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1 【総説等】 上笹貫俊郎, 池上敬一 特殊感染症 救急･集中治療医学レビュー 242 247 2011

2 【総説等】 杉木大輔, 池上敬一
Workplace leatningと救急医
学教育

救急医学 35 431 1710 1713 2011

3 【総説等】 池上敬一
病院内における呼吸ケアの
シュミレーショントレーニン
グをデザインする

救急医療ジャーナル 19 6 66 69 2011

番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場
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編集

者・監
修者名

出版者名 出版地 出版年 備考

1 【学術書】 池上敬一
日本医療教授システム学会の
方向性

5 16
医療職
の能力
開発
2001

日本医
療教授
システ
ム学会

篠原出版
新社

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】
安心院康彦, 坂本哲也, 中村
丈洋, 奥寺敬, 池上敬一

脳卒中初期診療シミュレー
ション研修における症例検討
トレーニング第1報―クリニカ
ルマップを用いたグループ
ワーク

臨床シミュレーション研究
安心院康
彦

5 9 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】
P Dieckmann, L Curran, A
Rettedal, K Ikegami, M
Scerbo

Advanced
Simulation:Context,
Realism,and Unrealism in
Simulation

IMSH2011

New
Orleans,
Louisian
a

2011 1 23 ワーク
ショップ



2 【学会・研修会発表】 K Ikegami

APPLICATION OF
EDUCATIONAL AND
HUMAN PERFORMANCE
TECHNOLOGIES IN
MEDICAL EDUCATION

8th Asia Pacific Medical
Education
Conference(APMEC)

Singapor
e 2011 1 28 シンポジ

ウム

3 【学会・研修会発表】 池上敬一

Simulation as a model of
Instructional Systems in
Healthcare

第1回日本医療教授システム
学会総会

東京 2011 2 21 シンポジ
ウム

4 【学会・研修会発表】 池上敬一
Workplace Learning &
Siimulation

2011 KoSSH International
Symposium &　Workshop ソウル 2011 5 16 ワーク

ショップ

5 【学会・研修会発表】

山田浩二郎池上敬一, 杉木大
輔, 宮園宏, 川崎弘, 柴崎光
衛, 中島あつ子, 三木みき,
矢澤淳子, 杉山一覚, 鈴木壱
知

重症外傷患者における外傷重
傷度と各栄養指標変化の比較

第26回日本静脈経腸栄養学
会

名古屋市 2011 2 18 一般演題

6 【学会・研修会発表】
池上敬一, 武田聡, 松本尚浩,
徳田安春, Insung Jung, 鈴木
克明

Competency-baseed Medical
Education/Training:日本シス
テム学会(JSISH)の試み

第1回日本医療教授システム
学会総会

東京 2011 2 20 シンポジ
ウム

7 【学会・研修会発表】
杉木大輔, 笹貫俊郎, 岩下寛
子, 之原利男, 山田浩二郎,
浅香えみ子

当救命センターにおける救急
初療チームの教育と訓練法

第1回日本医療教授システム
学会総会

東京 2011 2 21 シンポジ
ウム

8 【学会・研修会発表】
杉木大輔上笹貫俊郎, 岩下寛
子, 宮之原利男, 山田浩二郎,
浅香えみ子

当救命センターにおける
Workplace-based Simulation

第1回日本医療教授システム
学会総会

東京 2011 2 21 ワーク
ショップ

9 【学会・研修会発表】
池上敬一, 杉木大輔, 岩下寛
子, 上笹貫俊朗, 石井恵利佳,
浅香えみ子

救急医療における
multidisciplinaryトレーニン
グのサイエンスと方法

第14回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

北海道 2011 6 3 シンポジ
ウム

10 【学会・研修会発表】
池上敬一, 杉木大輔, 岩下寛
子, 上笹貫俊朗, 五明佐也香,
山田浩二郎

21世紀の医師養成からみた三
次救急医療施設の限界

第14回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

北海道 2011 6 3 一般演題



11 【学会・研修会発表】
池上敬一, 杉木大輔, 有馬健,
木村徹, 山田浩二郎

効果的・効率的・魅力的な普
通救命講習のデザイン

第15回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

北海道 2011 6 3 一般演題

12 【学会・研修会発表】
冨田忠彦, 池上敬一, 前田淳
一, 杉木大輔, 山田浩二郎

消防署内におけるシュミレー
ション学習を効果的にするト
レーニングマップの開発

第16回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

北海道 2011 6 4 一般演題

13 【学会・研修会発表】
前田淳一, 池上敬一, 冨田忠
彦, 杉木大輔, 山田浩二郎

消防署内におけるノンテクニ
カルスキルトレーニング(NTS)
の設計

第17回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

北海道 2011 6 4 一般演題

14 【学会・研修会発表】
杉木大輔, 五明佐也香, 上笹
貫俊郎, 岩下寛子, 山田浩二
郎, 池上敬一

これからの救急救命士に対す
るシミュレーション・トレー
ニングのあり方

第18回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

北海道 2011 6 4 一般演題

15 【学会・研修会発表】
杉木大輔, 五明佐也香, 上笹
貫俊郎, 岩下寛子, 山田浩二
郎, 池上敬一

トレーニングコースだけでは
救急医療の質向上をもたらさ
ない

第19回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

北海道 2011 6 4 一般演題

16 【学会・研修会発表】
杉木大輔, 五明佐也香, 上笹
貫俊郎, 岩下寛子, 池上敬一

Workplace learningによる研
修医学習プログラムとその評
価

第43回日本医学教育学会大
会

広島 2011 7 23 一般演題

17 【学会・研修会発表】

池上敬一, 杉木大輔, 上笹貫
俊朗, 五明佐也香, 多田則子,
浅香えみ子, 春木宏介, 井原
裕, 中野智紀

埼玉県加須市内に避難した被
災者を対象とした健診・健康
支援プロジェクト

第39回日本救急医学会総会 東京 2011 10 18 ポスター

18 【学会・研修会発表】
五明佐也香, 池上敬一, 杉木
大輔, 上笹貫俊朗, 岩下寛子

当院におけるEndotoxin
Activity Assay(EAA)とプロカ
ルシトニン測定例の検討

第39回日本救急医学会総会 東京 2011 10 19 一般演題

19 【学会・研修会発表】 杉木大輔
当科における救急医療学習プ
ログラムの変遷とその評価

第39回日本救急医学会総会 東京 2011 10 20 その他



20 【学会・研修会発表】

島村明花, 上笹貫俊郎, 鳥山
満, 永野栄子, 飯草正実, 矢
澤淳子, 党雅子, 池上敬一,
菊池賢, 春木宏介

白糖分解性を有したVibro
vulnificusの一例

第60回日本感染症学会　東
日本地方学術集会
第58回日本化学療法学会
日本支部総会

山形 2011 10 27 一般演題

21 【学会・研修会発表】
松元智恵子, 佐藤祐子, 多田
則子, 池上敬一

避難所生活者の健康管理支援
活動

第3回日本こころとからだの
救急学会総会・学術大会

東京 2011 11 12 一般演題
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