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地域救急医療支援講座 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
小野寺誠. 【重症・軽症の分かれ道はココだ！使えるワザ満載！腹痛とことん見極め塾－確認テスト21つき－】 
ひと目でわかる！腹痛部位と疾患. Emergency Care. 201807; 31(7):606-607. 
 
小野寺誠. 【重症・軽症の分かれ道はココだ！使えるワザ満載！腹痛とことん見極め塾－確認テスト21つき－】

理解度チェック！ 確認テスト21. Emergency Care. 201807; 31(7):640-649. 
 
佐藤正幸, 高橋 学, 菅 典重, 増田卓之, 佐藤寿穂, 秋丸理世, 野々口マリア, 下山 賢, 森野豪太, 児
玉善之, 石田 馨, 松本尚也, 石部頼子, 丹保亜希仁, 菊池 哲, 星川浩一, 小鹿雅博, 小野寺誠, 藤野靖

久, 鈴木 泰, 井上義博, 柴田繁啓, 遠藤重厚. 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. 201810; 22(1):223-231. 
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藤寿穂, 石田 馨, 松本尚也, 石部頼子, 丹保亜希仁, 星川浩一, 小鹿雅博, 小野寺誠, 鈴木 泰, 井上義

博, 柴田繁啓, 遠藤重厚. 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投与した敗血症性disseminated intravascular coagulation症例. エンドトキシン

血症救命治療研究会誌. 201810; 22(1):239-245. 
 
野々口マリア, 高橋 学, 菅 典重, 増田卓之, 秋丸理世, 下山 賢, 森野豪太, 児玉善之, 佐藤正幸, 佐
藤寿穂, 石田 馨, 松本尚也, 石部頼子, 丹保亜希仁, 星川浩一, 小鹿雅博, 小野寺誠, 鈴木 泰, 井上義
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著 書・訳 書 

 
小野寺誠. 中毒性疾患 解熱鎮痛薬中毒（アセトアミノフェン，アスピリン）. In: 福井次矢, 高木 誠, 小室一成 
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研究発表等 

 
〔研究発表〕 
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charcoal (briquette)-based kotatsu (a Japanese foot warmer). 17th Annual Scientific Congress of Asia Pacific 
Association of Medical Toxicology (APAMT 2018); 20181118; Indonesia. Program book. 16. 
 
三澤友誉, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 鈴木 剛, 大久保怜子, 塚田泰彦, 小野寺誠, 島田二郎, 田勢長一郎, 
伊関 憲. 長期間の人工呼吸器管理を要した有機リン中毒一例. 第32回日本中毒学会東日本地方会; 20180120; 
山形. 抄録集. 33. 
 
佐藤ルブナ, 三澤友誉, 大久保怜子, 反町光太朗, 鈴木 剛, 大野雄康, 塚田泰彦, 小野寺誠, 島田二郎, 
田勢長一郎, 伊関 憲. トンネル内での溶接機による集団一酸化炭素中毒. 第32回日本中毒学会東日本地方会; 
20180120; 山形. 抄録集. 37. 
 
井上義博, 小野寺誠, 藤野靖久, 菊池 哲, 佐藤正幸, 佐藤寿穂, 小鹿雅博. 3回以上出血した大腸憩室出血

症例の検討. 第45回日本集中治療医学会学術集会; 20180221; 千葉. 日本集中治療医学会雑誌. 25(Suppl.):145. 
 
三澤友誉, 鈴木 剛, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 大久保怜子, 塚田泰彦, 島田二郎, 伊関 憲. 頸部ガス壊

疽と縦隔膿瘍により直腸腫瘍を診断し得た一例. 第45回日本集中治療医学会学術集会; 20180223; 千葉. 日本集中

治療医学会雑誌. 25(Suppl.):163. 
 
反町光太朗, 三澤友誉, 佐藤ルブナ, 大久保怜子, 鈴木 剛, 大野雄康, 塚田泰彦, 長谷川有史, 島田二郎, 
伊関 憲. 腫脹が軽度であったが、急激な血小板低下を来したマムシ咬傷の一例. 第45回日本集中治療医学会学

術集会; 20180223; 千葉. 日本集中治療医学会雑誌. 25(Suppl.):165. 
 
井上義博, 小野寺誠, 藤野靖久, 菊池 哲, 佐藤正幸, 佐藤寿穂, 小鹿雅博. 10年間に5回出血した大腸憩室

症の1例. 第54回日本腹部救急医学会総会; 20180308; 東京. 日本腹部救急医学会雑誌. 38(2):398. 
 
渡辺 綾, 三澤友誉, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 大久保怜子, 鈴木 剛, 大野雄康, 塚田泰彦, 小野寺誠, 
伊関 憲. 著明な類白血病反応を伴ったClostridium difficile関連腸炎の一例. 第21回日本臨床救急医学会総会・

学術集会; 20180602; 名古屋. 日本臨床救急医学会雑誌. 21(2):425. 
 
佐藤ルブナ, 三澤友誉, 反町光太朗, 大久保怜子, 鈴木 剛, 大野雄康, 塚田泰彦, 小野寺誠, 伊関 憲. 
インターネット上で購入した薬剤を使用した三環形抗うつ薬中毒の一例. 第21回日本臨床救急医学会総会・学術

集会; 20180602; 名古屋. 日本臨床救急医学会雑誌. 21(2):440. 
 
反町光太朗, 三澤友誉, 佐藤ルブナ, 鈴木 剛, 大野雄康, 塚田泰彦, 小野寺誠, 長谷川有史, 島田二郎, 
伊関 憲. マムシ咬傷の重症例の検討. 第32回東北救急医学会総会・学術集会（第28回日本救急医学会東北地方

会）; 20180616; 山形. 抄録集. 87. 
 
上野智史, 全田吏栄, 三澤友誉, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 大久保怜子, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 小野寺誠, 
伊関 憲. 意識障害が遷延した炭酸リチウム中毒の1 例. 第32回東北救急医学会総会・学術集会（第28回日本

救急医学会東北地方会）; 20180616; 山形. 抄録集. 88. 
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第32回東北救急医学会総会・学術集会（第28回日本救急医学会東北地方会）; 20180616; 山形. 抄録集. 88. 

－373－



 
小野寺誠, 上野智史, 全田吏栄, 三澤友誉, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 大久保怜子, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 
伊関 憲. 練炭こたつによる急性一酸化炭素中毒症例の検討. 第40回日本中毒学会総会・学術集会; 20180720; 
大阪. 中毒研究. 31(2):225. 
 
反町光太朗, 三澤友誉, 佐藤ルブナ, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 島田二郎, 伊関 憲. 85歳以上の高齢外傷患者に
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反町光太朗, 上野智史, 全田吏栄, 三澤友誉, 佐藤ルブナ, 鈴木 剛, 大野雄康, 塚田泰彦, 小野寺誠, 長
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本救急医学会総会・学術集会; 20181120; 横浜. 日本救急医学会雑誌. 29(10):430. 
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20181120; 横浜. 日本救急医学会雑誌. 29(10):436. 
 
全田吏栄, 上野智史, 三澤友誉, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 鈴木 剛, 大野雄康, 塚田泰彦, 小野寺誠, 伊
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集会; 20181119; 横浜. 日本救急医学会雑誌. 29(10):549. 
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三澤友誉, 上野智史, 全田吏栄, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 鈴木 剛, 大野雄康, 塚田泰彦, 小野寺誠, 伊
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