
麻酔学講座
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鈴木　健二 麻酔学講座 教授 博士（医学）
麻酔・蘇生学、
疼痛学

①Suzuki, K., Hoshi, Y., Matsumoto, S.,  Abe, K., Aizawa, J., Nagata, H.:Induction of
anesthesia and tracheal intubation with 5% sevoflurane and 67% nitrous oxide / J. Iwate.
Med. Assoc. 56:143-148(2004).
②Suzuki, K., Mito, R., Takhashi, H., Kimura, O.:Induction and maintenance of inhalation
anesthesia with sevoflurane and nitrous oxide for day-surgery of dilation and curettage:
Comparison with propofol and nitrous oxide anesthesia / J. Iwate. Med. Assoc.55:295-
299(2003).

永田　博文 麻酔学講座 准教授 博士（医学）
麻酔・蘇生学、
救急医学

Nagata, H., Horiguchi, T., Enzan, K., Nishikawa, T., Suzuki, K.:Inhibition of poly(ADP-
ribose) synthetase improves pulmonary arterial endothelium-dependent relaxation after
ischemic-reperfusion injury of splanchnic artery in rats / Anesth. Analg. 101:1799-
1804(2005)

大畑　光彦 麻酔学講座 講師 博士（医学）
麻酔・蘇生学、
疼痛学

大畑光彦．肝切除術における術中輸液についての検討　―retrospective studyによる術中水分バ
ランスが術後肝機能、肺酸素化脳および臨床経過に与える影響―　/ 岩手医誌．51：277-288
（1999）

小林　隆史 麻酔学講座 講師 博士（医学）
麻酔・蘇生学、
救急医学

小林隆史，永田博文，門崎衛，大塚幸喜．腹腔鏡補助下大腸切除術における術中呼吸・循環動態の
変動および術後QOL　―開腹手術症例との比較検討―　/　麻酔．55：579-589（2006）

水間　謙三 麻酔学講座 講師 博士（歯学）
麻酔・蘇生学、
疼痛学

水間謙三、池田代子、岡村悟、橋場友幹、石川義人、青村知幸、鈴木健二．
第７頸椎横突起における星状神経節ブロック療法で対処した下顎第三大臼歯抜歯後に生じたニュー
ロパシックペインの３例 / 日本歯科麻酔学会雑誌．35：373-380（2007）

熊谷　基 麻酔学講座 講師 博士（医学）
麻酔・蘇生学、
救急医学

Kumagai, M., Horiguchi, T., Nishikawa, T., Masaki, Y., Tobe, Y.:Intravenous
Dexmedetomidine Decreases Lung Permeability Induced by Intracranial Hypertension in Rats
/ Anesh. Analg.107:643-647(2008)

宮田　美智子 麻酔学講座 助教 博士（医学）
麻酔・蘇生学、
救急医学

宮田美智子，佐藤信博，高橋学，小鹿雅博，遠藤重厚，白川嘉門，古迫正司．敗血症診断における
可溶性CD-14-サブタイプの有用性と簡易診断キットの検討 / 岩手医学雑誌．59：325-331（2007）

鈴木　翼 麻酔学講座 助教 博士（医学）
麻酔・蘇生学、
救急医学

鈴木翼．末梢性顔面神経麻痺の予後予測と治療法に関する検討 / 麻酔．61 : 299-306 (2012)

酒井　彰 麻酔学講座 助教
麻酔・蘇生学、
救急医学

酒井彰，盛直久．全身麻酔前に鎖骨下静脈穿刺を試みたら気胸を起こしてしまったらしい /
LiSA．8：722-723（2001）

佐藤　美浩 麻酔学講座 助教
麻酔・蘇生学、
救急医学

Sato, Y., Nagata, H., Tamura, Y., Suzuki, K.:
Anesthetic management of a polymyositis patient with secondary cardiomyopathy undergoing
laparoscopic colon surgery / J. Iwate. Med. Assoc. 60:347-351(2008)

脇本　将寛 麻酔学講座 助教
麻酔・蘇生学、
救急医学

Wakimoto, M., Nagata, H., Ishikawa, K., Suzuki, T., Ohkawa H., Nishigori, H., Suzuki, K.
:Anesthetic management for cesarean section of a pregnant woman with protein S
deficiency / J. Iwate. Med. Assoc.62:417-422(2010)

星　有己枝 麻酔学講座 助教
麻酔・蘇生学、
疼痛学

星有己枝、門崎衛、永田博文、鈴木健二．血清コリンエステラーゼが高値を呈した小児患者の麻酔
経験 / 臨床麻酔．29:613-614(2005)
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田村　雄一郎 麻酔学講座 助教 博士（医学）
麻酔・蘇生学、
救急医学

田村雄一郎，永田博文，佐藤美浩，新田浩幸，若林剛．肝切除術における心房性ナトリウム利尿ペ
プチドの有用性 /　麻酔．60：343-352（2011）

石川　高 麻酔学講座 助教 博士（医学）
麻酔・蘇生学、
救急医学

Perioperative administration of nicorandil might compensate for the pharmacological
preconditioning effect with isoflurane anesthesia -A prospective randomized clinical
trial in off-pump coronary arterial bypass graft surgery./ J. Iwate. Med. Assoc.65:75-
85(2013)

山田　直人 麻酔学講座 助教 博士（医学） 麻酔・蘇生学 分離肺換気麻酔中の脳組織酸素飽和度の変動　ープロポフォールとセボフルランの比較ー

本郷　修平 麻酔学講座 任期付助教 麻酔・蘇生学


