
2004年学会発表

第19回⽇本静脈経腸栄養学会（H16.1.29〜30、⼤阪）

⽥中芳明

重症⼼⾝障害者の経腸栄養管理 
- 酸化ストレスに対するn-3系多価不飽和脂肪酸⾼含有経腸栄養剤の投与効果 -

第33回九州地区⼩児固形悪性腫瘍研究会（H16.2.21、福岡）

深堀 優、鋭 知光、⼩林英史、浅桐公男、⽥中芳明、溝⼿博義

病理診断に難渋した肝間葉性過誤腫の1例

深⽔志⽣⼦、鋭 知光、⽥中宏明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

早発思春期症を呈した卵巣顆粒膜細胞腫の1例

第1回JＷiTS研究会（H16.2.21、東京）

鋭 知光、⾕川 健、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

当科におけるJWiTSプロトコール症例の検討

第29回九州外科代謝・栄養研究会（H16.3.13、福岡）

鋭 知光、深⽔志⽣⼦、⽥中宏明、⼩林英史、⽥中芳明、溝⼿博義

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

⼩林英史、⽥中芳明、⼩森登志江、深⽔志⽣⼦、⽥中宏明、深堀 優、中溝博隆、  
浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、鋭 知光、溝⼿博義

⼩児に対するImmuno-enhancing経腸栄養剤の使⽤経験

久留⽶⼤学医学部附属病院 ⼩児外科病棟、⼩児外科* 
⼤坪純⾹、平⽥未来、當房充⼦、秋⼭良⼦、⼩野 緑、溝⼿博義*、⽥中宏明*

先天性⾷道閉鎖術後患児の経⼝摂取への援助 
- ⺟親への⾷事指導を試みて -

第40回⽇本腹部救急医学会総会（H16.3.18〜19、東京）

溝⼿博義、⽥中芳明、鋭 知光、⽦⽥茂樹、浅桐公男、秋吉建⼆郎、中溝博隆、 深堀 優

⼩児消化管出⾎の診断と治療

久留⽶⼤学 外科1、久留⽶⼤学 ⼩児外科2  ⽦⽥茂樹、溝⼿博義2、 
⽥中芳明2、鋭 知光2、秋吉建⼆郎2、浅桐公男2、 中溝博隆2、⽩⽔和雄1、⻘柳成明1

⼩児腹部外傷 - ことに⼗⼆指腸壁内⾎腫

浅桐公男、秋吉建⼆郎、鋭 知光、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

肝虚⾎再灌流時、活性酸素発⽣と微⼩循環障害の類洞差異

中溝博隆、溝⼿博義、⽥中芳明、鋭 知光、⽦⽥茂樹、秋吉建⼆郎、浅桐公男

当科で経験した交通外傷患児の検討 
- 殊に多発外傷における予後評価の検討 -

深堀 優、鋭 知光、⼩森登志江、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

壊死性腸炎根治術後に後天性結腸閉鎖を発症した1例

⽥中宏明、⼩林英史、副島博⼦、中溝博隆、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、 
鋭 知光、⽥中芳明、溝⼿博義

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

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

ステロイド⻑期服⽤例に発症した穿孔性⾍垂炎の⼀例

第104回⽇本外科学会定期学術集会（H16.4.7〜9、⼤阪）

溝博隆、溝⼿博義、⽥中芳明、鋭 知光、⽦⽥茂樹、秋吉建⼆郎、浅桐公男、 
深堀 優、⼩林英史、⽥中宏明、⼩森登志江

当科で経験した交通外傷患児の検討 
- 殊に多発外傷における予後評価の検討 -

第21回筑後地区輸液栄養懇話会

⽥中宏明、⽦⽥茂樹、深⽔志⽣⼦、⼩林英史、浅桐公男、秋吉建⼆郎、鋭 知光、  
溝⼿博義

経腸栄養と経静脈栄養の併⽤下に管理しているメチルマロン酸⾎症患児の⼀例

第18回⽇本⼩児ストーマ・排泄管理研究会（H16.5.8、埼⽟）

森⽥早紀、⾼⼭幸⼦、川野佐由理、⼭下千賀⼦、丸⼭眞紀⼦、鋭 知光

新⽣児のストーマ周囲⽪膚ケア（第２報） 
- 強酸性⽔と⽪膚pHとの関連性 -

肝胆膵外科連合会議（H16.5.13-14、京都）

久留⽶⼤学⼩児外科 ⽥中芳明



 

37th Annual Meeting of the Pacific Association of Pediatric Surgeons 
（PAPS）（H16.5.16-20、Korea）

Y.Tanaka, H.Mizote, H.Nakamizo, K.Asagiri, K.Akiyoshi, T.Tsuru, S.Hikida,  
T.Asakawa

Effect of Personal Coenzyme Q10 Supplementation on Chronic Hepatic Dysfunction in  
Children with Biliary Atresia

Tomomitsu Tsuru, kimio Asagiri, Yoshiaki Tanaka, Shigeki Hikida, Hiroyoshi Mizote,  
Horomichi Yano

The Diagnosis of Pancreaticobiliary maljuction(PBM) using Magnetic Resonance  
Cholangiopancreatography(MRCP)

第11回⽇本臓器保存⽣物医学会総会（H16.5.21-22、広島）

⼤⾕まり、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽦⽥茂樹、鋭 知光、⽥中芳明、     
溝⼿博義

過剰な類洞⾎流が移植肝の類洞構築と類洞壁細胞機能に及ぼす影響に関する基礎的研究

第41回九州⼩児外科学会（H16.5.23-24、⻑崎）

久留⽶⼤学⼩児外科1、同病理学2 
深⽔志⽣⼦1、鋭 知光1、浅桐公男1、⽦⽥茂樹1、⽥中芳明1、溝⼿博義1、⾕     
川 健2、⿅⽑政義2、神代正道2

成⻑ホルモン産⽣を認めた若年型卵巣顆粒膜細胞腫の1例

⽇本栄養アセスメント研究会（H16.5.28-29、岡⼭）

⼩林英史、⽥中芳明、⼩森登志江、深⽔志⽣⼦、⽥中宏明、深堀優、中溝博隆、     
浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、鋭 知光、溝⼿博義

⼩児に対するImmuno-enhancing経腸栄養剤の使⽤経験

⽥中宏明、⽦⽥茂樹、深⽔志⽣⼦、⼩林英史、浅桐公男、秋吉建⼆郎、鋭 知光、  
溝⼿博義

経腸栄養と経静脈栄養の併⽤下に管理しているメチルマロン酸⾎症患児の⼀例

第41回⽇本⼩児外科学会総会（H16.6.2-4、⼤阪）

⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、鋭 知光、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

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

鋭 知光、⼩林英史、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

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︓第２報 
外来脱⽔患児に対する輸液療法との⽐較

浅桐公男、秋吉建⼆郎、鋭 知光、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

ガストロエンテリックチューブを⽤いた経腸栄養管理の利点と問題点

中溝博隆、溝⼿博義、⽥中芳明、鋭 知光、⽦⽥茂樹、秋吉建⼆郎、浅桐公男、 
⼤⾕まり．⼩林英史、⽥中宏明

過去15年間に経験した交通外傷患児の予後の検討

⼤⾕まり、⼩林英史、秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、溝⼿博義

先天性⾷道狭窄症に⾷道憩室を合併した稀な1症例の経験

⼩林英史、⽥中芳明、深⽔志⽣⼦、⽥中宏明、深堀 優、浅桐公男、秋吉建⼆郎、  
⽦⽥茂樹、鋭 知光、溝⼿博義

⼩児に対するImmuno-enhancing経腸栄養剤の使⽤経験

国⽴療養所⾹川⼩児病院⼩児外科 
朝川貴博、⼤塩猛⼈、篠原永光、⽇野昌雄

当院における頸部正中部腫瘤・嚢胞の検討

愛知県⼼⾝障害者コロニー中央病院⼩児外科 
甲斐⽥章⼦、⻑屋昌宏、加藤純爾、新美教弘、飯尾賢治、⽥中修⼀、緒⽅宏美

右横隔膜ヘルニア症例の検討

深⽔志⽣⼦、鋭 知光、⽥中宏明、⼩林英史、⼤⾕まり、中溝博隆、浅桐公男、    
秋吉建⼆郎、⽥中芳明、溝⼿博義

当科における卵巣腫瘍17例の治療経験

愛知県⼼⾝障害者コロニー中央病院⼩児外科 
緒⽅宏美、⻑屋昌宏、飯尾賢治、加藤純爾、新美教弘、⽥中修⼀、甲斐⽥章⼦

年⻑児期以降に初診した鎖肛症例の検討

千葉県こども病院外科 
⽯井信⼆、佐辺直也、康 祐⼤、東本恭幸、岩井 潤、江東孝夫

汎発性腹膜炎をきたした重症⼼⾝障害の検討

千葉県こども病院外科 
⽯井信⼆、康 祐⼤、佐辺直也、東本恭幸、岩井 潤、江東孝夫

潰瘍性⼤腸炎における⾎漿アルギニン濃度の検討 
- 免疫賦活経腸栄養⾷品インパクト投与前後での⽐較 -



第29回⽇本外科系連合会学会学術⼤会（H16.7.2-3、東京）

⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、鋭 知光、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

⾎中diamine oxidase活性の測定意義 - 栄養療法、癌化学療法、⼩腸切除の影響 -

第32回⽇本⼩児内視鏡研究会（H16.7.3、⾹川）

久留⽶⼤学⼩児外科 1 、筑後市⽴病院 2 
甲斐⽥章⼦1、⽥中芳明1、鋭 知光1、秋吉建⼆郎1、朝桐公男1、中溝博隆1、朝川貴博1、 
中尾志⽣⼦1、緒⽅宏美1、溝⼿博義2

胆道閉鎖症術後遠隔期患児における上部消化管内視鏡検査

第41回⽇本外科代謝栄養学会（H16.7.8-9、愛媛）

久留⽶⼤学外科学1、⾼度救命救急センター2、⼩児外科3 
⽦⽥茂樹1、秦 洋⽂1,2、坂本照夫2、⽩⽔和雄1、加納⿓彦2、浅桐公男3、秋吉建⼆郎3、 
⽥中芳明3、鋭 知光3、溝⼿博義3

虚⾎・再灌流障害下の⼩腸の⾊調解析は⼩腸酸素飽和度を反映する

鋭 知光、深⽔志⽣⼦、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、溝⼿博義

新しい経⼝補液製品 （OS-1）を⽤いた⼩児脱⽔患児に対する⽔・電解質補給効果の臨床的検討-第２報-

浅桐公男、⼩林英史、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、鋭 知光、⽦⽥茂樹、溝⼿博義

⼩児Immuno-enhancing経腸栄養剤の使⽤経験

第59回⽇本消化器外科学会定期学術総会（H16.7.21-23、⿅児島）

久留⽶⼤学外科1、⼩児外科2 
⽦⽥茂樹1、⽩⽔和雄1、⾕川廣⼀1、⽵内正昭1、⽩⽔泰昌1 
溝⼿博義2、浅桐公男2、秋吉建⼆郎2、中溝博隆2、⼤⾕まり2

単純浸漬冷却保存・⼩腸グラフトの移植前短時間潅流は再灌流後の微⼩循環障害を 軽減する

第34回九州⼩児外科研究会（H16.8.28、熊本）

鋭 知光、⽯井信⼆、甲斐⽥章⼦、⽥中芳明

当科におけるリンパ管腫奨励の臨床的検討 
- 過去15年の治療成績と型別の治療戦略 -

⽯井信⼆、鋭 知光、緒⽅宏美、⽥中宏明、朝川貴博、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽥中芳明

再発し⾎⼩板減少症を呈した肺・縦隔発症のLymphangiomatosisの１例

The 26TH Congress of ESPEN（Lisbon,Portugal,11-14 sep.2004）

aPediatric Surgery,School of Medicine,Kurume,University,Kurume,Japan 
bPediatrics and Child health,School of Medicine,Kurume University,Kurume,Japan 
T.Tsurua, Y.Tanakaa, K.Asagiria, S.Hikidaa, H.Mizotea, Y.Yamatob, K.Ushijimab, Y.Itob

Effectiveness of OS-1, an oral rehydration solution, for water and electrolyte  
supplementation in dehydrated Japanese children wiyh Infections enteritis 
- serum ketone body levels:a useful parameter Indicating dehydration risk -

Y.Tanaka, H.Mizote, H.Nakamizo, K.Asagiri, K.Akiyoshi, T.Tsuru, S.Hikida, T.Asakawa

Effect of oral coenzyme q10 supplementation on chronic hepatic dysfunction in children  
with biliary atresia

第40回⽇本移植学会総会（H16.9.16-18、岡⼭）

中溝博隆、⽦⽥茂樹、秋吉建⼆郎、⼤⾕まり、⽥中芳明、溝⼿博義

移植拒絶反応時におけるT細胞内MAPK活性

久留⽶⼤学⼩児外科1、久留⽶⼤学外科2 
⼤⾕まり1、中溝博隆1、秋吉建⼆郎1、⽥中芳明1、⽦⽥茂樹2、⽩⽔和雄2

過剰な類洞⾎流が移植肝の類洞構築と類洞壁細胞機能に及ぼす影響に関する基礎的研究

第31回⽇本⼩児栄養消化器肝臓学会（H16.9.18-19、東京）

⽥中芳明、緒⽅宏美、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、秋吉建⼆郎、浅桐公男、鋭 知光

経腸栄養管理の問題点

第27回⽇本膵管胆管合流異常研究会（H16.9.18、福岡）

久留⽶⼤学⼩児外科1、筑後市⽴病院2 
秋吉建⼆郎1、⽥中芳明1、⼩森登志江1、緒⽅宏美1、深⽔志⽣⼦1、朝川貴博1、       
甲斐⽥章⼦1、鋭 知光1、溝⼿博義2

術前に膵炎を併発していた膵管胆道合流異常症例の検討

第15回⽇本⼩児外科QOL研究会（H16.10.11、福岡）

久留⽶⼤学病院⼩児外科病棟1、同⼩児外科2 
⼩松順⼦1、⾕川留美⼦1、梅原 彩1、⼟⼭ちひろ1、⼤⽯朋⾒1、⼩野 緑1、甲斐⽥章⼦2、 
秋吉建⼆郎2

学童期における在宅での⾃⼰導尿管理への援助 
 - 学校、家庭との連携を⾏って -

第66回⽇本臨床外科学会総会（H16.10.13-15、岩⼿）



久留⽶⼤学⼩児外科1、筑後市⽴病院2 
鋭 知光1、秋吉建⼆郎1、浅桐公男1、⽦⽥茂樹1、⽥中芳明1、溝⼿博義2

リンパ管腫の治療戦略 
- 特に臨床上の特徴及び⼀般外科外来での対応 -

鋭 知光、中尾志⽣⼦、緒⽅宏美、中溝博隆、⽦⽥茂樹、⽥中芳明

新しい経⼝補液を⽤いた⼩児に対する⽔・電解質補給効果の臨床的検討

久留⽶⼤学⼩児外科1、筑後市⽴病院2 
秋吉建⼆郎1、緒⽅宏美1、深⽔志⽣⼦1、朝川貴博1、甲斐⽥章⼦1、⽥中芳明1、溝⼿博義2

当科における胆道拡張症の診断と治療

雪の聖⺟会聖マリア病院⼩児外科1、久留⽶⼤学⼩児外科2、筑後市⽴病院3 
浅桐公男1、⽥中宏明1、⽥中芳明2、溝⼿博義3

⼩児の急性腹症455例の検討

第31回⽇本低温医学会総会（H16.11.18-20、東京）

Department of Pediatric Surgery,Kurume, University Hospital 
Kimio Asagiri, Shigeki Hikida, Yoshiaki Tanaka, and hiyroyoshi Mizote

Usefulness of subzero non-freezing storage of rat liver-Evaluation of individual hepatic 
sinusoidal zones.

第20回⼩児がん学会（H16.11.21-22、京都）

久留⽶⼤学⼩児外科1、筑後市⽴病院2 
鋭 知光1、⽯井信⼆1、緒⽅宏美1、甲斐⽥章⼦1、朝川貴博1、秋吉建⼆郎1、⽥中芳明1、 
溝⼿博義2

当科におけるリンパ管腫の治療戦略 - 過去15年間の症例検討 -

久留⽶⼤学⼩児外科1、⾹川⼩児病院⼩児外科2、国⽴成育医療センター3、筑後市⽴病院4 
朝川貴博1、鋭 知光1、⽥中芳明1、⼤塩猛⼈2、篠原永光2、中溝博隆2、秦順⼀3、 
溝⼿博義4

ヘルニア根治術時に発⾒された陰嚢内腫瘤の1例

久留⽶⼤学⼩児外科1、久留⽶⼤学⼩児科2 
⽯井信⼆1、鋭 知光1、緒⽅宏美1、甲斐⽥章⼦1、朝川貴博1、秋吉建⼆郎1、⽥中芳明1、 
中川慎⼀郎2、稲⽥浩⼦2

Kasabach-Merritt症候群を呈し、放射線良王が著効した左前腕海綿状⾎管腫の１例

第17回⽇本外科感染症学会総会（H16.11.25、新潟・・・中越地震のため中⽌）

秋吉建⼆郎、朝川貴博、⽯井信⼆、緒⽅宏美、甲斐⽥章⼦、鋭 知光、⽥中芳明

真菌⾎症後にβ-D-グルカン⾼値が持続している症例

19th Congress of the Asian Association of Paediatric Surgeons 
(AAPS, 11.28-12.1,Hong Kong)

Department of Pediatric Surgery, Kurume University School of Medicine,  
*Chikugo Municipal Hospital 
Tomomitsu TSURU, Yoshiaki TANAKA, Takahiro ASAKAWA, Hiroyoshi MIZOTE*

1Department of pediatric Surgery, St.Maryʼs Hospital, 2Kurume University Hospital, 3The City of Chikugo Hospital,Japan  
Therapeutic Strategy for Different Types of Lymphangioma:Clinical Analysis of 41 Caes between Past 15 Years

Kimio Asagiri1, Masao Akaiwa1, Yoshiaki Tanaka2, Hiroyoshi Mizote3

Acute Pediatric Abdomen:A Study of 455 Cases

Kenjiro Akiyoshi, Yoshiaki Tanaka, Kimio Asagiri,

The Study of Pancreaticoboliary Maljunction which Accompanied Pancrestitis before Operation

第31回⽇本胆道閉鎖症研究会（H16.12.4,⿅児島）

久留⽶⼤学⼩児外科、筑後市⽴病院* 
朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、溝⼿博義*

微量栄養補助飲料投与による抗酸化療法

第3回機能性⾷品医⽤学会

久留⽶⼤学⼩児外科 ⽥中芳明

微量元素補給飲料（CoQ10）による慢性肝障害、II型糖尿病に対する効果


