
2016年学会発表

第46回⽇本⼩児消化管機能研究会（2016/02/13 岡⼭）

⼩児24時間⾷道インピーダンスpHモニタリング(MII-pH)のプロトコール案の報告

深堀優 
尾⼭貴徳、川原央好、斎藤武、下野隆⼀、⽥中彩、野⽥卓男、⽻⿃麗⼦、藤野順⼦、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評価の検討

橋詰直樹 
深堀優、浅桐公男、⽯井信⼆、⼋⽊実

⽔素呼気ガステスト装置を⽤いた Small Bowel Bacterial Overgrowth(SBO)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、東舘成希、升井⼤介、⼩松崎尚⼦、中原啓智、⽥中芳明、⼋⽊実

第31回⽇本静脈経腸栄養学会（2016/2/25-2015/2/26 福岡）

酸化ストレスと抗酸化療法

⽥中芳明

腸管免疫を⽤いたリスクマネジメント 〜⾷物繊維グアーガム分解物の機能〜

浅桐公男

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、深堀優、⽯井信⼆、七種伸⾏、吉⽥索、⼋⽊実

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、深堀優、⽯井信⼆、七種伸⾏、吉⽥索、⼋⽊実

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

⻩耆建中湯による治療効果と代謝変動を確認し得た虚⾎性腸炎の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

第44回九州地区⼩児固形悪性腫瘍研究会（2016/02/27 福岡）

腫瘍⽣検術後管理困難となった上縦隔腫瘍の1例

橋詰直樹 
⼋⽊実、浅桐公男、深堀優、⼩松崎尚⼦、満尾美穂、伊藤早織、中川慎⼀郎、上⽥耕⼀郎

第116回⽇本外科学会定期学術集会（2016/4/14-2016/4/16 ⼤阪）

13C-acetate呼気ガス分析を⽤いた噴⾨形成術・胃瘻造設を施⾏された重症⼼⾝障害者の術前後の胃排出能の検討

⽯井信⼆ 
深堀優、浅桐公男、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、⽥中 芳明、⼋⽊ 実

⼩児⾷道疾患における24時間インピーダンスpH検査を⽤いた⾷道運動機能の特徴

中原啓智 
深堀優、吉⽥ 索、⼩松崎 尚⼦、升井 ⼤介、橋詰 直樹、⽯井 信⼆、浅桐公男、東舘 成希、⽥中 芳明、⼋⽊ 実

唾液内Pepsin含有量を⽤いた胃⾷道逆流症診断⽅法は重症⼼⾝障害者に有効か︖

橋詰直樹 
深堀優、浅桐公男、⽯井信⼆、七種伸⾏、吉⽥索、⽥中芳明、⼋⽊実

男児中間位鎖肛に対する会陰術式ASARPの有⽤性

浅桐公男 
中原啓智、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

⽣体電気インピーダンス法を⽤いた重症⼼⾝障害児（者）の周術期栄養評価

吉⽥索 
浅桐公男、橋詰直樹、中原 啓智、東舘 成希、⼩松崎 尚⼦、升井 ⼤介、⽯井 信⼆、深堀 優、浅桐 公男、⽥中 芳明、⼋⽊ 実

当科で24時間⾷道インピーダンスpH検査（MII-pH）を施⾏した重⼼児/者77症例のGERDの特徴の解析

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53回九州⼩児外科学会（2016/05/14 ⻑崎）

Alagille 症候群と類似した病態をもつ胆道閉鎖症Ι型の1例

升井⼤介 
中原啓智、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53回⽇本⼩児外科学会学術集会（2016/5/24-5/26 福岡）

経陰嚢的精巣固定術を施⾏した移動性精巣に対する腹腔鏡を⽤いた腹膜鞘状突起開存(PPV) 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

輪状膵を伴った先天性⼗⼆指腸閉鎖術後に発症した胆道閉鎖症の1症例



吉⽥索 
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、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊ 実

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、東舘成希、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

⼩児外科での漢⽅薬治療 ―私はこのように漢⽅薬を使っています―リンパ管腫治療の⽴場より

橋詰直樹

胆嚢腺筋症に膵胆管合流異常症を合併した1例

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

末梢静脈挿⼊式中⼼静脈カテーテル導⼊の効果

七種伸⾏ 
中原啓智、東館成希、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

⼩児⾷道疾患における24時間⾷道インピーダンスpH 検査を⽤いた⾷道運動機能の特徴

升井⼤介 
深堀 優、浅桐公男、中原啓智、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

⼩児24時間⾷道インピーダンスpH モニタリング(MII-pH) のプロトコール案の報告

深堀優 
尾⼭貴徳、斎藤 武、下野隆⼀、⽥中 彩、野⽥卓男、⽻⿃麗⼦、藤野順⼦、⼋⽊ 実、川原央好

当科で24時間⾷道インピーダンスpH 検査を施⾏した重⼼77 症例のGERD の特徴の解析

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、⼩松崎尚⼦、東舘成希、中原啓智 ⽥中芳明、⼋⽊ 実

中間位鎖肛に対する会陰術式ASARP

浅桐公男 
中原啓智、東舘成希、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、⽥中芳明、⼋⽊ 実

全国調査から⾒た CIPO(chronic intestinal pseudo-obstruction)における薬物療法

⼋⽊ 実

漢⽅療法が奏功した陰嚢リンパ管腫の⼀例

坂本早季 
朝川貴博、⽥中宏明、浅桐公男、深堀 優、⽥中芳明、⼋⽊ 実

当院で経験した⼩児マムシ咬傷

朝川貴博 
⽥中宏明、坂本早季、浅桐公男、深堀 優、⽥中芳明、⼋⽊ 実

LPEC を施⾏した成⼈外⿏径ヘルニアの1例

⽥中宏明 
朝川貴博、坂本早季、浅桐公男、深堀 優、⽥中芳明、⼋⽊ 実

噴⾨形成術、胃瘻造設術前・術後の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、中原啓智、東舘成希、⼩松崎尚⼦、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67回⽇本東洋医学会学術総会（2016/6/3-2016/6/5 ⾼松）

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 
⼋⽊実、七種祐⾐⼦、恵紙英昭、佐野智美、橋詰直樹、⽯井信⼆、深堀優

抑うつ状態、うつ病に対する漢⽅治療〜⻄洋薬から漢⽅薬への置換の可能性〜

恵紙英昭 
沈⿓佑、⼋⽊実

24th Congress of the Asian Association of Pediatric Surgeons (2016/5/24-5/26 Fukuoka)

Evaluation of the strategy of perianal abscess in infants -Incision and drainage with Juzentaihoto treatment versus Hainosankyuto treatment without incision-

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

第39回栄養アセスメント研究会（2016/6/10-2016/6/11 神⼾）

重症⼼⾝障がい児(者)のカルニチン⽋乏と体成分分析の検討

吉⽥索 
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、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊ 実

23RD INTERNATIONAL MEETING OF THE PEDIATRIC COLORECTAL CLUB (2016/6/11-2016/6/13 Praque)

Pharmacotherapy in patients with pediatric chronic intestinal pseudo-obstruction as viewed though a nationwide survey in Japan

Naoki Hashizume 
Minoru Yagi, Kosuke Ushijima, Toshitaka Seki, Suguru Fukahori, Mitsuru Muto, Hiroshi Matsufuji, Tomoaki Taguchi

第18回⽇本医療マネジメント学会学術総会（2016/04/22-2016/04/23 福岡）

クリティカルパスを軸とした術前検査センターの試験運⽤

七種伸⾏ 
⼋⽊実、⼭本都江、原島光代、江⼝昌⽂



World summit on Pediatrics 2016 (2016/6/23-2016/6/26 Porto)

Twenty-year (1993-2013) trends in neonatal surgery based on a nationwide Japanese surveillance program

Minoru Yagi

第30回⽇本⼩児ストーマ排泄管理研究会（2016/06/23 名古屋）

13C-acetate呼気ガス分析を⽤いた噴⾨形成術・胃瘻造設を施⾏された重症⼼⾝障害者の術前後の胃排出能の検討

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

第30回⽇本⼩児救急医学会学術集会（2016/7/1-2016/7/2 仙台）

マムシ咬傷による炎症性浮腫に対し柴苓湯が奏功した1例

東舘成希 
浅桐公男、深堀 優、⽯井信⼆、七種伸⾏、橋詰直樹、吉⽥ 索、⼩松崎尚⼦、坂本早季、中原啓智、⽥中芳明、⼋⽊ 実、惠紙英昭

第52回⽇本外科代謝栄養学会学術集会（2016/7/7-2016/7/9 東京）

⽣体電気インピーダンス法による重症⼼⾝障碍児（者）の体成分分析と低カルニチン⾎症の検討

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

⽣体電気インピーダンス法による重症⼼⾝障碍児（者）の体成分分析と低カルニチン⾎症の検討

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53回⽇本外科代謝栄養学会（2016/7/8-2016/7/9 東京）

⽣体電気インピーダンス法による重症⼼⾝障碍児（者）の 体成分分析と低カルニチン⾎症の検討

吉⽥索 
浅桐 公男、⽥中 芳明、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、⼋⽊ 実

第43回⽇本⼩児内視鏡研究会（2016/7/9-2016/7/10 東京）

⾷道アカラシアに対する内視鏡下バルーン拡張術の安全性と有効性

東舘成希 
浅桐公男、深堀優、⽯井信⼆、七種伸⾏、橋詰直樹、吉⽥索、⼩松崎尚⼦、坂本早季、中原啓智、⽥中芳明、⼋⽊実

第45回九州⼩児外科研究会（2016/08/27 福岡）

輪状膵を伴った先天性⼗⼆指腸閉鎖術後に胆道閉鎖症を発症した1例

⼩松崎尚⼦ 
中原 啓智、坂本 早希、東館 成希、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18回⽇本神経消化器病学会（2016/9/9-2016/9/10 札幌）

当科で24時間⾷道インピーダンスpH検査を施⾏した重⼼77症例のGERDの特徴の解析

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、⼩松崎尚⼦、東舘成希、中原啓智、⽥中芳明、⼋⽊ 実

第43回⽇本⼩児栄養消化器肝臓学会（2016/9/17-2016/9/18 つくば）

当科で24時間⾷道インピーダンスpH検査を施⾏した重⼼77症例のGERDの特徴の解析

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、⼩松崎尚⼦、東舘成希、中原啓智、⽥中芳明、⼋⽊ 実

第38回⽇本臨床栄養学会総会 / 第37回⽇本臨床栄養協会総会 / 第14回⼤連合⼤会（2016/10/7-10/9 ⼤阪）

⽣体電気インピーダンス法による重症⼼⾝障碍児（者）の 体成分分析と低カルニチン⾎症の検討

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

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

第10回北部九州⼭⼝⼩児外科研究会（久留⽶）

陰嚢内に発⽣したfibrous hamartoma in infancyの1例

坂本早季 
橋詰直樹、浅桐公男、深堀優、⽯井信⼆、七種信⾏、東館成希、吉⽥索、⼩松崎尚⼦、中原啓智、⽥中芳明、⼋⽊実

第27回⽇本⼩児外科QOL研究会（2016/10/15 岡⼭）

肛⾨形成術後患児に対する下肢固定帯の⼯夫

福⽥卓 
坂本早季、⼀瀬美希、松永真利江、野⾒⼭るり葉、古賀浩⼦、垣添美由紀、﨑村弘⼦、⽯井信⼆、⼋⽊実

PSJM2016 / 第36回⽇本⼩児内視鏡外科・⼿術⼿技研究会（埼⽟）

LPEC 針を⽤いて腹腔鏡下修復術を施⾏した⼩児Morgagni ヘルニアの1例

中原啓智 
浅桐公男、吉⽥ 索、坂本早季、⼩松崎尚⼦、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



PSJM2016 / 第73回直腸肛⾨奇形研究会（2016/10/26-2016/10/28 埼⽟）

肛⾨膣前庭瘻に会陰部脂肪腫を合併した1例

⼩松崎尚⼦ 
中原 啓智、坂本 早希、東館 成希、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

PSJM2016 / 第21回⽇本⼩児外科漢⽅研究会（埼⽟）

明治初期の⼩児科書「幼幼家則」にみる⼩児外科疾患と漢⽅治療

⼋⽊ 実 
橋詰直樹、中原啓智、坂本早季、東舘成希、⼩松崎尚⼦、吉⽥ 索、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀 優、浅桐公男、⽥中芳明

マムシ咬傷による炎症性浮腫に対し柴苓湯が奏功した1例

東舘成希 
浅桐公男、深堀 優、⽯井信⼆、七種伸⾏、橋詰直樹、吉⽥ 索、⼩松崎尚⼦、坂本早季、中原啓智、⽥中芳明、⼋⽊ 実、惠紙英昭

PSJM2016(第46回⽇本⼩児外科代謝研究会)

重症⼼⾝障害児（者）における低カルニチン⾎症と⾝体組成の検討

吉⽥索 
浅桐公男、中原啓智、坂本早季、⼩松崎尚⼦、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

JDDW2016（2016/11/2-2016/11/5 神⼾）

重症⼼⾝障碍者における24時間⾷道インピーダンス pH モニタリングと唾液内Pepsin含有量の関係

橋詰直樹 
深堀 優、浅桐公男、⽯井信⼆、⽥中芳明、⼋⽊ 実

第42回⽇本胆道閉鎖症研究会（2016/11/19 新潟）

胆道閉鎖症における術前酸化ストレスの臨床的検討

橋詰直樹 
浅桐公男、深堀優、⽯井信⼆、七種伸⾏、⽥中芳明、⼋⽊実

第78回⽇本臨床外科学会（2016/11/23-2015/11/26 東京）

ASARPによる中間位鎖肛根治術

浅桐公男 
中原啓智、坂本早季、東館成希、⼩松崎尚⼦、吉⽥索、橋詰直樹、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、⽥中芳明、⼋⽊実

外⿏径ヘルニアではない⼩児⿏径ヘルニアに遭遇した時の対応

東舘成希 
中原啓智、坂本早季、⼩松崎尚⼦、吉⽥索、七種伸⾏、橋詰直樹、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

低位・中間位鎖肛に対する会陰術式ASARP

橋詰直樹 
中原啓智、坂本早季、東館成希、⼩松崎尚⼦、吉⽥索、七種伸⾏、⽯井信⼆、深堀優、浅桐公男、⽥中芳明、⼋⽊実

第29回⽇本内視鏡外科学会（2016/12/8-2016/12/10 横浜）

LPEC針を⽤いて腹腔鏡下修復術を施⾏した⼩児Morganiヘルニアの⼀例

吉⽥索 
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

腹腔鏡下嚢胞壁切除及び内腔壁焼却術が有効であった巨⼤脾嚢胞の⼀例

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

第46回筑後地区輸液・NST研究会（2016/12/02 久留⽶）

重症⼼⾝障碍者における⽣体電気インピーダンス測定法を⽤いたエネルギー消費量の検討

橋詰直樹 
浅桐公男、⽯井信⼆、七種伸⾏、⼋⽊実、⽥中芳明


