
2007年学会発表

第3回⽇本消化管学会総会学術集会（2007/2/01-02︓東京）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科1)、久留⽶⼤学医学部外科2) 
浅桐公男1) 、⽥中芳明1) 、⽯橋⽣哉2)、中溝博隆1)、⼩林英史1)、朝川貴博1)、甲斐⽥章⼦1)、⼋⽊ 実1)

NST稼働による経済効果および診療報酬改訂後の問題点と対策 
＜NSTフォーラム＞

第22回⽇本静脈経腸栄養学会（2007/2/8-9）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科1)、病理学教室2)  
⼩林英史1)、朝川貴博1)、秋吉建⼆郎1)、浅桐公男1)、⽥中芳明1)、⼋⽊ 実1)、⾕川 健2)

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（第2報） 
＜要望演題＞

久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨1)、病理学講座2)  
朝川貴博1)、⽥中芳明1)、⼩林英史1)、秋吉建⼆郎1)、浅桐公男1)、⼋⽊ 実1)、⾕川 健2)

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-投与中⽌後の結果- 
＜要望演題＞

第36回九州地区⼩児固形悪性腫瘍研究会（2007/2/15︓福岡）

久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨ 
緒⽅宏美、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐公男、中溝博隆、⼩林英史、朝川貴博、甲斐⽥章⼦

診断に難渋した⼩児の膵悪性リンパ腫の1例 
＜⼀般演題＞

第37回⽇本⼩児消化管機能研究会（2007/2/18︓名古屋）

久留⽶⼤学外科学⼩児外科部⾨ 
甲斐⽥章⼦、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐公男、中溝博隆、⼩林英史、朝川貴博、緒⽅宏美

Fecofloemetry による客観的排便機能評価の試み 
＜⼀般演題＞

第3回東京加齢医学研究会（2007/2/24︓東京）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科 
⽥中芳明

酸化ストレスと抗酸化療法 
＜⼀般演題＞

第32回九州代謝栄養研究会（2007/3/10︓沖縄）

久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科分野、同病理学講座＊＊ 
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＞

第1回⾷道・胃外科フォーラム（2007/3/17︓東京）

久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨ 
⽥中芳明

酸化ストレスに対する抗酸化療法 
＜特別講演＞

第44回九州⼩児外科学会（2007/3/23︓福岡）

久留⽶⼤学外科学⼩児外科部⾨ 
甲斐⽥章⼦、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐公男、中溝博隆、⼩林英史、朝川貴博、緒⽅宏美

当科におけるFecoflowmetryによる客観的排便機能評価の試み 
＜⼀般演題＞

第6回NST医師教育セミナー（2007/3/25︓福岡）

⽥中芳明

＜ランチョンセミナー座⻑＞

第107回⽇本外科学会（2007/4/11-13︓⼤阪）

久留⽶⼤学⼩児外科1)、筑後市⽴病院2) 
⽥中芳明1)、⽯井信⼆1)、甲斐⽥章⼦1)、朝川貴博1)、⼩林英史1)、中溝博隆1)、浅桐公男1)、⼋⽊ 実1)、溝⼿博義2)

侵襲下の酸化ストレス傷害に対するカテキン並びに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＞

久留⽶⼤学⼩児外科1)、筑後市⽴病院2) 
浅桐公男1)、甲斐⽥章⼦1)、朝川貴博1)、⼩林英史1)、中溝博隆1)、秋吉建⼆郎1) 、⽥中芳明1)、溝⼿博義2) 、⼋⽊ 実1)

当科における短腸症候群および腸管不全症例に対する管理の⼯夫 
（⼀般演題）

国⽴病院⾹川⼩児病院⼩児外科1)、久留⽶⼤学⼩児外科2) 
中溝博隆、中溝博隆1)2)、⼤塩猛⼈1)、⽯橋広樹1)、⾼野周⼀1)、⼋⽊ 実2)

異所性精巣24例の臨床的検討 
（⼀般演題）

久留⽶⼤学⼩児外科1)、久留⽶⼤学病理学2) 
⼩林英史1)、朝川貴博1)、秋吉建⼆郎1)、浅桐公男1)、⽥中芳明1)、⼋⽊ 実1)、⾕川 健2)



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 
（ワークショップ）

久留⽶⼤学⼩児外科1)、久留⽶⼤学病理学2) 
朝川貴博1)、⼩林英史1)、秋吉建⼆郎1)、浅桐公男1)、⽥中芳明1)、⼋⽊ 実1)、⾕川 健2)

Sullivan分類StageⅡ副腎⽪質癌症例の経験-ミトタン（OP-DDD）の有効性に関する⽂献的検討- 
（⼀般演題）

PAPS（2007/4/15-19︓ニュージーランド）

Asagiri K1, Tanaka Y1, Nakamizo H1, Kobayashi H1, Asakawa T1, Kaida A1, Mizote H2, Yagi M1 
1Kurume University, 2Chikugo City Hospital, Japan

Nutritional management via jejunostomy in patients with short bowel syndrome. 
＜Poster Oral Session＞

1Department Of Peditric Surgery, Kurume University School Of Medicine, Fukuoka, Japan, 2Department Of Peditric Surgery, St. Maryʼs Hospital, Fukuoka, Japan,
3Department Of Obstetrics and gunecology, Kurume University, School Of Medicine, Kurume, Japan 
Fukahori S1, Tsuru T2, Asagiri K1, Tanaka Y1, Akaiwa M2, Ushijima K3, Kamura T3, Ygi M1

Surgical Strategy of Pediatric Ovarian Tumor from the Experience of 103 case 
＜Poster Oral Session＞

1Department Of Peditric Surgery, National Kagawa Childrenʼs Hospital, 2Department Of Peditric Surgery, Kurume University School Of Medicine, Ogata H1, Oshio T1,
Ishibashi H1, Takano S1, Yagi M2

A Review Of Our Ecperiences With Heterotopic Pancreas 
＜Poster Oral Session＞

1Department Of Peditric Surgery, St. Maryʼs Hospital, 2Department Of Peditric Surgery, Kurume University School Of Medicine, 
Tsuru T1, Fukahori S1, Akaiwa M1, Yagi M2, Yano H2

Effective of Abdominal Lavage with Strongly Acidic Electrolyzed Water in Pediatric Perforating Appendicitis 
＜Poster Oral Session＞

第30回⽇本栄養アセスメント研究会（2007/5/11-12︓神奈川）

久留⽶⼤学⼩児外科1)、久留⽶⼤学医学部病理学教室2) 
⼩林英史1)、⽥中芳明1)、朝川貴博1)、甲斐⽥章⼦1)、中溝博隆1)、浅桐公男1)、⼋⽊ 実1)、⾕川 腱2)

胆道閉鎖症術後患児における緑茶カテキン投与による抗酸化療法の検討 
＜⼀般演題＞

第13回ニュートリション・サポート・クラブ（2007/5/19︓東京）

⽥中芳明

（特別講演）

庄内NSTフォーラム（2007/5/26）

⽥中芳明

久留⽶⼤学のNSTの現状とNSTに必要な栄養療法 
（特別講演）

第44回⽇本⼩児外科学会（2007/5/31-6/2︓東京）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科1）、久留⽶⼤学病理学教室2） 
⼩林英史1)、⽥中芳明1)、朝川貴博1)、浅桐公男1)、⼋⽊ 実1)、⾕川 健2)

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）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科 
中溝博隆、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、緒⽅宏美

膵管胆道合流異常に合併した重複胆管の1例 
（⼀般演題）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科1）、新潟県⽴中央病院⼩児外科2）、筑後市⽴病院3） 
甲斐⽥章⼦1）、⼋⽊ 実1）、⽥中芳明1）、浅桐公男1）、中溝博隆1）、⼩林英史1）、朝川貴博1）、緒⽅宏美1）、内⽥昌則2）、溝⼿博義3）

Hassab⼿術を施⾏したASDを伴う肝前性⾨脈閉塞症の1⼩児例 
（⼀般演題）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科1）、筑後市⽴病院2） 
浅桐公男1）、⽥中芳明1）、中溝博隆1）、⼩林英史1）、朝川貴博1）、甲斐⽥章⼦1）、溝⼿博義2）、⼋⽊ 実1）

当科における短腸症候群に対する栄養管理の⼯夫 
（⼀般演題）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科1）、聖マリア病院⼩児外科2）、久留⽶⼤学産婦⼈科3） 
深堀 優1,2）、つる知光1,2）、浅桐公男1）、⽥中芳明1）、⾚岩正夫2）、⽜嶋公⽣3）、嘉村敏治3）、⼋⽊ 実1）

当院における⼩児卵巣腫瘍103例の検討 
（⼀般演題）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科 
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、浅桐公男、中溝博隆、甲斐⽥章⼦、緒⽅宏美、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-投与中⽌後1年6ヶ⽉までの追跡- 
（ワークショップ）

⼤分県栄養⼠会病院栄養⼠協議会研修会（2007/6/24︓⼤分）

⽥中芳明

久留⽶⼤学のNSTの現状とNSTに必要な栄養療法 
（特別講演）

第58回⽇本東洋医学会学術集会（2007/6/15-17︓広島）



⽯井信⼆、⼋⽊ 実、恵紙英昭、嘉村敏治 
久留⽶⼤学病院

繰り返す胃軸捻転に対する鏡視下胃固定術後認められた胃運動機能障害に対し六君⼦湯が著効を⽰した1幼児例 
（⼀般演題）

広島⼤学病院職員研修会（2007/6/28︓広島）

⽥中芳明

チーム医療におけるNSTの重要性-久留⽶⼤学NSTの各部⾨の役割と成果（医療・経済的効果） 
（特別講演）

第1回⿃栖・みやきNST懇話会（2007/6/29︓佐賀）

⽥中芳明

久留⽶⼤学NSTの現状とNSTに必要な栄養療法 
（特別講演）

第4回昭和NST「知って得する」講演会

⽥中芳明

消化管機能と経腸栄養 
（特別演題）

NADAC（2007/7/14︓北九州）

⽥中芳明

腸管免疫の重要性 
（特別演題）

第111回看護研修会（2007/7/23︓福岡）

⽥中芳明

（研修会講師）

熊本NSTフォーラム（2007/7/27︓熊本）

⽥中芳明

（特別講演）

第44回⽇本外科代謝栄養学会（2007/7/10-11︓東京）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科 
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、浅桐公男、中溝博隆、甲斐⽥章⼦、緒⽅宏美、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-投与中⽌後1年6ヶ⽉までの追跡- 
（⼀般演題︓ポスター）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科1）、久留⽶⼤学病理学教室2） 
⼩林英史1)、⽥中芳明1)、朝川貴博1)、浅桐公男1)、⼋⽊ 実1)、⾕川 健2)

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）

⽥中芳明

＜座⻑︓ポスターセッション＞

⽇本⼩児内視鏡学会（2007/7/7︓福岡）

甲斐⽥章⼦

 

三原市医師会在宅ケア研修会（2007/7/13︓三原市）

⽥中芳明

消化管機能と経腸栄養 
＜特別講演＞

名古屋市⽴⼤学病院 栄養サポート特別講演会（2007/8/2︓名古屋）

⽥中芳明

久留⽶⼤学NSTの現状とNSTに必要な栄養療法 
＜特別講演＞

第15回認定看護管理者制度ファーストレベル教育（2007/8/23︓福岡）

⽥中芳明

＜講師＞

第37回九州⼩児外科研究会（2007/8/25︓福岡）

⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、中尾志⽣⼦、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、⼩林英史、  
中溝博隆、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊ 実 
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科

当科における精巣位置異常の検討 
＜⼀般演題＞



第34回胆道閉鎖症研究会（2007/9/8︓愛知）

朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、中尾志⽣⼦、甲斐⽥章⼦、浅桐公男、中溝博隆、⼋⽊ 実

肝移植症例における酸化ストレスの検討 
＜⼀般演題＞

第2回臨床栄養⼊⾨セミナー（2007/9/13︓埼⽟）

⽥中芳明

「栄養療法の基礎」 
＜セミナー講師＞

平成19年度岩⼿県栄養⼠会⽣涯学習研修会（2007/9/8︓岩⼿）

⽥中芳明

「久留⽶⼤学NSTの現状とNSTに必要な栄養療法」 
＜⽣涯学習講師＞

第5回沖縄ウンドマネジメント研究会（2007/10/20︓沖縄）

⽥中芳明

NSTの実際とNSTに必要な栄養療法 
＜講師＞

第54回⽇本栄養改善学会学術総会（2007/9/20︓⻑崎）

⽥中芳明

「NSTと病態別栄養管理について 
＜セミナー座⻑＞

⾼知⼤学医学部附属病院NST勉強会（2007/10/12︓⾼知）

⽥中芳明

「NSTに必要な栄養療法」 
＜勉強会講師＞

第9回⾼知NST研究会（2007/10/13︓⾼知）

⽥中芳明

＜特別講演＞

第35回⽇本救急医学会総会・学術集会ランチョンセミナー（2007/10/18:⼤阪）

⽥中芳明

「腸管機能に配慮した経腸栄養管理」 
＜ランチョンセミナー講師＞

九州地区摂⾷・嚥下リハビリテーション宮崎セミナー（2007/11/10︓宮崎）

⽥中芳明

チーム医療におけるNSTの重要性-久留⽶⼤学NSTの各部⾨の役割と成果（医療経済的効果）- 
＜セミナー講師＞

第30回膵管胆道合流異常研究会（2007/9/20︓⿅児島）

久留⽶⼤学⼩児外科 
中溝博隆、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、朝川貴博、甲斐⽥章⼦、中尾志⽣⼦、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏

⼩児胆⽯症と膵管胆道合流異常症の合併に関する検討 
＜⼀般演題＞

第23回⼩児外科秋季シンポジウム（2007/11/10︓宇都宮）

久留⽶⼤学医学部⼩児外科1）、久留⽶⼤学病理学教室2） 
⼩林英史1)、⽥中芳明1)、朝川貴博1)、浅桐公男1)、⼋⽊ 実1)、⾕川 健2)

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 
＜シンポジウム＞

第20回⽇本内視鏡外科学会総会（2007/11/19-21︓仙台）

久留⽶⼤学⼩児外科 
浅桐公男、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、中尾志⽣⼦、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、⼩林英史、中溝博隆、⽥中芳明、⼋⽊ 実

トロッカー挿⼊法の⼯夫による医療経費削減効果 
＜ワークショップ＞

第69回⽇本臨床外科学会総会（2007/11/29-30︓横浜）

久留⽶⼤学⼩児外科1）、久留⽶⼤学外科2） 
浅桐公男1）、朝川貴博1）、⼩林英史1）、⽯橋⽣哉2）、⽥中芳明1）、⼋⽊ 実1）

当院におけるNSTの活動状況とスタッフ教育 
＜特別演題︓サージカルフォーラム＞

久留⽶⼤学医学部⼩児外科 
中溝博隆、七種伸⾏、⼩島伸⼀郎、中尾志⽣⼦、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、⼩林英史、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊ 実

急性⾍垂炎術後に発症した遅発性腹腔内膿瘍の1例 
＜⼀般演題＞



久留⽶⼤学⼩児外科 
甲斐⽥章⼦、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐公男、中溝博隆、⼩林英史、朝川貴博、中尾志⽣⼦、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏

⼩児直腸肛⾨外科⼿術後症例に対するFecofloemetryによる客観的排便機能評価 
＜特別演題︓ワークショップ＞

久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨ 
七種伸⾏、⼩島伸⼀郎、中尾志⽣⼦、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

当科における⼩児胆⽯症症例の検討 
＜⼀般演題＞

第3回奈良県TSC研究会（2007/11/7︓奈良）

⽥中芳明

NSTに必要な栄養知識 
＜特別講演＞

⽇本医療マネジメント学会第6回九州・⼭⼝連合⼤会（2007/11/23︓⿅児島）

⽥中芳明

チーム医療におけるNST (Nutrution Support Team) の重要性-久留⽶⼤学NSTの各部⾨の役割と成果（医療・経済効果）- 
＜ランチョンセミナー演者＞

第5回⽇本機能性⾷品医⽤学会総会（2007/12/1-2︓東京）

⽥中芳明

⼀般演題5「疾病予防」 
＜座⻑＞

第23回⽇本⼩児がん学会（2007/12/14-16︓仙台）

久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨ 
⼩島伸⼀郎

＜⼀般演題︓ポスター＞


