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第 14 回日本小児外科漢方研究会の開催に当って 

              第 14 回日本小児外科漢方研究会 

会長   八木 實 

久留米大学医学部外科学講座小児外科部門 

     

日本小児外科漢方研究会は、全人的医療の理念のもと、小児外科領域の疾患治療

手段のひとつとして漢方療法を試み、その成果を共有し、当該領域の総合的発展に寄与す

ることを目的に 1993 年に発足した研究会であります。漢方医学に熱き思いを寄せる幾多の

諸先輩方のご尽力で小児外科領域における漢方治療の研究・啓蒙活動や組織改革が行われ

てまいりました。そして、2008 年秋より、これまでの会員の先生方のご要望をふまえ、会

則並びに組織を一新し、研究会の形式をこれまでのランチョンセミナー単独の形式から、

今後は独立した研究会として学術集会の開催を目指し活動を開始いたしました。幸いにも

このたび第 14 回本研究会の学術集会を PSJM2009 から共同開催させていただくこととなり

ました。つきましては、これまでより多くの先生方に研究成果をご発表いただくとともに、

従来の西洋医学を補完する先進漢方医学的側面から研究会の活性化の一助となればと考え

ております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

    

会議のご案内会議のご案内会議のご案内会議のご案内    

日本小児外科漢方研究会幹事会 

2009 年 10 月 29 日 17：00～18：00 鹿児島県市町村自治会館 505 号室 

日本小児外科漢方研究会総会（施設代表者および個人会員の方） 

2009 年 10 月 30 日  8：05～8：30 鹿児島県市町村自治会館 401 号室 

    

演演演演者へのお願い者へのお願い者へのお願い者へのお願い    

1）発表時間  

講演 6 分、討論 2 分（時間厳守）とさせていただきます。 

2）二次抄録 

抄録に訂正のある方は会場受付に 400 字以内の二次抄録をご提出ください。提出のない

ときは抄録集に掲載されているものを日本小児外科学会雑誌に投稿いたします。 



プログラムプログラムプログラムプログラム    10101010 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金))))午前午前午前午前        会場：会場：会場：会場：鹿児島県市町村自治会館鹿児島県市町村自治会館鹿児島県市町村自治会館鹿児島県市町村自治会館 401401401401 号室号室号室号室    

8：35～8：40 開会の辞 会長：八木 實（久留米大学外科学講座小児外科部門） 

 

六君子湯六君子湯六君子湯六君子湯----1 1 1 1  （8：40～9：12）       座長：高野 邦夫（山梨大学小児外科）    

1. 腹腔鏡下 Nissen 術後上腹部愁訴及び便秘に六君子湯・大建中湯が有効であった Goltz

症候群の 1 例  

高知大学外科学講座外科 1  

緒方 宏美、花崎 和弘 

 

2. 先天性食道閉鎖症術後にﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ症状をきたした 1例 

-六君子湯が誘引となった可能性は？－ 

新潟市民病院 救命救急・循環器病･脳卒中ｾﾝﾀｰ、小児外科＊  

飯沼 泰史、七種 伸行＊、内藤 真一＊、新田 幸壽＊ 

 

3. 横隔膜ヘルニア術後の GERD に対する六君子湯の使用経験 

山口大学大学院器官病態外科学 小児外科  

桂 春作、濱野 公一 

 

4. 乳児 GER に対する六君子湯の投与経験 

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児外科分野 

 奥山 直樹、窪田 正幸、平山 裕 

 

六君子湯六君子湯六君子湯六君子湯----2222    （9：12～9：36）                座長：大浜 和憲（石川県立中央病院小児外科）    

5. 六君子湯由来の肝機能障害と推定された噴門形成術後重症心身障害患児の１例 

久留米大学医学部外科学講座小児外科部門    

橋詰 直樹、八木 実、田中 芳明、浅桐 公男、小林 英史、朝川 貴博、高木 章

子、田中 宏明、石井 信二、七種 伸行、古賀 義法 

 

6. 重症心身障害児の GERD に対して、六君子湯投与が治療戦略となりうるか？ 

山梨大学医学部第二外科、小児外科    

高野 邦夫、蓮田 憲夫、鈴木 健之、松原 寛知、 

宮内 善広、奥脇 英人、大矢知 昇、腰塚 浩三、松本 雅彦 

 

7. 病悩期間の長い患児に対する六君子湯の使用経験 

熊本赤十字病院 小児外科  

寺倉 宏嗣、金場 俊二、比企 さおり 

 



大建中湯大建中湯大建中湯大建中湯----1111 （9：36～10：08）座長：北川 博昭（聖マリアンナ医科大学小児外科）    

8. Slow colonic transit constipation に対する大建中湯の有用性 

川崎医科大学 小児外科、やのファミリークリニック*  

三宅 啓、植村 貞繁、中岡 達雄、吉田 達之、谷本 光隆、矢野 常広* 

 

9. 術後腸閉塞症に対する大建中湯の使用経験 

石川県立中央病院 小児外科  

石川 暢己、下竹 孝志、大浜 和憲 

 

10. 当科における最近の大建中湯使用経験 

宮城県立こども病院 外科   

中村 恵美、佐藤 智行、天江 新太郎 

 

11. 小児排便障害における大建中湯の効果の検討 

九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野  

家入 里志、東 真弓、田口 智章 

    

大建中湯大建中湯大建中湯大建中湯----2222 （10：08～10：48）    座長：杉山 正彦（東京大学小児外科）    

12. 壊死性腸炎ラットモデルに対する大建中湯の効果 

鹿児島大学医学部小児外科 1)、鹿児島大学医学部歯学部附属病院 2)   

新山 新 1)、松藤 凡 1)、加治 建 1)、向 基 1)、中目 和彦 1)、高松 英夫 2) 

 

13. 小児排便障害に対する大建中湯の有用性 

弘前大学 小児外科  

須貝 道博、丸山 将輝、棟方 博文 

 

14. 腹壁破裂症例に対する大建中湯の有効性 

三重大学大学院 消化管・小児外科学  

大竹 耕平、内田 恵一、井上 幹大、松下 航平、小池 勇樹、田中 光司、

三木 誓雄、楠 正人 

 

15. 術後イレウスに対する大健中湯の投与経験 

埼玉医科大学病院小児外科  

米川 浩伸、林 信一、森村 敏哉、大野 康治、里見 昭 

 

16. 大建中湯による肝機能異常を認めたイレウス後の１乳児例 



東京大学医学部小児外科   

杉山 正彦、岩中 督、金森 豊、古村 眞、寺脇 幹、小高 哲郎、田中 裕次郎 

 

茵蔯蒿湯茵蔯蒿湯茵蔯蒿湯茵蔯蒿湯・・・・半夏厚朴湯・抑肝散半夏厚朴湯・抑肝散半夏厚朴湯・抑肝散半夏厚朴湯・抑肝散（10：48～11：20）座長：仁尾 正記（東北大学小児外科）    

17. 茵蔯蒿湯投与による肝線維化抑制効果を Fibro Scan502 にて観察した胆道閉鎖症術後

の症例報告  

東京大学医学部小児外科  

古村 眞、田中 裕次郎、小高 哲郎、寺脇 幹、杉山 正彦、金森 豊、岩中 督 

 

18. 成人期に達した胆道閉鎖症２例に対する茵蔯蒿湯の使用経験 

愛知県コロニー中央病院小児外科   

新美 教弘、飯尾 賢治、加藤 純爾、田中 修一、野村 純子 

 

19. 重症心身障害児における半夏厚朴湯の有用性 

聖マリアンナ医科大学 小児外科   

島 秀樹、北川 博昭、脇坂 宗親、新開 統子、古田 繁行、浜野 志穂、青葉 剛     

史 

 

20. 抑肝散が著効した術後疝痛発作の一例  

順天堂大学附属練馬病院 

小児外科、総合外科＊、小児科＊＊    

浦尾 正彦、四柳 聡子、済陽 寛子、宮野 武、児島 邦明＊、新島 新一＊＊ 

    

十全大補湯十全大補湯十全大補湯十全大補湯・排膿散及湯・排膿散及湯・排膿散及湯・排膿散及湯（11：20～11：52）座長：川原 央好（大阪府立母子保健総合医

療センター小児外科）    

21. 正中頚嚢胞術後粘液瘻に十全大補湯が奏効した一例 

飯塚病院 小児外科   

秋吉 潤子、山田 耕治 

 

22. 十全大補湯を用いた乳児痔瘻の治療 

福島県立医科大学附属病院小児外科   

山下 方俊、伊勢 一哉、清水 裕史、後藤 満一 

 

23. 乳児期早期に発症した肛門周囲膿瘍に対する排膿散及湯による治療経験 

大阪府立母子保健総合医療センター 小児外科  

川原 央好、三谷 泰之、野瀬 啓介、米田 光宏、窪田 昭男 



 

24. 2 種類の漢方治療が著効した A型食道閉鎖症の一例 

兵庫医科大学 外科学小児外科   

佐々木 隆士、清水 義之、奥山 宏臣 

 

11：52～ 閉会の辞     

 


