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氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

下沖　収
救急・災害・総合医学講
座総合診療医学分野

教授 博士（医学）

外科学一般
総合診療医学
地域医療学

①下沖 収, 堤 怜子, 高橋 清実, 佐藤 成大. 腸管出血性大腸菌O157学童集団感染にお
ける血清抗LPS抗体産生についての検討. 感染症学雑誌,2006;80:84-90.
②塩井 義裕, 下沖 収, 皆川 幸洋, 馬場 祐康, 阿部 正, 井上 義博, 遠藤 重厚. 岩手県北
東部におけるハチ刺傷症例の検討. 日本救急医学会雑誌,2007;18:135-142.
③下沖 収. 【東日本大震災津波における岩手県立病院の対応】 東日本大震災時の久慈
病院の状況と対応. 岩手県立病院医学会雑誌,2012;51:83-85.
④皆川 幸洋, 下沖 収, 遠野 千尋, 藤社 勉, 高橋 正統, 阿部 正. 岩手県沿岸北部地域に
おける外傷性肝損傷の検討. 日本腹部救急医学会雑誌,2013;33:15-22.
⑤Shimooki O, Yoshida T, Baba Y, Abe T. A Study of CEA and CA19-9 in Peritoneal 
Lavage Fluid for Colorectal Cancer. 9th United European Gastroenterology Week; 2001; 
Amsterdam, Nederland.

髙橋　智弘
救急・災害・総合医学講
座総合診療医学分野

講師 博士（医学）
循環器内科学
救急医学
総合診療医学

①Five years effect of the Great East Japan Earthquake and Tsunami on the blood 
pressure of Tsunami survivors in Iwate/第81回日本循環器学会学術集会（2017）
②髙橋智弘. 心肺停止. 矢崎義雄編. 内科学. 第11版. 東京：朝倉書店； 2017: p.189-191.
③岩手県ドクターヘリでの循環器疾患に関する活動現状と展望/第22回日本航空医療学
会学術集会(2015)
④髙橋智弘, 照井克俊, 及川浩平, 青木英彦, 遠藤重厚, 小松隆, 中村元行. 当院救命救
急センターへ搬送されたCPA患者の現状について. 心臓. 2012; 44(Suppl.2): 36-40.
⑤Takahashi T, Nakamura M, Onoda T, Ohsawa M, Tanno K, Itai K, Sakata K, Sakuma M, 
Tanaka F, Makita S, Yoshida Y, Ogawa A, Kawamura K, Okayama A. Predictive value of 
plasma B-type natriuretic peptide for ischemic stroke: a community-based longitudinal 
study. Atherosclerosis 2009; 207(1): 298-303.
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星川　浩一
救急・災害・総合医学講
座総合診療医学分野

特任講師 博士（医学）

外科学一般
総合診療医学
地域医療学

① 星川浩一，松本尚也，菅　重典，小守林靖一，眞壁秀幸，大間々真一，小野寺誠，照
井克俊，藤野靖久，鈴木　泰，山田裕彦，井上義博，遠藤重厚．交通外傷により尿道完
全断裂を伴った骨盤骨折の2症例．第24回日本航空医療学会；2017
② 星川浩一，高橋　学，松本尚也，小鹿雅博，吉岡靖史，大沼禎史，小守林靖一，大
間々真一，眞壁秀幸，吉田雄樹，井上義博，遠藤重厚．DICを合併した敗血症に対する
PMX-DHP施行時の造血因子の推移．第18回日本エンドトキシン血症救命治療研究会；
2014
③ Koichi Hoshikawa, Masahiro Kojika, Chiaki Onodera, Gaku Takahashi, Naoya 
Matsumoto, Yasuhisa Fujino, Yasushi Suzuki, Yoshihiro Inoue, Hiroyuki Nitta, Go 
Wakabayashi, Shigeatsu Endo．Assessment of hematopoietic factors in sepsis patients 
and in sepsis patients with disseminated intravascular coagulation．J. Iwate Med. Assoc. 
2013; 65(5): 333-341
④ 松本 尚也, 星川 浩一, 菅 重典, 山田 裕彦, 井上 義博, 遠藤 重厚．ドクターヘリにて
対応したクマ外傷の10症例．日本救急医学会雑誌．2015; 26(4): 105-110
⑤ 星川 浩一, 高橋 学, 松本 尚也, 小鹿 雅博, 提嶋 久子, 丹保 亜希仁, 那須 和広, 吉岡 
靖史, 大沼 禎史, 秋冨 慎司, 大邊 寛幸, 藤田 友嗣, 小守林 靖一, 大間々 真一, 千葉 健
太, 藤村 秀男, 柴田 繁啓, 眞壁 秀幸, 吉田 雄樹, 井上 義博, 遠藤 重厚．DICを合併した
敗血症ショックに対するPMX-DHP施行時の造血因子の推移．エンドトキシン血症救命治
療研究会誌．2014; 18(1): 240-248

山田　哲也
救急・災害・総合医学講
座総合診療医学分野

助教
総合診療医学
総合内科学

①フレイル・サルコペニアと多職種連携/レジデントノート 19巻14号 Page2476-
2482(2017.12)
②荒涼とした大地に芽は出るのか　それでも、耕し種をまこう/総合診療 (2188-8051)27
巻1号 Page13(2017.01)
③誤嚥性肺炎　誰が診るか,どこで診るか,誰が決めるか/Medicina (0025-7699)53巻10号 
Page1569-1572(2016.09)
④救急紹介に備えた日頃の準備　顔の見える関係づくり/Gノート (2188-3033)2巻6号 
Page867-874(2015.12)
⑤当院で経験した劇症１型糖尿病の３例/内科学会東北地方会 (2013.8)　
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菊地　大輝
救急・災害・総合医学講
座総合診療医学分野

助教 博士（医学）

外科学一般およ
び小児外科学関
連
腫瘍生物学関
連
内科学一般関
連

①DAIKI KIKUCHI, MOTONOBU SAITO, KATSUHARU SAITO, YOHEI WATANABE, 
YOSHIKO MATSUMOTO, YASUYUKI KANKE, HISASHI ONOZAWA, SUGURU HAYASE, 
WATARU SAKAMOTO, TERUHIDE ISHIGAME, TOMOYUKI MOMMA, SHINJI OHKI and 
SEIICHI TAKENOSHITA. Upregulated solute carrier family 37 member 1 in colorectal 
cancer is associated with poor patient outcome and metastasis. Oncology letters. 2018; 
15: 2065-2072
②菊地大輝, 伊藤浩信, 中村節子, 山田奈穂子, 秋浜沙織, 三浦陽香里, 高橋智弘, 　下
沖収. 滝沢中央病院におけるお薬相談室とポリファーマシー外来の連携による転倒予防
の取り組み. 転倒予防学会. 2018; 4(3): 35-40
③菊地大輝, 伊藤浩信, 小川義裕, 葛西里美, 菊池健, 澤内清, 山田奈穂子, 中村節子, 
大和泉. 多系統萎縮症の緩和ケアにボツリヌス療法が有用であった1例. 日本プライマリ・
ケア連合学会誌 2016; 39(3): 163-165
④菊地 大輝, 冨澤 勇貴, 馬場 誠朗, 岩谷 岳, 佐々木 章. 腹腔鏡を用い低侵襲手術をし
えた鼠径部子宮内膜症の1例. 岩手医学雑誌; 69(4): 237-241
⑤菊地 大輝, 伊藤 浩信, 高橋 智弘, 下沖 収.内痔核を契機に発見された箸使用摘便に
よる直腸潰瘍の1例); 日本病院総合診療医学会雑誌:13(2):25-26


