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【著書・論文】

著書，論文等の名称
発行所，発表雑誌等（出版）

又は発表学会等の名称
ページ 発行年 共著名

ICUにおいて長期管理を要した破裂　帯ヘルニアと腹壁破裂の2例 ICUとCCU 4（2）：137-144 1980 共著
山本喜久子、明石　学、中村不二雄、
石川　清、他1名

ＩＣＵで管理したカルチノイド症候群の1例 ICUとCCU 5（9）：837-843 1981 共著 中西拓郎、石川　清、他3名

Balanced anesthesiaにおける新鎮痛薬butorphanolの至適用量の検討 麻酔 30（8）：849-853 1981 共著
清田豊秋、後藤幸生、中川　隆、竹内
幹夫、二宮正則、立山　尚、加藤
忠、石川　清、他1名

Whole-lung lavage法のテクニックに関する分類法と洗浄効率・安全面からの検討 麻酔 31（1）：19-28 1982 共著 後藤幸生、明石　学、石川　清、他4名

Bird Mark8によるhigh Frequenncy Jet Ventilation 臨床麻酔 6（8）：963-968 1982 共著
宮野英範、八田　誠、平出　香、石川
清、他1名

術中の看護（1）　青地修編：手術看護研修コース メディカルサイエンスセンター 1-94 1983 単著 石川　清

人工呼吸患者の長期鎮静を目的としたアルテシンの持続注入法 ＩＣＵとＣＣＵ 7（4）：381-388 1983 共著 石川　清、他1名

院内救急蘇生の実際 蘇生（日本蘇生学会誌） 2：120-121 1984 共著
高田宗明、的場宏江、高須昭彦、石
川　清、他3名

複合臓器不全（MOF）に対する高張除水療法 外科治療 53（8）：129-135 1985 共著
宮野英範、中村不二雄、石川　清、他
3名

セデスＡ中毒により重症肝不全、DIC、腎不全を合併した症例 現代医学 33（1）：95-100 1984 共著 石川　清、他5名

新組成アミノ酸輸液TA-3712Xの臨床的検討 新薬と臨床 35（6）：21-25 1986 共著 石川　清、他5名

手術中の看護　青地修編：同手術期看護研修 メディカ出版 103-158 1988 単著 石川　清

ハロセン肝障害に及ぼすシメチジン、Ｎ-アセチルシステイン（ＮＡＣ）およびα-トコフェロールの肝障害抑制効果
に関する実験的研究

名市大医学会雑誌 39（1）：141-159 1988 単著 石川　清

世界の手術室：Toronto General Hospital（カナダ） オペナーシング 3（1）：4-5 1988 単著 石川　清

特集：大動脈内バルーン・パンピング（IABP）の現状と検討　IABP施行時の副作用（事故と合併症）について ICUとCCU 13(11)：991-1001 1989 単著 石川　清

集中治療と終末期医療  ―入院医療では―
平成元年度（第６回）「生命と倫理を考える」シンポ
ジウム輯録集

14-21 1989 単著 石川　清

特集：肺血管透過性の亢進とは何か　肺血管透過性亢進時の治療・対策 ICUとCCU 14(4)：313-323 1990 単著 石川　清

Ehlers-Danlos症候群に対するラリンジアルマスクを用いた麻酔経験 臨床麻酔 14(4)：505-507 1990 共著
馬渕則文、八田　誠、中川　隆　石川
清、他2名

セボフルレン麻酔におけるブプレノルフィン併用の効果 臨床麻酔 14（12）：1683-1686 1990 共著 大堀　久、石川　清、他4名

特集：呼吸管理中の鎮静　ー我々の施設ではこう考え、こうやっているー ICUとCCU 14(7)：623-629 1990 共著 石川　清、他5名

Bronchodilating effect of inhaled or orally administered calcium channel blocking agents on Methacholin-
induced bronchoconstriction.

Can J Anaesth 37(4) 1990 共著
T Tsuda，M Takeuchi，K Ishikawa，他
3名

Closed-loop arterial pressure control system. "Intensive and Critical Care Medicine "ed. by Aochi O, Amaha K,
Takeshita H

 Elsevier Science Publishers B.V. 1326 1990 共著 Ishikawa K, 他2名

産科救急蘇生ABC（特に出血性ショックの場合） 周産期医学 29（11）：1573-1577 1990 共著
津田喬子、八田　誠、西田　修、石川
清

心原性呼吸不全の管理についての検討 ICUとCCU 15(8)：859-866 1991 共著 石川　清、他5名

集中治療とモニタリング 外科治療 65(1)：86-94 1991 共著 石川　清、他1名

麻薬点滴静注による術後鎮痛法 オペナーシング 16（3）：36-42 1991 共著 馬渕則文、角谷信子、石川　清

特集：気道確保―我々の施設ではこう考えこのようにやっている― ICUとCCU 15(7)：699-703 1991 共著 安藤　浩、石川　清、他1名

特集：ICU離脱後のQuality of Life　心停止後心拍再開した患者のQuality of Life ICUとCCU 15(9)：917-924 1991 共著 石川　清、他1名

ウィーニングは何を目標にどのように進めるか　酸素消費量からの検討 人工呼吸 8-2：165 1991 共著 石川　清、他1名

環境保健サーベイランスシステムの構築のための生理的・生化学的指標に関する研究 国際医学情報センター編 99-105，129-134 1991 共著

IABPによる循環管理にて救命しえたアナフィラキシーショックの一例 ICUとCCU 15（4）：395-401 1991 共著 石川　清、他5名

IABP作動中バルーン破裂を起こした一症例 臨床麻酔 11（5）：660-662 1991 共著 石川　清、他5名

ICUにおける慢性呼吸不全の急性増悪の管理 日本臨床麻酔学会誌 11（2）：219-225 1991 共著
西田　修、高須宏江、伊藤彰師、栗山
康介、八田　誠、石川　清
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Continuous measurements of VO2, VCO2 and RQ as a predictor of succeccful weaning from mechanical
ventilation

Clinical Intensive Care  Supple 3(2)：78 1992 共著 K. Ishikawa, 他3名

新しい呼吸管理とその実際　Weaningの進め方 救急医学 16：1067-1070 1992 共著 石川　清、他1名

呼吸機能のモニタリング ICUとCCU 16(9):：825-831 1992 共著 石川　清、他1名

Vibrio vulnificus感染症 皮膚病診療 14（2）：135-138 1992 共著
笠松正憲、春原昌代、辻　卓夫、亀島
信利、石川　清

体外循環下心臓手術におけるチオペンタール投与の末梢循環に及ぼす影響 麻酔 41（1）：59-66 1992 共著
伊藤彰師、田中明美、荒川もとみ、永
田眞敏、石川　清、他1名

患者監視装置について　―新しい医療器機の具備すべき条件― 保健通信 8：47-50 1993 共著 石川　清、他2名

静脈内点滴注射法（静脈留置針、側管注、速度なども含む） 文光堂　図解日常診療手技ガイド 17-28 1993 単著 石川　清

メチルプレドニゾロンによるパルス療法にて呼吸循環動態の著明な改善をみた上顎癌術後敗血症の一例 SCOPE 32（4）：22-23 1993 共著
石田　進、高木宏幸、岩田　健、薊
隆文、田渕昭彦、石川　清、他1名

市中病院の救急医療におけるICUの果たす役割 ICUとCCU 18：1151-1157 1994 共著
高須宏江、安藤　浩、湯本正人、有馬
一、岡本江里砂、石川　清

集中治療部における最近の医療機器
学会新報　第21回日本集中治療医学会総会記念
号

15(3)：7-16 1994 単著 石川　清

肺切除・気道再建術後の一般的管理 秀潤社　クリティカルケア・マニュアル 304-306 1995 単著 石川　清

肺切除・気道再建術後の合併症管理 秀潤社　クリティカルケア・マニュアル 307-308 1995 単著 石川　清

Newport E100A，Newport E200 秀潤社　新版人工呼吸療法 137-144 1995 単著 石川　清

ベッドサイドに求められるモニター　特殊モニター1（圧量曲線、P0.1） 診断と治療 83（6）：1031-1037 1995 共著 石川　清、他1名

阪神大震災の日赤医療救護活動に参加して　第13回救急医療講演会 愛知医報 1431：11-12 1995 単著 石川　清

市中病院と大学病院における高齢者集中治療の現況と問題点 ICUとCCU 20（10）：853-861 1996 共著 棚橋順治、石川清、他4名

術中医原性異常高カルシウム血症をきたした総肺静脈潅流異常症根治術の一例 臨床麻酔 20（9）：1372-1374 1996 共著 小幡京子、石川清、他4名

臓器不全の治療　多臓器不全　釘宮豊城編 メジカルビュー社　救急医療と集中治療 232-240 1997 共著 石川   清、他2名

病院運営面からみた集中治療の重症度評価 集中治療 9（1）：61-71 1997 共著
有馬　一、杉本憲治、棚橋順治、石川
清

縦隔気腫・皮下気腫を合併するもイソフルラン吸入が著効した喘息重責発作の一例 救急医学 21(8)：980-983 1997 共著
勝野雅央、若山江里砂、棚橋順治、
杉本憲治、有馬　一、湯本正人、高須
宏江、石川　清

手術室の安全対策、感染対策への気配り　　後藤幸生編 南山堂　麻酔とその周辺診療 4-10 1998 単著 石川   清

手術体位について考える　　後藤幸生編 南山堂　麻酔とその周辺診療 42-59 1998 単著 石川   清

ウィーニング法　天羽敬祐編集 へるす出版　人工呼吸管理のすべて 87-90 1998 単著 石川   清

ウィーニング後の呼吸療法　天羽敬祐編集 へるす出版　人工呼吸管理のすべて 91-94 1998 単著 石川   清

集中治療の医療費の内訳と医療費に影響を及ぼす因子の検討 ICUとCCU 22(5)：359-365 1998 共著
有馬　一、杉本憲治、田中啓介、平手
博之、山田富雄、石川　清

寒冷凝集素症合併Marfan症候群に対する低体温下Bentall+弓部人工血管置換術の麻酔および周術期管理の
経験

日臨麻会誌 18：79-82 1998 共著
杉本憲治、真野るみ子、山田富雄、平
手博之、田中啓介、石川　清

心原性ショック、頭蓋内出血を合併した神経性食思不振症の1例 臨床麻酔 22：93-94 1998 共著
杉本憲治、真野るみ子、山田富雄、平
手博之、田中啓介、石川　清

骨セメント使用により術中心停止を来たしpercutaneous cardio-pulmonary support(PCPS)にて救命しえた大腿
骨頚部骨折の一症例

麻酔 47 1998 共著
杉本憲治、真野るみ子、山田富雄、平
手博之、田中啓介、石川　清

東山ビルガス爆発事故と医療救助活動　名古屋第二赤十字病院の対応 愛知医報 1998 単著 石川　清

集中治療における事故防止－危険予知システムの確立とチェックリスト作成の試み－ ICUとCCU 24（11）：811-817 2000 共著
安田邦光、杉本憲治、林　和敏、石田
進、高須宏江、石川　清

異所性褐色細胞腫によるカテコラミン心筋症の一例　―PCPS, IABPを用いた救命例― 日本救急医学会雑誌 4：36-40 2001 共著
梶田裕加、杉本憲治、田口　学、寺澤
篤、田口弥人、林　和敏、安田邦光、
石田　進、高須宏江、石川　清

腎性上皮小体機能亢進症(HPT)に対する上皮小体全摘・前腕筋内自家移植術(PTx)の麻酔経験 腎と透析　別冊 113-115 2001 共著
安田邦光、寺澤　篤、田口弥人、杉本
憲治、林　和敏、石川　清

2



【著書・論文】

著書，論文等の名称
発行所，発表雑誌等（出版）

又は発表学会等の名称
ページ 発行年 共著名

誌上抄読会Swan-Ganzカテーテルをめぐる問題 臨床麻酔2 5(11)：1735-1740 2001 共著
石田　進、小林　零、田口　学、寺澤
篤、田口弥人、林　和敏、安田邦光、
高須宏江、石川　清

ケニアICRCロピディン病院 Vitalite 40：3-4 2001 単著 石川　清

紛争地での医療活動 PLASMA 4：16-17 2001 単著 石川　清

名古屋第二赤十字病院救命救急センターにおける救急外来部門の現状 現代医学 48（3）：597-600 2001 共著
鈴木伸行、塚川敏行、小林龍彦、石
川　清

戦傷外科病院における国際医療救援活動―麻酔科医としてICRC(赤十字国際委員会)戦傷外科病院にてスー
ダン紛争犠牲者救援活動に従事して―

日本集団災害医学会誌 7（2）：130-135 2002 共著 石川　清、他6名

院内災害訓練（傷病者受け入れ訓練）の企画に関する検討 日本集団災害医学会誌 7（１）：63-72 2002 共著 赤塚あさ子、石川　清、他6名

救急病院からのアドバイス『緊急手術に当たって麻酔を行う上での注意点』 メジカルビュー社　整形外科救急外傷ハンドブック 236-238 2002 共著 寺澤　篤、石川　清

イラン南東部地震被災者救援活動に参加して 昭和区医師会雑誌VITA 43：6-8 2004 単著 石川　清

Ｐｒｅｃｕｒｓｏｒ―先駆者― ドクターズマガジン 71：21-25 2005 単著 石川　清

過去の大地震は何をわれわれに教えたか？　阪神淡路大震災、イラン南東部地震、スマトラ島沖地震津波の医
療救援活動の経験から

愛知医報 1770：11-14 2005 単著 石川　清

災害被災地におけるプライマリケア　被災地援助に求められるもの Journal of Integrated Medicine 15（8）：644-648 2005 単著 石川　清

スマトラ島沖地震津波災害緊急医療救援活動 昭和区医師会雑誌VITA 44：14-19 2005 単著 石川　清

研修医のための麻酔科ローテイト虎の巻　Editorial: 特集に当たって 臨床研修プラクティス 2（5）：5 2005 単著 石川　清

研修医のための麻酔科ローテイト虎の巻　１．麻酔科研修で身につけること 臨床研修プラクティス 2（5）：6-11 2005 単著 石川　清

「救急医療完全マスターガイド」吐血の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 2（5）：93-99 2005 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」意識障害の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 2（6）：98-106 2005 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」ショックの患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 2（7）：126-132 2005 共著 稲田眞治、石川　清、横江正道

「救急医療完全マスターガイド」呼吸困難の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 2（8）：86-96 2005 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」胸痛の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 2（10）：97-105 2005 共著 塚川敏行、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」上腹部痛の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 2（11）：81-89 2005 共著 白子隆志、横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」頭痛の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 2（12）：101-110 2005 共著 横江正道、石川　清

イラン地震における医療救護活動を通じて 愛知県における救急医療11 93-108 2006 単著 石川　清

「救急医療完全マスターガイド」めまいの患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 3（1）：81-89 2006 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」熱傷の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 3（2）：89-96 2006 共著 稲田眞治、横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」下血の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 3（3）：101-107 2006 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」嘔気・嘔吐の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 3（6）：109-117 2006 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」尿が出ない！という患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 3（8）：101-107 2006 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」腰痛の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 3（9）：105-112 2006 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」下痢の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 3（12）：113-121 2006 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」皮膚に異常がある患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 4（1）：81-91 2007 共著 横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」急性薬物中毒の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 4（2）：85-92 2007 共著 稲田眞治、横江正道、石川　清

「救急医療完全マスターガイド」不正性器出血の患者さんが来たら 臨床研修プラクティス 4（4）：98-105 2007 共著 横江正道、石川　清

Asystole確認から24分経過後、蘇生行為に反応し心拍再開・社会復帰を遂げた1例 日本救急医学会雑誌 18（2）：51-57 2007 共著
横江正道、稲田眞治、白子隆志、塚
川敏行、石川　清

個人の準備：災害救急医療活動の準備 永井書店　経験から学ぶ大規模災害医療　対応・活動・処置19-30 2007 共著 石川　清、他1名

いざというときのための大規模災害医療訓練 Hospital View Report 21 14：2-3 2007 単著 石川　清

老舗日赤も、もっと頑張らねば
恐るべし名古屋！　その仕掛け人たち　防災リスク
マネジメントWeb編集部

78-80 2007 単著 石川　清

アフリカの戦傷外科病院での麻酔 Anet(Anesthesia Network) 11（2）：33-35 2007 単著 石川　清
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又は発表学会等の名称
ページ 発行年 共著名

スマトラ島沖地震津波災害の教訓―日赤ERUチームによる救援活動を通して― 日本集団災害学会誌 12（1）：48-53 2007 共著 石川　清、他6名

名古屋第二赤十字病紹介 愛知県病院協会 208：12－15 2007 単著 石川　清

私の履歴書 日本赤十字院長連盟通信 56（572）：33 2007 単著 石川　清

開講40周年を祝して：名市大麻酔科と名古屋第二赤十字病院ICU 青雲会会報　開講40周年記念特別号 25－26 2007 単著 石川　清

名古屋第二赤十字病紹介 瑞友会会報 101：6－7 2007 単著 石川　清

救急車適正利用を目的とした傷病者・救急隊員・看護師・医師からのアンケート 日本救急医学会中部地方会誌 3：12-16 2007 共著
白子隆志、塚川敏行、稲田眞治、横
江正道、石川　清、他4名

パキスタン北部地震における病院ERUの運営経験―赤十字国際連盟IFRC Field Hospital Abbottabad― 日本集団災害医学会誌 12：54-61 2007 共著
白子隆志、白子順子、伊藤明子、東
条奈美、石川　清

国際救援と病院経営 日本赤十字院長連盟通信 57（574）：76－79 2008 単著 石川　清

いま麻酔科医不足で思うこと 愛知県病院協会会報 214：9-10 2008 単著 石川　清

大災害時の医療救援で社会貢献を積極的に 中日新聞朝刊 1/25：26-27 2008 共著 石川　清、他1名

若い皆さん、将来ぜひ国際救援を！ JRC愛知、“輝くとき” 1：1-2 2008 単著 石川　清

連携病院名古屋第二赤十字病院 瑞医 7：1 2008 単著 石川　清

レジデントのための救急診療完全マスターガイド　チャートで分かる、救急外来での徴候別対応のエッセンス　石
川清、横江正道編

文光堂 2009 共著 石川　清、他6名

赤十字の国際救援 鯱光 597：4-9 2009 単著 石川　清

大規模災害時の医療従事者の心構え 岡崎医報 303：32 2009 単著 石川　清

学友と地域医療 名古屋大学医学部支部史 単著 石川　清

当院におけるドナーアクションの試みと脳死下臓器提供3症例の経験 日本病院会雑誌 57（3）：288-296 2010 共著

長坂隆治、藤居靖幸、塚川敏行、田
口　学、永井達也、遠松哲二、仲市直
次、谷端俊毅、両角國男、打田和治、
石川　清

大道無門「医師不足、看護師不足なのに国際救援に派遣？」 中部産業連盟機関誌プログレス 21 2010 単著 石川　清

大道無門「成熟した病院」 中部産業連盟機関誌プログレス 21 2010 単著 石川　清

大道無門「いまだ明かりの見えない救急医療」 中部産業連盟機関誌プログレス 22 2010 単著 石川　清

東海の防災学検定特集「私たちを突然襲う悪夢　大規模災害　その時、救える命を救うため』 朝日新聞朝刊 8/31：22 2010 単著 石川　清

名古屋第二赤十字病院　救命救急センター ライフ企画　医者がすすめる専門病院東海版 633 2010 単著 石川　清

麻酔科医は病院経営のキーパーソン 日赤病院長連盟 59（582）：66-67 2010 単著 石川　清

メディエーションを病院の風土に！ 愛知県病院協会会報 225：17-18 2010 単著 石川　清

病院トップが職員満足度向上に取り組む理由 月刊新医療 2：88-91 2011 単著 石川　清

東日本大震災に思う　―職員を積極的に派遣するもう一つの意味ー 心技塾ネットワーク通信 92号 2011 単著 石川　清

成熟した病院と成熟した医療従事者 名大医学部学友時報 743：10 2011 単著 石川　清

座談会　来るべき東海地震に備えてー東日本大震災から学んだ教訓ー 現代医学 59（2） 2011 単著 石川　清

万全の備えには余裕必要 読売新聞　愛知編41 6/5 2011 単著 石川　清

災害医療～大震災から学んだ教訓～ 一宮医報 182 2012 単著 石川　清

病院経営とコーチング 日本赤十字院長連盟通信 61（587）：83-84 2012 単著 石川　清

絶滅の危機にあるナースキャップ 愛知県病院協会会報 238：9-10 2012 単著 石川　清

垣根なきチーム医療で地域を支える 医療・健康情報誌 CELEB通信 春号：2-4 2012 単著 石川　清

最高の病院と最高の地域医療を目指して 昭和区医師会誌VITA 2012 単著 石川　清

今、なぜ医療にコーチングが必要なのか～”最高の病院”になるための全病院的な取り組み～ 株式会社コーチエィNewsｌｅｔｔｅｒ 4 2012 単著 石川　清

栄養士の皆さんもコーチングを習得されてはいかがでしょうか？ 日赤栄養 第150号 2012 単著 石川　清

今後の災害医療救護について　3.11東日本大震災の経験から“救護班のマネージメントの立場から” 東海病院管理学研究会年報 3-8 1012 単著 石川　清
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発行所，発表雑誌等（出版）

又は発表学会等の名称
ページ 発行年 共著名

現場がビジョンをもち、自発的に行動する組織へ～「最高の病院」を目指したコーチングの導入～ 株式会社コーチエィNewsｌｅｔｔｅｒ 9 2013 単著 石川　清

コーチングで病院を変える、コーチングを病院の風土に 日本赤十字院長連盟通信 62（590）：81-83 2013 単著 石川　清

コーチングで病院を変える 愛知県病院協会会報 245：1-2 2013 単著 石川　清

病院を知ろう 中日新聞ＬＩＮＫＥＤ 10 2013 単著 石川　清

全病院的なコーチング導入の取り組み　医療安全とコーチング 看護展望 38（8）：30-38 2013 単著 石川　清

全病院的なコーチング導入のねらい 名大医学部学友時報 762：8-9 2013 単著 石川　清

住民を巻き込んで災害訓練を実施 ドクターズマガジン 161：16-17 2013 単著 石川　清

職員に向けた新年のごあいさつ 日本赤十字院長連盟通信 63（592）：57-29 2014 単著 石川　清

コーチングで病院を変える、コーチングを病院の風土に～最高の病院を目指し、全病院的にコーチングを導入
～

医療アドミニストレーター 39-44 2014 共著
山口和宣、清水紀子、渡邊　勝、池上
健二、片岡笑美子、平山治雄、佐藤
公治、石川　清

ミッションの浸透 愛知県病院協会会報 253：1-2 2014 単著 石川　清

職員満足度の向上と主体的に考える力で組織に変革をもたらす 最新医療経営　フェイズ・スリー 357：22-23 2014 単著 石川　清

私の逸品　聖書　重症心身障害児の医療に一生を捧げた兄の形見 最新医療経営　フェイズ・スリー 96 2014 単著 石川　清

トラブル解決の鉄則【マネジメント編】座談会　医療機関のマネジメント・トラブルをどう解決するか 月刊／保険診療 69（8）：7-15 2014 単著 石川　清

アナと雪の女王の主人公、雪の女王エルサの生き方 メディカルトリビューン 47（40）：26 2014 単著 石川　清

東日本大震災の経験と今後の災害への取り組み 日本赤十字豊田看護大学紀要 10（1）：39-50 2015 単著 石川　清

尊敬する兄　石川克己のこと 愛知県病院協会会報 259：7-8 2015 単著 石川　清

全病院的にコーチングを導入し組織改革に大きな成果を上げる KISSEI　KUR 8（2）：16-18 2015 単著 石川　清

人との繋がりが病院を生かす！ 日本病院会愛知県支部ニュース 27：1 2015 単著 石川　清

創立100周年に向け　コーチングで成し遂げた意識改革 東海医事新報 3（615）：7 2015 単著 石川　清

名古屋第二赤十字病院創立100周年記念事業紹介 愛知県病院協会会報 261：16-18 2015 単著 石川　清

病院図書館員の皆さんに期待すること～人との繋がりが病院を活性化する！～ 日赤図書館雑誌 22（1）：1-2 2015 単著 石川　清

全病院的にコーチングを導入し組織改革に大きな成果を上げる 医事業務 22（483）：18-22 2015 共著 石川　清、他1名

名古屋第二赤十字病院　DPCⅡ群病院の取り組み 病院経営MASTER 5（2）：64-67 2015 共著 箕浦伸一、石川　清

名古屋市テニス大会優勝記（男子Ａダブルス） 名古屋医報 2016 単著 石川　清

年頭所感（2016年新年互礼会“新年のごあいさつ”より抜粋） 日本赤十字院長連盟通信 65（596）：78-80 2016 単著 石川　清

より良いリーダーになりたいと願う院長先生方へ 愛知県病院協会会報 268：7-8 2016 単著 石川　清

職員が満足して働ける環境づくりが患者の満足、信頼や安心につながる 最新医療経営　フェイズ・スリー 6：58-59 2016 単著 石川　清

名古屋第二赤十字病院の進むべき方向性 昭和区医師会雑誌VITA 50 2016 単著 石川　清

病院が直面する様々な課題を乗り切るために 日本病院会愛知県支部ニュース 36：2-4 2016 単著 石川　清

＜リレー連載＞拝啓　看護部長 看護のチカラ 21（448）：2 2016 単著 石川　清

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り　”社会に貢献するモラルの高い病院”をめざして 東信堂　人道研究ジャーナル 5：179-185 2016 単著 石川　清

人生のやりがい 愛知県病院協会会報 274：9-10 2017 単著 石川　清

人生のやりがい 日本赤十字院長連盟通信 66（597）：60-61 2017 単著 石川　清

連載「病院組織コーチング」全病院的なコーチング導入が生んだ組織改革の成果 病院 76（4）：320-322 2017 単著 石川　清

154.これからのリーダーに求められる資質と行動 愛知県病院協会会報 2018 単著 石川　清

155.2018年新年のご挨拶 Future8510 2018 単著 石川　清

156.病院経営改革に求められる病院トップのリーダーシップ 単著 209―222 2018 単著 石川　清

157.将来の明るいビジョンが生活習慣を改善する 清洲市健康コラム 2018 単著 石川　清

158.西日本豪雨災害について思うこと 教員リレーコラム 2018 単著 石川　清
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159.赤十字大好き人間 教員リレーコラム 2018 単著 石川　清

160.人生のやりがい
名古屋千種ロータリークラブウィークリー「名古屋ちく
さ」

2019 単著 石川　清

161.医療界にも『健康経営』の普及を 愛知県病院協会会報 2019 単著 石川　清

医療界にも『健康経営』の普及を ドクターズマガジン　巻頭言 2019 単著 石川　清
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【学会発表】

学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

Dopamineの投与量による循環その他のパラメーターへの影響 1979.2 第6回日本集中治療医学会総会 東京 中村不二雄、原田　純、石川　清、他2名

呼吸循環動態把握のための中心静脈採取の意義 1979.3 第69回日本麻酔学会東海地方会 名古屋 石川　清、他4名

Carcinoid症候群の術中・術後の管理 1979.3 第69回日本麻酔学会東海地方会 名古屋 加藤　忠、石川　清、他2名

肺胞蛋白症の大量肺洗浄効果と洗浄液組織に関する研究―3症例から― 1979.5 第26回日本麻酔学会総会 東京 後藤幸生、石川　清、他4名

呼吸・循環動態把握のための中心静脈血採取の意義 1980.2 第7回日本集中治療医学会総会 名古屋 石川　清、他4名

新鎮痛薬butorphanolの baranced anesthesiaへの応用 1981.1 第71回日本麻酔学会東海地方会 津 清田豊秋、竹内幹夫、中川　隆、石川　清、他1名

1ヶ月にわたる集中管理を必要とした痙攣重積の一例 1981.5 第28回日本麻酔学会総会 松江 石川　清、他4名

大量肺洗浄による各テクニックの比較検討―肺胞蛋白症の5症例から― 1981.5 第28回日本麻酔学会総会 松江 後藤幸生、明石　学、石川　清、他3名

骨セメント使用時の呼吸・循環動態の変動について 1981.11 第1回日本臨床麻酔学会総会 岡山 中村明美、明石　学、野村知秀、二宮正則、石川　清、他1名

Total Intravenous Anesthesia（TIA）の試み 1982.2 第72回日本麻酔学会東海地方会 名古屋 立山　尚、八田　誠、的場宏江、中川　隆、石川　清、他1名

クモ膜下微量モルフィン-GO麻酔の試み 1982.2 第72回日本麻酔学会東海地方会 名古屋 竹内幹夫、石川　清、他4名

重症患者のlong-term sedationとしてのアルテシンの持続注入法 1982.5 第9回日本集中治療医学会総会 福島 石川　清、他6名

Total Intravenous Anesthesia（TIA）の試み 1982.11 第2回日本臨床麻酔学会総会 東京 石川　清、他5名

High frequency jet ventilationの換気条件 1982.11 第2回日本臨床麻酔学会総会 東京 平出　薫、八田　誠、石川　清、他4名

VS-600による累積高頻度ジェット換気法 1983.2 第73回日本麻酔学会東海地方会 名古屋 平出　薫、石川　清、他4名

偏側高頻度ジェット換気法が著効した左無気肺の一症例 1983.3 第10回日本集中治療医学会総会 岡山 清田豊秋、明石　学、石川　清、他2名

院内救急蘇生の実態 1983.9 第2回日本蘇生学会総会 東京 高田宗明、的場宏江、高須昭彦、石川　清、他3名

麻酔科医による大動脈バルンパンピング（IABP）の施行 1984.2 第74回日本麻酔学会東海地方会 岐阜 中村不二雄、清田豊秋、中川　隆、宮野英範、平出　薫、石川　清

急性呼吸不全症例に対するOKY-046の試用 1984.3 第11回日本集中治療医学会総会 東京 平出　薫、石川　清、他4名

蘇生後ICU管理症例からみた院内蘇生の実態 1984.3 第11回日本集中治療医学会総会 東京 清田豊秋、高田宗明、宮野英範、青地　修、平出　薫、石川　清

局所止血のためのアドレナリン過量投与により心停止をきたした症例 1984.9 第3回日本蘇生学会総会 熊本 石川　清、他5名

アクトシン（Cyclic　AMP製剤）の循環におよぼす影響 1985.3 第75回日本麻酔学会東海地方会 名古屋 中村不二雄、石川　清、他4名

重症肺不全に対するselective　PEEPの試み 1985.5 第12回日本集中治療医学会総会 仙台 清田豊秋、石川　清、他4名

重症患者の鎮痛鎮静法（2）モルフィン間歇投与法と持続点滴法の比較 1985.5 第12回日本集中治療医学会総会 仙台 中村不二雄、石川　清、他4名

帯状疱疹痛の治療効果に関与する因子について―多変量解析による治療的評価の試みー 1985.6 第19回日本ペインクリニック学会総会 札幌 早川　潔、津田喬子、竹内幹夫、馬渕則文、石川　清、他1名

コンピュータによる大量フェンタニール自動麻酔の試み 1986.2 第76回日本麻酔学会東海地方会 名古屋 高須昭彦、竹内幹夫、八田　誠、石川　清、他2名

ICUの感染対策の一法としての内因菌対策 1986.2 第13回日本集中治療医学会総会 東京 中川　隆、八田　誠、高須宏江、馬渕則文、石川　清、他1名

DiltiazemのPancuroniumに対する筋弛緩増強作用の検討 1986.11 第6回日本臨床麻酔学会総会 仙台 馬渕則文、石川　清、他4名

麻酔下における心拍変動性の分析 1987.4 第34回日本麻酔学会総会 東京 竹内幹夫、石川　清、他4名

ハローセン肝障害ラットモデルに対するシメチジン、N-アセチルシスティンの効果 1987.4 第34回日本麻酔学会総会 東京 津田喬子、石川　清、他1名

Protective effect of cimetidine,N-acetylcystein(NAC)and-tocopherol of phenolarbital- 1988.5 9th World Congress of Anaesetesiologists ワシントン 石川　清、他3名

ICU入室者の体温リズム 1989.2 第79回日本麻酔学会東海地方会 浜松 石川茂樹、竹内幹夫、奥村恭子、小林智子、石川　清、他2名

Continuous flow方式人工呼吸器CV-2000 AdultとNEWPORT VENTILATOR MODEL E100Aの
CPAPモードおよびassistモードでの比較

1989.2 第79回日本麻酔学会東海地方会 浜松 伊藤彰師、馬渕則文、中川　隆、石川　清、他3名

Continuous flow方式人工呼吸器CV-2000 AdultとNEWPORT VENTILATOR MODEL E100Aの
CPAPモード，IMVモードおよびassistモードでの比較

1989.6 第16回日本集中治療医学会総会 旭川 馬渕則文、伊藤彰師、石川茂樹、奥村恭子、花村泰範、石川　清

極端な低酸素血症にBarotraumaを合併し、weaningに難渋した肺水腫の一例 1989.7 第11回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 花村泰範、八田　誠、石川　清、他5名

人工心肺後の橈骨動脈圧の信頼性の検証 1989.7 第11回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 薊　隆文、石川　清、他5名

Hypovolemiaの指標としてのパルスオキシメーターの利用 1989.7 第11回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 安藤　浩、石川　清、他5名

New Approaches to the Treatment of the Critically Ill（Closed Loop Feedback System for
Arterial Pressure Control）

1989.9
THE 5TH WORLD CONGRESS ON INTENSIVE &
CRITICAL CARE MEDICINE

京都 石川　清、他6名

Body Temperature Rhythm of Critically Ill Patients 1989.9
THE 5TH WORLD CONGRESS ON INTENSIVE &
CRITICAL CARE MEDICINE

京都 竹内幹夫、津田喬子、石川　清、他3名
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学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

Hypovolemiaの指標としてのパルスオキシメーターの利用 1989.11 第9回日本臨床麻酔学会総会 東京 安藤　浩、石川　清、他6名

人工心肺後の橈骨動脈圧の信頼性の検討 1989.11 第9回日本臨床麻酔学会総会 東京 薊　隆文、石川　清、他4名

IABPによる循環管理にて救命しえたアナフィラキシーショックの1例 1990.2 第80回日本麻酔学会東海地方会 岡崎 田渕昭彦、石川　清、他4名

ラリンジャルマスク挿入時の循環動態に及ぼす影響の検討 1990.2 第80回日本麻酔学会東海地方会 岡崎 棚橋貞哉、馬渕則文、石川　清、他4名

ラリンジャルマスクによるEhlers-Danlos症候群の経験 1990.5 第37回日本麻酔学会総会 長野 伊藤彰師、馬渕則文、中川　隆、安藤　浩、石川　清、他1名

心原性呼吸不全の管理についての検討―水分バランスからみた考察― 1990.6 第17回日本集中治療医学会総会 大阪 石川　清、他5名

IABPによる循環管理にて救命しえたアナフィラキシーショックの一例 1990.6 第17回日本集中治療医学会総会 大阪 田渕昭彦、石川　清、他4名

BRONCHODILATING EFFECT OF INHALED OR ORALY ADMINISTERED CALCIUM CHANNEL
BLOCKING AGENTSON METHACHOLINE-INDUCED BRONCHOCONSTRICTION

1990.6
Joint Meeting of the Canadiaan Anaesthetists'
Society and the Japan Society of Anesthesiology

Canada 津田喬子、竹内幹夫、石川　清、他3名

心原性呼吸不全症例に対するマスク変動のCPAP換気法の有用性 1990.9 第12回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 高木宏幸、石川　清、他3名

急性心不全を来した高血圧性緊急症例の検討 1990.9 第12回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 棚橋貞哉、石川　清、他4名

名古屋市立大学医学部集中治療部（ICU）における死亡症例の統計 1990.9 第12回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 花村泰範、竹内幹夫、八田　誠、山原　武、石川　清、他1名

モルフィン、ミダゾラム併用持続点滴による鎮痛鎮静法―至適投与量の検討― 1990.9 第12回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 角谷信子、石川　清、他4名

IABP作動中バルーン破裂を起こした一症例 1990.9 第12回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 大堀　久、石川　清、他4名

変動CPAPの肺酸素化能―変動CPAPレベル及び変動回数の及ぼす影響― 1990.9 第12回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 安藤　浩、石川　清、他4名

体表式ペーシングにより救命し得た心停止の一例 1990.10 第9回日本蘇生学会総会 山形 西田　修、石川　清、他4名

術中超大量出血症例の管理についての検討 1990.11 第10回日本臨床麻酔学会総会 横浜 湯本正人、西田　修、石川　清、他3名

Cutis marmorata telangiectasia congenitaの麻酔経験 1990.11 第10回日本臨床麻酔学会総会 横浜 宮本　克、竹内幹夫、石川　清、他3名

変動CPAPの肺酸素化能―変動CPAPレベル及び変動回数の及ぼす影響― 1991.2 第18回日本集中治療医学会総会 東京 安藤　浩、石川　清、他5名

骨髄移植後呼吸不全のICUにおける管理 1991.2 第18回日本集中治療医学会総会 東京 西田　修、八田　誠、石川　清、他4名

重篤な全身症状を呈したVivrio Vulnificus感染症の3症例 1991.2 第18回日本集中治療医学会総会 東京 棚橋貞哉、石川　清、他5名

モルフィン、ミダゾラム併用持続点滴による鎮痛鎮静法―至適投与量の検討― 1991.2 第18回日本集中治療医学会総会 東京 角谷信子、石川　清、他5名

IABP作動中バルーン破裂を起こした一症例 1991.2 第18回日本集中治療医学会総会 東京 藤田義人、石川　清、他5名

経食道的および経気管的ドップラー法による連続的心拍出量測定の検討 1991.2 第81回日本麻酔学会東海地方会総会 豊明 藤田義人、西田　修、湯本正人、米子憲一、八田　誠、石川　清、他1名

プロスタグランディンE1投与が移植腎機能に及ぼす影響の検討 1991.2 第81回日本麻酔学会東海地方会総会 豊明 石田　進、安藤　浩、竹内幹夫、花村泰範、高須宏江、石川　清、他1名

ウィーニングの指標としての酸素消費量の面からみた呼吸仕事量測定の意義 1991.2 第81回日本麻酔学会東海地方会総会 豊明 梶野友世、石川　清、他5名

重篤な全身症状を呈したVivrio Vulnificus感染症の3例 1991.2 第81回日本麻酔学会東海地方会総会 豊明 米子憲一、棚橋貞範、石川　清、他4名

重症呼吸不全、心不全をきたした長期気管内挿管を要したマイコプラズマ肺炎の一症例 1991.2 第81回日本麻酔学会東海地方会総会 豊明
棚橋貞範、馬渕則文、伊藤彰師、高須宏江、安藤恒三郎、石川　清、他
1名

体外循環下心臓手術におけるサイオペンタールの末梢循環に及ぼす影響 1991.3 第38回日本麻酔学会総会 大阪 伊藤彰師、田中明美、荒川もとみ、永田真敏、石川　清、他2名

麻酔科医による救援方式の産科救急活動―過去15年間のまとめ― 1991.3 第8回東海救急医学会総会 静岡 西田　修、石川　清、他5名

生体部分肝移植術後のICU管理について 1991.9 第13回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 西田　修、石川　清、他6名

APACHE-Hシステム中間報告 1991.9 第13回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 薊　隆文、八田　誠、石川　清、他4名

ICUにおける周術期管理にて救命し得た縦隔腫瘍の一例 1991.9 第13回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 角谷信子、石川　清、他5名

機械的人工呼吸からのウィーニング時のモニターとしての代謝モニターの有用性 1991.9 第13回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋 石田　進、石川　清、他5名

血漿交換＋血液濾過透析が有効であった亜急性型劇症肝炎の2症例の治療経験 1991.9 第13回日本集中治療医学会東海地方会総会 名古屋
笹野　寛、竹内昭憲、田渕昭彦、小田尚子、米子憲一、馬場瑛逸、白木
茂博、石川　清、他1名

プロスタグランディンE1投与による低血圧麻酔が腎機能に及ぼす影響の検討 1991.10 第11回日本臨床麻酔学会総会 浦安 安藤　浩、湯本正人、石川　清、他4名

経食道的および経気管的ドップラー法による連続的心拍出量測定の検討 1991.10 第11回日本臨床麻酔学会総会 浦安 藤田義人、西田　修、石川　清、他4名

麻酔科医による救援方式の産科救急活動―過去15年間のまとめ― 1991.11 第19回日本救急医学会総会 東京 西田　修、石川　清、他5名

生体部分肝移植術後のICU管理について 1992.2 第19回日本集中治療医学会総会 名古屋 西田　修、石川　清、他5名
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学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

ICUにおける周術期管理にて救命し得た縦隔腫瘍の一例 1992.2 第19回日本集中治療医学会総会 名古屋 角谷信子、石川　清、他5名

機械的人工呼吸からのウィーニング時のモニターとしての代謝モニターの有用性 1992.2 第19回日本集中治療医学会総会 名古屋 石田　進、石川　清、他5名

ウィーニング時のモニターとしてのCP-100プルモナリモニターの有用の検討 1992.3 第82回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋 石田　進、石川　清、他5名

ICU管理のもとに緊急手術を施行した症例の検討 1992.3 第82回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋 湯本正人、間渕則文、伊藤彰師、高須宏江、石川　清、他1名

ABO血液型不適合生体部分肝移植における超急性拒絶反応コントロール 1992.3 第82回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋
安田邦光、安藤　浩、八田　誠、西田　修、薊　隆文、津田喬子、石川
清、他1名

術前、手術室において分肺機能を測定した肺切除術の一症例 1992.3 第82回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋 藤田義人、八田　誠、安藤　浩、石田　進、石川　清、他2名

生体部分肝移植術後、縦隔気腫、穿孔性腹膜炎を合併した一症例 1992.3 第82回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋 朝元健次、西田　修、石川　清、他5名

Continuous measurements of VO2,VCO2 and RQ as a predictor of succeccful weaning from
mechanical ventilation

1992.3
12th International Symposium on Intensive care
and Emergency Medicine

Brussels 石川　清、他3名

ABO血液型不適合間生体部分肝移植の麻酔経験 1992.4 第39回日本麻酔学会総会 福岡
安藤　浩、八田　修、湯本正人、藤田義人、角谷信子、西田　修、石川
清、他1名

当ICUにおけるDNR症例の検討 1993.2 第83回日本麻酔学会東海地方会総会 岐阜 岡本江里砂、有馬　一、湯本正人、安藤　浩、高須宏江、石川　清

ECLA症例28例の検討 1993.6 第20回日本集中治療医学会総会 札幌 石田　進、棚橋貞哉、西田　修、石川　清、他5名

高齢者集中治療の現況と問題点 1994.2 第21回日本集中治療医学会総会 名古屋 石川　清、他3名

当ICUにおけるDNR症例の検討 1994.9 第2回日本集中治療医学会東海北陸地方会 金沢 岡本江里砂、有馬　一、湯本正人、安藤　浩、高須宏江、石川　清

劇症型感染症の5症例 1994.9 第2回日本集中治療医学会東海北陸地方会 金沢
永井英雅、湯本正人、岡本江里砂、有馬　一、安藤　浩、高須宏江、石
川　清

市中病院の救急医療におけるICUのはたす役割 1994.10 第12回日本救急医学会東海地方会 名古屋 岡本江里砂、高須宏江、有馬　一、湯本正人、安藤　浩、石川　清

当ICUにおけるDNR症例の検討 1995.2 第22回日本集中治療医学会総会 大阪
岡本江里砂、有馬　一、湯本正人、安藤　浩、高須宏江、石川　清、他1
名

無脾症ないし脾摘後に見られた重症感染症の3症例 1995.2 第22回日本集中治療医学会総会 大阪
湯本正人、岡本江里砂、有馬　一、安藤　浩、高須宏江、石川　清、他1
名

Septic DICにおける抗PAF剤の使用経験 1995.2 第85回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋 安藤　浩、岡本江里砂、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石川　清

強皮症合併妊娠に対する帝王切開術の麻酔経験 1995.2 第85回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋 岡本江里砂、有馬　一、湯本正人、安藤　浩、高須宏江、石川　清

Bystander、救急隊によるCPRに引き続きECLA施行により救命し得たDOA症例 1995.2 第85回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋 有馬　一、岡本江里砂、湯本正人、安藤　浩、高須宏江、石川　清

長期低栄養下に置かれショック状態でＩＣＵに搬入されたホームレスの一例 1995.2 第85回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋
後藤美穂子、湯本正人、岡本江里砂、有馬　一、安藤　浩、高須宏江、
石川　清

Septic DICにおける抗PAF剤の使用経験 1995.4 第42回日本麻酔学会総会 浜松 安藤　浩、岡本江里砂、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石川　清

強皮症合併妊娠に対する帝王切開術の麻酔経験 1995.4 第42回日本麻酔学会総会 浜松 岡本江里砂、有馬　一、湯本正人、安藤　浩、高須宏江、石川　清

15回のＩＣＵ入退室を繰りかえした低肺機能の1例 1995.9 第3回日本集中治療医学会東海北陸地方会総会 岐阜
棚橋順治、杉本憲治、若山江里砂、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石
川　清

多臓器不全に対しステロイドパルス療法が著効したHAM 1995.9 第3回日本集中治療医学会東海北陸地方会総会 岐阜
宮本綾子、杉本憲治、若山江里砂、棚橋順治、有馬　一、湯本正人、高
須宏江、石川　清

呼吸管理に難渋した高度肥満の一例 1995.9 第3回日本集中治療医学会東海北陸地方会総会 岐阜
内堀充敏、有馬　一、杉本憲治、若山江里砂、湯本正人、高須宏江、石
川　清

心臓術後縦隔炎（MRSA感染症）の3症例 1995.9 第3回日本集中治療医学会東海北陸地方会総会 岐阜
若山江里砂、杉本憲治、棚橋順治、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石
川　清

体育の運動中、心肺停止状態となり、教師・救急隊員によるCPRを施行されDOA状態で搬入さ
れた中高校生の三症例

1995.10 第14回日本蘇生学会総会 鹿児島 棚橋順治、石川　清、他6名

低栄養による低Ｋ血症にて頻回のＶＴ発作を来したホームレスの一例 1995.10 第14回日本蘇生学会総会 鹿児島
杉本憲治、若山江里砂、棚橋順治、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石
川　清、他1名

縦隔気腫・皮下気腫を合併するもイソフルラン吸入が著効した喘息重責発作の一例 1995.10 第13回日本救急医学会東海地方会総会 岐阜
勝野雅央、若山江里砂、棚橋順治、杉本憲治、有馬　一、湯本正人、高
須宏江、石川　清

体育の運動中、心肺停止状態となり、教師・救急隊員によるCPRを施行されDOA状態で搬入さ
れた中高校生の三症例

1995.10 第13回日本救急医学会東海地方会総会 岐阜
若山江里砂、棚橋貞哉、杉本憲治、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石
川　清

低栄養による低Ｋ血症にて頻回のＶＴ発作を来したホームレスの一例 1995.10 第13回日本救急医学会東海地方会総会 岐阜
杉本憲治、若山江里砂、棚橋順治、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石
川　清

長期低栄養下に置かれショック状態でＩＣＵに搬入されたホームレスの一例 1995.11 第23回日本救急医学会総会 福岡 後藤美穂子、石川　清、他6名
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【学会発表】

学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

救命救急センターを有する市中基幹病院の救急医療の現状と問題点 1995.11 第23回日本救急医学会総会 福岡 石川　清、他7名

18回のＩＣＵ入退室を繰りかえした低肺機能の1例 1996.1 第23回日本集中治療医学会総会 横浜
棚橋順治、杉本憲治、若山江里砂、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石
川　清

呼吸管理に難渋した高度肥満の一例 1996.1 第23回日本集中治療医学会総会 横浜
内堀充敏、有馬　一、杉本憲治、若山江里砂、湯本正人、高須宏江、石
川　清

心臓術後縦隔炎（MRSA感染症）の3症例 1996.1 第23回日本集中治療医学会総会 横浜
若山江里砂、杉本憲治、棚橋順治、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石
川　清

多臓器不全にて死亡したサルモネラ敗血症の一例 1996.2 第85回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋
藤田孝義、棚橋順治、杉本憲治、若山江里砂、有馬　一、湯本正人、高
須宏江、石川　清

妊娠合併Marfan症候群に対する帝王切開術の麻酔経験 1996.2 第85回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋
山田浩史、棚橋順治、杉本憲治、若山江里砂、有馬　一、湯本正人、高
須宏江、石川　清

透析患者の心臓手術における周術期問題点の検討 1996.2 第85回日本麻酔学会東海地方会総会 名古屋
杉本憲治、若山江里砂、棚橋順治、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石
川　清

腎性上皮小体機能亢進症における上皮小体摘出前腕自家移植術の周術期管理 1996.4 第43回日本麻酔学会総会 岡山
加藤倫子、湯本正人、棚橋順治、若山江里砂、杉本憲治、有馬　一、高
須宏江、石川　清、他1名

骨セメントにより術中心停止をきたしＥＣＬＡにて救命しえた大腿骨頚部骨折の一例 1996.4 第43回日本麻酔学会総会 岡山
杉本憲治、若山江里砂、棚橋順治、有馬　一、湯本正人、高須宏江、石
川　清、他1名

原因不明の重症感染症に横紋筋融解症、DIC、腎不全を合併した一例 1996.6 第4回日本集中治療医学会東海北陸地方会総会 福井
平手博之、杉本憲治、田中啓介、棚橋順治、有馬　一、若山江里砂、安
田眞佐理、高須宏江、石川　清

急激な経過で不幸な転帰をとった急性壊死性脳症の一例 1996.6 第4回日本集中治療医学会東海北陸地方会総会 福井
田中啓介、棚橋順治、平手博之、杉本憲治、若山江里砂、有馬　一、安
田眞佐理、高須宏江、石川　清

病原性大腸菌O-157による感染症に急性脳症を合併し死亡した一症例 1996.9 第13回日本救急医学会東海地方会総会 名古屋
田中啓介、平手博之、杉本憲治、棚橋順治、若山江里砂、有馬　一、安
田眞佐理、高須宏江、石川　清

当院救急救命センターにおけるアナフィラキシーショック症例の検討 1996.9 第13回日本救急医学会東海地方会総会 名古屋
横江正道、田中啓介、平手博之、杉本憲治、棚橋順治、若山江里砂、
有馬　一、安田眞佐理、高須宏江、石川　清

水中毒に横紋筋融解症を来した一症例 1996.9 第13回日本救急医学会東海地方会総会 名古屋
竹内美佳、田中啓介、平手博之、杉本憲治、棚橋順治、若山江里砂、
有馬　一、安田眞佐理、高須宏江、石川　清

Management by tracheobronchial stents placement for a case with extreme thoracic deformity
of spinal caries

1996.11 第5回アジア呼吸療法学会 タイ
K.Sugimoto,K.Tanaka,H.Hirate,E.Wakayama,H.Arima,M.Yasuda,H.Takasu,
K.Ishikawa

透析患者の心臓手術における周術期管理の検討 1996.11 第1回日本心臓血管麻酔学会総会 東京 田中啓介、杉本憲治、平手博之、棚橋順治、高須宏江、石川　清

胸郭形成術後の呼吸機能低下患者に対する僧帽弁置換術の麻酔経験 1996.11 第1回日本心臓血管麻酔学会総会 東京 加藤　亙、杉本憲治、若山江里砂、有馬　一、安田眞佐理、石川　清

寒冷凝集素症合併Marfan症候群に対する低体温下了部人工血管置換術の麻酔経験 1996.11 第16回日本臨床麻酔学会総会 東京
杉本憲治、田中啓介、平手博之、棚橋順治、若山江里砂、有馬　一、安
田眞佐理、高須宏江、石川　清

冠動脈バイパス術、腹部人工血管置換術を同時に施行した6症例 1996.11 第16回日本臨床麻酔学会総会 東京
平手博之、有馬　一、田中啓介、杉本憲治、棚橋順治、若山江里砂、安
田眞佐理、高須宏江、石川　清

抗凝固モニターHepcon/HMSの使用経験（ヘパリン・プロタミン定量、血小板活性凝固試験） 1997.2 第87回日本麻酔学会東海北陸地方会 沼津 平手博之、杉本憲治、棚橋順治、有馬　一、高須宏江、石川　清

生体腎移植後患者に対する冠動脈バイパス術の麻酔経験 1997.2 第87回日本麻酔学会東海北陸地方会 沼津 田中啓介、杉本憲治、棚橋順治、有馬　一、高須宏江、石川　清

食道癌手術症例における周術期管理 1997.2 第87回日本麻酔学会東海北陸地方会 沼津 雨宮　剛、有馬　一、杉本憲治、棚橋順治、高須宏江、石川　清

最近10年間の腎性上皮小体機能亢進症に対する上皮小体全摘出後前腕筋肉内自家移植術の麻
酔管理

1997.4 第44回日本麻酔学会総会 新潟 棚橋順治、平手博之、田中啓介、有馬　一、高須宏江、石川　清

胸郭形成術後の呼吸機能低下患者に対する心臓手術の3症例 1997.4 第44回日本麻酔学会総会 新潟 平手博之、杉本憲治、棚橋順治、有馬　一、高須宏江、石川　清

集中治療の医療費の内訳と影響を及ぼす因子の検討 1997.5 第24回日本集中治療医学会総会 盛岡 有馬　一、平手博之、田中啓介、棚橋順治、杉本憲治、高須宏江、石川　清

術中AMIを発症しPCPS、PTCAを施行するも救命し得なかった1症例 1997.5 第24回日本集中治療医学会総会 盛岡
原田修治、杉本憲治、平手博之、田中啓介、棚橋順治、有馬　一、安田眞
佐里、高須宏江、石川　清

左肺腫瘍内出血による急性呼吸循環不全に対し二期的手術にて救命し得た肺腫瘍の1例 1997.5 第24回日本集中治療医学会総会 盛岡
高橋　祐、田中啓介、平手博之、棚橋順治、杉本憲治、有馬　一、高須宏
江、石川　清

Evaluation of Costs of Intensive Care in the Community Hospital in Japan 1997.6
The 7th World Congress of Intensive&Critical Care
Medicine

Ottawa Kiyoshi Ishikawa、他4名

Intensive Care of Guillan-Barre Syndrome 1997.6
The 7th World Congress of Intensive&Critical Care
Medicine

Ottawa
Masahisa Katsuno, Hajime Arima, Kenji Sugimoto, Hiroe Takasu, Kiyoshi
Ishikawa

心拍再開しICU管理を行った院外心肺機能停止(CPAOA)症例の検討～生命倫理、医療経済の観点
から～

1997.6 第5回日本集中治療医学会東海北陸地方会 名古屋
遠山　卓、横江正道、山田富雄、真野るみ子、有馬　一、杉本憲治、石川
清
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【学会発表】

学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

IABP離脱困難となった心原性ショック2症例についての検討 1997.6 第5回日本集中治療医学会東海北陸地方会 名古屋
横江正道、大島　覚、杉本憲治、田中啓介、平手博之、棚橋順治、有馬
一、高須宏江、石川　清

CPB離脱困難に対しLVASを使用し軽快したCABG・MVPの一症例 1997.6 第5回日本集中治療医学会東海北陸地方会 名古屋
伊藤義久、真野るみ子、山田富雄、平手博之、田中啓介、杉本憲治、棚橋
順治、有馬　一、高須宏江、石川　清

心臓手術におけるHepcon/HMSの使用経験 1997.9 第2回日本心臓血管麻酔学会 札幌
田中啓介、杉本憲治、真野るみ子、山田富雄、平手博之、棚橋順治、有馬
一、高須宏江、石川　清

日本赤十字社の災害救護訓練の現状 1997.10 第14回日本救急医学会東海地方会 浜松 石川　清、他3名

治療に難渋したHELLP症候群の一例 1997.10 第14回日本救急医学会東海地方会 浜松
真野るみ子、山田富雄、田中啓介、平手博之、杉本憲治、棚橋順治、有馬
一、高須宏江、石川　清

治療に難渋するも集中治療により救命しえた悪性症候群の一例 1997.10 第14回日本救急医学会東海地方会 浜松
大塚康洋、真野るみ子、山田富雄、田中啓介、平手博之、杉本憲治、棚橋
順治、有馬　一、高須宏江、石川　清

痙攣コントロールに難渋しICU管理を行った無菌性髄膜炎の一例 1997.10 第14回日本救急医学会東海地方会 浜松
横江正道、遠山卓、塚川敏行、鈴木伸行、田中啓介、平手博之、杉本憲
治、有馬　一、高須宏江、石川　清

当院の心肺機能停止患者(CPA)の地理的来院状況と来院までの時間の検討 1997.10 第14回日本救急医学会東海地方会 浜松 鈴木伸行、塚川敏行、横江正道、遠山　卓、新谷　彬、石川　清

来院時心肺停止(CPAOA)患者の医療経済上の問題点―CPAOA患者のcost/effectivenessおよび
ICU運営からの検討―

1997.11 第25回日本救急医学会総会 東京 杉本憲治、石川　清、他10名

ICU管理を要した脳炎・髄膜炎14症例の検討 1997.11 第25回日本救急医学会総会 東京
真野るみ子、棚橋順治、山田富雄、田中啓介、平手博之、杉本憲治、有馬
一、高須宏江、石川　清

市中基幹病院救命救急センターでの患者不応需における現状と問題点 1997.11 第25回日本救急医学会総会 東京
塚川敏行、鈴木伸行、遠山　卓、横江正道、新谷　彬、真野るみ子、山田富
雄、田中啓介、平手博之、杉本憲治、棚橋順治、有馬　一、高須宏江、石川
清

IABP離脱困難となった心原性ショック4症例の検討 1997.11 第25回日本救急医学会総会 東京
横江正道、遠山　卓、塚川敏行、鈴木伸行、杉本憲治、真野るみ子、山田
富雄、田中啓介、平手博之、棚橋順治、有馬　一、高須宏江、石川　清

院外心肺機能停止症例(CPAOA)の検討 1997.11 第25回日本救急医学会総会 東京
遠山　卓、横江正道、塚川敏行、鈴木伸行、有馬　一、杉本憲治、棚橋順
治、石川　清

集中治療の医療費および医療費に影響を及ぼす因子の検討 1997.11 第33回日本赤十字社医学会総会 名古屋 石川　清、他8名

当病院の救急医療体制の現状 1997.11 第33回日本赤十字社医学会総会 名古屋 鈴木伸行、塚川敏行、横江正道、遠山　卓、新谷　彬、石川　清

肺胞蛋白症に対する体外循環併用肺洗浄の麻酔経験 1998.2 第88回日本麻酔学会東海北陸地方会 岐阜
真野るみ子、田中啓介、山田富雄、平手博之、杉本憲治、林　和敏、有馬
一、高須宏江、石川　清

腫瘍性気道狭窄に対する気管内ステント留置術の麻酔経験 1998.2 第88回日本麻酔学会東海北陸地方会 岐阜
横江正道、有馬　一、真野るみ子、田中啓介、山田富雄、平手博之、杉本
憲治、林　和敏、高須宏江、石川　清

高血圧クリーゼを来たしICUにて周術期管理を行った小児褐色細胞腫の一例 1998.2 第88回日本麻酔学会東海北陸地方会 岐阜
松岡史子、平手博之、真野るみ子、山田富雄、田中啓介、杉本憲治、林
和敏、有馬　一、高須宏江、石川　清

当ICUにおける保険査定の検討 1998.3 第25回日本集中治療医学会総会 東京
有馬　一、真野るみ子、田中啓介、平手博之、山田富雄、杉本憲治、林　和
敏、高須宏江、石川　清

神経性食思不振症に心原性ショックを合併した二症例 1998.3 第25回日本集中治療医学会総会 東京
杉本憲治、真野るみ子、平手博之、田中啓介、山田富雄、有馬　一、林　和
敏、高須宏江、石川　清

多臓器不全にて死亡したサルモネラ敗血症の二症例 1998.3 第25回日本集中治療医学会総会 東京
山田富雄、真野るみ子、田中啓介、平手博之、杉本憲治、林　和敏、有馬
一、高須宏江、石川　清

東山ビルガス爆発事故に対する当救命救急センターの対応 1998.6 第1回日本臨床救急医学会総会 倉敷
横江正道、遠山　卓、塚川敏行、鈴木伸行、真野るみ子、山田富雄、田中
啓介、平手博之、杉本憲治、林　和敏、有馬　一、高須宏江、石川　清

当院救命救急センターの全科医師参加型体制のなかでの救急部の現況 1998.6 第1回日本臨床救急医学会総会 倉敷 鈴木伸行、横江正道、塚川敏行、石川　清

長期にわたりICU管理を行ったDNRの一例 1998.6 第6回日本集中治療医学会東海北陸地方会 金沢
真野るみ子、山田富雄、石本雅幸、田口弥人、林　和敏、田中啓介、杉浦
健之、高須宏江、石川　清

LVASを装着し心臓移植待機中に脳梗塞を合併した拡張型心筋症の一例 1998.6 第6回日本集中治療医学会東海北陸地方会 金沢
横江正道、田中啓介、石本雅幸、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、杉浦
健之、林　和敏、高須宏江、石川　清

Management of an Explosion Disaster in Our Emergency&Critical Care Center 1998.9 The 4th アジア・太平洋災害医学会(APCDM) Sapporo Masamichi Yokoe, Toshiyuki Tsukagawa, Nobuyuki Suzuki, Kiyoshi Ishikawa

急激に多臓器不全となり、診断が困難であった悪性リンパ腫の一症例 1998.9 第15回日本救急医学会東海地方会 松本
石本雅幸、高須宏江、横江正道、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、杉浦
健之、林　和敏、安田邦光、石川　清、他1名

当院における小児脳死症例についての検討 1998.9 第15回日本救急医学会東海地方会 松本
藤田　貢、田口弥人、石本雅幸、真野るみ子、山田富雄、杉浦健之、林　和
敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

当院救命救急センターにおける薬物内服による自殺企図患者の検討 1998.9 第15回日本救急医学会東海地方会 松本
早川徳香、横江正道、加納良彦、山本博之、西口康二、塚川敏行、鈴木伸
行、石本雅幸、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、杉浦健之、林　和敏、安
田邦光、高須宏江、石川　清

当院における心肺機能停止患者(CPAOA)についての検討―地理的来院状況と来院までの時間を中
心として―

1998.9 第15回日本救急医学会東海地方会 松本
加納良彦、塚川敏行、早川徳香、西口康二、山本博之、横江正道、鈴木伸
行、新谷　彬、石川　清
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【学会発表】

学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

薬物内服による自殺企図患者の検討 1998.11 第26回日本救急医学会総会 高松
石本雅幸、杉浦健之、横江正道、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、林
和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

小児CPA症例の検討～学校管理下CPAも含め～ 1998.11 第26回日本救急医学会総会 高松 横江正道、塚川敏行、鈴木伸行、岩佐充二、石川　清

救命救急センター受療者統計―ICD-10を用いて― 1998.11 第26回日本救急医学会総会 高松
塚川敏行、加納良彦、早川徳香、西口康二、山本博之、遠山　卓、横江正
道、鈴木伸行、石本雅幸、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、田中啓介、
杉浦健之、林　和敏、高須宏江、石川　清

年間約38500人が受診する救命救急センターの現況と問題点 1998.11 第26回日本救急医学会総会 高松 鈴木伸行、横江正道、塚川敏行、石川　清

出血性胃潰瘍による高度貧血（Hb 2.0/dl）を無輸血で救命し得たエホバの証人の一症例 1999.5 第46回日本麻酔学会 北海道
杉浦健之、石本雅幸、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、林　和敏、安
田邦光、高須宏江、石川　清

著しい電解質異常と代謝性アルカローシスを認めた摂食障害の一例 1999.6 第7回日本集中治療医学会東海北陸地方会 名古屋
梶田裕加、安田邦光、石本雅幸、田口弥人、真野るみ子、山田富雄、林
和敏、高須宏江、石川　清

長期間のPCPS管理後MOFを合併するも救命し得た重症心筋症の一例 1999.6 第7回日本集中治療医学会東海北陸地方会 名古屋
寺澤　篤、梶田裕加、安田邦光、石本雅幸、田口弥人、真野るみ子、山
田富雄、林　和敏、高須宏江、石川　清

当院における危機管理マニュアル作成の試み 1999.6 第7回日本集中治療医学会東海北陸地方会 名古屋
安田邦光、寺澤　篤、梶田裕加、石本雅幸、田口弥人、真野るみ子、山
田富雄、林　和敏、高須宏江、石川　清

定額支払い制度の検討～CABGでの検討～ 1999.10 第4回日本心臓血管痲酔学会学術大会総会 広島 田口弥人、石川　清

臓器移植を考慮した当ICUにおける小児脳死症例についての検討 1999.10 第18回日本蘇生学会 沖縄
田口弥人、梶田裕加、寺澤　篤、真野るみ子、山田富雄、杉本憲治、林
和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

心拍再開しICUに収容したCPA症例の検討 1999.10 第18回日本蘇生学会 沖縄
梶田裕加、安田邦光、石本雅幸、田口弥人、真野るみ子、山田富雄、杉
本憲治、林　和敏、高須宏江、石川　清

発症後9時間で脳波が平坦になった劇症Reye症候群の一例 1999.10 第18回日本蘇生学会 沖縄
松下邦洋、梶田裕加、安田邦光、石本雅幸、田口弥人、真野るみ子、山
田富雄、杉本憲治、林　和敏、高須宏江、石川　清

術中の突発性心室細動に対し、PCPSによって救命し得た一症例 1999.10 第18回日本蘇生学会 沖縄
石本雅幸、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、林　和敏、安田邦光、高
須宏江、石川　清

当科における危機管理マニュアル作成の試み 1999.11 第19回日本臨床麻酔学会 東京
安田邦光、石本雅幸、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、杉浦健之、林
和敏、高須宏江、石川　清

気道出血、LOSに対し右心バイパス、LVASを併用しMOFを合併するも救命し得たAVRの一例 1999.11 第19回日本臨床麻酔学会 東京
寺澤　篤、梶田裕加、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、林　和敏、安
田邦光、高須宏江、石川　清

危機管理マニュアルについて　当院救命救急センターでの試み 1999.11 第27回日本救急医学会 東京
塚川敏行、鈴木伸行、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、林　和敏、安
田邦光、高須宏江、石川　清

名古屋第二赤十字病院の全科参加型体制のなかでの救急医療の現状 1999.11 第35回日本赤十字社医学会総会 京都 鈴木伸行、塚川敏行、石川　清、他2名

当科における腎移植559例の麻酔経験 2000.2 第33回日本腎移植臨床研究会 名古屋
寺澤　篤、梶田裕加、高津るみ子、田口弥人、山田富雄、杉本憲治、林
和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清、他1名

敗血症DIC、多臓器不全を合併し不幸な転帰をとった腸腰筋膿瘍の一例 2000.2 第90回日本麻酔学会東海北陸地方会 三重
田口　学、梶田裕加、寺澤　篤、高津るみ子、田口弥人、山田富雄、杉
本憲治、林　和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

多臓器不全を合併するもPCPSをはじめとした周術期の集中治療により救命し得た褐色細胞腫
の一例

2000.3 第27回日本集中治療医学会総会 名古屋
梶田裕加、寺澤　篤、真野るみ子、田口弥人、山田富雄、杉本憲治、林
和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

劇症型心筋炎に対してPCPSを施行した症例の検討 2000.3 第27回日本集中治療医学会総会 名古屋
寺澤　篤、梶田裕加、高津るみ子、田口弥人、山田富雄、杉本憲治、林
和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

胃潰瘍治癒後の幽門狭窄による慢性的嘔吐から、重症の横紋筋融解症をきたした一症例 2000.3 第27回日本集中治療医学会総会 名古屋
安田邦光、梶田裕加、寺澤　篤、高津るみ子、田口弥人、山田富雄、杉
本憲治、林　和敏、高須宏江、石川　清

重度敗血症患者における単球CD40の発現の検討 2000.4 第47回日本麻酔科学会 東京 杉本憲治、石川　清

ABO不適合生体腎移植25例の麻酔経験 2000.4 第47回日本麻酔科学会 東京 寺澤　篤、田口弥人、梶田裕加、林　和敏、石川　清

当院での医療事故対策ー危機管理マニュアル作成の試み－ 2000.4 第3回日本臨床救急医学会総会 東京
安田邦光、梶田裕加、寺澤　篤、高津るみ子、田口弥人、山田富雄、杉
本憲治、林　和敏、高須宏江、石川　清

集中治療を必要とした児童虐待の4症例 2000.4 第3回日本臨床救急医学会総会 東京 田口　学、石川　清、他8名

PCPS、IABPによる補助循環にて救命し得た褐色細胞腫の一例 2000.4 第3回日本臨床救急医学会総会 東京
梶田裕加、杉本憲治、田口　学、寺澤　篤、高津るみ子、田口弥人、山
田富雄、林　和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

Anaestheric management for parathyroidectomy (PTx) in renal hyperparathyroidism
(HPT).26year experience.

2000.6 12th World Congress of Anaesthesiologists. Canada K.Ishikawa,K.Sugimoto,K.Hayashi,K.Yasuda

ABO-incompatible living kidney transplantation ?25 cases experience. 2000.6 12th World Congress of Anaesthesiologists. Canada A.Terazawa,T.Yamada,M.Taguchi,K.Ishikawa

ICU入出時に著明な高リン血症を呈した3症例 2000.6 第8回日本集中治療医学会東海北陸地方会 富山
河原三四郎、山田富雄、林　和敏、田口　学、田口弥人、梶田裕加、寺
澤　篤、杉本憲治、安田邦光、高須宏江、石川　清
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【学会発表】

学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

ショック状態で搬入され短期間の集中治療により軽快した偶発性低体温症の一例 2000.6 第8回日本集中治療医学会東海北陸地方会 富山
太田貴美子、林　和敏、田口　学、田口弥人、梶田裕加、寺澤　篤、山
田富雄、杉本憲治、安田邦光、高須宏江、石川　清

診断、治療に難渋した乳児細菌性髄膜炎の一例 2000.6 第8回日本集中治療医学会東海北陸地方会 富山
吉田統彦、寺澤　篤、田口　学、梶田裕加、田口弥人、高津るみ子、山
田富雄、杉本憲治、林　和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

成人開心術後に生じたPH crisisの一例 2000.10 第20回日本臨床麻酔学会 佐賀 林　和敏、田口弥人、杉本憲治、安田邦光、高須宏江、石川　清

腎性上皮小体機能亢進症（HPT）に対する上皮小体全摘・前腕筋内自家移植術（PTx）の麻酔経
験

2000.10 第20回日本臨床麻酔学会 佐賀 安田邦光、石川　清、他4名

The incidence and outcome of systemic inflam-matory response syndrome (SIRS) and
sequential organ failure assessment (SOFA) in patients with positive blood culture.

2000.11
Western Pacific Association of Critical Care
Medicine 11th Congress.

Singapore M.Taguchi,K.Sugimoto,K.Ishikawa

Successful resuscitation of a status asthmaticus patient with percutaneous cardiopulmonary
support(PCPS).

2000.11
Western Pacific Association of Critical Care
Medicine 11th Congress.

Singapore K.Sugimoto,S.Kawahara,K.Ishikawa

当院救命救急センターにおける電話対応について 2000.11 第28回日本救急医学会総会 東京
塚川敏行、鈴木伸行、小林龍彦、吉田統彦、田口弥人、杉本憲治、林
和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

NO吸入、血漿交換によって救命できた急性間質性肺炎の一例 2001.6 第9回日本集中治療医学会東海北陸地方会 名古屋
鈴木登志彦、寺澤　篤、梶田裕加、田口　学、田口弥人、林　和敏、安
田邦光、高須宏江、石川　清

髄膜炎に感染性心内膜炎を合併し緊急開心術を施行した一例 2001.6 第9回日本集中治療医学会東海北陸地方会 名古屋
小林　零、石田　進、田口　学、梶田裕加、寺澤　篤、田口弥人、林　和
敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

熱帯熱マラリアの1症例 2001.6 第9回日本集中治療医学会東海北陸地方会 名古屋
田口　学、林　和敏、梶田裕加、寺澤　篤、田口弥人、安田邦光、石田
進、高須宏江、石川　清

ICRC戦傷外科病院のpolicy　―麻酔科医としてスーダン紛争犠牲者救援活動に従事して― 2001.9 第37回日本赤十字社医学会 旭川 石川　清、他8名

ICRC戦傷外科病院における麻酔　―麻酔科医としてスーダン紛争犠牲者救援活動に従事して
―

2001.10 第21回日本臨床麻酔学会 東京 石川　清、他7名

21世紀型救命救急センターの建築設計 2001.11 第29回日本救急医学会 東京 石川　清、他10名

ICUで血液浄化を行った急性腎不全症例の検討 2002.2 第29回日本集中治療医学会 岡山
小林　零、石田　進、田口　学、寺澤　篤、田口　弥人、林　和敏、安田
邦光、高須宏江、石川　清

戦傷外科病院での国際医療救援活動 2002.2 第7回日本集団災害医学会 倉敷 石川　清、他8名

新救命救急センターでの院内災害訓練（傷病者受け入れ訓練） 2002.2 第7回日本集団災害医学会 倉敷
井嶋廣子、伊藤安恵、田村秀子、赤塚あさ子、寺西美佐絵、石川佳世
子、鈴木伸行、佐藤公治、石川　清

院内災害訓練（傷病者受け入れ訓練）の企画に関する検討 2002.2 第7回日本集団災害医学会 倉敷 赤塚あさ子、石川　清、他5名

効率的な災害医療研修 2002.2 第7回日本集団災害医学会 倉敷 花木芳洋、渡辺美佐子、石川　清、他1名

パネルディスカッション『救急現場から病院治療への一慣性：病着後の問題』市中基幹病院救命
救急センターの理想的な医師の体制は？

2002.4 第5回臨床救急医学会 東京 石川　清、他10名

シンポジウム『救急医療における病診・病病連携：救急医療後の連携』市中基幹病院における
病診・病病連携システム（過去12年の歴史を振り返って）

2002.4 第5回臨床救急医学会 東京 小林龍彦、塚川敏行、鈴木伸行、石川　清

重症肺炎・敗血症を契機に重症化し、治療に難渋した拡張型心筋症の一例 2002.4 第5回臨床救急医学会 東京
欄れい子、田口弥人、田口　学、安田邦光、寺澤　篤、林　和敏、石田
進、小林　零、高須宏江、石川　清

PCPSによる循環管理に難渋した小児劇症型心筋炎の一例 2002.6 第10回日本集中治療医学会東海北陸地方会 福井
田村哲也、高須宏江、鈴木登志彦、田口　学、寺澤　篤、田口弥人、林
和敏、安田邦光、石田　進、石川　清

極度の偏食が原因で集中治療を要した2例 2002.6 第10回日本集中治療医学会東海北陸地方会 福井
信川泰成、寺澤　篤、田口　学、田口弥人、大久保一浩、林　和敏、石
田　進、安田邦光、高須宏江、石川　清

維持透析が必要となった急性腎不全患者の検討 2002.6 第6回愛知県急性血液浄化談話会 名古屋
田口　学、高須宏江、信川泰成、鉄　慎一郎、田村哲也、寺澤　篤、田
口弥人、大久保一浩、林　和敏、安田邦光、石田　進、石川　清

戦傷外科セミナー2002報告と日赤国際医療救援における総合外科医の養成 2002.9 第38回日本赤十字社医学会 横浜 佐藤公治、石川　清、他7名

救急専任医師3名を核とした全科参加型救命救急センターの運営形態 2002.9 第38回日本赤十字社医学会 横浜 鈴木伸行、塚川　敏行、小林龍彦、石川　清、他1名

小児急性喉頭蓋炎2症例の検討 2002.10 第30回日本救急医学会 札幌
田口弥人、田村哲也、田口　学、寺澤　篤、大久保一浩、林　和敏、安
田邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

当院救命救急センターにおける人員配置について　―限られた医療資源を勘案して― 2002.10 第30回日本救急医学会 札幌
塚川敏行、鈴木伸行、小林龍彦、田口　学、田口弥人、林　和敏、安田
邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

名古屋第二赤十字病院　新救命救急センターの現状 2002.10 第18回日本救急医学会東海地方会 愛知 鈴木伸行、塚川敏行、小林龍彦、石川　清

維持透析が必要となった急性腎不全患者の検討 2003.2 第30回日本集中治療医学会総会 札幌
田口　学、寺澤　篤、田口弥人、大久保一浩、林　和敏、安田邦光、石
田　進、高須宏江、石川　清

高速道路上観光バス同士の衝突による当救命救急センターの対応及び活動 2003.2 第8回日本集団災害医学会 東京 塚川　敏行、小林龍彦、鈴木伸行、石川　清
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【学会発表】

学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

評価者を設けた院内災害訓練　―一人の被災患者に一人の評価者による評価― 2003.2 第8回日本集団災害医学会 東京 寺西美佐絵、石川　清、他3名

沖縄県立北部病院“白い粉事件”をドリルに組み込んだ名古屋第二赤十字病院除染訓練につ
いて

2003.2 第8回日本集団災害医学会 東京 赤塚あさ子、鈴木伸行、石川　清、他4名

国際的人道救援活動に関するUNHCRワークショップの参加報告 2003.2 第8回日本集団災害医学会 東京 東条奈美、石川　清、他5名

人工骨頭置換術中に発症した重篤な脳への脂肪塞栓症候群の1例 2003.2 第93回日本麻酔科学会東海地方会総会 長久手
鉄　慎一郎、石田　進、田口　学、寺澤　篤、田口弥人、大久保一浩、林
和敏、安田邦光、高須宏江、石川　清

麻酔開始数時間後に発生した喘息大発作の1例 2003.2 第93回日本麻酔科学会東海地方会総会 長久手
田村哲也、大久保一浩、田口　学、寺澤　篤、田口弥人、安田邦光、石
田　進、高須宏江、石川　清

集中治療室入室後、代理ミュンヒハウゼン症候群を強く疑うに至った一例 2003.6 第17回日本小児救急医学会 埼玉
欄れい子、田口弥人、鈴木登志彦、田村哲也、鉄　慎一郎、田口　学、
寺澤　篤、大久保一浩、安田邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

集団災害に対する当救命救急センターの対応 2003.10 第39回日本赤十字社医学会 秋田 石川　清、他7名

国際的人道救援活動に関するUNHCRワークショップの参加報告 2003.10 第39回日本赤十字社医学会 秋田 東条奈美、田中みつき、石川　清、他11名

当救命救急センターにおける救急モードと災害モードの切り替え 2003.10 第31回日本救急医学会 東京 石川　清、他6名

小児の急性心不全から大動脈炎症候群を診断し得た一例 2003.10 第23回日本臨床麻酔科学会 下関
鉄　慎一郎、田口　学、田口弥人、大久保一浩、安田邦光、石田　進、
高須宏江、石川　清

肝不全、非特異的MRI異常所見により診断に難渋したヘルペス脳炎の一例 2003.10 第23回日本臨床麻酔科学会 下関 田村哲也、田口弥人、安田邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

急性期治療のガイドラインと診療の実際　脳梗塞患者への対応について　発症から治療開始ま
での時間経過の中、病院因子の短縮、改善による患者予後向上の試み

2003.11 第31回日本救急医学会総会 東京
塚川敏行、小林龍彦、鈴木伸行、須賀徳明、冨田　稔、両角佐織、千田
譲、鈴木啓介、安井敬三、安藤哲朗、石川　清

東海地震を想定した院内災害訓練における看護部の対応 2004.2 第9回日本集団災害医学会 札幌 坂野智恵子、石川佳世子、寺西美佐絵、井嶋廣子、石川　清

感染性心内膜炎に続発した多発性脳出血の一症例 2004.2 第94回日本麻酔科学会東海地方会総会 三島
鉄　慎一郎、田村哲也、田口　学、田口弥人、大久保一浩、安田邦光、
石田　進、高須宏江、石川　清

原因として急性副腎不全が疑われた、腹腔鏡下胆嚢摘出術死亡の一例 2004.2 第94回日本麻酔科学会東海地方会総会 三島
欄れい子、伊藤恭史、鉄　慎一郎、田村哲也、田口　学、田口弥人、大
久保一浩、安田邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

意識障害で発見された劇症型Ａ群溶血性連鎖球菌感染症の一例 2004.2 第94回日本麻酔科学会東海地方会総会 三島
森本由希、鉄　慎一郎、田口　学、田口弥人、大久保一浩、安田邦光、
石田　進、高須宏江、石川　清

透析患者のCABGにおける術後合併症と予後の検討 2004.3 第31回日本集中医療医学会総会 福岡
田村哲也、大久保一浩、欄れい子、伊藤恭史、鉄　慎一郎、田口　学、
安田邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

心停止下心臓手術における維持透析患者と非透析患者の血小板凝集能の比較 2004.3 第31回日本集中医療医学会総会 福岡
大久保一浩、田口　学、伊藤恭史、欄れい子、田村哲也、鉄　慎一郎、
田口弥人、石田　進、高須宏江、石川　清

心停止下心臓手術における血小板凝集能の推移 2004.3 第31回日本集中医療医学会総会 福岡
田口弥人、大久保一浩、欄れい子、伊藤恭史、鉄　慎一郎、田口　学、
石田　進、高須宏江、石川　清

緊急手術となった特発性血気胸2例の治療経験 2004.3 第31回日本集中医療医学会総会 福岡
安田邦光、伊藤恭史、欄れい子、鉄　慎一郎、田村哲也、田口　学、田
口弥人、石田　進、高須宏江、石川　清

心肺補助装置により心停止から救命しえた小児劇症型心筋炎の1例 2004.6 第12回日本集中治療医学会東海北陸地方会 金沢
田口　学、大久保一浩、伊藤恭史、欄れい子、鉄　慎一郎、寺澤　篤、田
口弥人、安田邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

麻酔科臨床実習に対するインフォームドコンセントの結果について 2004.10 第40回日本赤十字社医学会 長野
田口　学、伊藤恭史、欄れい子、鉄　慎一郎、寺澤　篤、大久保一浩、安
田邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

ACLSプロジェクトとしての当院におけるACLS講習会への取り組み 2004.10 第40回日本赤十字社医学会 長野 塚川敏行、石川　清、他12名

「異文化コミュニケーション：イスラーム圏派遣への対応」研修会企画の意義 2004.10 第40回日本赤十字社医学会 長野
駒井一洋、東条奈美、伊藤由紀、渡邊　勝、彦坂蔦枝、浅井由樹夫、石
川佳世子、伊藤明子、酒井登茂子、赤塚あさ子、佐藤公治、石川　清

アフガニスタン医療復興支援事業の概要と評価 2004.10 第40回日本赤十字社医学会 長野 伊藤明子、赤塚あさ子、東条奈美、石川　清

アフガニスタン医療復興支援事業における臨床指導に従事して 2004.10 第40回日本赤十字社医学会 長野 赤塚あさ子、伊藤明子、石川　清、他1名

日赤ERU第3班によるホームビジット：より脆弱な被災者へのアプローチ 2004.10 第40回日本赤十字社医学会 長野
関塚美穂、酒井登茂子、石川佳世子、小林美紀、高井久実子、石川
清、他1名

イラン南東部地震被災者救援事業における技術要員の役割 2004.10 第40回日本赤十字社医学会 長野 浅井由樹夫、山田悌士、礫石英治、石川　清、他5名

国際医療救援要員に対する病院の対応　イラン南東部地震救援派遣に対して 2004.10 第40回日本赤十字社医学会 長野 石川　清、他5名

当院における病院ボランティア推進の試み 2004.10 第40回日本赤十字社医学会 長野 伊藤安恵、川住幸恵、西埜雄司、東条奈美、石川　清

腹膜炎にて発症した劇症型A群溶連菌感染症の一例 2004.10 第24回日本臨床麻酔学会 大阪
池田奈美、伊藤恭史、田口　学、寺澤　篤、石田　進、安田邦光、高須
宏江、石川　清
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【学会発表】

学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

食道心嚢瘻による感染性収縮性心膜炎の一例 2004.10 第24回日本臨床麻酔学会 大阪
土屋れい子、伊藤恭史、田口　学、大久保一浩、安田邦光、石田　進、
高須宏江、石川　清

糖尿病に合併した気腫性腎盂腎炎の一例 2004.10 第24回日本臨床麻酔学会 大阪
森本由希、伊藤恭史、田口　学、寺澤　篤、石田　進、安田邦光、高須
宏江、石川　清

診断に難渋した延髄脊髄炎において呼吸障害を来たした一例 2004.10 第24回日本臨床麻酔学会 大阪
鉄慎一郎、田口　学、寺澤　篤、安田邦光、石田　進、高須宏江、石川
清

イラン南東部地震での日赤ERUによる医療救援活動の意義 2004.10 第32回日本救急医学会総会 千葉 石川　清、他4名

Edwardsiella tardaによる腸炎から敗血症、壊死性筋膜炎を来たした一例 2004.10 第32回日本救急医学会総会 千葉
田村哲也、伊藤恭史、田口　学、寺澤　篤、田口弥人、安田邦光、石田
進、高須宏江、石川　清、他1名

新卒研修医の救急研修意識調査と今後の教育のあり方 2004.10 第32回日本救急医学会総会 千葉 横江正道、稲田眞治、塚川敏行、白子隆志、石川　清

救急部における研修医教育　ACLSの実践にあたり研修医にあえてチームリーダーとしての役
割を与える―当院のACLS蘇生講習プロジェクトのもとで

2004.10 第32回日本救急医学会総会 千葉 塚川敏行、横江正道、稲田眞治、白子隆志、石川　清

当院における急性期脳梗塞患者の病態・予後 2004.10 第32回日本救急医学会総会 千葉 千田　譲、石川　清、他4名

医師現場出動を要した上腕巻き込み損傷の1例 2004.11 第21回日本救急医学会東海甲信地方会 甲府 伊佐治美穂、稲田眞治、横江正道、塚川敏行、白子隆志、石川　清

意識障害・呼吸障害にて搬送され、治療経過中、筋ジストロフィーが考えられた1例 2004.11 第21回日本救急医学会東海甲信地方会 甲府 中村友理枝、横江正道、塚川敏行、稲田眞治、白子隆志、石川　清

院内の連携により救命し得たPs=0.022の多発外傷の一例 2005.2 第32回日本集中治療医学会学術集会 東京 稲田眞治、石川　清、他8名

急性大動脈解離術後に重篤な低酸素血症をきたした一例 2005.2 第32回日本集中治療医学会学術集会 東京
池田奈美、田口　学、土屋れい子、伊藤恭史、鉄慎一郎、寺澤　篤、安
田邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

シンポジウム『危機管理・安全管理面から見たI CUにおける鎮痛・鎮静』 2005.2 第32回日本集中治療医学会学術集会 東京 石川　清、他6名

透析歴20年以上の長期慢性透析患者に対する心臓手術11例の予後因子の検討 2005.2 第32回日本集中治療医学会学術集会 東京
田村哲也、田口　学、寺澤　篤、安田邦光、石田　進、高須宏江、石川
清、他1名

東海地震に備えた院内災害訓練ー院内災害対策本部の立ち上げ・運営訓練ー 2005.2 第10回日本集団災害医学会 大阪 佐藤公治、石川　清、他4名

福井豪雨災害における当院としての災害救護活動 2005.2 第10回日本集団災害医学会 大阪 塚川敏行、横江正道、稲田眞治、白子隆志、石川　清

赤十字国際委員会・日本赤十字社医療復興支援事業外科チーム活動報告―アフガニスタンに
おける外科的治療の現状と問題点―

2005.2 第10回日本集団災害医学会 大阪 白子隆志、石川　清、他7名他11名

赤十字国際委員会と日本赤十字社の紛争後のアフガニスタンにおける医療復興支援事業の活
動と評価

2005.2 第10回日本集団災害医学会 大阪 伊藤明子、赤塚あさ子、白子隆志、石川　清、国際医療救援部員

イラン南東部地震救援の初動班における看護師の活動 2005.2 第10回日本集団災害医学会 大阪 酒井登茂子、石川　清、他7名

イラン南東部地震救援における日本赤十字社BHC-ERU技術要員の役割 2005.2 第10回日本集団災害医学会 大阪 山田悌士、浅井由樹夫、礫石英治、石川　清

イラン南東部地震被災者に対する心理支援活動 2005.2 第10回日本集団災害医学会 大阪
石川佳世子、酒井登茂子、関塚美穂、小林美紀、高井久実子、山田悌
士、浅井由樹夫、礫石英治、石川　清

災害・紛争発生時の派遣者への施設の支援体制 2005.2 第10回日本集団災害医学会 大阪 石川　清、他7名

小児生体腎移植術における術中水分管理の検討 2005.3 第95回日本麻酔科学会東海地方会 名古屋
土屋れい子、石田　進、池田奈美、森本由希、伊藤恭史、鉄慎一郎、田
口　学、寺澤　篤、安田邦光、高須宏江、石川　清

悪性症候群に合併したたこつぼ型心筋症の一例 2005.9 第2回日本救急医学会中部地方会 名古屋
小嶋高志、石田　進、日比野阿礼、池田奈美、森本由希、伊藤恭史、鉄
慎一郎、田口　学、寺澤　篤、安田邦光、高須宏江、石川　清

ECMO下に緊急気管ステント留置術を施行した癌性気道狭窄症例 2005.9 第2回日本救急医学会中部地方会 名古屋
日比野阿礼、石田　進、小嶋高志、池田奈美、森本由希、伊藤恭史、鉄
慎一郎、田口　学、寺澤　篤、安田邦光、高須宏江、石川　清

2年目を迎えた新臨床研修制度における初期臨床研修での救急研修の位置付けと救急医のあ
り方

2005.9 第2回日本救急医学会中部地方会 名古屋 横江正道、塚川敏行、稲田眞治、白子隆志、石川　清

上行大動脈置換術後の経過観察中に弓部大動脈瘤が認められ、症状発症から約2日後に診断
されたaorto-pulumonary fistulaの一例

2005.9 第2回日本救急医学会中部地方会 名古屋 木原　淳、稲田眞治、石川　清、他3名

救急外来の充実と採算性の両立は可能か？ 2005.10 第33回日本救急医学会総会 埼玉 稲田眞治、白子隆志、石川　清、他2名

当院における電撃傷の経験 2005.10 第33回日本救急医学会総会 埼玉 塚川敏行、横江正道、稲田眞治、白子隆志、石川　清

イラン地震及びスマトラ沖地震被災者救援での日赤ERU技術要員としての経験 2005.10 第41回日本赤十字医学会総会 島根 礫石英治、山田悌士、浅井由樹夫、新居優貴、石川　清、他4名

アフガニスタン医療復興支援事業における外科チーム参画の効果 2005.10 第41回日本赤十字医学会総会 島根 白子隆志、石川　清、他11名

当院の国際医療救援.開発協力要員育成における登録制の改正と今後の課題 2005.10 第41回日本赤十字医学会総会 島根 伊藤明子、石川　清、他5名

国際救援開発協力要員集中英語研修の効果的なあり方 2005.10 第41回日本赤十字医学会総会 島根 東条奈美、石川　清、他2名
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【学会発表】

学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

ACLSプロジェクトとしての当院における取り組み 2005.10 第41回日本赤十字医学会総会 島根
塚川敏行、伊藤友弥、横江正道、稲田眞治、白子隆志、角由美子、奥
田晃子、國本三千代、黒木朝子、井嶋廣子、藤居靖幸、遠松哲二、石
川　清

Asystole確認から24分経過後、蘇生行為に反応し心拍再開・社会復帰を遂げた1例 2005.10 第2回愛知心臓突然死研究会 名古屋 横江正道、稲田眞治、塚川敏行、白子隆志、石川　清、他2名

シンポジウム『災害医療とその教育』スマトラ島沖地震津波災害から学んだこと 2005.11 第14回麻酔科救急医療研究会 山形 石川　清

弓部大動脈瘤―肺動脈間短絡により急激な肺水腫をきたした症例 2005.11 第25回日本臨床麻酔学会 大阪 日比野阿礼、森本由希、寺澤　篤、高須宏江、石川　清

パキスタン北部地震における国際赤十字・赤新月社連盟Field hospital ERU(IFRC Hospital
Abbottabad)での医療救援活動

2006.2 第11回日本集団災害医学会総会 仙台
白子隆志、白子順子、伊藤　明子、山田悌士、浅井由樹夫、高井久実
子、東条奈美、石川　清

パキスタン北部地震被災者救援―先遣隊としての活動報告― 2006.2 第11回日本集団災害医学会総会 仙台
白子順子、伊藤明子、白子隆志、山田悌士、高井久実子、東条奈美、
石川　清、他1名

スマトラ沖地震津波災害の教訓 2006.2 第11回日本集団災害医学会総会 仙台 石川　清、他7名

スマトラ沖地震・津波災害救援における看護師の活動 2006.2 第11回日本集団災害医学会総会 仙台
高井久実子、赤塚あさ子、伊藤明子、石川佳世子、林　聖子、嘉村幸
子、小林美紀、石川　清

スマトラ島沖地震・津波復興支援事業とその課題 2006.2 第11回日本集団災害医学会総会 仙台
酒井登茂子、石川佳世子、赤塚あさ子、東条奈美、伊藤明子、白子順
子、佐藤公治、石川　清

DMATの発想に基づいたトリアージの院内患者受け入れ訓練への導入 2006.2 第11回日本集団災害医学会総会 仙台
寺西美佐絵、井嶋廣子、稲田眞治、佐藤公治、榊原聖博、駒井一洋、
前田和男、園田　誠、石川　清

集団災害医療への取り組みの一環としてのトライアスロン救護活動について 2006.2 第11回日本集団災害医学会総会 仙台 塚川敏行、横江正道、稲田眞治、白子隆志、石川　清、他1名

院内災害訓練をマンネリ化させないために 2006.2 第11回日本集団災害医学会総会 仙台
佐藤公治、井嶋廣子、寺西美佐絵、村手裕一郎、榊原聖博、駒井一
洋、前田和男、園田　誠、石川　清

自然災害・人為災害における感染症対策―地球規模での取り組み　スマトラ島沖地震・津波で
の日赤医療チームの活動

2006.2 第21回日本環境感染学会学術集会 東京 石川　清、他9名

左冠動脈肺動脈起始症に対して数度の体外心肺補助を行い救命した一例 2006.2 第2回日本麻酔科学会東海・北陸支部学術集会 安城
鉄慎一郎、寺澤　篤、日比野阿礼、小嶋高志、池田奈美、森本由希、伊
藤恭史、田口　学、安田邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

絞扼性イレウス術後に併発したARDSに対して、後期少量ステロイド療法が著効した一例 2006.3 第33回日本集中治療医学会学術集会 大阪
鉄慎一郎、池田奈美、森本由希、伊藤恭史、田口　学、寺澤　篤、安田
邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

日本赤十字社基礎保健医療ERUにおけるパキスタン北部地震救援活動 2006.3 第21回日本国際保健医療学会東日本地方会 静岡 白子順子、高井久実子、山田悌士、東条奈美、伊藤明子、石川　清

96％ウォッカ500mL飲酒症例に対する血液透析の適応 2006.5 第9回日本臨床救急医学会 盛岡 稲田眞治、石川　清、他1名

術中に部分肺静脈還流異常症が発見された一症例 2006.10 第26回日本臨床麻酔学会 旭川
日比野阿礼、田口　学、鉄慎一郎、寺澤　篤、安田邦光、石田　進、高
須宏江、石川　清

救急車適正利用に関する問題点　患者・救急隊員・医師・看護師のアンケート結果から 2006.10 第34回日本救急医学会総会 福岡 白子隆志、横江正道、稲田眞治、塚川敏行、石川　清

院内当直体制の実情に合わせた外傷初期診療教育コースの実施経験 2006.10 第34回日本救急医学会総会 福岡 稲田眞治、白子隆志、横江正道、石川　清、他1名

Asystoleから心拍再開・社会復帰を来した高齢者の1例 2006.10 第34回日本救急医学会総会 福岡 横江正道、稲田眞治、白子隆志、塚川敏行、石川　清

パキスタン北部地震におけるICRCフィールドホスピタルでの被災者救援活動と課題 2006.10
第47回日本熱帯医学会・第21回日本国際保健医
療学会

長崎 伊藤明子、石川　清、他1名

日本赤十字社での国際救援要員育成～インドネシア赤十字社ボゴール病院支援事業を通して 2006.10
第47回日本熱帯医学会・第21回日本国際保健医
療学会

長崎 関塚美穂、伊藤明子、白子順子、石川　清

パキスタン北部地震における国際赤十字・赤新月社連盟Field Hospital ERU(IFRC Hospital
Abbottabad)での医療救援活動

2006.11 第42回日本赤十字社医学会総会 京都
白子隆志、白子順子、伊藤　明子、山田悌士、浅井由樹夫、高井久実
子、東条奈美、石川　清

パキスタン北部地震被災者救援～先遣隊としての活動報告～ 2006.11 第42回日本赤十字社医学会総会 京都 白子順子、伊藤明子、東条奈美、石川　清、他1名

パキスタン北部地震におけるIFRC Field Hospitalでの医療救援活動報告 2006.11 第42回日本赤十字社医学会総会 京都 白子隆志、白子順子、伊藤明子、東条奈美、石川　清

パキスタン北部地震での赤十字国際委員会病院活動報告～副事業主任の立場から～ 2006.11 第42回日本赤十字社医学会総会 京都 伊藤明子、石川　清、他2名

ERU機材習熟研修開催報告～評価・考察～ 2006.11 第42回日本赤十字社医学会総会 京都
浅井由樹夫、山田悌士、東条奈美、伊藤明子、白子順子、石川　清、他
2名

フィリピン共和国キリノ州での保健支援活動報告～ヘルスワーカーの育成～ 2006.11 第42回日本赤十字社医学会総会 京都
藤井知美、中村知子、伊藤明子、東条奈美、白子順子、石川　清、他2
名

パキスタン北部地震におけるBHC-ERU（基礎保健・医療型緊急対応ユニット）での医療救援活
動

2007.1 第12回日本集団災害医学会 名古屋 白子順子、高井久実子、山田悌士、伊藤明子、石川　清

災害医療における戦傷外科の位置づけ―自然災害との相違点― 2007.1 第12回日本集団災害医学会 名古屋 白子隆志、白子順子、東条奈美、伊藤明子、佐藤公治、石川　清

ERU機材習熟研修開催報告～評価・考察～ 2007.1 第12回日本集団災害医学会 名古屋 山田悌士、浅井由樹夫、東条奈美、伊藤明子、白子順子、石川　清
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【学会発表】

学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

パキスタン北部地震被災者救援活動におけるICRCフィールドホスピタルの活動 2007.1 第12回日本集団災害医学会 名古屋 伊藤明子、白子順子、石川　清

フィリピン南レイテ島地滑りにおける救援活動～フィリピン赤十字社の災害救援活動の現場から
～

2007.1 第12回日本集団災害医学会 名古屋 小林美紀、藤垣　恵、白子順子、伊藤明子、石川　清

国際医療救援における予防接種プログラムの作成 2007.1 第12回日本集団災害医学会 名古屋 伊藤由紀、白子順子、伊藤明子、東条奈美、石川　清

災害時の救急医療のしくみ：災害救急医療の最前線と防災リーダーの役割 2007.1 第12回日本集団災害医学会市民公開講座 名古屋 石川　清

Body Mass Indexが60の超肥満患者の人工呼吸管理を要した肺炎の一例 2007.3 第34回日本集中治療医学会学術集会 神戸
小嶋高志、寺澤　篤、池田奈美、伊藤恭史、鉄慎一郎、田口　学、安田
邦光、石田　進、高須宏江、石川　清

十二指腸胆石イレウス（Bouveret症候群）の一例 2007.5 第10回日本臨床救急医学会 神戸 塚川敏行、白子隆志、横江正道、稲田眞治、石川　清

急性大動脈瘤解離を疑いCTを撮影するまでの時間を短縮する因子の検討 2007.10 第35回日本救急医学会 大阪 稲田眞治、石川　清、他3名

当院におけるAED運用状況について 2007.10 第35回日本救急医学会 大阪 塚川敏行、白子隆志、横江正道、稲田眞治、石川　清

救急領域での研修医臨床研修実績のウェブ登録の有用性 2007.10 第35回日本救急医学会 大阪 白子隆志、塚川敏行、稲田眞治、横江正道、石川　清

ERUにおける技術要員の役割と課題 2007.10 第43回日本赤十字社医学会総会 大分 新居優貴、山田悌士、浅井由樹夫、礫石英治、石川　清、他3名

国際医療救援要員のための災害外傷セミナー 2007.10 第43回日本赤十字社医学会総会 大分 白子順子、白子隆志、伊藤明子、東条奈美、石川　清

NBC災害・テロ対策訓練～地域住民および行政機関との連携による～ 2007.10 第43回日本赤十字社医学会総会 大分
村手裕一郎、永田ゆかり、井嶋廣子、佐藤公治、白子隆志、向山憲男、
石川　清

災害拠点病院としての赤十字病院の役割と課題 2008.2 第13回日本集団災害医学会 筑波 白子隆志、佐藤公治、稲田眞治、石川　清、他1名

自然災害・戦傷外科セミナーの開発 2008.2 第13回日本集団災害医学会 筑波
白子隆志、伊藤明子、佐藤公治、白子順子、稲田眞治、関塚美穂、東
条奈美、石川　清

シンポジウム病院医療崩壊と救急医療、“救命救急センターも医療崩壊の危機に” 2008.7 第58回日本病院学会 山形 石川　清

キノコ中毒との識別に苦慮したチョウセンアサガオ中毒の症例 2008.9 第6回日本麻酔科学会東海北陸支部学術集会 岐阜
日比野阿礼、稲田眞治、下薗崇弘、伊藤恭史、徐　民恵、田口　学、寺
澤　篤、石田　進、高須宏江、石川　清

国際医療救援における災害外傷セミナー（第2報） 2009.2 第14回日本集団災害医学会 神戸
白子隆志、白子順子、伊藤明子、稲田眞治、佐藤公治、石川　清、他1
名

脂肪塞栓症候群が疑われECMOの導入を必要とした一例 2009.6 第17回日本集中治療医学会東海北陸地方会 金沢
日比野阿礼、寺澤　篤、田口　学、稲田眞治、石田　進、高須宏江、石
川　清

当院における脳死臓器提供3症例の経験 2010.3 第37回日本集中治療医学会学術集会 広島 日比野阿礼、田口　学、稲田眞治、寺澤　篤、高須宏江、石川　清

市中病院における薬物大量内服（OD）症例の受け入れをめぐる問題点 2010.7 第60回日本病院学会 岐阜
稲田眞治、野口善令、塚川敏行、花木奈央、神原淳一、福田　徹、石川
清、他1名

紛争の激化するカンダハール地域におけるICRCの病院支援と危機管理 2010.11 第46回日本赤十字社医学会総会 仙台
伊藤明子、芳原みなみ、川崎登茂子、赤塚あさ子、杉本憲治、片岡笑
美子、石川　清

国際赤十字で活動できる看護師を志して～初めての派遣経験から～ 2010.11 第46回日本赤十字社医学会総会 仙台
平田巳雅、芳原みなみ、伊藤明子、赤塚あさ子、杉本憲治、片岡笑美
子、石川　清

ドイツ赤十字社における給水・衛生ERU研修 2011.2 第16回日本集団災害学会 大阪 山田悌士、伊藤明子、杉本憲治、石川　清

東日本大震災の救護に積極的に職員を派遣するもう一つの意味 2011.10 第47回日本赤十字社医学会総会 福井 石川　清

広域災害時の情報ネットワーク 2012.6 第62回日本病院学会 福岡 石川　清

最高の病院になるために 2012.9 第59回日本栄養改善学会 名古屋 石川　清

最高の病院を目指し、全病院的なコーチングを導入 2013.6 第15回日本医療マネジメント学会学術総会 盛岡
清水紀子、山口和宣、渡邊　勝、池上健二、片岡笑美子、平山治雄、佐
藤公治、石川　清

“コーチングで病院を変える”“コーチングを病院の風土に”～最高の病院を目指し、全病院的な
コーチングを導入～

2013.6 第63回日本病院学会 新潟
山口和宣、清水紀子、渡邊　勝、池上健二、片岡笑美子、平山治雄、佐
藤公治、石川　清

最高の病院を目指し、全病院的なコーチングを導入～コーチングを病院の風土に～ 2013.10 第49回日本赤十字社医学会総会 和歌山 渡邊　勝、清水紀子、山口和宣、池上健二、石川　清

～最高の病院になるために～全病院的なコーチングの導入 2013.11 日本コーチ協会第15回年次大会 東京 石川　清

最高の病院を目指し、全病院的なコーチングを導入～2年間の取組みの成果～ 2014.6 第16回日本医療マネジメント学会学術総会 岡山
山口和宣、清水紀子、渡邊　勝、池上健二、片岡笑美子、平山治雄、佐
藤公治、石川　清

創立100周年に向け、「最高の病院」を目指した2年間の取り組みと成果～全病院的なコーチン
グを導入して～

2014.7 第64回日本病院学会 高松
清水紀子、山口和宣、渡邊　勝、池上健二、片岡笑美子、平山治雄、佐
藤公治、石川　清

医療界にこそ求められるコーチング　最高の病院になるために全病院的なコーチングの導入ー2
年間の実績と課題ー

2014.9 Hospital Management Japan Summit 2014 東京 石川　清

医療界にこそ必要なコーチング　全病院的なコーチングの導入ー2年間の経験からー 2014.9 第1回日本医療安全学会学術総会 東京 石川　清
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学会発表等の演題名 発表年 学会名 場所 共同演者

最高の病院を目指し全病院的なコーチングを導入した2年間の取り組みと成果 2014.10 第50回日本赤十字社医学会総会 熊本
渡邊　勝、清水紀子、山口和宣、池上健二、片岡笑美子、平山治雄、佐
藤公治、石川　清

最高の病院をめざして　3年間にわたる全病院的なコーチング導入による成果と課題 2015.6 第17回日本医療マネジメント学会学術総会 大阪 山口和宣、片岡笑美子、石川　清

医療機関初、全病院的なコーチングを導入した3年間の成果と課題 2015.6 第65回日本病院学会 軽井沢
清水紀子、山口和宣、渡邊　勝、池上健二、片岡笑美子、関　行雄、平
山治雄、石川　清

全病院的なコーチングの導入と検査部の変化 2015.7 第20回日赤検査学術大会 東京
杉野裕志、近藤規明、柴田一泰、伊藤　守、黄　卓、佐藤公治、平山治
雄、石川　清

性暴力被害者支援における患者・家族メンタル支援の展望～性暴力被害者支援センター開設を
通して～

2015.1 第1回患者・家族メンタル支援学会学術総会 東京 石川　清

最高の病院を目指し全病院的なコーチングを導入した3年間の取り組みと成果 2015.10 第51回日本赤十字社医学会総会 北見
渡邊　勝、清水紀子、山口和宣、池上健二、片岡笑美子、関　行雄、平
山治雄、石川　清

コーチングが生み出すリーダーシップ 2015.11 日本医療マネジメント学会愛知県支部大会 名古屋 関　行雄、山口和宣、堀　太志、石川　清

激変の医療環境の中、組織変革に求められるものは？～いま医療界に求められるコーチング
～

2016.4
第18回日本医療マネジメント学会学術総会ランチョ
ンセミナー

福岡 石川　清

激変の医療環境の中、組織変革に求められるものは？～いま医療界に求められるコーチング
～

2016.6
第3回日本手術看護学会近畿地区学会ランチョン
セミナー

大阪 石川　清

「最高の病院における最高の電話応対」を目指した、電話交換台における4年間の取り組みと成
果

2016.6 第66回日本病院学会 盛岡 安藤真琴、渡邊　勝、池上健二、関　行雄、石川　清

コーチングの導入による検査部の取り組みと変化 2016.6 第66回日本病院学会 盛岡
杉野裕志、原　祐樹、近藤規明、柴田一泰、伊藤　守、黄　卓、佐藤公
治、平山治雄、石川　清

激変の医療環境の中、組織変革に求められるものは？～いま医療界に求められるコーチング
～

2017.2
日本医療マネジメント学会第17回大分県支部学術
集会

大分 石川　清

コストと手間をかけずに、病院セキュリティを高める施策～医局前やオペ室で業者を待たせない
仕組み～

2017.7 第67回日本病院学会ランチョンセミナー 神戸 石川　清

組織改革とシステミック・コーチング 2017.7 第67回日本病院学会ランチョンセミナー 神戸 石川　清
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【研究会・講演】

講演名 年月 研修会・講演 場所

救急法，心肺蘇生法について 1994.8 平成6年度県立学校初任者研修会 名古屋 石川　清

応急処置法について 1994.8 公立高校養護教諭6年度研修会 名古屋 石川　清

外傷救急患者の集中治療 1994.10 安田火災海上医療講演会 名古屋 石川　清

包帯法、止血法、運搬法、心肺蘇生法について 1994.11 平成6年度公立中学校教諭応急処置法研修会 春日井・岡崎 石川　清

手術時PGE1投与による臓器障害予防効果の検討 1994.12 麻酔蘇生研究会 名古屋
安藤　浩、岡本江里砂、有馬　一、湯本正人、高須
宏江、石川　清

産科麻酔あれこれ 1995.3 名古屋産婦人科医師研修会 名古屋 石川　清

阪神大震災の日赤医療救護活動に参加して 1995.3 愛知県医師会第13回救急医療講演会 名古屋 石川　清

阪神大震災における被災地の状況と災害医療のあり方 1995.7 第113回東海病院管理学研究会 名古屋 石川　清

救急法，心肺蘇生法について 1995.8 平成7年度県立学校初任者研修会 名古屋 石川　清

救急法の理論 1995.8 平成7年度養護教諭研修会（6年目研修） 東郷町 石川　清

包帯法、止血法、運搬法、心肺蘇生法について 1995.11 平成7年度公立中学校教諭応急処置法研修会 春日井・岡崎 石川　清

救急患者の見方 1996.6 名古屋逓信病院看護研究会 名古屋 石川　清

救急医療の現場から　歯科との関わり 1996.7 第1回名古屋市歯科医師会研修会 名古屋 石川　清

救急法の理論 1996.8 平成8年度養護教諭研修会（6年目研修） 東郷町 石川　清

応急処置法について 1996.8 公立高校養護教諭6年度研修会 名古屋 石川　清

救急法，心肺蘇生法について 1996.8 平成8年度県立学校初任者研修会 名古屋 石川　清

人工気道を有する患者の感染対策 1996.8 第5回東海院内感染対策研究会 名古屋 石川　清

赤十字が行う医療救護 1996.11 平成8年度日本赤十字社愛知県支部救護班要員研修 祖父江町 石川　清

包帯法、止血法、運搬法、心肺蘇生法について 1996.11 平成8年度公立中学校教諭応急処置法研修会 稲沢・豊橋 石川　清

ICUにおける呼吸管理 1997.4 東海胸研 名古屋 石川　清

日本赤十字社の災害救護 1997.8 日赤刈谷市地区社資募集協賛委員視察研修 刈谷 石川　清

救急法、心肺蘇生法について 1997.8 平成9年度県立学校初任者研修会 名古屋 石川　清

救急法の理論 1997.8 平成9年度養護教諭研修会（6年目研修） 東郷町 石川　清

包帯法、止血法、運搬法、心肺蘇生法について 1997.11 平成9年度公立中学校教諭応急処置法研修会 弥富・豊橋 石川　清

災害と医療救護活動 1998.6 平成10年度日本赤十字社愛知県支部救護班要員研修 鳳来寺町 石川　清

救急法、心肺蘇生法について 1998.8 平成10年度県立学校初任者研修会 名古屋 石川　清

救急法の理論 1998.8 平成10年度養護教諭研修会（6年目研修） 東郷町 石川　清

包帯法、止血法、運搬法、心肺蘇生法について 1998.11 平成10年度公立中学校教諭応急処置法研修会 名古屋 石川　清

当院における救急医療の現状 1999.11 平成11年度東名古屋医師会研修会 名古屋 石川　清

赤十字医療救護活動の現状 2001.4 平成13年度日赤愛知県支部管内新規採用職員研修 名古屋 石川　清

ICUでの呼吸管理に必要な検査の見方 2001.6 日本集中治療医学会東海北陸地方会看護部会　卒後セミナー 名古屋 石川　清

スーダン紛争犠牲者救援医療活動 2001.9 愛知県外科医会救急医療研修会 名古屋 石川　清

救急法の理論について 2001.9 平成13年度新規採用養護教諭研修 東郷町 石川　清

スーダン紛争犠牲者救援医療活動に参加して 2001.12 中川区外科医会 名古屋 石川　清

赤十字国際医療救援医療活動 2002.1 平成13年度青少年赤十字加盟校長研究会 名古屋 石川　清

国際医療救援活動 2002.1 安城市医師会研修会 名古屋 石川　清

スーダン紛争犠牲者救援救援医療活動に参加して 2002.6 グローリア21エステティック学院研修会 名古屋 石川　清

ICUでの呼吸管理の実際 2002.6 日本集中治療医学会東海北陸地方会看護部会　卒後セミナー 名古屋 石川　清

救命救急センターにおける最新の話題 2002.8 岐阜県病院薬剤師会西濃ブロック研修会 大垣市 石川　清

災害訓練の実施と問題点について 2002.10 愛知県外科医会　平成14年度救急医療医師研修会 名古屋 石川　清
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【研究会・講演】

講演名 年月 研修会・講演 場所

国際医療救援活動と麻酔科医 2002.12 名古屋市立大学麻酔蘇生学教室集談会 名古屋 石川　清

救命救急センターにおける最新の話題 2002.12 四日市地区救急医療を語る会 四日市市 石川　清

病院でのトリアージ 2003.4 聖霊病院講演会 名古屋 石川　清

赤十字医療救護活動の現状 2003.4 平成15年度日赤愛知県支部管内新規採用職員研修 名古屋 石川　清

かけがえのない生命（世界の情勢より） 2003.7 平成15年度常滑市西浦小学校保健委員会 常滑 石川　清

医師のための災害救護 2003.10 天白区医師会 名古屋 石川　清

救急医療における最近の話題 2003.12 愛知県内科医会平成15年度救急医療講演会 名古屋 石川　清

災害拠点病院としての取り組み 2003.12 海南病院講演会 名古屋 石川　清

イラン南東部地震救援活動報告 2004.2 NHK“おはよう東海” 名古屋 石川　清

イラン南東部地震救援活動報告 2004.2 愛知県災害拠点病院会議 名古屋 石川　清

イラン南東部地震救援活動 2004.3 愛知県医師会講演会 名古屋 石川　清

救急医療における最近の話題 2004.3 平成15年度名東区医師会講演会 名古屋 石川　清

赤十字医療救護活動の現状 2004.4 平成16年度日赤愛知県支部管内新規採用職員研修 名古屋 石川　清

赤十字のお話 2004.6 平成16年度島根県高等学校青少年赤十字メンバーリーダーシッププログラム 島根 石川　清

イラン地震の救援活動を通して東海地震にそなえる 2004.7 名古屋市立大学臨床リフレッシュ講座 名古屋 石川　清

救命救急体制について 2004.7 鈴鹿回生病院講演会 鈴鹿 石川　清

赤十字の災害救護活動（国際救援）について 2004.10 日本赤十字社第３ブロック支部合同災害救護訓練講演会 富山 石川　清

大地震！　医療従事者としてできること 2004.11 南生協病院講演会 名古屋 石川　清

大地震！　医師としてできること 2004.12 愛知県内科医会救急医療講習会および日本臨床内科医会指定特別研修講座 名古屋 石川　清

大地震！　医療従事者としてできること 2004.12 愛知県看護協会災害看護研修会 名古屋 石川　清

来るべき東海地震、東南海地震に備えて 2005.6 南山大学OB会 名古屋 石川　清

名古屋第二赤十字病院の経営戦略 2005.7 成田赤十字病院医療セミナー 成田 石川　清

赤十字の国際救援活動について 2005.8 愛知県支部主催国際人道法講座 名古屋 石川　清、他3名

過去の大地震は何をわれわれに教えたか？　阪神淡路大震災、イラン南東部地
震、スマトラ島沖地震津波の医療救援活動の経験から

2005.9 愛知県救急医療推進大会講演会　 名古屋 石川　清

来るべき巨大地震に備えて　スマトラ島沖地震津波で学んだこと 2005.10 愛知県外科医会救急医療医師研修会 名古屋 石川　清

国際紛争地域の救援活動について 2005.10 高浜市立高浜小学校青少年赤十字事業 高浜 石川　清

来るべき大地震に備えて！　医療従事者としてできること 2005.11 天白区医師会臨床懇話会 名古屋 石川　清

過去の大地震は何をわれわれに教えたか？　阪神淡路大震災、イラン南東部地
震、スマトラ島沖地震津波の医療救援活動の経験から

2005.11 末永医院健康教室講演会　 名古屋 石川　清

来るべき大地震に備えて、医療従事者としてできること 2005.12 第33回知多医師会・知多厚生病院合同カンファレンス講演会 知多 石川　清

東海地震！　あなたは何ができますか？ 2005.12 平成17年度愛知県看護協会災害看護活動研修会 名古屋 石川　清

赤十字と私 2006.5 赤十字病院臨床研修医研修会 東京 石川　清

赤十字国際救援の実際 2006.6 山田赤十字病院職員研修 伊勢 石川　清

大災害時の医師としての心構え 2006.6 平成18年度青雲会 名古屋 石川　清

大規模災害時の医師の心得 2006.6 第12回藤田ハートカンファレンス 名古屋 石川　清

大規模災害時の医師の心得 2006.7 社保研究会（愛知県保険医協会） 名古屋 石川　清

研修医教育と救急医療 2006.8 第24回富山救急医療研究会 富山 石川　清

救急外来で見る突然死シンポジウム：『心臓突然死から身を守るためには』 2006.9 名古屋大学環境医学研究所市民公開講座 名古屋 石川　清

3回のCPAを経て生存退院した心筋梗塞の一例 2006.10 第3回循環と救急の会 名古屋
吉田路加、横江正道、稲田眞治、塚川敏行、白子隆
志、石川　清、他2名

大規模災害時の医療従事者の心構え 2006.10 常滑市民病院研修会 常滑 石川　清
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【研究会・講演】

講演名 年月 研修会・講演 場所

備えていますか？　東海地震 2006.11 地域住民の皆様のための病院で災害医療を学ぶ集い 名古屋 石川　清

大規模災害時の看護師の役割 2006.12 平成18年度愛知県看護協会災害看護活動研修会 名古屋 石川　清

大規模災害時に名古屋第二赤十字病院が果たす役割 2006.12 千種ロータリークラブ月例会 名古屋 石川　清

赤十字国際救援活動の実際 2007.2 日本冬桜の会 名古屋 石川　清

地域の基幹病院における防災対策 2007.2 大都市研究会 名古屋 石川　清

手術を受けるときのきもち 2007.7 愛知県赤十字有功会講演会 名古屋 石川　清

心房細動発作後に心室細動を発症した非閉塞性肥大型心筋症の一例 2007.7 第4回循環と救急の会 名古屋
渡邊仁美、横江正道、稲田眞治、塚川敏行、白子隆
志、野口善令、石川　清、他14名

大規模災害に対する医療従事者の心構え 2007.9 刈谷豊田総合病院院内研修会 刈谷 石川　清

名古屋第二赤十字病紹介 2007.10 日本病院協会平成19年度第2回『医療の質を考えるセミナー』 名古屋 石川　清

大規模災害に対する医療従事者の心構え 2007.11 名古屋大学病院院内研修会 名古屋 石川　清

赤十字の国際救援 2007.11 東ロータリークラブ講話 名古屋 石川　清

医療崩壊の中で生き残るための病院管理 2007.12 病院環境フォーラム‘07東京 東京 石川　清

赤十字の国際医療救援 2008.1 平成19年度愛知県青少年赤十字加盟校長・指導者研究会 名古屋 石川　清

名古屋市の救急医療が崩壊する「救命救急センターも救急医療崩壊の渦中に」 2008.2 社会保険中京病院創立60周年記念講演会 名古屋 石川　清

最近の救急医療の現状 2008.2 名古屋キワニスクラブ講話 名古屋 石川　清

院長メッセージ“あなたも赤十字大好き人間に” 2008.6 日本赤十字社後期研修医研修会 東京 石川　清

赤十字の国際医療救援 2008.6 諏訪赤十字病院職員研修 諏訪 石川　清

救急医療機関からの声 2008.9 救急医療市民フォーラム“みんなの救急医療を見直そう” 名古屋 石川　清

大規模災害時に地域の基幹病院の果たす役割 2008.9 南生協病院災害医療講演会 名古屋 石川　清

大規模災害時の医療従事者の心構え 2008.10 岡崎外科医会講演会 岡崎 石川　清

赤十字の国際救援 2008.12 第600回鯱光会月例会 名古屋 石川　清

赤十字の国際救援 2008.12 MIC株式会社講演会 名古屋 石川　清

救急医療　救急で病院にかかるときのポイント 2008.12 テレビ愛知“健康ワンダフル” 名古屋 石川　清

救急医療における諸問題とその対策 2009.1 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

名古屋第二赤十字病院の現況 2009.4 八二会 名古屋 石川　清

地域保健医療計画の実際 2009.6 認定看護管理者制度サードレベル教育課程講義 名古屋 石川　清

名古屋第二赤十字病院の現況と課題 2009.7 MR研修会 名古屋 石川　清

赤十字の国際救援 2009.7 愛知県立旭丘高等学校第64回教養講座 名古屋 石川　清

国際医療ボランティアについて 2009.7 平成21年度愛知県私学協会名古屋支部設置者・校長研修会 名古屋 石川　清

手術を受けるときのきもち 2009.7 知多市赤十字奉仕団れっどくろす・ボランティア講演会 知多 石川　清

麻酔 2009.9 国際救援における災害外傷セミナー 名古屋 石川　清

だいじょうぶ？いまの救急医療―救急医療の現状と課題― 2009.9 ＮＰＯ法人「心技塾」9月例会 名古屋 石川　清

だいじょうぶ？いまの救急医療―救急医療の現状と課題― 2009.10 平成21年度愛知教弘友の会教育文化講演会 名古屋 石川　清

赤十字の国際救援 2009.10 平成21年度愛知県立旭丘高等学校ＰＴＡ教育講演会 名古屋 石川　清

救急医療の現状と課題 2009.11 エスエルグループ講演会 名古屋 石川　清

救急医療の諸問題と赤十字の国際救援 2010.1 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

赤十字の国際救援 2010.2 愛知県立総合看護専門学校特別講義 名古屋 石川　清

赤十字病院の連携とは～地域医療再生に向けて～ 2010.4 平成22年度全国赤十字医療施設長会議パネルディスカッション 東京 石川　清

病院管理者よりみた医療従事者の在り方/選ばれる病院と選ばれる医療従事者 2010.4 名古屋市立大学学びなおし講座 名古屋 石川　清

最近の病院医療崩壊の現状と当院の取り組み 2010.5 MR研修会 名古屋 石川　清

国際救援のお話し/救急医療のお話し 2010.6 名工大大学院医学工学特論 名古屋 石川　清
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【研究会・講演】

講演名 年月 研修会・講演 場所

地域保健医療計画の実際 2010.6 認定看護管理者制度サードレベル教育課程講義 名古屋 石川　清

赤十字の国際救援活動と職員の意識向上 2010.6 日本経営近代化協会（SAM）6月例会 名古屋 石川　清

赤十字の国際救援活動と職員の意識向上 2010.8 赤門ウィレックス株式会社社内研修会 名古屋 石川　清

手術を受けるときのきもち―医者が心臓病患者になって分かったこと― 2010.10 東海典礼特別講演会 名古屋 石川　清

麻酔 2010.10 国際救援における災害外傷セミナー 名古屋 石川　清

備えていますか？　東海地震、その時、救える命を救うために 2010.11 ライオンズマンション八事ガーデン自主防災会 名古屋 石川　清

大規模災害時の医療従事者の心得 2010.11 松波総合病院第29回羽島救急カンファレンス特別講演 羽島 石川　清

救急医療のお話し 2011.1 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

国際救援のお話し 2011.2 愛知県立総合看護専門学校特別講義 名古屋 石川　清

被災地外の赤十字病院が果たすべき役割 2011.4 第45回日本赤十字病院長連盟総会 東京 石川　清

地域保健医療福祉計画の実際 2011.6 認定看護管理者制度サードレベル教育課程講義 名古屋 石川　清

今後の災害医療救護について　3.11東日本大震災の経験から“救護班のマネー
ジメントの立場から”

2011.6 第178回東海病院管理学研究会 名古屋 石川　清

災害医療～大災害から学んだ教訓～ 2011.7 東海東京証券プレミアセミナー 名古屋 石川　清

皆さんも赤十字大好き人間に！ 2011.8 平成23年度赤十字病院臨床研修医研修会 東京 石川　清

大規模災害時の医療従事者の心構え 2011.8 愛知県議会健康福祉委員会 名古屋 石川　清

災害医療～大災害から学んだ教訓～ 2011.9 防災・減災シンポジウム～東日本大震災から学ぶ災害医療と地域連携～ 名古屋 石川　清

麻酔 2011.9 国際救援における災害外傷セミナー 名古屋 石川　清

いま医療従事者にもとめられる災害医療 2011.10 第23回椙山フォーラム 名古屋 石川　清

災害医療―東日本大震災、および過去の大災害から学んだ教訓― 2011.11 卸勤務薬剤師会東海ブロック合同研修会 名古屋 石川　清

災害医療―大震災から学んだ教訓― 2011.11 第18回一宮地区病診連携推進の集い 一宮 石川　清

東日本大震災から学んだ教訓―医療従事者としての心構え― 2011.11 愛知県病院協会東日本大震災に対する医療支援活動報告講演会 名古屋 石川　清

東日本大震災から学んだ教訓―来たるべき東海地震に備えて― 2011.12 テレビ愛知“健康ワンダフル” 名古屋 石川　清

救急医療のお話し 2012.1 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

人生のやりがい－医療救援－ 2012.1 春日丘中学校教育講演 春日井 石川　清

人生のやりがい－医療救援－ 2012.2 愛知県立総合看護専門学校特別講義 名古屋 石川　清

災害医療体制 2012.3 東海テレビ“スーパーニュース” 名古屋 石川　清

被災地の医療の早い復興を願って～災害救護は赤十字の使命として支援～ 2012.3 第2回自立復興シンポジウム 名古屋 石川　清

災害時の地域医療について語ろう 2012.3 中日新聞社PROJECT LINKED　地域医療シンポジウム 名古屋 石川　清

地域保健医療計画の実際 2012.6 認定看護管理者制度サードレベル教育課程講義 名古屋 石川　清

迫りくる大地震！愛知の病院は耐えられるのか？ 2012.8 テレビ愛知“トコトン1スタ” 名古屋 石川　清

最高の病院になるために 2012.9 第59回日本赤十字栄養士会研修会 名古屋 石川　清

麻酔 2012.9 国際救援における災害外傷セミナー 名古屋 石川　清

災害に強い病院を考える 2012.11 中部電力株式会社医療継続計画セミナー 蒲郡 石川　清

災害医療 2012.11 愛知県立総合看護専門学校中堅看護職員研修会 名古屋 石川　清

災害に強い病院を考える 2012.12 中部電力株式会社医療継続計画セミナー 名古屋 石川　清

当院における病院経営の取り組み 2012.12 日赤院長塾 東京 石川　清

人生のやりがい 2013.1 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

人生のやりがいと健康 2013.2 Ｉ－Ｙ会ＳＭＢＣセミナー 名古屋 石川　清

人生のやりがい 2013.2 愛知県立総合看護専門学校特別講義 名古屋 石川　清

～最高の病院になるために　全病院的なコーチングの導入 2013.9 姫路聖マリア病院医療コーチング講演会 姫路 石川　清
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【研究会・講演】

講演名 年月 研修会・講演 場所

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り 2013.11 日本赤十字豊田看護大学講義 豊田 石川　清

麻酔と手術のお話 2014.1 T-PECアカデミー 東京 石川　清

地域における赤十字病院の果たすべき役割～最高の病院を目指して～ 2014.1 桑名信用金庫総代・役員新春講演会 桑名 石川　清

人生のやりがい 2014.1 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

災害救護「災害医療」 2014.1 愛知県立総合看護専門学校中堅看護職員研修会 名古屋 石川　清

人生のやりがい 2014.2 愛知県立総合看護専門学校特別講義 名古屋 石川　清

最高の病院になるために全病院的なコーチングの導入 2014.3 中部医療の質管理研究会 岐阜 石川　清

リーダーが病院を変える～変革者たちの軌跡と挑戦～「最高の病院になるために
全病院的なコーチングの導入

2014.7 メディカルコーチング研究会・総会 東京 石川　清

最高の病院になるために全病院的なコーチングを導入“コーチングで病院を変え
る” “コーチングを病院の風土に”ー2年間の成果と課題ー

2014.9 日本赤十字社診療放射線技師会第5回中部ブロック業務研修会 名古屋 石川　清

医療界にこそ必要なコーチング 2014.9 TAKEDA Management Seminar in HIMEJI 姫路 石川　清

麻酔 2014.9 国際救援における災害外傷セミナー 名古屋 石川　清

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り 2014.10 日本赤十字豊田看護大学講義 豊田 石川　清

全病院的なコーチング導入による病院の組織改革before/after～実際のコーチン
グ風景大公開～

2014.11 株式会社コーチエィクローズド・セミナー 東京 石川　清

災害救護「災害医療」 2015.1 愛知県立総合看護専門学校中堅看護職員研修会 名古屋 石川　清

人生のやりがい 2015.1 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

医療界にこそ必要なコーチング～全病院的なコーチング導入3年間の成果と課題～ 2015.1 福島県立医科大学会津医療センター附属病院医療安全講演会 会津 石川　清

人生のやりがい 2015.2 愛知県立総合看護専門学校特別講義 名古屋 石川　清

激変の医療環境の中、組織改革・組織風土創り（ミッションの浸透）に求められるもの 2015.10 第69回日本赤十字社病院長連盟定期総会 北見 石川　清

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り 2015.10 日本赤十字豊田看護大学講義 豊田 石川　清

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り 2016.1 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り 2016.2 愛知県立総合看護専門学校特別講義 名古屋 石川　清

コーチングによる組織改革 2016.3 Japan　Lean　Experience　UAE　2016 名古屋 石川　清

医療安全文化醸成のためにメディエーション・コーチングを病院の風土に！ 2016.5 医療安全全国共同行動主催病院管理者研修会 東京 石川　清

組織一丸となって 最高の組織になるために　病院一丸となって最高の病院になる
ために

2016.5 名古屋政経研究会総会・講演会 名古屋 石川　清

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り 2016.6 第13回西春日井地区国際理解教育研究会・講演会 清須 石川　清

災害時における大学病院に求める役割 2016.7 藤田保健衛生大学病院講演会 豊明 石川　清

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り 2016.7 愛知県赤十字有功会 名古屋 石川　清

来たるべき南海トラフ地震に備えて 2016.9 愛知食品流通研究会講演会 名古屋 石川　清

激変の医療環境の中、組織変革に求められるものは？―いま医療界に求められ
るコーチング―

2016.10 ハートセンター3病院合同研究会全体講演会 豊橋 石川　清

名古屋第二赤十字病院100年の歴史と伝統、そして新たな100年に向けての取り
組み

2016.10 江蘇省人民医院創立80周年記念講演 江蘇省 石川　清

職員満足度と患者満足度がともに高い最高の病院になるために 2016.11 岩手県立病院医師連合会シンポジウム特別講演 盛岡 石川　清

逆境下のＶ字回復への戦略～名古屋第二赤十字病院の取り組み～ 2016.11 第9回日赤院長塾 東京 石川　清

日本赤十字社の医療活動 2016.12 日本赤十字豊田看護大学講義 豊田 石川　清

厳しい医療環境の中、経営の一大危機からＶ字回復への戦略 2017.1 グローバルヘルスジャパン新春セミナー 東京 石川　清

医療安全文化醸成のためにメディエーション・コーチングを病院の風土に！ 2017.1 国立循環器病研究センター医療安全講習会 吹田 石川　清

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り 2017.2 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り 2017.2 愛知県立総合看護専門学校特別講義 名古屋 石川　清

来たるべき南海トラフ地震に備えて～過去の大災害から学んだ教訓～ 2017.2 名古屋民事調停協会特別講演会 名古屋 石川　清
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【研究会・講演】

講演名 年月 研修会・講演 場所

激変の医療環境の中、組織変革に求められるものは？―いま医療界に求められ
るコーチング―

2017.3 赤門ウイレックス株式会社講話 名古屋 石川　清

医療安全文化醸成のためにメディエーション・コーチングを病院の風土に！ 2017.6 愛知学院大学歯学部附属病院医療安全セミナー 名古屋 石川　清

日本赤十字社の医療活動 2017.11 日本赤十字豊田看護大学講義 豊田 石川　清

人生のやりがい 2017.11 第21回街づくり文化フォーラム松栄 名古屋 石川　清

逆境を乗越える組織づくり　職員の意識改革をどのように実現するのか 2017.11 株式会社日本経営共済セミナー 大阪 石川　清

人生のやりがい 2017.11 名古屋大学医学部ラグビー部ＯＢ会基調講演 名古屋 石川　清

激変する医療環境の中、組織改革に求められるシステミック・コーチング 2017.11 名古屋市千種区・名東区歯科医師会合同学術・医療管理講演会 名古屋 石川　清

“死”との向き合い方 2017.12 村上侑美枝マナー教室 名古屋 石川　清

人生のやりがい 2018.2 名古屋医専講義 名古屋 石川　清

人生のやりがい 2018.3 愛知県看護専門学校 名古屋 石川　清

救急医療と病院経営
2018.1 愛知県病院協会救急医療講演会　愛知県医師会　名古屋 名古屋 石川　清

東海三県初のJCI認証を取得し地域の医療レベル向上を目指す名古屋第二赤十字病
院

2018.5 取材月間東海財界名古屋第二赤十字病院　石川清前院長インタビュー 名古屋 石川　清

私のポラリス　『自分の「やりがい」を創り続ける』　名古屋第二赤十字病院 名誉院長
石川清先生

2018.6 【ネット上配信記事】人材通信 名古屋 石川　清

働き方　『医療界にこそ健康経営を』　名古屋第二赤十字病院 名誉院長 石川清先生 2018.6 【ネット上配信記事】人材通信 名古屋 石川　清

人生のやりがい 2018.6 小林奨学財団交流会　パロマ株式会社　名古屋市 名古屋 石川　清

コストをかけずに『患者目線のセキュリティ向上』と『効率的な連携』を叶える施策～外
来・医局前に滞留する取引業者の削減～

2018.6 第68回日本病院学会ランチョンセミナー講演 第68回日本病院学会　金沢市 金沢 石川　清

「逆境を乗越える組織づくり　職員の意識改革をどのように実現するのか」
「組織改革に求められるシステミック・コーチング」 2018.6 日通システム株式会社ヘルスライフ本部合宿研修　日通システム株式会社別荘　長野市 長野 石川　清

「人生のやりがい」 2018.7 愛知啓成高等学校特別授業愛知啓成高等学校　稲沢市 名古屋 石川　清

病気と上手く付き合うために
～医者が大病を経験して思ったこと～ 2018.7 愛知医療学院短期大学市民公開講座　愛知医療学院短期大学　清洲市 名古屋 石川　清

逆境を乗越える組織づくり
～職員の意識改革をどのように実現するのか？～
「組織改革に求められるシステミック・コーチング」

2018.8 平成30年度産業教育学科主任研修　愛知県教育センター　名古屋市 名古屋 石川　清

地域のための防災・減災訓練 2018.9 青山記念武道館　半田市半田市～地域のための防災・減災訓練～ 半田 石川　清

来るべき南海トラフ地震に備えて～医療従事者に求められる心構え～ 2018.9 平成30年度第二回防災訓練 名古屋 石川　清

病院の働き方改革の事例 「健康経営センター」が設立された土壌。 2018.11 【ネット上配信記事】日本経営 名古屋 石川　清

「人生のやりがい」 2018.11 大成高等学校特別授業　大成高等学校　一宮市 一宮 石川　清

赤十字と活動：日本赤十字社の医療活動 2018.11 豊田看護大学講義 豊田 石川　清

職員満足度と患者満足度がともに高い最高の病院になるために 2018.11 岩手県地域医療支援病院・地域医療研修センター医療講演会 盛岡 石川　清

コーチングで築く病院の未来　激変する医療環境下、～いまリーダーに求められるもの～ 2019.1 京都市立病院病院経営学習会 京都 石川　清

人生のやりがい 2019.2 名古屋千種ロータリークラブ講話 名古屋 石川　清
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