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プログラム

10 月 17 日 木 第3 会場

セッション 1［ 一般演題 1 ］ 9：20～9：52

（発表 6分・質疑応答 2分） 座長：田附 裕子（大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座小児成育外科学）

S1-1 越婢加朮湯が奏功した難治性乳び胸水の 1例
大林 樹真 聖マリアンナ医科大学 外科学小児外科

S1-2 リンパ管腫に対する越婢加朮湯投与のタイミング
佐藤 英章 昭和大学江東豊洲病院 小児外科

S1-3 頭頸部領域の脈管奇形に対する漢方治療の効果の検討
小川 恵子 金沢大学附属病院 漢方医学科

S1-4 上大静脈症候群を伴った乳児頸部・縦隔リンパ管腫に対する漢方治療
前田 貢作 兵庫県立こども病院 小児外科

セッション 2［ 要望演題 消化器疾患に対する漢方療法 1 ］ 9：52～10：25

（発表 8分・質疑応答 3分） 座長：伊勢 一哉（仙台赤十字病院 小児外科）
コメンテーター：大谷 俊樹（かみさぎキッズクリニック）

S2-1 乳児胃食道逆流症に対する当科の治療方針
田浦 康明 長崎大学病院 小児外科

S2-2 腹部症状に対する黄耆建中湯と小建中湯の処方決定までのプロセスと決め手になった所
見に関する考察

宮田 潤子 九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野/九州大学大学院医学研究院 保健学部門看
護学分野

S2-3 小児外科領域における桂枝加芍薬湯の使用経験
薄井 佳子 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児外科

セッション 3［ 要望演題 その他の漢方療法・臨床実験 ］ 10：40～11：13

（発表 8分・質疑応答 3分） 座長：島 秀樹（聖マリアンナ医科大学 小児外科）
コメンテーター：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）

S3-1 乳幼児肛門周囲膿瘍に対する当科の治療方針
田浦 康明 長崎大学病院 小児外科

S3-2 小児外科領域における通導散の使用経験
新開 統子 筑波大学医学医療系 小児外科

S3-3 中心静脈栄養患者に生じた側副血行路の血管痛に対する漢方療法の経験
田附 裕子 大阪大学大学院 医学系研究科 小児成育外科
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セッション 4［ 一般演題 2 ］ 11：13～11：45

（発表 6分・質疑応答 2分） 座長：新開 統子（筑波大学 医学医療系小児外科）

S4-1 総胆管結紮モデルによる茵ちん蒿湯と柴苓湯の肝線維化抑制効果の検討
橋詰 直樹 久留米大学外科学講座 小児外科部門

S4-2 シスプラチン誘発腸管粘膜傷害ラットモデルを用いた半夏瀉心湯の小腸粘膜保護効果の
検討

佐々木 隆士 近畿大学医学部 外科学教室小児外科部門

S4-3 若年者の腹痛における四逆散の効果に関して
甲斐 裕樹 九州医療センター 小児外科

S4-4 小児集中治療における鎮静薬としての抑肝散の使用経験
前田 貢作 兵庫県立こども病院 小児外科

特別講演 13：30～14：30

座長：大畠 雅之（高知大学医学部附属病院 小児外科）

特別講演 1 生薬生産に心を合わせる～生薬生産現場から～
山中 嘉壽馬 農事組合法人ヒューマンライフ土佐

特別講演 2 生薬確保の現状
野村 秀一 株式会社ツムラ 医薬営業本部 流通企画部 特販課

セッション 5［ 要望演題 消化器疾患に対する漢方療法 2 ］ 14：30～15：14

（発表 8分・質疑応答 3分） 座長：宮田 潤子（九州大学 大学院医学研究院小児外科学分野）
コメンテーター：八木 実（久留米大学医学部 外科学講座小児外科部門）

S5-1 胆管炎を反復する成人例に対する茵 蒿湯の効果
田中 拡 東北大学病院 小児外科

S5-2 便秘の随伴症状に対する漢方治療
伊勢 一哉 仙台赤十字病院 小児外科

S5-3 漢方療法を行った小児の痔核脱出症例の検討
好沢 克 長野県立こども病院 外科

S5-4 小児腫瘤形成性虫垂炎保存的療法例に対する腸癰湯使用経験
辻 恵未 姫路赤十字病院 小児外科
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セッション 6［ 要望演題 腫瘍性病変に対する漢方療法 ］ 15：30～16：03

（発表 8分・質疑応答 3分） 座長：好沢 克（長野県立こども病院 外科）
コメンテーター：小川 恵子（金沢大学附属病院 漢方医学科）

S6-1 精巣固定術後の陰嚢腫脹に対する，治打撲一方の使用経験
増田 吉朗 飯塚病院 小児外科

S6-2 越婢加朮湯が有用であった膀胱壁リンパ管異常の 1例
平野 隆幸 茨城県立こども病院 小児外科

S6-3 リンパ管奇形に対する漢方治療に関する検討
木下 義晶 新潟大学大学院 医歯学総合研究科小児外科

セッション 7［ 一般演題 3 ］ 16：03～16：35

（発表 6分・質疑応答 2分） 座長：尾花 和子（埼玉医科大学病院 小児外科）

S7-1 皮下膿瘍に対する漢方治療の経験
植田 倫子 九州医療センター 小児外科

S7-2 六君子湯が嘔吐症と Rett 症候群の治療に有効であった 1例
吉田 拓哉 長崎大学病院 小児外科

S7-3 脊椎病変を合併する直腸肛門奇形術後患者排泄管理～大建中湯がもたらす尿路感染予防
効果の検証～

青井 重善 京都府立医科大学 小児外科

S7-4 肋軟骨移植による声門下狭窄症術後における柴朴湯の使用経験
島 秀樹 聖マリアンナ医科大学 小児外科

特別演題 16：35～16：50

司会：大畠 雅之（高知大学医学部附属病院 小児外科）

特別演題 小児外科領域の漢方治療のエビデンスの概括
川原 央好 浜松医科大学 小児外科


