❚ 2019年度学会発表
第15回 日本消化管学会学術集会（2019/2/1-2019/2/2 佐賀）
小児食道疾患における24時間インピーダンスpH検査（pH/MII）を用いた食道運動機能の特徴：スクリーニングテストとしての可能性
＜升井大介・口演＞
升井大介、愛甲崇人、坂本早希、東舘成希、古賀義法、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pH検査を施行した重心児/者症例の下部食道ベースラインインピーダンス値からみた酸暴露の程度の検討
＜深堀 優・口演＞
升井大介、石井信二、橋詰直樹、東舘成希、坂本早季、古賀義法、愛甲崇人、七種伸行、田中芳明、八木 実

第34回 日本静脈経腸栄養学会学術集会（2019/2/14-2019/2/15 東京）
重症心身障碍者に対する腹腔鏡補助下胃瘻造設における術前栄養状態と 術後合併症に関する検討
＜坂本早季・口演＞
橋詰直樹、深堀 優、石井信二、七種伸行、古賀義法、東舘成希、升井大介、靍久士保利、愛甲崇人、田中芳明、八木 実
重症心身障がい児/者と支える人々のQOL向上を目指して～栄養の視点から小児外科の立場で出来ること～
＜深堀 優・シンポジウム＞
石井信二、橋詰直樹、升井大介、東舘成希、坂本早季、靍久士保利、愛甲崇人、七種伸行、八木 実 、田中芳明

第49回 日本小児消化管機能研究会（2019/2/16 大阪）
重症心身障碍児における下咽頭インピーダンスpH検査における咽頭逆流症評価の試み～第2報

食道インピーダンス検査との違いについて～

＜升井大介・口演＞
愛甲崇人、坂本早希、東舘成希、古賀義法、橋詰直樹、七種伸行、石井信二、深堀 優、八木 実、田中芳明
小児難治性胃食道逆流症の現状に関する全国アンケート調査
＜深堀 優・口演＞
八木 実、川原央好、田口智章

第32回 日本小児脾臓・門脈研究会（2019/3/2 仙台）
多発脾膿瘍を併発したALLの1例
＜升井大介・口演＞
愛甲崇人、坂本早希、東舘成希、古賀義法、橋詰直樹、七種伸行、石井信二、深堀 優、八木 実、田中芳明

52th Annual Meeting of the Pacific Association of Pediatric Surgeons（2019/3/11-3/14 Christchurch）
Which is the good parameter of Fecoflowmetry to reflect the bowel function in Pediatric Patients after anorectal surgery?
＜Naruki Higashidate・oral＞
Suguru Fukahori, Shinji Ishii, Nobuyuki Saikusa, Naoki Hashizume, Yoshinori Koga, Daisuke Masui, Saki Sakamoto, Takato Aiko, Yoshiaki
Tanaka, Minoru Yagi
Do age or causal disorder affect the condition of GER in neurologically impaired patients?: 119 cases analyzed by 24hr combined pHmultichannel intraluminal impedance measurements
＜Suguru Fukahori・oral＞
Naoki Hashizume, Daisuke Masui, Naruki Higashidate, Saki Sakamoto, Takato Aiko, Nobuyuki Saikusa, Shinji Ishii, Yoshiaki Tanaka,
Minoru Yagi

第44回 九州代謝栄養研究会（2019/3/16 久留米）
重症心身障碍児の医薬品経腸栄養剤投与における脂肪酸分画の検討
＜坂本早季・口演＞
橋詰直樹、田中芳明、深堀 優、石井信二、七種伸行、靍久士保利、八木 実
久留米大学病院における病棟栄養カンファレンスの多職種介入栄養管理
＜橋詰直樹・口演＞
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
ONS使用患者へのアドヒアランス調査：医薬品栄養剤と食品栄養剤の比較
＜橋詰直樹・口演＞
田中芳明、石井信二、七種伸行、八木 実

第48回 九州地区小児固形悪性腫瘍研究会（2019/3/23 福岡）
胆道閉鎖症に対する脳死肝移植後の遠隔期に発症した胃癌の若年例
＜東舘成希・口演＞
深堀 優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、升井大介、坂本早季、愛甲崇人、田中芳明、八木 実

第119回 日本外科学会（2019/4/18-4/20 大阪）
24時間食道インピーダンスpH検査を施行した重心児/者症例の下部食道ベースラインインピーダンス値からみた酸暴露の程度の検討
＜深堀 優・口演＞
升井大介、石井信二、橋詰直樹、東舘成希、坂本早季、靍久士保利、愛甲崇人、七種伸行、田中芳明、八木 実
久留米大学病院における病棟栄養カンファレンスの多職種介入栄養管理
＜橋詰直樹・ポスター＞
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
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・ポスター＞
靍久士保利、升井大介、東舘成希、橋詰直樹、古賀義法、七種伸行、石井信二、深堀 優、田中芳明、八木 実

第56回 九州小児外科学会（2019/5/17-5/18 鹿児島）
診断に難渋した左傍十二指腸ヘルニアの1例
＜愛甲崇人・口演＞
升井大介、東舘成希、古賀義法、橋詰直樹、七種伸行、石井信二、深堀 優、田中芳明、八木 実

第56回 日本小児外科学会（2019/5/23-5/25 久留米）
Utility of esophageal combined pH-multichannel intraluminal impedance: pre and post-operative evaluation and future perspective
＜Daisuke Masui・oral＞
当科における中間位鎖肛に対する ASARP の試み
＜東舘成希・口演＞
深堀 優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、古賀義法、升井大介、坂本早季、愛甲崇人、田中芳明、八木 実

第42回 日本栄養アセスメント研究会（2019/6/7-6/8 大阪）
ONS使用患者へのアドヒアランス調査：医薬品栄養剤と食品栄養剤の比較
＜橋詰直樹・口演＞
田中芳明、深堀 優、石井信二、七種伸行、八木 実

第33回 小児ストーマ・排泄・創傷管理研究会（2019/6/15 岡山）
著明な胃瘻漏れに対し胃瘻再造設を要した一例
＜東舘成希・口演＞
坂本早季、深堀 優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、古賀義法、升井大介、愛甲崇人、田中芳明、八木 実

第70回 日本東洋医学会学術総会（2019/6/28-6/30 東京）
深部組織損傷を標的とした駆瘀血剤による脊髄損傷患者の褥瘡治療
＜七種伸行・ポスター＞
八木 実、橋詰直樹、石井信二、惠紙英昭、七種伸行

第28回 日本小児泌尿器科学会（2019/7/3-7/5 佐賀）
性腺分化異常症に発症した性腺芽腫の1例
＜橋詰直樹・ポスター＞
八木 実、深堀 優、石井信二、七種伸行、古賀義法、東舘成希、升井大介、坂本早季、愛甲崇人

第56回 日本外科代謝栄養学会（2019/7/4-7/6 神戸）
終末糖化産物受容体阻害アプタマーの敗血症への応用

＜古賀義法・ポスター＞
松井孝憲、田中芳明、八木 実、山岸昌一
重症心身障碍児の医薬品経腸栄養剤投与における脂肪酸分画の検討
＜升井大介・口演＞
橋詰直樹、田中芳明、深堀 優、石井信二、七種伸行、古賀義法、東舘成希、坂本早季、靍久士保利、八木 実

第49回 九州小児外科研究会（2019/8/24 福岡）
左Amyloid herniaの1例
＜倉八朋宏・口演＞
深堀 優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、古賀義法、升井大介、坂本早季、田中芳明、八木 実

32nd Internatinal Symposium on Pediatric Research（2019/9/6-9/8 Fukuoka）
Postoperative pharmacotherapy for Biliary Atresia outpatients –A Nationwide Survey
＜Saki Sakamoto・poster＞
Naoki Hashizume, Minoru Yagi M, Hideyuki Sasaki, Maaki Nio and Japanese Biliary Atresia Society
Aptamer Raised Against Receptor for Advanced Glycation End Products (RAGE) Improves Survival Rate in Septic Mice
＜Yoshinori Koga・oral＞
Ami Sotokawauchi , Yuichiro Higashimoto, Takanori Matsui , Minoru Yagi, Sho-ichi Yamagishi
The oxidative stress activities in perioperative patients with biliary atresia
＜Naoki Hashizume・oral＞
Yoshiaki Tanaka, Kimio Asagiri, Suguru Fukahori, Shinji Ishii, Nobuyuki Saikusa, Motomu Yoshida, Ken Tanikawa, Takahiro Asakawa,
Minoru Yagi

第13回 北部九州山口愛媛小児外科研究会（2019/10/3 福岡）
左鼠径ヘルニア嵌頓を呈した乳児Amyand's herniaの1例
＜倉八朋宏・口演＞
八木 実、深堀 優、石井信二、七種伸行、古賀義法、東舘成希、升井大介、坂本早季

第39回 日本小児内視鏡外科・手術手技研究会（2019/10/17-10/18 大阪）
症例数の限られた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・口演＞
石井信二、橋詰直樹、古賀義法、東舘成希、坂本早季、倉八朋宏、七種伸行、田中芳明、八木 実

第76回 直腸肛門奇形研究会（2019/10/17 大阪）
当科で根治術を施行した中間位鎖肛術後症例の術後排便機能
＜東舘成希・口演＞
深堀 優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、古賀義法、升井大介、坂本早季、倉八朋宏、田中芳明、八木 実

第24回 日本小児外科漢方研究会（2019/10/17 大阪）
総胆管結紮モデルによる茵ちんこう湯と柴苓湯の肝線維化抑制効果の検討
＜橋詰直樹・口演＞
八木 実、沈 龍佑、秋葉 純、外角直樹、西 昭徳、田中芳明、惠紙英昭

第49回 日本小児外科代謝研究会（2019/10/18 大阪）
重症心身障碍児の医薬品経腸栄養剤投与における脂肪酸分画の検討
＜坂本早季・口演＞
橋詰直樹、田中芳明、深堀 優、石井信二、七種伸行、古賀義法、東舘成希、升井大介、倉八朋宏、髙城翔太郎
ω3脂肪酸含有食品を用いた短腸症候群に対する栄養管理の工夫
＜靍久士保利・口演＞
浅桐公男、吉田 索、田中芳明、朝川貴博

第30回 日本小児呼吸器外科研究会（2019/10/18 大阪）
食道閉鎖症術後の気管軟化症に対してhigh-flow nasal cannulaが有効であった1例
＜升井大介・口演＞
深堀 優、倉八朋宏、坂本早季、東舘成希、橋詰直樹、七種伸行、石井信二、田中芳明、八木 実

第46回 日本小児栄養消化器肝臓学会（2019/11/1-11/3 奈良）
小児難治性食道逆流症の実態に関する全国アンケート調査
＜深堀 優・口演＞
八木 実、川原央好、田口智章

第30回 日本小児外科QOL研究会（2019/11/9 三重）
小児外科で手術を受けた重症心身障がい児/者と支える人々のQOL向上に関するアンケート調査
＜今川健太郎・口演＞
深堀 優、石井信二、橋詰直樹、古賀義法、升井大介、東舘成希、坂本早季、倉八朋宏、髙城翔太郎、七種伸行、田中芳明、八木 実

第61回 日本小児血液・がん学会（2019/11/14-11/16 広島）
腫瘍破裂をきたしたoncologic emergencyとして対応した卵巣原発のYoik sac tumorの1例
＜升井大介・口演＞
深堀 優、倉八朋宏、坂本早季、東舘成希、橋詰直樹、七種伸行、石井信二、田中芳明、八木 実

第46回 日本胆道閉鎖症研究会（2019/11/30 広島）
胆道閉鎖症に対する脳死肝移植後の遠隔期に発症した胃癌の若年例
＜東舘成希・口演＞
深堀 優、石井信二、七種伸行、橋詰直樹、古賀義法、升井大介、坂本早季、倉八朋宏、田中芳明、八木 実

