2008年学会発表
病院栄養⼠協議会研修会（⼤分県栄養⼠会）（2008/1/26︓⼤分）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
輸液について
宮崎県病院薬剤師研修会（ 2008/1/27︓宮崎）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
NSTに必要な栄養療法
＜特別講演︓講師＞
第5回⽇本ウィルムス腫瘍スタディ研究会JWITS:（2008/2/2︓東京）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⼩島伸⼀郎、⼋⽊ 実、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
当科における両側Wilms腫瘍2例に対する治療戦略
＜⼀般演題︓⼝演＞
第4回⽇本消化管学会（2008/2/7-8︓⼤阪）
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

栄養管理実施加算の算定における多職種共同による栄養管理計画書の策定
＜シンポジウム＞
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⼋⽊実
「今話題の⼩児消化管疾患」⼩児におけるRomeⅢからみた消化管機能異常症
＜教育講演︓講師＞
第38回⽇本⼩児消化管機能研究会（2008/2/16︓徳島）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
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、中尾志⽣⼦、七種伸⾏、⼩島伸⼀郎
⼩児直腸肛⾨外科術後症例に対するFecoﬂowmetryによる客観的排便機能評価
＜⼀般演題︓⼝演＞
新潟県臨床栄養研究会（2008/2/16︓新潟）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
NSTのメンバーとして必要な栄養⼠の基礎知識
＜講演＞
九州地区⼩児悪性腫瘍研究会（2008/2/23︓福岡）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⼩島伸⼀郎、⼋⽊ 実、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
当科における両側ウィルムス腫瘍症例に対する治療戦略
第23回⽇本静脈経腸栄養学会（2008/2/21-22︓京都）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、中溝博隆、⼩林英史、甲斐⽥章⼦、中尾志⽣⼦、七種伸⾏、⼩島伸⼀郎、⼋⽊

実

喫煙者・⾮喫煙者に対する微量ミネラル付加⾷品による抗酸化療法
＜⼀般演題＞
久留⽶⼤学⼩児外科1）、消化器内科2）、外科3）
浅桐公男1）、朝川貴博1）、⼩林英史1）、川⼝巧２）、⽯橋⽣哉３）、⽥中芳明1）、⼋⽊実1）
栄養管理計画書の改良―多職種共同による栄養管理計画書の策定―
＜要望演題＞
第33回九州代謝栄養研究会（2008/3/8︓熊本）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、中溝博隆、⼩林英史、中尾志⽣⼦、七種伸⾏、⼩島伸⼀郎、⼋⽊

実

＜⼀般演題＞
2008年春期コ・メディカル教育セミナー仙台（2008/4/5-6︓宮城）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
⼩児の特殊性と栄養必要量
＜教育講演︓講師＞
第45回九州⼩児外科学会（2008/4/12︓⿅児島）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
古賀義法、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、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
異時性両側性卵巣嚢胞性成熟奇形腫の１例

実

＜⼀般演題︓⼝演＞
第287回⼤阪⼤学CNC（2008/4/14︓⼤阪）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
経腸栄養の最近のトピックス
＜特別講演︓講師＞
メディカルT.T.研修会（2008/4/17︓福岡）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
＜特別講演＞
病院栄養⼠協議会研修会（2008/4/19︓⼤分）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
輸液について
＜講師＞

パートⅡ

⽇本外科学会（2008/5/15-17︓⻑崎）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
浅桐公男、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、朝川貴博、⼩林英史、中溝博隆、⽥中芳明、⼋⽊

実

術後QOLを考慮した両側Wilms腫瘍に対する治療戦略
＜デジタルポスター＞
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
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、⽥中宏明、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の合併に関する検討
＜サージカルフォーラム＞
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨1)、聖マリア病院⼩児外科2)
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)、中尾志⽣⼦1)、七種伸⾏1)、⼩島伸⼀郎1)、深堀
⼩児直腸肛⾨外科術後症例に対するFecoﬂowmetryによる客観的排便機能評価
＜デジタルポスター＞
iﬁa JAPAN 2008（2008/5/22︓東京）
久留⽶⼤学外科外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
機能性⾷品成分による⽣活習慣病の予防?医療分野からの実践的提⾔?
＜教育セミナー︓講師＞
第31回⽇本栄養アセスメント学会（2008/5/23-24︓新潟）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
栄養アセスメント法の背景・エビデンスと展望
＜教育セミナー︓講師＞

５．脂質/糖

久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
＜⼀般演題︓座⻑＞
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、中溝博隆、⽥中宏明、中尾志⽣⼦、⼋⽊

実

喫煙者・⾮喫煙者に対する微量ミネラル付加⾷品による抗酸化療法
＜⼀般演題︓⼝演＞
第45回⽇本⼩児外科学会総会（2008/5/28-30︓茨城）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、中溝博隆、⼋⽊

実

胆道閉鎖症肝移植術後患児における酸化ストレスの存在の有無の検討
＜⼀般演題︓⼝演＞
新潟市⺠病院⼩児外科
⼩森登志江、新⽥幸壽、内藤真⼀、飯沼泰史
当科における腹腔鏡下⾍垂切除術症例182例の検討?⼿術合併症症例を中⼼に
＜⼀般演題︓ポスター＞
鶴岡市⽴荘内病院外科
⽯井信⼆、⼤滝雅博
異所性膵を先進部とした腸重積症の1例
＜⼀般演題︓ポスター＞
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨、久留⽶⼤学病理学
⼩林英史、⽥中芳明、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、朝川貴博、浅桐公男、⾕川健、⼋⽊実
肝障害モデルにおける茵チン蒿湯投与による肝線維化抑制効果の検討
＜⼀般演題︓ポスター＞
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
七種伸⾏、中溝博隆、⼩島伸⼀郎、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、朝川貴博、⼩林英史、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実
⼩児胆⽯症症例の検討
＜⼀般演題︓ポスター＞

優2)、つる知光2)、⾚岩正夫2)

久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
浅桐公男、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、⼩林英史、⽥中芳明、⼋⽊実
⼩児腹腔鏡下⼿術に関わる医療経費削減の試み
＜⼀般演題︓ポスター＞
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⼩島伸⼀郎、浅桐公男、七種伸⾏、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、甲斐⽥章⼦、⼩林英史、中溝博隆、⽥中芳明、⼋⽊実
当科における両側Wilms腫瘍２症例に対する外科的治療戦略
＜⼀般演題︓ポスター＞
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨1)、医療法⼈雪の聖⺟会聖マリア病院2)
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)、⽥中宏明1)、中尾志⽣⼦1)、⾚岩正夫2)
⼩児直腸肛⾨外科術後症例に対するFecoﬂowmetryによる客観的排便機能評価
＜⼀般演題︓⼝演＞
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
中尾志⽣⼦、つる知光、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、⽥中宏明、朝川貴博、⼩林英史、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊

実

進⾏神経芽腫における残存腫瘍の治療成績
＜要望演題＞
⾼知⼤学外科学講座外科1)
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨2)
緒⽅宏美1)、岡本健1)、駄⾺中研1)、杉本健樹1)、花崎和弘1)、⼋⽊ 実2)
腸管重複症による腸重積が原因で起こったと考えられた回腸閉鎖の１例
＜⼀般演題︓ポスター＞
American pediatric Surgical Association,APSA（2008/5/29-30︓アメリカ）
Hiroaki Tanaka, Tatsuru Kaji, M.D.,Ph.D, Laurie Wallace,BSx,David Sigalet,M.D.,Ph.D.FACS Kurume University School of Medicine,Kurume,Japan,Kagoshima University
School of Medicine,Kagoshima,Japan,University of Calgary,Calgary,AB,Canada
Region Speciﬁc Eﬀects of Epidermal Growth Factor in Experimental Short Bowel Syndrome
＜⼀般演題︓⼝演＞
第12回北陸臨床薬剤業務研究会（2008/6/15︓⽯川）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
病態別栄養剤の種類と選択
＜特別講演︓講師＞
⼤塚製薬⼯場MR教育衛星放送ビデオ撮影（2008/6/20︓東京）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
腸管での栄養の吸収と腸切除と病態
酸塩基平衡と病態
＜講師＞
41th paciﬁc associations of pediatric surgeons,PAPS（5008/6/28-7/3、アメリカ）
Department of Pediatric Surgery1 and Pathology2, Kurume University School of Medicine
Takahiro Asakawa1, Yoshiaki Tanaka1, Hidefumi Kobayashi1, Kimio Asagiri1, Minoru Yagi1, Ken Tanikawa1
Herbal Medicine onchinkoto(TJ-135) suppresses hepatic ﬁbrosis
第９回⼭⼝外科栄養フォーラム（2008/7/9︓⼭⼝）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
久留⽶⼤学におけるNSTの現状とNSTに必要な栄養療法
＜特別講演︓講師＞
第45回⽇本外科代謝栄養学会（2008/7/11-12︓宮城）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
＜⼀般演題︓座⻑＞
⽇本静脈経腸栄養学会、⽇本外科代謝栄養学会共催

第８回NST医師教育セミナー（2008/7/12-13︓宮城）

久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
ビタミン・微量元素と代謝制御
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、中溝博隆、⽥中宏明、中尾志⽣⼦、⼋⽊
喫煙者・⾮喫煙者に対する微量ミネラル付加⾷品による抗酸化療法
＜⼀般演題︓⼝演＞
第63回⽇本消化器外科学会（2008/7/16-18︓北海道）
久留⽶⼤学⼩児外科
浅桐公男、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、朝川貴博、⼩林英史、⽥中芳明、⼋⽊
腹腔鏡下⼿術に関わる医療経費削減の試み
＜⼀般演題︓⼝演＞
第17回⽇本⼩児泌尿器学会（2008/7/16-18）

実

実

久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽯井信⼆、⼩島伸⼀郎、中溝博隆、七種伸⾏、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

当科における精巣位置異常症例の検討
＜⼀般演題︓⼝演＞
北陸がんプロフェッショナル養成プログラム（2008/7/19-20:⽯川）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
臨床栄養学特論・臨床栄養学。周術期の栄養管理
＜教育講演︓講師＞
第48回管理栄養⼠研修会（2008/7/30-8/1︓栃⽊）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
＜講師＞
第16回認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程（2008/8/8︓福岡）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
グループマネジメント（チーム医療とNST）
＜教育講演︓講師＞
⽇本静脈経腸栄養学会2008年夏期コメディカル教育セミナー福岡（2008/8/30︓福岡）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
特殊栄養成分の臨床応⽤
＜教育講演︓講師＞
第38回九州⼩児外科研究会（2008/8/30︓福岡）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博、⼩林英史、⽥中芳明、⽯井信⼆、⽥中宏明、髙⽊章⼦、浅桐公男、⼋⽊

実

肝障害モデルにおける茵?蒿湯投与による肝線維化抑制効果の検討
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
髙⽊章⼦、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、朝川貴博、⽥中宏明、⽯井信⼆
Fecoﬂowmetryによる⼤建中湯の排便機能に対する治療効果
平成20年度福岡県栄養⼠会⽣涯学習研修会（2008/8/31︓福岡）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
静脈栄養・経腸栄養の基本的知識
＜特別講演︓講師＞
11th World Congress of Endoscopic Surgery（2008/9/2-5︓神奈川）
Department of Pediatric Surgery, Kurume University, Japan
Kimio Asagiri, Minoru Yagi, Yoshiaki Tanaka, Hidefumi Kobayashi, Takahiro Asakawa, Akiko kaida, Hiroaki Tanaka, Shioko Nakao, Shinji Ishii
Study Of presurgical Nutritional Status In Pediatric Laparoscopic Surgery
＜⼀般演題︓⽰説＞
第71回筑豊臨床栄養研究会（2008/9/8︓福岡）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
体液輸液の基礎、⼩児の栄養管理
＜特別講演︓講師＞
第9回福島NSTフォーラム（2008/9/20︓福島）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
久留⽶⼤学NSTの現状とNSTに必要な栄養知識
＜特別講演︓講師＞
第34回⼤和免疫・アレルギー研究会（2008/9/26︓奈良）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
Immunonutrition-免疫栄養素の投与意義＜教育講演︓講師＞
第30回筑後地区輸液栄養NST研究会（2008/10/3︓福岡）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博、⽥中芳明、⼩林英史、⽥中宏明、中溝博隆、⼋⽊
肝移植症例における酸化ストレスの検討
＜⼀般演題＞
第30回⽇本臨床栄養学会総会（2008/10/9-10︓東京）

実

久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、甲斐⽥章⼦、⽯井信⼆、⼋⽊

実

喫煙者・⽇喫煙者に対する微量ミネラル付加⾷品による抗酸化療法
＜⼀般演題＞
第２回北部九州⼭⼝⼩児外科研究会（2008/10/16︓福岡）
久留⽶⼤学⼩児外科
⽯井信⼆、島⽥聡⼦、上村

直、⽥中宏明、朝川貴博、⾼⽊章⼦、⼩林英史、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊

胎児診断が困難であった1例
＜⼀般演題＞
静岡県⽴こども病院

講演会（2008/10/20︓静岡）

久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
久留⽶⼤学NSTの現状とNSTに必要な栄養知識
＜講演＞
沖縄栄養⼠会研修会（2008/10/25︓沖縄）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
特殊栄養成分の臨床応⽤?特に酸化ストレスと抗酸化療法について?
＜講師＞
⽇本⼩児外科秋季シンポジウム（2008/11/1-2︓沖縄）
久留⽶⼤学⼩児外科
浅桐公男、⽯井信⼆、⽥中宏明、髙⽊章⼦、朝川貴博、⼩林英史、⽥中芳明、⼋⽊

実

⾃⽴型縫合針付きポリエステル編み⽷を使⽤した腹腔鏡下噴⾨形成術
＜演題︓⼝演＞
新潟県臨床栄養研究会（2008/11/8︓新潟）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
NSTに必要な栄養知識
＜特別講演︓講師＞
第３回筑後NSTセミナー特別講演会（2008/11/13︓福岡）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
炎症と酸化ストレス-Phamaconutrition、抗酸化・抗炎症療法＜特別講演︓講師＞
佐世保地区NST講演会（2008/11/14︓⻑崎）
輸液・静脈栄養?安全で適正な管理を⾏うために?
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
＜講師＞
⽣涯学習研修会（2008/11/15︓⼤分）
久留⽶⼤学外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
抗酸化・抗炎症?微量元素について?
＜講師＞
⽇本⼩児外科代謝研究会（2008/11/21︓⼤阪）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、⾼⽊章⼦、⽯井信⼆、⼋⽊

実

喫煙者・⾮喫煙者に対する微量ミネラル付加⾷品による抗酸化療法
⽇本直腸肛⾨奇形研究会（2008/11/21︓⼤阪）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽯井信⼆、⾼⽊章⼦、⽥中宏明、朝川貴博、⼩林英史、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊

実

当科における低位鎖肛症例に対する術式の変遷
第３５回⽇本胆道閉鎖症研究会（2008/12/６︓東京）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、⾼⽊章⼦、⽥中宏明、⽯井信⼆、⼋⽊
胆道閉鎖症術後患児における肝肺症候群のスクリーニング
第7回埼⽟・栃⽊NST研究会（2008/12︓埼⽟）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
消化管機能と経腸栄養管理の実際
＜教育講演︓講師＞

実

実

第1回⽇本経腸栄養学会中国⽀部学術集会（2008/12︓岡⼭）
久留⽶⼤学医学部外科学講座⼩児外科部⾨
⽥中芳明
侵襲時の栄養管理-殊に、炎症と酸化ストレスの制御＜ランチョンセミナー︓講師＞

