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日本小児外科学会学術集会日程
第 1 日（ 6 月 17 日，木曜日）
第 1 会場（ 2 階大ホール）

午前の部
8：00〜8：10
開会の辞
8：10〜9：40
パネルディスカッション I

小児がん治療における小児外科の役割
司会

吉 田 英
福 澤 正

生（千葉大学)
洋（大坂大学)

PD1-01 進行神経芽腫の局所コントロールにおける小児外科医の役割
日本大学医学部外科学系小児外科学分野
PD1-02 1.5 歳以上・MYCN 非増幅限局性神経芽腫の生物学的特性に基づく治療方針
〜外科療法の役割を中心に〜
千葉大学大学院小児外科学
PD1-03 肝芽腫治療における小児外科の役割―肝移植実施施設の立場から―
熊本大学医学部附属病院小児外科・移植外科
PD1-04 肝芽腫に対する肝移植術―顕微鏡的断端陽性例の治療経験―
慶應義塾大学医学部小児外科
PD1-05 大学病院における小児悪性腫瘍検討会の現状と小児外科医の役割
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科
PD1-06 当院における胸膜肺芽腫の治療経験
国立成育医療センター外科
9：40〜11：40
ビデオセッション I

内視鏡手術の工夫

司会

森
八

川
木

康

杉藤

公信

菱木

知郎

李

光鐘

森

昌玄

大植 孝治
田中 秀明

英（慶應義塾大学)
誠（近畿大学)

V1-01 肺高血圧を合併する CDH に対する HFOV＋NO 呼吸管理下における胸腔鏡下横隔膜修復術の経験
順天堂大学医学部小児外科 岡崎 任晴
V1-02 当科における Advanced Pediatric Endosurgery：成績向上のための工夫と今後の課題
順天堂大学小児外科 古賀 寛之
V1-03 小児に対する Trocar-less single incisional laparoscopic surgery の試み
近畿大学医学部外科（小児外科部門）八木
誠
V1-04 当科における Single Incision Endoscopic Surgery（SIES；単孔式腹腔鏡下手術）の経験
防衛医科大学校外科学講座（小児外科）佐竹 亮介
V1-05 当科における腹腔鏡下噴門形成術
兵庫県立こども病院外科 荒井 洋志
V1-06 当科における腹腔鏡補助下腹膜透析カテーテル挿入術
愛仁会高槻病院小児外科 森田 圭一
V1-07 新生児の腹腔鏡下上腹部手術における術野展開のコツ
徳島大学病院小児外科・小児内視鏡外科 嵩原 裕夫
V1-08 新生児横隔膜ヘルニアにおける臍上部孤状切開による横隔膜修復術の試み
東京女子医科大学八千代医療センター外科 小児外科 幸地 克憲
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午後の部
13：00〜13：40
特別講演 I

司会

米国の小児外科：卒後研修，医療および研究のシステム

大

井

龍
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司（東北大学名誉教授)

アイオワ大学名誉教授

13：40〜14：20
特別講演 II

司会

安

藤

久

木

村

健

實（名古屋大学)

Recent Development of Pediatric Surgery and Establishment of a Medical College in Bangladesh
Department of Surgery, East-West Medical College & Hospital, Dhaka, Bangladesh
Moazzem Hossain
14：20〜16：20
シンポジウム I

画像診断の小児外科への応用

司会

黒 田 達 夫（国立成育医療センター)
窪 田 正 幸（新潟大学)

S1-K1（基調講演 1） 3 次元画像処理による新たな外科手術支援
名古屋大学情報連携統括本部情報戦略室
S1-K2（基調講演 2） 小児外科領域における CT 診断の進歩
藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科
S1-01 Open MRI によるリアルタイムナビゲーションを用いた骨盤原発未分化肉腫摘出の試み
九州大学小児外科
S1-02 直腸肛門奇形の根治術前における括約筋の三次元評価の有用性
あいち小児保健医療総合センター小児外科
S1-03 局在型先天性高インシュリン血症に対する膵核出術 京都大学医学部附属病院小児外科
S1-04 CT ガイド下マーキングにより鏡視下に切除しえた肝芽腫微小転移の 3 例
東北大学小児外科
S1-05 Peutz-Jeghers 症候群による小腸重積症に対する内視鏡下整復術の経験
自治医科大学小児外科
S1-06 新たな手術手技映像記録システム
千葉大学大学院医学研究院小児外科

森

健策

加藤

良一

宗崎

良太

渡邉
岡本

芳夫
晋弥

風間

理郎


佐藤

由貴
嘉治

第 2 会場（ 5 階小ホール 1 ）
午前の部
8：10〜9：40
ワークショップ I

新生児外科治療のコツ（共催：第 28 回日本医学会総会）
司会 窪 田 昭 男（大阪府立母子保健総合医療センター)
田 口 智 章（九州大学)

WS1-01 新生児肺囊胞性疾患における手術時の留意点と開胸・閉胸のコツ
筑波大学臨床医学系小児外科
WS1-02 頸部アプローチによる先天性食道閉鎖症根治術より〜術前気管支鏡による評価の有用性
茨城県立こども病院小児外科
WS1-03 超低出生体重児の Meconium Obstruction 手術症例の考察
〜保存的治療中の消化管穿孔のリスク因子は？
兵庫県立こども病院小児外科
WS1-04 新生児開腹手術における臍輪切開の役割
東北大学大学院医学系研究科発生・発達医学講座小児外科学分野
WS1-05 臍帯ヘルニアに対する新しい治療戦略 自治医科大学医学部外科学講座小児外科学部門

小室

広昭

川上

肇

岡本

光正

仁尾
前田

正記
貢作
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WS1-06 難治性手術創に対する陰圧閉鎖療法および持続陰圧洗浄療法の有用性の検討
九州大学大学院医学研究院小児外科
9：40〜11：10
ワークショップ II

小児外科手術のコツ

司会

大
仁

浜
尾

用
正

永田

公二

克（神奈川県立こども医療センター)
記（東北大学)

WS2-01 当教室における胆道閉鎖症の手術成績からみた現行術式の妥当性
東北大学大学院医学系研究科発生・発達医学講座小児外科学分野
WS2-02 腹腔鏡補助下に診断，加療し得た総胆管結石合併先天性胆道拡張症
長崎大学大学院移植・消化器外科小児外科
WS2-03 尿膜管遺残症に対する手術手技と工夫
順天堂大学練馬病院小児外科
WS2-04 腹腔鏡アプローチにて縫縮術をおこなった左横隔膜挙上症の 1 例
石井記念愛染園附属愛染橋病院外科小児外科
茨城県立こども病院小児外科
WS2-05 膿胸に対する早期の two-port 胸腔鏡下剥皮術
WS2-06 当院における Nuss 法手術手技の工夫
群馬県立小児医療センター形成外科

仁尾

正記

望月
藤原

響子
なほ

黒田 征加
南郷 容子
浜島 昭人

11：50〜12：50
ランチョンセミナー 1
午後の部
16：10〜17：35
イブニングセッション（第 1 部）

E1-01
E1-02
E1-03
E1-04
E1-05
E1-06
E1-07
E1-08

外来での小児外科疾患の診断と治療
司会 柳 原
潤（やなぎはらクリニック)
上 野
滋（東海大学)

便秘症の診断と治療
やなぎはらクリニック
最近 2 年間に経験した便秘症例
医療法人社団知温会どいこどもクリニック
便秘症例 214 例のまとめ
国立病院機構岡山医療センター小児外科
開業医外来での便秘症治療の実際
むらまつクリニック
Dr 伊藤の Web 小児外科相談室―小児便秘症相談を含めて―
伊藤医院
小児の痔核の臨床像
大阪赤十字病院小児外科
小児慢性腹痛に対する大建中湯の効果
順天堂大学医学部附属練馬病院小児外科
まれではない小児精巣上体炎
大分県立病院小児外科

17：35〜18：50
イブニングセッション（第 2 部）

地域医療における小児外科
司会 内 山 昌 則（新潟県立中央病院)
川 原 央 好（大阪府立母子保健総合医療センター)

地域医療において小児外科医がなすべきこと
大阪赤十字病院小児外科
地域医療における小児外科医の役割と問題点
済生会川内病院小児外科
過疎県における中核病院小児外科医療の実態と今後の対策 島根県立中央病院小児外科
鹿児島県における小児外科離島僻地救急の現状
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児外科学
E2-05 救急疾患としての異物誤飲：地域救急医療における小児外科医の役割
獨協医科大学越谷病院小児外科
E2-06 地域小児救急センター設立以降の小児外科施設における急性虫垂炎疑診例の診療経験
山梨県立中央病院小児外科

E2-01
E2-02
E2-03
E2-04

柳原
潤
土居
治
後藤 隆文
村松 俊範
伊藤 伸一
松川 泰廣
浦尾 正彦
飯田 則利

松川 泰廣
池江 隆正
平田 彰業
山田

耕嗣

藤野

順子

木村

朱里
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E2-07 小児外来における腹部外傷症例の検討
E2-08 当院における小児外科診療の現状
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東京女子医科大学八千代医療センター小児外科
韮崎相互病院外科・小児外科

松浦
毛利

玄
成昭

第 3 会場（ 5 階小ホール 2 ）
午前の部
11：50〜12：50
ランチョンセミナー 2
15：30〜17：00
シンポジウム II

内視鏡手術の進歩

司会

岩
嵩

中
原 裕

督（東京大学)
夫（徳島大学)

S2-01 腹腔鏡補助下および開腹人工肛門閉鎖術の比較検討
順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科学講座
S2-02 単孔式 SILSTM ポートと REAL HAND 鉗子を用いた小児腹腔鏡下手術の 2 例
近畿大学医学部奈良病院小児外科
S2-03 手術既往のない小児反復性腹痛症例に対する腹腔鏡検査例の検討
北野病院小児外科
S2-04 C 型食道閉鎖に対する胸腔鏡下根治手術の検討―術式，合併症，短期成績―
静岡県立こども病院小児外科
S2-05 小児の肺・縦隔疾患に対する低侵襲アプローチ
東北大学小児外科
S2-06 膀胱尿管逆流症に対する Deflux 注入療法の課題
東京慈恵会医科大学外科学講座

宮野

剛

小角
佐藤

卓也
正人

漆原 直人
佐々木英之
吉澤 穣治

第 1 ポスター会場（ 6 階展示場）
午後の部
ポスターシンポジウム I
16：20〜17：20
ポスターシンポジウム

小児外科腹部救急医療 1
司会

中 村
高 橋

哲
正

郎（大阪市立総合医療センター)
彦（茨城西南医療センター病院)

PS-001 腸重積症における空気整復後の再発についての検討
東京都立八王子小児病院外科（東京都立小児総合医療センター外科）
PS-002 小児腸重積再発症例の検討
関西医科大学附属枚方病院外科
日本大学医学部小児外科
PS-003 超低出生体重児における腸重積症の 2 例
PS-004 当科における学童期発症腸重積症の検討
大阪市立総合医療センター小児外科
PS-005 注腸整復できなかった腸重積症例の検討
東京都立清瀬小児病院（東京都立小児総合医療センター）外科
PS-006 当科における過去 20 年間の小児術後イレウスの検討
関西医科大学附属枚方病院小児外科
17：20〜18：20
ポスターシンポジウム

小児外科腹部救急医療 2

司会

渡
里

井
見

坂井 幸子
高田 晃平
大橋 研介
林
宏昭
桝屋

隆太

福井

淳一

有（亀田総合病院)
昭（埼玉医科大学)

PS-007 未熟性を伴わない新生児の腸管穿孔例の検討 愛知県心身障害者コロニー中央病院外科
PS-008 重症先天性心疾患術後に結腸穿孔･狭窄を発症した 4 症例 千葉県こども病院小児外科

野村 純子
細田 利史
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PS-009 先天性横隔膜ヘルニア術後に中腸軸捻転を来した 2 症例
大阪大学外科学講座小児成育外科 谷
岳人
PS-010 偶発的に発見された腸管重複症の 2 例
聖マリア病院小児外科 東舘 成希
PS-011 当科における症候性メッケル憩室
昭和大学小児外科診療グループ 内藤美智子
PS-012 新生児精巣捻転症に対する治療方針
福岡市立こども病院感染症センター泌尿器科 山口 孝則
16：20〜17：20
ポスターシンポジウム

医療経済と安全管理
司会

須
水

貝
津

道

広（弘前大学)
博（国立病院機構長良医療センター)

PS-013 当院における小児外科手術クリニカルパスの 10 年間の運用分析
京都第一赤十字病院小児外科 出口 英一
PS-014 大学病院の手術室における小児の医療安全報告の検討
藤田保健衛生大学小児外科，藤田保健衛生大学病院安全管理室 冨重 博一
PS-015 診療報酬からみた腹腔鏡下虫垂切除術
北野病院小児外科 宮内 雄也
PS-016 小児外科における医師事務補助職員の業務内容とその効果
茨城県立こども病院 連
利博
PS-017 アミノ安息香酸エチル含有軟膏でメトヘモグロビン血症をきたした鎖肛症例
島根県立中央病院小児外科 平田 彰業
17：20〜18：20
ポスターシンポジウム

画像診断の小児外科への応用 2

司会 韮 澤 融 司（杏林大学)
大 畠 雅 之（長崎大学)

PS-018 新規内視鏡外科手術用ドーム型立体映像提示システム（Cyber Dome 3D）を用いた
内視鏡外科手術の経験
九州大学大学院医学研究院小児外科
PS-019 新生児・乳児肺分画症の異常動脈同定における 64 列 MDCT の有用性と限界
国保松戸市立病院小児外科
PS-020 マルチスライス CT による膵管構築像が術式決定に有用であった膵頭部腫瘍の 1 例
藤田保健衛生大学医学部小児外科
PS-021 小児肝悪性腫瘍に対する造影超音波検査の検討
弘前大学医学部附属病院小児外科
群馬県立小児医療センター外科
PS-022 特発性腸重積症に対する超音波画像下注腸整復
PS-023 胸骨柄斜切開アプローチによる低侵襲腕頭動脈離断術の 1 例
〜3D-MDCT angiography を用いた術式検討の有用性〜
神戸大学小児外科/心臓血管外科
16：20〜17：20
ポスターシンポジウム

小児外科基礎研究（腫瘍関連）
司会

池 田
小 室 広

家入

里志

光永

哲也

日比 将人
須貝 道博
鈴木 則夫

長谷川智巳

均（獨協医科大学越谷病院)
昭（筑波大学)

神経芽腫における NR4A3 遺伝子のメチル化解析
日本大学医学部小児外科分野 川島 弘之
神経芽腫における ALK 遺伝子活性型変異症例の検討
広島大学病院小児外科 亀井 尚美
Hedgehog signal と神経芽腫の分化
九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 宗崎 良太
MYCN トランスジェニックマウスを用いた神経芽腫に対する
センダイウイルスベクター導入樹状細胞療法の開発
九州大学大学院医学研究院小児外科 田中
桜
PS-028 小児固形悪性腫瘍における新規腫瘍マーカーとしての Glypican3 の有用性
九州大学大学院医学研究院小児外科 木下 義晶

PS-024
PS-025
PS-026
PS-027
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千葉大学大学院小児外科

小児外科基礎研究（組織再生・腸管機能）
司会 下 竹
天 江

武之内史子

孝 志（石川県立中央病院)
新太郎（宮城県立こども病院)

PS-030 異所性再生軟骨壁を無茎移植片として用いた気道再建のための研究
東京大学医学部附属病院小児外科 古村
PS-031 短腸症候群に対する Glucagon-like peptide 2 （GLP-2）投与の残存腸管に及ぼす効果の検討
鹿児島大学医歯学総合研究科小児外科 加治
PS-032 短腸症候群モデルラットにおける Glucagon Like-peptide 2 と経腸栄養剤の併用効果
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門 田中
PS-033 ヒルシュスプルング病および類縁疾患の病態解析と腸管神経再生治療に関する基礎的研究
慶應義塾大学医学部小児外科 下島
PS-034 排便機能障害を伴う疾患における腸管神経系の成熟度および発達に関する検討
順天堂大学医学部小児外科 加藤
PS-035 精巣虚血再灌流モデルラットにおいて（−）―Epigallocatechin gallate が
精巣組織障害に与える影響
昭和大学小児外科診療グループ 杉山
16：20〜17：20
ポスターシンポジウム

小児外科基礎研究（肝・胆道）

司会

眞
建
宏明
直樹
善史
彰英

河 野 美 幸（金沢医科大学)
菱 木 知 郎（千葉大学)

PS-036 尿中硫酸抱合型胆汁酸（USBA）測定を用いた胆道閉鎖症早期発見の可能性について
長崎大学腫瘍外科小児外科 大畠 雅之
PS-037 胆道閉鎖症における血中サイトカイン解析の意義
千葉大学大学院小児外科 齋藤
武
PS-038 胆道閉鎖症術後の減黄における MRP 発現の重要性とその機構について
千葉大学大学院小児外科 照井 慶太
PS-039 膵・胆管合流異常病態下胆囊上皮における mRNA，miRNA 発現の網羅的解析：pilot study
名古屋大学医学部小児外科 金子健一朗
PS-040 幼若ラットを用いた肝血流減少による胆汁鬱滞モデルの病理学的・経時的変化
群馬大学大学院病態総合外科（小児外科） 土岐 文彰
PS-041 肝移植における免疫寛容機序解明に関する検討―レシピエント細胞の移植肝細胞への分化の可能性
藤田保健衛生大学小児外科 小倉
薫
17：20〜18：20
ポスターシンポジウム

小児外科基礎研究（幹細胞）

司会

田
渕

尻
本

達 郎（九州大学)
康 史（慶應義塾大学)

PS-042 多能性幹細胞を用いた腸管分化誘導法の開発
奈良県立医科大学消化器総合外科 金廣 裕道
PS-043 ラット小腸移植におけるケモカイン阻害剤及びカルシニューリン阻害剤の効果の検討
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科 高間 勇一
PS-044 カルシトニン遺伝子関連ペプチドによるデキストラン硫酸ナトリウム誘発腸炎への
炎症抑制効果〜第 3 報〜
北里大学医学部外科 武田 憲子
PS-045 ES 細胞を用いた神経堤幹細胞の分化誘導法の検討―Hirschsprung 病に対する治療戦略―
奈良県立医科大学消化器総合外科 金廣 裕道
PS-046 新規血管形成（vasculogenesis）における RasGRP ファミリーの発現と機能解析
東京大学小児外科 鈴木
完
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PS-047 前駆脂肪細胞を用いた骨格筋再生の検討
日本大学医学部外科学系小児・乳腺内分泌外科学分野
16：20〜17：20
ポスターシンポジウム 漏斗胸治療の最前線

司会

植
近

村
藤

貞
知

司会

憲祥

繁（川崎医科大学)
史（名古屋市立大学)

PS-048 小児漏斗胸における胸郭変形の経時的変化と「胸郭の厚み」の関連性
藤田保健衛生大学医学部小児外科
PS-049 漏斗胸患児における気道の形状変形に関する検討
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
PS-050 漏斗胸に対する肋軟骨ブリッジ法施行後のアンケート調査結果
名古屋市立大学病院小児・移植外科
PS-051 就学前に行なった Nuss 手術の特徴―ティーンエージャー症例との比較
大阪市立大学小児外科
PS-052 漏斗胸吸引装置を使用した Nuss 法手術
長野県立こども病院形成外科
PS-053 漏斗胸に対する Vacuum Bell 療法は本当に安全なのか―心臓超音波検査での検討―
石川県立中央病院小児外科
17：20〜18：20
ポスターシンポジウム 頚・胸部疾患治療の最前線

小沼

原 普二夫
神山

雅史

近藤

知史

諸冨 嘉樹
野口 昌彦
廣谷

太一

高見澤
滋（長野県立こども病院)
原
普二夫（藤田保健衛生大学)

PS-054 気管切開術・喉頭気管分離術後の腕頭動脈瘻のリスク評価
兵庫県立こども病院小児外科
PS-055 低出生体重児にみられる抜管困難症における喉頭病変の評価とレーザー治療
茨城県立こども病院小児外科
PS-056 先天性気管狭窄症の治療上の問題点
東京都立清瀬小児病院外科
PS-057 先天性気管狭窄症の最近の問題点
兵庫県立こども病院外科
PS-058 気管支閉鎖症 44 例の臨床病理学的検討
東京都立清瀬小児病院（東京都立小児総合医療センター）外科
PS-059 当センターにおける先天性肺囊胞性疾患に対する術式の検討
埼玉県立小児医療センター外科

前田

健一

平井みさ子
東間 未来
横井 暁子
小森

広嗣

高澤

慎也

16：20〜17：20
ポスターシンポジウム 重症心身障害児における小児外科医の役割 1
司会 新 開 真 人（神奈川県立こども医療センター)
大 浜 和 憲（石川県立中央病院)
PS-060 重症心身障害児における外科治療の役割〜当院における手術症例の検討から〜
宮城県立こども病院外科 佐藤
PS-061 重症心身障害児における小児外科医の役割―施設とのかかわりを中心として―
旭川医科大学外科学講座小児外科 平澤
PS-062 重症心身障害児における小児外科医の役割―川崎市における 3 施設による治療・介護の展開―
聖マリアンナ医科大学医学部小児外科 古田
PS-063 重症心身障害症例に対する小児外科医の役割
岩手医科大学医学部外科 水野
PS-064 成人症例を含めたいわゆる重症心身障害児・者医療における小児外科医の役割
熊本赤十字病院小児外科 寺倉

智行
雅敏
繁行
大
宏嗣
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PS-065 重症心身障害児における胃瘻栄養の問題点への対策：ミキサー食を用いた半固形栄養短時間摂取法
長野県立こども病院外科 高見澤 滋
17：20〜18：20
ポスターシンポジウム 重症心身障害児における小児外科医の役割 2
司会 塩 川 智 司（淀川キリスト教病院)
宮 本 和 俊（旭川医科大学)
PS-066 重症心身障害児における身体的特徴が胃食道逆流におよぼす影響
石川県立中央病院小児外科 石川 暢己
PS-067 重症心身障害児における胃瘻および噴門形成術の臨床的意義
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科学 曺
英樹
寛
PS-068 腹腔鏡下噴門形成術の長期予後
埼玉県立小児医療センター小児外科 川嶋
PS-069 当院における腕頭動脈切離術の経験
愛知県心身障害者コロニー中央病院小児外科 田中 修一
PS-070 重症染色体異常児（18，13 トリソミー）に対する手術の意義
沖縄県立南部・こども医療センター小児外科 仲間
司
PS-071 重症心身障害児の呼吸管理の問題点：高度の脊柱前彎，胸郭変形による気管狭窄に対する治療戦略
愛仁会高槻病院小児外科 津川 二郎
第 2 ポスター会場（ 7 階展示場）
午後の部
ポスターセッション I
14：20〜15：20
ポスターセッション 肝・胆・膵疾患

座長

田

中

芳

明（久留米大学)

PO-001 門脈狭窄をきたした肝限局性結節性過形成の 1 例
刈谷豊田総合病院外科
PO-002 胆管減少症（アラジール症候群；AGS）6 例の検討
福島県立医科大学附属病院小児外科
PO-003 膵・胆管合流異常が原因と考えられた乳児胆汁栓症候群の 1 例
愛媛大学医学部附属病院小児外科
PO-004 十二指腸前門脈による胆道拡張症を合併したプルーンベリー症候群の 1 例
九州大学大学院小児外科
PO-005 当院における出生前診断された先天性胆道拡張症の 2 例
佐賀県立病院好生館外科・小児外科
自治医科大学
PO-006 直腸肛門奇形および腸回転異常症に合併した胆道拡張症の 1 例
PO-007 小児胆石症・総胆管結石症の治療経験
杏林大学医学部小児外科
PO-008 十二指腸狭窄術後 5 年後に発生した膵胆管合流異常を伴わない膵石症の 1 例
神奈川県立こども医療センター外科
15：20〜16：20
ポスターセッション 胆道閉鎖症

座長

堀

哲

清水

保延

山下

方俊

亀岡

一裕

小幡

聡

竜田 恭介
芝
聡美
渡邉 佳子
平田

義弘

夫（土浦協同病院)

PO-009 頭蓋内出血で発症した胆道閉鎖症の 3 例
関西医科大学外科 岩井 愛子
PO-010 十二指腸への交通を認めた肝門部囊胞型胆道閉鎖症の一例
筑波大学臨床医学系小児外科 坂元 直哉
PO-011 胆道閉鎖症（III 型）術後の高用量ステロイド療法の適応について
京都府立医科大学大学院小児外科学 千葉 史子
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PO-012 胆道閉鎖症術後に異所性静脈瘤を形成したと考えられた一例
PO-013 先天性胆道閉鎖症術後 27 年目に胃静脈瘤破裂をきたした 1 例

日本大学小児外科

益子

貴行

大分大学医学部第一外科 當寺ケ盛学
PO-014 当院の胆道閉鎖症の長期予後―手術日齢からの検討―
静岡県立こども病院小児外科 福澤 宏明
PO-015 胆道閉鎖症術後患児における早期肝移植移行例と自己肝生存例の経過に関する検討
久留米大学医学部小児外科 朝川 貴博
PO-016 肝胆道シンチグラフィーにて排泄を認めなかった非胆道閉鎖症の検討
北里大学医学部外科 田中
潔
14：20〜15：20
ポスターセッション

小児移植（合併症）

座長

星

野

健（慶應義塾大学)

PO-017 当施設における小児生体肝移植後腸管穿孔
自治医科大学移植外科 眞田 幸弘
PO-018 胆道閉鎖症術後，成人期に肝移植が必要となった 2 症例
鹿児島大学医学部小児外科 松久保 眞
PO-019 生体肝移植後神経合併症として reversible posterior leukoencephalopathy syndrome（RPLS）
を発症した三例
九州大学大学院小児外科 林田
真
PO-020 小児生体肝移植術周術期の免疫抑制療法：シクロスポリン vs タクロリムス
藤田保健衛生大学医学部小児外科 加藤 充純
PO-021 小児生体肝移植における連続皮下埋没縫合の成績
大阪大学医学部小児成育外科 上野 豪久
PO-022 小児生体肝移植術後右横隔神経麻痺の経験
大阪大学医学部附属病院小児外科 田中 夏美
PO-023 死体肝移植後に脾機能亢進症，下血を呈し，脾臓摘出・Hassab 手術を施行した 1 例
獨協医科大学病院第一外科 金子
恵
PO-024 骨髄-臓器 composite graft によるドナー特異的免疫寛容誘導―骨髄-臓器 composite graft の作製―
慶應義塾大学小児外科 渕本 康史
15：20〜16：20
ポスターセッション 腫瘍（神経芽腫・腎芽腫・黒色腫・甲状舌管）
座長 常 盤

和

明（舞鶴医療センター)

PO-025 ―術前診断に難渋した神経芽腫の一例から―
自治医科大学小児外科 馬場 勝尚
PO-026 早期化学療法にて肝腫大縮小を得た IVs 神経芽腫―乳児早期例の臨床的検討と考察―
群馬県立小児医療センター外科 黒岩
実
PO-027 学齢期に発症した神経節芽腫の 2 例
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門 橋詰 直樹
PO-028 放射線療法が著効した神経芽細胞腫 stage4S の 1 例
岡山医療センター小児外科 臼井 秀仁
PO-029 当院における進行神経芽腫治療に対する小児外科医の役割
東京慈恵会医科大学外科 芦塚 修一
PO-030 NSE 高値を認めた Wilms 腫瘍の 2 例
佐賀県立病院外科 高橋由紀子
PO-031 先天性色素細胞性母斑（congenital melanocytic naevi，CMN）に発症した進行悪性黒色腫の 1 例
獨協医科大学越谷病院小児外科 石丸 由紀
神奈川県立こども医療センター外科 北河 徳彦
PO-032 11 歳女児に発症した甲状舌管癌の 1 例
14：20〜15：20
ポスターセッション 腫瘍（肝・胚細胞腫瘍・直腸）
座長 幸 地 克
PO-033
PO-034

憲（東京女子医科大学八千代医療センター)

B 型慢性肝炎，肝硬変の経過観察中に早期発見され，完全切除された小児肝細胞癌の 1 例
大阪府立急性期総合医療センター外科 井深 奏司
Beckwith-Wiedemann 症候群に肝芽腫を合併した一例
日本大学医学部外科学系小児外科学分野 吉澤 信輔
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PO-035 小児腫瘍の肺転移巣に対する手術の意義：骨肉腫と肝芽腫の検討から
神奈川県立こども医療センター外科 北河
PO-036 腫瘍の再発，増大を繰り返すも，retroconversion を呈した未熟奇形腫の 1 例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児外科 柳
PO-037 呼吸不全をきたした巨大縦隔奇形腫の 1 乳児例
昭和大学小児外科診療グループ 鈴木
PO-038 小児両側卵巣腫瘍 4 例の治療経験
京都府立医科大学大学院小児外科学 加藤
PO-039 Desmoplastic small round cell tumor の 1 例
大阪市立総合医療センター 正畠
PO-040 小児直腸癌の 1 例
大津赤十字病院小児外科 岩崎
15：20〜16：20
ポスターセッション 胃十二指腸疾患

座長

水

野

噴門形成術後の胃排泄遅延の要因についての再検討
兵庫県立こども病院小児外科
原発性小腸捻転が原因と考えられた新生児胃破裂の 1 例
琉球大学医学部第一外科
仮性囊胞を形成した異所性膵粘膜を伴う胃重複症の 1 例
国立成育医療センター外科
胃からの排泄障害を呈した胃重複症の 1 例
山梨大学医学部付属病院第二外科
従兄弟間 4 名に発症した肥厚性幽門狭窄症の 1 例
独立行政法人国立病院機構九州医療センター小児外科
PO-046 先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症 42 例の治療成績と予後
京都府立医科大学大学院小児外科学
PO-047 先天性十二指腸狭窄・閉鎖症 28 例の検討
聖隷浜松病院小児外科
PO-048 膜様閉鎖と輪状膵を合併した先天性十二指腸閉鎖症の 1 例
自治医科大学小児外科

小腸閉鎖・腸穿孔

座長

鳥羽山

佑典
孝明
久尚
和典
稔

大（岩手医科大学)

PO-041
PO-042
PO-043
PO-044
PO-045

14：20〜15：20
ポスターセッション

徳彦

滋

田村
亮
佐辺 直也
山根 裕介
蓮田 憲夫
西本

祐子

若尾 純子
李
慶徳
村山
梓

生（聖隷浜松病院)

PO-049 低出生体重児における消化管穿孔症例の検討
国保松戸市立病院小児外科 小松 秀吾
PO-050 超低出生体重児の消化管穿孔の傾向と治療法について
神奈川県立こども医療センター外科 平田 義弘
PO-051 超低出生体重児腸穿孔における開腹術の有効性―腹腔ドレナージ術と比較して―
慶應義塾大学小児外科 渕本 康史
PO-052 右結腸動脈からの血流で小腸が残った広範囲小腸間膜欠損を伴う離断型高位空腸閉鎖症例
大阪赤十字病院小児外科 萩原
健
PO-053 閉鎖部腸管が部分的に捻転壊死をきたした完全離断型回腸閉鎖症の 1 例
雪ノ聖母会聖マリア病院小児外科 石井 信二
PO-054 多発小腸閉鎖，多発小腸穿孔を合併した腹壁破裂の治療戦略
東京都立八王子小児病院外科（東京都立小児総合医療センター外科） 新井 真理
PO-055 新生児特発性直腸穿孔の検討
獨協医科大学越谷病院小児外科 田原 和典
15：20〜16：20
ポスターセッション 消化管疾患

座長

内

田

恵

一（三重大学)

PO-056 食道閉鎖症と先天性十二指腸閉鎖症を合併した 3 例
関西医科大学外科 岡崎
智
PO-057 肛門側小腸が apple-peel 型変化を示した離断型十二指腸閉鎖症の 2 例
北九州市立医療センター小児外科 廣瀬龍一郎
PO-058 多発性腸閉鎖症例における c-kit 陽性細胞の分布異常の検討
神戸大学大学院医学研究科外科学講座小児外科学 久松千恵子
PO-059 術後 25 年後に吻合部潰瘍を生じた短腸症候群の 1 例 秋田大学医学部小児外科
森井真也子
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PO-060 異なる瘻孔を有する鎖肛を伴った管状型結腸重複症の 2 例
昭和大学小児外科診療グループ
PO-061 壊死性腸炎疑診後に多発結腸狭窄をきたした一例
筑波大学附属病院小児外科
PO-062 経肛門的根治術後 5 年以上経過した Hirschsprung 病の治療成績
神奈川県立こども医療センター外科
14：20〜15：20
ポスターセッション 直腸・泌尿生殖器
PO-063
PO-064
PO-065
PO-066
PO-067
PO-068
PO-069

座長

後

藤

隆

座長

仁

科

孝

祐介
論子

薄井

佳子

文（国立病院機構岡山医療センター)

Vasopressin による循環不全治療を施された超低出生体重児に生じた直腸狭窄の一例
京都第一赤十字病院小児外科
出生体重 1500 g 未満の児における初回胎便の排泄に関する検討
杏林大学小児外科
乳児期に巨大腹部腫瘤で発見された膣閉鎖の一例
飯塚病院小児外科
新生児卵巣囊腫の治療戦略
静岡県立こども病院小児外科
腹腔内に遊離していた新生児卵巣囊腫の手術例
新潟県立中央病院小児外科
小児小陰唇癒合症の治療方針
昭和大学小児外科診療グループ
乳児下大静脈後尿管の 1 例
広島市立舟入病院外科・小児外科

15：20〜16：20
ポスターセッション ヘルニア

大橋
星野

樋口
牧野
秋吉
光永
内山
田山
田崎

恒司
篤司
潤子
眞貴
昌則
愛
達也

子（東京都立小児総合医療センター)

PO-070 乳幼児臍ヘルニアに対するアンケート調査報告
国際医療福祉大学病院小児外科
PO-071 小臍帯ヘルニアを伴う Umbilical evagination of the bladder の新生児例
大阪赤十字病院小児外科
PO-072 小児鼠径ヘルニアにおける対側発症例の検討
関西医科大学枚方病院医学部外科
PO-073 小児期鼠径ヘルニア手術を施行後の再発症例の検討
東京医科大学外科学第三講座
PO-074 鼠径ヘルニア根治術後に臍瘻として発生した縫合糸膿瘍の経験 新潟市民病院小児外科
PO-075 当院における極低出生体重児の鼠径ヘルニア（第 3 報）
川口市立医療センター外科
PO-076 小児大腿ヘルニア 8 例の検討
長野赤十字病院小児外科

大塩

猛人

松川 泰廣
笠原 憲子
湊 進太朗
小森登志江
黒部
仁
北原修一郎
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第 2 日（6 月 18 日，金曜日）
第 1 会場（2 階大ホール）
午前の部
8：50〜10：35
ビデオセッション II

骨盤腔内手術

司会 岩
伊

井
川

直
廣

躬（京都府立医科大学)
道（金沢医科大学)

V2-01 小児内鼠径ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術を行った 3 例
国立病院機構香川小児病院小児外科
V2-02 再発性小児鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の有用性
国立病院機構香川小児病院小児外科
V2-03 男児鼠径ヘルニアに対する鏡視下手術のコツ
山形大学病院第二外科
V2-04 小児腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（LPEC 法）における手技上の一工夫
愛媛大学医学部附属病院小児外科
V2-05 細径鉗子を用いた単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の経験
近畿大学奈良病院小児外科
V2-06 精巣導帯異常よりみた精巣位置異常症の至適手術法の検討（ビデオ）
新潟大学大学院医歯学総合研究科小児外科学教室
V2-07 Deflux を用いた内視鏡下膀胱尿管逆流症根治術の TIPS
総合周産期母子医療センター愛育病院小児外科
10：40〜11：20
海外名誉会員受章記念講演

司会 岩

中

石橋

広樹

石橋 広樹
江村 隆起
亀岡

一裕

木村

拓也

仲谷

健吾

藤本

隆夫

督（東京大学)

Structural and Molecular Basis of Intestinal Motility Disorders in Childhood
Childrenʼs Research Center, Our Ladyʼs Hospital for Sick Children, Dublin, Ireland
Prem Puri
午後の部
12：30〜13：10
特別講演 III

司会

子どもの笑顔と療養環境デザイン

橋 本

俊（藤田保健衛生大学)

名古屋市立大学大学院芸術工学研究科

13：10〜13：50
会長講演

司会

土

岐

胆道閉鎖症治療から与えられた発想の展開と夢
藤田保健衛生大学医学部小児外科学講座
14：00〜15：45
ビデオセッション III

胸部・縦隔手術

司会

西
鎌

島
形

鈴

木

賢

一

彰（昭和大学)

橋

本

俊

栄 治（兵庫県立こども病院)
正一郎（東京都立小児総合医療センター)

V3-01 管状型食道重複症に対する胸腔鏡下重複食道切除術
神奈川県立こども医療センター一般外科

武

浩志
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V3-02 皮弁作成による喉頭気管分離術の新しい術式―腕頭動脈瘻の予防を目指して
静岡県立こども病院小児外科 福本 弘二
V3-03 先天性気管狭窄症に対する Slide tracheoplasty―気管分岐部狭窄に対する吻合手技の工夫―
自治医科大学医学部外科学講座小児外科学部門 前田 貢作
V3-04 1529 g と 1868 g の低出生体重児 2 例に対する肺葉切除術の経験
市立札幌病院呼吸器外科 田中 明彦
V3-05 新生児期・乳児期における CCAM 手術時の Fogarty カテーテルを用いた分離肺換気
筑波大学臨床医学系小児外科 瓜田 泰久
V3-06 自然気胸に対する Single Incision Endoscopic Surgery の経験
防衛医科大学校外科学講座 小岩井和樹
V3-07 胸腔鏡（補助）下に摘出した小児後縦隔腫瘍の 2 例
群馬大学大学院病態総合外科学 茂木
晃
17：50〜18：50
医療倫理・安全管理講習会

司会

小児外科領域における IC の法的問題と紛争対応

韮

澤

融

仁邦法律事務所弁護士

司（杏林大学)
蒔

田

覚

第 2 会場（ 5 階小ホール 1 ）
午前の部
11：30〜12：30
ランチョンセミナー 3
午後の部
14：00〜18：00
サテライトセミナー
第 3 会場（ 5 階小ホール 2 ）
午前の部
8：45〜9：40
国際セッション I

Liver and Biliary ductal system

座長

北

川

博

昭（聖マリアンナ医科大学)

Liver functions after bone marrow mononuclear stem cells infusion (SCI)
in infants with Extra Hepatic Biliary Atresia
Department of Pediatric Surgery, Stem Cell Facility, All India
Institute of Medical Sciences, New Delhi, India
Shilpa Sharma
IS1-02 Atresia bilier detection and vitamin K1 administration in normal baby and cholestasis
to prevent vitamin K deficiency bleeding: Indonesian experience
Dept. of Pediatric Surgery, Reproductive and Developmental Medicine,
Graduate School of Medical Sciences, Kyushu Univ., Fukuoka, Japan
Fatima S. Alatas
IS1-03 Intracranial hemorrhage associated vitamin K deficiency bleeding in biliary atresia patients:
Focus on long term outcome
Dept. of Pediatric Surgery, Reproductive and Developmental Medicine,
Graduate School of Medical Sciences, Kyushu Univ., Fukuoka, Japan
Fatima S. Alatas
IS1-01
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IS1-05

IS1-06
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Oxidative stress subsides by time after living related liver transplantation in pediatric age
Department of Pediatric Surgery, Fujita Health University School of Medicine,
Toyoake, Aichi, Japan
Mohamed H. Hussein
Choledochal cyst & systemic lupus erythematosus
Pediatric General & Urogenital Surgery, Juntendo Univ. School of Med., Tokyo, Japan
Go Miyano
Focal nodular hyperplasia of the liver: Usefulness of SPIO-Enhanced MR Imaging
Department of Pediatric Surgery, Hokkaido University Graduate School of Medicine,
Sapporo, Japan
Tadao Okada

9：40〜10：35
国際セッション II

Neoplasm

座長

林

富（宮城県立こども病院)

IS2-01

Neuroblastoma suppresses bone marrow stem cells through nitric oxide over-production
and can be overcomed by edaravone
Department of Pediatrics and Neonatology, Nagoya City University
Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan
Mohamed H. Hussein
IS2-02 A case of intermixed gaglioneuroblastoma with OMS improved neurologically by tumor resection
Surg & Pediatr Endosurg., Tokushima University Hosp., Tokushima, Japan
Hisako Kuyama
IS2-03 Multicystic adenomatoid pancreatic hamartoma in a child: Case report and literature review
Department of Pediatric General and Urogenital Surgery, Juntendo University, Tokyo, Japan
Ryo Sueyoshi
IS2-04 Undifferentiated sarcoma developing 14 years after colocystoplasty
Juntendo University School of Medicine, Department of Pediatric General and Urogenital Surgery,
Tokyo, Japan
Yutaka Hayashi
IS2-05 Giant mucinous cystadenoma of the ovary with torsion and elevation of serum CA125
Department of Pediatric Surgery, Hokkaido University Graduate School of Medicine,
Sapporo, Japan
Tadao Okada
IS2-06 Whole-Genome SNP linkage analysis in a familial multinodular goiter
Department of Pediatric Surgery, Reproductive and Developmental Medicine,
Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan
Risa Teshiba
11：30〜12：30
ランチョンセミナー 4
午後の部
15：45〜16：50
国際セッション III Urogenital/Anal dysfunction
IS3-01

座長

高

松

英

夫（鹿児島大学)

The evaluation of occult ectopic ureters in girls with incontinence
Dept. of Pediatric Urology, Ibaraki Childrenʼs Hospital, Mito, Japan
Toshihiro Yanai
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IS3-02

Minimaly invasive repair of hypospadiac urethral duplication: A case report
Dept. of Pediatric Urology, Ibaraki Childrenʼs Hospital, Mito, Japan
Toshihiro Yanai
IS3-03 Continence and renal functions after surgical repair for cloacal malformations
Department of Pediatric Surgery, All India Institute of Medical Sciences,
New Delhi, India
Nidhi Sugandhi
IS3-04 Transpubic urethroplasty for stricture of posterior urethra in children
Department of Pediatric Surgery, Govt. Medical College, Surat, India
Manish Jain
IS3-05 Detection of associated anomalies in children with Hypospadias
Department of Pediatric Surgery, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India
Lucky Gupta
IS3-06 Influence of surgical experience on the complications following surgery for Hypospadias
Department of Pediatric Surgery, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India
Anand Sinha
IS3-07 Congenital funnel anus associated with duplicate anal canal
Department of Pediatric Surgery, Jichi Medical University, Tokyo, Japan
Kosaku Maeda
16：50〜17：55
国際セッション IV
IS4-01

IS4-02

IS4-03

IS4-04

IS4-05

IS4-06

IS4-07

Respiratory System/Emergency

座長

前

田

貢

作（自治医科大学)

Indications for thoracoscopic repair of congenital diaphragmatic hernia in neonates
Department of Pediatric Surgery, Juntendo University, Tokyo, Japan
Tadaharu Okazaki
Safe division of pulmonary vessels/bronchus during thoracoscopic lobectomy
in children under 15 kg
Department of Pediatric General and Urogenital Surgery, Juntendo University School of Medicine,
Tokyo, Japan
Hiroyuki Koga
Prenatal retinoic acid upregulates pulmonary gene expression of parathyroid hormone
related protein and its receptor in nitrofen-induced pulmonary hypoplasia
The Childrenʼs Research Centre, Our Ladyʼs Childrenʼs Hospital, Dublin, Ireland
Takashi Doi
Elevated inflammatory mediators after applying an extracorporeal circuit
in a neonatal sepsis model
Research Center, VACSERA, Giza, Egypt
Mohamed H. Hussein
Advances in the management of trauma-Thirty years of trauma patients treated
in a single institution
St. Marianna University School of Medicine, Division of Pediatric Surgery,
Kawasaki, Japan
Hiroaki Kitagawa
A child with simple ulcer of the cecum effectively treated with infliximab
Department of Pediatric Surgery, Nara Hospital, Kinki University School of Medicine, Ikoma,
Nara, Japan
Katsuji Yamauchi
New findings of umbilical cord ulceration
Japanese Red Cross Medical Center Div. of Pediatric Surgery, Tokyo, Japan
Saori Nakahara
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第 1 ポスター会場（ 6 階展示場）
午後の部
ポスターシンポジウム II
15：50〜16：50
ポスターシンポジウム

治療に難渋した良性疾患 1

司会

米 倉 竹 夫（近畿大学)
鈴 木 達 也（名古屋市立大学)

PS-072 再発を来し再手術でも断端陽性の aggressive fibromatosis の 1 例
―人工膜使用と術後再発防止に関する考察―
群馬県立小児医療センター外科 大竹紗弥香
PS-073 教えてください！ 硬化療法の無効な顔面リンパ管腫に対する最善の治療法を
東京医科大学外科学第 3 講座 田辺 好英
PS-074 異時性に出現した多発性リンパ管腫の 1 例
北里大学病院外科 西澤 伸恭
PS-075 舌および口腔内海綿状リンパ管腫に対するラジオ波焼灼術の経験
香川大学医学部小児外科 野田 卓男
PS-076 虫垂切除により二期的切除が可能となった感染性巨大腸間膜リンパ管腫
大阪赤十字病院小児外科 吉利エレーナ幸江
PS-077 血管腫・血管奇形カンファレンスを中心とした小児難治性血管奇形病変に対する診断と治療
大阪大学小児成育外科 上原秀一郎
16：50〜17：50
ポスターシンポジウム

治療に難渋した良性疾患 2

司会

尾
八

花 和 子（山梨県立中央病院)
塚 正 四（戸塚共立第 2 病院)

PS-078 小腸による食道再建の遠隔成績
愛知県心身障害者コロニー中央病院小児外科 加藤 純爾
PS-079 食道閉鎖術後の吻合部狭窄に対しバルーン拡張後の dexamethasone 全身投与が奏功した 1 例
山口大学医学部附属病院第一外科 桂
春作
PS-080 摘出に難渋した食道閉鎖症術後食道異物（おはじき）の回収ネットによる摘出時の工夫
東海大学医学部付属八王子病院小児外科 平川
均
PS-081 孤立性胃静脈瘤に対しバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）が有効であった 2 例
慶應義塾大学小児外科 高里 文香
PS-082 小腸結腸側々吻合術後，吻合部潰瘍により治療に難渋した 2 例
昭和大学小児外科診療グループ 田中
彩
PS-083 極めて稀な Juvenile Polyposis of Infancy の 1 例
東京女子医科大学第二外科学教室 世川
修
15：50〜16：50
ポスターシンポジウム 心に残る症例 1
司会

蛇
藤

口 達 造（秋田大学)
本 隆 夫（総合周産期母子医療センター愛育病院)

PS-084 腐食性食道瘢痕狭窄に対する食道全摘・有茎空腸間置再建
獨協医科大学越谷病院小児外科
PS-085 10 歳までに全身麻酔下手術を 17 回 75 時間施行したが現在は元気に小学校に通っている
旭川医科大学外科学講座小児外科
先天性食道閉鎖症例
PS-086 内蔵 heterotaxia が要因となり胃瘻造設時に気管損傷を来した C 型食道閉鎖症の 1 例
新潟大学医歯学総合研究科小児外科学教室
PS-087 経幽門経管栄養が誘因で発症したと考えられる肥厚性幽門狭窄症の 3 例
国立成育医療センター外科

鈴木

信

宮本

和俊

石川

未来

武藤

充
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PS-088 胆道系を介して経口摂取が可能だった十二指腸閉鎖症の 2 例
福田病院地域周産期母子医療センター小児外科 林田 良啓
PS-089 心に残る症例―TEF の H 君と HS の I ちゃん―
熊本赤十字病院小児外科 寺倉 宏嗣
16：50〜17：50
ポスターシンポジウム 心に残る症例 2

司会 諸
大

冨 嘉 樹（大阪市立大学)
沢 義 弘（太田西ノ内病院)

PS-090 幼児穿孔性腹膜炎の 1 例
帝京大学医学部小児外科
PS-091 preTTTS のため帝王切開で出生した MD twin 両児に発症した新生児消化管穿孔
埼玉医科大学総合医療センター肝胆膵・小児外科
PS-092 壊死性腸炎穿孔後に臍小腸瘻を形成した極低出生体重児の 1 例
高知大学医学部外科学講座外科 1
PS-093 急性虫垂炎手術 3 か月後に S 状結腸の腸間膜炎で発症したクローン病の 1 例
埼玉医科大学総合医療センター肝胆膵外科・小児外科
PS-094 直腸膣前庭瘻術後に生じた難治性直腸膣瘻の治療例
日鋼記念病院外科
PS-095 胸腹部に異なる消化管発生異常を合併した先天性側彎の 1 例
東京慈恵会医科大学附属病院外科学講座
15：50〜16：50
ポスターシンポジウム

井上成一朗
緒方

宏美

小高 明雄
浜田 弘巳
加藤真由佳

小児がん治療における小児外科の役割 2
司会 浦 尾 正 彦（順天堂大学附属練馬病院)
羽 金 和 彦（国立病院機構栃木病院)

PS-096 小児固形悪性腫瘍における小児外科医の役割
九州大学小児外科
PS-097 当院での小児がん治療における小児外科医の役割
岩手医科大学附属病院外科
PS-098 小児がん治療における小児外科の役割―集学的治療の一員として―
聖マリアンナ医科大学小児外科
PS-099 小児固形腫瘍における小児外科治療の必要性と課題
福島県立医科大学附属病院小児外科
PS-100 体幹原発悪性腫瘍に対するコンポジットメッシュを用いた胸腹壁再建法
京都府立医科大学大学院小児外科
PS-101 埋め込みポート型中心静脈カテーテル挿入術の検討
大阪市立総合医療センター小児外科
16：50〜17：50
ポスターシンポジウム

小川 富雄

田尻
福沢

達郎
太一

脇坂

宗親

伊勢

一哉

文野

誠久

大野 耕一

小児がん治療における小児外科の役割 3
司会 久 野 克 也（加古川市民病院)
伊 勢 一 哉（福島県立医科大学)

PS-102 小児肝芽腫に対する JPLT-2 プロトコールの治療成績
広島大学病院小児外科 上松瀬 新
PS-103 遠隔転移のない肝芽腫の完全切除後の再発例の検討
静岡県立こども病院小児外科 福澤 宏明
PS-104 神経芽腫（stage4）局所再発例に対して外科的切除と Remote After Loding System（RALS）
を施行した 1 例
日本大学医学部附属板橋病院小児外科 古屋 武史
PS-105 当科の進行神経芽腫への対応
東北大学小児外科 風間 理郎
PS-106 再発形式から見た INSS4 期神経芽腫の外科治療―進行神経芽腫における外科医の役割―
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 米田 光宏
PS-107 A wolf in sheepʼs clothing：胎児期に頭頚部血管腫を疑われ，生後悪性腫瘍が診断された 3 症例
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター小児外科 高橋 雄介
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15：50〜16：50
ポスターシンポジウム 消化管機能不全の新たなる展開
司会

PS-108
PS-109
PS-110
PS-111
PS-112
PS-113

金 森
長谷川

史
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豊（東京大学)
郎（静岡県立こども病院)

Serial Transverse Enteroplasty 術後の血中シトルリン濃度の変化
あいち小児保健医療総合センター小児外科
短腸症候群におけるシトルリン添加 TPN の有用性の検討（第 3 報）
近畿大学医学部附属病院小児外科
重症新生児外科疾患患児に対する予防的早期プロバイオティクス療法の意義
東京大学医学部小児外科
小腸機能不全症例における治療戦略について
京都府立医科大学大学院小児外科学
新生児期に短腸症候群となった 3 例の治療経験
北九州市立医療センター小児外科
ヒルシュスプルング病及び疑い例における肛門管律動波の検討
東京都立八王子小児病院外科

16：50〜17：50
ポスターシンポジウム 虫垂炎の診断と治療

司会

棟
岡

方
田

博
忠

亙

森下

祐次

金森
豊
古川 泰三
中村 晶俊
村越

孝次

文（青森市民病院)
雄（北海道大学)

腹部超音波所見と虫垂の病理所見との関係について
東京都立清瀬小児病院外科
乳幼児の急性虫垂炎―臨床的特徴，診断および治療― 群馬県立小児医療センター外科
急性虫垂炎と鑑別を要した急性腸炎の 3 例
大分県立病院小児外科
虫垂炎により絞扼性イレウスをきたした 1 例
福岡市立こども病院小児外科
急性虫垂炎治療，特に待機的手術における腹腔鏡下虫垂切除術の意義と有用性
福岡市立こども病院小児外科
PS-119 小児急性虫垂炎に対する保存療法の有用性―待機手術は本当に必要か？
埼玉県立小児医療センター外科
PS-114
PS-115
PS-116
PS-117
PS-118

15：50〜16：50
ポスターシンポジウム

住田

吉元 和彦
黒岩
実
飯田 則利
伊崎 智子
財前

善雄

吉田真理子

新生児外科治療のコツ 2
司会 大 野 康 治（埼玉医科大学)
加 藤 純 爾（愛知県心身障害者コロニー中央病院)

PS-120 新生児における臍輪内環状切開による小腸閉鎖根治術
近畿大学医学部奈良病院小児外科
PS-121 臍輪を用いた皮膚切開による新生児腹部外科手術の有用性と限界
神奈川県立こども医療センター一般外科
PS-122 腹壁破裂の治療における一期的根治術と二期的根治術の臨床的検討
九州大学大学院医学研究院小児外科
PS-123 Wound Retractor を用いて治療した腹壁破裂症例の検討
聖隷浜松病院小児外科
PS-124 新生児中腸軸捻転を伴う腸回転異常症に対する腹腔鏡下手術の 2 例
徳島大学小児外科・小児内視鏡外科
PS-125 ヒルシュスプルング病根治術施行までの腸管減圧法の工夫
東北大学医学部小児外科

澤井

利夫

武

浩志

木下 義晶
宮崎 栄治
章
新居
西 功太郎
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小児外科手術のコツ 2 司会 濵 田
真 田

吉

則（関西医科大学附属枚方病院)
裕（昭和大学藤が丘病院)

PS-126 全腸管型ヒルシュスプルング病に対する serial transverse enteroplasty（STEP）手術の経験
石川県立中央病院いしかわ総合母子医療センター小児外科 下竹
PS-127 Anoderm による Sliding Skin Flap を利用した肛門形成術
藤田保健衛生大学医学部小児外科 日比
PS-128 臍ヘルニアに対する臍窩正中切開による手術瘢痕埋没法の検討
鶴岡市立荘内病院小児外科 大滝
PS-129 余剰皮膚の大きな臍ヘルニア，臍突出症に対する臍形成術の検討
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院小児外科 川瀬
PS-130 臍部創を用いた腹腔鏡補助下小児脾摘 7 例の臨床的検討
群馬大学大学院病態総合外科（第一外科） 高橋
PS-131 超音波ガイド下中心静脈カテーテル挿入：安全な手技を目指して
埼玉医科大学小児外科 大野
15：50〜16：50
ポスターシンポジウム 横隔膜ヘルニア

司会

鈴
鎌

木
田

内視鏡手術の進歩 2

将人
雅博
弘一
篤
康治

則 夫（群馬県立小児医療センター)
振 吉（大阪大学)

PS-132 胎児横隔膜ヘルニアに対する gentle ventilation の治療成績：
本邦における多施設共同研究（第 1 報）
兵庫医科大学外科学小児外科 奥山
PS-133 胎児左横隔膜ヘルニアにおける胃右胸腔内脱出の意義：
本邦における多施設共同研究（第 2 報）
国立成育医療センター 北野
PS-134 胎児横隔膜ヘルニアにおける LT 比―経時的変動及び重症度との相関―：
本邦における多施設共同研究（第 3 報）
大阪大学小児成育外科 臼井
PS-135 重症先天性横隔膜ヘルニアに対するプロスタグランジン I2 製剤の有用性についての臨床的検討
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 野瀬
PS-136 当科における先天性横隔膜ヘルニア胎児診断例の治療方針の検討
千葉大学大学院小児外科 照井
PS-137 遅発性横隔膜ヘルニアの臨床的検討
大阪市立総合医療センター小児外科 山田
16：50〜17：50
ポスターシンポジウム

孝志

宏臣
良博
規朗
恵介
慶太
弘人

司会 金 子 健一朗（名古屋大学)
北 野 良 博（国立成育医療センター)

徳島大学病院
PS-138 卵管滑脱性鼠径ヘルニアは LPEC 法による治療の限界か？
PS-139 小児卵巣滑脱ヘルニアに対する LPEC の有用性
熊本赤十字病院
PS-140 術創が残らない単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（SILPEC）の確立
埼玉県立小児医療センター小児外科
PS-141 臍部 single-incision での腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（LPEC） 大阪市立大学小児外科
PS-142 腹腔鏡下で観察した精索，精巣水瘤の特徴と手術適応について
さいたま市立病院小児外科
PS-143 先天性上部空腸狭窄症に対する内視鏡下バルーン拡張術
長崎大学大学院移植・消化器外科小児外科

久山 寿子
比企さおり
内田 広夫
矢本 真也
大野

通暢

望月

響子
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第 2 ポスター会場（ 7 階展示場）
午後の部
ポスターセッション II
13：50〜14：50
ポスターセッション 重症心身障害児の外科治療 3
座長 飯 尾

賢

治（愛知県心身障害者コロニー中央病院)

PO-077 当院での治療経験からみた重症心身障害児における小児外科医の役割
兵庫県立塚口病院小児外科
PO-078 重症心身障害児における小児外科の役割
国立病院機構岡山医療センター小児外科
PO-079 重症心身障害児における小児外科医の役割
昭和大学小児外科診療グループ
PO-080 重症心身障害児における小児外科医の役割
さいたま市立病院小児外科
PO-081 重症心身障害児のＧＥＲＤ治療における小児外科医の役割
山梨大学医学部小児外科
PO-082 重症心身障害児に対する外科的治療の役割
京都府立医科大学大学院小児外科学
PO-083 重症心身障害児における小児外科医の役割―小児集中治療室（PICU）
を有する小児病院での現況―
静岡県立こども病院小児外科
14：50〜15：50
ポスターセッション 重症心身障害児の外科治療 4
座長 平 間 敏

PO-091
PO-092
PO-093
PO-094
PO-095
PO-096
PO-097

小児救急 3

哲夫
隆文
淳一
史子
邦夫
宏平

杉山

彰英

憲（北海道立子ども総合医療・療育センター)

PO-084 喉頭機能不全に対する特殊 T チューブの臨床評価（第 4 報）
愛知県コロニー中央病院小児外科
PO-085 重症心身障害児に対する喉頭気管分離術の経験
秋田大学医学部附属病院小児外科
PO-086 Direct 法による経皮的内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の経験 加古川市民病院小児外科
PO-087 経口摂取困難に対する PEG 施行例の中期予後―GERD 誘発について―
群馬県立小児医療センター外科
PO-088 重症心身障害児で噴門形成術後に呑気による腹部症状をきたした一例
山梨県立中央病院小児外科
PO-089 重症心身障害児における至適栄養管理の検討
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門
PO-090 重症心身障害児に対する術後早期経腸栄養の検討
千葉県こども病院小児外科
13：50〜14：50
ポスターセッション

片山
後藤
鈴木
吉田
高野
坂井

座長

小

川 富

新美
吉野
安福

教弘
裕顕
正男

西

明

大矢知

昇

七種 伸行
中田 光政

雄（帝京大学)

Oncologic emergency における小児外科の役割―呼吸不全に関して
京都府立医科大学大学院小児外科
Oncologic emergency に対する小児外科医の役割 東京大学医学部附属病院小児外科
川崎医科大学附属病院小児外科
高度の貧血を来した幼児十二指腸潰瘍の 2 例
右傍十二指腸ヘルニアの一例
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター小児外科
胃潰瘍穿通から幽門閉塞を来し，手術を施行した campomelic dysplasia の 1 乳児例
国立病院機構香川小児病院小児外科
完全内臓逆位症に合併した脾捻転症の 1 例
三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻病態修復医学講座消化管・小児外科学
腹痛・腹満にて発見された小児腹腔内囊胞の 4 治験例
自治医科大学附属病院外科学講座

小野
滋
杉山 正彦
谷本 光隆
生野久美子
石橋

広樹

松下 航平
太白

健一
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PO-098 卵巣茎捻転を発症したロキタンスキー症候群の 1 例
14：50〜15：50
ポスターセッション

小児救急 4

新潟県立中央病院小児外科

座長

靍

知

PO-107
PO-108
PO-109
PO-110
PO-111
PO-112
PO-113
PO-114

座長

広 部

誠

大樹

光（聖マリア病院)

PO-099 ボタン型リチウム電池による食道異物の 2 例
千葉大学医学部附属病院小児外科
PO-100 小児の異物誤飲
新潟医歯学総合病院小児外科
PO-101 ダブルバルーン小腸内視鏡検査後に小腸壁浮腫によるイレウスを呈した 1 例
高知医療センター総合周産期母子医療センター小児外科
福岡市立こども病院小児外科
PO-102 腸重積により絞扼性イレウスを呈した中学生の 2 例
PO-103 Henoch-Schönlein 紫斑病に合併した回腸回腸結腸型腸重積症の 1 例
独立行政法人国立病院機構三重病院小児外科
PO-104 結腸結腸重積症により肛門からの脱出を認めた若年性Ｓ状結腸ポリープの 1 例
県立広島病院小児外科
PO-105 腸重積を合併し肛門から脱出した回盲部囊胞型重複腸管の 1 例
鳥取大学医学部附属病院小児外科
PO-106 乳児期以降に生じた小児絞扼性イレウスの検討
福岡大学呼吸器・乳腺・小児外科
13：50〜14：50
ポスターセッション 頚・胸部・肺疾患

村田

八幡江里子
荒井 勇樹
佐々木
山内

潔
健

中澤

誠

鬼武

美幸

高野 周一
甲斐 裕樹

一（東京都立小児総合医療センター)

Partial cricotracheal resection（PCTR）を施行した後天性声門下腔狭窄症の 1 例
愛仁会高槻病院小児外科
先天性気管狭窄の外科治療：当院 5 症例の検討
沖縄県立中部病院小児外科
ティシューエキスパンダー置換下で右交通性気管肺前腸奇形摘除を施行した一例
仙台赤十字病院小児外科
腹痛で発症した肺葉内肺分画症の 1 例
九州厚生年金病院小児外科
異常動脈を伴った先天性囊胞性腺腫様形成異常の 1 乳児例
北海道立子ども総合医療・療育センター
先天性食道閉鎖症に対する磁石を用いた食道吻合の経験
愛媛県立中央病院小児外科
CT で術前診断された頸部に気管食道瘻（TEF）をもつ GrossD 型食道閉鎖症の 1 例
県立広島病院小児外科
External jugular venous aneurysm の 1 例
愛媛大学医学部消化管腫瘍外科

石井 智浩
福里 吉充
遠藤 尚文
上村 哲郎
菊池
仁
田口 匠平
大津 一弘
堀内
淳

14：50〜15：50
ポスターセッション 胸壁・腹壁・体表疾患
座長 仲 間
司（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター)
PO-115 漏斗胸手術（Nuss 法）における肋骨の反応性骨新生：金属バーによる機械的圧迫の影響について
富山市民病院小児外科 岡田 安弘
PO-116 胸骨翻転術後の胸部再陥凹に対し胸骨挙上術（ＮＵＳＳ法）を行った漏斗胸の 1 例
秋田大学医学部小児外科 蛇口
琢
PO-117 生下時より認められた前頚部軟骨組織の 4 例
名古屋市立西部医療センター城北病院外科 榊原 堅式
PO-118 先天性胸骨披裂の 1 例
帯広厚生病院外科 関下 芳明
PO-119 胸骨上部裂の 1 女児例
県立広島病院小児外科 大津 一弘
PO-120 出生直後より粘膜脱を認め，臍輪による絞扼を来たした新生児尿膜管遺残の一例
長崎大学大学院移植・消化器外科小児外科 小坂太一郎
PO-121 尿膜管と連続した恥骨前瘻孔の 1 例
東北大学病院小児外科 安藤
亮
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PO-122 後方矢状切開法（posterior sagittal approach）にて切除した小児仙骨前類皮囊胞の 1 例
北信総合病院外科 篠原
13：50〜14：50
ポスターセッション

小児外科基礎研究

座長

臼

井

規

朗（大阪大学)

PO-123 B 細胞終末分化におけるエピジェネティック制御の解明
東北大学小児外科学分野
PO-124 ヒツジ胎仔尿路閉塞モデルにおける胎児手術の至適時期
〜閉塞早期の腎・膀胱の組織学的変化から〜
聖マリアンナ医科大学小児外科
PO-125 Connexin43 ノックアウトマウス胎仔肺へのインスリン様成長因子投与の効果
福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科学講座
PO-126 シンチグラフィによるリンパ管腫内リンパ液動態の研究
国立成育医療センター外科
PO-127 CPT-11 と celecoxib の併用による抗腫瘍作用増強と腫瘍血管新生阻害
筑波大学臨床医学系小児外科
PO-128 水酸化ナトリウム水溶液を用いた食道狭窄ラットモデル作成に関する実験的検討
神戸大学大学院医学研究科外科学講座小児外科学
鹿児島大学医学部歯学部附属病院小児外科
PO-129 壊死性腸炎ラットモデル作製
PO-130 重症・難治性リンパ管腫の克服を目指して―厚生労働省難治性疾患克服研究事業による
リンパ管腫研究―
国立成育医療センター第 2 専門診療部外科
14：50〜15：50
ポスターセッション 消化管機能不全と管理

座長

高 野

邦

座長

木

村

田中

拡

青葉

剛史

岡 陽一郎
藤野 明浩
金子

節子

大片 祐一
新山
新
藤野

明浩

夫（山梨大学)

PO-131 短腸症候群における栄養学的予後因子としての尿素回路関連アミノ酸濃度
秋田大学大学院小児外科学講座
PO-132 肝機能障害を伴う短腸症候群に対するω 3 系脂肪製剤の使用経験
東北大学大学院医学系研究科小児外科学分野
PO-133 短腸症候群モデルラットに対しプロバイオティクス投与による腸管神経叢への影響・
有用性について（一報）
獨協医科大学第一外科
PO-134 短腸症候群による電解質異常に対し間歇的皮下注で補充を行っている 1 例
群馬県立小児医療センター外科
PO-135 当科で経験した乳児 IBD 及び類似疾患の検討
三重大学消化管・小児外科
PO-136 Total intestinal aganglionosis に対して 2 つのストーマにより経腸栄養を試みた一例
淀川キリスト教病院小児外科
PO-137 侵襲時における消化管障害に対する治療法の開発
山梨大学医学部第二外科，小児外科
13：50〜14：50
ポスターセッション 排便障害の診断と治療

剛

蛇口

達造

和田

基

生魚

史子

山本
内田

英輝
恵一

山道

拓

高野

邦夫

修（京都府立医科大学)

PO-138 直腸肛門奇形症例手術時に必要な muscle stimulator としての定電流パルス発生装置の作成経験
兵庫医科大学外科学小児外科 関
保二
PO-139 腹腔鏡補助下直腸肛門形成術術後の排便機能
近畿大学外科小児外科部門 吉田 英樹
PO-140 当院で経験した総排泄腔外反症の初回手術と術後経過についての検討
兵庫県立こども病院小児外科 田浦 康明
PO-141 排便障害に対する逆行性洗腸法，順行性洗腸法の検討
宮城県立こども病院外科 天江新太郎
PO-142 小児慢性便秘症例の検討
名古屋市立大学病院小児・移植外科 鈴木 達也
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PO-143 術後排便異常に対するポリカルボフィルカルシウムの効果
昭和大学小児外科診療グループ タナカ早恵
PO-144 排便調整困難な慢性便秘症における CT による潜在性二分脊椎および脊椎の椎弓癒合不全の評価
新潟大学小児外科学 奥山 直樹
PO-145 過去 20 年の当科におけるヒルシュスプルング病の経験
東北大学医学部小児外科 西 功太郎
14：50〜15：50
国際ポスターセッション
IPO-01

IPO-02

IPO-03

IPO-04

IPO-05

IPO-06

IPO-07

Intestinal tract/Hernia

座長

田

口

智

章（九州大学)

Ectopic pancreas presenting as a submucosal gastric tumor: A case report and literature review
Pediatric General and Urogenital Surgery, Juntendo University School of Medicine,Tokyo, Japan
Shumpei Goto
Proximal jejunojejunal intussusception in Henoch-Schönlein purpura. Value of exploratory
laparoscopy
Department of Pediatric Surgery, Juntendo University, Tokyo, Japan
Yumi Inoue
Potential significance of abnormalities in interstitial cells of Cajal, smooth muscle,
and the enteric nervous system of duodenal atresia
Dept. of Pediatric Surgery, Reproductive and Developmental Medicine,
Graduate School of Medical Sciences, Kyushu Univ., Fukuoka, Japan
Fatima S. Alatas
Non-genetic risk factor for Hirschsprung disease
Chiba University Graduate School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Chiba, Japan
Yoshiharu Sato
Patchy innervation in pull-through bowel of Hirschsprungʼs disease
Department of Pediatric General and Urogenital Surgery, Juntendo University School of Medicine,
Tokyo, Japan
Tsubasa Takahashi
Inguinal hernia containing uterus, ovaries, and fallopian tubes
Department of Pediatric Surgery, Hokkaido University Graduate School of Medicine,
Sapporo, Japan
Tadao Okada
An unusual foreign body in an inguinal hernia sac
Department of Pediatric General & Urogenital Surgery, Juntendo University School of Medicine,
Tokyo, Japan
Go Miyano
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第 3 日（ 6 月 19 日，土曜日）
第 1 会場（ 2 階大ホール）
午前の部
9：45〜11：30
ビデオセッション IV

腹腔内（肝・胆・腸管）手術

司会

安 藤 久
山 高 篤

實（名古屋大学)
行（順天堂大学)

V4-01 小児先天性胆道拡張症に対する腹腔鏡下手術 神奈川県立こども医療センター一般外科 武
浩志
V4-02 先天性胆道拡張症における腹腔鏡下肝門部肝管空腸吻合術 静岡県立こども病院小児外科 漆原 直人
V4-03 高位鎖肛に対する PSARP 法の工夫，特に解剖に対応した括約筋の切開方法について
東京都立清瀬小児病院外科 広部 誠一
V4-04 高位鎖肛に対する腹会陰式直腸肛門形成術―開腹から腹腔鏡下手術への進歩
京都府立医科大学大学院小児外科学 木村
修
V4-05 総排泄腔外反症の一手術例
兵庫医科大学外科学小児外科 佐々木隆士
V4-06 Hand-Assisted Laparoscopic Surgery による大腸全摘・回腸囊肛門管吻合術を行った
小児潰瘍性大腸炎の 3 例
近畿大学医学部奈良病院小児外科 米倉 竹夫
V4-07 小児の虫垂炎に対する一期的腹腔鏡下虫垂切除術〜Interval Appendectomy の適応は？〜
いわき市立総合磐城共立病院小児外科 佐野 信行
11：30〜12：00
教育講演

司会

伊

川

廣

道（金沢医科大学)

地球温暖化と胎児新生児の脳保護
名古屋市立大学大学院医学研究科新生児小児医学分野 戸

苅

創

第 2 会場（ 5 階小ホール 1 ）
午前の部
8：00〜10：00
パネルディスカッション II

小児移植医療

司会

上 本 伸 二（京都大学)
河原崎 秀 雄（小山市民病院)

PD2-01 肝移植後の至適免疫抑制療法決定に向けた取り組み 熊本大学医学部附属病院小児外科
PD2-02 Absent small bowel syndrome 患児における生体肝移植後タクロリムス経口投与の経験
三重大学医学部附属病院消化管・小児外科
PD2-03 門脈肺高血圧症を伴う肝疾患に対する肝移植症例の検討
京都大学小児外科
PD2-04 胆道閉鎖症患児に対する肝移植術後抗凝固療法―danaparoid sodium の使用経験―
神奈川県立こども医療センター外科
PD2-05 小児生体肝移植長期生存例のグラフトの線維化について 慶應義塾大学医学部小児外科
PD2-06 小児における標準肝容量計算式の検討
九州大学大学院医学研究院小児外科学分野
PD2-07 当科における小腸移植の中長期成績〜移植の効果と問題点とは？〜
東北大学小児外科
PD2-08 DFAT（脱分化脂肪細胞）を用いた炎症性腸疾患（IBD）への治療検討
日本大学医学部外科学系小児・乳腺内分泌外科学分野

林田信太郎
小池
小川

勇樹
絵里

新開
星野
佐伯

真人
健
勇

工藤

博典

石岡

茂樹
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午後の部
12：00〜13：00
ランチョンセミナー 5
15：30〜15：45
Share Smiles with Sick Children：もう一つの小児外科
司会

橋

本

俊（藤田保健衛生大学)

小児外科医のもう一つの顔〜そらぷちキッズキャンプへの道
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科

窪

田

昭

男

15：45〜16：00
閉会の辞
16：00〜18：00
内視鏡手術セミナー
第 3 会場（ 5 階小ホール 2 ）
午前の部
8：00〜9：30
シンポジウム III

小児外科における基礎研究

司会

檜
金

山
子

英 三（広島大学)
道 夫（筑波大学)

S3-01 MYCN 遺伝子を標的とした分子標的薬物による神経芽腫細胞における抗腫瘍効果の検討
日本大学医学部外科学講座小児外科部門
S3-02 横紋筋肉腫細胞株における CD133 の発現解析による抗癌剤耐性，腫瘍形成能の評価
慶應義塾大学小児外科
S3-03 ヒト肝芽腫細胞株における side population の発現と癌幹細胞の分離・同定
埼玉医科大学病院小児外科
S3-04 ヒルシュスプルング病に対する幹細胞移植治療：モデルマウスを用いた In vivo 実験
慶應義塾大学小児外科学教室，メルボルン大学解剖細胞生物学教室
S3-05 臍帯潰瘍形成における羊水中膵酵素の関与―予備的実験の報告―
日本赤十字社医療センター小児外科
S3-06 新生児壊死性腸炎ラットモデルに対する Glucagon-like peptid 2（GLP-2）の効果
鹿児島大学医歯学総合研究科小児外科学分野
9：30〜11：30
シンポジウム IV 小児外科疾患と漢方

司会

八 木
土 岐

植草

省太

渕本

康史

林

信一

堀田

亮

中原さおり
中目

和彦

實（久留米大学)
彰（昭和大学)

小児外科領域で汎用される漢方製剤，知っておくと有利な漢方製剤
久留米大学医学部小児外科 八木
實
S4-01 新生児・早期乳児の肛門周囲膿瘍に対する排膿散及湯を用いた漢方治療の検討
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 川原 央好
S4-02 小児の頑固な便秘例に対する大建中湯有効性の客観的評価
京都府立医科大学大学院小児外科学 佐々木康成
S4-03 小児排便障害に対する大建中湯の有用性
弘前大学医学部附属病院小児外科 須貝 道博
S4-K（基調講演）
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S4-04 壊死性腸炎ラットモデルに対する大建中湯の予防効果
鹿児島大学医学部歯学部附属病院小児外科
S4-05 小児慢性便秘症に対する大黄甘草湯・調胃承気湯の使用経験
飯塚病院小児外科
S4-06 六君子湯投与後に肥厚性幽門狭窄症を発症した超低出生体重児の 1 例
富山大学医学部附属病院第二外科
S4-07 大学病院漢方外来から見た小児外科領域における漢方治療の有用性
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門
S4-08 小児外科における漢方治療
山梨大学医学部小児外科
S4-T（シンポジウム特別講演）グレリンを介する六君子湯の食欲・消化管運動促進作用
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心療内科学

新山
秋吉

新
潤子

渡邊

智子

石井 信二
高野 邦夫
乾

明夫

午後の部
12：00〜13：00
ランチョンセミナー 6

第 1 ポスター会場（ 6 階展示場）
午後の部
ポスターシンポジウム III
13：20〜14：20
ポスターシンポジウム 胆道閉鎖症治療の諸問題

司会

連
岡

本

利
晋

博（茨城県立こども病院)
弥（京都大学)

PS-144 胆道閉鎖症の鑑別診断における超音波所見の有用性について
京都府立医科大学大学院小児外科学
PS-145 胆道閉鎖症における ADAMTS-13 活性の動態
藤田保健衛生大学小児外科
PS-146 当科胆道閉鎖症の短期予後に関する検討
筑波大学臨床医学系小児外科
PS-147 胆道閉鎖症の減黄，肝機能異常と手術時日令
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児外科学
PS-148 葛西手術時日齢と短期的・長期的予後，肝機能の推移に関する検討
国立成育医療センター外科
PS-149 出生前診断された胆道閉鎖症 I cyst 型の 1 例：IIId 型への病型変化の可能性
福岡大学医学部外科学講座呼吸器・乳腺内分泌・小児外科部門

嶋寺 伸一
日比 将人
藤代
準
向井

基

黒田

達夫

増本

幸二

14：20〜15：20
ポスターシンポジウム 膵・胆管疾患の診断と治療
司会 小 沼 邦 男（総合太田病院)
長谷川 利 路（国立病院機構福山医療センター)
PS-150 内視鏡下肝内結石砕石術を施行した総胆管拡張症術後の 1 例
関西医科大学附属病院外科 上山 庸佑
PS-151 先天性胆道拡張症における肝内胆管形成術の長期成績について
名古屋大学大学院小児外科 田井中貴久
PS-152 先天性胆道拡張症における術後膵炎：長期管理例における検討
国立成育医療センター第二専門診療部外科 高安
肇
PS-153 先天性十二指腸閉鎖症術後に膵胆管合流異常を伴う胆道拡張症を発症した 1 例
大分県立病院小児外科 飯田 則利
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PS-154 当科で根治手術を施行した先天性胆道拡張症の術後合併症ついての検討
兵庫県立こども病院外科 中尾
真
PS-155 胎便性腹膜炎術後の胆汁うっ滞に対する治療方針
東京大学医学部小児外科 田中裕次郎
13：20〜14：20
ポスターシンポジウム

小児外科における管理・処置・検査
司会

藤 原
長 江

利
逸

男（獨協医科大学)
郎（東京医科大学)

PS-156 敗血症を繰り返し，静脈栄養関連肝障害を合併した Hirschsprung 病類縁疾患の管理
慶應義塾大学医学部小児外科 富田 紘史
PS-157 多チャンネル直腸肛門内圧測定と 3 次元立体圧像断面圧像作成による直腸肛門機能評価の試み
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門 古賀 義法
PS-158 小児胆道拡張症における術中内視鏡の有用性
順天堂大学小児外科 高橋
翼
PS-159 当院における重症心身障害児への小児外科の役割 東京女子医科大学小児外科･第二外科 吉田 竜二
PS-160 臍ヘルニアに対する，テープ固定の有効性
安城更生病院小児外科 棚野 晃秀
PS-161 先天性腹壁破裂に対するウンドリトラクターとフィルムドレッシングを用いた sutureless
腹壁閉鎖法
静岡県立こども病院小児外科 渡辺健太郎
14：20〜15：20
ポスターシンポジウム 各種鏡視下手術

司会

越
世

永
川

従

道（日本大学)
修（東京女子医科大学)

PS-162 レックリングハウゼン病にともなう胸壁神経線維腫に対して胸腔鏡下摘出術を行った 1 例
香川小児病院小児外科 曽我美朋子
PS-163 重症心身障害児の胃食道逆流防止術における体外式リバー・リトラクターの使用経験
聖マリアンナ医科大学小児外科教室 島
秀樹
PS-164 上腹部痛が発見の契機となった学童期左傍卵管囊胞の 1 例
近畿大学医学部外科学（小児外科） 宇田津有子
PS-165 小児腹腔鏡下尿膜管切除術の 2 例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院小児外科 佐藤 英章
PS-166 当科における小児鼠径ヘルニアに対する Laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure
(LPEC 法）の検討
佐賀県立病院好生館外科・小児外科 生野
猛
13：20〜14：20
ポスターシンポジウム

小児移植医療 2

司会

阿曽沼
水 田

克
耕

弘（熊本大学)
一（自治医科大学)

PS-167 同種造血幹細胞移植後に発生した重症間質性肺炎に対し生体肺移植を行った再発神経芽腫の一例
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科学 山中 宏晃
PS-168 当院における先天性門脈体循環短絡症の検討
九州大学医学部小児外科 松浦 俊治
PS-169 小児生体肝移植における肝血行動態の検討
順天堂医院肝胆膵外科 大森
聡
PS-170 小児生体肝移植術後に発症する門脈狭窄・閉塞について
京都大学小児外科 米川 幸秀
PS-171 繰り返す残肝再発に対して生体肝移植を施行した肝芽腫の 1 例
奈良県立医科大学消化器総合外科 洲尾 昌伍
PS-172 小児肝移植後リンパ増殖症（PTLD）に対する FACS を用いた迅速な診断と
リツキシマブの治療適応の検討
慶應義塾大学小児外科 渕本 康史
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14：20〜15：20
ポスターシンポジウム 排便障害の診断と治療
司会

PS-173
PS-174
PS-175
PS-176

PS-177
PS-178

松
林

藤

第46巻 3 号 2010年 5 月

凡（鹿児島大学)
奐（東京都立小児総合医療センター)

Hirschsprung 病術後患者の長期予後―47 年間の教室症例の検討から―
九州大学大学院医学研究院小児外科 家入 里志
ヒルシュスプルング病根治術における骨盤神経叢の重要性に関する実験的研究
金沢医科大学小児外科 増山 宏明
直腸尿道瘻に対する拡大会陰式根治術の術後排便機能
金沢医科大学小児外科 河野 美幸
仙骨部高頻度磁気刺激法を用いた神経調節による排便・排尿機能改善の試み
新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節
医学専攻機能再建医学講座小児外科学分野 奥山 直樹
二分脊椎症おける膀胱直腸機能障害への小児外科医の介入―長期的専門的な包括診療をめざして
自治医科大学外科学講座小児外科 田附 裕子
便失禁の診断と治療―特にバイオフィードバック療法について―
京都府立医科大学大学院小児外科学 津田 知樹

13：20〜14：20
ポスターシンポジウム

小児外科における感染症対策
司会 吉 澤
内 田

穣
広

治（東京慈恵会医科大学)
夫（埼玉県立小児医療センター)

PS-179 当科におけるエタノールロック療法の検討
国立成育医療センター
PS-180 当院における過去 21 年間の中心静脈ルート確保 431 例の検討
長崎大学大学院腫瘍外科小児外科
PS-181 異物留置中の発熱症例における in situ hybridization 法の有用性に関する検討
昭和大学小児外科診療グループ藤が丘病院外科
PS-182 小児外科疾患管理におけるプロカルシトニンの有用性について
愛媛県立中央病院小児外科
PS-183 胆道閉鎖症の続発症としての胆管炎に対する当科での取り組み
東北大学小児外科
PS-184 外科的治療が考慮された腸管出血性大腸菌 O-157 感染症例の検討
聖マリアンナ医科大学小児外科
14：20〜15：20
ポスターシンポジウム

小児外傷

司会

田 中
寺 倉

宏

山根

裕介

吉田 拓哉
川野 晋也
村守 克己
佐々木英之
新開

統子

潔（北里大学)
嗣（熊本赤十字病院)

PS-185 当院における小児鈍的外傷の検討
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児外科 金城
僚
PS-186 日本外傷学会（臓器損傷分類 2008）の深在性損傷 3 型の小児腹腔内実質臓器損傷例の検討
近畿大学医学部奈良病院小児外科 小角 卓也
PS-187 当院で経験した外傷性膵損傷の検討
静岡県立こども病院 長江 秀樹
PS-188 主膵管損傷を伴う小児外傷性膵損傷に対する外科的治療の必要性
昭和大学小児外科診療グループ 堀田 紗代
PS-189 当院での小児熱傷患者の入院治療についての検討
宇治徳洲会病院小児外科 富山 英紀
PS-190 診断的腹腔鏡が有用であった小児外傷性小腸穿孔の 2 例
姫路赤十字病院小児外科 畠山
理
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治療に難渋した良性疾患 3

司会

岩
大

井
津

一

潤（千葉県こども病院)
弘（県立広島病院)

PS-191 気管無形成の長期生存例―食道気管瘻の管理と食道再建術にいたるまで―
慶應義塾大学小児外科
PS-192 右肺無形成，arterial sling を伴った全気管狭窄症の新生児症例
近畿大学医学部奈良病院小児外科
PS-193 小児期乳腺腫瘍手術症例の検討
市立札幌病院外科
PS-194 当センターで胎児診断した卵巣囊腫の手術適応についての臨床的検討
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科
PS-195 異時性・対側発症，再発を来たし治療に難渋している両側卵巣囊腫の一例
自治医科大学小児外科
PS-196 悪性腫瘍との鑑別を要した稀な若年性黄色肉芽腫の一例
長崎大学大学院移植・消化器外科
14：20〜15：20
ポスターシンポジウム 泌尿器科疾患

司会

宮 本
吉 野

司会

康史

井原
大川

欣幸
由美

三谷

泰之

馬場

勝尚

村岡いづみ

正 俊（金沢大学)
薫（あいち小児保健医療総合センター)

PS-197 多囊胞性異形成腎（MCDK）と血漿レニン活性，アンギオテンシン II
杏林大学医学部小児外科学教室
PS-198 あいち小児センターにおける原発性巨大尿管に対する治療方針
あいち小児保健医療総合センター
PS-199 顕微鏡下低位結紮手術を施行した小児精索静脈瘤症例の検討
兵庫県立こども病院泌尿器科
PS-200 部分型 Urorectal Septum Malformation Sequence の 1 例
仙台赤十字病院小児外科
PS-201 完全型尿直腸中隔奇形シークエンスの 2 例
神奈川県立こども医療センター外科
PS-202 二分陰囊及び陰茎前位陰囊の 4 例
昭和大学藤が丘病院
13：20〜14：20
ポスターシンポジウム 心に残る症例 3

渕本

浮山 越史
渡辺

仁人

中川 賀清
中村
潤
本多 昌平
千葉 正博

廣 瀬 龍一郎（北九州市立医療センター)
松 尾
進（中津市立中津市民病院)

PS-203 気管軟化症術後の縦隔膿瘍と胸郭変形に対して手術を行った 1 例
自治医科大学医学部外科学講座小児外科学部門 前田 貢作
PS-204 忘れられない『膵島部膵芽腫に対する門脈・上腸間膜静脈合併切除と
幽門輪温存膵頭十二指腸切除術』の 1 例
近畿大学医学部奈良病院小児外科 米倉 竹夫
PS-205 突然発症した重篤な感染状態から敗血症に至り集中治療を行った胆道閉鎖症術後の 2 症例
久留米大学外科学講座小児外科部門 小島伸一郎
PS-206 世界初！ 重度の複雑心奇形を伴った乳児肝不全症例に対する肝移植成功にいたるまでの道のり
慶應義塾大学医学部小児外科 星野
健
PS-207 脾静脈―左腎静脈巨大シャントを伴った巨大肝芽腫の一例：手術手順の一考察
獨協医科大学病院第一外科小児外科 山口 岳史
PS-208 後腹膜腔に及ぶ巨大腹壁リンパ管腫の治療経験
金沢医科大学小児外科 桑原
強
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14：20〜15：20
ポスターシンポジウム ヘルニアの治療

司会

岡
大

崎
塩

任
猛

第46巻 3 号 2010年 5 月

晴（順天堂大学)
人（国際医療福祉大学病院)

PS-209 鼠径ヘルニア対側検索における術前の理学所見および超音波検査所見と
腹腔鏡下の判定結果との比較検討
福岡市立こども病院小児外科
PS-210 鼠径ヘルニア嵌頓症例の検討
香川大学医学部附属病院小児成育外科
PS-211 当科における外鼠径ヘルニア手術症例の検討―とくに低出生体重児について
鳥取大学医学部附属病院小児外科
PS-212 外鼠径ヘルニアにおける術後水瘤再発例の検討
群馬県立小児医療センター外科
PS-213 当院における小児大腿ヘルニアの検討
福井県立病院外科
PS-214 当院に於ける小児臍部異常手術症例の検討
国立病院機構香川小児病院小児外科

山内
健
久保 裕之
高野 周一
畑中 政博
伊藤
誉
小松崎尚子

第 2 ポスター会場（ 7 階展示場）
午後の部
ポスターセッション III
13：20〜14：20
ポスターセッション

内視鏡手術の進歩 3

座長

漆

原

直

人（静岡県立こども病院)

PO-146 胃食道シンチグラフィーを用いた小児腹腔鏡下噴門形成術における術前後の胃排泄能の検討
静岡県立こども病院小児外科 渡辺健太郎
PO-147 小児尿膜管遺残症に対する腹腔鏡（補助）下尿膜管切除術 7 例の検討
富山市立富山市民病院小児外科 山崎
徹
PO-148 腸重積症を思わせた O157 出血性腸炎の鏡視下手術所見
徳島大学病院小児外科・小児内視鏡外科 久山 寿子
PO-149 腹腔鏡下手術を施行した卵管捻転の 2 例
田附興風会医学研究所北野病院小児外科 服部 健吾
PO-150 脾臓原発性腫瘍の小児例に対し，腹腔鏡補助下脾臓摘出術を施行した 1 例
兵庫医科大学外科学小児外科 清水 義之
PO-151 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（LPEC）の成績とラーニングカーブ
東京慈恵会医科大学外科学講座 大橋 伸介
14：20〜15：20
ポスターセッション

治療に難渋した良性疾患 4

座長

野

田

卓

男（香川大学)

PO-152 先天性乳糜腹水の治療経験
大阪大学医学部小児外科 野瀬
PO-153 子宮付属器に留血症を認めた総排泄腔遺残症の 2 例
大阪府立母子保健総合医療センター泌尿器科 奈良
PO-154 Upside down stomach の状態で縦隔に脱出していた横隔膜ヘルニアを合併した脾形成異常
症候群の 1 症例
東北大学小児外科 風間
PO-155 Apple-peel 型小腸閉鎖に空腸，回腸捻転を合併した 1 例
広島市立広島市民病院小児外科 今治
PO-156 診断と治療に難渋した胆汁栓症候群の 1 例
沖縄県立南部・こども医療センター小児外科 久田
PO-157 中高生の慢性便秘症の 2 例
山口県立総合医療センター小児外科 高尾
PO-158 難治性 BCG 関連リンパ節炎の 1 例
宮城県立こども病院外科 中村

聡子
啓悟
理郎
玲助
正昭
智也
恵美
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小児救急 5

座長

飯

田

則

利（大分県立病院)

PO-159 脳室腹腔シャントチューブが消化管内に迷入した 2 例
埼玉医科大学総合医療センター肝胆膵外科・小児外科
PO-160 メッケル憩室の内ヘルニアにより小腸軸捻転を来たした 1 例 東大阪市立総合病院外科
PO-161 全身熱傷による瘢痕性肛門狭窄症の 1 例
愛知医科大学消化器外科
PO-162 小児腹部鈍的外傷に対する IVR の現状
久留米大学医学部小児外科
熊本赤十字病院小児外科
PO-163 小児外傷性脾損傷に対する診断と治療
PO-164 生後 1 か月で発症した先天性消化管膜様狭窄症の 2 例
土浦協同病院小児外科
PO-165 回腸結腸型腸重積症の観血的整復術後の乳糜腹水を生じた 1 乳児例
県立広島病院
14：20〜15：20
ポスターセッション 虫垂炎

座長

黒

岩

座長

成浩
博文
伸介
公男
俊二
哲夫
祐華

実（群馬県立小児医療センター)

PO-166 小児の再発性虫垂炎に対する待機的腹腔鏡下虫垂切除術の経験
日立製作所水戸総合病院小児科
PO-167 穿孔性虫垂炎に対する急性期手術と待機手術の選択
加古川市民病院小児外科
PO-168 臍ヘルニア内に迷入した乳児急性虫垂炎の 1 例
名古屋市立大学病院小児・移植外科
PO-169 A 型インフルエンザを合併した小児急性虫垂炎の 2 例
りんくう総合医療センター市立泉佐野病院外科
PO-170 汎発性腹膜炎を伴った小児穿孔性虫垂炎：開腹/腹腔鏡下虫垂切除術の比較検討
順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科学講座
PO-171 当科における小児急性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術の経験と今後の課題
日本赤十字社和歌山医療センター小児外科
13：20〜14：20
ポスターセッション 腫瘍（食道・膵・乳腺）

張
棚野
勝野
浅桐
金場
堀
上田

中

野

田中 敏博
安福 正男
佐藤 陽子
飯干

泰彦

宮野

剛

横山 智至

美和子（さいたま市立病院)

PO-172 10 歳男児に認められた食道癌（扁平上皮癌）の 1 例
国立病院機構長良医療センター小児外科 鴻村
寿
PO-173 頚部食道横紋筋腫の 1 例
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科 野村 元成
PO-174 術前化学療法が著効し切除可能となった全摘し得た膵芽腫の一乳児例
岩手医科大学外科 名郷根めぐみ
PO-175 膵頭十二指腸切除，門脈合併切除後に補助化学療法を施行した膵芽腫の 1 例
国立成育医療センター外科 松田
諭
PO-176 女児，膵 Solid pseudopapillary tumor（SPT）の 1 例
県立宮崎病院 宇戸 啓一
PO-177 膵頭部巨大 solid-pseudopapillary tumor の 1 例
京都市立病院外科 安井 良僚
PO-178 腹部打撲を契機に発見された膵 solid pseudopapillary tumor の一女児例
兵庫医科大学外科学小児外科 佐々木隆士
PO-179 13 歳女児に発症した同時多発性乳房腫瘍の一例
飯塚病院小児外科 山田 耕治
14：20〜15：20
ポスターセッション 良性腫瘍

座長

財

前

善

雄（福岡市立こども病院)

PO-180 小児期に発見された肺硬化性血管腫の 1 女児例
大分県立病院小児外科 上杉
達
名古屋第二赤十字病院小児外科 城田千代栄
PO-181 脾部分切除を施行した脾毛細血管腫の 1 例
PO-182 13 年後に診断に至った左下腹壁囊胞性リンパ管腫の 1 女児例 大分県立病院小児外科 三好 きな
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Bleomycin による硬化療法が奏功した可能性の高い，頚胸部巨大リンパ管腫の一例
慶應義塾大学小児外科
鼠径ヘルニア手術時に発見された後腹膜リンパ管腫の一例
財団法人田附興風会医学研究所北野病院小児外科
小児リンパ管腫に漢方治療が奏効した 1 例
千葉大学医学部和漢診療科
不明熱で発症した感染性横行結腸間膜リンパ管腫の 1 例
雪の聖母会聖マリア病院小児外科
沼津市立病院小児外科
精巣原発成熟奇形腫の 1 例

13：20〜14：20
ポスターセッション

新生児・胎児治療

座長

奥

山

宏

出

口

英

裕輝

園田
小川

真理
恵子

靍
知光
金田 英秀

臣（兵庫医科大学)

PO-188 壊死性腸炎を発症した超低出生体重児の胎盤病理所見の検討
和歌山県立医科大学消化器外科，小児外科
PO-189 当科における低出生体重児手術症例の検討
埼玉医科大学病院小児外科
PO-190 低出生体重児無尿に対する腹膜透析
昭和大学小児外科診療グループ
PO-191 重症染色体異常症例に対する外科治療の功罪
自治医科大学外科学講座小児外科
PO-192 稀な染色体異常を伴った小児外科疾患―常染色体 9 番，14 番，18 番の異常―
獨協医科大学病院第一外科・小児外科
PO-193 特殊型先天性食道閉鎖症（Kluth 分類 TypeII3）の一例
鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児科
PO-194 EX Utero Intrapartum Treatment（EXIT）の適応と手技に関して
〜EXIT 検討 3 症例の経験を通して〜
鹿児島大学医学部小児外科
14：20〜15：20
ポスターセッション 心に残る症例・横隔膜ヘルニア 座長

山本

渡邉 高士
森村 敏哉
小池 能宣
田附 裕子
岡本健太郎
鳥飼

源史

町頭

成郎

一（京都第一赤十字病院)

PO-195 外科的切除にて治癒し得た新生児肝血管腫の 3 例
岩手医科大学外科学講座 有末 篤弘
PO-196 Campylobacter jejuni 感染後膵炎の原因精査中に見つかった胆囊管低位合流の一例
東京女子医科大学八千代医療センター小児外科 大澄 亜記
PO-197 好発年齢を外れた症例の検討
太田西ノ内病院小児外科 近藤 公男
PO-198 腹壁 Muscle flap により一期的横隔膜修復術を行った肝脱出を伴う先天性横隔膜ヘルニアの 1 例
長野県立こども病院小児外科 好沢
克
PO-199 先天性横隔膜ヘルニアに肺分画症・気管支原性囊胞・消化管重複症を合併した一例
旭川医科大学外科学講座小児外科 伊藤 愛子
PO-200 両側先天性横隔膜ヘルニアの 1 例
九州大学大学院医学研究院小児外科 永田 公二
PO-201 臍上部型臍帯ヘルニア術後に横隔膜ヘルニアが出現した 1 新生児例
九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 江角元史郎
PO-202 低形成肺を呈した先天性横隔膜ヘルニアの一例
慶應義塾大学医学部小児外科 下島 直樹
13：20〜14：20
ポスターセッション 各種手術の工夫

座長

秋

山

卓

士（広島市立広島市民病院)

PO-203 小児の膵 solid pseudopapillary neoplasm（SPN）に対して幽門輪温存膵頭十二指腸切除術
（PpPD）を施行した 2 例
東京慈恵会医科大学外科 平松 友雅
研
PO-204 空腸間置による再建術を行った先天性食道閉鎖症の 2 例 淀川キリスト教病院小児外科 春本
PO-205 当院における小腸瘻閉鎖術の術後合併症と小児における器械吻合の可能性
埼玉小児医療センター小児外科 佐藤かおり
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PO-206 器械による functional end to end anastomosis を行なった先天性小腸閉鎖の 1 新生児例
大阪市立大学小児外科 矢本 真也
PO-207 先天性腸閉鎖症における径差のある腸吻合の工夫
山口県立総合医療センター小児外科 河崎 正裕
PO-208 切除を要したヒルシュスプルング病根治術後腸管拡張の一例
沖縄県立中部病院小児外科 福里 吉充
PO-209 Hirschsprung 病類縁疾患に対する外科的治療の検討
宮城県立こども病院外科 天江新太郎
PO-210 新生児高ガラクトース血症にて発見され，シャント血管結紮術にて治癒した門脈左腎静脈
シャントの一例
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター小児外科 岩村 喜信
14：20〜15：20
ポスターセッション 検査・処置

座長

渡

邉

芳

夫（あいち小児保健医療総合センター)

PO-211 小児開腹手術症例におけるセプラフィルムの術後腸閉塞予防効果の検討
三重大学大学院医学系研究科消化管・小児外科学講座 井上 幹大
PO-212 サイロ形成術後に臍帯被覆による腹壁閉鎖法を施行した腹壁破裂の 1 例：
サイロ管理中の臍帯乾燥防止の工夫
長野県立こども病院小児外科 町田 水穂
PO-213 難治性便秘に対する Trapdoor Cecostomy Catheter による順行性浣腸の経験
茨城県立こども病院 連
利博
PO-214 乳幼児にとって快適な上部消化管造影―飲みやすい造影剤の工夫
東京都立八王子小児病院外科（東京都立小児総合医療センター外科） 仁科 孝子

