
2003年学会発表

学会名 第18回⽇本静脈経腸栄養学会

開催⽇ 2⽉13-14⽇

場所 岩⼿

演題名 微量元素補給飲料の肝障害ならびに2型糖尿病に対する効果

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、秋吉建⼆郎、つる知光

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 朝川貴博、甲斐⽥章⼦、⼤⾕まり、副島博⼦、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

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、⾕川健、副島博⼦、⼤⾕まり、中溝博隆、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33回⽇本⼩児消化管機能研究会

開催⽇ 2⽉15⽇

場所 ⽯川

演題名 術後早期の腸管栄養の是⾮について

演者 副島博⼦

共同演者 朝川貴博、甲斐⽥章⼦、⼤⾕まり、中溝博隆、浅桐公男、⽦⽥茂樹、つる知光、⽥中芳明、溝⼿博義

学会名 第32回⼩児固形悪性腫瘍研究会

開催⽇ 2⽉22⽇

場所 福岡

演題名 尿中VMA,HVAの上昇を認めなかった進⾏神経節芽腫の⼀例

演者 緒⽅宏美

共同演者 つる知光、⽯井信⼆、甲斐⽥章⼦、浅桐公男、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 Kasabach-Merritt症候群を呈し、放射線療法が著効した右頚部⾎管腫の⼀例

演者 朝川貴博

共同演者 つる知光、⼤⾕まり、浅桐公男、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

学会名 第28回九州外科代謝栄養研究会

開催⽇ 3⽉8⽇

場所 佐賀

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、⾕川健、副島博⼦、⼤⾕まり、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽦⽥茂樹、つる知光、溝⼿博義

演題名 当院におけるNST活動について

演者 坂⼝美紀（栄）

共同演者
栄養部︓⼤塚百⾹、岩崎昌⼦、⽥中粋⼦、三原壽⼦/外科︓⽯橋⽣哉/ 
⼩児外科︓⽥中芳明、溝⼿博義/看護部︓森美和⼦、江崎仁美、酒井真理、⽊村真喜⼦、⻑⿇依⼦、中島昭⼦、仕明貴⼦/ 
薬剤部︓井上光鋭、⼭⽥ 卓

演題名 当病棟の経腸栄養看護の実際〜昨年の症例を振り返って〜

演者 表 潤⼦

共同演者 病棟︓牧真理⼦、⽩⽔悦⼦、秋⼭良⼦、林千代⾹ 
⼩児外科︓中溝博隆、⽥中芳明、溝⼿博義

学会名 第39回⽇本腹部救急医学会総会

開催⽇ 4⽉17-18⽇

場所 弘前

演題名 新⽣児腹膜炎の診断上の問題点

演者 中溝博隆

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、つる知光、⽦⽥茂樹、秋吉建⼆郎、副島博⼦

演題名 動脈塞栓術により⽌⾎し得た交通外傷による膣出⾎の1例

演者 副島博⼦

共同演者 中溝博隆、秋吉建⼆郎、つる知光、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義



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による難治性膵炎の1例

演者 ⽦⽥茂樹

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、つる知光、深堀優、⼤⾕まり、⽩⽔和雄、⻘柳成明、豊永純

学会名 第26回⽇本栄養アセスメント研究会

開催⽇ 5⽉9-10⽇

場所 徳島

演題名 微量元素補給飲料及びCoQ10補給の肝障害ならびに2型糖尿病に対する効果

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義、朝川貴博、⼩林英史、副島博⼦、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、つる知光、⽦⽥茂樹

学会名 第36回環太平洋⼩児外科学会

開催⽇ 5⽉12-16⽇

場所 シドニー

演題名 Oral intake of trace elements enriched supplement might reduce intrahepatic peroxidation stress in postoperative
biliary atresia patients

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、⽮野博道

演題名 Subzero nonfreezing storage might be superior to conventional 4 degrees C strage in rat liver transplantation

演者 浅桐公男

共同演者 ⽦⽥茂樹、⽥中芳明、つる知光、秋吉建⼆郎、溝⼿博義、⽮野博道

学会名 第30回⽇本臓器保存⽣物医学会

開催⽇ 5⽉23-24⽇

場所 仙台

演題名 ラット保存肝の保存温度別、ZONE別での保存障害および再灌流障害

演者 浅桐公男

共同演者 ⾕川廣⼀＊、中溝博隆、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、⽦⽥茂樹＊、⽩⽔和雄＊、溝⼿博義 ＊外科

演題名 肝虚⾎再灌流障害時の活性酸素発⽣と微⼩循環障害の類洞別差異

演者 ⽦⽥茂樹

共同演者 ⾕川廣⼀、⽩⽔和雄、浅桐公男＊、溝⼿博義＊  ＊⼩児外科

学会名 第40回九州⼩児外科学会

開催⽇ 5⽉24⽇

場所 北九州

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 甲斐⽥章⼦、朝川貴博、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、溝⼿博義

演題名 第1・第2鰓⼸症候群患児とその家族の愛着形成への過程

演者 甲斐⽥章⼦

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、つる知光、⽦⽥茂樹＊、浅桐公男、中溝博隆、副島博⼦、⼩林英史 ＊外科

学会名 第40回⽇本⼩児外科学会

開催⽇ 5⽉28-30⽇

場所 京都

演題名 慢性肝障害患児における酸化ストレスとその抑制ー微量元素の補給効果ー

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、中溝博隆、浅桐公男、つる知光、⽦⽥茂樹

演題名 新しい経⼝補液剤を⽤いた⼩児に対する⽔・電解質補給効果の臨床的検討

演者 つる 知光

共同演者 ⽯井信⼆、甲斐⽥章⼦、中溝博隆、浅桐公男、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 ⼩児⼤腿ヘルニアの２例

演者 秋吉建⼆郎＊

共同演者 ⼤塩猛⼈＊、⽇野昌雄＊、新居章＊、溝⼿博義 ＊国⽴療養所⾹川⼩児病院

演題名 当院における漏⽃胸⼿術の変遷と周術期の問題点

演者 浅桐公男



共同演者 ⼤⾕まり、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、つる知光、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 当科で経験した停留睾丸159例の検討

演者 中溝博隆

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、つる知光、⽦⽥茂樹、浅桐公男、⼤⾕まり、甲斐⽥章⼦、平⽥宗、⽯井信⼆

演題名 先天性結腸閉鎖症の1症例ー当科経験例を含めた検討

演者 ⼤⾕まり

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、つる知光、浅桐公男、中溝博隆、甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆、平⽥宗、⽦⽥茂樹＊（外科）、前野泰樹＊＊
（NICU）

演題名 第1・第2鰓⼸症候群患児とその家族の愛着形成への過程〜患児が⾃宅へ帰るための⽀援

演者 甲斐⽥章⼦

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、つる知光、⽦⽥茂樹＋、浅桐公男、中溝博隆、副島博⼦、⼩林英史、緒⽅宏美、⽯井信⼆ ＊外科

演題名 尿中VMA，HVAが正常であった6歳進⾏神経節芽腫の１例

演者 緒⽅宏美

共同演者 つる知光、⽯井信⼆、甲斐⽥章⼦、副島博⼦、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、溝⼿博義、⾕川健＋、⿅⽑政義＊  ＊病理

演題名 特異的癒着形態により内ヘルニアを発症し吐下⾎にて発⾒された腸回転異常症の1症例〜⽂献的考察を含めて〜

演者 ⽯井信⼆

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

学会名 第103回⽇本外科学会

開催⽇ 6⽉4-6⽇

場所 札幌

演題名 新しい経⼝補液剤を⽤いた⼩児に対する⽔・電解質補給効果の臨床的検討

演者 つる 知光

共同演者 中溝博隆、浅桐公男、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 ラット保存肝の保存温度別、肝⼩葉ZONE別での保存障害および再灌流障害に関する研究

演者 浅桐公男

共同演者 ⽦⽥茂樹、秋吉建⼆郎、溝⼿博義

演題名 過去14年間に経験したHirschsprung病の検討

演者 中溝博隆

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、つる知光、⽦⽥茂樹、浅桐公男、⾚岩正夫＊、朝川貴博＊ 
＊聖マリア病院⼩児外科

学会名 第17回⽇本⼩児救急医学会

開催⽇ 6⽉21-22⽇

場所 さいたま

演題名 特異的癒着形態により内ヘルニアを発症し吐下⾎にて発⾒された腸回転異常症の1例

演者 ⽯井信⼆

共同演者 溝⼿博義、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、つる知光、浅桐公男、中溝博隆、⼩林英史、甲斐⽥章⼦

学会名 第40回⽇本外科代謝栄養学会

開催⽇ 7⽉3-4⽇

場所 福岡

演題名 肝の冷虚⾎・再灌流障害時の類洞⾎流速度・活性酸素発⽣はzoneにより異なる

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＊、中溝博隆＊、つる知光＊、⽥中芳明＊、溝⼿博義＊  ＊⼩児外科

演題名 微量元素およびコエンザイムQ10投与の肝障害ならびに2型糖尿病に対する効果

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、つる 知光、⽦⽥茂樹

学会名 第58回⽇本消化器外科学会

開催⽇ 7⽉16-18⽇

場所 東京

演題名 ⽣後2⽇に消化管穿孔にて発症した回腸多発ポリープの1症例

演者 浅桐公男

共同演者 ⽯井信⼆、⼩林英史、つる 知光、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義



演題名 肝虚⾎再灌流障害時,活性酸素発⽣と微⼩循環障害の類洞別差異

演者 ⽦⽥茂樹

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

学会名 第33回九州⼩児外科研究会

開催⽇ 8⽉30⽇

場所 福岡

演題名 学童期に粘⾎便で発症した⾮特異性出⾎性腸炎の１例

演者 ⼩森登志江

共同演者 ⼩林英史、中溝博隆、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11回ヨーロッパ移植学会

開催⽇ 9⽉19-23⽇

場所 ベニス

演題名 Subzero nonfreezing storage might be superior to conventional 4 degrees C strage in rat liver transplantation

演者 浅桐公男

共同演者 ⾕川廣⼀＊、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、つる知光、⽩⽔和雄＊、⽦⽥茂樹＊、溝⼿博義 
＊外科

学会名 第14回⽇本⼩児QOL研究会

開催⽇ 10⽉11⽇

場所 ⾹川

演題名 経管栄養法の⼯夫-ガストロエンテリックチューブの適応と問題点

演者 浅桐公男

共同演者 秋吉建⼆郎、つる 知光，⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

演題名 出⽣後より⻑期⼊院している患児の退院・在宅管理に向けて〜⺟親指導を⾏って〜

演者 ⼭⽥真紀

共同演者 久富美由紀、古賀美誉⼦、表潤⼦、秋⼭良⼦、⼩野緑、秋吉建⼆郎＊、溝⼿博義＊ 
＊⼩児外科

学会名 第39回⽇本移植学会総会

開催⽇ 10⽉26-28⽇

場所 ⼤阪

演題名 ラット肝保存における過冷却保存の有⽤性

演者 浅桐公男

共同演者 秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹＊、⽩⽔和雄＊、溝⼿博義 ＊外科

学会名 第19回⽇本⼩児がん学会

開催⽇ 11⽉27-28⽇

場所 東京

演題名 病理診断に難渋した良性肝腫瘍の⼀例

演者 深堀 優

共同演者 つる 知光、⼩森登志江、⽥中宏明、⼩林英史、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

学会名 第30回⽇本胆道閉鎖症研究会

開催⽇ 12⽉6⽇

場所 秋⽥

演題名 胆道閉鎖症術後の酸化ストレス障害に対するCoenzyme(Co)Q10の効果

演者 ⽥中芳明

共同演者 溝⼿博義、⽥中宏明、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽦⽥茂樹

演題名 胆道閉鎖症術後患児における酸化ストレスと成⻑発育障害

演者 ⽥中宏明

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


