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63 中尾博之, 中山祐介, 高橋晃, 吉田剛, 遠山一成, 川嶋隆久, 石井昇 中鼻鏡を用いた確実な輪状甲状靱帯切開法の考察 日本外傷学会雑誌
64 中山祐介, 川嶋隆久, 石井昇, 吉田剛, 遠山一成, 高橋晃, 中尾博之 6価クロムによる化学熱傷の1例 中毒研究 2010
65 大村和也, 新田幸司, 川嶋隆久, 藤田百合子, 村田晃一, 杉山準, 石井昇 神戸市における院外発生心停止症例に対するAEDの活用状況と成

果 日本救急医学会雑誌 2011
66 大村和也, 小野大輔, 川嶋隆久, 加藤隆之, 藤田百合子, 板垣有亮, 渡辺友紀子, 石井昇 栄養チューブ挿入時の合併症　食道穿孔の一例 日

本集中治療医学会雑誌 2011
67 村田晃一、川嶋隆久、石井昇、大村和也、加藤隆之、藤田百合子、板垣有亮、西村与志郎、渡邊友紀子、安藤維洋、陵城成浩、吉田剛、遠

山一成、中尾博之 難治性下血の加療中に気腫性胆嚢炎を来した一例 日本救命医療学会雑誌 2011
68 大村和也、川嶋隆久、石井昇、迫智也 副鼻腔炎から波及した硬膜下腫瘍の一例 日本救命医療学会雑誌 2011
69 村田真穂, 江原一雅, 楠信也, 西川原佑美, 黒川敏子, 川嶋隆久, 古森孝英 入院患者の緊急コール事例の検討　死亡・予後関連因子および
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72 前田裕仁 輪状甲状間膜穿刺チューブを気管切開瘢痕部より挿入した慢性期頸髄損傷患者の一例 日本脊髄障害医学会雑誌 2016
73 岡田 直己, 西山 隆, 前田 裕仁, 山田 克己, 安藤 維洋, 西村 与志郎, 西村 侑翼 著明な頻脈が早期診断の一助になった甲状腺クリーゼの一

例 日本救命医療学会雑誌 2016
74 前田裕仁，西山隆，山田克己，岡田直己，安藤維洋，西村与志朗，西村佑翼，栗原茉希，大坪里織，川野宏樹，片山義雄 ペランパネルで

対処した非痙攣性てんかん重積発作の１例 NEUROSURGICAL EMERGENCY 2017
75 前田裕仁 頸椎カラーで対処できなかった頸椎損傷の3例 日本脊髄障害医学会雑誌 2018
76 西田修、小倉裕司、井上茂亮、的場敏明、今泉均、江木盛時、垣花泰之、久志本成樹、小谷穣治、貞広智仁、志馬伸朗、中川聡、中田孝

明、布宮伸、林淑朗、藤島清太郎、升田好樹、松嶋麻子 日本版敗血症診療ガイドライン2016の使用に関する実態調査報告 日本救急医学
会雑誌 2018


