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令和 2年度 

【論文】 

「気管無形性 II型に C型食道閉鎖を合併した新生児の麻酔経験」 

秋泉 春樹、松本 祥、藤原 孝志、鈴木 毅、香川 哲郎 

麻酔 2020;69(8):874-876 

 

「当院における TAVI 症例の麻酔方法の検討 -全身麻酔と比較した局所麻酔下鎮静法の有

用性：後ろ向き単施設観察研究-」 

関 信宏、村上 隆司、木山 亮介、前川 俊、進藤 一男 

臨床麻酔 2021;45(2):161-166 

 

Okazawa Y, Yonekura H.  

Impact of neuraxial anaesthesia on short-term outcomes after elective open abdominal 

aortic aneurysm repair. Comment on Br J Anaesth 2020; 124: 544-52.  

Br J Anaesth. 2020 Oct;125(4):e355-e356. 

 

Takuji Sugiyama, Tuki Kataoka, Kazuo Shindo, Miki Hino, Kazuzumi Itoi, Yukihito 

Sato, Shiro Tanaka 

Retrolaminar Block Versus Paravertebral Block for Pain Relief After Less-Invasive 

Lung Surgery:A Randomized, Non-Inferiority Controlled Trial 

Cureus 13(2):e13597 

 

【学会・研究会発表】 

「多量の心臓液貯留を認めた幼児に対し、準緊急心臓ドレナージ術を施行した 1例」 

村上 隆司、松本 承大、至田 雄介、岡澤 佑樹、木山 亮介、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 24回学術集会、Web開催、2020.9.20～11.20 (DP2-9-17) 

 

「局所・静脈麻酔により良好な循環動態管理を行えた、重症心不全患者に対する TAVIの一

例」 

至田 雄介、木山 亮介、岡澤 佑樹、村上 隆司、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 24回学術集会、Web開催、2020.9.20～11.20 (DP2-12-07) 

 

「術前診断の遅れた ACFに対し、局所麻酔下に occlusion balloonを挿入しステント内挿術

を施行した 1症例」 

前川 俊、岡澤 佑樹、至田 雄介、谷上 祥世、木山 亮介、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 24回学術集会、Web開催、2020.9.20～11.20 (DP1-10-08) 
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「結核性収縮性心膜炎と重症僧帽弁逆流症を合併した重症心不全症例の麻酔経験」 

松本 承大、南 遼平、山長 修、谷上 祥世、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 24回学術集会、Web開催、2020.9.20～11.20 (DP1-5-02) 

 

「人工心肺中の多尿により仮面尿崩症が疑われた下垂体機能低下症の１例」 

花井 香穂、木山 亮介、岡澤 佑樹、前川 俊、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 24回学術集会、Web開催、2020.9.20～11.20 (DP2-5-10) 

 

 

 

平成 31年度 

【論文】 

「抜管後の上気道閉塞に引き続き生じた陰圧性肺水腫の 1症例」 

伊藤 史織、村上 隆司、進藤 一男 

臨床麻酔 2019;43(4):620-622 

 

【学会・研究会発表】 

「当施設における TAVI症例の麻酔法の検討～局所麻酔下鎮静法による TAVIの有用性～」 

Comparison of conscious sedation versus general anesthesia in patients undergoing 

TAVI in our hospital. Is conscious sadation a favorable approach? 

関 信宏、村上 隆司、木山 亮介、前川 俊、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 66回学術集会、神戸、2019.5.31 (ポスター PD-AB4) 

 

“Successful anesthetic management for cesarean section in a pregnant woman with 

severe symptomatic aortic valve stenosis” 

Shida Y.,Seki N.,Sugiyama T.,Shindo K. 

EuroAnaesthesia2019、Vienna、Austria 1 June,2019 

 

「易出血性を示し、止血に難渋した後天性血友病の一例」 

綿谷 有紗、村上 隆司、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 65回関西支部学術集会、大阪、2019.9.14 (P12-06) 

 

「巨大肝嚢胞に対し全身麻酔に先行して局所麻酔下でドレナージを行った 1症例」 

花井 華穂、前川 俊、川瀬 太助、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 65回関西支部学術集会、大阪、2019.9.14 (P15-02) 
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「気管気管支骨軟骨形成症による挿管困難経験」 

多田 周平、木山 亮介、山長 修、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 65回関西支部学術集会、大阪、2019.9.14 (P18-02) 

 

「両側横隔膜弛緩症の乳児での High-flow nasal canulla の使用経験」 

松本 承大、山長 修、松本 祥、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 65回関西支部学術集会、大阪、2019.9.14 (P16-04) 

 

「開窓フォンタン術後患者における肝切除術の麻酔経験」 

三田 碧、山﨑 倫子、松本 祥、前川 俊、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 65回関西支部学術集会、大阪、2019.9.14 (P12-06) 

 

「肺血栓塞栓症による母体低酸素血症のため、胎児機能不全を来した妊婦に対する超緊急帝

王切開術の 1例」 

寺師 卓哉、至田 雄介、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 65回関西支部学術集会、大阪、2019.9.14 (P04-02) 

 

「脊髄くも膜下麻酔で大腿骨頭置換術を施行した重症肺高血圧症の一例」 

福田 空、川瀬 太助、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 65回関西支部学術集会、大阪、2019.9.14 (P15-04) 

 

「潜在性二分脊椎患者に対する脊髄くも膜下麻酔の経験」 

多田 周平、杉山 卓史、進藤 一男 

日本臨床麻酔学会第 39回大会、軽井沢、2019.11.7 (M01-069) 

 

 

平成 30年度 

【著書（共著）】 

「術後ケアまるわかりノート」メディカ出版：Heart nursing 2018 vol.31 no.6 

P531-532「呼吸管理１ 酸素療法」担当： 前川 俊 

P538-539「呼吸管理４ 動脈血ガス分析」担当： 前川 俊 

P542-544「循環管理２ 動脈圧モニター」担当： 大野呂 知之 

P570-572「心臓外科手術後の水分・電解質管理」担当： 嶋岡 英輝 

P573-575「心臓外科手術後の輸液管理」担当： 嶋岡 英輝 

 

【学会・研究会発表】 

“serious brain injury possibly caused by cerebral hyperperfusions syndrome during total 
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arch replacement with selective antegrade cerebral perfusion” 

Yuki Okazawa, Yoshiki Ishiguro 

SCA 40th Annual Meeting & Workshops , phoenix, U.S.A. April 28-May 2,2018 

 

「小脳腫瘍摘出術術後に下口唇の血管性浮腫を認めた一例」 

三田 碧、山﨑 倫子、西田 有子、至田 雄介、前川 俊、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回関西支部学術集会、大阪、2018.9.1 (O001-04) 

 

「小脳腫瘍摘出術術後に下口唇の血管性浮腫を認めた一例」 

三田 碧、山﨑 倫子、西田 有子、至田 雄介、前川 俊、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回関西支部学術集会、大阪、2018.9.1 (O01-04) 

 

「脊髄くも膜下麻酔下に帝王切開を行った血友病 A保因妊婦の 1症例」 

新 奈於美、日野 未来、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回関西支部学術集会、大阪、2018.9.1 (O02-03) 

 

「前置胎盤 12例の麻酔法と出血量の検討」 

福田 空、日野 未来、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回関西支部学術集会、大阪、2018.9.1 (P04-02) 

 

「食道癌術後縫合不全による両側膿気胸の手術中に循環動態が急激に変動した 1例」 

寺師 卓哉、山﨑 倫子、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回関西支部学術集会、大阪、2018.9.1 (P06-03) 

 

「術前コントロール不良の巨大甲状腺腫瘍の麻酔経験」 

関 信宏、前川 俊、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回関西支部学術集会、大阪、2018.9.1 (P12-02) 

 

「小児鼠径ヘルニア術後に巨大血腫を認め血友病 Aが判明した一例」 

古宮 健至、田中 康智、山長 修、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回関西支部学術集会、大阪、2018.9.1 (P19-01) 

 

「抜管後の上気道閉塞に引き続き生じた陰圧性肺水腫の一例」 

伊藤 史織、村上 隆司、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回関西支部学術集会、大阪、2018.9.1 (P22-03) 

 

「右心系の空気抜きに経食道心エコーガイド下での肺動脈カテーテルからの吸引が有効で
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あった一例」 

田中 康智、前川 俊、村上 隆司、岡澤 佑樹、木山 亮介、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 23回学術集会、東京、2018.9.14 (DP1-8-12) 

 

「心エコーの右心腔内空気像を契機に偶然発見され、保存的に加療した胃壁内気腫症の 1

例」 

村上 隆司、至田 雄介、田中 康智、岡澤 佑樹、日野 未来、木山 亮介、嶋岡 英輝、

進藤 一男 

第 46回日本集中治療学会学術集会、京都、2019.3. O29-1 

 

「心機能低下をきたし経皮的心肺補助装置を導入して救命した悪性症候群の 1例」 

山長 修、高松 純平 

第 46回日本集中治療学会学術集会、京都、2019.3. O58-1 

 

平成 29年度 

【学会・研究会発表】 

「PCA ポンプの動作に関するアルカリ乾電池と充電式乾電池の比較 ～今日から始める医

療費削減」 

Comparison of alkaline dry batteries and rechargeable batteries in PCA pump infusion – 

Medical cost reduction from today 

前川 俊、日野 未来、山﨑 倫子、杉山 卓史、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回学術集会、神戸、2017.6.9 (ポスター PD1-35-04) 

 

「当院での壊死性軟部組織感染症患者における周術期の後視的検討」 

Retrospective study of perioperative management for necrotizing soft-tissue infection 

秋泉 春樹、山中 秀則、山﨑 倫子、木山 亮介、前川 俊、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 64回学術集会、神戸、2017.6.9 (ポスター PD1-15-03) 

 

「過剰な唾液分泌を伴う悪性症候群において早期の気管切開が呼吸不全への進展回避に寄

与した 1例」 

山口 直城、前川 俊、秋泉 春樹、木山 亮介、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 63回関西支部学術集会、大阪、2017.9.2 (O04-01) 

 

「子宮破裂による大量出血に対して Massive Transfusion Prtocol を導入した超緊急帝王

切開の一例」 
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新 奈於美、山長 修、日野 未来、杉山 卓史、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 63回関西支部学術集会、大阪、2017.9.2 (P06-02) 

 

「両側巨大鼠径ヘルニア根治術の麻酔経験」 

大野呂 知之、宮本 知苗、木山 亮介、松崎 千明、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 63回関西支部学術集会、大阪、2017.9.2 (P10-04) 

 

「深部静脈血栓症を合併した妊婦の帝王切開術 4症例の麻酔法に関する検討」 

西田 有子、日野 未来、山﨑 倫子、村上 隆司、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 63回関西支部学術集会、大阪、2017.9.2 (P17-05) 

 

「未破裂動脈瘤と左室流出路狭窄を合併した患者の開腹手術中に生じたロクロニウムによ

るアナフィラキシーショックの一例」 

伊藤 史織、尾田 聖子、山長 修、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 63回関西支部学術集会、大阪、2017.9.2 (P18-03) 

 

 

 

「腫瘍塞栓を伴う腎細胞癌摘除術において経食道心エコー（TEE）が有用であった１例」 

小西 麻意、秋泉 春樹、山﨑 倫子、木山 亮介、前川 俊、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 22回学術集会、栃木、2017.9.16. (O1-2-2) 

 

「ペーシングリードによる右室梗塞部専攻後の緊急開胸止血にて、血腫除去後に大量出血を

きたした１例」 

山口 直城、村上 隆司、小西 麻意、秋泉 春樹、前川 俊、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 22回学術集会、栃木、2017.9.18. (P3-5-3) 

 

「バルーン拡張型生体弁留置後のショックに対する心臓マッサージは有効か？経皮的大動

脈弁置換術の一例」 

木山 亮介、小西 麻意、村上 隆司、山﨑 倫子、山長 修、前川 俊 

日本心臓血管麻酔学会第 22回学術集会、栃木、2017.9.18. (P3-4-5) 

 

「術中 FFP 投与により顔面紅潮はなかったが臨床症状からアナフィラキシーと診断し得た

1症例」 

前川 俊、木山 亮介、秋泉 春樹、村上 隆司、山﨑 倫子、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 22回学術集会、栃木、2017.9.18. (P3-7-3) 

 

「麻酔導入直後に換気困難となった心タンポナーデの一例」 
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平家 史博、松﨑 千明、日野 未来、山長 修 

日本小児麻酔学会第 23回大会、博多、2017.10.7. (P1-44-6) 

 

「フォンタン術後患者の横隔神経麻痺に対して胸腔鏡下横隔膜縫縮術を施行した 1例」 

小西 麻意、山口 由莉、日野 未来、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 23回大会、博多、2017.10.7. (P1-11-6) 

 

「鼠径ヘルニア陥頓に対し緊急手術を行った根治術前のファロー四徴症患児に対する麻酔

経験」 

山長 修、松﨑 千明、杉山 卓史、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 23回大会、博多、2017.10.7. (P1-11-1) 

 

「新生児期に心不全を呈し緊急カテーテル治療を行ったガレン大静脈瘤の一例」 

山﨑 倫子、小西 麻意、松﨑 千明、日野 未来、山長 修、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 23回大会、博多、2017.10.8. (P2-21-1) 

 

「新生児の特発性胃破裂に対する緊急開腹手術の麻酔経験」 

西田 有子、日野 未来、前川 俊、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 23回大会、博多、2017.10.8. (P2-42-5) 

 

「局所麻酔科腎瘻増設術中の心肺停止に対して伏臥位心臓マッサージを行い蘇生した一例」 

木山 亮介、平家 史博、秋泉 春樹、山長 修、前川 俊、嶋岡 英輝、進藤 一男 

第 45回日本集中治療学会学術集会、幕張、2018.2. DP86-3 

 

“A randomized non-inferiority controlled trial of retrolaminar block versus 

paravertebral block for pain relief after lung surgery” 

Sugiyama T., Kataoka Y., Shindo K., Itoi K., Sato Y., Tanaka S. 

Euroanaesthesia 2017, Geneva, Switzerland, 3-5 June 2017 

 

【論文発表】 

逆たこつぼ型壁運動異常を呈するカテコールアミン心筋症を合併した褐色細胞腫の 1症例 

奥野 琢也、日野 未来、木山 亮介、進藤 一男 

麻酔 2017;66(4):401-404 

 

ヌーナン症候群に合併した高度閉塞性肥大型心筋症・右室流出路狭窄に対する心筋切除術の

麻酔経験 

田中 康智、山長 修、日野 未来、進藤 一男 

麻酔 2017;66(4):405-407 
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低酸素ガス吸入療法中の完全大血管転位症患児に生じた新生児壊死性腸炎の麻酔経験 

田中 康智、山長 修、前川 俊、進藤 一男 

麻酔 2017;66(6):590-592 

 

平成 28年度 

【著書（共著）】 

編集： 稲田 英一、「麻酔科研修の素朴な疑問に答えます」メディカル・サイエンス・イン

ターナショナル：2016 

P213-215「067. トラネキサム酸は出血量減少に有効か？」担当： 進藤一男 

P267-271「085. モルヒネやフェンタニルを用いた PCAの設定はどうするか？」担当： 進

藤一男 

 

【学会・研究会発表】 

「McGRATH X blade と gum elastic bougieの併用により挿管し得た高度挿管困難の 1症

例」 

Combined use of the McGRATH X blade and a gum elastic bougie in a patient with 

difficult airway. 

西田 有子、山﨑 倫子、日野 未来、山長 修、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 62回関西支部学術集会、大阪、2016.9. (口演 O01-01) 

 

「大動脈閉塞バルーンを併用した緊急ハイブリッド手術を施行し救命できた下十二指腸動

脈瘤破裂の一例」 

A case of emergency hybrid surgery for ruptured inferior pancreaticodenal artery 

aneurysm using intra-aortic balloon occlusion. 

山口 由莉、山中 秀則、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 62回関西支部学術集会、大阪、2016.9. (口演 P01-02) 

 

「上部消化管内視鏡検査中に心停止となり、蘇生後に緊急手術を施行したが死亡した 1 症

例」 

A case of emergency surgery following cardiac arrest during upper gastrointestinal 

endoscopy. 

平山 優、山中 秀則、木山 亮介、山長 修、前川 俊、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 62回関西支部学術集会、大阪、2016.9. (口演 P01-04) 

 

「Lambert-Eaton筋無力症候群患者に対する麻酔経験」 

General anesthesia for a patient with Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome. 
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奥野 琢也、山長 修、日野 未来、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 62回関西支部学術集会、大阪、2016.9. (口演 P02-03) 

 

「両側巨大ブラを有する患者の開腹イレウス解除術の麻酔経験」 

Anesthetic management of a patient with bilateral giant bulla undergoing laparotomy. 

大野呂 知之、山中 秀則、若松 拓彦、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 62回関西支部学術集会、大阪、2016.9. (口演 P07-03) 

 

「分離肺換気のデバイス選択に 3DCTが有用であった完全内臓逆位の 1症例」 

A case of differential lung ventilation using three dimensional CT reconstruction in a 

patient with situs inversus totalis. 

小西 麻意、細川 麻衣子、加藤 啓一 

日本麻酔科学会第 56回関東甲信越・東京支部学術集会、東京、2016.9. (口演 P01-03) 

 

「人工心肺離脱後にバルサルバ洞に迷入したプレジェットが左冠動脈入口部を閉塞した僧

帽弁形成術の一例」 

木山 亮介、田中 康智、山長 修、前川 俊、山中 秀則、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 21回学術集会、横浜、2016.9. (EP-2-8-6) 

 

「人工心肺離脱後に透析用内シャントから出血しショックにとなった開心術の１例」 

村上 隆司、岡澤 佑樹、柚木 一馬、宮脇 郁子、山﨑 和夫 

日本心臓血管麻酔学会第 21回学術集会、横浜、2016.9. (EP-1-14-5) 

 

「経皮的心肺補助下に絞扼性イレウスを伴った腸間膜裂孔ヘルニア手術を行った一例」 

A case of two year old child required PCPS during mesenteric hiatal hernia surgery with 

strangulated ileus. 

奥野 琢也、山長 修、前川 俊、松崎 千明、村田 洋、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 22回大会、横浜、2016.10.(P12-4) 

 

「MRI手術室外麻酔管理 25回/５週間にわたる小児放射線治療の麻酔経験」 

The experience of anesthesia in pediatric radiation therapy for 25 days in a row. 

松本 祥、村田 洋、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 22回大会、横浜、2016.10.(P07-1) 

 

「植込み型除細動器移植後の Timothy症候群の麻酔経験」 

Anesthetic management of Timothy syndrome with Implantable Cardioverter 

Defibrilator. 

横田 航志、山中 秀則、杉山 卓史、村田 洋、進藤 一男 
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日本小児麻酔学会第 22回大会、横浜、2016.10.(P04-6) 

 

「1歳 7か月で眼瞼浮腫を契機に発見された三心房心の患児の麻酔経験」 

Anesthetic management of cor triatrium with palpebral edema in a year and seven 

months old. 

秋泉 春樹、山長 修、山﨑 倫子、平山 優、日野 未来、村田 洋、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 22回大会、横浜、2016.10.(P04-1) 

 

「生後 1ヶ月の乳児の喉頭蓋嚢胞に対して経鼻挿管による全身麻酔を行った 1例 

A case of general anesthesia by nasal tracheal intubation for an infant with epiglottic 

cyst. 

村上 隆司、杉山 卓史、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 22回大会、横浜、2016.10.(P03-1) 

 

 

「挿管操作が原因であると思われた深頸部感染症及び縦隔膿瘍の１例」 

前川 俊、藤本 幸一、木山 亮介、山長 修、西田 朋代、進藤 一男 

第 44回日本集中治療学会学術集会、北海道、2017.3.DP58-6 

 

「致死的な上気道閉塞を来したクインケ浮腫患者の緊急気道確保の経験」 

山中 秀則、山崎 倫子、木山 亮介、山長 修、前川 俊、進藤 一男 

第 44回日本集中治療学会学術集会、北海道、2017.3.DP31-6 

 

「破傷風に罹患した重症筋無力症患者に対して硫酸マグネシウムを用いて管理しえた１例」 

奥野 琢也、前川 俊、平家 史博、西田 朋代、進藤 一男 

第 44回日本集中治療学会学術集会、北海道、2017.3.034-3 

 

「開心術後に肺動脈カテーテルによる肺動脈穿孔が疑われた 1症例」 

小西 麻意、木山 亮介、山長 修、西田 朋代、進藤 一男 

第 44回日本集中治療学会学術集会、北海道、2017.3. DP158-1 

 

「化学療法施行中に薬剤性肺障害を発症し縦隔気腫を合併した 1例」 

山長 修、秋泉 春樹、木山 亮介、前川 俊、山中 秀則、西田 朋代、進藤 一男 

第 44回日本集中治療学会学術集会、北海道、2017.3. DP163-1 

 

「金属スタイレットの破損による食道異物の一例」 

平家 史博、田中 具治、瀬川 一 

第 44回日本集中治療学会学術集会、北海道、2017.3. DP74-3 
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「パーキンソン病患者の緊急開腹手術にて持続腹横筋膜面ブロックを施行し周術期呼吸器

合併症を回避し得た１例」 

山口 直樹、松本 森作、鷹取 誠 

第 44回日本集中治療学会学術集会、北海道、2017.3. FP-064 

 

 

【論文発表】 

小児絞扼性イレウスに対し, 絞扼解除時に重篤な血圧低下, 経皮的動脈血酸素飽和度低下を

呈した一例 

田中 康智, 進藤 一男 

日本小児麻酔学会誌 2016;22(1): 232-234 

 

脊髄小脳変性症を合併した緊急帝王切開の麻酔 

田中 康智、木山 亮介、進藤 一男 

麻酔 2016;65(11):1182-1183 

 

成人のファロー四徴症、肺動脈閉鎖 /心室中隔欠損症・主要大動脈肺動脈側副血行路

(PA/VSD・MAPCA)に対する一期的根治術の麻酔経験 

山崎 彩、日野 未来、金城 永明、山長 修、前川 俊、杉山 卓史、進藤 一男 

麻酔 2016;65(12):1258-1262 

 

遷延する脳組織酸素飽和度(rcSO2)の低下が契機となって発見された送血カニューレ位置異

常の 1症例 

山崎 彩、日野 未来、前川 俊、夫津木 綾乃、進藤 一男 

麻酔 2017;66(2):131-134 

 

平成 27年度 

【著書】 

編集： 高崎 眞弓他、「アルカプトン尿症」担当： 進藤一男 

「まれな疾患の麻酔 AtoZ」 

文光堂：2015 

 

 

【学会・研究会発表】 

「小児の手術室外での検査・処置時の麻酔・鎮静―麻酔科医の関与と問題点」 

Management of sedation and anesthesia in pediatric patients for diagnostic and 
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therapeutic procedures outside the operating room 

日山 愛、村田 洋、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 62回学術集会、横浜、2015.5.28 (ポスター PD1-11-3) 

 

「McGRATH の X blade とチューブエクスチェンジャーの併用により挿管しえた高度挿管

困難の 1症例」 

Difficult tracheal intubation in a patient with trismus using a X blade installed in the 

McGrath video laryngoscope 

松本 祥、杉山 卓史、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 61回関西支部学術集会、大阪、2015.9.5 (口演 P02-03) 

 

「逆たこつぼ型壁運動異常を呈するカテコラミン心筋症を合併した褐色細胞腫の一例」 

Pheochromacytoma complicated with cathecolomine cardiomyopathy which presents 

inverted-takotsubo pattern asynergy 

奥野 琢也、木山 亮介、進藤 一男 

 

日本麻酔科学会第 61回関西支部学術集会、大阪、2015.9.5 (口演 O07-05) 

「造影所見により硬膜外カテーテル先端が腰椎椎間孔より逸脱していることが確認された

症例」 

A case of transforaminal escape of an epidural catheter diagnosed by radiography 

山口 由莉、夫津木 綾乃、黒田 光朗、杉山 卓史、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 61回関西支部学術集会、大阪、2015.9.5 (口演 O07-05) 

 

「術中取り付けた心房ペーシングリードが原因となり VFstormを起こした 1症例」 

前川 俊、谷上 祥世、山崎 倫子、木山 亮介、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 20回学術大会、福岡、2015.10.10 (ポスター P2-22-3) 

 

「遷延する脳組織酸素飽和度の低下が発見の契機となった送血カニューレの位置異常の一

症例」 

山崎 彩、日野 未来、前川 俊、夫津木 綾乃、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 20回学術大会、福岡、2015.10.10 (ポスター P2-19-3) 

 

「閉塞性肥大型心筋症・右室流出路狭窄に対する心筋切除術の麻酔経験」 

田中 康智、山長 修、日野 未来、木山 亮介、前川 俊、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 20回学術大会、福岡、2015.10.11 (ポスター P3-8-6) 

 

「手術終了後に Fontan循環と判明した、交通外傷により出血性ショックとなった成人患者

の麻酔経験」 
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黒田光朗、井上明彦、古賀総人、松本 祥、山長 修、進藤 一男 

日本臨床麻酔学会第 35回、横浜、2015.10.22 (ポスター P2-20-4) 

 

「6度目の THA施行時にアナフィラキシーショックをきたした 1例」 

松本 祥、山長 修、黒田光朗、進藤 一男 

日本臨床麻酔学会第 35回、横浜、2015.10.23 (ポスター P3-12-6) 

 

「糖尿病の酸素化への影響―分離肺換気における検討」 

山中秀則、山長 修、木山亮介、前川 俊、進藤 一男 

日本集中治療医学会学術集会第 43回、神戸、2016.2.13 (ポスター FP-344) 

 

「気道切開を施行し周術期管理を行った舌癌罹患患児の一例」 

山長 修、黒田光朗、山﨑倫子、木山亮介、前川 俊、若松拓彦、山中秀則、進藤 一男 

日本集中治療医学会学術集会第 43回、神戸、2016.2.12 (ポスター FP-80) 

 

「末梢挿入型中心静脈カテーテルが自己抜去された際に切断され、体内に迷入した 1症例」 

前川 俊、木山亮介、黒田光朗、山長 修、山中秀則、若松拓彦、進藤 一男 

日本集中治療医学会学術集会第 43回、神戸、2016.2.12 (ポスター FP-365) 

 

 

【論文発表】 

造影所見により硬膜外カテーテルの腰椎椎間孔逸脱を確認しえた症例 

山口 由莉、杉山 卓史、進藤 一男 

臨床麻酔 2015;39:1453 

 

Successful tracheal intubation in a patient with trismus using the X blade and McGrath 

videolaryngoscope 

Takuji Sugiyama, Sho Matsumoto, Seiko Oda, Kazuo Shindo 

Anesthesia Cases / 2015-0101 

 

成人アイゼンメンゲル症候群患者に対する精巣摘除術の麻酔経験 

杉山卓史、黒田光朗、山長修、進藤一男 

日小児麻酔会誌 2015;21:195-198 

 

食道癌術後に皮下気腫を契機に発見された咽頭損傷の 1症例 

前川 俊、川上大裕、植田浩司、下園崇宏、美馬裕之、山﨑和夫 

臨床麻酔 2016;40:37-40 
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McGRATH○R  MACによる喉頭・舌に対する圧力の比較検討 -直視 vs間接視- 

田中康智、宮崎裕貴子、北方秀憲、渋谷博美、岡田俊樹 

麻酔 2015;64:1286-90 

 

平成 26年度 

【学会・研究会発表】 

「新しい血液凝固分析装置 CG02N による術中フィブリノゲン測定」 

Measurement of fibrinogen concenteration by new intraoperative blood coagulation 

analyzer CG02N 

前川 俊、黒田 光朗、日野 未来、山長 修、金城 永明、山中 秀則、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 61回学術集会、横浜、2014.5.15 (ポスター PD1-03-5) 

 

 

「中心静脈カテーテルの遠位端ルーメンの側孔からガイドワイヤーが逸脱した一症」 

Guide Wire Passing Through a Side Hole in Distal Lumen of Central Venous Catheter 

山口 由莉、若松 拓彦、杉山 卓史、日野 未来、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 60回関西支部学術集会、大阪、2014.9.6 (口演 O04-2) 

 

「気管分岐部の圧排を伴う感染性胸部大動脈瘤切迫破裂の 1症例」 

Anesthetic management for an adult patient with displacement of carina due to 

infectious thoracic aortic aneurysm 

山崎 倫子、杉山 卓史、谷上 祥世、前川 俊、若松 拓彦、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 60回関西支部学術集会、大阪、2014.9.6 (口演 O05-6) 

 

「Alport症候群、食道平滑筋腫術後患者における緊急イレウス解除術の麻酔経験」 

Anesthetic management of a patient with Alport syndrome after surgical resection of 

esophageal leiomyoma 

山中 秀則、金城 永明、前川 俊、尾田 聖子、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 60回関西支部学術集会、大阪、2014.9.6 (口演 O07-6) 

 

「麻酔導入後の経食道心エコーにより下行大動脈に仮性動脈瘤が判明し手術中止となった

症例」 

A case of surgery cancellation because false aneurysm was found in the aorta by 

transesophageal echocardiography after induction of anesthesia 

谷上 祥世、前川 俊、山崎 倫子、山崎 彩、尾田 聖子、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 60回関西支部学術集会、大阪、2014.9.6 (口演 O01-2) 
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「成人アイゼンメンゲル症候群患者に対する精巣摘除術の麻酔経験」 

Anesthetic management for orchidectomy in an adult patient with Eisenmenger 

syndrome 

杉山卓史、黒田光朗、山長 修、前川 俊、山崎 彩、山中秀則、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 20回大会、札幌、2014.9.23 (I-02-1-6) 

 

「Timothy症候群における植込み型除細動器移植術の麻酔経験」 

Anesthetic management of a patient with Timothy syndrome undergoing placement of 

implantable cardioverter defibrillator 

山中秀則、黒田光朗、日野未来、杉山卓史、山長 修、前川 俊、山崎 彩、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 20回大会、札幌、2014.9.23 (I-04-2-6) 

 

「一期的根治術を行った肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損、主要肺動脈体動脈側副血管(PA/VSD)

の麻酔経験」 

Anesthetic management for single-state definitive repair for Pulmonary Atresia with 

Ventricular Septal Defect and Major Aortopulmonary Collateral Arteries 

山崎 彩、日野未来、金城永明、山長 修、前川 俊、杉山卓史、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 20回大会、札幌、2014.9.23 (I-02-1-2) 

 

「低酸素ガス吸入療法中に生じた先天性心疾患患児の壊死性腸炎に対する腸管切除術の麻

酔経験」 

A case report:anesthetic management of a neonate with congenital heart disease 

undergoing enterectomy for necrotizing enteritis during hypoxic gas therapy 

山長 修、日野未来、杉山卓史、、前川 俊、山中秀則、進藤 一男 

日本小児麻酔学会第 20回大会、札幌、2014.9.23 (I-04-3-3) 

 

 

【論文発表】 

造影脳MRIの変化を評価しえた腰椎穿刺後頭痛の 1症例 

杉山卓史、渡辺恵介、若山 寛、篠原こずえ、藤原亜紀、橋爪圭司 

日本ペインクリニック学会誌 2014;21:144-146 

 

 

平成 25年度 

【学会・研究会発表】 

「腹臥位整形外科手術の一症例から学んだ低流量デスフルラン麻酔の注意点」 

黒田 光朗 
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阪神デスフルラン研究会、大阪、2013.8.10 (口演) 

 

「腸管壊死を疑って開腹するも劇症肝炎であった症例の麻酔経験」 

An anesthetic management of fulminant hepatitis 

金城 永明、山中 秀則、山路 寛人、木山 亮介、若松 拓彦、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 59回関西支部学術集会、大阪、2013.9.7 (口演 O03-3) 

 

「化学療法により気道確保と手術が可能であった縦隔卵黄嚢腫瘍摘出術の 1症例」 

A case of primary mediastinal yolk sac tumor resection which required preoperative 

chemotherapy for airway management and surgery  

黒田 光朗、前川 俊、松田 未来、山長 修、日山 愛、尾田 聖子 

日本麻酔科学会第 59回関西支部学術集会、大阪、2013.9.7 (ポスター P08-2) 

 

「心室中隔欠損症手術中に合併した心室中隔血腫の一例」 

木山 亮介、松田 未来、黒田 光朗、金城 永明、山長 修、前川 俊、日山 愛、山中 秀則、

若松 拓彦、尾田 聖子、進藤 一男 

日本心臓血管麻酔学会第 18回学術大会、北九州、2013.9.27-29 (ポスター P1-13-4) 

 

「フリーの 3DCG アニメーションツールを用いた経食道心エコー学習用ソフトウェアの開

発」 

前川 俊、進藤 一男、大野 暢久 

第 31回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会、東京、2013.11.30 (口演 Session 2-②) 

 

 

平成 24年度 

【学会・研究会発表】 

「心臓手術における 3D経食道心エコーの有用性」 

前川 俊 

第 8回阪神芝蘭会懇話会、西宮、2012.6.30 (口演) 

 

「当院における人工膝関節置換術時の神経ブロックの問題点」 

進藤 一男 

第 10回侵襲反応制御医学研究会、京都、2012.7.14 (口演) 

 

「吸引試験で異常は認められなかったがテストドーズで血管内留置が強く疑われた硬膜外

麻酔の 1症例」 

A case of detection of intravascular epidural catheter placement with an intravascular 
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"test dose", without an aspiration test 

黒田 光朗, 前川 俊, 山路 寛人, 木山 亮介, 日山 愛, 進藤 一男 

日本麻酔科学会第 58回関西支部学術集会、大阪、2012.9.1 (口演 O01-6) 

 

「輸血関連急性肺障害をきたした胸膜肺全摘術の 1例」 

A case of Transfusion-Related Acute Lung Injury during extrapleural pneumonectomy 

山路 寛人, 黒田 光朗, 木山 亮介, 前川 俊, 日山 愛, 進藤 一男 

第 57回日本麻酔科学会関西支部学術集会、大阪、2011.9.3 (口演 O07-2) 

 

 

平成 23年度 

【著書（翻訳）】 

監訳： 岡本 健志、16・17章担当： 進藤一男 

「メイヨー・クリニック 超音波ガイド下神経ブロックの手引」 

メディカル・サイエンス・インターナショナル：2011 

 

【雑誌】 

進藤一男 

徹底分析シリーズ 素朴な疑問 これにて 26件落着！【22件目】 

「トラネキサム酸は出血量減少に有効か」 

LiSA 2011; 18: 352-3 

進藤一男 

徹底分析シリーズ 素朴な疑問 これにて 35件落着！【34件目】 

「モルヒネやフェンタニルを用いた PCAの設定はどうすべきか」 

LiSA 2011; 18: 470-2 

 

【学会発表】 

「膝関節全置換術におけるロピバカインを用いた坐骨神経ブロック後の足関節運動回復時

間」 

Effects of sciatic nerve block with 0.5% ropivacaine on foot movement after total knee 

arthroplasty 

日山 愛、尾田 聖子、米澤 明子、福田 美智子、川瀬 太助、進藤 一男 

日本麻酔科学会第 58回学術集会、神戸、2011.5.20 (ポスター P2-14-1) 

 

「3DCGを用いた経食道心エコーの学習用ソフトウェアの開発」 

Development of 3D-computer graphics software for study of transesophageal 

echocardiography 
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前川俊 

日本麻酔科学会第 58回学術集会、神戸、2011.5.20 (口演 O10-2) 

 

「気管狭窄を伴った甲状腺腫瘍摘出術の麻酔経験」 

The anesthetic management of the patient with tracheal stenosis caused by a thyroid 

tumor 

山﨑 倫子、前川 俊、中西 万貴、平野 龍平、福田 美智子、進藤 一男 

第 57回日本麻酔科学会関西支部学術集会、大阪、2011.9.3 (口演 O04-05) 

 

「腹腔鏡下 S状結腸切除術後に緑内障の増悪をきたした１症例」 

Exacerbation of glaucoma after retroperitoneoscopic sigmoid colon excision: a case 

report 

福田 美智子、日山 愛、米澤 明子、北村 裕亮、尾田 聖子、進藤 一男 

第 57回日本麻酔科学会関西支部学術集会、大阪、2011.9.3 (ポスター P10-1) 

 

「高度気管狭窄患者の気管ステント留置術をデクスメデトミジンで管理した 1症例」 

Dexmedetomidine is useful to preserve spontaneous breathing during tracheobronchial 

stent surgery (a case report) 

米澤 明子、北村 裕亮、山長 修、上北 郁男、尾田 聖子、進藤 一男 

第 57回日本麻酔科学会関西支部学術集会、大阪、2011.9.3 (優秀演題口演 Q01-06) 

 

「セボフルランによる緩徐導入中に突然徐脈が起ったダウン症候群児の 1例」 

上北郁男 

第 3回若手医師のための麻酔科診療最前線セミナー、大阪、2011.10.22 (口演) 

 

「3D経食道心エコーが術中診断に役に立った僧帽弁形成の１症例」 

前川俊 

第６回 武庫川周術期循環管理研究会、西宮、2012.2.3 (口演) 

 

 

平成 22年度 

【著書（翻訳）】 

訳： 有澤創志、出田眞一郎、井出雅洋、岩谷全亮、内海潤、加藤洋海、篠村徹太郎、下薗

崇宏、進藤一男、都竹正信、内藤嘉之、藤田啓起、馬屋原拓、美馬裕之 

翻訳協力： 尾田聖子、川瀬太助、杉山卓史、深川博志、福田美智子、山長修、山本学 他 

「麻酔科エラーブック」メディカル・サイエンス・インターナショナル：2010 
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【学会発表】 

「全身麻酔下人工膝関節置換術では大腿神経ブロック単独と比較し、大腿神経ブロックと坐

骨神経ブロックの併用がより有用である」 

川瀬太助、深川博志、福田美智子、山田恵子、山本学、進藤一男 

日本麻酔科学会第 57回学術集会、福岡、2010.6.3-5（ポスター） 

 

「ハローベスト装着症例に対しエアウェイスコープと気管支ファイバースコープを用いた

挿管経験」 

米澤明子、前川俊、日山愛、福田美智子、進藤一男、山長修 

第 55回日本麻酔科学会関西支部学術集会、大阪、2010.9.4（口演） 

 

「左室流出路狭窄を有する患者の腹腔鏡下副腎摘除術の麻酔管理に麻酔管理に経食道心エ

コーを用いた一例」 

日山愛、山長修、前川俊、尾田聖子、山本学、進藤一男 

第 55回日本麻酔科学会関西支部学術集会、大阪、2010.9.4（口演） 

 

「PreSep CVカテーテルの側孔から点滴漏れが認められた 1症例」 

杉山卓史、川瀬太助、福田美智子、日山愛、山本学、進藤一男 

第 55回日本麻酔科学会関西支部学術集会、大阪、2010.9.4（口演） 

 

「3D経食道心エコーが僧帽弁形成術の術中評価に有効であった 1例」 

前川俊、川瀬太助、山長修、山本学、進藤一男 

日本心臓血管麻酔学会第 15回学術大会、東京、2010.10.9-10（ポスター） 

 

「アルカプトン尿症患者の麻酔経験」 

川瀬太助、杉山卓史、山長修、福田美智子、日山愛、尾田聖子、山本学、進藤一男 

日本臨床麻酔学会第 30回大会、徳島、2010.11.4-6（ポスター） 

 

 

平成 21年度 

【学会・研究会発表】 

「気管・気管支狭窄に対する expandable metallic stent 挿入術の 2症例」 

杉山 卓史，山田 恵子，川瀬 太助，山長 修，福田 美智子，深川 博志，尾田 聖子，山本 学，

進藤 一男 

第 7回侵襲反応制御医学研究会、京都、2009.7.4（口演） 

 

「気管切開術が奏効した高度閉塞性睡眠時無呼吸患者の麻酔経験」 
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山長 修，山田 恵子，福田 美智子，杉山 卓史，深川 博志，尾田 聖子，進藤 一男 

第 54回日本麻酔科学会関西支部学術集会、大阪、2009.9.5（口演） 

 

「先天性気管狭窄症を合併した患児に対する体動脈肺動脈短絡手術の麻酔経験」 

山長 修，山田 恵子，杉山 卓史，川瀬 太助，福田 美智子，深川 博志，山本 学 

進藤 一男 

臨床麻酔学会 第 29回大会、浜松、2009.10.29（口演） 

 

「当院麻酔科における PediaSat の使用経験」 

深川 博志，杉山 卓史，山長 修，山田 恵子，進藤 一男 

臨床麻酔学会 第 29回大会、浜松、2009.10.30（ポスター） 

 

「全身麻酔下人工膝関節置換術における大腿神経ブロックと坐骨神経ブロック併用の有効

性についての検討」 

川瀬 太助，杉山 卓史，山長 修，福田 美智子，山田 恵子，深川 博志，尾田 聖子， 

山本 学，進藤 一男 

弟 42回京都大学麻酔集談会、京都、2010.1.23（口演） 

 

「PreSep CVカテーテルの側孔（proximal）から点滴漏れが認められた 1症例」 

杉山 卓史，川瀬 太助，山田 恵子，山長 修，福田 美智子，深川 博志，尾田 聖子， 

山本 学，進藤 一男 

弟 3回兵庫低侵襲モニタリング研究会、神戸、2010.2.20（口演） 

 

 

平成 20年度  

【学会・研究会発表】 

「術後人工呼吸管理を要した筋強直性ジストロフィーの一例」 

杉山 卓史，山長 修，福田 美智子，深川 博志，尾田 聖子，山本 学，進藤 一男 

第 6回侵襲反応制御医学研究会、京都、2008.7.5（口演） 

 

「術後人工呼吸管理を要した筋強直性ジストロフィーの一例」 

杉山 卓史，山長 修，福田 美智子，深川 博志，尾田 聖子，山本 学，進藤 一男 

第 54回日本麻酔科学会関西支部学術集会、大阪、2008.9.6（ポスター） 

 

「開腹直後にラテックスアレルギーによるアナフィラキシーショックとなった腹部大動脈

瘤手術の一症例」 

Intraoperative anaphylaxis to latex during abdominal aortic aneurysm resection: a case 
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report 

山長 修、杉山 卓史、福田 美智子、深川 博志、尾田 聖子、山本 学、進藤 一男 

心臓血管麻酔学会第 13回学術大会、宜野湾、2008.11.1-2（ポスター） 

 

「人工弁周囲逆流に対する Live3D経食道心エコーの使用経験」 

A case report: live three-dimensional TEE visualization of a paravalvular leak after 

mitral valve replacement. 

深川 博志，杉山 卓史，山長 修，福田 美智子，尾田 聖子，山本 学，進藤 一男 

心臓血管麻酔学会第 13回学術大会、宜野湾、2008.11.1-2（ポスター） 

 

平成 20年 11月 20日から 22日 

「術後覚醒遅延を来した一症例」 

福田 美智子，進藤 一男，山本 学，尾田 聖子、深川 博志，杉山 卓史，山長 修 

臨床麻酔学会 第 28回大会、京都、2008.11.20-22（ポスター） 

 

弟 40回京都大学麻酔集談会：発表（口演） 

「硬膜外麻酔併用全身麻酔後に Foot clonusを呈した 1症例」 

川瀬 太助，杉山 卓史，山長 修，福田 美智子，深川 博志，尾田 聖子，山本 学， 

進藤 一男 

弟 40回京都大学麻酔集談会、京都、2009.2.7（口演） 

 

「人工弁周囲逆流に対する Live3D経食道心エコーの使用経験」 

深川 博志，杉山 卓史，山長 修，福田 美智子，尾田 聖子，山本 学，進藤 一男 

弟 40回京都大学麻酔集談会、京都、2009.2.7（口演） 

 


