❚ 2021年度学会発表
第48回日本集中治療医学会学術集会（2021/2/12-2/14 香川[WEB]）
新規敗血症治療薬の開発：終末糖化産物受容体阻害薬の臨床応用を目指して
＜古賀義法・口演＞
古賀 義法、外川内 亜美、西野 友梨、松井 孝憲、角間 辰之、秋葉 純、東元 祐一郎、八木 実、山岸 昌一

第57回九州小児外科学会（2021/2/19 福岡[WEB]）
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、靍久士保利、中原啓智、田中芳明、八木実

第17回九州小児泌尿器研究会（2021/2/21 久留米[WEB]）
非外傷性精巣脱出症の1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、坂本早季、倉八朋宏、髙城翔太郎、田中芳明、八木実

第121回日本外科学会定期学術集会（2021/4/8-4/10 千葉[WEB]）
血清クレアチニン/シスタチンC比と体組成分析の関係

重症心身碍者において

＜中原啓智・eポスター＞
橋詰直樹、深堀優、石井信二、七種伸行、古賀義法、東舘成希、坂本早季、靏久士保利、田中芳明、八木実
重症心身障碍者の腹腔鏡下胃瘻造設術前後の胃排出能および胃形態についての検討
＜小松崎尚子・eポスター＞
石井信二、橋詰直樹、深堀優、七種伸行、古賀義法、東舘成希、坂本早季、靏久士保利、中原啓智、浅桐公男、吉田索、倉八朋宏、田中芳明、八木実
敗血症における終末糖化産物受容体阻害薬の臨床応用
＜古賀義法・口演＞
古賀 義法、外川内 亜美、西野 友梨、松井 孝憲、角間 辰之、秋葉 純、東元 祐一郎、八木 実、山岸 昌一

第58回日本小児外科学術集会（2021/4/28-4/30 横浜[WEB]）
小児における曖気

有病率と胃食道逆流症との関連

＜升井大介・口演＞
Nikaki Kornilia、Sawada Akinari、 Shirley Sonmez、 Yazaki Etsuro、 Sifrim Daniel
CPAMの増大と術前診断した新生児縦隔気腫の一例
＜中原啓智＞
橋詰直樹、木下正啓、桑原浩徳、靍久士保利、坂本早季、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
多発小腸穿孔をきたした腎移植後リンパ増殖性疾患の１例
＜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、東館成希、升井大介、靏久士保利、中原啓智、田中芳明、八木実
胃排出能が胃食道逆流に及ぼす影響の検討
＜石井信二・オンデマンド発表＞
深堀優、中原啓智、靏久上保利、坂本早季、東舘成希、升井大介、橋詰直樹、古賀義法、七種伸行、田中芳明、八木実
腸間膜良性脂肪性腫瘍の1例
＜橋詰直樹・オンデマンド発表＞
愛甲崇人、深堀優、石井信二、七種伸行、東舘成希、坂本早季、田中芳明、八木実
中間位鎖肛に対する仙骨会陰式肛門形成術とASARPの術後排便機能の比較
＜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、靏久士保利、中原啓智、田中芳明、八木実
鼠径ヘルニア類縁疾患男児症例のNCD登録データ精度に関する検討
＜七種伸行・オンデマンド発表＞
中原 啓智、鶴久 士保利、 坂本 早季、 東舘 成希、 橋詰 直樹、 古賀 義法、 石井 信二、 深堀 優、 田中 芳明、 八木実

敗血症における終末糖化産物受容体阻害薬の臨床応用
＜古賀義法・口演＞
古賀 義法、外川内 亜美、西野 友梨、松井 孝憲、角間 辰之、秋葉 純、東元 祐一郎、八木 実、山岸 昌一
腸管不全症における生命予後改善に向けての治療戦略
＜加治建・口演＞
松井まゆ、長野綾香、村上雅一、 杉田光士郎、矢野圭輔、大西

峻、春松敏夫、 山田耕嗣、山田和歌，松久保眞，武藤充， 家入里志

第32回日本運動器学会（2021/5/8-5/9 久留米）
医療安全の実際
＜田中芳明・講演＞

DDW（Digestive Disease WEEK）2021（2021/5/21-5/23 US[Web]）
Belching in children: Prevalence and association with gastroesophageal reflux disease
＜Daisuke Masui・ポスター＞
Nikaki Kornilia,、Sawada Akinari、 Shirley Sonmez、 Yazaki Etsuro、 Sifrim Daniel

第43回日本栄養アセスメント研究会 （2021/6/26 奈良[WEB]）
重症心身障碍者における血清クレアチニン/シスタチンC比と体組成分析の比較
＜中原啓智・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、坂本早季、靏久士保利、田中芳明

第36回日本臨床栄養代謝学会（2021/7/21-7/22 神戸[WEB]）
生体電気インピーダンス法を用いた乳幼児体組成における月齢変化の検討
＜坂本早季・口演＞
橋詰直樹、吉田索、深堀優、石井信二、七種伸行、古賀義法、東舘成希、靏久士保利、中原啓智、田中芳明、八木実
重症心身障碍者における血清クレアチニン/シスタチンC比と体組成分析の比較
＜橋詰直樹・口演＞
中原啓智、吉田索、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、田中芳明、八木実
Enteral formulaを用いる重症心身障碍者における血清亜鉛値の検討
＜中原啓智・口演＞
橋詰直樹、深堀優、石井信二、七種伸行、古賀義法、東館成希、靏久士保利、田中芳明、八木実
重症心身障碍者における腹腔鏡下胃瘻造設術による胃排出能への影響
＜小松崎尚子＞
石井信二、橋詰直樹、深堀優、七種伸行、古賀義法、東舘成希、坂本早季、靏久士保利、中原啓智、浅桐公男、吉田索、倉八朋宏、田中芳明、八木実
久留米大学病院にNSTの現状と課題～多職種病棟栄養カンファレンスの関わりについて～
＜喜多華絵・口演＞
池田真由美、橋詰直樹、坂本早季、石井信二、七種伸行、八木実、田中芳明

第50回九州小児外科研究会（2021/8/21 福岡[WEB]）
当院における肛門側ストーマへの注入法についての具体的な方法と工夫
＜升井大介・口演＞
中原啓智、靍久士保利、坂本早季、東舘成希、古賀義法、七種伸行、石井信二、深堀優、田中芳明
当院における新生児期の人工肛門造設患児の臨床像と治療に関する後方視的検討
＜升井大介・口演＞
中原啓智、靍久士保利、坂本早季、東舘成希、古賀義法、七種伸行、石井信二、深堀優、田中芳明

第75回日本食道学会（2021/9/23-9/24 東京[WEB]）
重症心身障碍者における下咽頭インピーダンスpH検査による咽頭逆流症評価と嚥下機能評価の試み
＜升井大介・ポスター＞
中原啓智、靍久士保利、坂本早季、東舘成希、古賀義法、七種伸行、石井信二、深堀優、田中芳明

第12回日本臨床栄養代謝学会九州支部学術集会（2021/9/25 鹿児島[WEB]）
重症心身障碍者における血清クレアチニン/シスタチンC比と体組成分析の比較
＜中原啓智・口演＞
靏久士保利、坂本早季、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
腸管不全症の治療と課題
＜加治建・口演＞

第48回日本小児栄養消化器肝臓学会（2021/10/1-10/3 長野[Web]）
重症心身障碍児における下咽頭インピーダンスpH検査による咽頭逆流症の評価と嚥下機能評価の試み
＜升井大介・口演＞
中原啓智、靍久士保利、坂本早季、東舘成希、古賀義法、七種伸行、石井信二、深堀優、田中芳明
小児の曖気

有病率と胃食道逆流症との関連(Belching in children: Prevalence and association with gastroesophageal reflux disease)

＜升井大介・口演＞
Nikaki Kornilia,、Sawada Akinari、 Shirley Sonmez、 Yazaki Etsuro、 Sifrim Daniel
小児胃食道逆流症のトリセツ
＜深堀優・セミナー＞

第58回日本外科代謝栄養学会（2021/10/7-10/9 神戸[WEB]）
短腸症候群の患児に対して経口用ω3系脂肪製剤を投与しIFALDを予防できた一例
＜靍久士保利・口演＞
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、 中原 啓智、 田中芳明
求められる医療安全管理体制とその実際
＜田中芳明・セミナー＞

第40回日本小児内視鏡外科・⼿術⼿技研究会（2021/10/28-10/29 東京[WEB]）
Reduced Port Surgeryを目的とした縫合針の開発
＜古賀義法・口演＞
古賀義法、家入里志、 吉田索、 倉八朋宏、 浅桐公男

第50回小児外科代謝研究会（2021/10/28 東京[WEB]）
包括的な栄養管理で乳児期に静脈栄養を離脱し得た短腸症候群の1例
＜靍久士保利・口演＞
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、 中原啓智、 田中芳明
多種職種で乗り越えるIFALD、今我々にできること-現状と課題＜加治建・講演＞

第77回直腸肛門奇形研究会（2021/10/29 東京[WEB]）
High Resolution Manometryを用いた直腸肛門⼿術後の術後排便機能評価
＜東舘成希・口演＞
深堀優、石井信二、七種伸行、古賀義法、升井大介、坂本早季、靍久士保利、中原啓智、田中芳明
当院における低位・中間位鎖肛に対するASARPの術後管理
＜坂本早季・口演＞
深堀優、石井信二、七種伸行、古賀義法、東館成希、升井大介、靏久士保利、中原啓智、田中芳明

第25回日本小児外科漢方研究会（2021/10/29 東京[WEB]）
当科における漢方診療の実際とこれからの課題
＜升井大介・口演＞
中原啓智、靍久士保利、坂本早季、東舘成希、古賀義法、七種伸行、石井信二、髙城翔太郎、愛甲祟人、倉八朋宏、吉田索、橋詰直樹、浅桐公男、深
堀優、田中芳明

リンパ管腫における漢方療法の治療効果（第 2 報）
＜橋詰直樹・口演＞
八木実、恵紙 英昭、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、中原啓智、田中芳明

第31回日本小児外科QOL研究会（2021/11/6 神奈川[WEB]）
摂食障害をきたした自閉患者への胃瘻造設と在宅栄養管理に向けた支援
＜井上美波・口演＞
福田卓、内藤裕美、中島和泉、川野佐由里、靏久士保利、升井大介、石井信二、深堀優、田中芳明

第22回日本医療情報学会（2021/11/18-11/21 名古屋）
HIS再構築プロジェクトに求められる院内業務分担とユーザー参画
＜七種伸行・セミナー＞

第48回日本胆道閉鎖症研究会（2021/12/11 愛知[WEB]）
肝外胆管が嚢胞状に拡張した胆道閉鎖症（Ⅲd）の１例
＜中原啓智・口演＞
靍久士保利、坂本早季、升井大介、東舘成希、古賀義法、七種伸行、石井信二、深堀優、三原勇太郎、田中芳明、加治建

