
2012年学会発表

第8回⽇本消化管学会総会学術集会 (⽯井、深堀)

胃電図による胃運動機能評価

⽯井信⼆、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐公男、深堀 優、⽥中宏明、⼩島伸⼀郎、古賀義法、升井⼤介、⼩松崎尚⼦ 
2012.2.10-11 仙台

⾷道pHインピーダンス法を⽤いた⼩児胃⾷道逆流症の病態把握

深堀 優、⼩松崎尚⼦、升井⼤介、 古賀義法、 ⼩島伸⼀郎、⽯井信⼆、⽥中宏明、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊ 実 
2012.2.10-11 仙台

第42回⽇本⼩児消化管機能研究会 （⽯井、深堀）

13C呼気ガス分析による胃排出能の経験

⽯井信⼆、深堀 優、升井⼤介、⼩松崎尚⼦、古賀義法、⼩島伸⼀郎、⽥中宏明、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊ 実 
2012.2.18 ⿅児島

24時間⾷道インピーダンスを⽤いた重症⼼⾝障がい児のGERDと⾷道運動機能の評価

深堀 優、⽯井信⼆、浅桐公男、⽥中芳明、⽥中宏明、⼩島伸⼀郎、古賀義法、升井⼤介、⼩松崎尚⼦、⼋⽊ 実 
2012.2.18 ⿅児島

第48回⽇本腹部救急医学会

⼩児外傷性膵損傷に対する我々の治療戦略

⼩島 伸⼀郎、浅桐公男、深堀 優、⼩松崎尚⼦、升井⼤介、古賀義法、⽯井信⼆、⽥中宏明、⽥中芳明、⼋⽊ 実 
2012.3.14-15 ⾦沢

第27回 ⽇本静脈経腸栄養学会

⼩児⽤栄養補助⾷品による患児の窒素バランスと蛋⽩合成能の変化

浅桐 公男、⽯井 信⼆、⽥中 宏明、深堀 優、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.2.23-24 神⼾

⼩腸瘻造設術後管理の⼯夫

⽯井 信⼆、古賀 義法、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦、⼩島 伸⼀郎、⽥中 宏明、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.2.23-24 神⼾

nutritionDay調査を今後にどう活かしていくのが望ましいか

朝川 貴博(雪ノ聖⺟会聖マリア病院 ⼩児外科)、⽥中 芳明、浅桐 公男、⽯井 信⼆、⽥中 宏明、鶴 知光、⼋⽊ 実 
2012.2.23-24 神⼾

第41回九州地区⼩児固形悪性腫瘍研究会

炎症の波及による胸部痛を主訴に⼿術を施⾏した右縦隔奇形腫の１症例

⼩島伸⼀郎、浅桐公男、升井⼤介、⼩松崎尚⼦、古賀義法、⽯井信⼆、⽥中宏明、深堀 優、⽥中芳明、⼋⽊ 実 
2012.3.3 福岡

第20回KURUME ENDOSURGERY FORUM

当科における⼩児外⿏径ヘルニアに対する鏡視下経⽪的腹膜外ヘルニア閉鎖術(LPEC法)の検討

古賀義法、⼋⽊ 実、⽥中芳明、浅桐 公男、深堀 優、⽥中宏明、⽯井信⼆、⼩島伸⼀郎、升井⼤介、⼩松崎尚⼦ 
2012.3.19 久留⽶

第112回⽇本外科学会

当科における胆道閉鎖症に対する鏡視下根治術移⾏の可否についての検討

浅桐 公男、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、⽥中 宏明、深堀 優、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.4.12.14 千葉

⼩児外科の介⼊を要したOncologic emergency症例の検討

深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⽥中 宏明、⽯井 信⼆、⼩島 伸⼀郎、古賀 義法、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦、⼋⽊ 實 
2012.4.12.14 千葉

第49回⽇本⼩児外科学会

segmental dilatationを伴ったクラリーノ症候群の⼀例

⼩松崎 尚⼦、升井 ⼤介、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、⽥中 宏明、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.5.14.16 横浜

当科におけるHirschsprung病に対する術式の変遷

古賀 義法、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、⽥中 宏明、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.5.14.16 横浜

呼気ガス分析(13C-acetate)による胃排出能の経験

⽯井 信⼆、深堀 優、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、⽥中 宏明、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.5.14.16 横浜

24時間⾷道インピーダンスを⽤いた重症⼼⾝障がい児のGERDと⾷道運動機能の評価

深堀 優、⽯井 信⼆、浅桐 公男、⽥中 芳明、⽥中 宏明、⼩島 伸⼀郎、古賀 義法、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦、⼋⽊ 実 
2012.5.14.16 横浜

C型⾷道閉鎖症術後の気管⾷道瘻再開通に対し肋間筋弁間置が有効であった1例

升井 ⼤介、浅桐 公男、深堀 優、⼩松崎 尚⼦、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、⽥中 宏明、⽦⽥ 茂樹、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.5.14.16 横浜



当院で経験した⼩児消化管アレルギーについての検討

吉⽥ 索、上原 由美⼦、飯沼 泰史、平⼭ 裕、飯⽥ 貴久、新⽥ 幸壽 
2012.5.14.16 横浜

急性期総合病院における院内学級の実際

吉⽥ 索、阿部 友紀⼦、堀川 博⼦、飯沼 泰史、平⼭ 裕、飯⽥ 久貴、新⽥ 幸壽 
2012.5.14.16 横浜

当科における腹腔鏡下経⽪的腹膜外ヘルニア閉鎖術(LPEC)12例の検討

⽥中 宏明、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.5.14.16 横浜

⼤腿ヘルニアに対する⼿術の⼯夫

浅桐 公男、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、⽥中 宏明、深堀 優、⽦⽥ 茂樹、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.5.14.16 横浜

Child abuseによる外傷とQOL 患児と家族のQOL向上のために我々が⾏ったこと

⼩島 伸⼀郎(久留⽶⼤学 医学部外科学講座⼩児外科部⾨)、浅桐 公男、深堀 優、⼩松崎 尚⼦、升井 ⼤介、古賀 義法、⽯井 信⼆、⽥中 宏明、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.5.14.16 横浜

東⽇本⼤震災における周産期医療の経験 ⺟児ともに緊急治療を必要とした症例を通して

吉⽥ 索、飯沼 泰史、平⼭ 裕、新⽥ 幸壽、飯⽥ 久貴、⽥村 正毅、倉林 ⼯、永⼭ 善久、関⼝ 博史、⼩林 かおり 
2012.5.14.16 横浜

第49回九州⼩児外科学会

肝外⾨脈閉塞症による脾機能亢進症を伴う胃⾷道静脈瘤に対しHassab⼿術を施⾏した2症例の経験

古賀 義法、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、⽥中 宏明、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.1.31 佐賀

第26回⽇本⼩児救急医学会

絞扼性イレウスを呈した先天性腸間膜裂孔による内ヘルニアの1例

七種 伸⾏(聖マリア病院 ⼩児外科)、鶴 知光、橋詰 直樹、朝川 貴博 
2012.6.1-2 東京

当科における⼩児胸腹部外傷の臨床的検討

橋詰 直樹(聖マリア病院 ⼩児外科)、鶴 知光、朝川 貴博、七種 伸⾏ 
2012.6.1-2 東京

腸重積、⾍垂炎ガイドラインに関して ⼩児の急性⾍垂炎 急性⾍垂炎⼿術におけるドレナージの要否

朝川 貴博(聖マリア病院 ⼩児外科)、鶴 知光、七種 伸⾏、橋詰 直樹 
2012.6.1-2 東京

第37回⽇本外科系連合学会

肝外⾨脈閉塞症に対しHassab⼿術を施⾏した2⼩児例の経験

古賀 義法、⼋⽊ 実、⽥中 芳明、浅桐 公男、深堀 優、⽥中 宏明、⽯井 信⼆、⼩島 伸⼀郎、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦ 
2012.6.27-29 福岡

Hirschsprung病類縁疾患の治療戦略 Hirschsprung病類縁疾患患児に対する漢⽅治療

⼋⽊ 実、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、古賀 義法、升井 ⼤介、⼩松崎 尚⼦ 
2012.6.27-29 福岡

第49回⽇本外科代謝栄養学会

⼩児外科領域における胃排出能の検討 13C呼気ガス分析を⽤いて

⽯井 信⼆、深堀 優、⼩松崎 尚⼦、吉⽥ 索、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、七種 伸⾏、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.7.5-6 千葉

XXV International Symposium on Paediatric Surgical research

PRE AND POST-OPERATIVE EVALUATION OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX AND ESOPHAGEAL MOTILITY IN NEUROLOGICALLY IMPAIRED CHILDREN USING
COMBINED PH - MULTICHANNEL INTRALUMINAL IMPEDANCE MEASUREMENTS

S Fukahori, M Yagi, K Asagiri, S Ishii, N Saikusa, S Kojima, Y Koga, N Komatsuzaki and , Y Tanaka 
21st - 22nd September 2012. LONDON

EVALUATION OF GASTRIC EMPTYING MEASURED BY 13C-ACETATE BREATH TEST IN NEUROLOGICALLY IMPAIRED CHILDREN

S Ishii, M Yagi, S Fukahori, N Komatsuzaki, M Yoshida, Y Koga, S Kojima, N Saikusa, K Asagiri and Y Tanaka 
21st - 22nd September 2012. LONDON

第6回北部九州⼭⼝⼩児外科研究会

クラリーノ症候群に対する⼿術経験

⼩松崎 尚⼦、吉⽥ 索、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、七種 伸⾏、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.10.12 福岡

第23回⽇本⼩児外科QOL研究会

Child abuseによる外傷後の患児と家族のQOL向上を⽬指し我々が⾏ったこと

⼩島伸⼀郎、浅桐公男、深堀 優、⽯井信⼆、古賀義法、吉⽥ 索、、⼩松崎尚⼦、⽥中芳明、⼋⽊ 実 
2012.01.6 岩⼿

第17回⽇本⼩児外科漢⽅研究会

肛⾨周囲膿瘍の漢⽅治療を含めた治療戦略



⽯井信⼆、⼋⽊ 実、深堀 優、⼩松崎尚⼦、吉⽥ 索、古賀義法、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、浅桐公男、⽥中芳明 
2012.11.1 静岡

第5回J-FD研究会

重症⼼⾝障害者における胃排出能の検討

⽯井信⼆、深堀 優、⼋⽊ 実、⼩松崎尚⼦、吉⽥ 索、古賀義法、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、浅桐公男、⽥中芳明 
2012.11.10 東京

第39回⽇本胆道閉鎖症研究会

特異な肝動脈の⾛⾏を⽰したI-b1-β型胆道閉鎖症の⼀例

⼩松崎 尚⼦、吉⽥ 索、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、七種 伸⾏、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.11.17 ⼤阪

第74回⽇本臨床外科学会総会

肝外⾨脈閉塞症に伴う胃⾷道静脈瘤に対しHassab⼿術を施⾏した2症例の経験

古賀 義法、⼩松崎 尚⼦、吉⽥ 索、七種 伸⾏、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.11.29-12.1 東京

Segmental dilatationを伴ったクラリーノ症候群の⼀例

⼩松崎 尚⼦、吉⽥ 索、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、七種 伸⾏、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実、鶴 知光 
2012.11.29-12.1 東京

⾮嵌頓⼤腿ヘルニアに対する⼿術の⼯夫

浅桐 公男、⼩松崎 尚⼦、古賀 義法、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、⽦⽥ 茂樹、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.11.29-12.1 東京

第28回⽇本⼩児外科学会秋季シンポジウム

デクスメデトミジンにて⻑期⼈⼯呼吸器管理を⾏った先天性⾷道閉鎖症術後気管⾷道瘻再発症例の経験

吉⽥ 索、⼩松崎 尚⼦、古賀 義法、七種 伸⾏、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.11.3 静岡

第54回⽇本⼩児⾎液・がん学会

卵巣原発未熟奇形腫にて治療を開始したGrowing Teratoma Syndromeの経過報告

⼩島 伸⼀郎、浅桐 公男、深堀 優、⽯井 信⼆、七種 伸⾏、古賀 義法、吉⽥ 索、⼩松崎 尚⼦、⽥中 芳明、⼋⽊ 実、⻄村 美穂、⼤園 秀⼀ 
2012.1130-12.2 横浜

腹部打撲を契機に発⾒され膵尾部脾合併切除を要した膵solid pseudopapillary tumorの⼀例

古賀 義法、⼩松崎 尚⼦、吉⽥ 索、七種 伸⾏、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.1130-12.2 横浜

第14回⽇本神経消化器病学会

24時間⾷道インピーダンスを⽤いた重症⼼⾝障がい児のGERDと⾷道運動機能の評価

深堀 優、⽯井信⼆、浅桐公男、⽥中芳明、七種伸⾏、⼩島伸⼀郎、古賀義法、吉⽥ 索、⼩松崎尚⼦、⼋⽊ 実 
2012.11.8-9 ⼤阪

重症⼼⾝障害者における13C-acetate呼気試験法胃排出能の検討

⽯井信⼆、深堀 優、⼋⽊ 実、⼩松崎尚⼦、吉⽥ 索、古賀義法、⼩島伸⼀郎、七種伸⾏、浅桐公男、⽥中芳明 
2012.11.8-9 ⼤阪

第25回⽇本内視鏡外科学会

⾮嵌頓⼤腿ヘルニアに対する⼿術の⼯夫

古賀 義法、⼩松崎 尚⼦、吉⽥ 索、七種 伸⾏、⼩島 伸⼀郎、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実 
2012.12.6-8 横浜

第42回九州⼩児外科研究会

外傷性膵損傷に対する我々の治療戦略

⼩松崎尚⼦、⼩島伸⼀郎、浅桐公男、深堀 優、⽯井信⼆、七種伸⾏、古賀義法、吉⽥ 索、⽥中芳明、⼋⽊ 実 
2012.8.25 福岡


