
第 3日（ 7月 22 日，金曜日）

第 1会場（HALL 1000）

午前の部
8：30～10：00

ワークショップ II Hirschsprung 病術後の術式別排便機能 司会 田 口 智 章（九州大学)
宮 本 和 俊（旭川医科大学)

WS2-01 Duhamel（Z型吻合-GIA）法 69 例の術後排便機能 千葉大学医学部附属病院小児外科 光永 哲也
WS2-02 Hirschsprung病（Z型吻合術）術後患者の長期予後―48 年間の教室症例の検討を中心に―

九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 家入 里志
WS2-03 Hirschsprung病根治術の術後合併症と排便機能～開腹 Duhamel法と

腹腔鏡補助下 Soave伝田法の比較～ 埼玉県立小児医療センター小児外科 高澤 慎也
WS2-04 Surgical options and postoperative Results in Children with Hirschsprung’s Disease presenting

beyond infancy All India Institute of Medical Sciences
Devendra Gupta

WS2-05 Hirschsprung病に対する直腸脱転 Soave法の成績～特に歯状線上 1 cmでの吻合と
short cuffの有用性について～ 東京都立小児総合医療センター外科 広部 誠一

WS2-06 ヒルシュスプルング病に対する経肛門的結腸プルスルー法の成績
名古屋大学医学部小児外科 小野 靖之

WS2-07 当科で Swenson法を施行したヒルシュスプルング病の術後排便機能ついての検討
兵庫県立こども病院外科 中尾 真

WS2-08 MRシネによる全結腸型ヒルシュスプルング病根治術後評価
あいち小児保健医療総合センター小児外科 渡邉 芳夫

10：10～10：50
教育講演 III 司会 真 田 裕（昭和大学藤が丘病院)

摂食・嚥下機能の発達とその障害 昭和大学歯学部口腔衛生学講座 向 井 美 惠

11：00～12：00
特別講演 IV 司会 林 富（宮城県立こども病院)

Peripheral Neuroblastic Tumors（神経芽腫群腫瘍）の病理
Department of Pathology and Laboratory Medicine, Children’s Hospital Los Angeles

Hiroyuki Shimada

12：00～12：50
ランチョンセミナー 5

午後の部
13：00～13：30

ビデオセッション 2 座長 奥 山 宏 臣（兵庫医科大学)

V-05 単心房単心室及び胸腔内腎を合併した先天性右横隔膜ヘルニア再発例に対する
斜め胴切り開胸開腹による再手術 大阪大学大学院医学研究科小児成育外科 臼井 規朗
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V-06 両側横隔膜弛緩症に対し新生児期に胸腔鏡下両側横隔膜縫縮術を施行した 1例
京都府立医科大学附属病院小児外科学 若尾 純子

V-07 先天性気管狭窄症に対する金属ステント留置術後 11 年目にステント摘出・気管形成術を施行した 1例
自治医科大学小児外科 前田 貢作

V-08 高度分葉不全を伴った小児胸腔鏡下肺葉切除の一例
順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科 古賀 寛之

13：30～14：05
ビデオセッション 3 座長 大 浜 用 克（神奈川県立こども医療センター)

V-09 経口摂取が可能な胃食道逆流症患者に対する腹腔鏡下 Toupet fundoplication
東京慈恵会医科大学外科 芦塚 修一

V-10 Dor-Nissen噴門形成術 24 例の検討 京都府立医科大学小児疾患研究施設外科 坂井 宏平
V-11 小児巨大毛髪胃石に対する鏡視下胃内手術の試み 大阪大学医学部小児成育外科 大割 貢
V-12 誤嚥の評価における核医学診断の応用―嚥下シンチグラフィは

経口摂取開始時期決定の指標となり得るか― 静岡県立こども病院放射線科 矢野 正幸
V-13 腹腔鏡下根治術を施行した先天性十二指腸狭窄の 1例

埼玉県立小児医療センター小児外科 佐藤かおり

14：05～14：50
ビデオセッション 4 座長 安 藤 久 實（名古屋大学)

V-14 胆道拡張症術後門脈狭窄の 1例 防衛医科大学校外科学講座（小児外科） 佐竹 亮介
V-15 内臓逆位を合併する胆道閉鎖症に対する葛西手術の経験

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 仁尾 正記
V-16 胆道閉鎖症に対する腹腔鏡下肝門部空腸吻合術 東京女子医科大学小児外科・第二外科 世川 修
V-17 膵管癒合不全の合併を疑われた胆道拡張症に対する腹腔鏡下手術

順天堂大学医学部小児外科 岡崎 任晴
V-18 膵体部 Solid pseudopapillary tumor に対する腹腔鏡下脾臓，脾動静脈温存膵体尾部切除術

埼玉県立小児医療センター小児外科 内田 広夫
V-19 膵中央切除を行った Solid Pseudopapirally Tumor の 1例

埼玉県立小児医療センター小児外科 川嶋 寛

14：50～15：25
ビデオセッション 5 座長 越 永 従 道（日本大学)

V-20 下大静脈内腫瘍塞栓が肝静脈流入部を越えて浸潤した腎芽腫に対する
下大静脈の plicationを用いた腫瘍摘出術 埼玉県立小児医療センター小児外科 内田 広夫

V-21 腎泌尿器疾患に対する後腹膜鏡下手術：当科の経験
順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科 古賀 寛之

V-22 小児の間質性膀胱炎 茨城県立こども病院小児外科，小児泌尿器科 矢内 俊裕
V-23 腹腔鏡検索で明らかとなり一期的手術を施行した腹腔内交叉性精巣転位の 1例

関西医科大学外科 福井 淳一
V-24 色素を用いてリンパ管を同定，温存する腹腔鏡下精索静脈瘤手術について

香川小児病院小児外科 曽我美朋子
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15：25～16：10
ビデオセッション 6 座長 中 野 美和子（さいたま市立病院)

V-25 LPEC法の基本手技と適応拡大について 国立病院機構香川小児病院小児外科 石橋 広樹
V-26 Single port surgery を基本とした interval appendectomyに対する治療戦略

埼玉医科大学小児外科 大野 康治
V-27 巨大後腹膜奇形腫摘出における手術の工夫

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
V-28 ヒルシュスプルング病に対する経肛門的粘膜抜去による Soave-伝田法

大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 窪田 昭男
V-29 ヒルシュスプルング病に対する腹腔鏡下 Duhamel変法 静岡県立こども病院小児外科 漆原 直人

第 2会場（HALL 500）

午前の部
8：30～10：00

コンセンサスミーティング 司会 里 見 昭（埼玉医科大学)

エビデンスに基づいた小児腸重積症の診療ガイドライン

CM-01 作成の目的とエビデンス評価 国際医療福祉大学熱海病院小児外科 伊藤 泰雄
CM-02 腸重積症の疫学 聖路加国際病院小児科 草川 功
CM-03 腸重積症の診断基準と画像診断 仙台市立病院救命救急部・小児科 村田 祐二
CM-04 腸重積症の重症度判定基準 杏林大学医学部小児外科 浮山 越史
CM-05 腸重積症の治療（ 1）―非観血的整復の方法 聖マリアンナ医科大学小児外科 川瀬 弘一
CM-06 腸重積症の治療（ 2）―治療に関する諸問題 東京都立小児総合医療センター外科 鎌形正一郎
CM-07 診療ガイドラインと医療訴訟 国際医療福祉大学臨床医学研究センター化研病院 吉田 雅博

10：00～11：00
国際セッション Active Pediatric Surgeone in Asia 司会 山 高 篤 行（順天堂大学)

連 利 博（茨城県立こども病院)

APSA-01 The novel pro-apoptotic effect induced by RECK (reversion-inducing cysteine-rich protein
with Kazal motifs) in neuroblastoma cells

Division of Pediatric Surgery, Department of Surgery,
Far Eastern Memorial Hospital, NewTaipei, Taiwan

Yun Chen
APSA-02 Management of acute intestinal intussuception in National Paediatric Hospital-Cambodia

Dept. of Pediatric Surgery, National Pediatric Hospital. Phnom Penh, Cambodia
Cheng Ngiep OU

APSA-04 Esophageal foreign bodies in children in Vladivostok
Dept. of Pediatric Surgery Vladivostok State Medical University, Russia

Nadezda S. Bondarenko
APSA-05 Esophageal atresia in children (EA) Vladivostok State Medical University, Russia

Natalia A. Batmanova
APSA-06 Biology of intersex Children with True Hermaphroditism

Dept. of Pediatric Surgery, All India Institute of Medical Sciences, India
Devendra K Gupta
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12：00～12：50
ランチョンセミナー 6

午後の部
13：00～14：30

シンポジウム IV 小児外科と漢方 3 司会 前 田 貢 作（自治医科大学)
吉 田 英 生（千葉大学)

S4-01 胃食道逆流症術後の嘔吐・咽喉頭不快感に対する半夏瀉心湯の使用経験
自治医科大学医学部外科学講座小児外科 田附 裕子

S4-02 乳児胆汁うっ滞症例に対する茵ちん蒿湯の利胆効果に関する検討
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 井深 奏司

S4-03 乳児肛門周囲膿瘍の治療における漢方薬（排膿散及湯・十全大補湯）の効果に関する検討
飯塚病院小児外科 宮田 潤子

S4-04 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
S4-05 小児外科での漢方治療戦略 山梨大学医学部外科，小児外科 高野 邦夫
(シンポジウム IV 教育講演) ヒトにおける胃，小腸，大腸の通過時間に及ぼす大建中湯の作用

川崎医科大学検査診断学（内視鏡・超音波） 眞部 紀明

16：45～17：00
閉会の辞

第 1ポスター会場

午後の部
14：00～16：45

ポスターセッション

14：00～14：45
ポスターセッション 良性腫瘍 1 座長 杉 藤 公 信（日本大学)

P-326 当科における喉頭血管腫の治療 兵庫県立こども病院小児外科 田村 亮
P-327 血管奇形に対するポリドカノールを用いた硬化療法 北里大学医学部外科 田中 潔
P-328 腸閉塞を繰り返した小腸原発巨大血管腫の一例

山梨大学医学部付属病院心臓血管，呼吸器，小児外科 蓮田 憲夫
P-329 乳幼児難治性肝血管腫に対する全国調査報告 国立成育医療研究センター外科 黒田 達夫
P-330 前胸壁に発生した Angiomatosisの一例 山口県立総合医療センター小児外科 片山 修一
P-331 異時性にリンパ管腫と血管腫との合併病変となった長期経過観察の 3例

新潟大学大学院小児外科 塚田 真実
P-332 炎症を契機に自然消退した乳児後腹膜リンパ管腫の 1例 新潟県立中央病院小児外科 内山 昌則

14：45～15：25
ポスターセッション 良性腫瘍 2 座長 杉 山 正 彦（東京大学)

P-333 巨大なポリープにより救急処置を要した Peutz-Jeghers症候群（P-J）の 2例
杏林大学医学部小児外科学教室 増古賢太郎

P-334 当診療グループにおける小腸腫瘍・腫瘤の 8例の検討 昭和大学小児外科診療グループ 田山 愛
P-335 当科で経験した若年性ポリープについての検討 関西医科大学附属枚方病院小児外科 荒木 吉朗
P-336 ダウン症候群を合併した Zollinger-Ellison症候群の男児例 香川大学医学部小児外科 藤井 喬之
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P-337 母と同様に Alport症候群かつ食道び漫性平滑筋腫を発症した 1小児例
倉敷中央病院外科 金城 昌克

P-338 腹腔鏡下天蓋開窓術を施行した脾囊胞の 1例
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門 田中 宏明

15：25～16：05
ポスターセッション 良性腫瘍 3 座長 木 下 義 晶（九州大学)

P-339 当科における卵巣疾患の治療経験 埼玉医科大学医学部小児外科 甲斐 裕樹
P-340 当科における 15 年間の卵巣腫瘍についての検討～卵巣甲状腺の 1例を含めて～

獨協医科大学第一外科・小児外科 岡本健太郎
P-341 卵巣成熟型奇形腫に対する手術術式の検討 富山市民病院小児外科 岡田 安弘
P-342 当院で経験した卵巣腫瘍 58 症例の検討と卵巣腫瘍茎捻転の治療戦略

埼玉県立小児医療センター小児外科 神保 教広
P-343 前縦隔原発デスモイド腫瘍の一例 日本大学医学部小児外科学 吉澤 信輔
P-344 鏡視下手術中，偶然発見された異所性副腎皮質の女児例 徳島大学病院 久山 寿子

16：05～16：45
ポスターセッション 良性腫瘍 4 座長 田 中 潔（北里大学)

P-345 急速に増大し，術後に再発を認めた後頚部脂肪芽腫の 1例 東京大学病院小児外科 高橋 正貴
P-346 右上縦隔に発生した angiomatoid fibrous histiocytoma の 1乳児例

長野県立こども病院外科 有井 瑠美
P-347 下顎部に発生した血管腫様線維組織球腫の 1例

福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科学講座 岡 陽一郎
P-348 仙骨部皮下に生じた脂肪線維腫症の乳児例 秋田組合総合病院小児外科 畑澤 千秋
P-349 腹直筋原発デスモイド腫瘍の一症例 順天堂大学医学部小児外科・小児泌尿生殖器外科 下高原昭廣
P-350 腹腔内精巣より発生した成熟奇形腫の 1例 埼玉県立小児医療センター小児泌尿器科 宮川 亨平

14：00～14：40
ポスターセッション 胚細胞性腫瘍 座長 近 藤 知 史（名古屋市立大学)

P-351 仙尾部囊胞状奇形腫の 5例 関西医科大学附属枚方病院小児外科 松島 英之
P-352 仙尾部奇形腫の術後に肝機能障害を認め，肝生検の結果や臨床症状から

Alagille症候群が疑われた 1症例 久留米大学外科学講座小児外科部門 小島伸一郎
P-353 縦隔原発胚細胞性腫瘍の 1例 日本大学医学部小児外科 古屋 武史
P-354 後縦隔原発多発肝転移をともない，化学療法のみで寛解した yolk sac tumorの 1例

筑波大学附属病院小児外科 星野 論子
P-355 子宮頚部原発未熟奇形腫の 1例 盛岡赤十字病院小児外科 畠山 元
P-356 精巣成熟奇形腫に対する腫瘍核出術 茨城県立こども病院小児外科 濟陽 寛子

14：40～15：05
ポスターセッション 腎腫瘍 座長 池 田 均（獨協医科大学越谷病院)

P-357 当科で経験した腎多房性囊胞性病変の 4例 東北大学小児外科 風間 理郎
P-358 横隔膜上部下大静脈に至る腫瘍塞栓を認めたWilms腫瘍の 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 松下 航平
P-359 CTで多房性囊胞性病変が疑われた clear cell sarcoma of the kidney の 1例

筑波大学小児外科 藤代 準
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P-360 奇形腫に類似した囊胞様構造を呈した腎外性腎芽腫の 1例
北九州市立医療センター小児外科 廣瀬龍一郎

15：05～15：50
ポスターセッション 悪性腫瘍 1 座長 田 尻 達 郎（九州大学)

P-361 小児悪性腫瘍に対する腫瘍生検術の検討 大阪市総合医療センター小児外科 堀池 正樹
P-362 小児悪性固形腫瘍における拡散強調MRIの有用性について 鹿児島大学医学部小児外科 山田 和歌
P-363 胸腔内悪性神経症腫の 1例 広島大学病院展開医科学講座外科学（旧第一外科）小児外科 上松瀬 新
P-364 集学的治療にて救命し得た小児巨大肺腫瘍の一例 岩手医科大学外科 小林めぐみ
P-365 5 歳男児に発生した巨大胸腺腫の 1手術例 福井大学医学部第二外科 池田 岳史
P-366 One window & one puncture 法により切除し得た小児肺癌の一例

東海大学医学部外科学系呼吸器外科学 中川 知己
P-367 後頚部リンパ管腫の診断で治療経過中に多発肺転移を認め，滑膜肉腫と診断された一例

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 久田 正昭

15：50～16：40
ポスターセッション 悪性腫瘍 2 座長 平 井 みさ子（茨城県立こども病院)

P-368 甲状舌管囊胞に合併した甲状腺乳頭癌の小児例 りんくう総合医療センタ―外科 飯干 泰彦
P-369 小児膵 solid-pseudopapillary tumor の 2例 獨協医科大学病院第一外科小児外科 山口 岳史
P-370 胆道閉鎖症術後に原発不明癌を合併した一例 久留米大学病院小児外科 吉田 索
P-371 11 歳女児に発症した大腸癌の一例 佐賀県立病院好生館外科 高橋由紀子
P-372 12 歳に発生した結腸印環細胞癌の 1例 姫路聖マリア病院外科 高尾 智也
P-373 当院における膵腫瘍 6例の検討：術後の成長発達と膵内外分泌機能

日本大学医学部小児外科 杉藤 公信
P-374 当院における横紋筋肉腫 22 症例の臨床病理学的検討

―特に再発・転移症例と大量化学療法について― 大阪大学小児成育外科学 上原秀一郎
P-375 当院における横紋筋肉腫 24 症例の検討 兵庫県立こども病院小児外科 清水 裕史

14：00～14：50
ポスターセッション 重症心身障害児 1

座長 川 原 央 好（大阪府立母子保健総合医療センター)

P-376 重症心身障害児の噴門形成手術における幽門形成術の意義：
幽門形成術は術後の胃排出遅延の改善に有用か？ 長野県立こども病院外科 岩出 珠幾

P-377 重症心身障碍児・者に対する誤嚥防止手術の術式選択とその工夫
旭川医科大学外科学講座小児外科 平澤 雅敏

P-378 重症心身障害児の GERDに対する逆流防止術の有効性に関する検討
獨協医科大学越谷病院小児外科 石丸 由紀

P-379 重症心身障がい児の空気嚥下症に対する新しい術式
―食道胃離断＋有茎空腸による空気排出孔造設術― 静岡県立こども病院小児外科 福澤 宏明

P-380 喉頭気管分離術施行例の検討 奈良県立医科大学消化器総合外科 金廣 裕道
P-381 重症心身障碍者の胃食道逆流症再発例への食道胃分離手術の経験と周術期管理の問題点

仙台赤十字病院小児外科 中村 潤
P-382 本院における重症心身障害児の手術 加古川市民病院小児外科 馬場 勝尚
P-383 小児消化管機能障害を呈する疾患に関するアンケート調査報告

山梨大学医学部外科，小児外科 高野 邦夫
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14：50～15：45
ポスターセッション 重症心身障害児 2 座長 靍 知 光（聖マリア病院)

P-384 手術を行った胃軸捻転症の検討 宮城県立こども病院外科 佐藤 智行
P-385 当科における気管切開の適応と合併症，予後 近畿大学医学部奈良病院小児外科 澤井 利夫
P-386 喉頭気管分離術の評価と今後の改善点～両親へのアンケートから～

淀川キリスト教病院小児外科 春本 研
P-387 3D-CTを用いた重症心身障害児（者）の胸郭変形の定量化についての検討

愛知県心身障害者コロニー中央病院小児外科 田中 修一
P-388 胃食道逆流症に対する食道内視鏡の意義 東京大学医学部小児外科 小高 哲郎
P-389 脳室腹腔短絡術（V-Pシャント）関連腹腔側合併症の検討

杏林大学医学部小児外科学講座 牧野 篤司
P-390 小児在宅医療の経験―小児外科開業医としての対応― 栗木台かわぐちクリニック 川口 文夫
P-391 direct法による経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）9例の経験 大分県立病院小児外科 飯田 則利
P-392 横行結腸軸捻転症を発症した重症心身障害児の 1例 大分県立病院小児外科 吉丸耕一朗

15：45～16：35
ポスターセッション 遺伝子・発生異常 座長 小 室 広 昭（筑波大学)

P-393 ヒルシュスプルング病患児及び c-Ret変異マウスにおける聴覚神経系の検討
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 孝志

P-394 Hirschsprung病（Shah-Waardenburg症候群）品胎例での遺伝子異常と表現型の検討
神戸大学大学院医学研究科外科学講座小児外科学分野 在間 梓

P-395 ヒルシュスプルング病類縁疾患（hypoganglionosis）の原因遺伝子に関する考察
慶應義塾大学小児外科 下島 直樹

P-396 空回腸閉鎖症の発症に関する臨床的検討 筑波大学臨床医学系小児外科 小室 広昭
P-397 WAGR症候群の経過観察中に腎腫瘍を認めた 2例 広島大学病院小児外科 亀井 尚美
P-398 ARTと新生児外科―当院周産期母子センターにおける 5年間の検討―

自治医科大学小児外科 柳澤 智彦
P-399 染色体 11p15.5 に片親性ダイソミーを呈した Beckwith-Wiedemann症候群に

両側多発性乳房線維腺腫を発症した 1例
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科学，
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 高間 勇一

P-400 18-trisomy患児に対する外科的治療介入―当院における過去 30 年間の経験―
聖マリアンナ医科大学小児外科 青葉 剛史

14：00～14：40
ポスターセッション 小児救急 1 座長 米 倉 竹 夫（近畿大学医学部奈良病院)

P-401 日本小児外科学会主催 PALS講習会への取り組みと参加者へのアンケート結果
日本小児外科学会小児救急検討委員会 靍 知光

P-402 日本小児外科学会専門医取得のための小児救急研修に関する意識調査についてのアンケート調査報告
日本小児外科学会小児救急検討委員会 尾花 和子

P-403 日本小児救急医学会教育・研修委員会のとりくみ 杏林大学医学部小児外科学教室 浮山 越史
P-404 小児救急（外傷）への対応と小児外科医の役割 聖マリアンナ医科大学小児外科 脇坂 宗親
P-405 小児外傷治療における小児外科の役割―15 年間の経験より― 金沢医科大学小児外科 押切 貴博
P-406 当院救命救急センターにおける小児外科医の役割 鹿児島市立病院小児外科 桝屋 隆太
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14：40～15：20
ポスターセッション 小児救急 2 座長 内 山 昌 則（新潟県立中央病院)

P-407 当科における小児外傷の治療状況～肝損傷を中心に～
山形大学医学部附属病院第二外科（小児外科） 江村 隆起

P-408 保存的に経過観察が可能であった外傷性肝仮性動脈瘤の 2例 熊本赤十字病院小児外科 比企さおり
P-409 当科で経験した膵外傷症例の検討 九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 宗崎 良太
P-410 外傷性膵損傷（膵完全離断 Grade IIIa）に対する待機的膵管・膵吻合術の経験

自治医科大学小児外科 久保田仁守
P-411 主膵管損傷を伴う外傷性膵損傷 2例に対する治療経験 兵庫県立こども病院小児外科 田浦 康明
P-412 成人外傷診療に基づく小児外傷診療に対する戦略

兵庫県立塚口病院小児集中治療科小児外科 中條 悟

15：20～16：00
ポスターセッション 小児救急 3 座長 伊 勢 一 哉（福島県立医科大学)

P-413 ドクターヘリ導入による当院の小児救急への対応 茨城県立こども病院小児外科 川上 肇
P-414 当院における遅発性先天性横隔膜ヘルニア症例の検討

京都府立医科大学大学院小児外科学 古川 泰三
P-415 3 日間放置された食道異物に伴う頸部食道穿孔の 1例 兵庫県立塚口病院小児外科 岩間 英明
P-416 腹部超音波検査にて虫垂内異物と診断し，腹腔鏡下虫垂切除術を施行した 1例

大阪市立総合医療センター小児外科 銭谷 昌弘
P-417 保存的治療が奏効して緊急手術を回避し得た小児急性腹症の 2例 飯塚病院小児外科 山田 耕治
P-418 小児急性陰囊症の受診・診断過程の検討 山梨県立中央病院小児外科 大矢知 昇

16：00～16：45
ポスターセッション 胃 座長 大 浜 和 憲（石川県立中央病院)

P-419 先天性幽門閉鎖症の 5例ならびに治療法の検討 静岡県立こども病院小児外科 草深 純一
P-420 特異な経過をたどった重複胃の 1乳児例 県立広島病院成育医療センター小児外科 大津 一弘
P-421 中腸軸捻転にともなった新生児切迫胃破裂の 1例 愛媛県立中央病院小児外科 村守 克己
P-422 新生児胃破裂の病態に関する多施設共同後方視的調査研究

松戸市立病院小児医療センター小児外科 照井 慶太
P-423 CTが術前診断に有用であった同時性重複毛髪胃石による腸閉塞の 2例

近江八幡市立総合医療センター小児外科 青井 重善
P-424 小児の異物に対する対策：消化管二重造影用発泡剤内服が存在部位の

特定に有用であった異物誤飲症例 藤田保健衛生大学医学部小児外科 冨重 博一
P-425 当科における消化管異物 82 例の検討 京都府立医科大学 木村 幸積

14：00～14：50
ポスターセッション 食道 1 座長 水 野 大（岩手医科大学)

P-426 無脾症候群における小胃症を伴う食道裂孔ヘルニアに対する手術の工夫
静岡県立こども病院小児外科 光永 眞貴

P-427 食道粘膜生検症例の後方視的検討から発見された小児好酸球性食道炎
群馬県立小児医療センターアレルギー感染免疫科 山田 佳之

P-428 食道狭窄症を合併した好酸球性食道炎と考えられる 1例 筑波大学附属病院小児外科 五藤 周
P-429 胃食道逆流症における食道内視鏡検査および粘膜生検の意義，

ならびに好酸球性食道炎との病態的関連について 獨協医科大学越谷病院小児外科 藤野 順子
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P-430 小児食道アカラシア 7症例の検討 東京慈恵会医科大学外科 田中圭一朗
P-431 小児食道アカラシアにおける腹腔鏡下根治術 東京慈恵医科大学医学部外科 桑島 成央
P-432 Combined Multichannel Intraluminal Impedance Manometry (MII-EM）による

食道機能評価の試み 千葉大学大学院小児外科学 齋藤 武
P-433 食道重複症に対し腹腔鏡下摘出術を施行した 1例 徳島大学外科学 森 大樹

14：50～15：40
ポスターセッション 食道 2 座長 財 前 善 雄（福岡市立こども病院)

P-434 新生児期に発見された先天性食道狭窄症の 2例 淀川キリスト教病院小児外科 山道 拓
P-435 先天性食道閉鎖症に合併した先天性食道狭窄症の 1例

琉球大学大学院消化器・腫瘍外科学講座 佐辺 直也
P-436 食道閉鎖症術後難治性食道狭窄・食道気管支瘻症例に対する治療の工夫

茨城県立こども病院小児外科 平井みさ子
P-437 食道皮膚瘻を合併した C型食道閉鎖症術後難治性吻合部狭窄の 1例

兵庫県立こども病院外科 横井 暁子
P-438 Gastric Transposition を施行した先天性食道閉鎖症 Gross A型・B型・C型の 3例

新潟市民病院小児外科 飯沼 泰史
P-439 当科における複数回手術を要した食道閉鎖症合併症例の検討

富山大学医学部附属病院第二外科 渡邊 智子
P-440 Gross C型 long gap食道閉鎖に対して Foker法による体外延長術を施行した 1症例

近畿大学医学部奈良病院小児外科 小角 卓也
P-441 18 trisomyに合併した C型食道閉鎖症例の治療経験 兵庫県立こども病院小児外科 岡本 光正

15：40～16：25
ポスターセッション 十二指腸 座長 寺 倉 宏 嗣（熊本赤十字病院)

P-442 急性腸炎に続発した十二指腸潰瘍の 3幼児例 富山市立富山市民病院小児外科 山崎 徹
P-443 学童期に狭窄症状を呈した輪状膵の 1例

昭和大学横浜市北部病院こどもセンター小児外科 大橋 祐介
P-444 空腸閉鎖術後に生じた巨大十二指腸症の一例 沖縄県立中部病院小児外科 福里 吉充
P-445 腸回転異常症を合併し肛門側腸管が apple peel型を呈した先天性十二指腸閉鎖症の 1例

日本大学医学部附属板橋病院小児外科 渡邉 揚介
P-446 不完全内蔵逆位に合併した先天性十二指腸狭窄症の 1例 九州厚生年金病院小児外科 上村 哲郎
P-447 一過性異常骨髄症を伴った先天性十二指腸狭窄症の一例 京都第一赤十字病院小児外科 樋口 恒司
P-448 先天性十二指腸閉鎖/狭窄症 80 例の検討 日本赤十字社医療センター小児外科 石田 和夫
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第 2ポスター会場

午後の部
14：00～16：05

ポスターセッション

14：00～14：45
ポスターセッション 国際セッション 4 座長 金 森 豊（国立成育医療研究センター)

P-449 Intraoperative colonoscopy facilitates safe dissection of the distal rectal pouch in male high/
intermediate type imperforate anus patients without rectourethral fistula

Department of Pediatric General and Urogenital Surgery,
Juntendo University School of Medicine, Japan

GoMiyano
P-450 Comparing clinical assessment protocols for postoperative fecal continence in imperforate anus

Department of Pediatric General and Urogenital Surgery,
Juntendo University School of Medicine, Japan

Takanori Ochi
P-451 Long-term survival with cloacal dysgenesis sequence: A case report

Dept. of Pediatric Surgery, Ibaraki Children’s Hospital, Mito, Japan
Toshihiro Yanai

P-452 Bilateral duplex kidney associated with the urogenital sinus and four megaureters. A case report
Pediatric Surgery, Juntendo University School of Medicine, Japan

Nana Nakazawa
P-453 Retroperitoneoscopic adhesiolysis: renovascular ureteropelvic junction obstruction A case report

Department of Pediatric General and Urogenital Surgery, Juntendo University School of Medicine, Japan
Hiroyuki Koga

P-454 Surgical strategies for pediatric ovarian tumors
Department of Pediatric Surgery, Reproductive and Developmental Medicine,

Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan
Tatsuro Tajiri

14：45～15：30
ポスターセッション 直腸肛門奇形 1 座長 加 藤 純 爾（愛知県心身障害者コロニー中央病院)

P-456 総排泄腔異常症の術後長期成績―とくに PUMの有用性について
東京都立小児総合医療センター外科 東間 未来

P-457 総排泄腔遺残症患児の上部尿路異常と腎機能予後についての検討
東京都立小児総合医療センター泌尿器科 坂井 幸子

P-458 総排泄腔奇形における排尿状態，腎機能に関する検討 あいち小児保健医療総合センター 渡辺 仁人
P-459 総排泄腔外反症に対する治療戦略―恥骨接合は必要か？―

大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 奈良 啓悟
P-460 高位鎖肛に対する PSARP術後排便機能の経時的変化の検討 東北大学医学部小児外科 西 功太郎
P-461 腹腔鏡補助下鎖肛根治術に対する中期予後 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科 古賀 寛之
P-462 会陰アプローチによる仙骨前隙を利用した腹腔鏡下手術 防衛医科大学校外科小児外科 檜 顕成
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15：30～16：05
ポスターセッション 直腸肛門奇形 2 座長 羽 金 和 彦（国立病院機構栃木病院)

P-463 ～稀な直腸肛門奇形～直腸閉鎖の一例 広島市民病院小児外科 向井 亘
P-464 重複肛門の二例 沖縄県立中部病院小児外科 福里 吉充
P-465 重複肛門に対する治療：当科の経験 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科 古賀 寛之
P-466 肛門前庭瘻に合併したMayer-Rokitansky-Kuster-Hauser 症候群の一例

金沢医科大学小児外科 安井 良僚
P-467 術後再開通を来した直腸前庭瘻の一例 広島大学病院 河島 茉澄
P-468 H型直腸腟前庭瘻に対し直腸腟前壁 Pull-through法が有用であった 2例

京都府立医科大学小児外科 田中 智子

14：00～14：45
ポスターセッション 神経芽腫 座長 菱 木 知 郎（千葉大学)

P-469 神経芽細胞腫における腫瘍幹細胞の同定と分離（第一報）
埼玉医科大学急患センター（ER） 松木 盛行

P-470 進行神経芽腫における外科治療の役割について 名古屋大学大学院小児外科 田井中貴久
P-471 CUSAと vessel sealing system を併用した進行神経芽腫摘出術の経験

千葉大学大学院医学研究院小児外科学 菱木 知郎
P-472 Ataxia without opsoclonus-myoclonusにより発見された神経芽腫の 3例

近畿大学医学部奈良病院小児外科 前川 昌平
P-473 囊胞性神経芽腫の 2例 自治医科大学小児外科 中神 智和
P-474 oncologic emergencyをきたし治療強度を上げて対処した新生児胸部神経芽腫の 1例

田附興風会医学研究所北野病院小児外科 服部 健吾
P-475 新生児期 1期と乳児期 4S期として異時性発生した両側副腎原発神経芽腫の一例

熊本大学医学部附属病院小児外科・移植外科 李 光鐘

14：45～15：15
ポスターセッション 肝芽腫 座長 米 田 光 宏（大阪府立母子保健総合医療センター)

P-476 小児肝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 須貝 道博
P-477 新生児肝芽腫の一例 神奈川県立こども医療センター外科 平田 義弘
P-478 39ヶ所の多発肺転移巣を順次切除し，寛解を得ている肝芽腫の一例

神奈川県立こども医療センター外科 北河 徳彦
P-479 治療抵抗性肝芽腫に対し肝動脈化学塞栓療法を施行した 2症例 日本大学医学部小児外科 星 玲奈
P-480 治療終了 4年後，針生検部に再発を認めた肝芽腫の 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 佐々木 潔

15：15～16：05
ポスターセッション 研究・その他 3 座長 木 村 修（京都府立医科大学)

P-481 A型食道閉鎖症に対する新術式の開発：NOTESアプローチを用いた animal study
東京大学医学部小児外科 石丸 哲也

P-482 当院で経験した肥厚性幽門狭窄症に対する静注アトロピン療法とその限界についての検討
国立三重病院小児外科 小池 勇樹

P-483 幼若家兎を用いたスライド気管形成術の基礎的検討
神戸大学大学院医学研究科小児外科学分野 高野 洋一
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P-484 細胞増殖因子を含有する調製血清システムを導入したヒト気管軟骨の増殖能についての研究
東京大学医学部附属病院小児外科 古村 眞

P-485 経腸栄養状態と遊離アミノ酸シトルリン値の動きについて
鹿児島大学医学部歯学部附属病院小児診療センター小児外科 武藤 充

P-486 佐賀県の小児医療における小児外科の役割 佐賀県立病院好生館小児外科 生野 猛
P-487 当院におけるプレパレーション活動の変遷と課題

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
P-488 医学教育としての小児外科卒前教育・卒後研修 富山大学医学部医学教育学 廣川慎一郎
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