, 2)日本小児救急医学会脳死問題検討委員会): 小児脳死判定セミナーの実践を通した教育効果と意義の考
察. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 35) 横堀將司, 山口昌紘, 五十嵐豊, 金子純也 1), 恩田秀賢, 本健太郎, 荒木 尚, 畝本恭子 1), 布施 明, 横田裕行 (1)
日本医科大学多摩永山病院救命救急センター): 重症頭部外傷における脳保護と脳蘇生ー臨床研究の過去・現在・
未来. 日本救急医学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 36) 丸藤 哲 1), 久志本成樹 1), 浅利 靖 1), 小倉裕司 1), 織田 順 1), 梶野健太郎 1), 齋藤大蔵 1), 坂本哲也 1), 嶋津
岳士 1), 白石 淳 1), 田上 隆 1), 田邉晴山 1), 辻 友篤 1), 藤島清太郎 1), 溝端康光 1), 他 3(1) 救急統合データ
ベース活用管理委員会): 日本救急医学会学会主導研究評価特別委員会の役割と海外の学会主導研究. 日本救急医
学会総会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 37) 齋藤大蔵 1), 久志本成樹 1), 浅利 靖 1), 小倉裕司 1), 梶野健太郎 1), 丸藤 哲 1), 坂本哲也 1), 嶋津岳士 1), 白
石 淳 1), 辻 友篤 1), 田上 隆 1), 田邉晴山 1), 藤島清太郎 1), 松田晋哉 1), 溝端康光 1), 他 3(1)日本救急医学会
救急統合データベース活用管理委員会): 救急統合データベース整備とトラウマレジストリー. 日本救急医学会総
会・学術集会（第 43回）(東京), 2015.10.

　 38) 横堀將司, 金谷貴大, 山口昌紘, 五十嵐豊, 恩田秀賢, 桑本健太郎, 荒木 尚, 布施 明, 横田裕行: 我が国における高
齢者重症頭部外傷診療の現在と未来. 日本脳神経外科救急学会（第 21回）(東京), 2016.1.

　 39) 横田裕行: 救急医療施設における脳死よ臓器提供. 日本臨床腎移植学会（第 49回）(鳥取), 2016.3.

　 40) 荒木 尚 1), 横田裕行 1), 布施 明 1), 横堀將司 1), 恩田秀賢 1), 高山泰広 1,4), 本健太郎 1), 井上泰豪 1), 五
十嵐豊 1), 山口昌紘 1), 亦野文宏 2), 森田明夫 2), 北薗雅敏 1,3), 佐藤秀貴 1,3)(1)日本医科大学救急医学教室,
2)日本医科大学付属病院脳神経外科, 3)東京臨海病院救命救急科, 4)花と森の東京病院脳神経外科): 小児重症頭
部外傷による頭蓋内圧亢進に対する治療選択と減圧回答術の適応. 日本外傷学会総会・学術集会（第 29回）(札
幌), 2015.6.

　 41) 苛原隆之 1,2), 沢本圭悟 2), 山口直樹 2), 谷 暢子 2), 杉田 学 2)(1)日本医科大学救急医学教室, 2)国際緊急援
助隊救助チーム医療班): ネパール大地震災害に対する国際緊急援助隊救助チーム医療班の活動. 日本集団災害医
学会総会・学術集会（第 21回）(山形), 2016.2.

　 42) 新井正徳, 金 史英, 萩原 純, 石井浩統, 松居亮平, 萩原令彦, 吉田直人 1), 足立国大 1), 吉野雄大, 小山 敦 2), 増
野智彦, 辻井厚子, 横田裕行 (1) 足利赤十字病院 救命救急センター, 2) いわき市立総合磐城共立病院 救命救急
センター): 閉腹困難となった Open Abdomen の新たな治療戦略. 日本腹部救急医学会総会（第 52回）(東京),
2016.3.

12


