
2001年学会発表

学会名 第１６回⽇本静脈栄養経腸学会

会期 2⽉8・9⽇

場所 神奈川

演題名 MMIHS患児における経腸栄養の試み

演者 ⾕川健

共同演者 深堀優，甲斐⽥章⼦，川⼝千晶，浅桐公男，秋吉建⼆郎，⽦⽥茂樹＊，つる知光，⽥中芳明，溝⼿博義

学会名 第３０回九州地区⼩児固形悪性腫瘍研究会

会期 2⽉24⽇

場所 福岡

演題名 腫瘍⽣検後，重症乳糜胸を呈し治療に難渋した肺・縦隔Lymphaniomatosisの１例

演者 深堀優

共同演者 ⽥中宏明，⼤⾕まり，秋吉建⼆郎，つる知光，⽥中芳明，⽦⽥茂樹＊，溝⼿博義

演題名 JPLT２プロトコールの術前化学療法が奏功し，完全切除し得た肝芽腫（PRETEXT-ＩＶ）の１例

演者 つる知光

共同演者 甲斐⽥章⼦，深堀優，浅桐公男，⽥中芳明，溝⼿博義，江⼝春彦＊，稲⽥浩⼦＊，中島収＊，神代正道＊

学会名 第３６回⽇本腹部救急医学会総会

会期 3⽉15・16⽇

場所 北九州

演題名 遅発性横隔膜ヘルニアの３例

演者 秋吉建⼆郎

共同演者 溝⼿博義，川⼝千晶，つる知光，⽦⽥茂樹＊，⽥中芳明

演題名 ⼩腸の障害度の判定としての消化管内PSP負荷試験

演者 川⼝千晶

共同演者 溝⼿博義，⽦⽥茂樹＊，⽥中芳明，つる知光，松野勝典，浅桐公男，秋吉建⼆郎

演題名 ⾊量定量化による腸管⾎流解析

演者 ⽦⽥茂樹＊

共同演者 秦洋⽂＊，つる知光，⽥中芳明，浅桐公男，秋吉建⼆郎，川⼝千晶，溝⼿博義，⽩⽔和雄＊

学会名 MMIHS患児における経腸栄養の試み

会期 3⽉31⽇

場所 沖縄

演題名 遅発性横隔膜ヘルニアの３例

演者 ⾕川健

共同演者 ⽥中芳明，深堀優，甲斐⽥章⼦，川⼝千晶，浅桐公男，秋吉建⼆郎，⽦⽥茂樹，つる知光，溝⼿博義

学会名 第１０１回⽇本外科学会総会

会期 4⽉11・12・13⽇

場所 宮城

演題名 ⼩児外科領域における真菌感染症の診断、治療へのアプローチ

演者 深堀優

共同演者 ⽦⽥茂樹＊，⼤⾕まり，甲斐⽥章⼦，朝川貴博，副島博⼦，浅桐公男，中溝博隆，秋吉建⼆郎，⽥中芳明，つる知光，溝⼿博義

演題名 ⼩児リンパ管系疾患の治療戦略-特にリンパ管腫と難治性リンパ管形態異常に対する外科的治療

演者 つる知光

共同演者 ⽥中宏明，⼤⾕まり，深堀優，秋吉建⼆郎，浅桐公男，⽦⽥茂樹＊，⽥中芳明，溝⼿博義

演題名 肝移植術前後のfollow upにおける肝脾volumetryおよびIGF-1測定による肝機能評価の有⽤性

演者 浅桐公男

共同演者 溝⼿博義，秋吉建⼆郎，⽦⽥茂樹＊，つる知光，⽥中芳明，

演題名 葛⻄⼿術後の肝移植例の検討

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義，浅桐公男，秋吉建⼆郎，つる知光，⽦⽥茂樹＊

演題名 デジタルビデオとコンピュータによる⾊調解析を応⽤した障害腸管の組織⾎量測定



演者 ⽦⽥茂樹＊

共同演者 秦洋⽂＊，荒⽊恒敏＊，⽩⽔泰昌＊，⾕川広⼀＊，⽩⽔和雄＊，浅桐公男，秋吉建⼆郎，⼤⾕まり，副島博⼦，深堀優，川⼝千
晶，⽥中芳明，つる知光，甲斐⽥章⼦，朝川貴博，⼩林英史，溝⼿博義

学会名 第３８回九州⼩児外科学会

会期 6⽉1・2⽇

場所 ⼤分

演題名 遅発性横隔膜ヘルニアの３例

演者 中溝博隆

共同演者 溝⼿博義，⾕川健，秋吉建⼆郎，浅桐公男，⽦⽥茂樹＊，つる知光，⽥中芳明

演題名 当科における⼩児急性⾍垂炎の検討〜穿孔性⾍垂炎を中⼼に〜

演者 副島博⼦

共同演者 溝⼿博義，⾕川健，秋吉建⼆郎，浅桐公男，⽦⽥茂樹＊，つる知光，⽥中芳明

学会名 第３８回⽇本⼩児外科学会総会

会期 6⽉7・8・9⽇

場所 東京

演題名 葛⻄⼿術後の肝移植例の検討

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義，深堀優，⾕川健，秋吉建⼆郎，浅桐公男，つる知光，⽦⽥茂樹＊

演題名 胃重複症の１症例

演者 川⼝千晶

共同演者 溝⼿博義，⾚岩正夫＊，中村康寛＊，檜垣浩⼀＊

演題名 当科における⼩児急性⾍垂炎の検討〜穿孔性⾍垂炎を中⼼に〜

演者 浅桐公男

共同演者 溝⼿博義，⽥中宏明，⼤⾕まり，深堀優，秋吉建⼆郎，⽦⽥茂樹＊，つる知光，⽥中芳明

演題名 過去２１年間の当科における肝腫瘍，特に肝芽腫についての臨床的検討

演者 つる知光

共同演者 甲斐⽥章⼦，深堀優，浅桐公男，秋吉建⼆郎，⽦⽥茂樹＊，⽥中芳明，溝⼿博義，稲⽥浩⼦＊，⼤園秀⼀＊，江⼝春彦＊

演題名 腫瘍⽣検後乳糜胸⽔の治療に難渋した縦隔Lymphangiomatosisの１例

演者 深堀優

共同演者 溝⼿博義，⽥中宏明，⼤⾕まり，浅桐公男，秋吉建⼆郎，⽦⽥茂樹＊，⽥中芳明，つる知光

演題名 Veno-occlusive diseaseを呈した１例

演者 秋吉建⼆郎

共同演者 溝⼿博義，深堀優，⾕川健，浅桐公男，川⼝千晶，つる知光，⽥中芳明，⽦⽥茂樹＊

学会名 第２４回⽇本栄養アセスメント研究会

会期 6⽉9⽇

場所 東京

演題名 ⾎中Diamine Oxidase活性の化学療法および腸切除による影響について

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義，⾕川健，秋吉建⼆郎，浅桐公男，つる知光

学会名 第１５回⽇本⼩児救急医学会

会期 6⽉22・23⽇

場所 千葉

演題名  

演者 副島博⼦

共同演者  

学会名 第３８回⽇本外科代謝栄養学会

会期 7⽉6・7⽇

場所 千葉

演題名 ⾎中Diamine Oxidase活性の化学療法および腸切除による影響について

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義，⾕川健，つる知光，⽦⽥茂樹＊



演題名 MMIHS患児における経腸栄養の試み

演者 ⾕川健

共同演者 深堀優，甲斐⽥章⼦，川⼝千晶，浅桐公男，秋吉建⼆郎，⽦⽥茂樹＊，つる知光，⽥中芳明，溝⼿博義

学会名 第５６回⽇本消化器外科学会総会

会期 7⽉25・26・27⽇

場所 秋⽥

演題名 当科における⼩児肝腫瘍，特に肝芽腫についての治療成績の変遷

演者 つる知光

共同演者 ⾕川健，浅桐公男，⽥中芳明，溝⼿博義

学会名 第２４回在宅経腸栄養（HEN）研究会

会期 9⽉8⽇

場所 ⼤阪

演題名 術前および術後栄養管理に苦慮したクレチン症、Down症候群合併Gross-A型⾷道閉鎖症の１例

演者 朝川貴博

共同演者 秋吉建⼆郎，つる知光，⽥中芳明，溝⼿博義

学会名 第２４回膵胆管合流異常研究会

会期 9⽉8⽇

場所 東京

演題名 ⼩児胆道系疾患領域におけるMRCPの有⽤性について

演者 中溝博隆

共同演者 溝⼿博義，⽥中宏明，副島博⼦，⾕川健，秋吉建⼆郎，浅桐公男，つる知光，⽥中芳明

学会名 第３７回⽇本腹部救急医学会総会

会期 9⽉13・14⽇

場所 北海道

演題名 当科における⼩児急性⾍垂炎の検討〜穿孔性⾍垂炎を中⼼に〜

演者 浅桐公男

共同演者 溝⼿博義，秋吉建⼆郎，つる知光，⽥中芳明，⽦⽥茂樹＊

演題名 Meckel憩室に起因した⼩児絞扼性イレウスの１例

演者 秋吉建⼆郎

共同演者 ⽥中芳明，川⼝千晶，浅桐公男，つる知光，⽦⽥茂樹＊，溝⼿博義

演題名 ⼩児外科領域における腹部救急疾患治療上の輸液システムの問題点と対策

演者 つる知光

共同演者 浅桐公男，秋吉建⼆郎，川⼝千晶，松野勝典，⽦⽥茂樹＊，⽥中芳明，溝⼿博義

演題名 腹部緊急⼿術時⼩腸瘻造設術後の肛⾨側消化管を⽤いた栄養管理

演者 ⽦⽥茂樹＊

共同演者  

学会名 第３１回九州⼩児外科研究会

会期 9⽉22⽇

場所 福岡

演題名 当科における穿孔性⾍垂炎の検討

演者 朝川貴博

共同演者 溝⼿博義，浅桐公男，秋吉建⼆郎，つる知光，⽥中芳明，⽦⽥茂樹＊

学会名 第１回福岡栄養研究会

会期 9⽉28⽇

場所 福岡

演題名 ⼩腸の機能

演者 ⽥中芳明

備考 教育講演

学会名 第１２回⽇本⼩児外科学会QOL研究会

会期 10⽉5⽇

場所 ⾦沢



演題名 新⽣児巨⼤リンパ管腫の治療とQOL

演者 深⽔志⽣⼦

共同演者 緒⽅宏美，平⽥宗，⽥中宏明，朝川貴博，中溝博隆，⾕川健，秋吉建⼆郎，浅桐公男，つる知光，⽥中芳明，溝⼿博義

学会名 第６３回⽇本臨床外科学会総会

会期 10⽉10・11・12⽇

場所 神奈川

演題名 ⼩児リンパ管系異常疾患の治療成績と術後QOL〜特に外科治療のタイミングとQOLとの関係に関して〜

演者 つる知光

共同演者 深堀優，⾕川健，中溝博隆，浅桐公男，秋吉建⼆郎，⽦⽥茂樹＊，⽥中芳明，溝⼿博義

演題名 周術期栄養管理上の諸問題

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義，副島博⼦，⾕川健，中溝博隆，秋吉建⼆郎，浅桐公男，つる知光，⽦⽥茂樹＊，太⽥宣康＊，中村強＊

演題名 当科における⼩児急性⾍垂炎の検討〜穿孔性⾍垂炎を中⼼に〜

演者 浅桐公男

共同演者 溝⼿博義，秋吉建⼆郎，つる知光，⽥中芳明，⽦⽥茂樹＊

演題名 Meckel憩室に起因した⼩児絞扼性イレウスの１例

演者 平⽥宗

共同演者 ⽥中芳明，緒⽅宏美，深⽔志⽣⼦，⾕川健，秋吉建⼆郎，浅桐公男，つる知光，⽦⽥茂樹＊，溝⼿博義

学会名 第１７回⽇本⼩児外科学会秋季シンポジウム

会期 11⽉17⽇

場所 埼⽟

演題名 MMIHS患児における経腸栄養の試み

演者 ⾕川健

共同演者 深堀優，甲斐⽥章⼦，川⼝千晶，浅桐公男，秋吉建⼆郎，⽦⽥茂樹＊，つる知光，⽥中芳明，溝⼿博義

演題名 胆道閉鎖症に対する肝移植術の有⽤性に関する検討

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義，⾕川健，秋吉建⼆郎，浅桐公男，つる知光

学会名 第１４回⽇本外科感染症研究会

会期 11⽉30⽇

場所 千葉

演題名 胆道閉鎖症術後患児の上⾏先胆管炎に対する薬剤の選択

演者 中溝博隆

共同演者 溝⼿博義，⽥中芳明，つる知光，浅桐公男，秋吉建⼆郎，⾕川健，朝川貴博

学会名 第２８回⽇本胆道閉鎖症研究会

会期 12⽉1⽇

場所 京都

演題名 胆道閉鎖症肝⾨部結合織病理所⾒における予後の検討〜胆管径と胆管密度について

演者 朝川貴博

共同演者 ⽥中芳明，浅桐公男，中溝博隆，⾕川健，副島博⼦，溝⼿博義，⿅⽑政義＊

演題名 胆道閉鎖症術後患児における肝⾎流の検討

演者 ⾕川健

共同演者 ⽥中芳明，中溝博隆，朝川貴博，平⽥宗，緒⽅宏美，深⽔志⽣⼦，秋吉建⼆郎，浅桐公男，つる知光，溝⼿博義

学会名 第１７回⽇本⼩児がん学会

会期 12⽉4・5⽇

場所 東京

演題名 当科における肝芽腫に対する治療成績の変遷

演者 つる知光

共同演者 緒⽅宏美，深⽔志⽣⼦，平⽥宗，⽥中宏明，朝川貴博，中溝博隆，溝⼿博義，稲⽥浩⼦＊，江⼝春彦＊

演題名 胆道閉鎖症術後患児における肝⾎流の検討

演者 緒⽅宏美

共同演者 ⼩児リンパ管系疾患の治療戦略〜特にリンパ管腫と難治性リンパ管形態異常に対する外科的治療〜



学会名 第３７回⽇本移植学会総会

会期 12⽉15・16⽇

場所 東京

演題名 ラット肝移植時における⽣体顕微鏡下肝類洞微⼩循環解析

演者 ⾕川廣⼀＊

共同演者 ⽦⽥茂樹＊，⽩⽔泰昌＊，浅桐公男，秋吉建⼆郎，溝⼿博義，⽩⽔和雄＊


