
救急・災害・総合医学講座救急医学分野（救命救急センター含む）

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

へき地、離島等における最新の救急医療体制事情と課題／新医療.44(11):28-31 (2017)

敗血症の血液マーカー／臨床と研究. 93(8):1074-6 (2016)

AKIの全体像を捉える／重症患者ケア. 5(2):171-4 (2016)

内視鏡的血管塞栓材料として薬事承認されたN-ブチル-2-シアノアクリレートによる孤立性胃静脈瘤治
療成績の検討／第95回日本消化器内視鏡学会総会 (2018)

特発性大網出血の2症例／第104回日本消化器病学会総会 (2018)

ドクターヘリによる熱中症35名の対応／第23回日本集団災害医学会総会･学術集会 (2018)

ドクターヘリによる病院前診断の限界-胸部大動脈損傷の1例／第31回日本外傷学会総会･学術集会
(2017)
転院搬送中にVf stormとなり12回のDCを施行した1例／第24回日本航空医療学会総会･学術集会
(2017)

スキー場におけるドクターヘリ対応の問題点／第24回日本航空医療学会総会･学術集会 (2017)

台風10号による岩泉の災害に対する活動について／第45回日本救急医学会総会･学術集会 (2017)

中毒性疾患　トリカブト中毒/今日の治療指針2019/155 (2019)

Effect of doctor helicopter transportation on expedited percutaneous coronary intervention in patients
with ST-elevation acute myocardial infarction/Progress in Medicine/38(1):101-5　(2018)

岩手県ドクターヘリでの胸痛覚知要請症例の検討／第45回日本救急医学会総会･学術集会 (2017)

山田　裕彦
救急医学講座救急・災
害・総合医学講座救急
医学分野

准教授 博士（医学）
救急医学・外科学

一般

井上　義博
救急・災害・総合医学講
座救急医学分野

教授 博士（医学）
救急医学・消化器

内科学

照井　克俊
救急・災害・総合医学講
座救急医学分野

特任准教授 博士（医学）
救急医学・循環器

内科学



救急・災害・総合医学講座救急医学分野（救命救急センター含む）

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

Toxicokinetics of the Synthetic Cathinone α-Pyrrolidinohexanophenone./J Anal Toxicol. 28:1-5 (2018)

Clinical and toxicological findings of acute intoxication with synthetic cannabinoids and cathinones.
/Acute Medicine & Surgery.3:230-6(2016)

中毒起因物質の実用的分析法　前処理法からスクリーニング分析まで　生体試験からの薬毒物の前処
理法について液液抽出(ケイソウ土カラム)法・QuEChERS法・モノリススピンカラム法／中毒研究.
29(1):50-5 (2016)

探針エレクトロスプレーイオン化法(PESI)を用いた血清中薬毒物の迅速スクリーニング法の構築/第39
回日本中毒学会総会・学術集会(2017)

Rapid determination of Lithium in blood by color reaction using fluorine substituted
tetraphenylporphyrin ligand(F28TPP)/15th Asia Pacific Medical Association of Medical Toxicology
International Scientific Conference(2016)

A patient of using presepsin diagnose streptococcal toxic shock syndrome during anticancer drug
treatment/Case Reports in Critical Care/3240501 (2019)

Study of high mobility group box 1 vlues in septic disseminated intravascular coagulation treated by
polymyxin-B immobilized fiber-direct hemoperfusion/Journal of Bacterilogy &
Parasitology/10.4172/2155-9597.1000346(2018)

Eicosanoids as Risk and Prognostic Factors for Acute Respiratory Distress Syndrome in Sepsis
Patients/Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine/7(6):1000435(2017)

当施設におけるクマ外傷50例の検討／日本外科外傷学会雑誌. 31(4):442-7(2017)

敗血症診断としてのプレセプシンの有用性/日本外科感染症学会雑誌. 14(2):95-100(2017)

藤田　友嗣
救急・災害・総合医学講
座救急医学分野

講師 博士（薬学） 環境・衛生系薬学

高橋　学
救急・災害・総合医学講
座救急医学分野

講師 博士（医学） 救急医学



救急・災害・総合医学講座救急医学分野（救命救急センター含む）

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績
慢性リチウム中毒によるせん妄から大量服薬に至った1例／第31回日本中毒学会東日本地方会
(2017)

たこつぼ型心筋症を合併した有機リン中毒の1例／第31回日本中毒学会東日本地方会

Association of type II secretory phospholipase A2 and surfactant protein D with the pulmonary
oxygenation potential in patients with septic shock during polymyxin-B immobilized  fiber-direct
hemoperfusion./J Clin Apher. doi:10.1002/jca.21507(2016)

指の挫創により発症した重症破傷風の1例/第32回東日本手外科研究会 (2018)

敗血症性ショック患者に対するPMX-DHP施行時のII型phospholipase A2およびsurfactant protein Dの
肺酸素化能との関わりについての検討／第21回エンドトキシン血症救命治療研究会(2017)

polymyxin-B immobilized fiber-direct hemoperfusion施行時にトロンボモジュリンと好中球エラスターゼ
を継続して検討した敗血症性disseminated intravascular coagulation症例/エンドトキシン血症救命治療
研究会誌/22(1):239-45 (2018)

搬入時心停止を来すも救命し得た非クロストリジウム性ガス壊疽症の1例/日本救急医学会雑誌.
20(10):805-11(2017)

敗血症性DICを併発した敗血症性ショックに対するPMX-DHP施行時の可溶性接着分子の検討／第21
回エンドトキシン血症救命治療研究会 (2017)

石部　頼子
救急・災害・総合医学講
座救急医学分野

助教 博士（医学） 救急医学

那須　和広
救急・災害・総合医学講
座救急医学分野

助教 博士（医学） 循環器内科学

秋丸　理世
救急・災害・総合医学講
座救急医学分野

助教 博士（医学） 救急医学



救急・災害・総合医学講座救急医学分野（救命救急センター含む）

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

Use of Direct Hemoperfusion with Polymyxin B-Immobilized Fiber for the Treatment of Septic Shock
Complicated with Lemierre Syndrome Caused by Fusobacterium necrophorum/Case Reports in Critical
Care/5740503 (2019)

灯油に起因した化学性肺炎による重症呼吸不全に肺嚢胞、気胸、肺膿瘍を続発するも保存的治療で救
命しえた1例／第45回日本集中治療医学会学術集会 (2018)

エチレングリコール中毒の1例／第44回日本救急医学会総会･学術集会 (2016)

Clinical effects of polymyxin B hemoperfusion in patients with septic shock caused by urinary tract
infection/Therapeutic Apheresis and Dialysis/10.1111/1744-9987.12746 (2018)

Acute cholinergic syndrome in a patient with mild Alzheimer’s type dementia who had applied a large
number of rivastigmine transdermal patches on her body. /Clin Toxicol/55(9):1008-10 (2017)

Effects pf polymyxin in sepsis and septic shock./ Scientific symposium on sepsis management (2018)

Endotoxin removal cartridge for sepsis treatment./15th postgraduate corce: back to basics:
strengthening kidney core concepts (2018)

Endotoxemia and urosepsis. /3rd Endotoxemia congress (2017)

鈴木　泰
岩手県高度救命救急セ
ンター

准教授 博士（医学）
救急医学・泌尿器

科学

児玉　善之
救急・災害・総合医学講
座救急医学分野

助教 学士
集中治療医学、麻

酔学



救急・災害・総合医学講座救急医学分野（救命救急センター含む）

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績
Two cases of esophageal cooked rice impaction. /Journal of Case Reports in Medical Science. 4(1):4-8
(2018)

左側結腸憩室炎発症の7日後に右側結腸憩室炎を発症した1例/第55回日本腹部救急医学会総会
(2019)

内視鏡的血管塞栓材料として薬事承認されたN-ブチル-2-シアノアクリレートによる孤立性胃静脈瘤治
療成績の検討／第95回日本消化器内視鏡学会総会 (2018)

当院における消化管静脈瘤に対する治療戦略／第54回日本腹部救急医学会総会 (2018)

家庭用洗剤類誤飲による消化管粘膜障害の重症化に関わる因子　自験例8例の検討/第96回日本消
化器内視鏡学会総会 (2018)

First aid stations and patient demand in tsunami-affected areas of Iwate Prefecture following the
Great East Japan Eathquake/International Journal of Desaster Risk Reduction/31:435-40 (2018)

The Impact and Effectivity of an Inventory Survey for a Stroke Registry in Iwate Prefecture./J Stroke
Cerebrovasc Dis. 26(10):2160-6 (2017)

東日本大震災後の中長期的脳卒中罹患状況について/第46回日本救急医学会総会･学術集会 (2018)

台風10 号豪雨被害による施設避難の入所者を受け入れた医療機関の問題点について／第22回日本
集団災害医学会総会･学術集会(2017)

青森県、秋田県、および岩手県の100km圏ドクターヘリ広域連携による出動状況について／日本航空
医療学会雑誌.18(1):21-6 (2017)

小鹿　雅博
岩手県高度救命救急セ
ンター

講師 博士（医学） 消化器外科学 佐々木秀作：絞扼性腸閉塞に対する診断と管理／第54回日本腹部救急医学会総会(2018)

大間々　真一
岩手県高度救命救急セ
ンター

講師 博士（医学）
救急医学・脳神経

外科学

藤野　靖久
救急・災害・総合医学講
座救急医学分野

特任准教授 博士（医学）
救急医学･消化器

内科学



救急・災害・総合医学講座救急医学分野（救命救急センター含む）

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

当センターにおける過去7年間の動物外傷226例の後方視的検討/第42回日本脳神経外傷学会 (2019)

脳卒中患者を対象とした摂食嚥下機能訓練に関するコンセンサスガイドラインの有用性の検討
/STROKE 2017 (2017)

急性期および回復期における脳卒中患者を対象とした栄養管理および摂食嚥下機能訓練に関するコン
サイスガイドラインの有用性の検討／第40回東北脳血管障害研究会 (2017)

当センターにおける過去5年間の動物外傷167例の後方視的検討／第40回日本脳神経外傷学会
(2017)

骨盤輪骨折に対する脊椎インストゥルメントを用いた低侵襲固定の工夫/第116回東北整形災害外科学
会 (2018)

真菌血症における多血白血球血漿を用いた新規測定法／第22回エンドトキシン血症救命治療研究会
(2018)

仙骨骨盤輪骨折におけるDual SPRing Fix後方固定の紹介と検討/第29回東北脊椎外科研究会 (2018)

重症･多発外傷に対する救命センターでの整形外傷治療～救急外傷医の立場から～/第114回東北整
形災害外科学会(2017)

Regulating migration of esophageal stents - management using a Sengstaken-Blakemore tube: A case
report and review of literature./World J Gastroenterol./24(28):3192-7 (2018)

絞扼性腸閉塞に対する診断と治療/第55回日本腹部救急医学会総会 (2019)

上部消化管穿孔に対する治療の現状／第54回日本腹部救急医学会総会 (2018)

大腸穿孔に対するPMX-DHP施行効果の検討／第23回日本HDF研究会学術集会･総会 (2017)

Polymyxin-B immobilized fiber-direct hemoperfusionを施行した敗血症性acute respiratory distress
syndromeにおけるII型phospholipase A2とsurfactant protein Dの検討/エンドトキシン血症救命治療研究
会誌/22(1):223-31 (2018)

敗血症性ショック症例にPMX-DHP施行時のnuclear matrix proteinの検討／/第21回エンドトキシン血症
救命治療研究会(2017)

たこつぼ型心筋症を合併した有機リン中毒の1例／第31回日本中毒学会東日本地方会(2017)

小守林　靖一
岩手県高度救命救急セ
ンター

特任講師 博士（医学） 脳神経外科学

菅　重典
岩手県高度救命救急セ
ンター

助教 博士（医学） 救急医学

佐藤　寿穂
岩手県高度救命救急セ
ンター

助教 博士（医学） 救急医学

佐藤　正幸
岩手県高度救命救急セ
ンター

助教 博士（医学） 救急医学



救急・災害・総合医学講座救急医学分野（救命救急センター含む）

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

丹田　実
岩手県高度救命救急セ
ンター

助教 学士 呼吸器内科学
長島広相：外科的リンパ節生検後に急性呼吸不全をきたしたサルコイドーシスの1例／日本サルコイ
ドーシス/肉芽腫性疾患学会雑誌. 35(1-2):96-7 (2015)

鈴木　利央登
岩手県高度救命救急セ
ンター

助教 医学（博士） 呼吸器内科学
ピタバスタチンの肺微小血管内皮細胞tight junctionに対する作用／第56回日本呼吸器学会学術講演
会 (2016)

頭部外傷亜急性期に外傷性脳血管攣縮と亜急性硬膜下血腫を併発した1症例/第56回日本脳神経外
科学会東北支部会 (2019)

Trousseau症候群の3例／秋田県医師会雑誌. 67(1):54 (2017)

田林　東
岩手県高度救命救急セ
ンター

助教 学士
心臓血管外科
学・外科学一般

①田林　東，大山翔吾，萩原敬之，近藤良一，熊谷和也，坪井潤一，小泉淳一，鎌田　武，向井
田昌之，猪飼秋夫，岡林　均：A型急性大動脈解離の術後低O2血症に対する一酸化窒素吸入の有
効性について．第45回日本血管外科学会学術総会．2017年4月．広島．　②田林　東，大山翔
吾，萩原敬之，近藤良一，熊谷和也，坪井潤一，小泉淳一，鎌田　武，向井田昌之，猪飼秋夫，
岡林　均：Ａ型急性大動脈解離の術後Ｏ２血症に対する一酸化窒素吸入の有効性について．第45
回日本血管外科学会学術総会（2017）　③田林　東，金　一，猪飼秋夫，向井田昌之，小泉淳
一，坪井潤一，鎌田　武，熊谷和也，近藤良一，萩原敬之，大山翔吾：人工股関節置換術後、骨
セメントに伴う総大腿動脈仮性瘤を合併した１例．第31回日本血管外科学会東北地方会（2017）
④田林　東，小宮達彦，恒吉裕史，島本　健，境　次郎，平岡俊文，川島　隆，山中　憲，和田
賢二，金子寛行，藤本侑花，古市吉真，陣野太陽，富永　磨：術中トランジットタイム血流評価
と術後棱骨動脈グラフトスパスムとの関連性．第29回日本冠疾患学会学術集会（2015）

加藤　正義
岩手県高度救命救急セ
ンター

助教 博士(医学) 神経内科学

①加藤正義, 大浦一雅, 大庭英樹, 小林正和, 小笠原邦昭, 人見次郎, 寺山靖夫：spatio-
temporal image correlation(STIC)法を用いた造影頸動脈超音波検査によるプラーク内新生血管
の評価．岩手医学雑誌 69:255-264, 2017.
②加藤正義, 大浦一雅, 大庭英樹, 小野寺奈緒, 小林正和, 小笠原邦昭, 人見次郎, 寺山靖夫：
造影2D超音波検査と造影4D超音波検査の比較．第35回日本脳神経超音波学会総会．横浜，2016.
③加藤正義, 藤澤豊, 鳴海新介, 水野昌宣, 米澤久司, 寺山靖夫：脳梗塞と鑑別に苦慮した神経
ベーチェット病の1例．第33回日本神経治療学会総会．名古屋，2015．
④加藤正義, 水野昌宣, 米澤久司, 寺山靖夫：慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(CIDP)および多巣
性運動性ポリニューロパチー(MMN)自験例における予防の検討．第31回日本神経治療学会総会．
東京，2013.

遠藤　英彦
岩手県高度救命救急セ
ンター

助教 医学（博士） 脳神経外科学


