
 

 

 

研究業績 

（2017年１月〜12月） 

 

麻酔学講座 

◆著書 

1) 白阪哲朗：硬膜外麻薬性鎮痛薬過量投与．麻酔偶発症 A to Z，pp384-385, 文光堂，東京，2017. 

2) 指宿昌一郎：硬膜外麻酔の失敗（効果なし）・まだら効き．麻酔偶発症 A to Z，pp386-387, 文光

堂，東京，2017. 

3) 指宿昌一郎：硬膜外麻酔後の体内気泡．麻酔偶発症 A to Z，pp426-427, 文光堂，東京，2017. 

4）白阪哲朗：凝固能悪化による硬膜外カテーテル抜去困難．麻酔偶発症 A to Z，pp428-429, 文光

堂，東京，2017. 

5）矢野武志：仙骨麻酔の失敗（効果なし）・不完全ブロック．麻酔偶発症 A to Z，pp434-435, 文光

堂，東京，2017. 

6）谷口正彦：メトヘモグロビン血症．麻酔偶発症 A to Z，pp474, 文光堂，東京，2017. 

7）矢野武志：硬膜外麻酔・末梢神経ブロック中の痙攣（局所麻酔薬中毒）．麻酔偶発症 A to Z， 

pp475-476, 文光堂，東京，2017. 

8）谷口正彦：局所麻酔薬の心毒性．麻酔偶発症 A to Z，pp477-478, 文光堂，東京，2017. 

9）丸田豊明，恒吉勇男：末梢静脈カテーテルの断裂・遺残．麻酔偶発症 A to Z，pp545, 文光堂，

東京，2017. 

10）丸田豊明，恒吉勇男：末梢静脈カテーテルによる血腫，血栓，塞栓．麻酔偶発症 A to Z，pp546-547,  

文光堂，東京，2017. 

11）丸田豊明，恒吉勇男：静脈炎．麻酔偶発症 A to Z，pp548, 文光堂，東京，2017. 

 

◆原著 

1) Takeshi Yano, Hiroyuki Fukumoto, Masahiko Taniguchi, Isao Tsuneyoshi: Analysis of the alarms 

from a blood purification machine during continuous haemodiafiltration. Turk J Anaesthesiol 

Reanim 45: 237-238, 2017. 

2) 指宿昌一郎，恒吉勇男：各歳人口構成による年間手術件数の解析．日本手術医学会誌 38: 40-43, 

2017. 

3）丸田 望, 丸田豊明, 高橋稔之, 和田徹也：当施設における末梢挿入型中心静脈カテーテル留置

症例の安全性の検討─がん患者と非がん患者の後ろ向き比較─ Palliative Care Research 12：

169-174, 2017. 

4）丸田豊明, 興梠聡志, 黒木俊介, 長嶺佳弘, 児玉芳史, 門田瑶子, 恒吉勇男：小児の皮膚レーザ

ー照射術における術中使用鎮痛薬の後ろ向き調査． 日本小児麻酔学会誌 23: 169-173, 2017. 
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◆症例報告 

1) Takeshi Yano, Masahiko Taniguchi, Isao Tsuneyoshi: Food choking in a patient with congenital 

temporomandibular joint ankylosis. Turk J Anaesthesiol Reanim 45:380-381, 2017. 

2）深尾麻由, 恒吉勇男, 指宿昌一郎, 新福玄二：腹腔鏡下根治的前立腺全摘術中に生じた皮下気腫

が遅発性に進展した症例．日本臨床麻酔学会誌 37: 735-738, 2017. 

◆その他 

1) 河野太郎（翻訳分担）：気道管理．救命救急スタッフのための ITLS（日本語版第３版）, pp73-98, 

Campbell JE, RL Alson 編著， ITLS日本支部，兼崎陽太，鶴岡 信監訳．メディカ出版, 大阪，

2017. 

2）丸田豊明, 太田尾 剛, 宮里岳志, 新福玄二, 山下幸貴, 森 信一郎, 河野太郎, 白阪哲朗, 指

宿昌一郎, 谷口正彦, 恒吉勇男：周術期における目標指向型治療 (Goal-directed Therapy) の有

効性 (誌上抄読会) 臨床麻酔 41: 897-902, 2017. 

 

◆ 学会発表 

1) 君安貴寛，矢野武志，谷口正彦，恒吉勇男：宮崎大学病院 ICUにおける患者高齢化の現状報告．

第 29 回日本老年麻酔学会，2017, 2, 三重． 

2) 川﨑祐子，山賀昌治，渡部由美，金丸容子，恒吉勇男：透析患者における慢性疼痛に対してブプ

レノルフィン貼付剤を使用し QOL改善が得られた２症例．第 35回九州ペインクリニック学会，2017, 

2, 福岡． 

3) 矢野武志，内村修二，須江宣俊，長濵真澄，越田智広，與那覇 哲，谷口正彦，新福玄二，白阪

哲朗，恒吉勇男：集中治療を必要とした急性心不全患者の血中プレセプシン濃度．第 44回日本集

中治療医学会学術集会，2017, 3, 札幌．  

4) 宮原史和，副田 亮，都留奈々瀬，福島昭博，小田裕一，與那覇 哲，矢野武志，谷口正彦：人

工呼吸器を２台使用し分離肺換気を行った胸腹部大動脈瘤の１症例．第 44回日本集中治療医学会

学術集会，2017, 3, 札幌． 

5) 内村修二，須江宣俊，長濵真澄，越田智広，與那覇 哲，矢野武志，谷口正彦，恒吉勇男：全身

性強皮症による呼吸不全に対してドキサプラムを投与した１症例．第 44回日本集中治療医学会学

術集会，2017, 3, 札幌． 

6）深尾麻由，河野太郎，黒木俊介，村社瑞穂，溜渕昌美，宮里岳志，山賀昌治，指宿昌一郎，恒吉

勇男：第 10胸椎レベルにおける皮膚からの硬膜外腔と胸腔の距離差に関する検討．日本区域麻酔

学会第４会学術集会，2017, 4, 名古屋． 

7) 矢野武志，内村修二，須江宣俊，長濵真澄，越田智広，與那覇 哲，松岡博史，谷口正彦，新福

玄二，白阪哲朗，恒吉勇男：当院 ICU で経験した重症急性膵炎の治療成績に関する後ろ向き検討．

第１回日本集中治療医学会九州支部学術集会，2017, 5, 長崎． 

8) 内村修二，須江宣俊，長濵真澄，越田智広，與那覇 哲，矢野武志，谷口正彦，恒吉勇男：鶏刺

し食後に敗血症性急性腎障害に至った下垂体腺腫の１症例．第１回日本集中治療医学会九州支部

http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%90%5B%94%F6%96%83%97R%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8DP%8Bg%97E%92j%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8Ew%8Fh%8F%B9%88%EA%98Y%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%90V%95%9F%8C%BA%93%F1%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/index.php


学術集会，2017, 5, 長崎． 

9) 興梠聡志，恒吉勇男，丸田豊明，君安貴寛，溜渕昌美，村社瑞穂：全身麻酔前後での握力の回復

率の検討．日本麻酔科学会第 64 回学術集会，2017, 6, 神戸． 

10) 太田尾 剛，永田さやか，與那覇 哲，丸田豊明，北村和雄，恒吉勇男：周術期におけるアドレ

ノメデュリンの血中濃度は炎症性・感染性パラメータと相関する．日本麻酔科学会第 64回学術集

会，2017, 6, 神戸． 

11) 新福玄二，興梠聡志，村社瑞穂，君安貴寛，溜渕昌美，恒吉勇男：転倒転落スコアを用いた後期

高齢者心臓手術の予後検討：後ろ向き研究．日本麻酔科学会第 64 回学術集会，2017, 6, 神戸． 

12) 児玉芳史, 君安貴寛, 丸田豊明, 太田尾 剛, 白阪哲朗, 恒吉勇男：PICCにより右房内血栓を形

成し開心術を行った 1 症例．第 38回日本循環制御医学会総会，2017, 6, 大阪． 

13) 矢野武志，内村修二，長濵真澄，與那覇 哲，谷口正彦，恒吉勇男：口腔内異物により窒息し救

命し得なかった先天性顎関節強直症の一症例． 第 39回日本呼吸療法医学会学術集会，2017, 7, 東

京． 

14) 山賀昌治, 川﨑祐子, 渡部由美, 金丸容子, 恒吉勇男：緩和医療を必要とした外胚葉形成不全免

疫不全症の 1症例．日本ペインクリニック学会第 51回大会，2017, 7, 岐阜． 

15）恒吉勇男：筋弛緩薬と拮抗薬：臨床に役立つ豆知識（共催セミナー）．日本麻酔科学会第 63 回関

西支部学術集会，2017, 9, 大阪． 

16) 佐藤文明，太田尾 剛，宮里岳志，丸田豊明，恒吉勇男：クリアサイトフィンガーカフを用いて

良好な管理をしえた褐色細胞腫摘出術の 1 例．九州麻酔学会第 55 回大会，2017, 9, 大分． 

17) 丸田豊明，佐藤文明，上平智大，山賀昌治，河野太郎，恒吉勇男：オピオイドの併用は硬膜外自

己調節鎮痛法のボーラス投与回数をどのくらい減らすか？（後ろ向き観察研究）．九州麻酔学会第

55 回大会，2017, 9, 大分． 

18) 日髙康太郎，新福玄二，谷口正彦，恒吉勇男：大動脈置換・Morrow術後に残存した左室流出路狭

窄に対し，プロプラノロール及びフェニレフリンで良好な循環管理ができた一例．九州麻酔学会

第 55 回大会，2017, 9, 大分． 

19) 義川祐子，長嶺佳弘，黒木俊介，古澤高廣，莫根 正，恒吉勇男：帝王切開の麻酔における麻酔

科管理と当科管理の住み分け．九州麻酔学会第 55回大会，2017, 9, 大分． 

20) 河野太郎, 丸田豊明, 児玉芳史, 長嶺佳弘, 内村修二, 溜渕昌美, 金丸容子, 恒吉勇男：先天性

QT 延長症候群でフェニレフリンが多源性心室頻拍と S-ICDの誘発試験に関与した 1 症例．日本心

臓血管麻酔学会第 22回学術大会，2017, 9, 栃木． 

21) 溜渕昌美, 深尾麻由, 太田尾 剛, 森 信一郎, 恒吉勇男：大量出血、産褥期心筋症により術中

心停止した帝王切開患者を部分体外循環使用により救命し得た一例．日本臨床麻酔学会第 37 回大

会，2017, 11, 東京． 

22) 矢野武志, 内村修二, 與那覇 哲, 谷口正彦, 恒吉勇男：持続血液透析濾過における透析液の段

階的ナトリウム濃度調節が有用であった高ナトリウム血症の 2 症例．日本臨床麻酔学会第 37 回大

会，2017, 11, 東京． 
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23) 涌水涼子, 須江宣俊, 恒吉勇男：術中に発生した徐脈により薬剤性甲状腺機能低下症と診断され

た一症例．日本臨床麻酔学会第 37回大会，2017, 11, 東京． 

24）長嶺佳弘, 黒木俊介, 古澤高廣, 外山祥子, 吉村安広, 義川祐子, 莫根 正, 恒吉勇男：ソフト

凝固による副腎止血時に異常高血圧を認めた 1例．日本臨床麻酔学会第 37回大会，2017, 11, 東

京． 

25）児玉芳史, 佐藤文明, 君安貴寛, 太田尾 剛, 恒吉勇男：TOFCuffの使用経験 TOFWatch との比

較検討．日本臨床麻酔学会第 37 回大会，2017, 11, 東京． 

 

◆講演 

1) 矢野武志，内村修二，須江宣俊，長濵真澄，越田智広，與那覇 哲，谷口正彦，恒吉勇男：当院

ICUに入室した小児患者における DIC治療．敗血症治療講演会，2017, 2, 宮崎． 

2) 石山健次郎：宮崎大学医学部附属病院でのスープレン TM（デスフルラン）の使用状況．九州

Anesthesia Table Meeting 2017, 2017, 8, 宮崎． 
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