
2015年学会発表

第30回⽇本静脈経腸栄養学会（2015/2/12-2015/2/13 神⼾）

久留⽶⼤学病院NSTにおける漢⽅薬の栄養治療への応⽤と現状

⽯井信⼆ 
靏久⼠保利、倉⼋朋宏、坂本早季、吉⽥索、橋詰直樹、七種伸⾏、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

ミキサー⾷による栄養管理の効果と⼯夫

靏久⼠保利 
吉⽥索、倉⼋朋宏、坂本早季、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

MMIHS⻑期⽣存症例に対する栄養管理の経験

深堀優 
浅桐 公男, ⽯井 信⼆, 七種 伸⾏, 橋詰 直樹, 吉⽥ 索, 升井 ⼤介, 坂本 早季, 倉⼋ 朋宏, 靍久 ⼠保利, ⽥中 芳明, ⼋⽊ 実

⼗分量の銅摂取にかかわらず銅⽋乏状態に陥った症例を教訓に銅と亜鉛の適正投与を考える

吉⽥索 
⽯井信⼆、靏久⼠保利、倉⼋朋宏、坂本早季、橋詰直樹、七種伸⾏、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

第11回⽇本消化管学会総会学術集会（2015/2/14-2014/2/15 福島）

当施設のGERD精査症例における24時間⾷道インピーダンスのベースライン値の解析

深堀優 
浅桐公男, ⽯井信⼆, 七種伸⾏, 橋詰直樹, 吉⽥ 索, 升井⼤介, 坂本早季, 倉⼋朋宏, 靏久⼠保利, ⽥中芳明, ⼋⽊ 実

第45回⽇本⼩児消化管機能研究会 （2015/2/14 埼⽟）

重症⼼⾝障害者における 13C-acetate 呼気ガス分析 を⽤いた胃排出能と⾷道インピーダンスを⽤いた⾮酸 性逆流の関連性の検討

⽯井信⼆ 
深堀 優,靏久⼠保利,倉⼋朋宏,坂本早季,升井⼤介,吉⽥ 索,橋詰直樹,七種伸⾏,浅桐公男,⽥中芳明,⼋⽊ 実

第51回⽇本腹部救急医学会（2015/3/5-2015/3/6 京都）

横⾏結腸間膜に癒着・穿破し診断に難渋したメッケル憩室穿孔の1例

倉⼋朋宏 
靏久⼠保利，坂本早季, 升井⼤介、吉⽥ 索, 橋詰直樹, ⽯井信⼆，七種伸⾏、深堀 優，浅桐公男, ⼋⽊ 実，⽥中芳明

第44回九州地区⼩児固形悪性腫瘍研究会（2015/3/7 福岡）

腫瘍内出⾎を来し Oncologic emergency として対応した Wilms 腫瘍の1例

倉⼋朋宏 
靏久⼠保利、坂本早季、升井⼤介、吉⽥ 索、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⼋⽊ 実、⽥中芳明

第40回九州代謝栄養研究会（2015/3/7 沖縄）

当院外科系診療科における NST 活動の現状と課題

七種 伸⾏ 
永松 あゆ, ⽯井 信⼆, 浅桐 公男,⽥中 芳明,⼋⽊ 実

第115回⽇本外科学会定期学術集会（2015/4/16-2015/4/17 名古屋）

胆道閉鎖症術後患児でのアシアロ肝シンチによる肝予備能の検討

升井⼤介 
倉⼋朋宏、靏久⼠保利、坂本早季、吉⽥索、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

胃瘻造設を要する重症⼼⾝障害者における13C-acetate呼気ガス分析を⽤いた胃排出能と⾮酸性逆流の関連性の検討

⽯井信⼆ 
深堀 優, 倉⼋ 朋宏, 靍久 ⼠保利, 坂本 早季, 升井 ⼤介, 吉⽥ 索, 橋詰 直樹, 七種 伸⾏, 浅桐 公男, ⽥中 芳明, ⼋⽊ 実

胆道閉鎖症:術後⻩疸消失率と⾃⼰肝⽣存率向上への試み

浅桐公男 
靍久 ⼠保利, 倉⼋ 朋宏, 坂本 早季, 升井 ⼤介, 吉⽥ 索, 橋詰 直樹, 七種 伸⾏, ⽯井 信⼆, 深堀 優, ⼋⽊ 実, ⽥中 芳明

24 時間⾷道インピーダンスを⽤いた⼩児 GERD 症例に対する噴⾨形成術前・術後の検討

深堀優 
浅桐 公男, ⽯井 信⼆, 七種 伸⾏, 橋詰 直樹, 吉⽥ 索, 升井 ⼤介, 坂本 早季, 倉⼋ 朋宏, 靍久 ⼠保利, ⽥中 芳明, ⼋⽊ 実

第52回九州⼩児外科学会（2015/5/8-2015/5/9 ⼤分）

脳室内穿波を伴う頭蓋内⾎腫を合併した胆道閉鎖症の1例

升井⼤介 
吉⽥索、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

第52回⽇本⼩児外科学術集会（2015/5/28-5/30 神⼾）

消化管術後に特発性気腹症を認めた⼀例

靏久⼠保利 
吉⽥ 索,倉⼋朋宏,坂本早季, 橋詰直樹,七種信⾏,⽯井信⼆,深堀 優, 浅桐公男,⽥中芳明,⼋⽊ 実

腫瘍内出⾎を来し Oncologic emergency として対応した Wilms 腫瘍の1例

倉⼋朋宏 
橋詰直樹,浅桐公男,深堀 優, ⽯井信⼆,七種伸⾏,吉⽥ 索,升井⼤介, 坂本早季,靏久⼠保利,⽥中芳明,伊藤早織, ⻄村美穂,中川慎⼀郎,上⽥耕⼀郎,⼋⽊ 実

⿏径ヘルニアとして経過観察されていた⼩児⼤伏在静脈瘤の⼀例



⼩松崎尚⼦ 
渡邉芳夫,⾼須英⾒,住⽥ 亙, ⼤島⼀夫

⽣体電気インピーダンス法による Phase angle を⽤いた重症⼼⾝障碍児(者)の栄養評価の検討

吉⽥索 
靏久⼠保利,倉⼋朋宏,坂本早季, 升井⼤介,橋詰直樹,七種伸⾏,⽯井信⼆, 深堀 優,浅桐公男,⽥中芳明,⼋⽊ 実

重症⼼⾝障害者における唾液内 Pepsin 含有量をもちいた胃⾷道逆流症の評価への試み―第1報―

橋詰直樹 
⼋⽊ 実,浅桐公男,深堀 優, ⽯井信⼆,七種伸⾏,吉⽥ 索,升井⼤介, 坂本早季,倉⼋朋弘,靏久⼠保利,⽥中芳明

当科における先天性嚢胞状腺腫様奇形の臨床的検討

橋詰直樹 
⼋⽊実,浅桐公男,深堀 優,⽯井信⼆,七種伸⾏,吉⽥ 索,升井⼤介,坂本早季,倉⼋朋宏,靏久⼠保利 ,⽥中芳明

急性腹症を疑わせる急激な右側腹部痛で発症した,肺葉外肺分画症の1例

東舘成希 
飯沼泰史,平⼭ 裕,飯⽥久貴

腸管形態の評価に CT-Colonography が有⽤であった成⼈ OEIS complex の1症例

七種伸⾏ 
倉⼋朋宏,靏久⼠保利,坂本早季, 升井⼤介,橋詰直樹,⽯井信⼆,深堀 優, 浅桐公男,⽥中芳明,⼋⽊ 実

乳児期に発症した特発性横⾏結腸穿孔の1例

升井⼤介 
靏久⼠保利、倉⼋朋宏、坂本早季、吉⽥索、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⼋⽊実、⽥中芳明、⾕川健

⾷道インピーダンス pH 検査⼊⾨―⼩児胃⾷道逆流症診断の新しい展開

深堀優 
浅桐 公男, ⽯井 信⼆, 七種 伸⾏, 橋詰 直樹, 吉⽥ 索, 升井 ⼤介, 坂本 早季, 倉⼋ 朋宏, 靍久 ⼠保利, ⽥中 芳明, ⼋⽊ 実

ESPGHAN European Pediatric Impedance Working Group の異常判定基準値は妥当なのか?

深堀優 
浅桐 公男, ⽯井 信⼆, 七種 伸⾏, 橋詰 直樹, 吉⽥ 索, 升井 ⼤介, 坂本 早季, 倉⼋ 朋宏, 靍久 ⼠保利, ⽥中 芳明, ⼋⽊ 実

Currarino症候群の直腸肛⾨狭窄所⾒の検討と最適術式

浅桐公男 
靍久 ⼠保利, 倉⼋ 朋宏, 坂本 早季, 升井 ⼤介, 吉⽥ 索, 橋詰 直樹, 七種 伸⾏, ⽯井 信⼆, 深堀 優, ⼋⽊ 実, ⽥中 芳明

学術・先進医療検討委員会アンケート集計から⾒た我が国における新⽣児外科 20 年の変遷

⼋⽊ 実 
河野美幸,浅桐公男,池⽥太郎, 岡⽥忠雄,⾦⽥ 聡,川島章⼦,後藤由紀⼦, ⾼野周⼀,安福正男,和⽥ 基

⽔素呼気ガステスト装置を⽤いた Small Bowel Bacterial Overgrowth(SBBO)診断の試み

坂本早季 
深堀 優,浅桐公男,⽯井信⼆, 七種伸⾏,橋詰直樹,吉⽥ 索,升井⼤介, 倉⼋朋宏,鶴久⼠保利,⽥中芳明,⼋⽊ 実

重症⼼⾝障害者における 24 時間⾷道インピーダンスを⽤いた⾮酸性逆流と胃排出能の関連性の検討

⽯井信⼆ 
深堀 優, 倉⼋ 朋宏, 靍久 ⼠保利, 坂本 早季, 升井 ⼤介, 吉⽥ 索, 橋詰 直樹, 七種 伸⾏, 浅桐 公男, ⽥中 芳明, ⼋⽊ 実

第38回栄養アセスメント研究会（2015/6/6-2015/6/7 千葉）

BIAと間接熱量測定を⽤いた重症⼼⾝障碍者のエネルギー消費量の検討

橋詰直樹 
⽥中芳明、浅桐公男、吉⽥索、⼋⽊実

第29回⽇本⼩児救急医学会（2015/6/12-2015/6/13 埼⽟）

脳室内穿波を伴う頭蓋内⾎腫を合併した胆道閉鎖症の1例

升井⼤介 
靏久⼠保利、倉⼋朋宏、坂本早季、吉⽥索、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⼋⽊実、⽥中芳明

第66回⽇本東洋医学会学術総会（2015/6/12-2015/6/14 富⼭）

越婢加朮湯と⻩耆建中湯を⽤いた⼩児リンパ管腫の治療経験

橋詰直樹 
⼋⽊実, 恵紙英昭, 深堀優, ⽯井信⼆

NSTにおける漢⽅から在宅漢⽅へ

⼋⽊ 実

第17回⽇本医療マネジメント学会学術総会（2015/6/12-2015/6/13 ⼤阪）

開放型外科系集中治療室開設に向ける記録の⼯夫

七種伸⾏ 
⼋⽊実、下川忠弘

第29回⽇本⼩児ストーマ排泄管理研究会（2015/6/27 新潟）

⼈⼯⾨造設術後遠隔期に後天性結腸憩室と虚⾎性腸炎を来した総排泄腔外反症の⼀例

七種伸⾏ 
東舘成希、⼩松崎尚⼦、升井⼤介、吉⽥ 索、橋詰直樹、 ⽯井信⼆、深堀 優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊ 実

第52回⽇本外科代謝栄養学会学術集会（2015/7/2-2015/7/3 東京）

⽣体電気インピーダンス法による Phase angleを⽤いた重症⼼⾝障碍児（者）の栄養評価の検討



吉⽥索 
浅桐公男，靏久⼠保利，倉⼋朋宏，坂本早季，升井⼤介，橋詰直樹，七種伸⾏，⽯井信⼆，深堀優，⽥中芳明，⼋⽊ 実

第51回⽇本周産期・新⽣児医学会学術集会（2015/7/10-2015/7/12 福岡）

Twenty-year trends in naonatak surgery from a nationalwide Japanease surveillance program

Minoru Yagi

当院における先天性嚢胞状腺腫様奇形の臨床的検討

靏久⼠保利 
吉⽥索、橋詰直樹、⼋⽊実

3rd International Symposium for Japanease Kampo Medicine (2015/7/19 Wein, Austria)

Clinical efficacy of kampo therapy in pediatric lymphangiomas -A pilot study-

Naoki Hashizume 
Minoru Yagi, Hideaki Egami, Shinji Ishii, Suguru Fukahori, Kimio Asagiri, Yoshiaki Tanaka

第45回九州⼩児外科研究会（2015/9/5 福岡）

⾷道バルーン拡張術を施⾏した⾷道疾患の検討

中原啓智 
⼩松崎尚⼦、升井⼤介、吉⽥索、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

第38回⽇本膵胆管合流異常研究会（2015/9/12 新潟）

胆管癌を合併した先天性胆道拡張症の3歳男児の1症例

七種伸⾏ 
平⼭ 裕、飯沼泰史、⼋⽊ 実

28th International symposium on Pediatric Surgical Reserch (2015/9/24-2015/9/26 Dublin, Ireland)

Evaluation of patient with severe motor and intellectual disabilities using phase angle by bioelectrical impedance analysis.

Motomu Yoshida 
Minoru Yagi, Naoki Hashizume

The presence of pepsin in the saliva and its relationship to patients with neurological impairment with gastroesophageal reflux

Naoki Hashizume 
Minoru Yagi, Motomu Yoshida, Kimio Asagiri, Suguru Fukahori

第37回⽇本臨床栄養学会総会/第36回⽇本臨床栄養協会総会/第13回⼤連合⼤会（2015/10/2-10/4 東京）

総排泄腔外反症術後遠隔期に発症した虚⾎性腸炎に対する⻩耆建中湯の投与効果

七種伸⾏ 
中原 啓智、東舘 成希 、⼩松崎 尚⼦ 、升井 ⼤介)、吉⽥ 索、橋詰 直樹、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、 ⼋⽊ 実

機能性成分の臨床応⽤ -ホエイペプチド、⾷物繊維、カルニチン-

⽥中芳明

第9回北部九州⼭⼝⼩児外科研究会（2015/10/4 福岡）

外傷を契機に発症した停留精巣合併精巣捻転症の1例

中原啓智 
⼩松崎尚⼦,東舘成希,中原啓智, ⽥中芳明, ⼋⽊ 実

第26回⽇本⼩児外科QOL研究会（2015/10/17 ⼭梨）

⻩耆建中湯による虚⾎性腸炎に対する治療効果と代謝変動を確認し得た総排泄腔外反の1例

七種伸⾏ 
中原 啓智、東舘 成希 、⼩松崎 尚⼦ 、升井 ⼤介、吉⽥ 索、橋詰 直樹、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、 ⼋⽊ 実

PSJM2015（第72回 直腸肛⾨奇形研究会 2015/10/29-2015/10/30 熊本）

当科における低位鎖肛に対する Anterior sagittal anorectoplasty (ASARP) の術後排便機能

東舘成希 
深堀優、浅桐公男、⽯井 信⼆, 七種 伸⾏, 橋詰 直樹, 吉⽥ 索, 升井 ⼤介, ⼩松崎尚⼦、中原哲智、 ⽥中 芳明, ⼋⽊ 実

PSJM2015（第20回 ⽇本⼩児外科漢⽅研究会 熊本）

⻩耆建中湯による虚⾎性腸炎の治療効果と代謝変動 を確認し得た総排泄腔外反の1例

七種伸⾏ 
中原 啓智、東舘 成希 、⼩松崎 尚⼦ 、升井 ⼤介、吉⽥ 索、橋詰 直樹、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、 ⼋⽊ 実

PSJM2015（第45回 ⽇本⼩児外科代謝研究会 熊本）

⼩児における⽣体電気インピーダンス分析法によるPhase angleの検討

吉⽥索 
浅桐公男，中原啓智，⼩松崎尚⼦，升井⼤介，東舘成希，橋詰直樹，七種伸⾏，⽯井信⼆，深堀優，⽥中芳明，⼋⽊ 実

第31回⽇本⼩児外科学会秋季シンポジウム（2015/10/31 熊本）

⼩児リンパ管腫における漢⽅療法

橋詰直樹 
⼋⽊実, 浅桐公男,深堀 優,⽯井信⼆,七種伸⾏,吉⽥ 索,恵紙英昭



第42回⽇本胆道閉鎖症研究会（2015/11/6-2014/11/8 東京）

脳室内穿波を伴う頭蓋内⾎腫を合併した胆道閉鎖症の1例

升井⼤介 
深堀優、浅桐公男、中原哲智、⼩松崎尚⼦、東舘成希、吉⽥索、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、⼋⽊実、⽥中芳明

第57回⽇本⼩児⾎液がん学会（2015/11/27-2015/11/29 ⼭梨）

腫瘍内出⾎を来し Oncologic emergency として対応した Wilms 腫瘍の1例

倉⼋朋宏 
橋詰直樹,浅桐公男,深堀 優, ⽯井信⼆,七種伸⾏,吉⽥ 索,升井⼤介, 坂本早季,靏久⼠保利,⽥中芳明,伊藤早織, ⻄村美穂,中川慎⼀郎,上⽥耕⼀郎,⼋⽊ 実

第77回⽇本臨床外科学会（2015/11/27-2015/11/28 福岡）

当施設における低位・中間位鎖肛に対する術式Anterior sagittal anorectoplasty (ASARP)

深堀優 
浅桐公男1, ⽯井信⼆1, 七種伸⾏1, 橋詰直樹1, 吉⽥ 索1, 升井⼤介1

外傷を契機に発症した停留精巣合併精巣捻転症の1例

中原啓智 
⼩松崎尚⼦,東舘成希,中原啓智, ⽥中芳明, ⼋⽊ 実

乳児期肛⾨周囲膿瘍に対する漢⽅療法を⽤いた治療⽅針

橋詰直樹 
浅桐公男, ⼋⽊実,恵紙英昭, 深堀優, ⽯井信⼆

第28回⽇本内視鏡外科学会（2015/12/10-2014/12/12 ⼤阪）

経陰嚢的精巣固定術を施⾏した停留精巣/移動性精巣に対する腹腔鏡を⽤いた腹膜鞘状突起開存の有無に関する検討

⼩松崎尚⼦ 
中原啓智、東館成希、升井⼤介、吉⽥索、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⼋⽊実

当施設における⼩児直腸脱症例に対する腹腔鏡下直腸固定術の経験

深堀優 
浅桐公男, ⽯井信⼆, 七種伸⾏, 橋詰直樹, 吉⽥ 索, 升井⼤介, ⼩松崎尚⼦,東舘成希,中原啓智, ⽥中芳明, ⼋⽊ 実


