
講座名 法医学
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【原著論文】
Hitosugi M, Takehara I,
Watanabe S, Hayashi Y,
Tokudome S

Support for stroke patients in
resumption of driving:
patient survey and driving
simulator trial

Int J General Med 4 191 195 2011

2 【原著論文】
Hitosugi M, Mizuno K, Nagai
T, Tokudome S

Analysis of maxillofacial
injuries of vehicle passengers
involved in frontal collisions

69 1146 1151 2011

3 【原著論文】 Hitosugi M, Tokudome S

Injury severity of occupants
in lateral collisions in
standard and small vehicles:
analysis of ITARDA in-depth
investigation data

Int J Crashworth 16 657 663 2011

4 【原著論文】
Hitosugi M, Hattori S,
Kageyama I, Shimizu M,
Nishizawa S

Importance of subjective
evaluations by candidates in
the Examination for
Profiency in English for
Medical Purposes

J Med Engl Educ 10 84 87 2011

5 【原著論文】
Matsui Y, Hitosugi M,
Mizuno K

Severity of vehicle bumper
location in vehicle-to-
pedestrian impact accidents

 Forensic Sci Intern 2121 205 209 2011

6 【原著論文】
Yamauchi S, Kurosu A,
Hitosugi M, Nagai T,Oohira
A, Tokudome S

Differential gene expression
of multiple chondroitin
sulfate modification enzymes
among neural stem cells,
neurons and astrocytes

Neuroscience Letters 493 107 111 2011

7 【原著論文】
馬場美年子, 一杉正仁, 武原
格, 相磯貞和

小児の食物誤嚥による窒息事
故死の現状と予防策につい
て、公共施設などにおける事
故死例からの検討

日職災医会誌 58 276 282 2010

8 【原著論文】
馬場美年子, 一杉正仁, 松村
美穂子, 相磯貞和

糖尿病による意識障害に起因
した自動車事故例の検討、本
邦判例からみた運転者の注意
義務と予防対策について

日交通科協会誌 11 13 19 2011



9 【原著論文】
一杉正仁, 川戸仁, 宇田川秀
雄, 徳留省悟

妊婦自動車乗員の快適性向上
への対策、妊婦自動車運転手
を対象にした調査解析

日職災医会誌 59 85 89 2011

10 【原著論文】
一杉正仁, 菅谷仁, 平林秀樹,
妹尾正, 上田秀一, 下田和孝,
田所望, 古田裕明

模擬試験成績とヒューマンエ
ラー発生数との関係について

Dokkyo J Med Sci 38 143 147 2011

11 【原著論文】
一杉正仁, 安川淳, 五明佐也
香, 槇徹雄, 徳留省悟

運転者の体調変化による事故
例の検討、病死例と事故死例
の比較

日交通科協会誌 11 2 3 8 2011

12 【原著論文】
安川淳, 一杉正仁, 槇徹雄,
櫻井俊彰, 堺英男

剖検例に基づく自動車運転姿
勢再現の試み、運転中の意識
消失の可能性を考える

日交通科協会誌 11 2 25 31 2011

13 【原著論文】
渡邉修, 武原格, 一杉正仁,
林泰史, 米本恭三

脳損傷者の自動車運転中の脳
血流動態

日職災医誌 59 238 244 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【総説等】 一杉正仁
薬剤の内服と自動車の運転に
ついて

日医新報 4552 83 87 2011

2 【総説等】 一杉正仁
医療の現場から再生をめざし
て

BAN  8月 21 23 2011

3 【総説等】 一杉正仁
脳損傷者の自動車運転をどの
ように支援するか: 運転に際し
て注意すべき合併症について

作療ジャーナル 45 1458 1462 2011

4 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学56、中国から伝来した
医学

BAN 1月 56 57 2011

5 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学57、寒さを生き抜くた
めに

BAN 2月 52 53 2011



6 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学58、花粉症と治療薬

BAN 3月 58 59 2011

7 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学59、医療費について

BAN 4月 60 61 2011

8 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学60、労働災害について

BAN 5月 56 57 2011

9 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学61、若者への効果的な
教育方法とは

BAN 6月 56 57 2011

10 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学62、国際化時代に求め
られる英語力

BAN 7月 56 57 2011

11 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学63、睡眠薬と犯罪

BAN 8月 48 49 2011

12 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学64、武道の必修化と事
故予防

BAN 9月 48 49 2011

13 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学65、交通事故予防に求
められる新たな考え方

BAN 10月 51 52 2011

14 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学66、身近な病気、精神
障害

BAN 11月 54 55 2011

15 【総説等】 一杉正仁
法医学者の知っておきたい社
会医学67、注目される代替医療

BAN 12月 48 49 2011

16 【総説等】 渡邉修, 武原格, 一杉正仁
脳機能画像としての機能的近
赤外分光法 (NIRS) MB Med Reha 132 193 199 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【その他の学術論文】
Hitosugi M, Yamauchi S,
Tokudome S

Simplified normal heart
weight scale. J Clinic Pathol(e-Letter) 28-Mar 2011



2 【その他の学術論文】 井田等, 一杉正仁
助手席乗員の前突時腹部傷害
についての検討

豊田合成技報 53 36 41 2011

番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場

合）
開始頁（分担執筆の場合）

終了頁
（分担執

書名
著者・
編集

出版者名 出版地 出版年 備考

1 【学術書】 Hitosugi M Overview of traffic collisions
in Japan 969 980

Moder
n
Traffic

Wang
Zhengg
uo Ed

Chongqi
ng
Publishi

Chongqi
ng 2011

2 【学術書】 一杉正仁 薬物と運転 514 518
交通の
百科事
典

大久保
堯夫編

丸善 東京 2011

3 【学術書】 一杉正仁 法医学関連問題（分担）

第105回
医師国
家試験
問題解

医学評論社東京 2011

4 【学術書】 一杉正仁 保健医療サービス 443 466
第24回
社会福
祉士国
試対策

福祉教
育カ
レッジ
編

医学評論社東京 2011

5 【学術書】 一杉正仁 必修の基本的事項 1 570
サクセ
ス ’12
公衆衛
生

一杉正
仁編著,
加藤貴
彦 野

医学評論社東京 2011

番号 見出し 著者名 論文名 資料名
代表研究

者
開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【研究報告等】 一杉正仁
脳卒中に罹患した職業運転者
の交通社会復帰についての実
態調査

日本交通科学協議会編．
「医療からみた交通事故と
傷害に関する研究」 平成21
年度研究報告書

17 23 2010

2 【研究報告等】 一杉正仁
若年者のサイバー自殺に対す
る効果的予防策の実践

三菱財団 研究・事業成果報
告書

1 3 2010

3 【研究報告等】 一杉正仁
人体傷害に関する分析. 軽自
動車の前面衝突による歩行者
の損傷分析

交通事故総合分析センター
「交通事故例調査・分析報
告書」 平成22年度報告書

271 278 2011

4 【研究報告等】 一杉正仁
妊婦自動車乗員のユーザビリ
ティー向上に関する実態調査

日本交通科学協議会編．
「医療からみた交通事故と
傷害に関する研究」 平成22
年度研究報告書

9 15 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1 【学会・研修会発表】
Hitosugi M, Ookubo T,
Tokudome S

Sudden onset of disase while
driving a fourwheeled
vehicle: a retrospective
analysis for commercial
drivers in Japan

The 22nd World Congress
of International Traffic
Medicine Association

Chongqi
ng 2011 5



2 【学会・研修会発表】
Matsui Y, Hitosugi M,
Mizuno K

A study on cyclist injury
characteristic in carbicycle
impact

The 22nd World Congress
of International Traffic
Medicine Association

Chongqi
ng 2011 5

3 【学会・研修会発表】
Han Y, Mizuno K, Matsui Y,
Hitosugi M

Finite element analysis of
kinematic behavior and
injuries of pedestrians in
minicar collisions

2011年計算工学講演会 柏 2011 5

4 【学会・研修会発表】
Ikeda M, Suzuki S, Gunji Y,
Takahashi Y, Motozawa Y,
Hitosugi M

Development of an advanced
finite element model for a
pedestrian pelvis

22nd International
Technical Conference on
the Enhanced Safety of
Vehicles

Washing
ton DC 2011 6

5 【学会・研修会発表】 Washino S, Hitosugi M
Experimental studies on
detecting syncope while
automotive driving

First International
Symposium on Future
Active Safety Technology
toward zero-traffic-
accident

Tokyo 2011 11

6 【学会・研修会発表】 一杉正仁
アレルギー性疾患治療薬と自
動車運転について

東京花粉症フォーラム 東京 2011 2

7 【学会・研修会発表】 一杉正仁
処方薬（抗ヒスタミン薬）が
自動車運転に及ぼす影響つい
て

大田原地区医師会学術講演
会

大田原 2011 2

8 【学会・研修会発表】 一杉正仁
花粉症治療薬が自動車運転に
及ぼす影響ついて

南西多摩耳鼻咽喉科研究会 八王子 2011 2

9 【学会・研修会発表】
桐木雅史, 千種雄一, 一杉正
仁, 黒須明, 徳留省悟

2010年に栃木県で実施された
法医解剖において遺体から検
出された昆虫類について

第63回日本衛生動物学会大
会

東京 2011 4

10 【学会・研修会発表】
黒須明, 堀田修, 北村洋, 朴
沢孝治, 武智華子, 名倉宏,
城謙輔

IgA腎症扁桃炎の病理学的特性 第100回日本病理学会総会 横浜 2011 4



11 【学会・研修会発表】 一杉正仁
体調管理と自動車運転につい
て –交通事故の一次予防に向
けて-

日本産業衛生学会 第5回交
通における安全と産業衛生
の研究会

東京 2011 5

12 【学会・研修会発表】 一杉正仁
運転者の疾病と交通事故 -職
業運転者の病気発症を中心に-

第84回日本産業衛生学会シ
ンポジウム 「運輸業務従事
者の労働衛生管理 –健康管
理、労務管理を踏まえて-」

東京 2011 5

13 【学会・研修会発表】
川上忠孝, 藤本健一, 中野今
治, 福島敬宣, 一杉正仁

熱中症により死亡したパーキ
ンソン病患者2例の検討

第12回栃木パーキンソン病
治療研究会

宇都宮 2011 5

14 【学会・研修会発表】 一杉正仁
抗ヒスタミン薬が自動車運転
に及ぼす影響ついて –プライ
マリケアにおけるアドバイス-

墨田区耳鼻咽喉科研究会 東京 2011 6

15 【学会・研修会発表】
武原格, 林泰史, 安保雅博,
米本恭三, 渡邉修

シンポジウム　脳障害者の自
動車運転　総論・運転中の脳
機能画像

第49回日本リハビリテー
ション医学会学術集会

福岡 2011 6

16 【学会・研修会発表】
渡邉修, 米本恭三, 武原格,
林泰史, 一杉正仁

シンポジウム　脳障害者の自
動車運転　脳卒中患者の自動
車運転再開

第50回日本リハビリテー
ション医学会学術集会

福岡 2011 6

17 【学会・研修会発表】 川戸仁, 一杉正仁, 徳留省悟
小児における歩行時の交通外
傷の特徴

第25回小児救急医学会 東京 2011 6

18 【学会・研修会発表】
安川淳, 一杉正仁, 堺英男,
槇徹雄

剖検例に基づく自動車運転姿
勢の再現 –運転中の意識消失
の可能性を考える-

第47回日本交通科学協議会
総会

名古屋 2011 6

19 【学会・研修会発表】
一杉正仁, 水野幸治, 松井靖
浩, 徳留省悟

有限要素法による歩行者事故
再現について –剖検例からの
一考察-

第47回日本交通科学協議会
総会

名古屋 2011 6



20 【学会・研修会発表】

一杉正仁, 桐木雅史, 千種雄
一, 石井清, 角田弓恵, 山内
忍, 黒須明, 長井敏明, 徳留
省悟

生物群集の解析と死後経過時
間推定への貢献度について

第95次日本法医学会学術全
国集会

福島 2011 6

21 【学会・研修会発表】 一杉正仁
突然死の実態と予防対策につ
いて –事故予防のために-

第31回日本ホルター・ニン
インベイシブ心電図研究会

東京 2011 7

22 【学会・研修会発表】 一杉正仁
自動車の運転・薬の影響を考
える

交通科学協議会 第8回交通
科学シンポジウム

東京 2011 7

23 【学会・研修会発表】 一杉正仁 交通外傷と予防ついて 宇都宮市外科医会 宇都宮 2011 8

24 【学会・研修会発表】 一杉正仁
アレルギー疾患治療薬と自動
車運転ついて

日本耳鼻咽喉科学会神奈川
県地方部会 医事問題委員会
学術講演会

横浜 2011 9

25 【学会・研修会発表】
村山晴夫, 一杉正仁, 本澤養
樹, 小山勝弘

柔道の投げ技における衝撃力
に関する基礎的研究

日本体力医学総会 山口 2011 9

26 【学会・研修会発表】 一杉正仁
アレルギー性疾患治療薬と自
動車運転ついて

第9回東京中央アレルギー研
究会

東京 2011 11

27 【学会・研修会発表】 一杉正仁
交通事故死傷者を減らすため
の医学的アプローチ

交通安全環境研究所フォー
ラム2011

東京 2011 11

28 【学会・研修会発表】
渡邉修, 武原格, 一杉正仁,
林泰史, 米本恭三

自動車運転を再開した脳卒中
患者の運転中の脳血流動態:
機能的近赤外分光法による計
測

第48回日本リハビリテー
ション医学会学術集会

千葉 2011 11



29 【学会・研修会発表】
武原格, 安保雅博, 一杉正仁,
渡邉修, 林泰史

脳損傷者における自動車運転
中の突然の環境変化に対する
ブレーキ反応の検討

第48回日本リハビリテー
ション医学会学術集会

千葉 2011 11

30 【学会・研修会発表】
松井靖浩, 一杉正仁, 水野幸
治

歩行者の下肢傷害に対するバ
ンパ位置の影響について

第5回日本機会学会傷害バイ
オメカニクス研究会

東京 2011 11

31 【学会・研修会発表】 一杉正仁 虐待死ゼロを目指して
児童虐待対策関係市町児童
福祉・母子保健担当者合同
研修会

栃木 2011 11

32 【学会・研修会発表】 一杉正仁
めまい・眠気と薬物の影響つ
いて

第70回めまい平衡医学会学
総会 学術講演会

千葉 2011 11

33 【学会・研修会発表】 一杉正仁
アレルギー疾患治療剤と自動
車運転ついて

第503回小田原医師会・足柄
上医師会合同学術講演会

小田原 2011 12

34 【学会・研修会発表】
山内忍, 黒須明, 一杉正仁,
長井敏明, 大平敦彦, 徳留省
悟

Differential gene  expression
of multiple chondroitin
sulfate modification enzymes
among neural stem cells,
neurons and astrocytes.

第34回日本分子生物学会年
会

横浜 2011 12

35 【学会・研修会発表】 山内忍

コンドロイチン硫酸プロテオ
グリカンを介した繊維芽細胞
増殖因子による新規シナプス
形成制御機構の解明

平成22年度「獨協医科大学
研究助成金・奨励賞」受賞
者による研究成果報告会

壬生 2011 12

番号 見出し 発表者名 演題 講座名 開催都市 開催年 開催月 開催日 備考

1 【公開講座】 黒須明
突然死を防ぐには-東京都の突
然死の状況-

市民公開講座シンポジウム 宇都宮 2011 10 29



番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【新聞記事・書評等】 一杉正仁
法医学者が警告　事故死の裏
に隠れた死因

夕刊フジ
産業経済
新聞社

2011 9 7 新聞

2 【新聞記事・書評等】 一杉正仁 病気と自動車事故との関係 保険毎日新聞
保険毎日
新聞社

2011 9 12 新聞

番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【テレビ・ラジオ等】 一杉正仁
妊婦の交通事故例へのコメン
ト

スッキリ
日本テレ
ビ

2011 11 8 テレビ
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