
2010年学会発表

第6回 ⽇本消化管学会総会（2010/2/19-20︓福岡）

七種伸⾏、⽥中芳明、古賀義法、橋詰直樹、⽯井信⼆、⽥中宏明、髙⽊章⼦、朝川貴博、⼩林英史、浅桐公男、⼋⽊実

間接熱量測定により残存消化管の吸収能を検討した広範囲⼩腸切除後の1症例 
＜⼀般演題・ポスター＞

第40回 ⽇本⼩児消化管機能研究会（2010/2/20︓⼭梨）

⽯井信⼆、⼋⽊実、⽥中芳明、浅桐公男、朝川貴博、⽥中宏明、中尾志⽣⼦、七種伸⾏、⼩島伸⼀郎、古賀義法、橋詰直樹

胃電図による胃運動機能評価の経験 
＜⼀般演題・⼝述＞

第40回 ⽇本⼩児消化管機能研究会（2010/2/20︓⼭梨）

橋詰直樹、⼋⽊実、⽥中芳明、浅桐公男、朝川貴博、⽥中宏明、中尾志⽣⼦、⽯井信⼆、七種伸⾏、⼩島伸⼀郎、古賀義法、内⾨久明、徳富孝志

多チャンネル直腸肛⾨内圧測定による３次元⽴体圧像断⾯圧像作成の試み 
＜⼀般演題・⼝述＞

第25回 ⽇本静脈経腸栄養学会（2010/2/25-26︓千葉）

朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、⽥中宏明、⽯井信⼆、七種伸⾏、⼩島伸⼀郎、古賀義法、橋詰直樹、⼋⽊実

当院におけるNutrition Dayアンケート調査の分析-施⾏2年⽬の結果- 
＜Nutrition day・⼝述＞

第25回 ⽇本静脈経腸栄養学会（2010/2/25-26︓千葉）

朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、⽥中宏明、⽯井信⼆、⼋⽊実

慢性肝障害患児に対する肝疾患⽤⾼栄養流動⾷投与効果の検討 
＜⼀般演題・⼝述＞

第25回 ⽇本静脈経腸栄養学会（2010/2/25-26︓千葉）

⽥中宏明、古賀義法、七種伸⾏、⽯井信⼆、髙⽊章⼦、朝川貴博、⼩林英史、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

短腸症候群モデルラットにおけるGlucagon Like peptide 2と経腸栄養剤の併⽤効果 
＜研究助成受託・⼝述＞

第25回 ⽇本静脈経腸栄養学会（2010/2/25-26︓千葉）

七種伸⾏、⽥中芳明、⽯井信⼆、⽥中宏明、髙⽊章⼦、朝川貴博、⼩林英史、浅桐公男、⼋⽊実

間接熱量測定により残存消化管の吸収能を評価した広範囲⼩腸切除の1例 
＜パネルディスカッション＞

第39回 九州地区⼩児固形悪性腫瘍研究会（2010/2/27︓福岡）

橋詰直樹、朝川貴博、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

学童期に発⾒された神経節芽腫の2例 
＜⼀般演題・⼝述＞

第46回 ⽇本腹部救急医学会（2010/3/18︓富⼭）

浅桐公男、朝川貴博、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、⼋⽊実

⼩児腹部鈍的外傷に対する初期対応としてのIVRの現状 
＜ワークショップ＞

第46回 ⽇本腹部救急医学会（2010/3/18︓富⼭）

七種伸⾏、⽥中芳明、古賀義法、橋詰直樹、⽯井信⼆、⽥中宏明、朝川貴博、浅桐公男、⼋⽊実

広範囲⼩腸切除術後症例における消化管吸収能の検討 
＜ワークショップ＞

第110回 ⽇本外科学会（2010/4/8-10︓名古屋）

浅桐公男、七種伸⾏、⽯井信⼆、⽥中宏明、朝川貴博、⼩林英史、⽥中芳明、⼋⽊実

膵胆管合流異常症に対する肝⾨部肝菅形成、肝⾨部肝菅空腸端々吻合術 
＜⼀般演題・⼝述＞

第110回 ⽇本外科学会（2010/4/8-10︓名古屋）

緒⽅宏美、杉本

⼥性外科医の勤務継続とキャリアアップのために何が必要か︖ 
＜⼀般演題・⼝述＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

⽥中宏明、古賀義法、橋詰直樹、七種伸⾏、⼩島伸⼀郎、⽯井信⼆、朝川貴博、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

短腸症候群モデルラットにおけるGlucagon Like peptide 2と経腸栄養剤の併⽤効果 
＜ポスターシンポジウム＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、⽥中宏明、⽯井信⼆、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、古賀義法、橋詰直樹、飯⽥仁志、⼋⽊実



胆道閉鎖症術後患児における早期肝移植移⾏例と⾃⼰肝⽣存例の経過に関する検討 
＜⼀般演題・ポスター＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

橋詰直樹、⼋⽊実、⽥中芳明、浅桐公男、朝川貴博、⽥中宏明、⽯井信⼆、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、古賀義法、緒⽅宏美

学齢期に発症した神経節芽腫の２例 
＜⼀般演題・ポスター＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

⽯井信⼆、靏知光、東舘成希、猿渡彰洋、中溝博隆、⾚岩正夫

閉鎖部腸管が部分的に捻転壊死をきたした完全離断型回腸閉鎖症の1例 
＜⼀般演題・ポスター＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

⼩森登志江、飯沼泰史、内藤真⼀、新⽥幸壽

⿏径ヘルニア根治術後に臍瘻として発⽣した縫合⽷膿瘍の経験 
＜⼀般演題・ポスター＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

緒⽅宏美、⼤塩猛⼈、花崎和弘

壊死性腸炎穿孔後に臍⼩腸瘻を形成した極低出⽣体重児の1例 
＜ポスターシンポジウム＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

七種伸⾏、⽥中芳明、古賀義法、橋詰直樹、⼩島伸⼀郎、⽯井信⼆、⽥中宏明、朝川貴博、浅桐公男、⼋⽊実

重症⼼⾝障害児における⾄適栄養管理の検討 
＜⼀般演題・ポスター＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

⼋⽊実

基調講演︓⼩児外科領域で汎⽤される漢⽅製剤、知っておくと有利な漢⽅製剤 
＜シンポジウム＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

⽯井信⼆、⼋⽊実、⽥中芳明、浅桐公男、朝川貴博、⽥中宏明、平⽥宗、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、橋詰直樹、古賀義法、恵紙英昭、藤本剛史、佐野留美、嘉村敏治

⼤学病院漢⽅外来から⾒た⼩児外科領域における漢⽅治療の有⽤性 
＜シンポジウム＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

古賀義法、⼋⽊実、⽥中芳明、浅桐公男、朝川貴博、⽥中宏明、⽯井信⼆、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、橋詰直樹、内⾨久明、徳富孝志

多チャンネル直腸肛⾨内圧測定による３次元⽴体圧像断⾯圧像作成の試み 
＜ポスターシンポジウム＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

⼩島伸⼀郎、⽥中芳明、七種伸⾏、古賀義法、橋詰直樹、⽯井信⼆、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、甲斐⽥章⼦、朝川貴博、浅桐公男、⼋⽊実

突然発症した重篤な感染状態から敗⾎症に⾄り集中治療を⾏った胆道閉鎖症術後の2症例 
＜ポスターシンポジウム＞

第47回 ⽇本⼩児外科学会（2010/6/17-19︓名古屋）

浅桐公男、古賀義法、橋詰直樹、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、⽯井信⼆、中尾志⽣⼦、⽥中宏明、朝川貴博、⽦⽥茂樹、⽥中芳明、⼋⽊実

⼩児腹部鈍的外傷に対する初期対応としてのIVRの現状 
＜⼀般演題・ポスター＞

第47回⽇本外科代謝栄養学会（2010/7/7-8︓横浜）

朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、⽥中宏明、⼋⽊実

栄養学教育の現状と課題 
＜シンポジウム＞

第40回九州⼩児外科研究会（2010/8/28︓福岡）

吉⽥索、⼩島伸⼀郎、⽯井信⼆、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

当科における 新⽣児消化管穿孔症例の検討 
＜⼀般演題・⼝述＞

第32回⽇本臨床栄養学会（2010/8/29︓名古屋）

朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、⼩林英史、⽥中宏明、⼋⽊実

慢性肝障害患児に対する肝疾患⽤⾼栄養流動⾷投与効果の検討 
＜⼀般演題・⼝述＞

第17回⽇本⾨脈圧亢進症学会（2010/9/9︓富⼭）

七種伸⾏、古賀義法、⼩島伸⼀郎、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実



胆道閉鎖症術後症例に対する 胃⾷道静脈瘤検索の開始時期 に関する検討 
＜⼀般演題・⼝述＞

XXIII International Symposium in Paediatric Surgical Research (2010/9/12-14:Tokyo)

Saikusa N、Tanaka Y、Iida H、Tanaka H、Asakawa T、Fukahori S、Asagiri K、Yagi M

Evaluation of intestinal absorption by indirect calorimetry for an infant with short bowel syndrome 
＜⼀般演題・ポスター＞

XXIII International Symposium in Paediatric Surgical Research (2010/9/12-14:Tokyo)

Asakawa T、Tanaka Y、Asagiri K、Kobayashi H、Yagi M、Tanikawa K、Kage M

The herbal medicine INCHINKO-TO reduces hepatic fibrosis and injury in cholestatic rats. 
＜⼀般演題・ポスター＞

XXIII International Symposium in Paediatric Surgical Research (2010/9/12-14:Tokyo)

Tanaka H、Asagiri K、Tanaka Y、Yagi M、Kaji T,Wallace L、 Sigalet D

Combined therapy with Glucagon Like Peptide-2 and Enteral nutrition is useful in the short bowel syndrome model. 
＜⼀般演題・ポスター＞

第4回北部九州⼭⼝⼩児外科研究会（2010/9/24︓久留⽶）

⽯橋⿇央、⼩島伸⼀郎、浅桐公男、吉⽥ 索、⽯井信⼆、⽥中宏明、朝川貴博、深堀 優、⽥中芳明、⼋⽊ 実、中川慎⼀郎※、稲⽥浩⼦※

術前に横紋筋⾁腫と診断し⼿術を施⾏した極めて稀な膀胱原発神経芽腫の1例 
＜⼀般演題・⼝述＞

第21回⽇本⼩児QOL研究会（2010/10/2︓⽯川）

七種伸⾏、⽥中芳明、飯⽥仁志、⼩島伸⼀郎、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、浅桐公男、⼋⽊実

重症⼼⾝障害児におけるエネルギー代謝の検討 
＜⼀般演題・⼝述＞

第7回 ⽇本在宅静脈経腸栄養研究会学術集会（2010/10/2︓⼤阪）

⽯井信⼆、朝川貴博、吉⽥索、⼩島伸⼀郎、⽥中宏明、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

HPN・HEN併⽤療法を施⾏しQOLの向上を認めた短腸症候群の1例 
＜要望演題・⼝述＞

第37回⼩児栄養消化器肝臓学会（2010/10/9︓⾼松）

七種伸⾏、⽥中芳明、飯⽥仁志、⼩島伸⼀郎、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、浅桐公男、⼋⽊実

重症⼼⾝障害児における ⾄適エネルギー投与量の検討 
＜⼀般演題・⼝述＞

第23回⽇本内視鏡外科学会（2010/10/18-20︓横浜）

浅桐公男、吉⽥索、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、⽯井信⼆、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、⽥中芳明、⼋⽊実

漏⽃胸⼿術法︓Ravitch変法とNuss法の⽐較 
＜パネルディスカッション＞

第36回 ⽇本東洋医学会 九州⽀部学術総会（2010/11/14︓⿅児島）

⽯井信⼆、⼋⽊実、深堀優、平⽥宗、恵紙英昭、藤本剛史、佐野留美、嘉村敏治

排膿散乃湯が著効した肛⾨周囲膿瘍の２例 
＜⼀般演題・⼝述＞

第15回⽇本⼩児外科漢⽅研究会 PSJM（2010/11/19-20︓横浜）

⽯井信⼆、⼋⽊実、⽥中芳明、浅桐公男、深堀優、朝川貴博、⽥中宏明、平⽥宗、⼩島伸⼀郎、吉⽥索、恵紙英昭、藤本剛史、佐野留美、嘉村敏治

頻⽤⽅剤以外の漢⽅治療の有効性 
＜⼀般演題・⼝述＞

第26回⽇本⼩児外科学会秋季シンポジウム（2010/11/19-20︓横浜）

七種伸⾏、⽥中芳明、吉⽥索、⼩島伸⼀郎、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、浅桐公男、⼋⽊実

重症⼼⾝障害児におけるエネルギー代謝の検討 
＜シンポジウム＞

第72回 ⽇本臨床外科学会（2010/11/21-23︓横浜）

深堀優、七種伸⾏、飯⽥仁志、岩部純、⼩島伸⼀郎、⽥中宏明、朝川貴博、⽥中芳明、⼋⽊実

広範囲⼩腸切除術後症例における消化管吸収能の検討 
＜パネルディスカッション＞

第37回⽇本胆道閉鎖症研究会（2010/12/10-11︓東京）

朝川貴博、⽥中芳明、浅桐公男、深堀優、⽥中宏明、⽯井信⼆、⼩島伸⼀郎、吉⽥索、⼋⽊実

肝⾨部挙上空腸静脈瘤からの消化管出⾎を認めた患児に対する薬物療法の治療効果 
＜⼀般演題・⼝述＞

第26回⽇本⼩児がん学会（2010/12/17-19︓⼤阪）

⼩島伸⼀郎、浅桐公男、吉⽥索、⽯井信⼆、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、中川慎⼀郎、稲⽥浩⼦、⽥中芳明、⼋⽊実



術前に横紋筋⾁腫と診断し⼿術を施⾏した極めて稀な膀胱原発神経芽腫の1例 
＜⼀般演題・ポスター＞

第26回⽇本⼩児がん学会（2010/12/17-19︓⼤阪）

吉⽥索、⼩島伸⼀郎、⽯井信⼆、⽥中宏明、朝川貴博、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

術前の画像診断で脂肪芽腫と診断された後腹膜リンパ管腫の1例 
＜⼀般演題・ポスター＞

第13回⽇本病態栄養学会ランチョンセミナー（2010/1）

⽥中芳明

臨床栄養における抗酸化療法の有⽤性-最近の知⾒- 
＜教育講演＞

第37回久留⽶⼤学マンスリー・セミナー（2010/1）

⽥中芳明

炎症と酸化ストレスの制御 
＜教育講演＞

第33回⽇本嚥下学会ランチョンセミナー（2010/2）

⽥中芳明

臨床栄養における腸管機能の重要性 
＜教育講演＞

平成21年度宮崎県央地域リハビリテーション広域⽀援センター講演会”やっちょんな!!リハビリ2010新春"（2010/2/20︓宮⽇会館 宮⽇ホール︓宮崎）

⽥中芳明

静脈経腸栄養管理について理解を深めよう 
＜特別講演＞

平成22年度第1回NST専⾨療法⼠認定のための更新セミナー（2010/2/25︓ホテルグリーンタワー幕張︓千葉）

⽥中芳明

炎症、酸化ストレスとその制御 
＜教育講演＞

第33回筑後地区輸液栄養NST研究会（2010/4）

⽥中芳明

炎症、酸化ストレスとその制御 
＜特別講演＞

第9回⼭梨NST研究会（2010/4/16︓アピオ︓⼭梨）

⽥中芳明

久留⽶⼤学病院におけるNSTの取り組み 
＜特別講演＞

第52回⽇本⼩児神経学会ランチョンセミナー（2010/5）

⽥中芳明

栄養管理の問題点とその対策 
＜教育講演＞

NADAC研修会（2010/5/18︓ウェル⼾畑︓北九州）

⽥中芳明

各種病態とその対策-抗炎症療法- 
＜特別講演＞

第１回京都病態別栄養症例検討会（2010/5/22︓京都リサーチパーク）

⽥中芳明

炎症と酸化ストレスの制御 
＜特別講演＞

2010年春期コ・メディカル教育セミナー福岡（2010/5/29︓エルガーラホール︓福岡）

⽥中芳明

⼩児の特殊性と栄養必要量 
＜教育講演＞

2010年春期コ・メディカル教育セミナー福岡（2010/5/29︓エルガーラホール︓福岡）

⽥中芳明

＜ランチョンセミナー＞

2010年春期コ・メディカル教育セミナー福岡（2010/5/30︓エルガーラホール︓福岡）

⽥中芳明

＜講演＞



第8回⼋⼥地区栄養療法勉強会（2010/6/7︓⼋⼥市⽂化会館）

⽥中芳明

NSTの現状と臨床栄養の新しい展開 
＜特別講演＞

第17回臨床と栄養を考える会（2010/6）

⽥中芳明

NSTに必要な栄養知識 
＜特別講演＞

第12回⽇本医療マネジメント学会（2010/6）

⽥中芳明

NSTの役割と医療経済効果 
＜講演＞

第11回NST医師教育セミナー（2010/7）

⽥中芳明

ビタミン・微量元素と代謝制御 
＜教育講演＞

第2回⽇本静脈経腸栄養学会更新セミナー（2010/7）

⽥中芳明

炎症、酸化ストレスとその制御 
＜教育講演＞

第24回福井NST研究会（2010/7）

⽥中芳明

NSTの現状とNST加算について、各種病態とその対策-抗炎症栄養療法- 
＜特別講演＞

第7回 現場⼒アップのための栄養⼠セミナー（2010/7）

⽥中芳明

栄養療法の基礎から実践〜殊に各種病態時の栄養管理〜 
＜特別講演＞

2010年夏期コ・メディカル教育セミナー札幌（2010/7/24︓札幌コンベンションセンター）

⽥中芳明

⼩児の特殊性と栄養必要量 
＜教育講演＞

平成22年度全国厚⽣連栄養⼠協議会総会および研修会（2010/7/25︓マルゼン本社ビル2F研修室）

⽥中芳明

栄養療法の基礎から実践〜殊に各種病態時の栄養管理〜 
＜特別講演＞

第32回⽇本臨床栄養学会総会シンポジウム（2010/8）

⽥中芳明

医科栄養教育の現状と課題- NST, 外科栄養の⽴場から - 
＜講演＞

臨床栄養セミナー（2010/8）

⽥中芳明

NSTの現状とNST加算について、各種病態とその対策 -殊に抗炎症療法- 
＜特別講演＞

第3回⽇本静脈経腸栄養学会更新セミナー（2010/9）

⽥中芳明

炎症、酸化ストレスとその制御 
＜教育講演＞

Medical TT（2010/9）

⽥中芳明

病態時の栄養管理 
＜教育講演＞

第13回NSTを本⾳で語る会:秋季合宿（2010/9）

⽥中芳明

NSTの現状とNST加算について、抗炎症栄養療法に関する新しい話題 
＜教育講演＞



久留⽶栄養セミナー（2010/10）

⽥中芳明

サプリメントにできること 
＜特別講演＞

第59回栄養管理研修会（2010/10/5︓九⼤百年講堂）

⽥中芳明

臨床栄養管理の基礎 
＜特別講演＞

第5回筑後NSTセミナー特別講演会（2010/10/8︓翠⾹園）

⽥中芳明

本邦におけるNSTの現状とNST加算について 
＜特別講演＞

第1回⼣遊講座（2010/10/14︓浜の町病院）

浅桐公男

ももちNST講演会（2010/10/15︓九州医療センター）

⽥中芳明

NSTにおける臨床栄養の新しい展開-NSTの現状とNST加算について、抗炎症栄養療法に関する新しい話題- 
＜特別講演＞

⽇本静脈経腸栄養学会秋期コ・メディカル教育セミナー（2010/11）

⽥中芳明

⼩児の特殊性と栄養必要量 
＜教育講演＞

第4回⽇本静脈経腸栄養学会更新セミナー（2010/11）

⽥中芳明

炎症、酸化ストレスとその制御 
＜教育講演＞

第29回がん患者栄養管理研究会（2010/11）

⽥中芳明

炎症、酸化ストレスとその制御 -侵襲時、慢性肝障害、呼吸器疾患、担がん時における抗炎症栄養療法- 
＜教育講演＞

第25回東北静脈経腸栄養研究会（2010/11）

⽥中芳明

NST加算とNSTに必要な栄養療法 
＜特別講演＞

第19回朝倉臨床栄養談話会（2010/11/9︓朝倉医師会病院２階研修ホール）

⽥中芳明

NST 
＜特別講演＞

第15回⽇本⼩児外科漢⽅研究会（2010/11/19︓ワークピア横浜）

⼋⽊実

＜教育講演＞

第14回NSTフォーラムin岡⼭（2010/12/4︓岡⼭コンベンションセンター3Fコンベンションホール）

⽥中芳明

栄養療法の潮流-Immunonutrition から Immune Modulationへ- 
＜教育講演＞

久留⽶⼤学病院NSTセミナー

⽥中芳明

栄養療法の基礎-栄養素の吸収、腸管免疫 ほか- 
＜教育講演＞

第40回⽇本⼩児消化管機能研究会（2010/2/20︓富⼠桜莊）

⼋⽊実

直腸肛⾨運動機能検査の基礎とスタンダード 
＜教育講演＞


