
第 2日（ 7月 21 日，木曜日）

第 1会場（HALL 1000）

午前の部
8：00～8：30

総会
8：30～9：50

ワークショップ I 各地域における小児外科のかかわり 司会 岩 中 督（東京大学)
濵 田 吉 則（関西医科大学)

WS1-01 アンケート集計 第 48 回日本小児外科学会学術集会 渡井 有
WS1-02 北海道における小児外科のかかわり 旭川医科大学外科学講座 小児外科 宮本 和俊
WS1-03 東北地区における小児外科医と地域との関わりについて 東北大学小児外科 佐々木英之
WS1-04 地域における小児外科のかかわり―関東甲信越地方会

群馬県立小児医療センター外科（第 46 回日本小児外科学会関東甲信越地方会会長） 鈴木 則夫
WS1-05 東海 4県での地域における小児外科のかかわり 日本小児外科学会東海地方会事務局 鈴木 達也
WS1-06 北陸地方における小児外科診療の現状と問題点 金沢医科大学小児外科 河野 美幸
WS1-07 地域における小児外科のかかわり―近畿地方会がしてきたこととしたいこと―

大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 窪田 昭男
WS1-08 地域における小児外科のかかわり―中国四国地方 NHO岡山医療センター小児外科 後藤 隆文
WS1-09 九州地区における小児外科の学会活動と診療体制について 九州大学小児外科 田口 智章

9：50～10：30
教育講演 II 司会 長谷川 史 郎（静岡県立こども病院)

極低出生体重児の栄養管理 昭和大学医学部小児科学講座 板 橋 家頭夫

10：30～12：00
特別企画 先達に聞く；小児外科栄養の歴史 司会 高 松 英 夫（鹿児島大学)

和 佐 勝 史（大阪大学)

アミノ酸輸液製剤を中心に 昭和大学客員教授 平 井 慶 徳

脂肪乳剤あれこれ 九州大学名誉教授，福岡歯科大学客員教授 水 田 祥 代

電解質輸液と成分栄養の生い立ち さいたま市立病院名誉院長 遠 藤 昌 夫

12：00～12：50
ランチョンセミナー 3

午後の部
13：00～14：00

特別講演 II 司会 土 岐 彰（昭和大学)

小さな命からの伝言～21 世紀へのメッセージ～ 日本ユニセフ協会大使 アグネス・チャン

日小外会誌 第47巻 4 号 2011年 7 月 447



14：00～15：15
シンポジウム III 小児外科医のワーク・ライフバランス

司会 北 川 博 昭（聖マリアンナ医科大学)
タナカ 早 恵（昭和大学)

S3-01 小児外科医から小児消化器科医へ―小児消化器科分野での診療機能分担の模索―
都立小児総合医療センター消化器科 村越 孝次

S3-02 日常診療の質と医師の生活の質の両方を維持する観点からみた診療体制
兵庫県立こども病院外科 荒井 洋志

S3-03 小児外科医のライフワークバランスを改善させるには医師数を増やすべきか？
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 窪田 昭男

S3-04 チーム医療制で小児科医と協同で働く小児外科医のワークライフバランス
横須賀市立うわまち病院小児医療センター 毛利 健

S3-05 小児外科医のライフワークバランス～公立病院において～ さいたま市立病院小児外科 吉田 史子
S3-06 小児外科医のワークライフバランス―女性外科医の視点から―

日本赤十字社医療センター小児外科 中原さおり

15：15～16：00
特別講演 III 司会 韮 澤 融 司（杏林大学)

ワーク・ライフバランスは何故必要か？ 株式会社ワーク・ライフバランス 小 室 淑 恵

16：00～18：00
小児看護サテライトセミナー

第 2会場（HALL 500）

午前の部
8：40～10：20

一般口演

8：40～9：15
一般口演 難治性リンパ管腫の治療 座長 鎌 形 正一郎（東京都立小児総合医療センター)

O-17 「難治性」リンパ管腫 14 例の治療を困難にする要因についての検討 東京大学小児外科 鈴木 完
O-18 舌リンパ管腫に対する治療戦略 京都府立医科大学大学院小児外科 小野 滋
O-19 当院における頭頸部リンパ管腫 21 例の検討 兵庫県立こども病院小児外科 谷本 光隆
O-20 難治性リンパ管腫の全国実態調査の予備調査結果＜難治性について＞

独立行政法人国立成育医療研究センター外科系専門診療部外科 藤野 明浩
O-21 ピシバニール導入以降 20 年間のリンパ管腫治療の後方視的検討

大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 米田 光宏

9：15～9：50
一般口演 私はこうしている（各種デバイスを用いた一工夫）1

座長 漆 原 直 人（静岡県立こども病院)

O-22 喉頭気管食道裂に対する喉頭顕微鏡下隔壁形成術 静岡県立こども病院小児外科 福本 弘二
O-23 舌根部型甲状舌管囊胞の治療法に関する考察 茨城県立こども病院外科 益子 貴行
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O-24 出血源が特定できない小腸病変に対するハイブリッド治療の有用性
自治医科大学小児外科 辻 由貴

O-25 難治性痔瘻孔に対する痔瘻孔プラグによる治療
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

O-26 閉創前ガーゼ感知システムの開発 防衛医科大学校外科小児外科 檜 顕成

9：50～10：20
一般口演 私はこうしている（各種デバイスを用いた一工夫）2 座長 八 木 誠（近畿大学)

O-27 単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（SILPEC）における SILPEC鉗子の開発と有用性
埼玉県立小児医療センター 神保 教広

O-28 新しいデバイス（E・Zアクセス；八光株式会社）を用いた小児 TANKO手術の 2例
近畿大学医学部奈良病院小児外科 小角 卓也

O-29 小児イレウス手術における腹腔鏡の診断的・治療的役割
いわき市立総合磐城共立病院小児外科 佐野 信行

O-30 シリコンディスクによる腹腔鏡下噴門形成術施行時の視野確保の工夫
久留米大学医学部小児外科 浅桐 公男

10：20～10：50
ビデオセッション 1 座長 蛇 口 達 造（茅ヶ崎徳洲会総合病院)

V-01 有茎空腸間置による食道再建を行った気管無形成の 1例 兵庫医科大学小児外科 奥山 宏臣
V-02 食道閉鎖症に対する腋窩皺切開手術 九州大学大学院医学研究院小児外科 家入 里志
V-03 A型 long gap食道閉鎖症に対する食道延長による二期的胸腔鏡下食道食道吻合術

埼玉県立小児医療センター外科 田中裕次郎
V-04 A型食道閉鎖に対する胸壁内食道延長術後，胸腔鏡下食道再建術の経験

順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科学講座 宮野 剛

12：00～12：50
ランチョンセミナー 4

14：00～15：30
パネルディスカッション II 水腎症の治療と長期予後

司会 窪 田 正 幸（新潟大学)
後 藤 隆 文（国立病院機構岡山医療センター)

PD2-01 出生前診断された腎盂尿管移行部狭窄症の出生後自然経過の特徴
東京大学医学部小児外科 金森 豊

PD2-02 Antenatal detected PUJ: what is safe criteria for surgical intervention?
Dept. of Pediatric Surgery, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, India

Shilpa Sharma
PD2-03 水腎・水尿管症の術後の超音波 gradeと腎機能の変化 金沢医科大学小児外科 安井 良僚
PD2-04 先天性水腎症の治療方針に対する超音波検査の有用性

弘前大学医学部附属病院小児外科 須貝 道博
PD2-05 Long term evaluation of children undergoing pyeloplasty for recovery of renal functions

Department of Pediatric Surgery, All India institute of Medical Sciences, India
Devendra K Gupta
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PD2-06 Defluxを用いた High Grade 膀胱尿管逆流症に対する内視鏡治療：
中長期予後よりみた注入法の検討

総合周産期母子医療センター恩賜財団母子愛育会愛育病院小児外科 藤本 隆夫
PD2-07 下部尿路閉塞性病変に伴う水腎症の治療と長期予後

福岡市立こども病院感染症センター泌尿器科 山口 孝則
PD2-08 水腎症を認めた後部尿道弁症例における治療の有用性と腎機能推移の検討

埼玉県立小児医療センター泌尿器科 小林堅一郎

第 1ポスター会場

午後の部
15：10～17：50

ポスターセッション

15：10～16：00
ポスターセッション Hirschsprung 病 1 座長 中 村 哲 郎（大阪市立総合医療センター)

P-164 小児のヒルシュスプルング病類縁疾患に対するチューブ腸瘻の効果
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科学 曺 英樹

P-165 Hypoganglionosis症例の治療上の問題点の検討 東京都立小児総合医療センター外科 大野 幸恵
P-166 CIIPS4 例に対する外科的介入の検討 愛知県コロニー中央病院小児外科 新美 教弘
P-167 ヒルシュスプルング病の診断時期の検討 加古川市民病院小児外科 安福 正男
P-168 ヒルシュスプルング病に対する，バルーンカテーテルを用いた

経肛門的減圧・洗腸療法による術前管理について 鶴岡市立荘内病院小児外科 古賀 義法
P-169 低位鎖肛に Hirschsprung病を合併した 1例 千葉県こども病院小児外科 南郷 容子
P-170 長域型ヒルシュスプルング病の治療成績 神奈川県立こども医療センター外科 薄井 佳子
P-171 Hirschsprung病に対する transanal endorectal pull-through 法（Soave変法），

後方三角弁法についての検討 宮城県立こども病院外科 天江新太郎

16：00～16：55
ポスターセッション Hirschsprung 病 2 座長 天 江 新太郎（宮城県立こども病院)

P-172 Hirschsprung病の術式からみた術後排便機能評価 京都府立医科大学大学院小児外科学 佐々木康成
P-173 術式別に見た過去 21 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
P-174 機能検査法から見たヒルシュスプルング病術後排便機能の術式別比較

―経肛門的 Soave法と開腹池田 Z法― 金沢医科大学小児外科 河野 美幸
P-175 当科におけるヒルシュスプルング病術式の変遷と予後 国立岡山医療センター小児外科 中原 康雄
P-176 当院におけるヒルシュスプルング病根治術後の排便機能 慶應義塾大学医学部小児外科 富田 紘史
P-177 新生児 Hirschsprung病に対する腹腔鏡補助下手術の中・長期的予後

自治医科大学小児外科 前田 貢作
P-178 腹腔鏡補助下手術を施行したヒルシュスプルング症例の長期予後の検討

近畿大学医学部奈良病院小児外科 米倉 竹夫
P-179 当科における腹腔鏡補助下 Hirschsprung病根治手術の長期成績

近畿大学医学部外科小児外科部門 吉田 英樹
P-180 ヒルシュスプルング病に対する開腹・腹腔鏡下 Duhamel変法の長期の排便成績

―アンケート調査と QOL― 静岡県立こども病院小児外科 漆原 直人
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16：55～17：45
ポスターセッション 腹部 座長 飯 沼 泰 史（新潟市民病院)

P-181 腹腔鏡補助下メッケル憩室切除術における術前 SPECT-CTの有用性について
静岡県立こども病院小児外科 渡辺健太郎

P-182 小児外科疾患に対する臍部開腹法の手術適応に関する検討
埼玉医科大学総合医療センター肝胆膵外科・小児外科 小高 明雄

P-183 医療費からみた小児開腹手術症例に対するセプラフィルム全例使用の妥当性に関する検討
三重大学消化管・小児外科 井上 幹大

P-184 特発性大網捻転症の 1例 安城更生病院小児外科 棚野 晃秀
P-185 直腸・S状結腸に認められた Vascular Malformationの 2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 仲間 司
P-186 当科で経験した小児潰瘍性大腸炎（UC）の臨床学的検討 千葉大学大学院小児外科 八幡江里子
P-187 臍部浸出液のアミラーゼ測定が診断に有用であった異所性膵組織による難治性臍周囲炎の 1例

愛媛大学医学部附属病院小児外科 亀岡 一裕
P-188 繰り返す腹痛のため腹腔鏡検査を施行した 14 歳女児の一例 草津総合病院小児外科 嶋寺 伸一

15：10～15：55
ポスターセッション 腸重積症 座長 浮 山 越 史（杏林大学)

P-189 腸重積を合併した溶血性尿毒症症候群（HUS）の 1例
道立子ども総合医療・療育センター外科 西堀 重樹

P-190 虫垂の enteric duplication cyst が原因と推察される小児虫垂重積症の 1例
愛媛大学医学部附属病院小児外科 亀岡 一裕

P-191 回腸異所性胃粘膜により腸重積症を繰り返した乳児の 1例
東京女子医科大学小児外科・第二外科 川島 章子

P-192 反復性腸重積の 1例 関西医科大学枚方病院小児外科 笠原 憲子
P-193 術後腸重積症―術前診断はどこまで可能か？― 東邦大学大森病院小児外科 黒岩 実
P-194 腸重積を生じた超低出生体重児の 3例

神戸大学大学院医学研究科外科学講座小児外科学分野 久松千恵子
P-195 手術加療を施行した腸重積症例の臨床的検討 京都府立医科大学大学院小児外科 塚田 紫津

15：55～16：50
ポスターセッション 虫垂炎 1 座長 黒 岩 実（東邦大学)

P-196 造影 CTによる急性虫垂炎の進行度評価の検討 新潟市民病院小児外科 橋詰 直樹
P-197 急性虫垂炎診断における術前 CT検査の妥当性について

順天堂大学附属練馬病院小児外科 藤原 なほ
P-198 小児における急性虫垂炎に対する保存療法―その妥当性について―

東邦大学医学部外科学講座一般・消化器外科 柴田祐充子
P-199 自然軽快した虫垂炎の再発例の検討 東京都立小児総合医療センター外科 大場 豪
P-200 虫垂炎おける ESBL産生菌の検出 加古川市民病院小児外科 安福 正男
P-201 当科における虫垂炎穿孔例の治療方針～合併症のないクリニカルパス作成を目指して～

国立病院機構岡山医療センター小児外科 浅井 武
P-202 限局性腹腔内膿瘍を形成した小児急性虫垂炎に対する治療法の検討

日本大学医学部小児外科 井上 幹也
P-203 穿孔性虫垂炎手術でドレーンは必ずしも必要でない 長岡赤十字病院小児外科 金田 聡
P-204 虫垂間膜への穿通を伴い，ショック・多臓器不全を呈した急性虫垂炎の 1例

松戸市立病院小児医療センター小児外科 照井 慶太
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16：50～17：45
ポスターセッション 虫垂炎 2 座長 世 川 修（東京女子医科大学)

P-205 小児穿孔性虫垂炎に対する開腹手術と腹腔鏡下手術の比較検討
国立病院機構香川小児病院小児外科 新居 章

P-206 鏡視下虫垂切除後の術後膿瘍形成予防のための吸引式ドレーンの有用性
新潟医歯学総合病院小児外科 荒井 勇樹

P-207 小児虫垂炎治療における単孔式腹腔鏡下手術の経験
群馬大学医学部病態総合外科学（第一外科） 大竹紗弥香

P-208 Wound retractorを用いた気腹による単孔式腹腔鏡補助下虫垂切除術
岩手県立中央病院小児外科 島岡 理

P-209 臍部弧状切開を用いた単孔式腹腔鏡下虫垂切除術の疼痛評価 北野病院診療部 宮内 雄也
P-210 単孔式内視鏡手術にて回盲部切除を施行した小児クローン病の 1例

三重大学消化管・小児外科 井上 幹大
P-211 Trocar-less single incision laparoscopy surgery（TLSILS）における工夫

近畿大学医学部附属病院小児外科 森下 祐次
P-212 特殊な器具を必要としない臍部弧状切開による小児単孔式手術 北野病院小児外科 佐藤 正人
P-213 当科における小児単孔式腹腔鏡手術（TANKO）の経験と今後の可能性について

兵庫医科大学外科学小児外科 佐々木隆士

15：10～15：55
ポスターセッション リンパ管腫 1 座長 野 田 卓 男（香川大学)

P-214 難治性リンパ管腫の全国実態調査の予備調査結果＜治療法について＞
独立行政法人国立成育医療研究センター外科系専門診療部外科 藤野 明浩

P-215 小児腹部リンパ管腫 24 例の検討 神奈川県立こども医療センター外科 平田 義弘
P-216 当科で経験したリンパ管腫症例の検討と難治例に対する治療の工夫

三重大学消化管・小児外科 橋本 清
P-217 難治性リンパ管奇形症例の検討 国立病院機構舞鶴医療センター小児外科 常盤 和明
P-218 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効用にいついて―第 2報―

香川大学医学部小児外科 尾山 貴徳
P-219 上気道閉塞症状を呈した口腔・頸部・縦隔リンパ管腫の治療経験

長崎大学腫瘍外科小児外科 大畠 雅之
P-220 血管腫・血管奇形に伴う軟部組織の炎症に対するブレオマイシン局注

藤田保健衛生大学小児外科 日比 将人

15：55～16：40
ポスターセッション リンパ管腫 2 座長 仁 科 孝 子（北原ライフサポートクリニック)

P-221 現在治療中の難治性リンパ管腫の 3例 東北大学小児外科 風間 理郎
P-222 難治リンパ管腫 3例の治療経験 獨協医科大学越谷病院小児外科 五十嵐昭宏
P-223 頚部，縦隔，胸腔を占拠する難治性リンパ管腫に対する治療 愛仁会高槻病院小児外科 津川 二郎
P-224 治療に難渋した胸腔内リンパ管腫の 2例 昭和大学藤が丘病院小児外科 千葉 正博
P-225 難治性リンパ管腫の 2例 岡山医療センター小児外科 臼井 秀仁
P-226 致命的な状態から脱出しえたリンパ管腫 2例の治療戦略 慶應義塾大学医学部小児外科 渕本 康史
P-227 治療に難渋した臀部巨大海綿状リンパ管腫の一例 徳島大学病院 久山 寿子
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16：40～17：20
ポスターセッション そけいヘルニア 1 座長 須 貝 道 博（弘前大学)

P-228 低出生体重児に対する鼠径ヘル二ア手術時期の検討
群馬大学大学院病態総合外科（第一外科） 高橋 篤

P-229 乳児鼠径ヘルニア，特に超低出生及び極低出生体重児における Delayed Elective Repairの検討
順天堂医院医学部小児外科，小児泌尿器外科 瀬尾 尚吾

P-230 小児鼠径 Amyandヘルニアの 1例 関西医科大学附属枚方病院外科 木畑 智哲
P-231 女児滑脱鼠径ヘルニア，特に子宮脱出を伴う症例について 北里大学外科学外科 高安 肇
P-232 当院におけるヘルニア嵌頓症例の検討 宇治徳洲会病院小児外科 富山 英紀
P-233 鼡径部腫瘤病変の pit fall 福島県立医科大学附属病院小児外科 伊勢 一哉

17：20～17：50
ポスターセッション そけいヘルニア 2 座長 諸 冨 嘉 樹（大阪市立大学)

P-234 小児無症候性鼡径ヘルニアの診断：術前超音波検査所見と腹腔鏡による判定結果との比較
あいち小児保健医療総合センター小児外科 高須 英見

P-235 腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（LPEC法）175 例の経験 大分県立病院小児外科 上杉 達
P-236 Stab incision法による 3mm鉗子の挿入 加古川市民病院小児外科 安福 正男
P-237 鼠径ヘルニア再発例に対する腹腔鏡下手術の有用性 福岡市立こども病院小児外科 山内 健
P-238 小児腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（LPEC法）術後に対側の鼠径ヘルニア嵌頓をきたした一症例

香川小児病院小児外科 曽我美朋子

15：10～15：50
ポスターセッション 体表 座長 松 川 泰 廣（大阪赤十字病院)

P-239 小児熱傷に対する湿潤療法の有用性と問題点 獨協医科大学越谷病院小児外科 田原 和典
P-240 院内チーム医療が効果的に機能し救命しえた乳児重症熱傷の 1例

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院小児外科 東館 成希
P-241 胸骨分節脱臼の 1例 長崎大学腫瘍外科小児外科 吉田 拓哉
P-242 若年女性化乳房の検討 市立札幌病院外科 大川 由美
P-243 先天性恥骨前瘻孔の 1例 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター小児外科 谷 守通
P-244 小児白線ヘルニアの検討 関西医科大学附属枚方病院小児外科 菱川 秀彦

15：50～16：30
ポスターセッション 泌尿生殖器 1 座長 長 江 逸 郎（東京医科大学)

P-245 片側非触知精巣に対する治療戦略の有効性 兵庫県立こども病院泌尿器科 中川 賀清
P-246 当科における過去 15 年間の停留精巣術後の傾向について さいたま市立病院小児外科 大野 通暢
P-247 当院における停留精巣術後のフォローアップ 聖マリアンナ医科大学小児外科教室 島 秀樹
P-248 当科における vanishing testisの診断についての検討 関西医科大学外科 津田 匠
P-249 鼠径ヘルニア嵌頓を呈した dysgenetic testisを伴うMuller管遺残症の 1例

大阪府立母子保健総合医療センター泌尿器科 山内 勝治
P-250 学童（12 歳）の精巣捻転症の 1手術例 新潟県立中央病院小児外科 村田 大樹

16：30～17：10
ポスターセッション 泌尿生殖器 2 座長 矢 内 俊 裕（茨城県立こども病院)

P-251 当科で経験した水腎症の治療と予後 熊本赤十字病院小児外科 比企さおり
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P-252 後部尿道弁の腎機能予後 昭和大学小児外科診療グループ 堀田 紗代
P-253 水腎症手術時のステント留置の工夫 石川県立中央病院小児外科 石川 暢己
P-254 膀胱尿管逆流症に対する日帰り Deflux注入療法 東京慈恵会医科大学外科学講座 吉澤 穣治
P-255 当院における膀胱尿管逆流症（VUR）の治療の現状 川口市立医療センター外科 黒部 仁
P-256 著明な電解質異常をきたした異所性尿管開口の一乳児例

愛知県心身障害者コロニー中央病院外科 毛利 純子

17：10～17：50
ポスターセッション 泌尿生殖器 3 座長 宮 本 正 俊（金沢大学)

P-257 Dorsal inlay graftを用いた Snodgrass法の術後成績の検討：A single surgeon’s experience
順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科 中澤 奈々

P-258 尿膜管遺残症に対する腹腔鏡下尿膜管摘出術 3例の検討―当科での工夫―
愛媛県立中央病院小児外科 田口 匠平

P-259 Abdominoscrotal hydrocele（ASH）の 2例 日本大学医学部小児外科 金田 英秀
P-260 abdominoscrotal hydrocele（ASH）の治療についての検討

昭和大学小児外科診療グループ 鈴木 孝明
P-261 小児の正常構造と思われる卵巣捻転症の 2例 長野赤十字病院小児外科 北原修一郎
P-262 小児卵管捻転の 1例 佐賀県立病院好生館 福田 篤久

15：10～15：55
ポスターセッション 頸部 座長 高見澤 滋（長野県立こども病院)

P-263 右前縦隔病変として発見された右梨状窩囊胞の一新生児例
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター小児外科 生野久美子

P-264 梨状窩瘻の診断と治療；梨状窩囊胞と瘻孔の違いと確実な摘出法の確立
埼玉県立小児医療センター小児外科 天野 日出

P-265 下咽頭梨状窩瘻に対する化学的焼却術による外科的摘出術の回避について
国際医療福祉大学病院小児外科 大塩 猛人

P-266 再発を繰り返す正中頚のう胞の原因を病理学的に証明し得た興味ある 1例
安城更生病院小児外科 棚野 晃秀

P-267 先天性頸部遺残軟骨の 2例 東京大学病院小児外科 深見絵里子
P-268 梨状窩直下の腐食性食道狭窄に対する喉頭顕微鏡下狭窄解除術

静岡県立こども病院小児外科 福本 弘二
P-269 硬性鏡による喉頭病変の評価と喉頭レーザー治療の実際 茨城県立こども病院小児外科 平井みさ子

15：55～16：40
ポスターセッション 漏斗胸 座長 植 村 貞 繁（川崎医科大学)

P-270 Nuss法により胸郭の形態はどう変化するか 川崎医科大学小児外科 納所 洋
P-271 Nuss手術後の bar感染症例の検討

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 神山 雅史
P-272 成人例に対する小児外科医の役割―漏斗胸治療を中心に― 川崎医科大学小児外科 植村 貞繁
P-273 漏斗胸における体表測定法の検討 石川県立中央病院小児外科 廣谷 太一
P-274 漏斗胸に対する Nuss手術を補助するための Vacuum Bell療法

石川県立中央病院小児外科 大浜 和憲
P-275 漏斗胸に対する陰圧吸引具使用時の胸壁変形様態の検討 国立病院機構栃木病院小児外科 羽金 和彦
P-276 漏斗胸に対する保存的治療：新しい漏斗胸体操の考案 那覇市立病院小児外科 山里 將仁
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16：40～17：10
ポスターセッション 腹壁 1 座長 佐々木 潔（高知医療センター)

P-277 全肝脱出した臍帯ヘルニアの 1例 川口市立医療センター外科 馬場 優治
P-278 腹壁閉鎖が困難な巨大臍帯ヘルニアに対する components separation technique （CST）法

千葉大学大学院小児外科学 齋藤 武
P-279 保存的治療を行った臍帯ヘルニアの 1例 和歌山県立医科大学消化器外科，小児外科 渡邉 高士
P-280 腸管重複症を合併した臍帯内ヘルニアの一例 福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 中村 晶俊
P-281 腹壁形成異常症の周術期における動肺コンプライアンスの変化

聖マリアンナ医科大学医学部小児外科 古田 繁行

17：10～17：40
ポスターセッション 腹壁 2 座長 吉 澤 穣 治（東京慈恵会医科大学)

P-282 小腸閉鎖症を合併した腹壁破裂に人工肛門を造設し，Sutureless closureを施行した 1例
福島県立医科大学附属病院小児外科 山下 方俊

P-283 結腸閉鎖合併に対しチューブ虫垂瘻を併置して一期的吻合術を施行した腹壁破裂の 1例
東北大学小児外科 福沢 太一

P-284 結腸閉鎖・穿孔を伴った腹壁破裂に対するサイロストーマ造設の有用性について
北九州市立医療センター小児外科 當寺ケ盛学

P-285 腸管合併症を伴った腹壁破裂 5例の検討 群馬県立小児医療センター外科 山本 英輝
P-286 潰瘍を伴う巨大臍ヘルニアを呈した Beckwith-Wiedemann症候群の 1例

近畿大学外科小児外科部門 吉田 英樹

第 2ポスター会場

午後の部
15：10～17：25

ポスターセッション

15：10～15：55
ポスターセッション 国際セッション 3 座長 小 林 弘 幸（順天堂大学)

P-288 Fertility in 5 alfa reducatse enzyme deficiency males? Yes, it is possible.
Dept of Pediatric Surgery, New Civil Hospital and Govt. Medical College, Surat, India

Manish G Jain
P-289 Late-presenting congenital diaphragmatic hernia requiring emergency surgery: report of 3 cases

Department of Pediatric Surgery, Juntendo University School of Medicine, Japan
Tadaharu Okazaki

P-290 Thoracoscopic plication for diaphragmatic eventration in a neonate
Department of Pediatric General and Urogenital Surgery,

Juntendo University School of Medicine, Japan
Tsubasa Takahashi

P-291 Increased risk of postoperative pneumonia and septicemia in pedistric surgical patients with
epilepsy Department of Anesthesiology, Taipei Medical University Hospital, Taiwan

Chien-Chang Liao
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P-292 Serpentine-like syndrome (brachioesophagus, intrathoracic stomach, rachischisis):
A case report Department of Pediatric General and Urogenital Surgery,

Juntendo University School of Medicine, Tokyo, Japan
Hiroki Nakamura

P-293 Glycogen synthase kinase 3-beta is upregulated during somitogenesis in the cadmium-induced
omphalocele chick model

National Children’s Research Centre, Our Lady’s Children’s Hospital, Ireland
Takashi Doi

P-455 Abdominal aortic diameter in children and risk of vascular sequelae in neuroblastoma patients
Chiba University Graduate School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Japan

Tomoro Hishiki
P-287 Tackling the shallow navicular fossa in distal hypospadias repair: Which procedure to adopt?

Dept. of Pediatric Surgery, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, India
Shilpa Sharma

15：55～16：40
ポスターセッション 横隔膜 1 座長 鎌 田 振 吉（大阪大学)

P-294 胎児診断された肝脱出のある先天性横隔膜ヘルニアの予後因子：妊娠後期の肺動脈径測定の意義
順天堂大学医学部小児外科 岡崎 任晴

P-295 出生時体重からみた先天性横隔膜ヘルニアの予後因子としての肺動脈径測定の有用性
順天堂大学病院小児外科 高橋 俊明

P-296 横隔膜ヘルニア出生前診断例の胎児期後期における Lung-to-Head Ratio （LHR）の
変化の有用性について 国立成育医療研究センター 高安 肇

P-297 先天性横隔膜ヘルニアに対する手術時期と治療成績
神奈川県立こども医療センター一般外科 武 浩志

P-298 肝脱出を伴う先天性横隔膜ヘルニア出生前診断例の治療成績
神奈川県立こども医療センター外科 新開 真人

P-299 当科における遅発性先天性横隔膜ヘルニア 筑波大学臨床医学系小児外科 瓜田 泰久
P-300 出生前診断された先天性横隔膜ヘルニアに完全大血管転位症を合併した 1救命例

九州大学大学院医学研究院小児外科 永田 公二

16：40～17：30
ポスターセッション 横隔膜 2 座長 幸 地 克 憲（東京女子医科大学八千代医療センター)

P-301 非特異的経過をとった右先天性横隔膜ヘルニアの 2例 日鋼記念病院外科 浜田 弘巳
P-302 多彩な臨床像を示した先天性右横隔膜ヘルニア 4例 九州大学大学院医学研究院小児外科 手柴 理沙
P-303 超低出生体重児で救命し得た先天性横隔膜ヘルニアの 1出生前診断例

大阪大学小児成育外科 正畠 和典
P-304 肺分画症を合併した横隔膜ヘルニアの 3例 埼玉県立小児医療センター外科 高澤 慎也
P-305 先天性横隔膜ヘルニアに肺外型分画肺を合併した 3症例 大阪大学医学部小児外科 谷 岳人
P-306 術後早期に再発し，再手術を施行した新生児横隔膜ヘルニアの 1例

県立広島病院成育医療センター小児外科 大津 一弘
P-307 先天性横隔膜ヘルニア再々発例に対する自己遊離大腿筋膜を用いた修復術の経験

静岡県立こども病院小児外科 杉山 彰英
P-308 腹壁筋 flap を用いて新生児期に一期的横隔膜修復術を行った巨大欠損孔を伴う先天性横隔膜ヘルニア
の 2例 長野県立こども病院外科 高見澤 滋
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15：10～15：50
ポスターセッション 呼吸器 1 座長 広 部 誠 一（東京都立小児総合医療センター)

P-309 PA slingを合併した先天性気管狭窄症 14 例の検討 東京都立小児総合医療センター外科 小森 広嗣
P-310 バルーン拡張・長期ステント療法後にスライド気管形成術を施行した広範型先天性気管狭窄症の 1例

高槻病院小児外科 森田 圭一
P-311 スライド気管形成術導入後の先天性気管狭窄症 36 例の遠隔期の QOLについて

兵庫県立こども病院小児外科 橘木由美子
P-312 シリコンステントと金属ステント併用による気管内ステント留置術―安全に長期留置できた 1例―

兵庫医科大学小児外科 奥山 宏臣
P-313 Partial cricotracheal resection（PCTR）による後天性声門下腔狭窄症再根治術 4例の経験

愛仁会高槻病院小児外科 石井 智浩
P-314 治療に苦慮した乳児先天性右肺無形成，左気管支狭窄症の 1例

名古屋市立大学病院小児・移植外科 佐藤 陽子

15：50～16：30
ポスターセッション 呼吸器 2 座長 臼 井 規 朗（大阪大学)

P-315 右肺下葉切除・縦隔囊胞切除 10 年後に右肺上葉切除を施行した気管支閉鎖症の 1例
山口大学医学部附属病院第一外科 桂 春作

P-316 Bronchoplumonary foregut malformation（BPFM）の 2例
北海道立子ども総合医療・療育センター 菊池 仁

P-317 胎児治療を必要とした肺分画症の 1例 広島市立広島市民病院小児外科 秋山 卓士
P-318 BiClampを用いて切除し得た左上下葉 CCAMの一例 佐賀県立病院好生館小児外科 竜田 恭介
P-319 胸腔鏡下手術が奏効した乳糜胸水の 1乳児例 北九州市立八幡病院外科 新山 新
P-320 急性声門下喉頭炎，挿管による肉芽形成と誤診された気道異物の 1例

岡山医療センター小児外科 臼井 秀仁

16：30～17：00
ポスターセッション 手術の工夫 座長 鈴 木 則 夫（群馬県立小児医療センター)

P-321 小児外科手術におけるWound Retractorの使用経験 九州大学医学部小児外科 田尻 達郎
P-322 小児における器械吻合の有用性 埼玉県立小児医療センター小児外科 佐藤かおり
P-323 ナビゲーターとして新生児用採血管を用いたストーマ閉鎖手術の工夫

北九州市立医療センター小児外科 廣瀬龍一郎
P-324 腹腔鏡下手術における術式によるエネルギーデバイスの使用工夫

熊本赤十字病院小児外科 寺倉 宏嗣
P-325 グローブ法と新デバイス（LAPPROTECTORR）法による単孔式腹腔鏡下手術法の検討

鶴岡市立荘内病院小児外科 大滝 雅博
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