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救急医療学講座 
 
 

論  文 
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20170214; 名古屋. Japanese Journal of Disaster Medicine. 21(3):614. 
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加藤麻美, 矢野徹宏, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 鈴木 剛, 大野雄康, 根本千秋, 塚田泰彦, 伊関 憲, 島
田二郎. 馬外傷により鈍的心損傷をきたした2症例. 第44回日本集中治療医学会学術集会; 20170310; 札幌. 日本

集中治療医学会雑誌. 24(Suppl.):FP-237. 
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反町光太朗, 鈴木 剛, 島田二郎. 長距離転院搬送の当院における問題点. 第31回日本外傷学会; 20170601; 横
浜. 日本外傷学会雑誌. 31(2):267. 
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