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小鷹昌明. “筋萎縮性側索硬化症”患者診療からみた南相馬市の難病支援. 番來舎講演会; 20170811; 東京. 
 
小鷹昌明. 被災地支援に向かったとき僕はたまたま医者だった. 広島学院高校講演会（カリタス原町）; 20170822; 
南相馬. 
 
小鷹昌明, 根本 剛. 今！注目の根本先生と小鷹先生の健幸講話. 「認知症のお話と元気になるためのお話」ほっ

と悠講演会; 20171013; 南相馬. 
 
〔その他〕 
 
小鷹昌明. 移住者から見た南相馬：その魅力と課題. 相馬野馬追「再発見」講座（第4弾）; 20171019; 南相馬. 
 
 
 
 

地域救急医療支援講座 
 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
大久保怜子, 伊関 憲, 鈴木 剛, 矢野徹宏, 佐藤ルブナ, 小澤昌子, 田勢長一郎. 福島市で開催された東北

六魂祭で発生した傷病者の検討. Japanese Journal of Disaster Medicine. 201711; 22(2):170-175. 
 

著 書・訳 書 

 
小澤昌子. メタノール・エチレングリコール中毒. In: 福井次矢, 高木 誠, 小室一成 総編集. 今日の治療指針

2017. 東京: 医学書院; 201701. p.142-143. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
鈴木 剛, 矢野徹宏, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 大野雄康, 根本千秋, 塚田泰彦, 伊関 憲, 島田二郎. 
Vibrio vulnificus感染により壊死性軟部組織感染症、敗血症ショックを来した1例 福島県からの報告. 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.):DP135-1. 
 
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
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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. 
 
三澤友誉, 矢野徹宏, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 伊関 憲, 島田二郎, 田勢長一郎. 
軟口蓋腫瘍により窒息を来した症例に対する気管挿管. 第20回日本臨床救急医学会総会・学術集会; 20170527; 東
京. 日本臨床救急医学会雑誌. 20(2):381. 
 
佐藤ルブナ, 矢野徹宏, 反町光太朗, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 伊関 憲, 島田二郎. エアバッグ展開による顔面

熱傷の一例. 第20回日本臨床救急医学会総会・学術集会; 20170527; 東京. 日本臨床救急医学会雑誌. 20(2):397. 
 
上野智史, 三澤友誉, 矢野徹宏, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 伊関 憲, 島田二郎, 田
勢長一郎. 巨大な左外腸骨静脈瘤が契機の肺塞栓症により心停止となった１例. 第20回日本臨床救急医学会総

会・学術集会; 20170527; 東京. 日本臨床救急医学会雑誌. 20(2):417. 
 
塚田泰彦, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 鈴木 剛, 島田二郎, 伊関 憲, 土佐亮一, 小山 敦, 篠原一彰, 田
勢長一郎. 福島県におけるドクターヘリ・ドクターカーの現状と課題. 第31回東北救急医学会総会・学術集会; 
20170624; 秋田. 抄録集. 47. 
 
反町光太朗, 佐藤ルブナ, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 島田二郎, 伊関 憲. 外傷による頸椎捻挫と診断され経過観

察入院をしていたが、退院後に頸椎亜脱臼が判明した症例～頸部痛を訴える患者から、重症頸部外傷を見逃さない

ために～. 日本集中治療医学会第1回東北支部学術集会; 20170701; 弘前. 抄録集. 38. 
 
齋藤 茜, 矢野徹宏, 佐藤ルブナ, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 田勢長一郎, 伊関 憲. 通報中のCPR 本当に大

丈夫？？ 第45回日本救急医学会総会・学術集会; 20171025; 大阪. 日本救急医学会雑誌. 28(9):510. 
 
中崎 峻, 三澤友誉, 反町光太朗, 島田二郎, 伊関 憲, 田勢長一郎. 救急隊員をインフルエンザから守ろう 

東北地区におけるインフルエンザワクチン接種の実施状況. 第 45回日本救急医学会総会・学術集会; 20171025; 大
阪. 日本救急医学会雑誌. 28(9):510. 
 
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, 島田二郎, 伊関 憲. 
一酸化炭素中毒後脳症と急性期MRI検査の検討. 第45回日本救急医学会総会・学術集会; 20171025; 大阪. 日本

救急医学会雑誌. 28(9):577. 
 
小澤昌子, 三澤友誉, 矢野徹宏, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 大久保怜子, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 島田二郎, 
伊関 憲. スノーモービルによる摩擦熱傷の1例. 第45回日本救急医学会総会・学術集会; 20171026; 大阪. 日本

救急医学会雑誌. 28(9):592. 
 
三澤友誉, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 島田二郎, 伊関 憲. クマ外傷による頸部血管損

傷により、脳梗塞を来した一例. 第45回日本救急医学会総会・学術集会; 20171024; 大阪. 日本救急医学会雑誌. 
28(9):632. 
 
後藤將之, 三澤友誉, 佐藤ルブナ, 大久保怜子, 反町光太朗, 鈴木 剛, 大野雄康, 塚田泰彦, 島田二郎, 
伊関 憲. 典型的なMRI所見を呈した遷延型一酸化炭素中毒の一例. 第45回日本救急医学会総会・学術集会; 
20171024; 大阪. 日本救急医学会雑誌. 28(9):634. 
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徳江祐美, 佐藤ルブナ, 反町光太朗, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 島田二郎, 伊関 憲. 服用1週間後に受診したラ

ウンドアップ中毒の一例. 第45回日本救急医学会総会・学術集会; 20171026; 大阪. 日本救急医学会雑誌. 
28(9):705. 
 
塚田泰彦, 佐藤ルブナ, 鈴木怜子, 反町光太朗, 鈴木 剛, 大野雄康, 島田二郎, 伊関 憲. 福島県ドクター

ヘリ隣県連携の現状と課題. 第24回日本航空医療学会総会・学術集会; 20171110-11; 八戸. 日本航空医療学会雑

誌. 18(2):81. 
 
〔その他〕 
 
伊関 憲, 小澤昌子, 矢野徹宏, 佐藤ルブナ, 三澤友誉, 反町光太朗, 鈴木 剛, 塚田泰彦, 島田二郎, 田
勢長一郎. 温泉地における硫化水素中毒防止に向けた教育. 第 39回日本中毒学会総会・学術集会; 20170701; つ
くば. 中毒研究. 30(2):192. 
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〔原 著〕 
 
Shoji T, Takatori E, Omi H, Kagabu M, Honda T, Futagami M, Yokoyama Y, Kaiho M, Tokunaga H, Otsuki 
T, Takano T, Yaegashi N, Kojimahara T, Ohta T, Nagase S, Soeda S, Watanebe T, Nishiyama H, Sugiyama 
T. A phase II study of irinotecan and pegylated liposomal doxorubicin in platinum-resistant recurrent ovarian 
cancer (Tohoku Gynecologic Cancer Unit 104 study). Cancer Chemotherapy and Pharmacology. 201708; 
80(2):355-361. 
 
森村 豊, 古川茂宜, 寅磐亮子, 塚原 孝, 佐藤奈美, 佐藤美賀子, 神尾淳子, 小島 学, 添田 周, 藤森

敬也. 子宮頸がん集団検診での細胞診異常例のHPV型別検査. 日本がん検診・診断学会誌. 201701; 24(2):146-
153. 
 
経塚 標, 奥津美穂, 小島 学, 鈴木 聡, 添田 周, 大戸 斉, 藤森敬也. 高血症、心室性頻脈になるも救

命できた分娩時大量出血の1例. 日本輸血細胞治療学会誌. 201702; 63(1):65. 
 
植田牧子, 添田 周, 平岩 幹, 小島 学, 野村真司, 鈴木和夫, 今井茂樹, 鈴木博志, 渡辺尚文, 藤森敬

也. 子宮動静脈瘻による腹腔内出血を契機に診断された16歳女子に発症した臨床的侵入奇胎の1例. 福島医学雑

誌. 201712; 67(3):163-169. 
 




