2006年学会発表
⼤分県病院薬剤師会輸液・栄養研修会
靏

⼤分県病院薬剤師会（2006.1.14、⼤分）

知光

⼩児のＴＰＮの実際ー現実の臨床はこうだー
第55回聖マリア医学会研究会（2006.1.18-20、久留⽶）
向野 美智⼦、緒⽅宏美、靏

知光、⾚岩正夫

⼩児穿孔性⾍垂炎に対する腹腔内⼤量洗浄の効果ー⽣理⾷塩⽔と強酸性電解⽔との⽐較ー
永吉絹⼦、靏

知光、宗

博⼦、⾚岩正夫

急性腹症で発症した後腹膜嚢胞状リンパ管腫の３症例
第43回⽇本静脈経腸栄養学会（2006.1.26-27、岐⾩）
⽥中芳明、朝川貴博、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊

実

⼿術侵襲下におけるポリフェノール含有抗酸化栄養剤による抗酸化療法（要望演題、⼝演）
⼩林英史、⽥中芳明、朝川貴博、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊

実、⾕川

健、溝⼿博義

肝障害モデルにおけるエピガロカテキンガレート投与による改善効果の検討（要望演題、⼝演）
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊

実、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（要望演題）
⽥中芳明
「栄養成分の医療応⽤-⾷物繊維、茶カテキン、n-3系脂肪酸を中⼼に-」（ランチョンセミナー）
第35回九州固形悪性腫瘍研究会（2006,2.18、福岡）
朝川貴博、⼋⽊
⼩森登志江

実、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼩林英史、甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆、

術後早期再発を認めた副腎⽪質癌の1例（⼀般演題、⼝演）
第10回CCM輸液・栄養研究会（2006.2.18、東京）
⽥中芳明
酸化ストレスに対する抗酸化療法（特別講演）
第21回⽇本環境感染学会学術集会（2006.2.24-25、東京）
靏

知光、永吉絹⼦、向野美智⼦、⽚渕

悠乃、緒⽅宏美、⾚岩正夫

⼩児穿孔性⾍垂炎の術後感染症対策
第31回九州代謝・栄養研究会（2006,3.4、福岡）
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊

実、⾕川

健、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（⼀般演題、⼝演）
第42回⽇本腹部救急医学会総会（2006.3.9-10、東京）
⽚渕 悠乃、靏

知光、永吉絹⼦、向野美智⼦、緒⽅宏美、⾚岩正夫

腸間膜側に炎症性腫瘤を形成した⼩児盲腸憩室炎の１例
永吉絹⼦、靏

知光、向野美智⼦、⽚渕

悠乃、緒⽅宏美、⾚岩正夫

急性腹症で発症した後腹膜嚢胞状リンパ管腫の３症例ー特に無⽔アルコールによる硬化療法の効果ー
向野美智⼦、靏

知光、永吉絹⼦、緒⽅宏美、⾚岩正夫

急性⾍垂炎術後に腫瘤を形成し発症した⼤網化膿性リンパ節炎の３例
⼤分県病院薬剤師会輸液・栄養研修会
靏

⼤分県病院薬剤師会（2006.3.18、⼤分）

知光

⼩児ＥＮの実際ー経腸栄養は実際こう考えようー
⽇本静脈経腸栄養学会

第３回医師教育セミナー（2006.3.19、神⼾）

⽥中芳明
経腸栄養法の実施 経腸栄養剤の選択および投与⽅法（教育セミナー）
⽇本農芸化学会2006年⼤会（2006.3.24-28、京都）
⽥中芳明、朝川貴博、⾕川

健、⼋⽊

実、森内裕⼠、⼤久保

勉、⻘井暢之、ジュネジャレカラジュ

サンフェノン（茶カテキン）投与による胆道閉鎖症術後の酸化ストレス低減効果（⼀般演題、⼝演）
第105回⽇本外科学会定期学術集会（2006.3.29-31、東京）
⽥中芳明、朝川貴博、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊

実、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
（サージカルフォーラム、⼝演）

浅桐公男、⽯井信⼆、朝川貴博、⼩林英史、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、⼋⽊

実

全科型NSTによる医療経済効果とリスクマネージメント（サージカルフォーラム、⼝演）
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⼋⽊

実、溝⼿博義

緑茶カテキン療法は胆道閉鎖症術後患児の酸化ストレスを軽減し肝線維化を抑制する
（サージカルフォーラム、⼝演）
秋吉建⼆郎、⼩林英史、浅桐公男、⽥中芳明、⾚岩正夫、溝⼿博義、⼋⽊

実

術後合併症からみた胆道拡張症 当科62例の経験（⼀般演題、ポスター）
靏 知光、永吉絹⼦、向野美智⼦、⽚渕
浅桐公男、⼋⽊ 実
⼩児急性⾍垂炎の臨床的検討

悠乃、緒⽅宏美、⾚岩正夫、⽥中宏明、宗

博⼦、

－特に穿孔性⾍垂炎に対する強酸性電解⽔腹腔内⼤量洗浄の効果－

39th Annual Meeting of the Paciﬁc Association of Pediatric Surgeons（PAPS）（2006.5.14-18、Taipei）
K.Asagiri, M.Yagi, Y.Tanaka, K.Akiyoshi, H.Kobayashi, T.Asakawa, A.Kaida, H.Ogata, M.Akaiwa, H.Mizote
A case of Split Notochord Syndrome with congenital intestinal atresia, the total absence of a colon, and a dorsal enteric prolapse of the isolated intestine with vesical
ﬁstula(Poster)
K. Akiyoshi, M. Yagi, Y. Tanaka,K. Asagiri, H. Mizote, H. Yano
Analysis of Congenital Dilatationof the Bile Duct Accompanied with Hyperamylasemia(Poster)
H. Nakamizo, T. Oshio, H. Ishibashi, S. Takano
Clinical evaluation of 27 Cases with Epigastric Hernia in Childhood
第43回九州⼩児外科学会（2006.5.19、福岡）
甲斐⽥章⼦、⼋⽊ 実、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼩林英史、朝川貴博、⽯井信⼆、
⼩森登志江、溝⼿博義
当科における鎖肛症例の検討（⼀般演題、⼝演）
第12回関⻄PEG・栄養研究会（2006.6.3、⼤阪）
⽥中芳明
NSTに必要な栄養療法 －殊に腸管のメンテナンスと抗酸化療法－（特別講演）
第43回⽇本⼩児外科学会総会（2006.6.7-6.9、秋⽥）
⼋⽊ 実
六君⼦湯up-to-date
胃⾷道逆流症に対する六君⼦湯のEBM（ランチョンセミナー、指定発⾔）
⽥中芳明、朝川貴博、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊

実、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（⼀般演題、ポスター）
浅桐公男、⼋⽊ 実、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、⼩林英史、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、緒⽅宏美、
⽯井信⼆、⾚岩正夫
Split Notochord Syndromeの脱出腸管が特異的形態を認めた1症例-本邦初報告症例の⽂献的考察（⼀般演題、ポスター）
秋吉建⼆郎、⼋⽊
⼩森登志江

実、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆、

⼩児Barrett⾷道の3例（⼀般演題、ポスター）
⼩林英史、朝川貴博、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊

実、⾕川

健

肝障害モデルにおけるエピガロカテキンガレート投与による改善効果の検討（⼀般演題、ポスター）
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、浅桐公男、秋吉建⼆郎、甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆、⼩森登志江、
⼋⽊ 実、⾕川 健
胆道閉鎖症患児に対する緑茶カテキンを⽤いた抗酸化療法-投与後および中⽌後の結果（⼀般演題、ポスター）
甲斐⽥章⼦、⼋⽊ 実、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼩林英史、朝川貴博、⽯井信⼆、
⼩森登志江、溝⼿博義
当科における鎖肛症例135例の検討（⼀般演題、ポスター）
緒⽅宏美、靍

知光、⾚岩正夫、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊

実

当科における新⽣児壊死性腸炎と限局性腸管穿孔の検討（⼀般演題、ポスター）
宮崎県薬剤師会⽣涯教育研修会（2006.6.18、宮崎）
⽥中芳明
『栄養療法の実際』 －栄養管理の問題点と診療報酬改定に対する対策としての栄養成分の医療応⽤，新しい治療⾷の展開－（特別講演）
第3回NSTフォーラム in 東京（2006.6.12-13、東京）
⽥中芳明
久留⽶⼤学NST運営委員会の活動と医療・経済効果、ならびに稼働後の問題点について（シンポジウム）
第43回⽇本外科代謝栄養学会（2006.7.5-6、新潟）
⽥中芳明、⼋⽊
溝⼿博義

実、⽯井信⼆、朝川貴博、⼩林英史、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、

各種病態下の腸管機能の評価としての⾎中diamine oxidase(DAO)活性の測定意義（シンポジウム）
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⼋⽊

実、⾕川

健、溝⼿博義

胆道閉鎖症患児に対する緑茶カテキンを⽤いた抗酸化療法（⼀般演題、⼝演）
⽇本外科代謝栄養学会、⽇本静脈経腸栄養学会

第４回医師教育セミナー（2006.7.7、新潟）

⽥中芳明
経腸栄養法の実施 経腸栄養剤の選択および投与⽅法（教育セミナー）
九州沖縄KAMPOフォーラム（2006.7.8、福岡）
甲斐⽥章⼦、⼋⽊ 実、窪⽥正幸
Hirschsprung病術後遠隔期例に対するFecoﬂowmetryによる客観的排便機能評価と排便機能不良例に対する⼤建中湯投与後の効果判定の試み（ワークショップ）
第61回⽇本消化器外科学会（2006.7.13-15、横浜）
秋吉建⼆郎、⼋⽊

実、⽥中芳明、浅桐公男、甲斐⽥章⼦

術前に甲アミラーゼ⾎症を呈した胆道拡張症の検討（⼀般演題:ポスター）
浅桐公男、⼋⽊

実、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、⼩林英史、甲斐⽥章⼦、溝⼿博義

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:ポスター）
順天堂⼤学総合外科クリニカルフォーラム（2006.7.21、東京）
⽥中芳明
『 NSTの現状とNSTに必要な栄養知識 』

－久留⽶⼤学の経験から－（特別講演）

第15回⽇本⼩児泌尿器科学会（2006.7.20-22、新潟）
中溝博隆、⼤塩猛⼈、⽯橋広樹、⾼野周⼀、⼋⽊

実

当科で経験した異所性精巣の臨床的検討（要望演題、⼝演）
CNP研究会「2006栄養管理に必要なスキルアップセミナー 」（2006.8.5、徳島）
⽥中芳明
『NSTに必要な栄養療法の知識 』

－栄養管理の問題点、診療報酬改定に対する対策としての栄養成分の医療応⽤、抗酸化療法－

第14回認定看護管理者制度ファーストレベル教育（2006.8.11、福岡）
⽥中芳明
NST（Nutrition Support Team）とは?

－ チーム医療におけるNSTの重要性（医療・経済的効果）と実践上の問題点について － （特別講演）

第36回九州⼩児外科研究会（2006.8.26、福岡）
⿓ 泰彦、⽯井信⼆、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、⼩林英史、中溝博隆、秋吉建⼆郎、浅桐公男、
⽥中芳明、⼋⽊ 実
胃運動機能障害をきたした幼児胃軸捻転の⼀治験例（⼀般演題、⼝演）
第28回⽇本臨床栄養学会（2006.8.31-9.1、東京）
⽥中芳明
胆道閉鎖症における酸化ストレス障害に対する抗酸化療法（シンポジウム）
第12回⽇本摂⾷・嚥下リハビリテーション学会（2006.9.7、岡⼭）
⽥中芳明
『経腸栄養の基礎』－ NSTの設⽴・運営に必要な基礎知識 －（第1回臨床栄養⼊⾨教育セミナー）
福岡薬物治療研究会（2006.9.22、福岡）
⽥中芳明
久留⽶⼤学NSTの現状と診療報酬改定に対する対策（特別講演）
第11回⽯川NST研究会（2006.9.23、⽯川）
⽥中芳明
久留⽶⼤学NSTの現状とNSTに必要な栄養療法- Immunonutritionをめぐる最新の知⾒ -（特別講演）
⻑崎県栄養⼠会（2006.10.6、⻑崎）
⽥中芳明
『栄養療法の実際』

－栄養管理の問題点と診療報酬改定に対する対策としての栄養成分の医療応⽤，新しい治療⾷の展開－（特別講演）

第29回⽇本膵管胆道合流異常研究会（2006.10.7、徳島）
朝川貴博、中溝博隆、浅桐公男、秋吉建⼆郎、⼩林英史、甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆、⽥中芳明、
⼋⽊ 実
膵管胆道合流異常を伴った胆管重複症の1症例（⼀般演題、⼝演）
第33回⽇本⼩児栄養消化器肝臓学会（2006.10.8、⼤阪）

⼋⽊ 実
コアシンポジウム(2):⼩児の消化管運動機能異常の病態解明と臨床への展開胃電図による上部消化管運動異常の解明
⼤分県病院薬剤師会栄養輸液研修会（2006.10.20、⼤分）
⽥中芳明
『栄養療法の実際』

－久留⽶⼤学NSTの現状とNSTに必要な栄養療法－（特別講演）

第53回⽇本栄養改善学会（2006.10.25-27、つくば）
⽥中芳明
『栄養療法の実際』

－栄養管理の問題点と診療報酬改定に対する対策としての栄養成分の医療応⽤，新しい治療⾷の展開－（ランチョンセミナー）

第17回⽇本⼩児呼吸器外科研究会（2006.10.27、福岡）
⽯井信⼆、⼋⽊
甲斐⽥章⼦

実、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、浅桐公男、中溝博隆、⼩林英史、朝川貴博、

当科における肺分画症9例の経験（⼀般演題、⼝演）
第2回宮城NST研究会（2006.10.28、仙台）
⽥中芳明
久留⽶⼤学病院のNSTの現状と臨床栄養における抗酸化療法の有⽤性（特別講演）
第68回⽇本臨床外科学会総会（2006.11.9-11、広島）
⽥中芳明、朝川貴博、⼩林英史、秋吉建⼆郎、浅桐公男、⼋⽊

実、溝⼿博義

久留⽶⼤学病院NSTの現状と課題 (サージカルフォーラム、⼝演)
秋吉建⼆郎、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐公男、⾕川
甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆

健、中溝博隆、⼩林英史、朝川貴博、

⼩児Barrett⾷道の3例(⼀般演題、⼝演)
浅桐公男、⽯井信⼆、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、⼩林英史、中溝博隆、秋吉建⼆郎、⽥中芳明、
⽊下壽⽂、⼋⽊ 実
急速に増⼤し⼗⼆指腸狭窄をきたした⼩児膵頭部腫瘍の1例(⼀般演題、⼝演)
甲斐⽥章⼦、⼋⽊ 実、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、浅桐公男、中溝博隆、⼩林英史、朝川貴博、
⽯井信⼆、溝⼿博義
当科における鎖肛症例の検討(⼀般演題、⼝演)
PSJM2006、第36回⽇本⼩児外科代謝研究会（2006.11.16、⾼松）
⽥中芳明、朝川貴博、⼩林英史、中溝博隆、浅桐公男、⼋⽊

実

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（主題、⼝演）
⼩林英史、⽥中芳明、⼋⽊
⽯井信⼆、⾕川 健

実、浅桐公男、秋吉建⼆郎、中溝博隆、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、

肝障害モデルにおけるエピガロカテキンガレート投与による改善効果の検討（主題、⼝演）
第22回⽇本⼩児外科学会秋季シンポジウム（2006.11.18、⾼松）
浅桐公男、⼋⽊
⾚岩正夫

実、⽥中芳明、秋吉建⼆郎、中溝博隆、⼩林英史、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、

当科における膵管胆道合流異常症の診断・治療法の変遷と術後合併症からみた最適術式の検討
（シンポジウム）
広島県病院薬剤師研修会（2006.11.21、広島）
⽥中芳明
臨床栄養における静脈栄養とその問題点 －腸管機能の重要性－（特別講演）
⽇本静脈経腸栄養学会

第５回医師教育セミナー（2006.11.26、東京）

⽥中芳明
経腸栄養法の実施 経腸栄養剤の選択および投与⽅法（教育セミナー）
第33回⽇本胆道閉鎖症研究会（2006.12.2、⾦沢）
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、浅桐公男、秋吉建⼆郎、甲斐⽥章⼦、⼋⽊

実、⾕川

健

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 投与中⽌後1年6ヶ⽉までの追跡(⼀般演題、⼝演)
⼩林英史、⽥中芳明、朝川貴博、浅桐公男、⼋⽊

実、⾕川

健

肝障害モデルにおけるエピガロカテキンガレート投与による改善効果の検討(⼀般演題、⼝演)
福岡県病院システム管理研修会（2006.12.9、福岡）
⽥中芳明
久留⽶⼤学NSTの現状

－NST各部⾨の取り組みと成果－（特別講演）

