
業績（発表） 

2021年度 
 

土居ゆみ, 齊藤健一, 濱崎豊, 三宅隆一郎. 逆行性に留置した末梢静脈路は小児脳外科手術に

おける希釈式自己血輸血のための貯血速度が速い. 小児麻酔学会第 26 回大会; 2021 年 10 月; 

仙台市, 日本. 

 

土居ゆみ. 小児における脳・脊髄機能モニタリングの実際〜当院における神経生理学的手技

の実践〜. 小児麻酔学会第 26 回大会; 2021 年 10 月; 仙台市, 日本. 

 

 

 

2019年度 

 

Doi Y. Spurious hyperchloremia in surgery due to potassium bromide. 2019 Annual Meeting of the 

American Society of Anesthesiologists; 2019 Oct; Orland, USA. 

 

中山莉子, 土居ゆみ, 齊藤健一, 棚田和子, 丸川愛子. 乳児の喉頭微細術に対するプロポフォ

ールによる自発呼吸温存全静脈麻酔. 第 25 回日本小児麻酔学会; 2019 年 11 月; 米子市, 日本. 

 

藤﨑拓也, 起塚庸, 大西聡, 篠本匡志, 高成田祐希, 服部健吾, 久松千恵子, 津川二郎, 西島栄

治, 土居ゆみ, 南宏尚. 当院 PICU 開設後に声門下腔狭窄症に対して喉頭気管部分切除・甲状

軟骨気管吻合術（partial cricotracheal resection, PCTR)を実施した 15 例の検討. 第 27 回小児集

中治療ワークショップ; 2019 年 10 月; 大阪市, 日本. 

 

土居ゆみ. 講演 1：先天性心疾患児の心臓カテーテル検査～麻酔科医による全身麻酔？. 第 13

回北大阪先天性心疾患フォーラム; 2019 年 9 月; 高槻市, 日本. 

 

起塚庸, 大西聡, 李崇至, 土居ゆみ, 田原慎太郎, 津川二郎, 岡本光正. 緊急症例に対するチ

ームダイナミクスの重要性～異物による気道救急に陥った 11 ヶ月女児例を通して～. 第 27

回小児集中治療ワークショップ; 2019 年 9 月; 大阪市, 日本. 

  



業績（発表） 

2018年度 

 

Doi Y ,Unita R. Pediatric preoperative anxiety, volume and acidity of gastric fluid in patients undergoing 

ambulatory surgery. American Society of Anesthesiology 2019 Annual Meeting; 2018 Oct; San 

Francisco, US. 

 

Doi Y, Unita R. Infant with subglottic cyst: Preoperative evaluation and anesthesia plan. American 

Society of Anesthesiology 2019 Annual Meeting; 2018 Oct; San Francisco, US. 

 

木本優希, 原田敦子, 宇津木玲奈, 福屋章悟, 前野和重, 宇都宮英綱, 千田恵理奈, 岡本豊子, 

黒川憲史, 田原慎太郎, 土居ゆみ, 久徳茂雄, 上田晃一. 頭蓋骨縫合早期癒合症手術における

輸血回避の因子についての検討. 日本脳神経外科学会第 77回学術総会; 2018 年 10 月; 仙台市, 

日本. 

 

田原慎太郎, 土居ゆみ, 宇仁田亮, 西田隆也, 三宅隆一郎, 濱崎豊. 頭蓋骨縫合早期癒合症手

術における術前鉄剤内服についての検討. 日本小児麻酔学会第 24 回大会; 2018.10; 神戸市, 

日本. 

 

山根弘美, 李崇至, 大西聡, 起塚庸, 田原慎太郎, 土居ゆみ, 岡本光正, 津川二郎. 咽頭異物に

より気道救急に陥った 11 ヶ月女児例. 第 51 回日本小児呼吸器学会; 2018.9; 札幌市, 日本. 

 

木本優希, 原田敦子, 宇津木玲奈, 福屋章悟, 前野和重, 宇都宮英綱, 千田恵理奈, 岡本豊子, 

黒川憲史, 田原慎太郎, 土居ゆみ, 久徳茂雄, 上田晃一. 頭蓋骨縫合早期癒合症手術における

輸血回避の因子についての検討. 第 14 回 Craniosynostosis 研究会; 2018 年 7 月; 安曇野市, 日

本. 

  



業績（発表） 

2017 年度 

 

石河慎也, 起塚庸, 大西聡, 橋村裕也, 土居ゆみ, 内山敬達, 棚野晃秀, 津川二郎, 西島栄治, 

南宏尚. 広範な腸管切除と集中治療によって救命し得た溶血性尿毒症症候群の 4 歳男児例. 

第 31 回近畿小児科学会; 2018 年 3 月; 大阪市, 日本. 

 

石河慎也, 起塚庸, 大西聡, 橋村裕也, 土居ゆみ, 内山敬達, 棚野晃秀, 津川二郎, 西島栄治, 

南宏尚. 広範な腸管切除と集中治療によって救命し得た溶血性尿毒症症候群の 4 歳男児例. 

第 45 回日本集中治療医学会; 2018 年 2 月; 千葉市, 日本. 

 

土居ゆみ, 宇仁田亮, 正本真子, 丸川愛子. 硬性性気管支鏡検査・治療のために全身麻酔を受

けた 90 名の患者背景の分析-声門下狭窄を避けるために-. 第 23 回日本小児麻酔学会; 2017 年

10 月; 博多市, 日本. 

 

濱崎豊, 土居ゆみ, 西田隆也, 三宅隆一郎. ファイファー症候群患児の機関切開術において術

中気管支ファイバーによる誘導が有効だった一症例. 第 23 回日本小児麻酔学会; 2017 年 10

月; 博多市, 日本. 

 

三宅隆一郎, 齋藤健一, 坂本元, 野住雄策, 西田隆也, 内藤嘉之, 土居ゆみ. Rastelli 術後の心室

性頻脈に対するマグネティックナビゲーションシステム下でのカテーテル焼灼術の麻酔経験. 

第 22 回日本心臓血管麻酔学会; 2017 年 9 月; 下野市, 日本. 

 

起塚庸, 森雅啓, 石河慎也, 山本和宏, 大西聡, 橋村裕也, 内山敬達, 土居ゆみ, 吉本昭, 南宏

尚. ドクターカーによる重症小児の病院間迎え搬送の試み. 第 116 回近畿救急医学研究会; 

2017 年 7 月; 京都市, 日本. 

 

土居ゆみ. 直近の上気道炎既往の小児の麻酔. 日本麻酔科学会第 64 回大会; 2017 年 6 月; 神

戸市, 日本. 


