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開会の辞 8：55 – 9：00

会長  高野　邦夫 （山梨大学  小児外科）

一般演題　 9：00 – 9：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長 ： 宮田　潤子 （飯塚病院  小児外科）

  1 難治性のあい気に対して六君子湯が有効であった2小児例
昭和大学横浜市北部病院こどもセンター  小児外科 1)

昭和大学  小児外科 2)

大橋 祐介 1)、中神 智和 1)、田山 愛 1)、鈴木 孝明 1)、
渡井 有 1)、土岐 彰 2)

  2 GERに併発したsleep-related laryngospasmに対する六君子湯の使用経験
九州大学大学院医学研究院  小児外科 1)、小児科 2)

永田 公二 1)、手柴 理沙 1)、園田 真理 2)、實藤 雅文 2)、
家入 里志 1)、木下 義晶 1)、原 寿郎 2)、田口 智章 1)

  3 全結腸型ヒルシュスプルング病術後排便障害に対する、 半夏瀉心湯の投与効果
山梨大学医学部  外科、小児外科

高野 邦夫、蓮田 憲夫、大矢知 昇、鈴木 健之、腰塚 浩三

一般演題　 9：30 – 10：00

座長 ： 田口　智章（九州大学大学院医学研究院  小児外科）

  4 消化管術後の機能性肛門 ・ 直腸痛に対し桂枝加芍薬湯が有効であった1例
東京大学  小児外科

鈴木 完、小西 健一郎、魚谷 千都絵、石丸 哲也、
古村 眞、杉山 正彦、小室 広昭、岩中 督

  5 鼠径部化膿性リンパ節炎に対する排膿散及湯の使用経験
鶴岡市立荘内病院  小児外科

大滝 雅博

  6 嚢胞性リンパ管腫に対して越婢加朮湯を補助的に用いた3例
聖マリア病院  小児外科

田中 宏明、橋詰 直樹、朝川 貴博、靏 知光
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ピットフォール　 10：00 – 10：30

座長 ： 北川　博昭 （聖マリアンナ医科大学  小児外科）

  7 半夏瀉心湯の服用中に因果関係が否定できない間質性腎炎を起こした
超短腸症候群の一例

宮城県立こども病院  外科 1)

東北大学  小児外科 2)

天江 新太郎 1)、風間 理郎 1)、中村 恵美 2)、工藤 博典 1)

  8 柴苓湯の関与が疑われた好酸球性胃腸炎の一例
飯塚病院  小児外科

宮田 潤子、山田 耕治

休　憩（10分）

肛門周囲膿瘍　 10：40 – 12：00

座長 ： 尾花　和子 （山梨県立中央病院  小児外科）　　　★
石井　信二 （久留米大学外科学講座  小児外科部門）

  9 肛門周囲膿瘍の漢方治療
むらまつクリニック

村松 俊範

10 当科における十全大補湯投与の経験
弘前大学医学部附属病院  小児外科
小林 完、須貝 道博、袴田 健一

11 乳児の肛門周囲膿瘍に対する十全大補湯を用いた治療の検討
千葉大学大学院医学研究院  小児外科

照井 エレナ、菱木 知郎、齋藤 武、光永 哲也、中田 光政、
小松 秀吾、三瀬 直子、原田 和明、吉田 英生

12 乳児期早期に発症した女児痔瘻の3例に対する十全大補湯の使用経験
土浦協同病院  小児外科
秋田 亜紗美、堀 哲夫
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13 年長児の難治性痔瘻に対し排膿散及湯を長期投与した4例
山梨県立中央病院  小児外科 1)

山梨大学医学部  第二外科 2)

鈴木 健之 1)、尾花 和子 1)、大矢知 昇 1)、高野 邦夫 2)

14 小児肛門周囲膿瘍に対する排膿散及湯を中心とした漢方薬治療
大阪府立母子保健総合医療センター  小児外科

川原 央好、平野 勝久、梅田 聡、合田 太郎、谷 岳人、
田附 裕子、米田 光宏、窪田 昭男、福澤 正洋

15 肛門周囲膿瘍の漢方治療を含めた治療戦略
久留米大学外科学講座  小児外科部門

石井 信二、八木 実、小松崎 尚子、吉田 索、古賀 義法、
小島 伸一郎、七種 伸行、深堀 優、浅桐 公男、田中 芳明

指定発言 かみさぎキッズクリニック
大谷 俊樹

日本小児外科漢方研究会総会　 12：00 – 12：30

ランチョンセミナー　 12：30 – 13：30

小児漢方医に学ぶ　 13：40 – 15：40

座長 ： 小川　恵子 （金沢大学附属病院耳鼻咽喉科 ・ 頭頸部外科  和漢診療外来）
山口　英明 （公立陶生病院副院長、 小児科）   　　　　　　　　　　　★

16 小児科漢方の由来 ・ 構造について
公立陶生病院  小児科・漢方外来

山口 英明

17 小児への漢方薬投与 ～成功への秘訣～
森こどもクリニック

森 蘭子

18 小児心身症、 神経症に対する漢方の有用性
つちうら東口クリニック

川嶋 浩一郎
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19 和漢診療外来における小児診療
金沢大学附属病院  耳鼻咽喉科・頭頸部外科  和漢診療外来

小川 恵子

20 こども漢方治療の学び方
伊藤医院
伊藤 伸一

21 当科における小児漢方治療の経験
聖マリアンナ医科大学・小児外科

島 秀樹、脇坂 宗親、長江 秀樹、北川 博昭

22 小児科外来における漢方治療
かみさぎキッズクリニック

大谷 俊樹

23 多動症に対する抑肝散加減法による漢方治療
久留米大学  小児外科 1)、先進漢方医学 2)

八木 実 1)、恵紙 英昭 2)、藤本 剛史 2)、坂田 雅浩 2)、石井 信二 1)、
田中 芳明 1)、浅桐 公男 1)、深堀 優 1)、七種 伸行 1)、

小島 伸一郎 1)、古賀 義法 1)、吉田 索 1)、小松崎 尚子 1)

休　憩（10分）

ワークショップ　便秘と漢方治療 15：50 – 18：00

座長 ： 羽島　麗子 （群馬大学大学院  小児科学）　　　　★
八木　　実 （久留米大学外科学講座  小児外科部門）

24 便秘治療薬の西洋薬と漢方薬の対比
久留米大学  小児外科 1)、先進漢方医学 2)

八木 実 1)、恵紙 英昭 2)、藤本 剛史 2)、坂田 雅浩 2)、石井 信二 1)、
田中 芳明 1)、浅桐 公男 1)、深堀 優 1)、七種 伸行 1)、

小島 伸一郎 1)、古賀 義法 1)、吉田 索 1)、小松崎 尚子 1)

25 小児の便秘症における小建中湯の効果
福島県立医科大学  臓器再生外科学

山下 方俊、伊勢 一哉、石井 証、清水 裕史、中山 馨、後藤 満一
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26 大柴胡湯の小児慢性便秘 ・ 術後排便障害例における有用性
新潟大学大学院  小児外科

窪田 正幸、奥山 直樹、小林 久美子、佐藤 佳奈子、
仲谷 健吾、荒井 勇樹、大山 俊之

27 小児慢性便秘症に対する大黄甘草湯の有用性と課題
大阪府立母子保健総合医療センター  小児外科

川原 央好、平野 勝久、梅田 聡、合田 太郎、谷 岳人、
田附 裕子、米田 光宏、窪田 昭男、福澤 正洋

28 小児の便秘に対する大黄を含まない漢方薬の有用性に関する検討
つちうら東口クリニック

川嶋 浩一郎

29 小児難治性排便障害に漢方治療が有効であった2例
金沢大学附属病院  耳鼻咽喉科・頭頸部外科  和漢診療外来

小川 恵子

30 小児慢性便秘症に対して大健中湯、 抑肝散を投与した1例
東北大学  小児外科

西 功太郎、仁尾 正記、和田 基、佐々木 英之、佐藤 智行、
田中 拡、中村 恵美、岡村 敦、大久保 龍二

31 小児慢性便秘に対する漢方治療
むらまつクリニック

村松 俊範

32 小児および成人の便秘に対する漢方方剤
赤石病院  小児外科

千葉 庸夫




