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Ⅰ 教 育 活 動
教育実践上の主な業績

年 月

概

要

① 教育内容 ・ 方法の工夫 （授業評価を含む）
1. 学生の授業参加意識の向上への

2004 年 5 月～現在

取り組み

身近な出来事を例にとって説明を進める。
視覚教材を活用する。

② 作成した教科書、教材、参考書
教科書「透視下神経ブロック」の教材作成

2009 年 7 月

局所麻酔の授業における学生の理解を深める
為に使用している。

③ 教育方法・教育実践に関する発表、講演・その他教育活動上特記すべき事項
臨床研修指導医要請講座

2004 年 7 月
2005 年 7 月
2006 年 10 月
2008 年 10 月
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研修医の指導教官を対象に主催

教育・研究業績書
診療科名

職名

氏名

越谷病院麻酔科

教授

奥田 泰久

大学院の研究指導担当資格

有

Ⅱ 学会等および社会における主な活動
1984 年 4 月～現在

日本麻酔科学会員

1984 年 5 月～現在

日本臨床麻酔学会員

1985 年 4 月～現在

日本ペインクリニック学会員

1999 年 4 月～現在

日本慢性疼痛学会員

2006 年 4 月～現在

日本麻酔科学会理事

2006 年 5 月～現在

日本ペインクリニック学会理事

Ⅲ 研究活動
【学位論文】
【著

書】

和文
1. 奥田泰久:吸入麻酔薬の補充と消費量の推定.岩崎寛編, 麻酔科診療プラクティス 19 麻酔器・麻酔回路文光
堂,102-103,2006.
2. 稲田英一,奥田泰久,落合亮一,加藤正人,河本昌志,上村裕一,國本文生,小出康弘，津崎晃一，土田英明，新見能成,
野坂修一,福田和彦,外須美夫,前川信博,槇田浩史,村川雅洋,森田潔:ミラー麻酔学,メディカル サイエンス イン
ターナショナル,2007.
3. 奥田泰久:頸原性頭痛と後頭神経ブロック.宮崎東洋編,痛み診療のコツと落とし穴,中山書店,58-59,2007.
4. 奥田泰久:硬膜外ブロック‐仰臥位法‐.宮崎東洋編,痛み診療のコツと落とし穴,中山書店, 125-126,2007.
5. 北島敏光，奥田泰久：伝達麻酔.森田茂穂,武田純三編,麻酔シラバステキスト, 南江堂,235-236,2008.
6. 奥田泰久:腕神経叢ブロック.小川節郎編,痛みの概念が変わった 新キーワード 100＋α,真興交易(株)医書出版
部,174-175,2008.
7. 奥田泰久:肋間神経ブロック. 小川節郎編,痛みの概念が変わった 新キーワード 100＋α,真興交易(株)医書出版
部,176-177,2008.
8. 奥田泰久:腸骨下腹,鼠径神経ブロック.小川節郎編,痛みの概念が変わった 新キーワード 100＋α,真興交易(株)
医書出版部,178-179,2008.
9. 奥田泰久:大腿神経ブロック.小川節郎編, 痛みの概念が変わった 新キーワード 100＋α,真興交易(株)医書出版
部,180-181,2008.

【原

著】

欧文
1. Arai T, Okuda Y：The effect of olprinone hydrochloride on hemodynamics status in patients with moderate
and severe preoperative cardiac function under cardiac surgery. DJMC 33:117-123, 2008.
2. Asai T, Enomoto Y, Shimizu K, Shingu K, Okuda Y：The Pentax-AWS Video-Laryngoscope: The First Experience
in a Hundred Patients. Anesth Analg 106:257-259, 2008.
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3. Enomoto Y, Asai T, Arai T, Kamishima K, Okuda Y：Pentax-AWS, a new videolaryngosope, is more effective
than thecmacintosh laryngoscope fortracheal intubation in patients with restricted neck movements: a
randomized comparative study. Br J Anaesth 100:544-588,2008.
4. Asai T, Liu EH, Matsumoto S, Hirabayashi Y, Seo N, Suzuki A, Toi T, Yasumoto K, Okuda Y：Use of the pentax-AWS
in 293 patients with difficult airways. Anesthesiology 110:898-904, 2009.

和文
1. 新井丈郎,神島啓一郎,寺内知也,榎本善朗,島崎睦久,井上 久,奥田泰久：off-pump CABG(OPCAB)における塩酸オ
ルプルノンの有用性.麻酔 55:158-163,2006.
2. 中沢弘一,奥田泰久,齊藤洋司,斎藤 繁,境田康二,結城禎一,尾原秀史,土田英昭,上村裕一,稲田英一：麻酔科学卒
前教育の現状について：施設アンケート結果から. 麻酔 56:348-356,2007.
3. 榎本善朗，清水恵子，橋本雄一，神島啓一郎，新井丈郎，井上 久，浅井 隆，奥田泰久：ファインビュービデ
オ喉頭鏡®とエアウエイスコープ®ビデオ硬性喉頭鏡との声門視野の比較検討.麻酔 57:1498-1501,2008.
4. 荻原正洋,奥田泰久,安部洋一郎,井関雅子,大瀬戸清茂,岡本健一郎,加藤敦子,柴田政彦,伊達久,田邉豊,津崎晃
一,橋爪圭司,羽尻裕美,平川奈緒美,細川豊史,溝渕知司,山上裕章：ペインクリニック治療指針改定第二版利用状
況アンケート結果. 日本ペインクリニック学会誌 16:30-37,2009.

【症例報告】
欧文
1. Takiguchi T, Yamaguchi S, Okuda Y, Kitajima T：Deviation of the cauda equina by changing position.
Anesthesiology 100:754-755,2004.
2. Okuda Y, Inoue H, Arai T, Kuno Y, Asai T：Usefulness of a video-recording of tracheal intubation.Anaesthesia
60:1042-1043,2005.
3. Asai T, Enomoto Y, Okuda Y：Air way scope, a portable video-laryngoscope,for confirmation of tracheal
intubation. Resuscitation 72:335-336.2007.
4. Asai T, Enomoto Y, Okuda Y:Airway scope for difficult intubation. Anaesthesia 62:199,2007.
5. Inoue H, Kamishima K, Arai T, Enomoto Y, Kuno Y, Okuda Y：Airway obstruction due to hematoma following
internal jugular vein cannulation.ＤＪＭＳ 35:47-49,2008.
6. Okuda Y, Kamishima K, Arai T, Asai T:Combined use of an ultrasound and nerve stimulation for phrenic nerve
block. Can J Anesth. 55:195-196,2008.

和文
1. 榎本澄江,久野裕一郎,佐藤栄留,新井丈郎,井上 久,奥田泰久：乳児巨舌症に対する気管切開術の麻酔経験.臨床
麻酔 29:761-762,2005.
2. 加瀬幸子,寺内知也,土田実砂,神島啓一郎,久野裕一郎,新井丈郎,井上久,奥田泰久：眼窩下神経ブロック時に針先
が口腔内に穿通した 1 症例．ペインクリニック 26:896-897,2005.
3. 島崎睦久,榎本善朗,寺内知也,神島啓一郎,久野裕一郎,新井丈郎,井上久,奥田泰久：CT下の上顎神経ブロック中に
一過性の複視を呈した 1 症例．ペインクリニック 26：1032-1033,2005.
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4. 新井丈郎,張珉碩,榎本澄江,市来あけみ,加瀬幸子,佐藤栄留,土田実砂,久野裕一郎,井上久,奥田泰久：塩酸オルプ
ルノンが有効であった低心機能非心臓手術 3 症例の麻酔経験.麻酔 54：757-761,2005.
5. 古波津修,寺内知也,榎本善朗,金山俊海,久野裕一郎,新井丈郎,井上久,奥田泰久：三叉神経痛に対するカルバマゼ
ピン投与により房室接合部調律を呈した 1 例．ペインクリニック 27：374-376,2006.
6. 清水恵子,平形 賢,於川勝美,寺内知也,久野裕一郎,新井丈郎,井上久,奥田泰久：重度先天性後側彎症に対する第
7-9 胸椎体全摘出術の麻酔経験．麻酔 55:714-716,2006.
7. 張珉碩,榎本善朗,金山俊海,於川勝美,新井丈郎,井上久,奥田圭子,奥田泰久：抑肝散加陳皮半夏が奏効した慢性会
陰部痛の 1 症例．ペインクリニック 27:1051-1053,2006.
8. 井上久,加瀬幸子,佐藤栄留,市来あけみ,久野裕一郎,新井丈郎,佐藤陽一,奥田泰久：脳分離体外循環時における舌
下組織Pco2 の評価.麻酔 55：1164-1167,2006.
9. 井上久,山田真樹,松田善文,清水恵子,新井丈郎,奥田泰久：ソフトシールラリンジアルマスクTMを用いた小児挿管
困難症例の対応．日臨麻会誌 26:679-682,2006.
10. 井上久,仁杉直子,張珉碩,神島啓一郎,金山俊海,於川勝美,新井丈郎,久野裕一郎,土田実砂,奥田泰久：競技用槍に
よる顔面頭部外傷の麻酔経験．麻酔 55:1416-1419,2006.
11. 新井丈郎,立川真弓,松田善文,山田真樹,清水恵子,井上久,奥田泰久：破裂性腹部大動脈瘤に総腸骨動静脈瘻を合
併した症例の麻酔経験.麻酔 55:1263-1265,2006.
12. 板倉美千代於川勝美,加瀬幸子,岡野隆利,吉田伸司,新井丈郎,井上久,奥田泰久：症状が改善しなかったNumb chin
syndrome の 1 症例．ペインクリニック 28：731-732,2007.
13. 浅井隆,榎本善朗,新宮興,奥田泰久：エアウエイスコープ喉頭鏡の紹介．麻酔 56:862-865,2007.
14. 神島啓一郎,榎本善朗,山田真樹,清水恵子,与倉博逸,新井丈郎,井上久,奥田泰久：ペインクリニックでの超音波ガ
イド下仙骨硬膜外ブロック．ペインクリニック 28:1537-1539,2007.
15. 奥田泰久, 新井丈郎, 井上久, 於川勝美, 永尾勝, 山口重樹, 北島敏光：
【星状神経節ブロック】 星状神経節ブ
ロックの臨床報告とイヌを用いた実験結果との比較検討.ペインクリニック 28:471-477,2007.
16. 上嶋浩順，浅井 隆，新宮 興，井上久，橋本雄一，榎本善朗，奥田泰久：エアウエイスコープにブジーを併用
し気管挿管が可能であった症例．麻酔 57:82-84,2008.
17. 島崎睦久，新井丈郎，松田善文，山田真樹，立川真弓，清水恵子，神島啓一郎，寺内知也，井上久,奥田泰久：帝
王切開後に産褥期心筋症を発症した１症例.麻酔 57:213-215,2008.
18. 立川真弓，榎本澄江，榎本善朗，寺内知也，新井丈郎，井上久，奥田泰久：エプスタイン奇形を合併した足関節
骨折患者の麻酔経験.麻酔 57:360-362,2008.
19. 新井丈郎，榎本善朗，久野裕一郎，井上久，奥田泰久：在宅酸素療法（HOT）中の患者の緊急冠動バイパス術の麻
酔経験.麻酔 57：433-435, 2008.
20. 井上久，斉藤朋之，神島啓一郎，岡野隆利，久野裕一郎，新井丈郎，奥田泰久：エアウエイスコープとガムエス
ティックブジ―を併用して経鼻挿管しえた挿管困難の 1 症例.麻酔 57:457-459,2008.
21. 井上久，神島啓一郎，榎本善朗，新井丈郎，久野裕一郎，奥田泰久：エアウエイスコープとムエラスティックブ
ジ―を併用して気管挿管することができた声門狭窄の 1 症例．日臨麻会誌 28:639-642,2008.
22. 神島啓一郎，内田絵里子，新井丈郎，榎本善朗，与倉博逸，奥田泰久：前立腺生検に対する超音波ガイド下仙骨
硬膜外麻酔．臨床麻酔 32:1631-1633,2008.
23. 島崎睦久，奥田泰久：塩酸モルヒネ内服が有用であったCRPS2 症例．慢性疼痛 27:1:165-167,2008.
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24. 神戸義人，島崎睦久，榎本善朗，神島啓一郎，久野裕一郎，新井丈郎，奥田泰久：獨協医科大学で初めての脳死
からの臓器摘出術の麻酔経験．ＤＪＭＳ 33：191－195．2008.
25. 橋本雄一，松田善文，榎本善朗，井上 久，新井丈郎，斉藤朋之，神島啓一郎，奥田泰久：術中にVT,VFが生じた
未診断の異型狭心症の１症例．麻酔 58:484-487,2009.
26. 山田真樹，清水恵子，榎本澄江，与倉博逸，新井丈郎，奥田泰久：小児の腹腔鏡下虫垂切除術 200 例の麻酔経験．
臨床麻酔 33:682-684,2009.
27. 松田善文，山田真樹，新井丈郎，井上久，市来あけみ，奥田泰久，安岡朝子，中井秀朗：膀胱尿管新吻合術術後
のbladder spasmに対する仙骨硬膜外麻酔 1 回投与法の有用性．麻酔 58:609-612,2009.

【総

説】

和文
1. 奥田泰久,井上久,新井丈郎,久野裕一郎,北島敏光:星状神経節ブロック後頸部血腫に対するリスクマネージメン
ト.ペインクリニック 26:469-474,2005.
2. 奥田泰久,井上久：大学病院におけるペインクリニックと医療保険．ペインクリニック 27:164-168,2006.
3. 島崎睦久,奥田泰久,恵川宏敏,北島敏光:小児がん性疼痛患者に対する脊髄くも膜下フェノールブロック.ペイン
クリニック 27:1146-1147,2006.
4. 奥田泰久：下顎神経ブロック.ペインクリニック 27：S312-S318,2006.
5. 井上久,奥田泰久:胸部交感神経節ブロック.ペインクリニック 27:S529-S535,2006.
6. 桑山

肇,猪瀬亨代,奥田泰久,William AR:消化器内視鏡におけるセデーションの日本と欧米それぞれの流れ-あ

なたはどこで内視鏡検査を受けたいですが？-.消化器内視鏡 19:147-152,2007.
7. 奥田泰久,新井丈郎,井上久,於川勝美,永尾勝,山口重樹,北島敏光.星状神経節ブロックの臨床報告とイヌを用い
た実験結果との比較検討．ペインクリニック 28:471-477,2007.
8. 新井丈郎,奥田泰久:開心術周術期管理におけるオルプルノン役割.臨床麻酔 32:855-864,2008.
9. 奥田泰久，新井丈郎：術後鎮痛法におけるNSAIDsの位置づけ．LiSA 15:674-678,2008.
10. 奥田泰久,新井丈郎:超音波ガイド下神経ブロックと疼痛治療.ペインクリニック 29:1452-1458,2008.
11. 奥田泰久,吉田伸司,与倉博逸,榎本善朗,神島啓一郎,新 井丈郎:皮膚交感神経測定器.ペインクリニック
29:1599-1604,2008.
12. 奥 田 泰 久 , 与 倉 博 逸 , 新 井 丈 郎 , 藤 巻 克 久 , 奥 田 圭 子 , 山 田 真 樹 : 神 経 ブ ロ ッ ク 針 . ペ イ ン ク リ ニ ッ ク
30:330-336,2009.

【そ の 他】
和文
1. 井上久,加瀬幸子,土田実砂,佐藤栄留,寺内知也,新井丈郎,久野裕一郎,奥田泰久：獨協医科大学越谷病院麻酔科外
来（ペインクリニック）
（施設紹介）.ペインクリニック 25:1235-1238,2004.
．麻酔 54:239,2005.
2. 奥田泰久：誰でも将来に対して不安がある（巻頭言）
．ペインクリニック 26：1442－1443,2005.
3. 奥田泰久：第 27 回日本疼痛学会（印象記）
．東京新聞（栃木版）2006.
4. 奥田泰久：ピロリ菌発見の舞台裏（つぶやき）
（書評）
．臨床麻酔，30,259，2006.
5. 奥田泰久：下山直人編「患者の疑問に答えるオピオイドの要点」
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6. 奥田泰久：頚椎椎間板ヘルニア．
「ペインクリニック治療指針 改正第二」
（日本ペインクリニック学会ペインク
リニック治療指針作製委員会編集）日本医学広告社,47-49,2006.
（書評）
．ペインクリニック 27:1225,2006.
7. 奥田泰久：森本昌宏著「トリガーポイント-その基礎と臨床-」
8. 眞下節,稲垣喜三,重見研司,川前金幸,奥田泰久：日本麻酔科学会第 54 回学術集会を語る（座談会）．臨床麻酔
31:1297-1320,2007.
9. 新井丈郎,奥田泰久：左内頸静脈からの中枢カテーテル挿入について.臨床麻酔 31:1913-1914,2007.
10. 奥田泰久：ペインクリニック治療指針の要点．Medicament News 1951:1-3,2008.
11. 奥田泰久：比嘉和夫，岩崎 寛，齊藤洋司編集「ペインハンドブック ペインクリニック・疼痛緩和 Q&A 199」
（書評） 麻酔 57:1188,2008.
（書評）麻
12. 奥田泰久:廣田和美，北山眞任，佐藤裕編集「研修医のための携帯エコー活用法ポケットマニュアル」
酔 57:1316,2008
13. 久野裕一郎,飯田章博,中村裕也,田口明日香,内田絵里子,千葉綾子,齊間俊介,斉藤朋之,橋本雄一,神戸義人,山田
真樹,清水恵子,島崎睦久,立川真弓,金山俊海,榎本善朗,榎本澄江,神島啓一郎,新井丈郎,奥田泰久：ビデオ硬性挿
管用喉頭鏡（エアウエイスコープ®）
．臨床麻酔 32:1833-1837,2008.
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教育・研究業績書
診療科名

職名

氏名

越谷病院麻酔科

講師

新井 丈郎

大学院の研究指導担当資格

無

Ⅱ 学会等および社会における主な活動
1993 年 4 月～現在

日本麻酔科学会員

1994 年 4 月～現在

日本臨床麻酔学会員

1996 年 4 月～現在

日本ペインクリニック学会員

2006 年 4 月～現在

日本心臓血管麻酔学会員

Ⅲ 研究活動
【学位論文】
【著

書】

【原

著】

欧文
1.

Arai T, Okuda Y：The effect of olprinone hydrochloride on hemodynamics status in patients with moderateand severe
preoperative cardiac function under cardiac surgery. DJMC

33:117-123, 2008.

和文
1.

井上久, 加瀬幸子, 佐藤栄留, 市来あけみ, 久野裕一郎, 新井丈郎, 佐藤陽二, 奥田泰久：脳分離体外循環時におけ
る舌下組織Pco2 の評価.麻酔 55:1164-1167,2006.

2.

神戸義人, 島崎睦久, 榎本善朗, 神島啓一郎, 久野裕一郎, 新井丈郎, 奥田泰久：獨協医科大学での初めての脳死か
らの臓器摘出術の麻酔経験.Dokkyo Journal of Medical Sciences 35:191-195,2008.

【症例報告】
欧文
1.

Okuda Y, Inoue H, Arai T, Kuno Y, Asai T：Usefulness of a video-recording of tracheal intubation.Anaesthesia
60:1042-1043,2005.

2.

Inoue H, Kamishima K, Arai T, Enomoto Y, Kuno Y, Okuda Y：Airway obstruction due to hematoma following
internal jugular vein cannulation.ＤＪＭＳ 35:47-49,2008.

3.

Okuda Y, Kamishima K, Arai T, Asai T:Combined use of an ultrasound and nerve stimulation for phrenic nerve
block. Can J Anesth. 55:195-196,2008.

和文
1.

佐藤栄留, 井上久, 久野裕一郎, 新井丈郎, 神島啓一郎, 金山俊海, 加瀬幸子, 奥田泰久：ステロイドを使用し
た眼窩上神経ブロックが奏効した帯状疱疹痛の 1 症例.ペインクリニック 25:830-831,2004.

2.

榎本澄江, 久野裕一郎, 佐藤栄留, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：乳児巨舌症に対する気管切開術の麻酔経験.
臨床麻酔 29:761-762,2005.
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3.

加瀬幸子, 寺内知也, 土田実砂, 神島啓一郎, 久野裕一郎, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：眼窩下神経ブロック
時に針先が口腔内へ穿通した 1 症例.ペインクリニック 26:896-897,2005.

4.

新井丈郎, 張珉碩, 榎本澄江, 市来あけみ, 加瀬幸子, 佐藤栄留, 土田実砂, 久野裕一郎, 井上久, 奥田泰久：
塩酸オルプリノンが有効であった低心機能非心臓手術 3 症例の麻酔経験.麻酔 54:757-761,2005.
島崎睦久, 榎本善朗, 寺内知也, 神島啓一郎, 久野裕一郎, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：CT下の上顎神経ブロ

5.

ック中に一過性の複視を呈した 1 症例.ペインクリニック 26:1032-1033,2005.
古波津修, 寺内知也, 榎本善朗, 金山俊海, 久野裕一郎, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：三叉神経痛に対するカ

6.

ルバマゼピン投与により房室接合部調律を呈した 1 症例.ペインクリニック 27:374-376,2006.
清水恵子, 平形賢, 於川勝美, 寺内知也, 久野裕一郎, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：重度先天性後側彎症に対

7.

する第 7-9 胸椎体全摘出術の麻酔経験.麻酔 55:714-716,2006.
張珉碩, 榎本善朗, 金山俊海, 於川勝美, 新井丈郎, 井上久, 奥田圭子, 奥田泰久：抑肝散加陳皮半夏が奏効し

8.

た慢性会陰部痛の 1 症例.ペインクリニック 27:1051-1053,2006.
井上久, 仁杉直子, 張民碵, 神島啓一郎, 金山俊海, 於川勝美, 新井丈郎, 久野裕一郎, 土田実砂, 奥田泰久：

9.

競技用槍による顔面頭部外傷の麻酔経験. 麻酔 55:1416-1419,2006.
10. 井上久, 山田真樹, 松田善文, 清水恵子, 新井丈郎, 奥田泰久：ソフトシールラリンジアルマスクTMを用いた小
児挿管困難症例への対応.日本臨床麻酔学会誌 26:679-682,2006.
11. 板倉美千代, 於川勝美, 加瀬幸子, 岡野隆利, 吉田伸司, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：症状が改善しなかった
Numb chin syndromeの 1 症例.ペインクリニック 28:731-732,2007.
12. 神島啓一郎, 榎本善朗, 山田真樹, 清水恵子, 与倉博逸, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：ペインクリニックでの
超音波ガイド下仙骨硬膜外ブロック.ペインクリニック 28:1537-1539,2007.
13. 島崎睦久, 新井丈郎, 松田善文, 山田真樹, 立川真弓, 清水恵子, 神島啓一郎, 寺内知也, 井上久, 奥田泰久：
帝王切開後に産褥期心筋症を発症した 1 症例.麻酔 57:213-215,2008.
14. 立川真弓, 榎本澄江, 榎本善朗, 寺内知也, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：エプスタイン奇形を合併した足関節
骨折患者の麻酔経験.麻酔 57:360-362,2008.
15. 新井丈郎, 榎本善朗, 久野裕一郎, 井上久, 奥田泰久：在宅酸素療法(HOT)中の患者の緊急冠動脈バイパス術の麻
酔経験.麻酔 57:433-435,2008.
16. 井上久, 斎藤朋之, 神島啓一郎, 岡野隆利, 久野裕一郎, 新井丈郎, 奥田泰久：エアーウェイスコープとガムエ
ラスティックブジーを併用して経鼻挿管しえた挿管困難の 1 症例.麻酔 57:457-459,2008.
17. 橋本雄一, 松田善文, 榎本善朗, 井上久, 新井丈郎, 斉藤朋之, 神島啓一郎, 奥田泰久：術中にVT、VFが生じた
未診断の異型狭心症の 1 症例.麻酔 58:484-487,2009.
18. 山田真樹, 清水恵子, 榎本澄江, 与倉博逸, 新井丈郎, 奥田泰久：小児の腹腔鏡下虫垂切除術 200 例の麻酔経験.
臨床麻酔 33:682-684,2009.

【総

説】

和文
1.

【星状神経節ブロック】星状神経節ブロッ
奥田泰久,新井丈郎,井上 久,於川勝美,永尾 勝,山口重樹,北島敏光：
クの臨床報告とイヌを用いた実験結果との比較検討．ペインクリニック 28:471－477,2007.

2.

新井丈郎,奥田泰久：開心術周術期管理におけるオルプルノン役割．臨床麻酔 32:855-864,2008.
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3.

奥田泰久，新井丈郎：
【NSAIDsを知る・使いこなす】術後鎮痛法におけるNSAIDsの位置づけ．LiSA 15:674-678,2008.

4.

【超音波を利用する神経ブロック】 超音波ガイド下神経ブロックと疼痛治療.ペインクリニ
奥田泰久,新井丈郎：
ック 29:1452-1458,2008.

5.

【痛み診療に用いる検査機器】 皮膚交感神経反射
奥田泰久,吉田伸司,与倉博逸,榎本善朗,神島啓一郎,新井丈郎：
測定器.ペインクリニック 29 巻:1599-1604,2008.

6.

【痛み診療に用いる治療機器】 神経ブロック針.ペ
奥田泰久,与倉博逸,新井丈郎,藤巻克久,奥田圭子,山田真樹：
インクリニック 30:330-336,2009.

【そ の 他】
和文
1.

井上久,加瀬幸子,土田実砂,佐藤栄留,寺内知也,新井丈郎,久野裕一郎,奥田泰久：獨協医科大学越谷病院麻酔科外
来（ペインクリニック）
（施設紹介）
．ペインクリニック 25,pp1235-1238,2004.

2.

新井丈郎,奥田泰久.左内頸静脈からの中枢カテーテル挿入について．臨床麻酔 31,pp1913-1914,2007.

3.

久野裕一郎,飯田章博,中村裕也,田口明日香,内田絵里子,千葉綾子,齊間俊介,斉藤朋之,橋本雄一,神戸義人,山田
真樹,清水恵子,島崎睦久,立川真弓,金山俊海,榎本善朗,榎本澄江,神島啓一郎,新井丈郎,奥田泰久:ビデオ硬性挿
管用喉頭鏡（エアウエイスコープ®）
．臨床麻酔 32,pp1833-1837,2008.
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教育・研究業績書
診療科名

職名

氏名

越谷病院麻酔科

講師

榎本 善朗

大学院の研究指導担当資格

無

Ⅱ 学会等および社会における主な活動
1998 年 6 月～現在

日本麻酔科学会員

1999 年 4 月～現在

日本臨床麻酔学会員

1999 年 5 月～現在

日本ペインクリニック学会員

Ⅲ 研究活動
【学位論文】
Enomoto Y, Asai T, Arai T, Kamishima K, Okuda Y：Pentax-AWS, a new videolaryngoscope, is more effective
than the Macintosh laryngoscope for tracheal intubation in patients with restricted neck movements: a
randomized comparative study.Br J Anaesth. 100:544-548, 2008.

【著

書】

【原

著】

和文
1.

新井丈郎,神島啓一郎,寺内知也,榎本善朗,島崎睦久,井上久,奥田泰久：off-pump CABG(OPCAB)における塩酸オル
プリノンの有用性.麻酔 55:158-163,2006.

2.

神島啓一郎,内田絵里子,新井丈郎,榎本善朗,与倉博逸,奥田泰久：前立腺生検術に対する超音波ガイド下仙骨硬膜
外麻酔.臨床麻酔 32:1631-1634,2008.

3.

榎本善朗.清水恵子.橋本雄一.神島啓一郎.新井丈郎.井上久.浅井隆.奥田泰久：ファインビュービデオ喉頭鏡とエ
アウェイスコープビデオ硬性挿管用喉頭鏡との声門視野の比較検討.麻酔 57:1498-1501,2008.

4.

神戸義人.島崎睦久.榎本善朗.神島啓一郎.久野裕一郎.新井丈郎.奥田泰久：獨協医科大学での初めての脳死から
の臓器摘出術の麻酔経験.Dokkyo Journal of Medical Sciences 35:191-195,2008.

【症例報告】
欧文
1.

Asai T, Enomoto Y, Okuda Y：Air way scope, a portable video-laryngoscope,for confirmation of tracheal
intubation. Resuscitation 72:335-336.2007.

2.

Asai T, Enomoto Y, Okuda Y:Airway scope for difficult intubation. Anaesthesia 62:199,2007.

3.

Inoue H, Kamishima K, Arai T, Enomoto Y, Kuno Y, Okuda Y：Airway obstruction due to hematoma following
internal jugular vein cannulation.ＤＪＭＳ 35:47-49,2008.

和文
1.

島崎睦久,榎本善朗,寺内知也,神島啓一郎,久野裕一郎,新井丈郎,井上久,奥田泰久：CT下の上顎神経ブロック中に
一過性の複視を呈した 1 症例.ペインクリニック 26:1032-1033,2005.

2.

新井丈郎,神島啓一郎,寺内知也,榎本善朗,島崎睦久,井上久,奥田泰久：off-pump CABG(OPCAB)における塩酸オル
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プリノンの有用性.麻酔 55:158-163,2006.
3.

古波津修,寺内知也,榎本善朗,金山俊海,久野裕一郎,新井丈郎,井上久,奥田泰久：三叉神経痛に対するカルバマゼ
ピン投与により房室接合部調律を呈した 1 症例.ペインクリニック 27:374-376,2006.

4.

張珉碩,榎本善朗,金山俊海,於川勝美,新井丈郎,井上久,奥田圭子,奥田泰久：抑肝散加陳皮半夏が奏効した慢性会
陰部痛の 1 症例.ペインクリニック 27:1051-1053,2006.

5.

浅井隆,榎本善朗,新宮興,奥田泰久;エアウェイスコープ喉頭鏡の紹介.麻酔 56:862-865,2007.

6.

神島啓一郎,榎本善朗,山田真樹,清水恵子,与倉博逸,新井丈郎,井上久,奥田泰久：ペインクリニックでの超音波ガ
イド下仙骨硬膜外ブロック.ペインクリニック 28:1537-1539,2007.

7.

上嶋浩順,浅井隆,新宮興,井上久,橋本雄一,榎本善朗,奥田泰久：エアウェイスコープにブジーを併用し気管挿管
が可能であった症例.麻酔 57:82-84,2008.

8.

立川真弓,榎本澄江,榎本善朗,寺内知也,新井丈郎,井上久,奥田泰久：エプスタイン奇形を合併した足関節骨折患
者の麻酔経験.麻酔 57:360-362,2008.

9.

新井丈郎,榎本善朗,久野裕一郎,井上久,奥田泰久：在宅酸素療法(HOT)中の患者の緊急冠動脈バイパス術の麻酔経
験.麻酔 57:433-435,2008.

10. 井上久,神島啓一郎,榎本善朗,新井丈郎,久野裕一郎,奥田泰久：エアウェイスコープとガムエラスティックブジー
を併用して気管挿管することができた声門狭窄の 1 症例.日本臨床麻酔学会誌 28:639-642,2008.

【総

説】

和文
1.

【痛み診療に用いる検査機器】 皮膚交感神経反射
奥田泰久,吉田伸司,与倉博逸,榎本善朗,神島啓一郎,新井丈郎：
測定器.ペインクリニック 29:1599-1604,2008.

2.

橋本雄一,松田善文,榎本善朗,井上久,新井丈郎,斉藤朋之,神島啓一郎,奥田泰久：術中にVT,VFが生じた未診断の
異型狭心症の１症例．麻酔 58:484-487,2009.

【そ の 他】
和文
1.

久野裕一郎,飯田章博,中村裕也,田口明日香,内田絵里子,千葉綾子,齊間俊介,斉藤朋之,橋本雄一,神戸義人,山田
真樹,清水恵子,島崎睦久,立川真弓,金山俊海,榎本善朗,榎本澄江,神島啓一郎,新井丈郎,奥田泰久：ビデオ硬性挿
管用喉頭鏡（エアウエイスコープ®）.臨床麻酔 32：1833-1837,2008.
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教育・研究業績書
診療名

職名

氏名

越谷病院麻酔科

講師

神島 啓一郎

大学院の研究指導担当資格

無

Ⅱ 学会等および社会における主な活動
1998 年 4 月～現在

日本麻酔科学会会員

1998 年 5 月～現在

日本臨床麻酔学会会員

1998 年 7 月～現在

日本ペインクリニック学会会員

Ⅲ 研究活動
【学位論文】
神島啓一郎：超音波ガイド下仙骨硬膜外ブロック－仙骨との解剖学的検討－.Dokkyo Journal of Medical Sciences
36:39-46,2009.

【著

書】

【原

著】

和文
1.

神島啓一郎, 内田絵里子, 新井丈郎, 榎本善朗, 与倉博逸, 奥田泰久：前立腺生検術に対する超音波ガイド下仙
骨硬膜外麻酔. 臨床麻酔 32:1631-1634,2008.

2.

榎本善朗, 清水恵子, 橋本雄一, 神島啓一郎, 新井丈郎, 井上久, 浅井隆, 奥田泰久：ファインビュービデオ喉
頭鏡とエアウェイスコープビデオ硬性挿管用喉頭鏡との声門視野の比較検討.麻酔 57:1498-1501,2008.

3.

神戸義人, 島崎睦久, 榎本善朗, 神島啓一郎, 久野裕一郎, 新井丈郎, 奥田泰久：獨協医科大学での初めての脳
死からの臓器摘出術の麻酔経験.Dokkyo Journal of Medical Sciences 35:191-195,2008.

【症例報告】
欧文
1.

Inoue H, Kamishima K, Arai T, Enomoto Y, Kuno Y, Okuda Y：Airway obstruction due to hematoma following
internal jugular vein cannulation.ＤＪＭＳ 35:47-49,2008.

2.

Okuda Y, Kamishima K, Arai T, Asai T:Combined use of an ultrasound and nerve stimulation for phrenic nerve
block. Can J Anesth. 55:195-196,2008.

和文
1.

佐藤栄留, 井上久, 久野裕一郎, 新井丈郎, 神島啓一郎, 金山俊海, 加瀬幸子, 奥田泰久：ステロイドを使用し
た眼窩上神経ブロックが奏効した帯状疱疹痛の 1 症例. ペインクリニック 25:830-831,2004.

2.

加瀬幸子, 寺内知也, 土田実砂, 神島啓一郎, 久野裕一郎, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：眼窩下神経ブロック
時に針先が口腔内へ穿通した 1 症例.ペインクリニック 26:896-897,2005.

3.

島崎睦久, 榎本善朗, 寺内知也, 神島啓一郎, 久野裕一郎, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：CT下の上顎神経ブロ
ック中に一過性の複視を呈した 1 症例. ペインクリニック 26:1032-1033,2005.

4.

新井丈郎, 神島啓一郎, 寺内知也, 榎本善朗, 島崎睦久, 井上久, 奥田泰久：off-pump CABG(OPCAB)における塩
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酸オルプリノンの有用性. 麻酔 55:158-163,2006.
5.

井上久, 仁杉直子, 張民碵, 神島啓一郎, 金山俊海, 於川勝美, 新井丈郎, 久野裕一郎, 土田実砂, 奥田泰久：
競技用槍による顔面頭部外傷の麻酔経験. 麻酔 55:1416-1419,2006.

6.

神島啓一郎, 榎本善朗, 山田真樹, 清水恵子, 与倉博逸, 新井丈郎, 井上久, 奥田泰久：ペインクリニックでの
超音波ガイド下仙骨硬膜外ブロック. ペインクリニック 28:1537-1539,2007.

7.

島崎睦久, 新井丈郎, 松田善文, 山田真樹, 立川真弓, 清水恵子, 神島啓一郎, 寺内知也, 井上久, 奥田泰久：
帝王切開後に産褥期心筋症を発症した 1 症例. 麻酔 57:213-215,2008.
井上久, 斎藤朋之, 神島啓一郎, 岡野隆利, 久野裕一郎, 新井丈郎, 奥田泰久：エアーウェイスコープとガムエ

8.

ラスティックブジーを併用して経鼻挿管しえた挿管困難の 1 症例.麻酔 57:457-459,2008.
橋本雄一, 松田善文, 榎本善朗, 井上久, 新井丈郎, 斉藤朋之, 神島啓一郎, 奥田泰久：術中にVT、VFが生じた

9.

未診断の異型狭心症の 1 症例. 麻酔 58:484-487,2009.

【総

説】

和文
1.

【痛み診療に用いる検査機器】 皮膚交感神
奥田泰久, 吉田伸司, 与倉博逸, 榎本善朗, 神島啓一郎, 新井丈郎：
経反射測定器. ペインクリニック 29:1599-1604,2008.

【そ の 他】
和文
1.

久野裕一郎，飯田章博，中村裕也，田口明日香，内田絵里子，千葉綾子，齊間俊介，斉藤朋之，橋本雄一，神戸
義人，山田真樹，清水恵子，島崎睦久，立川真弓，金山俊海，榎本善朗，榎本澄江，神島啓一郎，新井丈郎，奥
田泰久：ビデオ硬性挿管用喉頭鏡（エアウエイスコープ®）
．臨床麻酔 32：1833-1837,2008.
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