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プログラム

10 月 25 日 木 第2 会場（大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター B1F 日野原ホール）

開会の辞 9：00～9：05

セッション 1［ リンパ管奇形に対する漢方治療 ］ 9：05～10：10

（発表 5分・質疑応答 3分・総評 9分） 座長：高野 邦夫（一宮温泉病院 総合診療・漢方診療科）
山口 英明（公立瀬戸旭看護専門学校）

S1-1 リンパ管奇形に対する越婢加朮湯投与10例の臨床的検討
後藤 悠大 福島県立医科大学附属病院 小児外科

S1-2 リンパ管奇形に対する越婢加朮湯の効果
松川 加奈子 日本大学 小児外科

S1-3 リンパ管奇形に対する越婢加朮湯投与例の検討
松浦 玲 大阪大学大学院医学系研究科外科学講座 小児成育外科

S1-4 硬化療法での効果が期待できなかったリンパ管腫に対する越婢加朮湯の使
用経験
田端 克弘 順天堂大学附属練馬病院 小児外科

S1-5 リンパ管腫の漢方治療の工夫：越婢加朮湯との併用
新開 統子 筑波大学医学医療系 小児外科

S1-6 漢方治療が奏功した難治性リンパ管奇形の2例
藤井 喬之 香川大学医学部 小児外科

S1-7 越婢加朮湯至適用量の検討
佐藤 英章 昭和大学横浜市北部病院こどもセンター 小児外科

セッション 2［ 消化器病変に対する漢方治療 ］ 10：20～11：25

（発表 5分・質疑応答 3分・総評 9分） 座長：八木 実（久留米大学医学部 外科学講座小児外科部門）
川原 央好（浜松医科大学 小児外科）

S2-1 噴門形成術後wrap herniation に対し茯苓飲合半夏厚朴湯が奏効してい
る 1例
宮嵜 航 九州医療センター 小児外科

S2-2 小児の腸管ガス貯留に対する大建中湯・六君子湯の併用
松寺 翔太郎 獨協医科大学 第一外科
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S2-3 汎発性腹膜炎を合併した小児急性虫垂炎術後患者への大建中湯の有効性
嵯峨 謙一 田附興風会医学研究所北野病院

S2-4 急性虫垂炎保存的治療における漢方（柴苓湯）の役割
大浜 和憲 公立松任石川中央病院 小児外科/金沢大学附属病院 漢方医学科

S2-5 小児慢性便秘症（含む鎖肛術後）症例における麻子仁丸の使用経験
秋山 卓士 中国電力株式会社中電病院 小児外科

S2-6 便秘の治療中、頭痛に著効した大建中湯処方の一例
岡本 健太郎 東京医科歯科大学附属病院 小児外科

S2-7 五苓散内服が腸瘻からの便量コントロールに有用であった慢性偽性腸閉塞
症の 1例
桝屋 隆太 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 小児外科学分野

日本小児外科漢方研究会 総会 11：25～11：45

セッション 3［ 炎症性疾患に対する漢方治療 ］ 13：40～14：10

（発表 5分・質疑応答 3分・総評 5分） 座長：古田 繁行（聖マリアンナ医科大学 小児外科）
小川 恵子（金沢大学附属病院 漢方医学科）

S3-1 半夏厚朴湯が有効であった誤嚥性肺炎を繰り返すGER合併コルネリアデ
ランゲ症候群の 1例
黒田 征加 福山医療センター 小児外科

S3-2 先天性頸部瘻孔疾患の感染例に対する漢方薬の臨床経験
多田 圭佑 東北大学医学部附属病院 小児外科

S3-3 局所の持続性炎症に対する漢方治療の経験
甲斐 裕樹 九州医療センター 小児外科

特別講演 14：10～15：10

座長：北川 博昭（聖マリアンナ医科大学 小児外科）

小児の漢方治療
崎山 武志 聖マリアンナ医科大学 総合診療内科 漢方外来/新横浜母と子の病院/ス

リープクリニック銀座・調布 漢方外来
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セッション 4［ 肛門病変に対する漢方治療 ］ 15：20～16：05

（発表 5分・質疑応答 3分・総評 5分） 座長：崎山 武志（聖マリアンナ医科大学 総合診療内科・漢方外来）
大谷 俊樹（かみさぎキッズクリニック）

S4-1 当科での漢方薬による肛門周囲膿瘍、乳児痔瘻の治療
北原 修一郎 長野赤十字病院 小児外科

S4-2 当科における乳児肛門周囲膿瘍治療の検討
武之内 史子 東京女子医科大学八千代医療センター 小児外科

S4-3 肛門周囲膿瘍に対する漢方薬を中心とした治療経験
福田 篤久 佐賀県医療センター好生館 小児外科

S4-4 肛門周囲膿瘍に対する十全大補湯・排膿散及湯の効果的な内服方法
伊勢 一哉 仙台赤十字病院 小児外科

S4-5 十全大補湯により臀部深部に広がるクローン病肛門部病変の改善した1
例
窪田 正幸 新潟大学大学院 小児外科

セッション 5［ その他の漢方治療 ］ 16：05～16：50

（発表 5分・質疑応答 3分・総評 5分） 座長：大畠 雅之（高知大学 小児外科）
惠紙 英昭（久留米大学医療センター 先進漢方治療センター）

S5-1 十全大補湯で改善した直腸大陰唇瘻の1例
古形 修平 近畿大学医学部奈良病院 小児外科

S5-2 外傷後尿道狭窄症例に対して柴苓湯が有用であった1例
末吉 亮 東京ベイ浦安市川医療センター 小児外科

S5-3 Hirschsprung 病術後臀部皮膚トラブルへの漢方治療の可能性
古澤 敬子 九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野

S5-4 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 久留米大学外科学講座 小児外科部門

S5-5 小児に対する漢方薬の副作用
川原 央好 浜松医科大学 小児外科

閉会の辞・次期会長挨拶 16：50～16：55


