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第 3 日（6 月 1 日，土曜日）
第 1 会場（コンコード AB）
午前の部
8：30〜9：15
要望演題 10

小児外科領域における再生医療

座長

越 永 従
古 村

道（日本大学）
眞（埼玉医科大学）

OS10-1 気管狭窄症に対する次世代治療法の開発研究
埼玉医科大学小児外科 古村
眞
OS10-2 鎖肛術後における排便機能障害に対する脱分化脂肪細胞（DFAT）を用いた新規治療法の検討
崇
日本大学医学部外科学講座小児外科部門 細川
OS10-3 胎児脊髄髄膜瘤動物モデルへのゼラチンスキャフォルドを用いた胎児再生治療
フィラデルフィア小児病院小児外科胎児外科 渡邊 美穂
OS10-4 胎児治療における細胞を用いた再生誘導治療の可能性
フィラデルフィア小児病院小児外科，胎児外科 渡邊 美穂
OS10-5 バイオラピッドプロトタイピングシステム（BRP system）を用いた立体的肝組織の構築
佑典
九州大学大学院医学研究院小児外科学 栁
9：15〜10：25
シンポジウム 3

造膣術のタイミングとその評価
座長 島 田
窪 田

憲
正

次（大阪府立母子保健総合医療センター）
幸（新潟大学）

S3-1 計画的な膣形成を行うためのアプローチ
東京都立小児総合医療センター外科
S3-2 総排泄腔に対する長期的治療戦略：造膣術後のフォローについて
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科
S3-3 腟形成術を施行した症例の検討
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児外科
S3-4 総排泄腔遺残に対する造膣術の検討：特に腸管利用造膣術のタイミングについて
茨城県立こども病院小児外科，小児泌尿器科
宮城県立こども病院外科
S3-5 総排泄腔外反症における造膣術の検討
10：30〜11：15
教育講演 2

司会

橋

都

浩

ロボティック・サージェリーの未来
12：00〜13：00
ランチョンセミナー 5

未来

田附
加治

裕子
建

矢内 俊裕
天江新太郎

平（株式会社ドリームインキュベータ）

生命科学の流れと小児外科学に期待していること
東京大学名誉教授，（独）日本学術振興会理事
11：15〜12：00
教育講演 3

東間

司会

森

川

康

浅

島

誠

英（国際医療福祉大学）

東京大学大学院工学系研究科

光

石

衛
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午後の部
13：00〜14：50
国際パネルディスカッション 6

Collaboration in education among Asian countries
座長 Devendra K Gupta（King George’s Medical University, India）
田 口 智 章（九州大学）

IPD6-1 Collaboration in Pediatric Surgical training & education among Asian countries-Bangladesh
Dhaka Medical College, Bangladesh
Abdul Hanif Tablu
IPD6-2 Collaboration in Education of Pediatric Surgeons among Asian Countries - from Taiwan
National Taiwan University Hospital, Taiwan
Hong-Shiee Lai
IPD6-3 Formal and Informal Networking of Pediatric Surgeons in Asia, a Korean View Point
The Catholic University of Korea, South Korea
Myung-Duk Lee
IPD6-4 Internationalization: a blueprint for collaborative education in Asia
The University of Hong Kong, Queen Mary Hospital, Hong Kong
Paul Tam
IPD6-5 Challenges, Being a Paediatric Surgeon in Cambodia, and Contribution of the Foundation
International Development/Relieff Japan
National Pediatric Hospital, Phnom Penh, Cambodia
Vuthy Chhoeurn
IPD6-6 Collaboration in Education among Asian Countries – Singapore
KK Hospital for Women and Children, Singapore
Anette S Jacobsen
IPD6-7 Collaboration in Education of Pediatric Surgery in Asian Countries
~The Activity of Sukoyaka Grant for Maternal and Child Health~
Wakayama Medical University, School of Medicine, Japan
Akio Kubota
追加発言 Takao Okamatsu（Foundation for International Development/Rekief（FIDR））
Our Contributions to the Field of Pediatric Surgery in Cambodia
14：50〜15：35
要望演題 11

水腎症の長期予後

座長

中

井

秀

郎（自治医科大学）

Keynote Lecture 4 出生前診断された先天性水腎症の長期予後（Review）
大阪府立母子保健総合医療センター泌尿器科 島田 憲次
OS11-1 待機的治療の後手術的治療を必要とした高度先天性水腎症例の検討
東京都立小児総合医療センター泌尿器科・臓器移植科 佐藤 裕之
OS11-2 当科における腎盂尿管移行部狭窄症の長期予後の検討
東京大学医学部小児外科 藤代
準
OS11-3 先天性水腎症の予後判定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
15：35〜16：30
パネルディスカッション 2

我が国における多施設共同研究
座長

松
河

藤
野

美

凡（鹿児島大学）
幸（金沢医科大学）

PD2-1 男児高位鎖肛に対する腹腔鏡補助下根治術の術後排便機能と晩期合併症に関する多施設共同
後ろ向き研究
直腸肛門奇形研究会男児高位鎖肛に対する多施設共同研究準備委員会 石丸

哲也
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PD2-2 ヒルシュスプルング病類縁疾患の多施設共同研究
九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 田口 智章
PD2-3 LPEC 研究会 8 施設における小児鼠径ヘルニアの術後再発頻度とその原因について
沖縄ハートライフ病院・ヘルニアセンター 嵩原 裕夫
PD2-4 日本胆道閉鎖症研究会による胆道閉鎖症全国登録事業
東北大学医学系研究科小児外科学分野 佐々木英之
第 2 会場（コンコード C）
午前の部
8：30〜10：15
国際パネルディスカッション 4

Pediatric oncology
座長 Devendra K Gupta（King George’s Medical University, India）
池 田
均（獨協医科大学越谷病院）

IPD4-1 Effects of endostatin and a new drug Terpestacin against human neuroblastoma xenograft and cell lines
Yonsei University College of Medicine, South Korea
Seung Hoon Choi
IPD4-2 Impact of surgery in high risk nephroblastoma
University of Tübingen, Germany
Jörg Fuchs
IPD4-3 Diagnosis and Current treatment of Complex Vascular Anomalies
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, University of Cincinnati College of Medicine, USA
Richard G. Azizkhan
IPD4-4 Cisplatin plus pirarubicin based chemotherapy for hepatoblastoma: Experience and future in JPLT
Department of Pediatric Surgery, Hiroshima University Hospital, Japan
Eiso Hiyama
IPD4-5 Surgery and urogenital outcomes in pelvic rhabdomyosarcomas / soft tissue sarcomas in boys
Chiba Univerisity Graduate School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Japan
Tomoro Hishiki
10：15〜12：00
国際パネルディスカッション 5

IPD5-1 Accident Prevention in Childhood

Pediatric trauma
座長 J.Boix Ochoa（Global Consensus in Pediatrics, Spain）
前 田 貢 作（自治医科大学）
Medical University of Graz, Austria
Michael E. Höllwarth

IPD5-2 Laparoscopy and Thoracoscopy in the Management of Pediatric Trauma
Children’s Mercy Hospitals and Clinics, USA
George W. Holcomb, III
IPD5-3 Surgical treatment of blunt pancreatic trauma in children
Jichi Medical University, Japan
Kosaku Maeda
IPD5-4 Activities of Japanese Society of Pediatric Surgeons for Tohoku Earthquake and Tsunami Support
Committee of Survey for Pediatric Emergencies of the Japanese Society of Pediatric Surgeons
Takeo Yonekura
12：00〜13：00
ランチョンセミナー6
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午後の部
13：00〜13：15
ワークライフバランス検討委員会報告
「小児外科医のワークライフバランスに関するアンケート調査」結果報告
日本小児外科学会ワークライフバランス検討委員会
15：00〜15：45
一般口演 5

成人期に到達した症例の問題点

座長

石

田

和

中

呼吸器

座長

高

さおり

夫（日本赤十字社医療センター）

O5-1 当科で経過観察中の先天性食道閉鎖症の長期予後
千葉大学医学部附属病院小児外科
O5-2 先天性食道閉鎖の長期経過〜成人期に至るまで〜
神奈川県立こども医療センター外科
O5-3 青年期・成人期に達した横隔膜ヘルニアの問題点
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科
O5-4 成人に到達した胆道閉鎖症症例に対する生体肝移植
九州大学大学院小児外科
O5-5 小児肝移植後キャリーオーバー症例の問題点
熊本大学医学部附属病院小児外科・移植外科
15：45〜16：50
一般口演 6

原

見

澤

齋藤
望月

武
響子

田附
林田

裕子
真

李

光鐘

滋（長野県立こども病院）

O6-1 先天性嚢胞状腺腫様奇形の組織学的診断基準の再構築の試み
―当センター症例の臨床病理学的再検討から―
神奈川県立こども医療センター病理診断科 田中 水緒
O6-2 気管支閉鎖を中心とした先天性肺嚢胞性疾患の分類のこころみ
―CCAM は気管支閉鎖にともなう 2 次的変化である―
東京都立小児総合医療センター外科 小森 広嗣
O6-3 後天性声門下腔狭窄症に対する Extended Partial Cricotracheal Resection
愛仁会高槻病院小児外科 津川 二郎
O6-4 重症気管・気管支軟化症に対する気管・気管支外ステント術 5 例の検討
埼玉県立小児医療センター小児外科 高澤 慎也
O6-5 皮弁作成による喉頭気管分離術―合併症とその対策―
静岡県立こども病院小児外科 福本 弘二
O6-6 胎児横隔膜ヘルニアにおける重症度指標 O/E LHR と L/T 比との相関関係
大阪大学小児成育外科 臼井 規朗
O6-7 先天性横隔膜ヘルニア術後の胸郭変形の検討
名古屋大学医学部付属病院小児外科 牧田
智
O6-8 先天性横隔膜ヘルニアを合併した Fontan 手術適応患者の予後：わが国における全国調査より
大阪府立母子保健総合医療センター循環器科 塩野 展子
17：00〜17：30
閉会式
第 3 会場（錦）
午前の部
7：30〜8：30
モーニングセミナー 2
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代

準（東京大学）

O7-1 胆道閉鎖症における新しい自己肝線維化スコアの開発
慶應義塾大学医学部小児外科
O7-2 長期自己肝生存中の胆道閉鎖症患者における肝線維化の変化
慶應義塾大学医学部小児外科
O7-3 先天性胆道拡張症における肝線維化症例の臨床的検討
京都府立医科大学小児外科
O7-4 胆道閉鎖症術後の続発性肺血流異常症例の検討
東北大学小児外科
O7-5 胆道閉鎖症と先天性胆道拡張症の出生前診断例の取り扱い
東北大学病院小児外科
O7-6 乳児期胆汁鬱滞性疾患における肝内 surfactant protein D の検討
兵庫医科大学病院小児外科
9：20〜10：15
ビデオセッション 1

座長

漆
佐

原
藤

直
正

富田

紘史

富田 紘史
文野 誠久
岡村
敦
田中
拡
阪

龍太

人（静岡県立こども病院）
人（北野病院）

V1-1 先天性気管狭窄症に対してスライド気管形成術を施行した低出生体重児の 1 例
静岡県立こども病院小児外科 森田 圭一
V1-2 新生児・乳児期に胸腔鏡下横隔膜縫縮術を施行した横隔膜弛緩症の 2 例
京都府立医科大学附属病院小児外科学 若尾 純子
V1-3 輪状膵を伴う十二指腸閉鎖症術後の膵炎に対して幽門輪温存膵頭十二指腸切除を施行した 1 女児例
兵庫医科大学外科学小児外科 奥山 宏臣
V1-4 腎の 4 分の 3 を占める多房性嚢胞性腎腫瘤に対する腹腔鏡下腎部分切除術
埼玉県立小児医療センター外科 田中裕次郎
V1-5 腹腔鏡下噴門形成術後再発防止を目指したメッシュによる食道裂孔縫縮部補強法
埼玉県立小児医療センター小児外科 益子 貴行
V1-6 誤嚥防止術における合併症予防の工夫
福島県立医科大学附属病院小児外科 伊勢 一哉
10：15〜11：00
ビデオセッション 2

座長

増
石

本
橋

幸
広

二（筑波大学）
樹（徳島大学）

V2-1 多発合併奇形を伴った完全型喉頭気管食道裂の 1 例
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 谷
岳人
V2-2 先天性 H 型気管食道瘻に対する胸腔鏡下根治術
静岡県立こども病院小児外科 漆原 直人
V2-3 小児肺嚢胞性疾患に対する胸腔鏡下肺区域切除
名古屋大学大学院小児外科 金子健一朗
V2-4 Duhamel 法を用いた腹腔鏡下 Hirschsprung 病手術の経験
藤田保健衛生大学医学部小児外科 加藤 充純
V2-5 紡錘型胆道拡張症に対する腹腔鏡下手術：確実な膵内胆管処理のための術中胆道鏡の有用性
茨城県立こども病院小児外科 矢内 俊裕
11：00〜11：55
一般口演 8

小児内視鏡手術

O8-1 膿瘍形成性虫垂炎に対して interval appendectomy は必要か
―緊急腹腔鏡下虫垂切除術の経験から―
O8-2 小児内視鏡手術：複雑性虫垂炎治療の問題点

座長

八
寺

木
倉

宏

誠（近畿大学）
嗣（熊本赤十字病院）

北里大学医学部外科 田中
潔
長野赤十字病院小児外科 北原修一郎
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O8-3 小児 abdominoscrotal hydrocele（ASH）に対する腹腔鏡下手術
徳島大学病院小児外科・小児内視鏡外科 石橋 広樹
O8-4 非触知精巣における腹腔鏡先行手術の臨床的検討＆今後の課題：展望について
埼玉県立小児医療センター外科部泌尿器科 多田
実
O8-5 Long gap C 型食道閉鎖術後，気管食道瘻再発に対する胸腔鏡下根治術の 1 症例
埼玉県立小児医療センター小児外科 出家 亨一
O8-6 Nuss 法再手術の有用性
東京慈恵会医科大学外科 芦塚 修一
午後の部
13：00〜13：35
一般口演 9

直腸・肛門

座長

広

部

誠

一（東京都立小児総合医療センター）

O9-1 当院における直腸肛門奇形根治術後合併症に対する外科的治療
慶應義塾大学医学部小児外科 清水 隆弘
O9-2 直腸肛門奇形における病型診断法と人工肛門造設の整合性についての検討：Invertography は有用か？
諭
茨城県立こども病院小児外科 松田
O9-3 鎖肛に対する乳児期の泌尿器科的評価と予後の検討
東京都立小児総合医療センター泌尿器科・臓器移植科 坂井 幸子
O9-4 総排泄腔外反症の病型の検討
兵庫県立こども病院外科 横井 暁子
14：00〜15：00
アフタヌーンセミナー2
15：00〜15：40
一般口演 10

腫瘍

座長

米

田

光

宏（大阪府立母子保健総合医療センター）

O10-1 本邦における胎児仙尾部奇形腫の周術期合併症および術後排便・排尿障害・下肢の運動障害の検討
九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 宗崎 良太
O10-2 出生前診断された仙尾部奇形腫の組織診断と臨床像の関連および再発症例の検討
大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 米田 光宏
O10-3 小児仙尾部胚細胞性腫瘍の臨床病理学的検討
―奇形腫術後卵黄嚢腫瘍および卵黄嚢腫瘍・奇形腫の併存を中心に
神奈川県立こども医療センター病理診断科 吉田真理子
O10-4 LIT1 遺伝子を標的とした PYRROLE-IMIDAZOLE POLYAMIDE（PIP）の抗腫瘍効果の検討
日本大学医学部外科学系小児外科学分野 吉澤 信輔
O10-5 ターゲットキャプチャーを用いた神経芽腫におけるエピジェネティック関連遺伝子の
網羅的ゲノム解析
東京大学医学部附属病院小児外科 星野 論子
15：40〜16：20
一般口演 11

消化管 2

座長

内

田

恵

一（三重大学）

O11-1 消化管穿孔を生じた極低出生体重児の神経学的予後―非外科疾患児との比較―
埼玉県立小児医療センター外科 田中裕次郎
O11-2 免疫組織化学染色を用いたヒルシュスプルング病類縁疾患に対する病理学的評価
国立成育医療研究センター病理診断部 畑中 政博
O11-3 分節状Ｓ状結腸拡張症例の検討 〜ヒルシュスプルング病合併疾患との鑑別の重要性
東京都立小児総合医療センター消化器科 立花 奈緒
O11-4 当科で経験した 1 才以降に診断が確定したヒルシュスプルング病症例の検討
兵庫県立こども病院外科 中尾
真
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O11-5 排便時出血に対する CT colonography の有用性の検討
香川大学医学部附属病院小児成育外科

久保

裕之

ポスター会場（花 ABCD）
午後の部
13：30〜13：55
ポスターセッション 37

良性腫瘍 1

座長

平

井

みさ子（茨城県立こども病院）

P37-1 原発性肺腫瘍が疑われた全身型若年性黄色肉芽腫の 1 例
大阪市総合医療センター小児外科
P37-2 肺原発炎症性筋線維芽細胞腫瘍の 1 例
奈良県立医科大学消化器総合外科
P37-3 頸部アプローチで全摘し得た巨大頚部縦隔脂肪芽腫の 2 例 京都府立医科大学小児外科
P37-4 腹腔内遊離腫瘍の一例―Inflammatory myofibroblastic tumor― 獨協医科大学病院第一外科
P37-5 小児における脾血管筋脂肪腫の一例
茨城県立こども病院
13：55〜14：20
ポスターセッション 38

良性腫瘍 2

座長

杉

藤

公

堀池 正樹
金廣 裕道
笹栗 由貴
谷 有希子
藤澤 空彦

信（日本大学）

P38-1 結節性硬化症に伴う巨大腹壁皮下腫瘍の 2 例 大阪大学大学院医学研究科小児成育外科 銭谷 昌弘
P38-2 Subcutaneous Bronchogenic Cyst：自験例 5 例の報告および文献的考察
関西医科大学附属枚方病院小児外科 坂口 達馬
P38-3 小児に発生した包皮腫瘍の 2 例
亀田総合病院小児外科 小池 能宣
P38-4 小児皮下腫瘤の検討
獨協医科大学越谷病院小児外科 青木真理子
P38-5 副腎を一部温存し，腫瘍全摘を行った両側褐色細胞腫の一例
筑波大学附属病院小児外科 佐々木 理人
14：20〜15：00
ポスターセッション 39

リンパ管腫 ･ その他

座長

藤

野

明

浩（慶應義塾大学）

P39-1 回盲部から上行結腸，後腹膜に及ぶカポジ肉腫様血管内皮腫の 1 新生児例
北九州市立医療センター小児外科 竜田 恭介
P39-2 肝鎌状間膜に発生した嚢胞状リンパ管腫の 1 例
大垣市民病院小児外科 大島 一夫
P39-3 Spring back ball sign を示した腹部陰嚢リンパ管腫の 1 例
加古川西市民病院小児外科 安福 正男
P39-4 腹部リンパ管腫 5 例の検討
昭和大学医学部外科学講座小児外科部門 大澤 俊亮
P39-5 巨大海綿状リンパ管腫術後の難治性皮膚病変（集簇性小リンパ嚢胞）に対するレーザー焼灼
による治療効果
社会医療法人かりゆし会沖縄ハートライフ病院ヘルニアセンター 嵩原 裕夫
P39-6 漢方薬補助療法が奏効した腰部リンパ管腫の一例
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター小児外科 生野久美子
P39-7 嚢胞性リンパ管腫に対して越婢加朮湯を補助的に用いた 3 例
雪の聖母会聖マリア病院小児外科 田中 宏明
13：30〜13：55
ポスターセッション 40

大腸 1

座長

下

野

隆

一（香川大学）

P40-1 回盲部切除後の寛解維持療法としてインフリキシマブ投与を行った小児クローン病症例の検討
三重大学消化管・小児外科 井上 幹大
P40-2 小児潰瘍性大腸炎手術治療に対する臨床的検討
東京都立小児総合医療センター外科 加藤 源俊
P40-3 基礎疾患のない小児に発症した盲腸捻転症の 1 例
筑波大学医学医療系小児外科 上杉
達
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P40-4 不完全固定型の Malrotation にて下行結腸の絞扼性イレウスを来たした症例
宇治徳洲会病院小児外科
P40-5 難治性便秘に対し単孔式腹腔鏡補助下手術を施行した S 状結腸過長症の一幼児例
兵庫医科大学外科学小児外科
13：55〜14：25
ポスターセッション 41

大腸 2（Hirschsprung 病）
座長 渡 邉

芳

富山

英紀

米山

知寿

夫（あいち小児保健医療総合センター）

P41-1 限局性 S 状結腸拡張症の 1 例
P41-2
P41-3
P41-4
P41-5
P41-6

―免疫染色による病理組織学的検索―
昭和大学医学部外科学講座小児外科部門
先天性クロール下痢症の 1 例
安城更生病院小児外科
当科での小児外科疾患管理における抗生剤耐性菌の検討
愛媛県立中央病院小児外科
ヒルシュスプルング病類縁疾患症例における空回腸人工肛門排液量の検討
慶應義塾大学医学部小児外科講座
腸回転異常症，Hirschsprung 病合併症例の経験
防衛医科大学校病院外科小児外科
Hirschsprung 病に対する治療方針の変遷と術後の排便機能
藤田保健衛生大学医学部小児外科

14：25〜15：00
ポスターセッション 42

胸部 4（横隔膜ヘルニア）
座長 岡

崎

任

田中
彩
棚野 晃秀
村守 克己
石濱 秀雄
北川 大輝
原 普二夫

晴（順天堂大学医学部附属浦安病院）

P42-1 胎児診断された先天性横隔膜ヘルニアの新しい重症度指標
静岡県立こども病院小児外科
P42-2 臨床試験 TOTAL trial で胎児治療の適応基準を満たす先天性横隔膜ヘルニア症例の検討
松戸市立病院小児医療センター小児外科
P42-3 先天性横隔膜ヘルニアにおいて手術時期の検討
兵庫県立こども病院
P42-4 当院における先天性横隔膜ヘルニアの治療変遷と課題
筑波大学小児外科
P42-5 胎児診断された先天性横隔膜ヘルニア症例の検討
広島市立広島市民病院小児外科
P42-6 新生児横隔膜ヘルニア研究班における多施設共同研究の取り組み
九州大学病院小児外科
P42-7 先天性横隔膜（ボクダレック孔）ヘルニアに対する胸腔鏡下手術
愛仁会高槻病院診療部小児外科
13：30〜13：55
ポスターセッション 43

直腸 ･ 肛門 1

座長

岩

井

座長

渕

真也

照井 慶太
河原 仁守
高安
肇
今治 玲助
永田

公二

冨岡雄一郎

潤（千葉県こども病院）

P43-1 診断に苦慮した多発消化器疾患を合併した男児鎖肛の 1 例
愛育会福田病院新生児センター
P43-2 生後 20 時間で結腸穿孔を来した直腸肛門奇形の一例
近江八幡市立総合医療センター小児外科
P43-3 直腸肛門奇形に結腸狭窄を合併した 1 例
加古川西市民病院小児外科
P43-4 臍帯ヘルニアと出生前診断された多発奇形の 1 症例
埼玉医科大学小児外科講座
P43-5 腹腔鏡下鎖肛根治術後に尿閉を生じた 1 例
福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科
13：55〜14：30
ポスターセッション 44 直腸 ･ 肛門 2
P44-1 肛門管温存手術を行った高位直腸閉鎖の一例

矢本

町頭

成郎

津田 知樹
會田 洋輔
佐竹 亮介
廣瀬龍一郎

本 康 史（国立成育医療研究センター）
沖縄県立中部病院小児外科 福里 吉充

396

日小外会誌

第49巻 3 号 2013年 5 月

P44-2 腹膜炎を合併した総排泄腔遺残症の検討
関西医科大学附属枚方病院小児外科
P44-3 直腸尿道瘻術後に直腸癌を発症した 1 例
日本大学医学部小児外科
P44-4 新生児期に診断および手術された直腸 Y 型管状腸管重複症の 1 例
順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科
P44-5 小児の慢性便秘・排便障害に対する大柴胡湯の有用性の検討 新潟大学大学院小児外科
P44-6 当科における小児慢性便秘症治療の検討
長崎大学病院小児外科
P44-7 ALTA による硬化療法を適応し良好な成績を得た小児内痔核の 2 例
草津総合病院小児外科
14：30〜15：00
ポスターセッション 45

泌尿器 2

座長

浦

尾

正

肝 ･ 胆 ･ 膵 2（胆道拡張症）

座長

澁谷 聡一
大山 俊之
小坂太一郎
嶋寺

伸一

彦（順天堂大学医学部附属練馬病院）

P45-1 出生後次第に増大した単純性腎嚢胞の一例
福山医療センター小児外科
P45-2 PIC cystogram で診断した occult VUR に対するデフラックス注入手術について
静岡県立こども病院泌尿器科
P45-3 反復性尿路感染や排尿障害を主訴とした女児遠位部尿道狭窄症 10 例の検討
東京女子医科大学東医療センター小児外科
P45-4 尿膜管洞 15 例の治療経験
地方独立行政法人りんくう総合医療センター外科
P45-5 膀胱結石を経皮的に摘出した幼児の一例
淀川キリスト教病院小児外科
P45-6 小児尿道カルンクルの 1 例
昭和大学病院外科系講座小児外科学部門
13：30〜14：05
ポスターセッション 46

高田 晃平
池田 太郎

鈴

木

達

山中

宏晃

河村

秀樹

土屋 晶義
児玉
匡
山道
拓
千葉 正博

也（藤田保健衛生大学）

P46-1 胎児期に発見され，術前に診断された先天性胆道拡張症の 1 例
名古屋市立大学病院小児・移植外科 高木 大輔
P46-2 Ia 型胆道拡張症に対して肝門部空腸吻合術を行った 1 例
泉大津市立病院小児外科 林
宏昭
P46-3 非胆汁うっ滞性肝硬変をきたした先天性胆道拡張症の 1 例
長野県立こども病院外科 好沢
克
P46-4 反復性高アミラーゼ血症を呈した胆管非拡張型・膵胆管合流異常（高位合流型）の 1 例
獨協医科大学越谷病院小児外科 田原 和典
P46-5 遷延する胆管炎・膵炎に対して術前に内視鏡的胆管膵管ステント留置を行った先天性胆道拡張症の
６歳女児例
日本赤十字社医療センター小児外科 高見 尚平
P46-6 特発性胆嚢穿孔に先天性胆道拡張症を合併した 1 例
福島県立医科大学臓器再生外科学講座 中山
馨
P46-7 胆道穿孔を合併した先天性胆管拡張症の 3 例 近畿大学医学部外科学教室小児外科部門 木村 浩基
14：05〜14：40
ポスターセッション 47

肝 ･ 胆 ･ 膵 3（胆道拡張症・その他）
座長

堀

哲

夫（土浦協同病院）

P47-1 肝管空腸吻合狭窄に対しダブルバルーン内視鏡下にバルーン拡張術を施行した 1 例
宮城県立こども病院外科
P47-2 先天性胆道拡張症術後の肝内胆管結石に対するダブルバルーン内視鏡下治療の有用性
自治医科大学小児外科
P47-3 肝内結石症で加療を要した先天性胆道拡張症術後の 2 例
大分大学医学部第一外科
P47-4 幼児総胆管結石症の 1 症例
鹿児島市立病院小児外科
P47-5 膵胆管合流異常を伴わない難治性膵炎の 3 例
群馬県立小児医療センター外科
P47-6 腹腔鏡下胆嚢亜全摘術を施行した胆嚢肝管の 1 例
福岡市立こども病院小児外科

風間

理郎

小野
滋
當寺ケ盛学
松久保 眞
土岐 文彰
川久保尚徳
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P47-7 胆道拡張症手術における手術創の工夫：乳幼児の臍部小切開アプロ−チについて
茨城県立こども病院小児外科
13：30〜14：00
ポスターセッション 48

動物モデル

座長

江

村

隆

小林
田浦

完
康明

田中圭一朗
森
大樹
眞鍋周太郎

多職種連携 ･ 医療制度
座長

西

明（群馬県立小児医療センター）

P49-1 二分脊椎の集学的治療に関する小児外科および他科，他職種との連携
獨協医科大学越谷病院小児外科
P49-2 医師看護師間連携による Nuss 法術後の客観的疼痛評価の試み
川崎医科大学医学部小児外科
P49-3 低出生体重児ストーマケアにおける職種間連携教育と協働
富山大学医学薬学研究部医学教育学
P49-4 先天性心疾患を合併した新生児消化器疾患の治療について
神奈川県立こども医療センター外科
P49-5 当科で行っている SSI サーベイランスの現状
静岡県立こども病院小児外科
P49-6 小児外科を有する総合病院における小児外科研修―小児外科医のキャリアアップ
熊本赤十字病院小児外科
P49-7 より良い小児外科医を育てるために
国立病院機構岡山医療センター小児外科
P49-8 小児外科医と海外医療協力の関わり 昭和大学横浜市北部病院こどもセンター小児外科
P49-9 小児外科診療における原価計算
聖マリアンナ医科大学小児外科
13：30〜14：00
ポスターセッション 50

俊裕

起（山形県立中央病院）

P48-1 nitrofen 誘発による先天性横隔膜ヘルニアラットモデルの検討 弘前大学医学部小児外科
P48-2 ウサギを用いた声門下腔狭窄モデルの作成と診断法
長崎大学大学院腫瘍外科
P48-3 絞扼性イレウスマウスモデルにおける乳酸測定の有用性
東京慈恵会医科大学外科学講座
P48-5 ラットの膵・胆管合流異常症モデルの意義と課題 徳島大学小児外科・小児内視鏡外科
P48-6 全身麻酔・胎児手術が胎児の腎臓に及ぼす影響（羊胎仔を用いた実験から）
聖マリアン医科大学病院小児外科
14：00〜14：45
ポスターセッション 49

矢内

胸部 1（嚢胞性肺疾患）

座長

金

子

石丸

由紀

吉田

篤史

廣川慎一郎
大澤絵都子
三宅
啓
川端 誠一
後藤 隆文
渡井
有
川瀬 弘一

健一朗（名古屋大学）

P50-1 胎児期より指摘された先天性嚢胞性腺腫様奇形の検討
長崎大学病院小児外科
P50-2 完全胸腔鏡下左肺 S9+S10 区域切除術を施行しえた肺分画症の 1 例
山形大学医学部外科学第二講座
P50-3 前方開胸アプローチで切除し得た新生児巨大 CCAM の 1 例
熊本市民病院小児外科
P50-4 術前・中所見と術後診断が異なった先天性嚢胞性腺腫様奇形（CCAM）の 2 例
成育医療研究センター小児外科
P50-5 急性腹症にて発症した肺葉外肺分画症捻転の 1 例
福岡こども病院・感染症センター小児外科
P50-6 両側肺分画症の 1 例
兵庫県立塚口病院小児外科

山根

裕介

太田
匂坂

寛
正孝

佐藤かおり
三浦 紫津
渡辺健太郎
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子（兵庫県立こども病院）

P51-1 重症心身障害者の高度側弯による気道狭窄に対して救命目的に胸骨切除，腕頭動脈離断術を
施行した 1 例
広島市立広島市民病院小児外科 今治 玲助
P51-2 腕頭動脈切離術症例の検討
愛知県心身障害者コロニー中央病院小児外科 田中 修一
P51-3 C 型食道閉鎖を合併した 4 型喉頭気管食道裂に対する喉頭気管分離術の経験
金沢医科大学小児外科 安井 良僚
P51-4 先天性気管狭窄症術後の ECMO 症例の検討―特に低酸素性虚血性脳症を防ぐための工夫について―
東京都立小児総合医療センター外科 宇戸 啓一
P51-5 当院で気管狭窄症に対してスライド気管形成術を施行した 4 例
静岡県立こども病院小児外科 金城 昌克
P51-6 当院 NICU における気管切開症例の検討
川口市立医療センター外科 黒部
仁
P51-7 新生児期乳児期に気切後，気切抜去困難に陥った 18 症例の治療経験
茨城県立こども病院小児外科 平井みさ子
14：35〜15：00
ポスターセッション 52

胸部 3（横隔膜ヘルニア ･ その他）
座長 田

原

和

典（獨協医科大学越谷病院）

P52-1
P52-2
P52-3
P52-4

外科切除を行った小児ムコール症の 2 例
日本大学医学部小児外科 平野 隆幸
開腹胸管結紮術が著効した難治性乳糜胸水の 1 例
九州大学病院小児外科 近藤 琢也
先天性心疾患を合併した小児外科症例の検討
富山大学医学部附属病院第二外科 渡邊 智子
先天性横隔膜ヘルニア術後再発に対し腹壁筋肉弁で修復術を行った 2 例
金沢医科大学小児外科 安井 良僚
P52-5 修復に使用した GORE-TEX シートを嘔吐した横隔膜ヘルニアの 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
13：30〜14：05
ポスターセッション 53

虫垂 1

座長

小

高

明

雄（埼玉医科大学）

P53-1 急性虫垂炎の手術方針 夜間の緊急手術は必要か？ 東京都立小児総合医療センター外科
P53-2 化学療法中 Febrile neutropenia（発熱性好中球減少症）時における急性虫垂炎の検討
京都府立医科大学小児外科
P53-3 憩室炎と虫垂炎の糞石の比較
獨協医科大学第一外科小児外科
P53-4 急性虫垂炎の合併症発生に関するリスク因子の検討
聖マリアンナ医科大学小児外科
P53-5 二次性結腸狭窄に伴い発症した乳児虫垂炎の一例
京都大学医学部附属病院小児外科
P53-6 新生児期に嵌頓を起こした Amyand’s hernia の一例
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
P53-7 待機的虫垂切除術施行時に著明な癒着を認めた膿瘍形成性虫垂炎の 2 例
昭和大学横浜市北部病院こどもセンター小児外科
14：05〜14：45
ポスターセッション 54

虫垂 2

座長

田

中

大場

豪

木村 幸積
山口 岳史
大山
慧
小川 絵里
大城

清哲

大橋

祐介

裕次郎（埼玉県立小児医療センター）

P54-1 虫垂炎術後遺残膿瘍例の検討
秋田組合総合病院小児外科 畑澤 千秋
P54-2 当科で経験した小児腫瘤形成性虫垂炎に対する Interval appendectomy 症例の検討
近畿大学医学部外科学教室小児外科部門 前川 昌平
P54-3 小児急性虫垂炎に対する保存的治療選択の是非
自治医科大学小児外科 馬場 勝尚
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P54-4 多孔式より経済性に優れた単孔式腹腔鏡補助下虫垂切除術の有用性と安全性
埼玉県立小児医療センター小児外科 出家
P54-5 当科における腹壁吊り上げ単孔式腹腔鏡下虫垂切除術の検討
佐賀県立病院好生館小児外科 田口
P54-6 小児急性虫垂炎の治療：腹腔鏡下虫垂切除術および待機治療の効用
獨協医科大学越谷病院小児外科 藤野
P54-7 小児腹腔鏡下虫垂切除において，若手医師に安全に Reduced Port Surgery を導入するための工夫
兵庫県立塚口病院小児外科 片山
P54-8 経肛門的イレウス管の留置により改善した穿孔性虫垂炎術後 S 状狭窄の 1 例
大分県立病院小児外科 飯田

亨一
匠平
順子
哲夫
則利

ポスター展示 3（3 日目）
DP-50 当科における鼠径ヘルニアに対する術式の変化と手術時間，麻酔時間への影響
健
北九州市立医療センター小児外科 山内
DP-51 Abdominoscrotal hydocele での腹膜鞘状突起（PV）閉鎖手術の妥当性．PV と水腫の癒合壁に
交通路を認めた症例
大阪赤十字病院小児外科 松川 泰廣
DP-52 ヘルニア嚢内に認めたアニサキス肉芽腫症の 2 症例
JA 尾道総合病院外科 河島 茉澄
DP-53 当科における水腎症の長期予後について
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター小児外科 片山 修一
DP-54 Distal ureteral diameter/L1-L3 Ratio の VUR 予後指標としての有用性の検討
九州大学大学院医学研究院小児外科 木下 義晶
DP-55 尿管膀胱移行部狭窄症の検討
昭和大学医学部外科学講座小児外科学部門 中山 智理
DP-56 VUR に対する内視鏡的逆防止術（Deflux）における工夫
九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 木下 義晶
DP-57 感染性尿膜管遺残症例の治療戦略
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院小児外科 林田 良啓
DP-58 交叉性精巣転位（Transverse Testicular Ectopia）の 1 例
長崎大学病院小児外科 小坂太一郎
DP-59 出生前に発症したと思われる新生児精巣捻転の 1 例および本邦報告 135 例の検討
東京医科大学医学部外科学第三講座 林
豊
DP-60 出生前診断により発見された胆道拡張症例の検討
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院地域医療支援センター地域医療支援システム学講座 高松 英夫
DP-61 様々な経過を取った先天性胆道拡張症の 3 例
姫路聖マリア病院小児外科 高尾 智也
DP-62 総胆管内に線維性嚢胞を認めた I-b1-β 型胆道閉鎖症の一例
久留米大学小児外科 小松崎尚子
DP-63 単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した炭酸カルシウム胆石の 1 例
翼
日本医科大学武蔵小杉病院小児外科 高橋
DP-64 肝芽腫術後の難治性胆汁漏の 1 治療例
金沢大学付属病院小児外科 酒井 清祥
DP-65 外傷性膵損傷による仮性膵嚢胞に対し経皮経胃的嚢胞ドレナージが有効であった 1 例
大阪大学大学院医学系研究科外科学講座小児成育外科 中畠 賢吾
DP-66 小児生体肝移植における血管胆管合併症の検討
名古屋大学小児外科 村瀬 成彦
DP-67 当院における低出生体重児に対する外科治療成績
日本大学医学部小児外科 細田 利史
DP-68 全胃が縦隔内に脱出し新生児期に手術を要した先天性食道裂孔ヘルニアの 1 例
和歌山県立医科大学第 2 外科 三谷 泰之
DP-69 全胃が滑脱した新生児食道裂孔ヘルニアの 1 例
香川小児病院小児外科 上野
悠
DP-70 先天性幽門狭窄症の 1 例
宮城県立こども病院外科 風間 理郎
DP-71 最近経験した十二指腸狭窄症の 2 例
太田西ノ内病院小児外科 近藤 公男
DP-72 十二指腸狭窄症状で発症した無回転型腸回転異常症の 1 新生児例
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 大倉 隆宏
DP-73 一期的に腸吻合・偽嚢胞切除術を行った胎便性腹膜炎の 1 例
新潟県立中央病院小児外科 村田 大樹
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DP-74 臍帯ヘルニアと臍腸瘻を合併した 13 トリソミーの保存的治療例
雅嗣
神奈川県立こども医療センター外科 湊
DP-75 外傷を契機とした膵 solid pseudopapillary tumor の一例
久留米大学小児外科 古賀 義法
DP-76 背部皮下原発平滑筋肉腫の 1 例
日鋼記念病院外科 浜田 弘巳
DP-77 診断に難渋した low grade fibromyxoid sarcoma（Evans tumor）の小児の 2 例
聖路加国際病院小児外科 川野 孝文
DP-78 骨痛・関節痛で発症し診断の遅延した神経芽腫 Stage 4 の 2 症例
国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科（小児外科） 荒木夕宇子
DP-79 右心房内に達する下大静脈腫瘍栓を伴った Wilms 腫瘍の 1 例
関西医科大学付属枚方病院小児外科 中村 有佑
DP-80 急速に進行し死に至った肝悪性ラブドイド腫瘍の 1 乳児例
千葉大学医学部附属病院小児外科 小松 秀吾
DP-81 当院における副腎皮質腫瘍の検討
国立成育医療研究センター外科 山田 耕嗣
DP-82 頸部悪性腫瘍との鑑別が問題となった異所性胸腺の一例
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 廣谷 太一
DP-83 血管奇形における凝固線溶系分子マーカーの検討
藤田保健衛生大学小児外科 日比 将人
DP-84 乳児巨大後腹膜奇形腫の 2 例
九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 古澤 敬子
DP-85 当科における奇形腫症例の検討
熊本赤十字病院小児外科 小山 宏美
DP-86 当院における術後境界悪性卵巣腫瘍と判明した腹腔鏡手術症例の検討
田附興風会医学研究所北野病院小児外科 服部 健吾
DP-87 SILS の定型化を目指して ―Manipulation Angle を確保した Reduced Port Surgery における
細径鉗子の有用性―
獨協医科大学越谷病院小児外科 鈴木
信
DP-88 腹腔鏡併用臍部切開からの腹腔外操作の有用性
群馬大学医学部附属病院小児外科 大竹紗弥香
DP-89 開腹術後癒着性イレウスに対する腹腔鏡下癒着剥離術 2 例の経験
周
筑波大学医学医療系小児外科 五藤
DP-90 腹腔鏡手術における肝拳上法の工夫
長崎大学病院小児外科 山根 裕介
DP-91 染色体異常を合併した新生児外科症例の疫学的特徴と外科治療
新潟大学小児外科 佐藤佳奈子
DP-92 染色体異常を伴う小児外科疾患の臨床的検討
福岡市立こども病院小児外科 財前 善雄
DP-93 当院における重症染色体異常（18-trisomy）症例に対する小児外科医の関わり
聖マリアンナ医科大学小児外科 脇坂 宗親

