
講座名 救急医学
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】

徳嶺譲芳1, 武田吉正2, 河野
安宣3, 垣花泰之4, 安田智嗣
4, 松島久雄5
JFE健康保険組合川鉄千葉病院
麻酔科1, 岡山大学病院麻酔科
蘇生科2, 奈良県立医科大学病
院集中治療部3, 鹿児島大学病
院集中治療部4, 獨協医科大学
救急医学講座5

初期臨床研修医に対する超音
波ガイド下内頚静脈穿刺のシ
ミュレーション教育の試み
－指導者用テキストと達成目
標の設定－

日本臨床麻酔学会誌 31 4 716 719 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】 松島久雄 全身麻酔の流れ OPE NURSING 118 119 2011

2【総説等】 松島久雄
ビデオ喉頭鏡-種類・使い分け
-

臨床麻酔 35 3 524 531 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

1【その他の学術論文】 大森達人
第21回ドクターヘリ講習会に
医師として参加して

日本航空医療学会雑誌 12 1 55 56 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
筆の場
合）

書名

著者・
編集

者・監
修者名

出版者名 出版地 出版年 備考

1【学術書】 小野一之
medical emergencyに対する検
査

81 83

「臨床
検査
データ
ブック
2011-
2012」

黒川清,
春日雅
人, 北
村聖編

医学書院 東京 2011

2【学術書】 大森達人 熱傷 51 56
整形外
科テキ
スト 改
訂第3版

髙橋邦
泰, 芳
賀信彦

南江堂 東京 2011

2011年臨時増刊



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】 松島久雄
JAMSセミナー シンポジスト
「手術室外でのDifficult
Airwayと対策」

第6回日本医学シミュレー
ション学会総会

和歌山市 2011 2 11

2【学会・研修会発表】 松島久雄
“外科的気道確保を極める”
～豚の咽頭を使用した外科的
気道確保について～

日本麻酔科学会第58回学術
集会

神戸市 2011 5 20

3【学会・研修会発表】 鍛良之
縊頸後に遅発性気道狭窄をき
たした1症例

第14回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

札幌市 2011 6 3

4【学会・研修会発表】 大西俊彦
Capnocytophaga canimorsus感
染による敗血症の一例

第14回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

札幌市 2011 6 3

5【学会・研修会発表】 青木秀和
栃木県ドクターヘリ運行開始
から1年を経て

第14回日本臨床救急医学会
総会・学術集会

札幌市 2011 6 4

6【学会・研修会発表】 松島久雄
第6回CVC指導者養成コース
インストラクター

日本医学シミュレーション
学会

札幌市 2011 7 2

7【学会・研修会発表】

戸崎幸子1, 菊地研2, 松島久
雄3, 窪裕美1, 田村佳津江1,
冨澤育恵1, 鱒渕友希1, 稲葉
孝子1, 山根昌江1, 佐山静江
1, 上島亨2, 小野一之3, 井上
晃男2
獨協医科大学看護部1, 獨協医
科大学心臓・血管内科, 獨協
医科大学救命救急センター3

看護師のBLS/ACLS修得による
病棟内心停止の転帰の改善

第59回日本心臓病学会学術
集会

神戸市 2011 9 25



8【学会・研修会発表】 大森達人
地域メディカルコントロール
における病院前情報の電子化
によるシステム構築

第39回日本救急医学会総
会・学術集会

新宿区 2011 10 18

9【学会・研修会発表】 松島久雄
医学生に対する蘇生教育にお
けるe-learningの学習効果

第39回日本救急医学会総
会・学術集会

新宿区 2011 10 18

10【学会・研修会発表】 松島久雄
医学生の蘇生教育におけるデ
ブリーフィング効果

第39回日本救急医学会総
会・学術集会

新宿区 2011 10 18

11【学会・研修会発表】

菊地研1, 西野節1, 西山佳孝
1, 大谷直由1, 松島久雄2, 和
氣晃司2, 小野一之2, 井上晃
男1
獨協医科大学心臓・血管内科
1, 獨協医科大学救急医学2

急性心筋梗塞症(AMI)の発症か
ら再懽流までの時間経過

第39回日本救急医学会総
会・学術集会

新宿区 2011 10 19

12【学会・研修会発表】

菊地研1, 松島久雄2, 和氣晃
司2, 小野一之2, 井上晃男1
獨協医科大学心臓・血管内科
1, 獨協医科大学救急医学2

院内CPAの転帰は看護師の
BLS/ACLS修得により改善する
のか

第39回日本救急医学会総
会・学術集会

新宿区 2011 10 20

13【学会・研修会発表】 松島久雄
第39回日本救急医学会総会・
学術集会　　「救急ハンズオ
ン塾」

第39回日本救急医学会総
会・学術集会

新宿区 2011 10 20

14【学会・研修会発表】 大西俊彦
基礎疾患のない者に生じた犬
咬傷によるCapnocytophaga
canimorsus敗血症

第60回日本感染症学会東日
本地方会学術集会・第58回
日本化学療法学会東日本支
部総会　合同学会

山形市 2011 10 28



15【学会・研修会発表】 菊池仁
熱帯熱マラリアによる脳マラ
リアの一例

第60回日本感染症学会東日
本地方会学術集会・第58回
日本化学療法学会東日本支
部総会　合同学会

山形市 2011 10 28

16【学会・研修会発表】 松島久雄
CVC指導者養成コース
コースディレクター,インスト
ラクター

日本臨床麻酔学会第31回大
会

宜野湾市 2011 11 4・5

17【学会・研修会発表】 松島久雄
第16回CVC指導者養成コース
インストラクター

日本医学シミュレーション
学会

広島市 2011 11 20

18【学会・研修会発表】 松島久雄
ワークショップ1
DAM（第42回DAM実践セミ
ナー）

日本蘇生学会第30回大会 福島市 2011 11 18

19【学会・研修会発表】 松島久雄

ワークショップ3
患者急変対応コース（第15回
高機能患者シミュレーター・
ワークショップ）

日本蘇生学会第30回大会 福島市 2011 11 19

20【学会・研修会発表】 和氣晃司
東日本大震災における医療活
動　　　　　　～獨協医科大
学病院DMAT隊～

第39回獨協医学会 壬生町 2011 11 30



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】 松島久雄
「超音波ガイド下中心静脈
穿刺講習会」

出雲市 2011 1 22

2【公開講座】 松島久雄

心肺蘇生ガイドライン2010の
概要について
～救命救急センター搬送まで
にできること～

上都賀郡市医師会 鹿沼市 2011 2 16

3【公開講座】 松島久雄 救命センターと口腔ケア
市民公開講座　　「第4回最
近の有病者口腔ケアを考え
る」

壬生町 2011 3 5

4【公開講座】 松島久雄
第1回超音波画像システム支援
によるシミュレーター実践研
修

平成23年度　　　良質な医
師を育てる研修

福岡市 2011 6 24

5【公開講座】 小野一之
「心肺蘇生法の理論につい
て」

平成23年度　　心肺蘇生法
指導者実技研修会

宇都宮市 2011 7 11

6【公開講座】 小野一之
「東日本大震災から何を学ぶ
か」

病院管理研修会「東日本大
震災から何を学ぶか」

宇都宮市 2011 7 16



7【公開講座】 松島久雄 救急処置
平成23年度「心とからだの
健康づくり（THP)指導者養
成専門研修

宇都宮 2011 9 29

8【公開講座】 松島久雄
『超音波ガイド下中心静脈カ
テーテル挿入実践セミナー』

良質な指導医と研修医を育
成する研修

熊本市 2011 10 1

9【公開講座】 和氣晃司
東日本大震災における獨協
DMAT活動報告

栃木県看護協会県西地区支
部研修会　　　　　「地域
に密着した災害医療を考え
る」シンポジウム

鹿沼市 2011 10 29

10【公開講座】 和氣晃司 栃木県ドクターヘリ
第7回真岡ナイトカンファレ
ンス

真岡市 2011 11 4

11【公開講座】 松島久雄
ニーズに合わせて進化するビ
デオ喉頭鏡～種類、使い分け
について～

Video session for Airway
Management Practice

横浜市 2011 11 26

12【公開講座】 小野一之
「災害への備えと災害時の医
療」

平成23年度市民公開講座
災害と私たちの生活

姫路市 2011 12 2

13【公開講座】 松島久雄
「救急集中治療における現場
でのニーズ」

第1回医療機器研究部会 壬生町 2011 12 21



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】 和氣晃司 ニュースワイド21
「トチギスト（栃木県ドク
ターヘリ）」

とちぎテ
レビ

2011 2 17 テレビ
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