2005年学会発表
第8回⽇本病態栄養学会（H17.1.8-9、京都）
久留⽶⼤学⼩児外科 ⽥中芳明、朝川貴博、秋吉建⼆郎、浅桐公男、靏
筑後市⽴病院 溝⼿博義

知光

病態別栄養管理における健康⾷品の臨床応⽤
1.慢性肝障害、糖尿病の酸化ストレスに対する抗酸化療法、
2.脱⽔症に対する経⼝補⽔療法 （シンポジウム）
真菌症フォーラム第６回学術集会（H17.1.29、東京）
秋吉建⼆郎、朝川貴博、⽯井信⼆、緒⽅宏美、甲斐⽥章⼦、浅桐公男、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１例

（⼀般演題）

⽇本静脈経腸栄養学会（H17.2.17-18、名古屋）
久留⽶⼤学⼩児外科 ⽥中芳明、⽯井信⼆、緒⽅宏美、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、秋吉建⼆郎、浅桐公男、靏知光
筑後市⽴病院 溝⼿博義
糖尿病の酸化ストレスに対するカテキンおよび微量元素による抗酸化療法

（要望演題）

聖マリア病院⼩児外科 靏知光、⽥中宏明
久留⽶⼤学⼩児外科 ⽯井信⼆、緒⽅宏美、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、秋吉建⼆郎
筑後市⽴病院 溝⼿博義
新しい経⼝補液製品（OS-1）を⽤いた⼩児脱⽔症患児に対する⽔・電解質補給効果の臨床的検討（⼀般演題）
久留⽶⼤学⼩児外科 朝川貴博、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、浅桐公男、靏
筑後市⽴病院 溝⼿博義

知光

⼩児慢性肝障害患者における微量栄養素補助飲料投与による抗酸化療法

（⼀般演題）

第35回⽇本⼩児消化管機能研究会（H17.2.26、横浜）
⽯井信⼆、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、緒⽅宏美、⼩池敬義
Short segment aganglionosisに対しrectal myectomyを⾏い、術後排便の機能的予後が良好な３例 （⼀般演題）
第34回九州悪性腫瘍研究会（H17.3.5、福岡）
甲斐⽥章⼦、靏

知光、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、浅桐公男、朝川貴博、緒⽅宏美、⽯井信⼆

左上肢〜胸背部巨⼤リンパ管腫の１例 （⼀般演題）
第41回⽇本腹部救急医学会（H17.3.10-11、名古屋）
聖マリア病院⼩児外科 浅桐公男、⽥中宏明、⾚岩正夫
久留⽶⼤学⼩児外科 ⽥中芳明
筑後市⽴病院 溝⼿博義
⼩児における穿孔性⾍垂炎術後感染症合併症の検討

（ワークショップ）

第30回九州外科代謝栄養学会（H17.3.12、福岡）
久留⽶⼤学⼩児外科 朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎
筑後市⽴病院 溝⼿博義
微量元素補助飲料投与による抗酸化療法

（⼀般演題）

第28回⽇本栄養アセスメント研究会（H17..5.6、⼤阪）
久留⽶⼤学⼩児外科 朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、靏
筑後市⽴病院 溝⼿博義
⼩児慢性肝障害患者における微量栄養素補助飲料投与による抗酸化療法

知光
（⼀般演題）

第105回⽇本外科学会定期学術集会（H17.5.11-13、名古屋）
久留⽶⼤学⼩児外科 ⽥中芳明、朝川貴博、浅桐公男、秋吉建⼆郎、靏
筑後市⽴病院 溝⼿博義

知光

Coenzyme(Co)Q10投与による胆道閉鎖症術後の酸化ストレス傷害に対する抗酸化療法
⼩児穿孔性⾍垂炎に対する治療法と術後感染性合併症̶腹腔内⼤量洗浄と術後

（シンポジウム）

聖マリア病院⼩児外科 浅桐公男、⽥中宏明、⾚岩正夫
久留⽶⼤学⼩児外科 秋吉建⼆郎 ⽥中芳明
筑後市⽴病院 溝⼿博義
CMZ単剤投与による、5年間82症例の検討

（⼀般演題）

久留⽶⼤学⼩児外科 秋吉建⼆郎、⼤⾕まり、中溝博隆、浅桐公男、⽥中芳明
久留⽶⼤学外科 ⽦⽥茂樹
筑後市⽴病院 溝⼿博義、井上浩義
急性拒絶反応の診断におけるT細胞内カルシウム濃度の測定意義

（⼀般演題）

久留⽶⼤学⼩児外科 ⼤⾕まり、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽥中芳明
久留⽶⼤学⾼度救命救急センター ⽦⽥茂樹、坂本照夫
筑後市⽴病院 溝⼿博義
過剰な⾨脈⾎流が移植肝の肝組織構築と肝機能に及ぼす影響

（⼀般演題）

38th Annual Meeting of the Paciﬁc Association of Pediatric Surgeons (Vancouver,Canada);
Fukahori,,Suguru;Yano ,Hirohisa;Yano,Hiromichi;Asagiri,Kimio;Akiyoshi,kenjirou;Tsuru
Tomomitsu;Tanaka,Yoshiaki;Tsuneoka,Makoto;Kuwano,Michiko;Kojirou,Masamichi

ImmunohistocheMical Expressions of Cap43 and Mina53 Proteins in Neuroblastoma（⼀般演題）
Tsuru,Tomomitsu;Tanaka,Yoshiaki;Tanaka,Hiroaki;Nakamura,Hidehiro;
Akaiwa,Masao;Yano,Hiromichi
Therapeutic Strategy For Diﬀerent Types of Lymphangioma:Clinical Analysis of 41 Cases Between Past 15 Years（⼀般演題）
第42回九州⼩児外科学会（H17.5.28、熊本）
⼤牟⽥記念病院 平⽥宗、⼩⽥哲男、甲斐⽥徹
久留⽶⼤学⼩児外科 甲斐⽥章⼦、浅桐公男、⽥中芳明
ダウン症候群に合併した⼩児外科疾患を有するキャリーオーバー症例の外来follow

（⼀般演題）

久留⽶⼤学⼩児外科 甲斐⽥章⼦、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、浅桐公男、朝川貴博、緒⽅宏美、⽯井信⼆
筑後市⽴病院 溝⼿博義
睡眠時無呼吸症候群を来した第1第2鰓⼸症候群の1例

（⼀般演題）

第42回⽇本⼩児外科学会総会（H17.6.1-3︓千葉）
久留⽶⼤学⼩児外科 甲斐⽥章⼦、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、浅桐公男、朝川貴博、緒⽅宏美、⽯井信⼆、
筑後市⽴病院 溝⼿博義
当科における⼼⾝障害児GER症例治療の推移（⼀般演題）
久留⽶⼤学⼩児外科 深堀優、⾕川健、浅桐公男、秋吉建⼆郎、つる知光、⽥中芳明
久留⽶⼤学医学部病理学講座 ⽮野博久、神代正道
久留⽶⼤学医学部法医学 ⼈類遺伝学講座、常岡誠
久留⽶⼤学医学部先端癌治療センター 桑野信彦
神経芽腫症例に対するCap43及びMina53発現の臨床病理学的研究
久留⽶⼤学⼩児外科 朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、甲斐⽥章⼦、緒⽅宏美、⽯井信⼆
筑後市⽴病院 溝⼿博義
当院における穿孔性⾍垂炎症例の治療⽅針の検討
聖マリア病院⼩児外科 ⽥中宏明、つる知光、⾚岩正夫
久留⽶⼤学⼩児外 ⽥中芳明
筑後市⽴病院 溝⼿博義
当院における過去10年間の先天性腸閉鎖・狭窄症の検討
久留⽶⼤学⼩児外科

⽯井信⼆、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、緒⽅宏美

Short segment aganglionosisの4例
久留⽶⼤学⼩児外科 ⼩池敬義、緒⽅宏美、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、⽯井信⼆
筑後市⽴病院 溝⼿博義
絞扼性イレウス解除術後に発症した虚⾎後⼩腸狭窄の1例
久留⽶⼤学⼩児外科 浅桐公男、⽥中宏明、⽥中芳明
雪の聖⺟会聖マリア病院 ⾚岩正夫
重度の消化管奇形、泌尿器奇形、髄膜瘤、脊椎奇形を認めたSplit Notochord Syndromeの治療経験（要望演題）
久留⽶⼤学⼩児外科 秋吉建⼆郎、深堀優、⼤⾕まり、中溝博隆、⾕川健、浅桐公男、⽥中芳明
久留⽶⼤学外科 ⽦⽥茂樹
久留⽶⼤学RI室 井上浩義
筑後市⽴病院 溝⼿博義
急性拒絶反応におけるT細胞の細胞外Ca2＋流⼊濃度
久留⽶⼤学⼩児外科 緒⽅宏美、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆
筑後市⽴病院 溝⼿博義
⼩児開腹術におけるセプラフィルムの安全性の検討
久留⽶⼤学⼩児外科 朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、甲斐⽥章⼦、緒⽅宏美、⽯井信⼆
筑後市⽴病院 溝⼿博義
胆道閉鎖症術後患児に対する抗酸化療法
第19回⽇本⼩児救急医学会
久留⽶⼤学⼩児外科

秋吉建⼆郎、⽯井信⼆、緒⽅宏美、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、浅桐公男、⽥中芳明

β-Dグルカンによる真菌⾎症の診断、治療（⼀般演題）
久留⽶⼤学⼩児外科

緒⽅宏美、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆

絞扼性イレウス解除術後に発症した虚⾎性⼩腸狭窄の1例（⼀般演題）
久留⽶⼤学⼩児外科

⽯井信⼆、⽥中芳明、⽦⽥茂樹、浅桐公男、秋吉建⼆郎、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、緒⽅宏美

交通事故による重傷多発外傷の1例（⼀般演題）
第42回⽇本外科代謝栄養学会
久留⽶⼤学⼩児外科 浅桐公男、⽥中芳明、朝川貴博
筑後市⽴病院 溝⼿博義
久留⽶⼤学病院全科型NSTの活動状況と効果およびNST専⾨療法⼠認定教育施設としての取り組み（⼀般演題）
久留⽶⼤学⼩児外科

⽥中芳明

Immunonutritionをめぐる最新の知⾒（サテライトシンポジウム）
久留⽶⼤学⼩児外科

⽥中芳明

⼩児慢性肝障害の酸化ストレス傷害に対する抗酸化療法（シンポジウム）
久留⽶⼤学⼩児外科 朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎
筑後市⽴病院 溝⼿博義

胆道閉鎖症術後患児に対する緑茶カテキン投与による抗酸化療法（⼀般演題）
第60回⽇本消化器外科学会（7/20-22）
久留⽶⼤学⼩児外科

⽥中芳明

免疫栄養（主題Ⅰ.総論
久留⽶⼤学⼩児外科

消化器外科周術期の栄養管理）

秋吉建⼆郎、⽦⽥茂樹、浅桐公男、⽥中芳明、溝⼿博義、井上浩義

急性拒絶反応におけるT細胞の細胞外Ca2＋流⼊濃度（⼀般演題）
第16回⽇本⼩児外科QOL研究会（8/16︓徳島）
久留⽶⼤学⼩児外科

甲斐⽥章⼦

第1第2鰓⼸症候群の⼀例（⼀般演題）
久留⽶⼤学東５階病棟

⼩児外科

吉⽥知悟美、寺島千紘、熊本舞⼦、佐々野時美、⼩野緑、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、⼩林英史、秋吉建⼆郎、⼋⽊実

事故により低酸素脳症となった患児とその家族との関わりを振り返って（⼀般演題）
第35回九州⼩児外科研究会（8/27︓福岡）
久留⽶⼤学⼩児外科

緒⽅宏美、⽥中芳明、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⼩林英史、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆、⼩森登志江

当科における鼡径ヘルニア対側出現の検討

（⼀般演題）

第32回⽇本⼩児栄養消化器肝臓学会（10/8-10/9︓久留⽶）
新潟⼤学⼤学院

医⻭学総合研究科

⼩児外科学分野

⼋⽊実、窪⽥正幸、奥⼭直樹、⼤滝雅博、⼭崎哲、村⽥⼤樹、⼩林久美⼦

直腸肛⾨内圧検査とFecoﬂowmetryからみた塩酸プロピベリンによる便失禁治療の効果

（⼀般演題）

久留⽶⼤学⼩児外科 ⽥中芳明、朝川貴博、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男
同病理学 ⾕川健、⿅⽑政義
⼩児慢性肝障害の酸化ストレス傷害に対する抗酸化栄養療法
久留⽶⼤学病理学 深堀優、⾕川健、秋葉純、⽮野博久、⿅⽑政義、神代正道
同⼩児外科 深堀優、靏 知光、⾕川健、⽥中芳明
病理診断に難渋した肝間葉系過誤腫の1例（⼀般演題）
久留⽶⼤学⼩児外科 朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、
同病理学 ⾕川健、⿅⽑政義
胆道閉鎖症術後患児に対する緑茶カテキン投与による抗酸化栄養療法（⼀般演題）
The 12th Congress of the European Society for Organ Transplantation（10/15-19:GENEVA, Switzerland）
Kenjiro Akiyoshi, Shigeki Hikida, Kimio Asagiri, Yoshiaki Tanaka
Acute Rejection Derived Ca2+ Inﬂux in T Cell of Skin Transplantaion Rat
第32回⽇本胆道閉鎖症研究会（10/22︓千葉）
久留⽶⼤学⼩児外科

⽥中芳明、⽯井信⼆、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、⼩林英史、⾕川健、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊実

胆道閉鎖症の酸化ストレス傷害に対するCoenzyme(Co)Q10投与による抗酸化療法（⼀般演題）
久留⽶⼤学⼩児外科

朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、浅桐公男、⼋⽊実

胆道閉鎖症術後患児に対する緑茶カテキン投与による抗酸化療法（⼀般演題）
第28回⽇本膵管胆道合流異常研究会（10/15︓東京）
久留⽶⼤学⼩児外科
筑後市⽴病院

甲斐⽥章⼦、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、朝川貴博、緒⽅宏美、⽯井信⼆、⼩森登志江、溝⼿博義、⼋⽊実

当科における膵管胆道合流異常症の診断と治療

（⼀般演題）

PSJM2005
久留⽶⼤学⼩児外科

⽥中芳明、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊実

CoQ10単独およびポリフェノール含有栄養剤の抗酸化効果に関する基礎的臨床的効果（⼀般演題）
第67回⽇本臨床外科学会総会（11/9.10.10︓東京）
久留⽶⼤学⼩児外科

⽥中芳明、⽯井信⼆、朝川 貴博、甲斐⽥章⼦、⼩林英史、⾕川

健、秋吉 建⼆郎、浅桐 公男、⼋⽊実

⼩児慢性肝障害の酸化ストレス傷害に対する抗酸化療法（⼀般演題）
久留⽶⼤学⼩児外科 浅桐公男、⽥中宏明、⽥中芳明
聖マリア病院⼩児外科 ⾚岩正夫
筑後市⽴病院 溝⼿博義
重度の消化管奇形、泌尿器奇形、髄膜留、脊椎奇形を合併したSplit Notochord Syndromeの1症例（⼀般演題）
久留⽶⼤学⼩児外科

秋吉 建⼆郎、⽯井信⼆、緒⽅宏美、朝川 貴博、甲斐⽥章⼦、浅桐 公男、⽥中芳明

イレウスの治療中にβ-Dグルカン⾼値が持続した1例（⼀般演題）
第18回外科感染症学会（11⽉25・26⽇︓新潟）
久留⽶⼤学⼩児外科

秋吉建⼆郎、朝川 貴博、緒⽅宏美、甲斐⽥章⼦、つる知光、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1例（要望演題）

第21回⽇本⼩児がん学会（11⽉25・26⽇︓宇都宮）
久留⽶⼤学⼩児外科 浅桐公男
筑後市⽴病院 溝⼿博義

⽥中芳明

甲斐⽥章⼦

秋吉建⼆郎

ヒルシュスプルング病術後患児に発症した肝芽腫の⼀症例（⼀般演題︓ポスター）
第3回機能性⾷品医⽤学会（12⽉3⽇︓東京）
久留⽶⼤学⼩児外科 ⽥中芳明、朝川貴博、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊実
筑後市⽴病院 溝⼿博義
侵襲下における酸化ストレス傷害に対するポリフェノール含有抗酸化栄養剤の効果（パネルディスカッション）
久留⽶⼤学⼩児外科 朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊実
筑後市⽴病院 溝⼿博義
胆道閉鎖症術後患児に対する緑茶カテキン投与による抗酸化栄養療法（パネルディスカッション）

