
【参加予定施設（共同研究者）】       2020 年 11 ⽉ 18 ⽇時点 
1. 沖縄県⽴中部病院 外科 桂 守弘  吉年俊⽂ 
2. 順天堂⼤学医学部附属浦安病院 救命救急センター 近藤 豊 
3. 東北⼤学病院 ⾼度救命救急センター 久志本成樹 ⾕河 篤 
4. ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター 救急科 安⽥ 英⼈ 
5. ⼤阪⼤学医学部附属病院 ⾼度救命救急センター 中尾俊⼀郎 
6. 北海道⼤学病院 救急科 早川 峰司、川原 翔太 
7. 岡⼭⼤学病院 ⾼度救命救急センター 湯本 哲也、内藤 宏道 
8. 岡⼭⾚⼗字病院 救急科 飯⽥ 淳義 
9. りんくう総合医療センター・⼤阪府泉州救命救急センター 救命診療科 鳴海 雄気 
10. 徳島⾚⼗字病院 ⾼度救命救急センター 髙⽥ 忠明 
11. 神奈川県⽴こども医療センター ⼩児外科 都築 ⾏広、新開 真⼈ 
12. 兵庫県⽴こども病院 ⼩児集中治療科 當間圭⼀郎、制野勇介 
13. 熊本⾚⼗字病院 外傷外科 林⽥和之 
14. 兵庫県⽴淡路医療センター 救命救急センター ⼩平 博 
15. 兵庫県⽴加古川医療センター 救命救急センター 國重 千佳 
16. 札幌医科⼤学医学部附属病院 ⾼度救命救急センター 原⽥ 敬介 
17. ⻑崎⼤学病院 ⼩児外科 ⼭根 裕介 
18. 国⽴病院機構⽔⼾医療センター 救急科 ⼟⾕⾶⿃ ⽯上耕司 
19. 聖路加国際病院 救急科 ⼀⼆三亨 ⽩崎加純 
20. 済⽣会横浜市東部病院 救命救急センター 松本松圭 
21. 帝京⼤学病院 救命救急センター 伊藤⾹ 
22. 東京医科⻭科⼤学 救命救急センター 遠藤彰 
23. 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 救急科 ⼤⻄理史 
24. 沖縄県⽴北部病院 外科 ⼩川祥⼦ 
25. 沖縄県⽴⼋重⼭病院 外科 川崎恭平 
26. 中京病院 救急科 ⼤須賀章倫 
27. 済⽣会宇都宮病院 救急・集中治療科 ⼩倉崇以 
28. ⻲⽥総合病院 救命救急科 ⽩⽯淳 
29. 製鉄記念広畑病院 救急科 ⾼岡諒 
30. 島根⼤学 ⾼度外傷センター 室野井智博 
31. 埼⽟県⽴⼩児医療センター 外傷診療科 宮本⼤輔 
32. 愛媛⼤学病院 救急科 安念優 
33. 千葉⼤学病院 救急科・集中治療部 ⾼橋希 
34. ⽇本医科⼤学千葉北総病院 救命救急センター/ショック・外傷センター 安松⽐呂志 
35. 福岡⼤学病院 救命救急センター ⾼⼭和之 



36. 沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター 救命救急科 後藤法広 
37. 佐賀⼤学病院 ⾼度救命救急センター 朝⽇美穂 
38. 県⽴広島病院 救急科 ⽇下あかり 
39. 京都第⼆⾚⼗字病院 救命救急センター ⽯井亘 
40. ⽇本医科⼤学付属病院 ⾼度救命救急センター 重⽥健太 
41. ⽯巻⾚⼗字病院 救命救急センター ⼩林道⽣ 
42. 兵庫県災害医療センター  救急部  松本⿇⾥花 
43. 順天堂⼤学医学部附属静岡病院 救急診療科 ⼤森⼀彦 
44. 東京都⽴⼩児総合医療センター 救命救急科 杉浦 健太 
45. 仙台市⽴病院 救命救急センター 近⽥祐介 
46. ⻑崎医療センター ⾼度救命救急センター 増⽥幸⼦ 
47. 弘前⼤学病院 消化器外科 ⽯⼾圭之輔、袴⽥健⼀ 
48. ⼤阪⺟⼦医療センター 集中治療科 ⼩川裕⼦ 
49. 松⼾市⽴総合医療センター 救命救急センター ⼋⽊雅幸、村⽥希吉 
50. 前橋⾚⼗字病院 集中治療科･救急科 中林 洋介 
51. 公⽴豊岡病院 但⾺救命救急センター  後藤保 
52. 中頭病院 救急科 間⼭泰晃 
53. ⼋⼾市⽴市⺠病院 救命救急センター 箕輪啓太 
54. ⼤崎市⺠病院 救命救急センター ⼊野⽥崇 
55. 久留⽶⼤学病院 ⾼度救命救急センター ⾼須修  森⽥敏夫 
56. ⼤阪府三島救急医療センター 外科 飯⽥亮 
57. 北九州市⽴⼋幡病院 ⼩児救急・⼩児総合医療センター 岡畠祥憲 
58. ⼤阪市⽴総合医療センター 救命救急センター・⼩児救急科  ⽯川順⼀ 
59. ⼤阪⾚⼗字病院 ⼩児外科 上林エレーナ幸江 
60. 太⽥⻄ノ内病院 救急科 伊藤⽂⼈ 
61. ⿅児島市⽴病院 救急科 上村吉⽣ 
62. ⻑野県⽴こども病院 ⼩児外科 ⾼⾒澤滋 
63. 国⽴成育医療研究センター 集中治療科 儀間 政⽂ 
64. 福井県⽴病院 ⼩児外科 ⽯川暢⼰ 
65. 北⾒⾚⼗字病院 外科 京極典憲 
66. あいち⼩児保健医療総合センター 救急科 伊藤友弥 
67. 帯広厚⽣病院 外科 加藤航平 
68. 相澤病院 救命救急センター ⼭本基佳 
69. 四国こどもとおとなの医療センター  ⼩児外科 浅井武 
70. JA 広島総合病院 救急・集中治療科  櫻⾕正明 
71. 仙台医療センター  救命救急センター ⼭⽥ 康雄 



72. 聖マリアンナ医科⼤学病院  ⼩児外科 古⽥繁⾏ 
73. 市⽴釧路総合病院 外科 佐藤暢⼈ 
74. 兵庫県⽴尼崎総合医療センター ⼩児救急集中治療科 楠本耕平 
および 多施設研究参加施設（随時更新） 


