
▮2018学会発表

第21回日本病態栄養学会年次学術集会（2018/1/12-1/14　京都）

久留米大学における臨床栄養学卒前教育の現状

橋詰直樹

田中芳明,浅桐公男,居石哲治,田尻祐司,川口　巧,深堀　優,石井信二,七種伸行,八木　実

第14回日本消化管学会総会学術集会 （2018/2/9-2018/2/11　東京）

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，小松崎尚子，東舘成希，坂本早希，中原啓智， 田中芳明，八木 実

小児慢性特発性偽性腸閉塞症における漢方療法-全国現状調査-

橋詰直樹

牛島高介、深堀優、石井信二、七種伸行、八木　実、田口智章

第48回日本小児消化管機能研究会 （2018/2/12　仙台）

重症心身障碍児(者)における喉頭機能不全と 気管内ペプシン濃度との相関 ( 第 2 報 )

東舘成希

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

重症心身障がい児/者 119 症例における GERと年齢・原因疾患との関係の検討

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33回日本静脈経腸栄養学会（2018/2/22-2018/2/23　横浜）

食道インピーダンスによる重心児/者に対する腹腔鏡補助下胃瘻造設術の胃食道逆流に及ぼす影響の検討

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、靍久士保利、八木実、田中芳明

第33回日本静脈経腸栄養学会（2018/2/22-2018/2/29　横浜）

久留米大学における臨床栄養学卒前教育の取り組み

橋詰直樹

田中芳明, 浅桐公男, 居石哲治, 田尻祐司, 川口　巧, 深堀　優, 石井信二, 七種伸行, 八木　実

若手医師の教育と胃排出能への影響を考慮した腹腔鏡補助下胃瘻造設術式の工夫

石井信二

深堀　優、靏久 士保利、坂本早希、升井大介、東舘成希、吉田　索、橋詰直樹、七種伸行、浅桐公男、田中芳明、八木　実

重症心身障害者のカルニチンと骨塩量の関係

吉田索

靍久士保利、坂本早季、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、田中芳明

若手医師の教育と胃排出能への影響を考慮した腹腔鏡補助下胃瘻造設術式の工夫

石井信二

深堀 優、靍久 士保利、 坂本 早希、升井 大介、東舘 成希、吉 田 索、橋詰 直樹、七種 伸行、田中 芳明、八木 実

久留米大学病院における歯科口腔外科病棟でのNST 活動の現状について

内田沙織

北口佳那、山田卓、坂本亜沙美、井上光鋭、三輪涼子、池田真由美、永松あゆ、七種伸行、田中芳明

血中亜鉛値からみたサルコペニアのリスク

中村皓星

鳥越律子、佐々木君枝、馬場真二、田中芳明

重症心身障碍者に対する腹腔鏡補助下胃瘻造設術後の長期予後に関する検討

坂本早季

浅桐公男、深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、吉田索、東館成希、升井大介、鶴久士保利、田中芳明、八木実

第47回九州地区小児固形悪性腫瘍研究会（2018/2/24　福岡）

後腹膜に発生したlipoblastomaの１例

坂本早季

深堀　優,  石井信二, 七種伸行, 橋詰直樹, 東館成希, 吉田　索, 升井大介, 鶴久士保利, 大園秀一, 田中芳明, 八木　実

第37回食事療法学会（2018/3/3　沖縄）

臨床現場における栄養療法とリスクマネジメント

田中芳明

第43回九州代謝栄養研究会（2018/3/10　大分）

重症心身障碍者に対する腹腔鏡補助下胃瘻造設の長期合併症に関する検討

坂本早季

橋詰直樹、浅桐公男、深堀優、石井信二、七種伸行、吉田索、東館成希、升井大介、靏久士保利、田中芳明、八木実

第118回日本外科学会定期学術集会（2018/4/5-2018/4/7　東京）

食道インピーダンスpHモニタリングによる重心児/者に対する腹腔鏡補助下胃瘻造設術の胃食道逆流に及ぼす影響の検討

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, 東舘成希1,坂本早希1,靏久士保利1,

第４回日本小児へそ研究会（2018/4/6　東京）

胎児期に臍帯嚢胞を指摘され出生後に尿膜管開存と診断された1例

愛甲　崇人

田中芳明1,2, 八木　実1

第61回日本形成外科学会総会・学術集会（2018/4/11-4/13　福岡）

求められる医療安全管理体制

田中芳明

第55回九州小児外科学会（2018/5/11-12　福岡）

巨大白線ヘルニアに対しラパヘルクロージャーを用いた腹腔鏡下修復術の１例

坂本早季

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、吉田索、東館成希、升井大介、靏久士保利、田中芳明、八木実



51th Annual Meeting of the Pacific Association of Pediatric Surgeons （2018/5/14-2018/5/17 Hokkaido）

The assessment of the esophageal motility of children with esophageal disorders by the detailed observation

of the pH-multichannel intraluminal impedance waveform and baseline impedance.

Daisuke Masui

Suguru Fukahori, Shinji Ishii, Nobuyuki Saikusa, Naoki Hashizume, Motomu Yoshida, Naruki Higashidate, Saki Sakamoto,

Shiori Tsuruhisa, Hirotomo Nakahara,Minoru Yagi,Yoshiaki Tanaka

第55 回日本小児外科学会学術集会（2018/5/30-6/2　新潟 ）

性腺分化異常症に発症した性腺芽腫の1例

靍久士保利

橋詰 直樹, 深堀 優, 坂本 早季, 升井 大介, 東舘 成希, 吉田 索, 七種 伸行, 石井 信二, 田中 芳明, 八木 實, 武本 淳吉, 孝橋 賢一

当院における下咽頭インピーダンスpH検査により喉頭咽頭逆流評価の試み～第1報～

升井大介

深堀　優、愛甲崇人、靏久士保利、坂本早希、東舘成希、橋詰直樹、七種伸行、石井信二、八木　実、田中芳明

心肺停止後に虚血性腸炎による結腸狭窄を来し開腹手術を施行した1乳児例

東舘成希

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、吉田索、升井大介、坂本早季、靍久士保利、八木実、田中芳明

後腹膜に発生したlipoblastomaの１例

坂本早季

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、東館成希、吉田索、升井大介、靏久士保利、大園秀一、田中芳明、八木実

胎児期に臍帯嚢胞を指摘され出生後に尿膜管開存と診断された1例

愛甲　崇人

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、東館成希、吉田、索、升井大介、坂本早季、鶴久士保利、田中芳明、八木実

胃食道逆流症が重症心身障害者の胃運動機能に及ぼす影響の検討

石井信二

深堀　優, 愛甲崇人, 靍久士保利, 東舘成希, 升井大介,橋詰直樹, 古賀義法, 七種伸行, 浅桐公男, 田中芳明, 八木　実

消化管疾患に対する漢方療法のコツー消化管ひとつながりー上部消化管疾患について

橋詰直樹

遺伝性球状赤血球症による症候性胆石症に対し、幼少時に腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した一例

靍久士保利

深堀 優, 坂本 早季, 東舘 成希, 升井 大介, 吉田 索, 橋詰 直樹, 七種 伸行, 石井 信二, 田中 芳明, 八木 實

Comparison between Fecoflowmetry and 2 standard bowel function scoring systems after Anorectal Surgery.

Higashidate N

Fukahori S, Ishii S, Saikusa N, Hashizume N, Yoshida M, Masui D, Sakamoto S, Tsuruhisa S, Tanaka Y, Yagi M

食道インピーダンスpH検査を施行した重症心身障がい児/者119症例におけるGERと年齢・原因疾患との関係の検討

深堀　優

石井信二,橋詰直樹,吉田　索,升井大介,東舘成希,坂本早季,靏久士保利, 七種伸行,田中芳明,八木　実

The 19th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia（2018/6/13-2018/6/16　SEOUL,KOREA）

Long term outcomes of the neurologically impaired patients undergoing video-assisted gastrostomy

Saki Sakamoto

Naoki Hashizume, Suguru Fukahori, Shinji Ishii, Nobuyuki Saikusa, Naruki Higashidate, Motomu Yoshida, Daisuke Masui, Shiori Tsuruhisa,

Yoshiaki Tanaka
 
, Minoru Yagi, Yushiro Yamashita

neurologically impaired patients: Assessment of bioelectrical impedance analysis and indirect calorimetry

Naoki Hashizume

Yoshiaki Tanaka, Minoru Yagi

第54回日本周産期・新生児医学会学術集会（2018/7/8-2018/7/10　東京）

胎児期に臍帯嚢胞を指摘され出生後に尿膜管開存と診断された1例

升井大介

愛甲崇人、靏久士保利、坂本早希、東舘成希、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

第48回九州小児外科研究会（2018/8/25　JR博多シティ）

外傷を契機に発症した停留精巣合併精巣捻転症の一例

愛甲　崇人

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、東館成希、古賀義法、升井大介、鶴久士保利、田中芳明、八木実

第13回北部九州山口小児外科研究会（2018/9/28　久留米）

非外傷性精巣脱出症の1例

東舘成希

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、古賀義法、升井大介、靍久士保利、愛甲崇人、田中芳明、八木実

第20回日本神経消化器病学会（2018/10/5-2018/10/6　愛知）

当院における下咽頭インピーダンスpH検査により喉頭咽頭逆流評価の試み～第1報～

升井大介

深堀　優、愛甲崇人、靏久士保利、坂本早希、東舘成希 、橋詰直樹、七種伸行、石井信二、八木　実、田中芳明

25th International Meeting of the Pediatric Colorectal Club（2018/10/5-2018/10/7　Tokyo）

Fecoflowmetric Analysis of Postoperative Bowel Functions in Pediatric Patients; Comparison to Krickenbeck score and Kelly’s clinical score.

Higashidate N

Fukahori S, Ishii S, Saikusa N, Hashizume N, Koga Y, Masui D, Tsuruhisa S, Aiko T, Tanaka Y, Yagi M

第40回日本臨床栄養学会総会/第39回日本臨床栄養協会総会/第14回大連合大会（2018/10/5-2018/10/7　東京）

久留米大学病院における病棟担当栄養士の現状

橋詰直樹

田中芳明、居石哲治、川口 巧 、石井信二、七種伸行、中島仁美、大津山樹理、池田真由美、多賀百香、八木実

31
st
 International Symposium on Pediatric Surgical Research（2018/10/12-2018/10/14　Italy,Taormina）

A serum fatty acid analysis in neurologically impaired patients prescribed enteral nutrition formulas 

靍久士保利

橋詰 直樹、 七種 伸行、石井 信二、 深堀 優、田中 芳明、八木 実



The assessment of the esophageal motility of children with esophageal disorders by the detailed observation of the pH-multichannel

intraluminal

impedance waveform and baseline impedance: screening test potential

Daisuke Masui

Suguru Fukahori, Shinji Ishii,Naoki Hashizume,Nobuyuki Saikusa,Motomu Yoshida,Naruki Higashidate,Saki Sakamoto,Shiori Tsuruhisa,

Hirotomo Nakahara,Yoshiaki Tanaka, Minoru Yagi

The herbal medicines Inchinkoto and Saireito exert beneficial effects of reducing hepatic fibrosis in bile duct ligation rat liver

Naoki Hashizume

Yagi Minoru, Shin Ryusuke, Akiba Jun, Sotogaku Naoki, Nishi Akihiro, Egami Hideaki

第63回日本音声言語医学会総会学術講演会（2018/10/12　久留米）

医療安全：求められる医療安全管理体制

田中芳明

PSJM2018(第48回 日本小児外科代謝研究会)（2018/10/25　東京）

重症心身障碍者における体組成分析を用いた至適エネルギー消費量算定の検討

靍久士保利

橋詰 直樹、 愛甲 崇人、升井 大介、東舘 成希、 古賀 義法、七種 伸行、石井 信二、 深堀 優、田中 芳明、八木 実

PSJM2018　第23回日本小児外科漢方研究会（2018/10/25-2018/10/26　東京）

小児外科における頻用方剤以外の漢方治療の有用性

升井大介

愛甲崇人、靏久士保利、東舘成希、橋詰直樹、七種伸行、石井信二、深堀優、八木実、田中芳明

PSJM2018　第38回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会（2018/10/25-2018/10/26　東京）

ラパヘルクロージャーを用いた 腹腔鏡下修復術を施行した開心術後の剣状突起下瘢痕ヘルニアの１例

坂本早季

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、吉田索、東館成希、升井大介、靏久士保利、田中芳明、八木実

PSJM2018 第29回日本小児呼吸器外科研究会（2018/10/25-2018/10/26　東京）

当科における重症心身障碍者に対する喉頭気管分離術の後方視的検討

愛甲　崇人

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、東館成希、古賀義法、升井大介、鶴久士保利、田中芳明、八木実

第34回日本小児外科学会秋季シンポジウム（2018/10/27　東京）

当施設における総排泄腔遺残症に対する移行期医療の現状

深堀　優

石井信二1, 七種伸行1, 橋詰直樹1, 升井大介1, 東舘成希1,坂本早希1,靏久士保利1, 愛甲崇人1, 田中芳明1,2, 八木　実1

第75回日本直腸肛門奇形研究会（2018/10/26　東京）

術後排便機能評価におけるフェコフローメトリーと肛門内圧の比較

東舘成希

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、古賀義法、升井大介、靍久士保利、愛甲崇人、田中芳明、八木実

第45回日本胆道閉鎖症研究会（2018/11/3　久留米）

胆道閉鎖症に対する薬物療法に 関する全国施設調査アンケート

坂本早季

橋詰直樹、八木実

第44回日本東洋医学会　九州支部学術集会（2018/11/18　鹿児島）

臨床栄養における漢方の展開

八木　実

第80回日本臨床外科学会総会（2018/11/22-24　東京）

腸捻転術後に門脈系血栓をきたし膵酵素上昇により診断し得た1例

靍久士保利

橋詰 直樹, 升井 大介, 東舘 成希, 七種 伸行, 石井 信二, 深堀 優, 田中 芳明, 八木 実

GISTを合併したメッケル憩室穿孔の１例

坂本早季

深堀優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、古賀義法、東館成希、升井大介、愛甲崇人、田中芳明、八木実

第80回日本臨床外科学会総会（2018/11/22-24　東京）

総胆管結紮モデルによる茵蔯蒿湯と柴苓湯の肝線維化抑制効果の検討

橋詰直樹

八木　実,　沈　龍佑,　秋葉　純,　外角直樹, 浅桐公男, 疋田茂樹, 西　昭徳, 田中芳明, 恵紙英昭

平成３０年度　産業医科大学病院　栄養部セミナー（2018/11/29　福岡）

病棟で使える漢方薬

八木　実

第31回日本内視鏡外科学会総会（2018/12/6-2018/12/8　福岡）

地方私立大学病院における小児内視鏡外科手術教育の工夫と課題

深堀　優

石井信二, 橋詰直樹,古賀義法, 八木　実


