
2002年学会発表

学会名 第 17 回 ⽇本静脈経腸栄養学会

会期 1 ⽉ 31-2/1 ⽇

場所 熊本

演題名 ⼩児外科術後患児に対するn-3系多価不飽和脂肪酸rich経腸栄養剤投与の検討

演者 ⾕川 健

共同演者 溝⼿博義、朝川貴博、⾕川健、中溝博隆、浅桐公男、秋吉建⼆郎、つる知光

演題名 ＭＭＩＨＳ患児における経腸栄養の試み

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 31 回 九州⼩児固形悪性腫瘍研究会

会期 2⽉23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 つる 知光

共同演者 深⽔志⽣⼦、朝川貴博、⼩林英史、深堀優、中溝博隆、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

演題名 術後に乳糜胸を発症した後腹膜奇形腫の⼀例

演者 中溝博隆

共同演者 つる知光、深⽔志⽣⼦、朝川貴博、⼩林英史、深堀優、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

学会名 第14回 ⽇本⼩腸移植研究会

会期 3⽉8⽇

場所 千葉

演題名 MMIHS患者の管理

演者 ⽦⽥茂樹

共同演者 ⽩⽔和雄、⾕川健、深堀優、甲斐⽥章⼦、川⼝千晶、浅桐公男、秋吉建⼆郎、つる知光、⽥中芳明、溝⼿博義

学会名 第 38 回 ⽇本腹部救急医学総会

会期 3⽉21-22⽇

場所 下関

演題名 腹壁異常症に対する２層ポリプロピレンメッシュの使⽤経験

演者 つる 知光

共同演者 秋吉建⼆郎、浅桐公男、松野勝典、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 胎児期の腸重積症による胎便性腹膜炎の⼀例

演者 深⽔志⽣⼦

共同演者 松野勝典、つる知光、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 刺創を受けた⼩児のメンタルケア

演者 ⽥中宏明

共同演者 ⽦⽥茂樹、檜垣賢作*、秦洋⽂*、真栄城兼誉*、坂本照雄*、加来信雄*、溝⼿博義*、⾼度救命救急センター

学会名 第 27 回 九州外科代謝・栄養研究会

会期 3 ⽉ 30 ⽇

場所 ⼤分

演題名 Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome 患児における経腸栄養の試み

演者 朝川貴博

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

演題名 ⼩腸瘻造設後の⼩腸瘻肛⾨側を⽤いた栄養管理の⼯夫

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、中溝博隆、秋吉建⼆郎、つる知光、⽦⽥茂樹

演題名 ⼩児の経⽪内視鏡的胃瘻造設術とその利⽤

演者 ⼩林英史

共同演者 溝⼿博義、秋吉建⼆郎、浅桐公男、つる知光、⽥中芳明

学会名 第 102 回 ⽇本外科学会



会期 4 ⽉ 11-13 ⽇

場所 京都

演題名 胆道閉鎖症の術後晩期合併症の検討－殊に肝移植術の有効性について－

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義、朝川貴博、⾕川 健、中溝博隆、浅桐公男、秋吉建⼆郎、つる 知光

演題名 ⼩児悪性腫瘍におけるテロメラーゼ活性および⾎中ポリアミン予後との相関

演者 つる 知光

共同演者 浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

演題名 ⼩児外科術後患者に対するn-3系多価不飽和脂肪酸rich経腸栄養剤投与の検討

演者 秋吉建⼆郎

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、浅桐公男、川⼝千晶、つる 知光、⽦⽥茂樹*  ＊外科

演題名 過冷却によるラット肝保存の実験的研究

演者 浅桐公男

共同演者 浅桐公男 ⽦⽥茂樹、⾕川廣⼀*、秋吉建⼆郎、溝⼿博義    ＊外科

演題名 胆道閉鎖症術後の上⾏性胆管炎に対する抗菌剤の選択

演者 中溝博隆

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

演題名 ⾊調解析による術中⼩腸組織⾎流測定と組織酸素飽和度測定

演者 ⽦⽥茂樹*

共同演者 ⽦⽥茂樹* 秦 洋⽂*、⾕川廣⼀*、⽩⽔泰昌*、⽩⽔和雄*、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、つる 知光、⾕川 健、溝⼿
博義 ＊外科 

学会名 第 35 回 環太平洋⼩児外科学会

会期 5 ⽉ 12-16 ⽇

場所 サンディエゴ

演題名 Computed color analysis is useful to evaluate blood flow in intestine injured by ischemiareperfusion stress

演者 ⽦⽥茂樹

共同演者 Hata H, Mizote H, Shirouzu K, Yano H

学会名 第 25 回 ⽇本栄養アセスメント研究会

会期 5 ⽉ 25 ⽇

場所 福岡

演題名 Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome 患児における間接的熱量測定の試み

演者 朝川貴博

共同演者 ⽥中芳明、⽥中宏明、中溝博隆、⾕川健、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽦⽥茂樹、つる知光、溝⼿博義

学会名 第 39 回 九州⼩児外科学会

会期 6 ⽉ 1 ⽇

場所 沖縄

演題名 当科における先天性腸閉鎖症の検討

演者 朝川貴博

共同演者 ⽥中芳明、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39回⽇本⼩児外科学会

会期 6⽉5-7⽇

場所 東京

演題名 ⼩児腹部外傷-殊に、⼗⼆指腸壁内⾎腫および外傷性膵炎のPrimary care-

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義、秋吉建⼆郎、浅桐公男、つる知光、⽦⽥茂樹

演題名 Ｗｉｌｍｓ腫瘍治療成績の変遷-⾎中ポリアミンとテロメラーゼ活性の知⾒を含めて

演者 つる 知光

共同演者 ⽥中宏明、朝川貴博、⼩林英史、深堀優、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 胎児期の腸重積症が原因と考えられた胎便性腹膜炎の⼀例

演者 秋吉建⼆郎

共同演者 深⽔志⽣⼦、平⽥宗、朝川貴博、⾕川健、中溝博隆、浅桐公男、つる知光、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義



演題名 臓器過冷却保存の実験的研究

演者 浅桐公男

共同演者 秋吉建⼆郎、つる知光、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

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、朝川貴博、平⽥宗、緒⽅宏美、深⽔志⽣⼦、深堀優、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、つる知光、溝⼿博義

演題名 胆道閉鎖症術後における上⾏性胆管炎の予後と治療⽅針

演者 中溝博隆

共同演者 ⽥中芳明、⽥中宏明、朝川貴博、⼩林英史、深堀優、浅桐公男、⽦⽥茂樹、つる知光、溝⼿博義

演題名 過去20年間の当科における神経芽腫症例の検討

演者 深堀 優

共同演者 つる知光、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、稲⽥浩⼦*、江⼝春彦* *⼩児科

演題名 当科における術後イレウスの検討

演者 ⼩林英史

共同演者 溝⼿博義、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽦⽥茂樹、つる知光、⽥中芳明

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

演者 朝川貴博

共同演者 ⽥中芳明、⾕川健、中溝博隆、浅桐公男、秋吉建⼆郎、つる知光、⽦⽥茂樹、溝⼿博義、⿅⽑政義* *病理学

演題名 刺創を受けた⼩児に対する精神的、⾝体的ケア

演者 ⽥中宏明*

共同演者 ⽦⽥茂樹、檜垣賢作、秦洋⽂、真栄城兼誉、坂本照雄、加来信雄、溝⼿博義*  
*⼩児外科（他 ⾼度救命救急センター外科）

演題名 穿孔部位不明の腹腔内遊離ガスで発症した⼗⼆指腸前⾨脈、胃逆位、腸回転異常の⼀例

演者 深⽔志⽣⼦

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

演題名 短腸症候群における空腸残存と回腸残存での糖質吸収能の差異

演者 川⼝千晶

共同演者 つる知光、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、浅桐公男、溝⼿博義

学会名 第39回⽇本外科代謝栄養学会

会期 7⽉4-5⽇

場所 兵庫

演題名 軽度から中等度の⼩児脱⽔症に対する経⼝輸液療法剤（ＯＳ-1）投与の試み

演者 つる 知光

共同演者 ⽥中宏明、朝川貴博、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 ラット肝過冷却保存の有⽤性の検討

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 短腸症候群において空腸残存時と回腸残存時では糖質吸収代償過程が異なる

演者 川⼝千晶

共同演者 ⽦⽥茂樹*、つる知光、⽥中芳明、⾕川廣⼀*、溝⼿博義、⽩⽔和雄* *外科

演題名 虚⾎・再灌流障害時の肝類洞⾎流

演者 ⽦⽥茂樹

共同演者 ⾕川廣⼀、⽩⽔和雄、浅桐公男*、秋吉建⼆郎*、⽥中芳明*、つる知光*、溝⼿博義* *⼩児外科

学会名 第17回在宅静脈栄養（ＨＰＮ）研究会

会期 9⽉28⽇

場所 横浜

演題名 ガストロエンテリックチューブを使⽤した⼩児在宅経腸栄養管理の利点と問題点

演者 ⼩森登志江

共同演者 つる知光、⽯井信⼆、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、⼤⾕まり、副島博⼦、中溝博隆、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

学会名 第32回九州⼩児外科研究会



会期 9⽉28⽇

場所 ⻑崎

演題名 慢性便秘患児に対する診断治療⽅針

演者 甲斐⽥章⼦

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、つる知光、秋吉建⼆郎、中溝博隆

学会名 第25回⽇本膵管胆道合流異常研究会

会期 10⽉5⽇

場所 ⼤阪

演題名 背側膵管分枝の胃内への開⼝を認めた完全膵管癒合不全（膵管⾮癒合）の⼀例

演者 ⼤⾕まり

共同演者 深堀優、朝川貴博、⼩林英史、中溝博隆、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、豊永純* *消
化器病センター

学会名 第13回⽇本⼩児外科QOL研究会

会期 10⽉26⽇

場所 千葉

演題名 先天性⾷道閉鎖症、鎖肛術後⻑期フォロー患者の排便管理とメンタルケア

演者 甲斐⽥章⼦

共同演者 溝⼿博義、⽮野博道*、甲斐⽥徹*、⼩⽥哲⽣* *⼤牟⽥記念病院

演題名 顔⾯形成不全を呈した児と家族の愛着形成へ向けての援助

演者 ⻄川好美

共同演者 河野恵美⼦、近藤⾹織、⼭⽥真紀、秋⼭良⼦、林千代⾹、甲斐⽥章⼦*、溝⼿博義* *⼩児外科  （他 ⼩児外科病棟）

学会名 第18回Congress of the Asian Association of Pediatric Surgeons

会期 10⽉27-30⽇

場所 シンガポール

演題名 TRANSANAL BALLOON-TIPPED CATHETER COLOSTOMY FOR ONE-STAGE OPERATION IN PATIENTS WITH
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE

演者 副島博⼦*,**

共同演者 Sanabe N*,Sasaki K*,Higashimoto Y*,Iwai J*,Etoh T*,Mizote H** 
* 千葉県こども病院  ** 久留⽶⼤学⼩児外科

学会名 第24回⽇本臨床栄養学会

会期 11⽉11-12⽇

場所 ⼤阪

演題名 創傷治癒促進因⼦を⽤いた褥瘡患者の栄養管理-2症例の治療報告-

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義、甲斐⽥徹*     *⼤牟⽥記念病院外科

学会名 第49回⽇本栄養改善学会

会期 11⽉13-15⽇

場所 沖縄

演題名 免疫栄養学の新たなる展開

演者 ⽥中芳明

共同演者  

学会名 第64回⽇本臨床外科学会

会期 11⽉13-15⽇

場所 東京

演題名 ⼩児固形腫瘍における⾎中ポリアミン分画と腫瘍内telomerase活性測定の臨床的有⽤性

演者 つる 知光

共同演者 ⼩森登志江、⽯井信⼆、⼤⾕まり、中溝博隆、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 肝類洞Zone別評価によるラット肝過冷却保存の有⽤性の検討

演者 浅桐公男

共同演者 秋吉建⼆郎、つる知光、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

演題名 難治性⼗⼆指腸潰瘍を合併した先天性⾨脈圧亢進症の⼀例

演者 中溝博隆

共同演者 ⽥中宏明、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、溝⼿博義



演題名 出⽣前に発⾒されたNeuroblastomaの⼀症例

演者 ⽥中宏明

共同演者 秋吉建⼆郎、浅桐公男、つる知光、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 出⽣前に発⾒されたPleuropulmonary blastoma の⼀例

演者 ⽯井信⼆

共同演者 ⼩森登志江、朝川貴博、深堀優、つる知光、溝⼿博義

学会名 第29回⽇本胆道閉鎖症研究会

会期 11⽉23⽇

場所 東京

演題名 肝障害患児における微量ミネラル補給飲料投与の効果

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、副島博⼦、⼤⾕まり、中溝博隆

演題名 下垂体機能障害による成⻑発育不全を来した⼀例

演者 朝川貴博

共同演者 ⽥中芳明、副島博⼦、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、つる知光、溝⼿博義

学会名 第29回⽇本低温医学会

会期 11⽉25-26⽇

場所 岐⾩

演題名 ラット肝過冷却保存の有⽤性の検討

演者 浅桐公男

共同演者 秋吉建⼆郎、つる知光、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

学会名 第18回⽇本⼩児がん学会

会期 11⽉28-29⽇

場所 福岡

演題名 後腹膜未熟奇形腫術後に乳糜胸⽔を発症したNoonan症候群の1例

演者 つる 知光

共同演者 朝川貴博、中溝博隆、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 Kasabach-Merrit症候群を呈し、放射線療法が箸効した右頚部⾎管腫の1例

演者 朝川貴博

共同演者 つる知光、⼩森登志江、⽯井信⼆、⼤⾕まり、甲斐⽥章⼦、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

演題名 胎児超⾳波検査で発⾒された胸膜肺芽腫の⼀例

演者 ⼩森登志江

共同演者 つる知光、⽯井信⼆、朝川貴博、深堀優、中溝博隆、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、溝⼿博義

学会名 第15回⽇本外科感染症研究会

会期 11⽉29⽇

場所 東京

演題名 MMIHS患児の⻑期IVH管理におけるブロビアックカテーテルの有⽤性の検討

演者 甲斐⽥章⼦

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、つる知光、秋吉建⼆郎、中溝博隆、⼤⾕まり、副島博⼦、朝川貴博、⽯井信⼆、⼩森登志江

学会名 第13回⽇本⼩児呼吸器外科研究会

会期 12⽉6-7⽇

場所 兵庫

演題名 出⽣前診断し、縮⼩傾向を⽰した先天性嚢胞性腺腺腫様奇形の2例

演者 副島博⼦

共同演者 ⽯井信⼆、⼩森登志江、⼤⾕まり、中溝博隆、秋吉建⼆郎、つる知光、⽥中芳明、溝⼿博義

学会名 第18回World Congress of International Society for Digestive Surgery

会期 12⽉8-11⽇

場所 ⾹港

演題名 The Diagnosis of Pancreaticobiliary maljunction(PBM) using Magnetic Resonance Cholangiopancreatography
(MRCP)

演者 つる 知光

共同演者 溝⼿博義、中溝博隆、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、⽥中芳明



演題名 The Utility of Nonfreezing Subzero Storage in Rat Liver Preservation. Thermonal and Zonal Difference in -0.5°c vs
4°c

演者 浅桐公男

共同演者 秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、溝⼿博義


