
2019 年 麻酔科業績 （2020/4/6 update） 

 

著書（日本語） 

1. 矢田部智昭：体液量評価：in-out バランス or 体重測定．ER・ICU100 のピットフ

ォール p198-9 中外医学社 東京 2019 

2. 矢田部智昭：脱水とハイポボレミア：用語の適切な使い分け．ER・ICU100 のピッ

トフォール p202-3 中外医学社 東京 2019 

3. 勝又祥文，矢田部智昭：リフィリング期はあるのか？ER・ICU100 のピットフォー

ル p211-2 中外医学社 東京 2019 

4. 矢田部智昭：過剰輸液の弊害．ER・ICU100 のピットフォール p219-20 中外医学

社 東京 2019 

5. 矢田部智昭：早期経腸栄養を妨げる因子：いかに除去するか．ER・ICU100 のピッ

トフォール p224-6 中外医学社 東京 2019 

6. 河野 崇. 最新主要文献とガイドラインでみる麻酔科学レビュー 2019. 高齢者麻酔. pp 

180-185. 総合医学社. 東京. 2019 

7. 青山 文：OPE NURSING 2019 vol.34 no.12 p61-64 先生！ホントのところ教えて下さ

い！：チーム医療で取り組む術後せん妄対策最前線  メディカ出版. 大阪. 2019 

 

英語論文 

1. Miyajima I, Yatabe T, Kuroiwa H, Tamura T, Yokoyama M. Influence of nutrition 

support therapy on readmission among patients with acute heart failure in the 

intensive care unit: A single-center observational study. Clin Nutr. 2019 (in press) 

2.  Yatabe T. Strategies for optimal calorie administration in critically ill patients. J 

Intensive Care 2019;7:15. 

3. Nishigaki A, Kawano T, Iwata H, Aoyama B, Yamanaka D, Tateiwa H, F M. 

Locatelli, Yokoyama M.  Acute and long-term effects of haloperidol on 

surgery-induced neuroinflammation and cognitive deficits in aged rats. J Anesth. 

2019 May 2 

4. Shigematsu-Locatelli M, Kawano T, Koyama T, Iwata H, Nishigaki A, Aoyama B, 

Tateiwa H, Kitaoka N, Yokoyama M.Therapeutic experience with tramadol for 

opioid dependence in a patient with chronic low back pain: a case report. JA Clin 

Rep. 2019 Oct 30;5(1):68. doi: 10.1186/s40981-019-0289-z. 

5. Watanabe S, Kawano T, Horino T, Matsumoto T, Nagata K, Hatakeyama Y, Locatelli 

FM, Yokoyama M, Terada Y, Okuhara Y. Influence of hyperuricemia treatment on 

postoperative acute kidney injury among hyperuricemia patients: a single-center 



retrospective database analysis. BMC Res Notes. 2019 Nov 21;12(1):756. 

 

【日本語論文】  

1. 矢田部智昭：タンパク質投与量評価．INTENSIVIST 2019;11:311-7 

 

【国内学会】 

1. 矢田部智昭：本邦におけるたんぱく質投与の実際と問題点．第 46 回日本集中治療

医学会学術集会 2019.3.1-3 京都（シンポジウム） 

2. 矢田部智昭，阪口昌彦：ネットワークメタ解析とは？ 第 46 回日本集中治療医学

会学術集会 2019.3.1-3 京都（シンポジウム） 

3. 勝又祥文, 立岩浩規, 矢田部智昭, 横山正尚：心肺停止に至った非閉塞性腸間膜虚

血に対して ICU ベッドサイドで壊死腸管切除術を施行し救命し得た一例．第 46

回日本集中治療医学会学術集会 2019.3.1-3 京都 

4. 田所司, 立岩浩規, 勝又祥文, 矢田部智昭, 横山正尚：劇症型 G 群溶血性連鎖球菌

感染症に対して広範囲のデブリードマンを含めた集学的治療を行い救命し得た一

例．第 46 回日本集中治療医学会学術集会 2019.3.1-3 京都 

5. 三木健生, 青山文，矢田部智昭, 畠山豊, 奥原義保, 横山正尚：ICU 患者の再入室

に関する危険因子の検討．第 46 回日本集中治療医学会学術集会 2019.3.1-3 京都 

6. 西垣厚 河野崇 青山文 立岩浩規 横山正尚：高齢ラット敗血症モデル認知機能

障害における塩化リチウムの効果 第 46 回日本集中治療医学会学術集会 

2019.3.1-3 京都 

7. 江木盛時, 小倉裕司, 安宅一晃, 井上茂亮, 射場敏明, 垣花泰之, 川崎達也, 久志本

成樹, 黒田泰弘, 小谷穣治, 志馬伸朗, 谷口巧, 鶴田良介, 土井研人, 土井松幸, 中

田孝明, 中根正樹, 西田修, 藤島清太郎, 細川直登, 升田好樹, 松嶋麻子, 松田直之, 

矢田部智昭, 田中裕：J-SSCG2020 におけるチャレンジと課題； 新たな組織、作

業工程．第 46 回日本集中治療医学会学術集会 2019.3.1-3 京都（ジョイントパネ

ルディスカッション） 

8. 川崎達也, 小倉裕司, 江木盛時, 安宅一晃, 井上茂亮, 射場敏明, 垣花泰之, 久志本

成樹, 黒田泰弘, 小谷穣治, 志馬伸朗, 谷口巧, 鶴田良介, 土井研人, 土井松幸, 中

田孝明, 中根正樹, 西田修, 藤島清太郎, 細川直登, 升田好樹, 松嶋麻子, 松田直之, 

矢田部智昭, 田中裕：JSSCG2020；注目領域 Pick Up! 小児．第 46 回日本集中治

療医学会学術集会 2019.3.1-3 京都（ジョイントパネルディスカッション） 

9. 升田好樹, 安宅一晃, 松嶋麻子, 小倉裕司, 江木盛時, 井上茂亮, 射場敏明, 垣花泰

之, 川崎達也, 久志本成樹, 黒田泰弘, 小谷穣治, 志馬伸朗, 谷口巧, 鶴田良介, 土

井研人, 土井松幸, 中田孝明, 中根正樹, 西田修, 藤島清太郎, 細川直登, 松田直之, 

矢田部智昭, 田中裕：JSSCG2020: 注目領域 Pick Up! Sepsis Treatment System．



第 46 回日本集中治療医学会学術集会 2019.3.1-3 京都（ジョイントパネルディス

カッション） 

10. 垣花泰之, 小倉裕司, 江木盛時, 安宅一晃, 井上茂亮, 射場敏明, 川崎達也, 久志本

成樹, 黒田泰弘, 小谷穣治, 志馬伸朗, 谷口巧, 鶴田良介, 土井研人, 土井松幸, 中

田孝明, 中根正樹, 西田修, 藤島清太郎, 細川直登, 升田好樹, 松嶋麻子, 松田直之, 

矢田部智昭, 田中裕：JSSCG2020；GL のバンドル化への期待 Expectation for 

bundling JSSCG2020．第 46 回日本集中治療医学会学術集会 2019.3.1-3 京都（ジ

ョイントパネルディスカッション） 

11. 河野 崇. (日本専門医機構認定麻酔科領域講習) 高齢者の周術期管理 –区域麻酔の

役割- 日本区域麻酔学会第 6 回学術集会. 2019.4.18-20. 高知 

12. 立岩 浩規. 高次脳機能に対する周術期アプローチ - 最新ガイドラインから読み解

く予防・治療法. 日本区域麻酔学会第 6 回学術集会. 2019.4.18-20. 高知（シンポジ

ウム） 

13. 西垣厚、河野崇、小山毅、青山文、立岩浩規、横山正尚：術後脳内神経炎症に及ぼ

すハロペリドールの効果 –高齢ラット開腹手術モデルでの検討．日本麻酔科学会

第 66 回学術集会 2019.5.30-6.1 神戸 

14. 河野 崇. 術後せん妄: 最新ガイドライン. 日本専門医機構認定・麻酔科領域講習. 

第 18 回リフレッシャーコース. 日本麻酔科学会第 66 回学術集会. 2019.5.30-6.1. 

神戸 

15. 河野 崇. <JA シンポジウム> 麻酔科医が行う術後集中治療の魅力. Postoperative 

neurocognitive disorders; Can we prevent? Can we treat? 日本麻酔科学会第 66

回学術集会. 2019.5.30-6.1. 神戸 

16. 青山文、河野崇、勝又祥文、立岩浩規、矢田部智昭、横山正尚：院内患者急変時に

おける応援要請体制に関するアンケート調査報告．日本麻酔科学会第 66 回学術集

会 2019.5.30-6.1 神戸 

17. 青山 文. <シンポジウム> チーム医療で取り組む術後せん妄対策. 麻酔科医による

術後せん妄対策. 日本麻酔科学会第 66 回学術集会. 2019.5.30-6.1. 神戸 

18. 矢田部智昭：集中治療患者における急性期のたんぱく質投与．日本外科代謝栄養学

会第 56 回学術集会 2019.7.4-6 神戸（アミノ酸学会ジョイントシンポジウム） 

19. 河野 崇: 日本専門医機構認定麻酔科領域講習 認知症患者の疼痛管理についての

レビュー. 日本ペインクリニック学会第 53 回大会. 2019.7.18. 熊本 

20. 河野 崇: <ワークショップ> 高齢者の痛み治療. 術後痛と認知機能障害. 日本ペイ

ンクリニック学会第 53 回大会. 2019.7.18. 熊本 

21. 勝又 祥文、中越 菜月、矢田部智昭、横山正尚 

デスフルランとプロポフォールが術中誘発電位モニタリングに与える影響－文献

検索とメタアナリシス－ 2019/9/7 島根 第 56 回中国・四国支部学術集会 優



秀演題セッション「最優秀演題賞」 

22. 重松ロカテッリ万里恵、勝又祥文、矢田部智昭、横山正尚 

2019/9/7 島根 第 56 回中国・四国支部学術集会 ポスターセッション 

アミノレブリン酸塩酸塩を用いた経尿道的膀胱腫瘍切除術でショックとなった一

例 

23. 中越 菜月, 青山 文, 田所 司, 西垣 厚, 勝又 祥文, 立岩 浩規, 横山 正尚. 人工心肺

離脱後に発症した再膨張性肺水腫の一例. 第 24 回学術大会日本心臓血管麻酔学会. 

2019.9.22. 京都 

24. 矢田部智昭，井上茂亮，松嶋麻子，原嘉孝，山川一馬，櫻谷正明，林田敬，福田龍将，

近藤豊，安田英人，青木善孝，廣瀬智也，藤井智子，一二三亨，斎藤浩輝，稲田麻衣，

三浦慎也，東平日出夫，江木盛時，小倉裕司，西田修，田中裕：アカデミックガイド

ライン推進班の役割と活動．第 47 回日本救急医学会総会・学術集会 2019.10.2-4 東京

（ジョイントパネルディスカッション 

 

【国際学会】 

1. Kawano T. (Symposium) Postoperative cognitive dysfunction. Effect of 

prehabilitation on postoperative neurocognitive disorders. The 6th Congress of 

Asian Society of Neuroanesthesia and Critical Care. 2019. 3/14-16, Nara 

2. Shigematsu-Locatelli M, Kawano T. Oda S, Locatelli FM, Kurihar Toru, Moriyama 

T, Yokoyama M. Assessment and measurement of pain in elderly patients by 

computer vision system. The 15th Asian and Oceanic Society of Regional 

Anesthesia and Pain Medicine Congress. 2019. 4.18-20, Japan 

3. Y Katsumata, T Yatabe, M Sakaguchi, M Yokoyama. Influence of balance between 

calorie and protein intakes on physical outcome in critically ill patients. World 

Congress of Intensive Care 2019 2019.10.14-18 Melbourne  

4. A. Nishigaki B. Aoyama T. Kawano M. Yokoyama.  The effect of lithium on 

neuroinflammation and cognitive dysfunction in septic aged rats. World Congress of 

Intensive Care 2019 2019.10.14-18 Melbourne  

5. Aoyama B, Yatabe T, Kawano T, Yokoyama M. THE RESULT OF A SURVEY ON 

IN-HOSPITAL CARDIAC ARREST CALL NUMBERS IN JAPAN. World Congress 

of Intensive Care 2019 2019.10.14-18 Melbourne  

6. T Yatabe. Artificial pancreas changes the current evidence? The 8th meeting of the 

international federation for artificial organs. 2019.11.13-15 Osaka (Symposium) 

 

【研究会・その他】 

1. 重松ロカテッリ万里江、河野 崇. 認知症患者の痛み評価. 認知症・痛み表情解析第



1 回合同シンポジウム. 2019.1.5. 高知 

2. 重松ロカテッリ万里江、河野 崇. 痛みの表情解析システムへの取り組み. 第 25 回

高知いたみの研究会. 2019. 1.12. 高知 

3. 河野 崇. 厚生労働省「平成３０年度 手術手技向上研修事業」第 5 回遺体を用いた

神経ブロックセミナー（インストラクター）2019.2.5 

4. 青山 文. 第 18 回 KMS Research Meeting 医学部同窓会賞 

5. Yatabe T. Journal of Intensive Care Reviewer of the year 2018. 2019.3.1 

6. 青山 文. 第 15 回日本神経麻酔集中治療学会学術賞 

7. 河野 崇. (特別講演)「術後認知機能障害及び"Septic encephalopathy"の病態機序解

明と新規治療法の開発」侵襲制御医学セミナー. 2019.3.29. 愛知 

8. 河野 崇. (特別講演) 「末梢性神経障害性痛の現状」Neuropathic pain seminar in 

Kochi. 2019.5.23. 高知 

9. 河野 崇. 術後認知機能障害の最新知見と周術期アプローチ. スープレン・ミニセミ

ナー. 2019.5.30-6.1. 神戸 

10. 河野 崇. (特別講演) 術後神経認知異常 Up-to-Date: 病態から予防・治療戦略まで. 

第 27 回福島県麻酔懇話会. 2019.6.8. 福島 

11. 青山  文 . (スイーツセミナー ) せん妄対策プロジェクト 2017 –中間報告会 - 

2019.6.15. 高知 

12. 矢田部智昭：敗血症における栄養管理（経腸栄養，血糖管理） 敗血症セミナーin

神戸 2019 2019.6.22 神戸 

13. 矢田部智昭：長期予後を見据えた周術期管理 第 16 回麻酔科学サマーセミナー 

2019.6.28-30 沖縄 【教育講演】 

14. 河野 崇 (特別講演): 術後せん妄と認知機能障害の最新知見. 九州大学スープレン

セミナー. 2019.7.13. 福岡. 


