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登録番号 演題番号 演題名 研究会 セッション セッションタイトル 日付 時間 会場 部屋 進行

00010 S4-3 レーザー焼灼で治療を行ったtracheal webの1例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション4 喉頭・気管・BPFM

10月27日

（木）
16：20-17：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00012 S11-2 新規縫合手技「Twitching technique」の有用性の検討
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション11

小児内視鏡手術のトレーニング・

継承の工夫

10月28日

（金）
11：15-11：55 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00013 SY-4 当院で経過観察を継続している気管支閉鎖のその後（第二報）
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
シンポジウム

先天性嚢胞性肺疾患非手術症

例の検討

10月27日

（木）
13：50-16：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東

発表8分×6名・特別発言30分・教育講演

30分・総合討論30分

00014 S10-6
posterior retroperitoneoscopic adrenarectomyを施行した再発褐色細胞

腫の1例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション10 腫瘍

10月28日

（金）
10：35-11：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00015 S13-3
潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘・回腸嚢肛門管吻合術後吻合部狭窄により永

久的ストーマ造設となった1例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション13 小児外科サルベージ3

10月28日

（金）
16：05-16：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00016 特別企画１ 華岡流医術における鎖肛治療 第78回 直腸肛門奇形研究会 特別企画１
10月28日

（金）
13：20-13：30 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表10分（質疑込み）

00017 S6-3 単孔式経臍腹腔鏡補助下虫垂切除術の導入とその後
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション6 下部消化管

10月27日

（木）
15：35-16：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00018 S4-1 古くて新しい乳児の舌小帯短縮症に対する手術手技
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00019 S4-3 腹腔鏡補助下胃瘻造設術の定型化と技術継承
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00020 SY1-3 難治性の食道-食道吻合部狭窄に対し、ステロイドパルス療法を施行した一例
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム1 食道閉鎖症治療後のサルベージ

10月29日

（土）
8:00-9:20 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00021 S12-2 葛西手術後9日目に肝門部出血を来たし肝門部空腸再吻合術を施行した一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション12 小児外科サルベージ2

10月28日

（金）
15：20-16：02 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00022 S5-4 腹腔鏡下に手術を行った左傍十二指腸ヘルニアの一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション5 上部消化管

10月27日

（木）
14：55-15：31 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00023 S1-4 2か所の瘻孔を認めた高位鎖肛の1例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション1 直腸肛門奇形に対する手術
10月28日

（金）
9:00-10:03 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00024 S1-3 術中に直腸への神経線維を8Kカメラで確認できた中間位鎖肛の1例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション1 直腸肛門奇形に対する手術
10月28日

（金）
9:00-10:03 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00025 SY5-1
先天性胆道拡張症術後吻合部および胆管狭窄に対するステロイド全身投与併用

バルーン拡張術の効果

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム5

先天性胆道拡張症

、ヒルシュスプルン

グ病治療後の

10月29日

（土）
14:40-16:00 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00026 WS-8 LPEC後の再発形態に関する検討　単一施設2358例の経験から
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00027 S4-7 右上葉支食道起始症（BPFM 4型）で幼児期に右上葉切除術を行った1例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション4 喉頭・気管・BPFM

10月27日

（木）
16：20-17：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00028 OS1-1 当センター小児外科外来における漢方薬の使用状況について
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（1）

10月28日

（金）
9：40-10：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00029 S9-6
小児膵solid pseudopapillary neoplasmに対し、ICG蛍光法を併用し

Warshaw法による腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術を施行した1例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション9 肝・胆・膵

10月28日

（金）
9：50-10：32 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00030 S10-3 Ante-situm体内残肝冷却灌流法を利用したIVC浸潤肝芽腫の1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション10 腫瘍

10月28日

（金）
10：35-11：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00031 S11-5 市中病院小児外科における小児内視鏡外科技術認定医育成システムの検証
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション11

小児内視鏡手術のトレーニング・

継承の工夫

10月28日

（金）
11：15-11：55 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00032 S2-1
Kangarooニュー エンテラル フィーディング チューブによる経肛門的腸管減圧を必要

とした胎便性腹膜炎に合併した腸管機能不全の1例

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション2 周術期管理の工夫

10月27日

（木）
9：50-10：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00033 S1-4 胸骨正中切開による食道閉鎖症手術
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション1 気管・食道・肺

10月27日

（木）
8：45-9：21 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00034 S6-3 短腸症候群4例におけるテデュグルチドの使用経験
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション6 腸管リハビリテーション１

10月27日

（木）
15：40-16：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00035 S2-5 胸腔鏡下肺葉切除後の呼吸機能の検討
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション2 手術

10月27日

（木）
9：35-10：20 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00036 S12-4 先天性胆道拡張症術後の反復性胆管炎・肝内結石例に対する再手術の意義
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション12 小児外科サルベージ2

10月28日

（金）
15：20-16：02 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00037 WS-9 手術動画の再検証によるLPEC術後再発の原因の同定
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00038 S11-3
内視鏡外科手術トレーニングにおけるドライボックスサイズが手技に及ぼす影響の検

証―小児外科医は狭小空間でトレーニングすべきか

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション11

小児内視鏡手術のトレーニング・

継承の工夫

10月28日

（金）
11：15-11：55 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00039 S13-2
穿孔性虫垂炎術後に右横隔膜下膿瘍と右膿胸を呈した１例：開胸経横隔膜的

ドレナージの経験

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション13 小児外科サルベージ3

10月28日

（金）
16：05-16：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00040 S9-3
当院での腹腔鏡下胆道拡張症手術における挙上空腸脚の後結腸経路作成時の

工夫

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション9 肝・胆・膵

10月28日

（金）
9：50-10：32 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00041 SY4-2 高位鎖肛術後の感染による縫合不全に対しNixon変法を応用して再吻合した1例
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム4

鎖肛術後の

サルベージ

10月29日

（土）
13:05-14:35 第１会場 3F コンベンションホール

発表5分×8名・基調講演15分・総合討論

35分

00043 S3-7 新生児腸軸捻転症に対するICGを用いた多段階血流評価の経験
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00044 S1-2
C型食道閉鎖術後の難治性食道気管瘻に対して，複数回の手術後に食道亜全

摘，胸骨下経路胃管再建で治癒した 1例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション1 気管・食道・肺

10月27日

（木）
8：45-9：21 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00045 S10-5 後腹膜鏡下に摘出した右副腎原発ganglioneuromaの一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション10 腫瘍

10月28日

（金）
10：35-11：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00046 S6-6 当院で経験したCovered cloacal exstrophyの一男児例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション6 直腸肛門奇形の諸問題
10月28日

（金）
16：20-17：15 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00047 S4-8 非触知精巣に対する手術―定型化を目指してー
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00048 WS-10 当院における鼠径ヘルニア再発症例に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00049 S1-1
他剤を用いた複数回の胸膜癒着術が無効であった難治性気胸に対してタルクを用

いた胸膜癒着術が奏効した1例

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション1 気胸・胸水

10月27日

（木）
9：05-9：35 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00051 S4-5
先天性食道閉鎖症（Gross D型）を合併した気管無形成（Floyd Ⅱ型）の一

例

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション4 喉頭・気管・BPFM

10月27日

（木）
16：20-17：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00052 OS3-3
胆道閉鎖症術後成人例での難治性胆管炎および肝機能障害遷延に対する柴苓

湯と茵ちん蒿湯併用の使用経験

第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（3）

10月28日

（金）
11：10-11：50 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00053 SY5-3
先天性胆道拡張症術後肝内結石症の小児例に対する経空腸脚的胆道鏡下肝

内結石除去術の経験

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム5

先天性胆道拡張症

、ヒルシュスプルン

グ病治療後の

10月29日

（土）
14:40-16:00 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00054 S5-4 長期管理中の総排泄腔外反症術後の複雑性尿路合併症における他科との連携 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション5 直腸肛門奇形成人期の問題
10月28日

（金）
15：40-16：16 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00055 S12-5 先天性胆道拡張症術後の治療に難渋した肝内結石症の経験
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション12 小児外科サルベージ2

10月28日

（金）
15：20-16：02 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00057 S3-2 尿道海綿体を貫く瘻孔を伴ったanoscrotal cutaneous fistulaの1例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション3 直腸肛門奇形の発生学①
10月28日

（金）
13：50-14：35 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00058 SY2-1
声門下腔狭窄症の外科治療後再狭窄に対するPartial cricotracheal

resection(PCTR)手術

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム2 気道疾患術後のサルベージ

10月29日

（土）
9:25-10:35 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00059 S5-3 多発潰瘍により十二指腸閉塞を来したIgG4関連消化管病変の12歳女児例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション5 上部消化管

10月27日

（木）
14：55-15：31 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00060 S4-4 当院における外傷性肺挫傷・気管支損傷に対する治療経験
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション4 喉頭・気管・BPFM

10月27日

（木）
16：20-17：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00061 S10-1 小児肝芽腫に対するICGナビゲーション手術の経験
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション10 腫瘍

10月28日

（金）
10：35-11：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00062 SY2-6 胸部疾患術後の重症気管支軟化症に対して気管外ステント術を施行した３例
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム2 気道疾患術後のサルベージ

10月29日

（土）
9:25-10:35 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00063 S3-2
嚢胞部分切除にて呼吸状態の改善が得られた両側多発性先天性嚢胞性肺疾患

の1例

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション3 胎児診断

10月27日

（木）
10：20-11：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分・病理報告3分
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00064 WS-5 LPEC術式の比較検討　-2人法 vs 1人法-
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00065 WS-2 当院でのSILPEC手術手技の工夫
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00066 S3-8
ウンドリトラクターによるサイロ形成は本当に妥当か

―継承すべき中條法によるサイロ形成―

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00067 S1-3 ビタミンK欠乏から術後出血を起こした1例
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション1 周術期の静脈・経腸栄養管理

10月27日

（木）
9：00-9：50 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00068 SY6-3 近位尿道下裂術後salvage STAG手術
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム6

泌尿器疾患、その

他の疾患治療後の

サルベージ

10月29日

（土）
16:00-17:10 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00069 S4-5 GERDに対する腹腔鏡下Thal法(前方部分ラッピングによる噴門形成術)の有用性
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00070 S4-6 術前の解剖学的構造の把握と感染コントロールに難渋した総排泄腔遺残の1例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション4 直腸肛門奇形の発生学②
10月28日

（金）
14：35-15：30 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00071 S3-3 肺葉内肺分画症と腹腔内気管支原生嚢胞を合併した1例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション3 胎児診断

10月27日

（木）
10：20-11：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分・病理報告3分

00072 SY6-1
左腎盂尿管移行部狭窄の術後再狭窄において結腸間置による尿管再建を行った

1例

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム6

泌尿器疾患、その

他の疾患治療後の

サルベージ

10月29日

（土）
16:00-17:10 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00073 S2-4
超音波ガイド下右第6肋間静脈穿刺にて胸腔鏡補助下に中心静脈ポート留置術

を施行した短腸症候群の幼児例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション2 胸部・横隔膜・その他

10月27日

（木）
9：25-10：01 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00074 S4-7 当院における腹腔鏡下胆道拡張症根治術の工夫と定型化
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00075 S3-1 直腸肛門奇形の発生および解剖に対するBench-to-Bedsideへの挑戦 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション3 直腸肛門奇形の発生学①
10月28日

（金）
13：50-14：35 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00076 S2-6
胃食道逆流症で紹介され卵巣嚢腫を指摘された重症心身障碍者に対する治療

計画

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション2 胸部・横隔膜・その他

10月27日

（木）
9：25-10：01 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00077 S3-3
Hirschsprung病術後短腸症候群に対する長期中心静脈カテーテル留置患児に

対する工夫

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション3 中心静脈カテーテル管理

10月27日

（木）
10：20-11：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00078 S3-2
フード付き内視鏡を用いたトリクロロ酢酸による化学的焼灼術の治療成績　～梨状

窩瘻孔に対する新しい治療法の確立にむけて～

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00079 S2-2 当科における内視鏡的胃瘻造設術と術後栄養管理の工夫について
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション2 周術期管理の工夫

10月27日

（木）
9：50-10：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00080 S6-1
ICG蛍光法にて血流評価を行ったmesodiverticular bandによる絞扼性腸閉塞

の一例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション6 下部消化管

10月27日

（木）
15：35-16：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00081 S6-5 一期的に腹腔鏡下摘出術を施行できたY字型直腸重複症の一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション6 下部消化管

10月27日

（木）
15：35-16：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00083 S7-4
複数のストマを有する超低出生体重児の腸管不全に対するω3系脂肪製剤併用

腸管リハビリテーション

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション7 腸管リハビリテーション２

10月27日

（木）
16：20-17：00 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00084 S7-5 胎児期の臍帯嚢胞破裂による膀胱外反を伴った膀胱臍瘻の1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション7 体表・泌尿器

10月27日

（木）
16：15-16：51 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00085 SY1-6 当科における食道閉鎖症根治術後のサルベージ手術
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム1 食道閉鎖症治療後のサルベージ

10月29日

（土）
8:00-9:20 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00087 SY1-2 先天性食道閉鎖症術後気管食道瘻再開通に対する治療経験
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム1 食道閉鎖症治療後のサルベージ

10月29日

（土）
8:00-9:20 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00088 SY4-1
男児直腸肛門奇形における肛門形成術後尿道損傷に起因する排尿障害に対す

るサルベージ治療

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム4

鎖肛術後の

サルベージ

10月29日

（土）
13:05-14:35 第１会場 3F コンベンションホール

発表5分×8名・基調講演15分・総合討論

35分

00089 PD1-5 嚢胞状リンパ管腫に対する越婢加朮湯の有効性についての検討
第26回日本小児外科漢方研

究会

パネルディスカッション

（1）
リンパ管奇形の治療

10月28日

（金）
14：20-15：50 第3会場 3F　301会議室 発表8分×5名・総合討論50分

00090 SY-3 先天性嚢胞性肺疾患における非手術例の検討
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
シンポジウム

先天性嚢胞性肺疾患非手術症

例の検討

10月27日

（木）
13：50-16：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東

発表8分×6名・特別発言30分・教育講演

30分・総合討論30分

00092 S8-1 食道閉鎖症術後遠隔期に発症した気管食道瘻再々発例に対するサルベージ
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション8 小児外科サルベージ1

10月28日

（金）
9：05-9：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00093 S4-1 小児CVC回診チームの有用性（続報）とその後の医療者の意識変化について
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション4 多職種連携

10月27日

（木）
11：20-12：00 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00094 S11-4 内視鏡外科技術認定取得に向けた当院での取り組み
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション11

小児内視鏡手術のトレーニング・

継承の工夫

10月28日

（金）
11：15-11：55 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00095 S5-3 チタン製バーを用いたNuss手術後に金属アレルギーが疑われた1例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション5 肺腫瘍・Nuss手術

10月27日

（木）
17：10-17:45 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00097 S12-7 超低出生体重児（ELBWI）における開腹手術時の肝出血とその対応
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション12 小児外科サルベージ2

10月28日

（金）
15：20-16：02 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00098 S4-4
多様な食形態の小児に使用できる食事質問票開発の試み―小児外科疾患への

応用の可能性―

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション4 多職種連携

10月27日

（木）
11：20-12：00 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00099 S7-4 精巣捻転症における精巣白膜減張切開術は精巣温存に寄与するか？
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション7 体表・泌尿器

10月27日

（木）
16：15-16：51 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00100 S3-13 総排泄腔遺残症に対する腹腔鏡下手術の役割　安全な手術を目指して
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00101 S1-1
蠕動障害を背景とする腸管不全児管理の課題は胆汁うっ滞性肝障害の制御にあ

る―生命予後関連因子の後方視検討から

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション1 周術期の静脈・経腸栄養管理

10月27日

（木）
9：00-9：50 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00102 S8-2 根治術が困難な食道閉鎖症に対しサルベージ治療を施行した18trisomyの一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション8 小児外科サルベージ1

10月28日

（金）
9：05-9：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00103 SY1-1 食道閉鎖症術後の気管食道瘻再開通手術における留意点
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム1 食道閉鎖症治療後のサルベージ

10月29日

（土）
8:00-9:20 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00104 S2-3
遊走脾，胃軸捻転穿孔を発症した遅発性横隔膜ヘルニアに対して，Gerota筋

膜を用いた腹腔鏡下横隔膜ヘルニア修復術を施行した一例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション2 胸部・横隔膜・その他

10月27日

（木）
9：25-10：01 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00105 SY1-4
食道バンディングで食道離断を来たしたC型食道閉鎖症に対する漿膜筋層フラップ

を用いた食道・胃吻合術（観音開き法）

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム1 食道閉鎖症治療後のサルベージ

10月29日

（土）
8:00-9:20 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00106 S4-3 こども病院における患者サポートセンターの役割り
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション4 多職種連携

10月27日

（木）
11：20-12：00 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00107 S4-1 胎児水膣症を契機に発見された共通尿生殖洞と肛門膣前庭瘻を合併した1例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション4 直腸肛門奇形の発生学②
10月28日

（金）
14：35-15：30 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00108 S3-3 anopenile urethral fistulaの発生学的要因の考察 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション3 直腸肛門奇形の発生学①
10月28日

（金）
13：50-14：35 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00109 PD1-4 巨大腸間膜嚢胞に対して越婢加朮湯が著効した1例
第26回日本小児外科漢方研

究会

パネルディスカッション

（1）
リンパ管奇形の治療

10月28日

（金）
14：20-15：50 第3会場 3F　301会議室 発表8分×5名・総合討論50分

00110 S12-3 当院での胆道閉鎖症に対する葛西再手術症例の検討
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション12 小児外科サルベージ2

10月28日

（金）
15：20-16：02 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00111 S4-2 喉頭気管分離術後に生じた唾液瘻に対して声門閉鎖術を行った１例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション4 喉頭・気管・BPFM

10月27日

（木）
16：20-17：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00112 S8-6 小児のRichter型臍ヘルニア嵌頓の一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション8 小児外科サルベージ1

10月28日

（金）
9：05-9：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00113 基調講演
直腸肛門奇形術後のサルベージ

～付加手術とNarrative Based Medicine～

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム4

鎖肛術後の

サルベージ

10月29日

（土）
13:05-14:35 第１会場 3F コンベンションホール

発表5分×8名・基調講演15分・総合討論

35分

00114 SY4-5
術後排便障害に対してS状結腸切除・盲腸瘻造設による順行性腸洗浄を行い良

好な経過をたどった2例

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム4

鎖肛術後の

サルベージ

10月29日

（土）
13:05-14:35 第１会場 3F コンベンションホール

発表5分×8名・基調講演15分・総合討論

35分

00115 S4-6 小児横隔膜ヘルニアに対する内視鏡手術：術式の標準化―再発防止に向けて
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00116 S5-3 鎖肛根治術後に社会的理由から人工肛門造設術を施行した1例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション5 直腸肛門奇形成人期の問題
10月28日

（金）
15：40-16：16 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00117 PD1-3 漢方薬を使用し病変消失が得られた巨大結腸間膜リンパ管奇形感染の1例
第26回日本小児外科漢方研

究会

パネルディスカッション

（1）
リンパ管奇形の治療

10月28日

（金）
14：20-15：50 第3会場 3F　301会議室 発表8分×5名・総合討論50分
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00118 SY6-4 LPEC法の術中術後合併症とその対処法
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム6

泌尿器疾患、その

他の疾患治療後の

サルベージ

10月29日

（土）
16:00-17:10 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00119 S2-1
左胸鎖関節部に生じた先天性瘻孔の2例－先天性前胸部皮下皮様瘻孔か第4

咽頭溝由来瘻孔か－

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション2 胸部・横隔膜・その他

10月27日

（木）
9：25-10：01 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00120 S2-2 漏出部同定困難な横隔膜交通症をPGAシートで治療した1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション2 胸部・横隔膜・その他

10月27日

（木）
9：25-10：01 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00121 S4-4 完全重複陰茎を伴った低位鎖肛の１例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション4 直腸肛門奇形の発生学②
10月28日

（金）
14：35-15：30 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00122 S10-4
腎細胞癌に対して小児外科・泌尿器科合同でロボット支援下腎部分切除術を施

行した1例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション10 腫瘍

10月28日

（金）
10：35-11：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00123 S3-6
胃瘻先行造設状態の重症心身障碍患者にする腹腔鏡下噴門形成術アプローチ

の検討―術中胃瘻Take Down/再造設は必要か？

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00124 S1-4 難治性乳び胸水に対しリンパ管腫症の診断を得た１例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション1 気胸・胸水

10月27日

（木）
9：05-9：35 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00125 S5-1 直腸肛門奇形術後50年でDouglas窩に発症した直腸腺癌の1例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション5 直腸肛門奇形成人期の問題
10月28日

（金）
15：40-16：16 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00126 S1-3
マルファン症候群等の結合組織疾患を背景とした続発性気胸655症例のケースシ

リーズ研究

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション1 気胸・胸水

10月27日

（木）
9：05-9：35 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00127 S3-4 当院での小児の中心静脈カテーテル留置へのさらなる安全性向上への対策
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション3 中心静脈カテーテル管理

10月27日

（木）
10：20-11：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00128 SY5-5
Hirschsprung病根治術後の問題点とSalvage surgery

Soilingを伴うねじれ吻合をされた症例の経験から

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム5

先天性胆道拡張症

、ヒルシュスプルン

グ病治療後の

10月29日

（土）
14:40-16:00 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00129 S5-2 高位鎖肛術後に発症した精嚢直腸瘻粘液腺癌の一例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション5 直腸肛門奇形成人期の問題
10月28日

（金）
15：40-16：16 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00130 S1-2
中間位鎖肛（直腸尿道球部瘻）に仙骨前腫瘍（神経芽腫）の合併を認めた1

例
第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション1 直腸肛門奇形に対する手術

10月28日

（金）
9:00-10:03 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00131 S11-1 腹腔鏡トレーニンングとしての折り鶴の経験
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション11

小児内視鏡手術のトレーニング・

継承の工夫

10月28日

（金）
11：15-11：55 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00132 S6-4
診断に難渋した腸回転異常症を伴うcongenital pouch colonの超低出生体重

児の1女児例
第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション6 直腸肛門奇形の諸問題

10月28日

（金）
16：20-17：15 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00133 SY3-4 医療的ケア児の胃管・胃瘻合併症に対するサルベージ治療
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム3

噴門形成術後、

障がい児治療後のサルベージ

10月29日

（土）
10:35-11:45 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00134 SY1-8 全胃つり上げ食道再建術後の胃拡張と排便障害に対する治療経験
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム1 食道閉鎖症治療後のサルベージ

10月29日

（土）
8:00-9:20 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00135 SY4-8
総排泄腔遺残術後症例において、思春期に生じた遺残腟および尿生殖洞遺残に

よる合併症対するサルベージ

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム4

鎖肛術後の

サルベージ

10月29日

（土）
13:05-14:35 第１会場 3F コンベンションホール

発表5分×8名・基調講演15分・総合討論

35分

00136 S1-5 上縦隔巨大腫瘍に対する切除術の工夫
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション1 気管・食道・肺

10月27日

（木）
8：45-9：21 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00137 S2-3 先天性嚢胞性肺疾患術後に肺透過性亢進を生じている3例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション2 手術

10月27日

（木）
9：35-10：20 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00138 SY5-8
Hirschsprung病術後のサルベージ　無神経節腸管遺残に対する再手術症例の

検討

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム5

先天性胆道拡張症

、ヒルシュスプルン

グ病治療後の

10月29日

（土）
14:40-16:00 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00139 特別企画２ 直腸肛門奇形研究会　ー歴史と展望ー 第78回 直腸肛門奇形研究会 特別企画２
10月28日

（金）
13：30-13：40 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表10分（質疑込み）

00140 S6-3 高位鎖肛に右腎低形成、同側尿管異所開口を伴った１例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション6 直腸肛門奇形の諸問題
10月28日

（金）
16：20-17：15 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00141 SY-5 無治療経過観察を行った先天性嚢胞性肺疾患症例の検討
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
シンポジウム

先天性嚢胞性肺疾患非手術症

例の検討

10月27日

（木）
13：50-16：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東

発表8分×6名・特別発言30分・教育講演

30分・総合討論30分

00142 S2-1
呼吸不全に至った先天性肺気道奇形に対し緊急ドレナージ後に安全に手術を施

行し得た1女児例

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション2 手術

10月27日

（木）
9：35-10：20 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00143 S9-2 胆道閉鎖症に対する腹腔鏡補助下手術の経験：標準化に向けて術式の検討
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション9 肝・胆・膵

10月28日

（金）
9：50-10：32 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00144 WS-4 LPEC用新規デバイスを用いた腹膜外腹腔剥離の工夫（膨潤併用法）
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00145 S6-2 小腸移植待機中の小児超短腸症におけるSMOFおよびGLP-2製剤の導入
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション6 腸管リハビリテーション１

10月27日

（木）
15：40-16：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00146 SY2-7 先天性横隔膜ヘルニアに合併した左主気管支狭窄2例に対する治療戦略
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム2 気道疾患術後のサルベージ

10月29日

（土）
9:25-10:35 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00148 S1-6
腎芽腫多発肺転移に対して，CTガイド下マーキングを併用し計15ヶ所の肺部分

切除を施行した一例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション1 気管・食道・肺

10月27日

（木）
8：45-9：21 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00149 S8-3 食道閉鎖根治術後の気管食道瘻再開通に対するサルベージ
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション8 小児外科サルベージ1

10月28日

（金）
9：05-9：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00150 S1-5 腹壁破裂による短腸症候群の管理中に腸管不全関連肝障害を生じた一例
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション1 周術期の静脈・経腸栄養管理

10月27日

（木）
9：00-9：50 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00151 S3-4 右下葉から有茎性に異常分葉した過剰肺の1例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション3 胎児診断

10月27日

（木）
10：20-11：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分・病理報告3分

00152 S9-1
DPCデータベースを用いた先天性胆道拡張症における腹腔鏡手術と開腹手術の周

術期成績の比較

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション9 肝・胆・膵

10月28日

（金）
9：50-10：32 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00153 SY2-4 気管切開後の気管の変形狭窄に対する肋軟骨を用いた外ステント術
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム2 気道疾患術後のサルベージ

10月29日

（土）
9:25-10:35 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00154 S3-11
ヒルシュスプルング病に対する腹腔鏡補助下経肛門的プルスルー：prolapsing法

による直腸粘膜抜去の意義

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00155 SY5-7 学童期にヒルシュスプルング病に対して再手術を実施した２例
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム5

先天性胆道拡張症

、ヒルシュスプルン

グ病治療後の

10月29日

（土）
14:40-16:00 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00156 S7-1
超音波検査で回盲部滑脱ヘルニアの嵌頓を疑って腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術

を施行した1例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション7 体表・泌尿器

10月27日

（木）
16：15-16：51 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00157 S2-4 当院で経験した先天性嚢胞性肺疾患の経過と治療方針
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション2 手術

10月27日

（木）
9：35-10：20 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00158 S6-4

当院で小児直腸脱に対してDelorme法手術を施行した4例の検討

Four-Cases of Rectal Prolapse in a Child Treated by Delorme

Procedure.

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション6 下部消化管

10月27日

（木）
15：35-16：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00159 S5-5
壊死性腸炎加療後、Bishop-Koop型腸瘻が有効であった超低出生体重児の1

例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション5 上部消化管

10月27日

（木）
14：55-15：31 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00160 S2-6 当科における胸腔鏡下肺葉切除術：カメラポート位置の工夫
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション2 手術

10月27日

（木）
9：35-10：20 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00161 SY3-5 喉頭気管分離術後合併症に対し再手術を行った3例
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム3

噴門形成術後、

障がい児治療後のサルベージ

10月29日

（土）
10:35-11:45 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00162 SY5-2 先天性胆道拡張症術後合併症に対するサルベージ手術
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム5

先天性胆道拡張症

、ヒルシュスプルン

グ病治療後の

10月29日

（土）
14:40-16:00 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00163 S10-2 肝芽腫の再々発に対してロボット支援腹腔鏡下肝部分切除術を施行した一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション10 腫瘍

10月28日

（金）
10：35-11：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00164 S3-12
潰瘍性大腸炎における腹腔鏡下大腸全摘・J-pouch手術の術後合併症は防げ

るのか？

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00165 S2-3
中間位・高位鎖肛の術後長期排便機能評価：直腸肛門奇形研究会アンケート

調査結果から
第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション2 直腸肛門奇形の評価

10月28日

（金）
10：05-11：00 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00166 S6-5 肛門形成を行わず人工肛門管理を継続としている総排泄腔外反の一例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション6 直腸肛門奇形の諸問題
10月28日

（金）
16：20-17：15 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00167 S4-2 肛門に異所開口する膣、直腸膣瘻を有する稀な直腸肛門奇形の1例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション4 直腸肛門奇形の発生学②
10月28日

（金）
14：35-15：30 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00168 S8-7 様々な術後合併症を繰り返す先天性左横隔膜ヘルニアの1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション8 小児外科サルベージ1

10月28日

（金）
9：05-9：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分
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00169 OS2-2 肥厚性幽門狭窄症術後の遷延する嘔吐に対し漢方療法が奏功した1例
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（2）

10月28日

（金）
10：20-11：10 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00170 S1-2
難治性気胸に対して糖水を用いた胸膜癒着術が有効であった高度な胸郭変形を

伴う重症心身障碍児の1例

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション1 気胸・胸水

10月27日

（木）
9：05-9：35 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00171 S4-4 当院における腹腔鏡下噴門形成術の定型化
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00172 S2-5
胎児胸水ドレナージカテーテル（胎児胸腔-羊水腔シャントカテーテル）遺残に対す

る摘出術の工夫

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション2 胸部・横隔膜・その他

10月27日

（木）
9：25-10：01 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00173 SY4-3 鎖肛術後遠隔期の便失禁に対して肛門管形成術を行った2例
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム4

鎖肛術後の

サルベージ

10月29日

（土）
13:05-14:35 第１会場 3F コンベンションホール

発表5分×8名・基調講演15分・総合討論

35分

00174 SY1-7 術後両側反回神経麻痺となった先天性食道閉鎖症の１例
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム1 食道閉鎖症治療後のサルベージ

10月29日

（土）
8:00-9:20 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00175 OS2-1 上部消化管疾患に対して漢方薬治療が奏功した２例
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（2）

10月28日

（金）
10：20-11：10 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00176 S5-2 当院における極・超低出生体重児の先天性十二指腸閉鎖症４例の検討
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション5 上部消化管

10月27日

（木）
14：55-15：31 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00177 S7-2
ヒルシュスプルング病類縁疾患術後短腸症候群の2症例に対するGLP-2アナログ製

剤テデュグルチドの使用経験

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション7 腸管リハビリテーション２

10月27日

（木）
16：20-17：00 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00178 S1-6
造腟術後の経血路確保困難に対して直腸肛門を用いた再造腟術を行った総排泄

腔遺残の1例
第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション1 直腸肛門奇形に対する手術

10月28日

（金）
9:00-10:03 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00179 S2-4 鎖肛におけるNixon肛門形成術の長期成績 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション2 直腸肛門奇形の評価
10月28日

（金）
10：05-11：00 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00180 S3-5 胸部外科疾患に合併した高度な漏斗胸に対する治療経験
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00181 SY3-2 噴門形成術後再発症例に対する腹腔鏡下サルベージ手術の有用性
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム3

噴門形成術後、

障がい児治療後のサルベージ

10月29日

（土）
10:35-11:45 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00183 S3-1 臍上縁小切開における臍トロッカー挿入の工夫
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00184 S12-1 胆道閉鎖術後の肝内胆管嚢胞状拡張に対する内瘻術の治療結果
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション12 小児外科サルベージ2

10月28日

（金）
15：20-16：02 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00185 OS1-4 小児救急外傷疾患に対する駆お血剤の使用経験
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（1）

10月28日

（金）
9：40-10：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00186 S2-1 胎児超音波検査による直腸肛門奇形の胎児診断の可能性についての検討 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション2 直腸肛門奇形の評価
10月28日

（金）
10：05-11：00 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00187 PD2-4 排膿散及湯を併用し、尿膜管遺残感染による膿瘍病変が改善した1例
第26回日本小児外科漢方研

究会

パネルディスカッション

（2）
排膿散及湯の効果

10月28日

（金）
15：50-17：10 第3会場 3F　301会議室 発表8分×4名・総合討論43分

00188 S8-5 経腹的アプローチによる再発神経芽腫の縦隔病変を切除し得た1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション8 小児外科サルベージ1

10月28日

（金）
9：05-9：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00189 S3-5
心房中隔欠損症を合併した先天性肺気道奇形に対する新生児期手術後に肺高

血圧を呈した1例

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション3 胎児診断

10月27日

（木）
10：20-11：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00190 PD1-1
出生前診断の巨大頸部リンパ管腫に対し越婢加朮湯を含む集学的治療が奏功し

た一例

第26回日本小児外科漢方研

究会

パネルディスカッション

（1）
リンパ管奇形の治療

10月28日

（金）
14：20-15：50 第3会場 3F　301会議室 発表8分×5名・総合討論50分

00191 S12-6
高度体幹変形を有する重症心身障碍児に発症した総胆管結石症に対し, 開腹手

術後に遺残結石に対しTチューブ瘻孔からの採石を行った一例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション12 小児外科サルベージ2

10月28日

（金）
15：20-16：02 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00192 S3-1
乳幼児・小児に対するダクロンカフ付き中心静脈カテーテルの穿刺挿入における

Step-up dilation法

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション3 中心静脈カテーテル管理

10月27日

（木）
10：20-11：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00193 S7-6 総排泄腔症に対する腹腔鏡補助下partial urogenital mobilizationの経験
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション7 体表・泌尿器

10月27日

（木）
16：15-16：51 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00194 S13-4
急速な経過で多臓器不全に至った壊死性腸炎に対して、複数回のサルベージ手術

で救命し得た一例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション13 小児外科サルベージ3

10月28日

（金）
16：05-16：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00195 WS-7
超低出生体重児の乳児期に発症した鼡径ヘルニアに対するLPEC：多施設研究

による鼡径部切開法との比較

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00196 S13-5
再発Wilms腫瘍の右房内進展による急性右心不全に対して緊急手術を行い、そ

の後の再手術により寛解が得られた一例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション13 小児外科サルベージ3

10月28日

（金）
16：05-16：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00197 S9-4 後区域枝胆管の走行に配慮した肝門部空腸吻合術
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション9 肝・胆・膵

10月28日

（金）
9：50-10：32 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00198 S4-2 漏斗胸に対するNuss手術の定型化
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00200 SY2-3
小児気管切開後のサルベージ

-気管切開離脱のための気切孔頭側の肉芽治療について-

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム2 気道疾患術後のサルベージ

10月29日

（土）
9:25-10:35 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00201 OS2-4
『下部消化管手術術後症例に対する漢方治療の検討（続報）：ヒルシュスプルン

グ病術前術後に対する漢方治療の有用性の検討』

第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（2）

10月28日

（金）
10：20-11：10 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00202 S1-1 長い肛門皮膚瘻を持つ男児低位鎖肛における適切な術式の検討 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション1 直腸肛門奇形に対する手術
10月28日

（金）
9:00-10:03 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00203 S7-2 先天性表皮水疱症を合併し周術期管理に配慮した両側鼠径ヘルニアの一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション7 体表・泌尿器

10月27日

（木）
16：15-16：51 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00204 SY2-5
気管切開カニュレからの離脱を目指して-声門下腔狭窄に対する肋軟骨移植による

喉頭気管形成術の導入-

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム2 気道疾患術後のサルベージ

10月29日

（土）
9:25-10:35 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00205 S9-7 腹腔鏡下手術が有効であった充実性偽乳頭状腫瘍の一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション9 肝・胆・膵

10月28日

（金）
9：50-10：32 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00206 SY-6 先天性嚢胞性肺疾患の無症状例に対する予防的手術の是非
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
シンポジウム

先天性嚢胞性肺疾患非手術症

例の検討

10月27日

（木）
13：50-16：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東

発表8分×6名・特別発言30分・教育講演

30分・総合討論30分

00207 S6-1 当科における短腸症候群に対する腸管リハビリテーション
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション6 腸管リハビリテーション１

10月27日

（木）
15：40-16：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00208 S5-1 先天性十二指腸狭窄に対して内視鏡下狭窄部切開術が有効であった1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション5 上部消化管

10月27日

（木）
14：55-15：31 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00209 SY-2 当院において出生前診断され出生後に自然退縮した先天性嚢胞性肺疾患の3例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
シンポジウム

先天性嚢胞性肺疾患非手術症

例の検討

10月27日

（木）
13：50-16：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東

発表8分×6名・特別発言30分・教育講演

30分・総合討論30分

00210 S5-6 中腸軸捻転の捻転方向の違いにおける比較検討
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション5 上部消化管

10月27日

（木）
14：55-15：31 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00211 SY1-5
食道閉鎖症術後難治性食道狭窄・晩期食道気管支瘻症例に対する左胸部への

食道移動再建術

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム1 食道閉鎖症治療後のサルベージ

10月29日

（土）
8:00-9:20 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00212 S1-1
気管手術（Partial Crico-Tracheal Resection）におけるICGによる血流評価

症例報告

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション1 気管・食道・肺

10月27日

（木）
8：45-9：21 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00213 SY5-4
先天性胆道拡張症術後の肝管空腸吻合部狭窄に対しEndoscopic

Ultrasound-Guided Hepaticogastrostomyにより加療し得た1例

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム5

先天性胆道拡張症

、ヒルシュスプルン

グ病治療後の

10月29日

（土）
14:40-16:00 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00214 PD2-2 当科での漢方薬による肛門周囲膿瘍の治療経験
第26回日本小児外科漢方研

究会

パネルディスカッション

（2）
排膿散及湯の効果

10月28日

（金）
15：50-17：10 第3会場 3F　301会議室 発表8分×4名・総合討論43分

00215 SY2-2

高度な後天性喉頭狭窄声門下狭窄に対する複数回の肋軟骨移植喉頭気管形

成術の有用性～喉頭気管形成術3回施行後の上気道完全閉塞症例に対する治

療経験から

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム2 気道疾患術後のサルベージ

10月29日

（土）
9:25-10:35 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00216 SY6-2 左膀胱尿管逆流症　術後吻合部閉塞の1例
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム6

泌尿器疾患、その

他の疾患治療後の

サルベージ

10月29日

（土）
16:00-17:10 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00217 S2-2
右肺底区動脈大動脈起始症に対し異常血管結紮術を施行後に再出血を認めた

一例

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション2 手術

10月27日

（木）
9：35-10：20 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00218 OS1-3
卵巣機能不全に対するホルモン補充療法中の更年期様症状に漢方治療が奏功し

た総排泄腔遺残の一成人例

第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（1）

10月28日

（金）
9：40-10：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00219 S4-3 先天性会陰部脂肪腫を伴った低位鎖肛の一女児例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション4 直腸肛門奇形の発生学②
10月28日

（金）
14：35-15：30 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00220 S7-1
ヒルシュスプルング病類縁疾患による短腸症候群の小児に対するGLP-2アナログ製

剤の投与経験

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション7 腸管リハビリテーション２

10月27日

（木）
16：20-17：00 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分
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00221 SY6-7 Nuss法術後の再発、胸郭変形に対する再手術
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム6

泌尿器疾患、その

他の疾患治療後の

サルベージ

10月29日

（土）
16:00-17:10 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00222 S8-4 左心低形成症候群を合併した先天性食道閉鎖症の治療経験
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション8 小児外科サルベージ1

10月28日

（金）
9：05-9：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00223 S6-2
Anocutaneous fistula のあったCaudal regression syndrome児の長期経

過
第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション6 直腸肛門奇形の諸問題

10月28日

（金）
16：20-17：15 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00224 SY6-6 当科における漏斗胸に対するNuss法術後バー感染合併症例の経験
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム6

泌尿器疾患、その

他の疾患治療後の

サルベージ

10月29日

（土）
16:00-17:10 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00225 SY3-1 胃食道逆流症再々発に対して3回目の手術を施行した2症例
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム3

噴門形成術後、障がい児治療後

のサルベージ

10月29日

（土）
10:35-11:45 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00226 OS3-1 直腸粘膜脱および直腸脱に対する漢方治療の検討
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（3）

10月28日

（金）
11：10-11：50 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00227 S3-9
Robot (da Vinci Si) assisted retroperitoneoscopic diamond bypass

pyeloplasty

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00228 WS-1 男児鼠径ヘルニアに対するLPEC ～安全・確実な手術手技を求めて～
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00229 OS3-4 胆道閉鎖症術後管理における茵ちん蒿湯の使用経験
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（3）

10月28日

（金）
11：10-11：50 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00230 S2-3
術前高アミラーゼ血症を呈した先天性胆道拡張症症例に対する術前経腸栄養の

検討

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション2 周術期管理の工夫

10月27日

（木）
9：50-10：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00231 S3-4 胸腔鏡下食道食道吻合時のケーブルアンカー: より均等な縫合幅を目指した工夫
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00232 S1-5
直腸肛門奇形の直腸断端

Anal Transitional Zoneの発生と上皮の連続性を意識した再建
第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション1 直腸肛門奇形に対する手術

10月28日

（金）
9:00-10:03 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00233 SY5-6
TAEPT術後通過障害を呈し、Duhamel法に準じた再手術を施行した

Hirschsprung病1例

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム5

先天性胆道拡張症

、ヒルシュスプルン

グ病治療後の

10月29日

（土）
14:40-16:00 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00235 S3-5 同一経路を用いた中心静脈カテーテル交換後の中心静脈温存状況に関する検討
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション3 中心静脈カテーテル管理

10月27日

（木）
10：20-11：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00236 OS2-3 回盲部炎症性疾患に対する腸癰湯投与の経験
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（2）

10月28日

（金）
10：20-11：10 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00237 S7-3
複数の消化管瘻を用いた腸管内減圧、腸管リハビリテーション管理を実施している

Hirschsprung病類縁疾患の1例

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション7 腸管リハビリテーション２

10月27日

（木）
16：20-17：00 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00238 S13-1 術後難治性瘻孔に対しヒストアクリル瘻孔閉鎖術が有効であった2症例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション13 小児外科サルベージ3

10月28日

（金）
16：05-16：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00239 S6-2 生後2カ月の腸重積症に対して施行した単孔式腹腔鏡下整復術の1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション6 下部消化管

10月27日

（木）
15：35-16：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00240 S2-2 女児低位鎖肛における術後短期成績からみた問題点の検討 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション2 直腸肛門奇形の評価
10月28日

（金）
10：05-11：00 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00241 SY3-6
当科の重症心身障碍児における気管開窓術と喉頭気管分離術後の合併症に対

するサルベージ

第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム3

噴門形成術後、

障がい児治療後のサルベージ

10月29日

（土）
10:35-11:45 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00242 S4-2 重症心身障害児・者に対する周術期管理の多職種連携の実際
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション4 多職種連携

10月27日

（木）
11：20-12：00 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00244 S1-3 気管支肺前腸奇形(BPFM)が疑われた食道狭窄症に対する食道切除術の工夫
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション1 気管・食道・肺

10月27日

（木）
8：45-9：21 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00245 SY-1 当院で出生した嚢胞性肺疾患の非手術症例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
シンポジウム

先天性嚢胞性肺疾患非手術症

例の検討

10月27日

（木）
13：50-16：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東

発表8分×6名・特別発言30分・教育講演

30分・総合討論30分

00246 S2-6 臨床的排便機能評価と客観的直腸肛門括約筋機能の関連性について 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション2 直腸肛門奇形の評価
10月28日

（金）
10：05-11：00 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00247 S3-4
仙骨欠損、前仙骨髄膜瘤、Congenital Funnel Anusを認めたCurrarino症候

群の１例
第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション3 直腸肛門奇形の発生学①

10月28日

（金）
13：50-14：35 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00248 S6-1
熱可塑性樹脂製のポリエチレン粘土を用いた直腸肛門奇形診断のためのマーキング

の工夫
第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション6 直腸肛門奇形の諸問題

10月28日

（金）
16：20-17：15 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00249 S5-1
Pulmonary sclerosing pneumocytomaにICGを併用した肺区域手術を施

行した１例

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション5 肺腫瘍・Nuss手術

10月27日

（木）
17：10-17:45 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分・病理報告3分

00250 OS2-5 乳児便秘症に対する大建中湯坐剤使用の経験
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（2）

10月28日

（金）
10：20-11：10 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00251 S1-2
2度の心停止から蘇生し、一時的に中心静脈栄養投与カロリーを増量することで順

調な体重増加を得られたヒルシュスプルング病類縁疾患の1例

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション1 周術期の静脈・経腸栄養管理

10月27日

（木）
9：00-9：50 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00252 S13-6 新生児腹部手術既往のある脳室腹腔シャント機能不全に対するサルベージ手術
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション13 小児外科サルベージ3

10月28日

（金）
16：05-16：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00253 S5-2 幼児期に発症した診断に難渋した肺腫瘍の1例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション5 肺腫瘍・Nuss手術

10月27日

（木）
17：10-17:45 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分・病理報告3分

00254 S13-7 V-Pシャント造設後の難治性髄液仮性嚢胞に対し、腹腔リザーバーを留置した１例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション13 小児外科サルベージ3

10月28日

（金）
16：05-16：47 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00255 S6-6 尾骨部分切除が有効であった難治性仙骨部膿瘍の1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション6 下部消化管

10月27日

（木）
15：35-16：11 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00256 S5-4 短腸症候群患者の血中D型乳酸値の検討
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション5 微量元素、その他

10月27日

（木）
15：00-15：40 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00257 PD2-3 表在性膿瘍に対する排膿散及湯の効果と有用性
第26回日本小児外科漢方研

究会

パネルディスカッション

（2）
排膿散及湯の効果

10月28日

（金）
15：50-17：10 第3会場 3F　301会議室 発表8分×4名・総合討論43分

00258 S1-4
新生児・乳児消化管アレルギー患児の術後に加水分解乳を使用したことで腎障害

をきたした1例

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション1 周術期の静脈・経腸栄養管理

10月27日

（木）
9：00-9：50 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00259 S5-4 脊椎側彎症手術に先行してNuss手術を施行した漏斗胸の1例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション5 肺腫瘍・Nuss手術

10月27日

（木）
17：10-17:45 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00260 PD1-2 当科における漢方療法とリンパ管奇形の臨床像の検討
第26回日本小児外科漢方研

究会

パネルディスカッション

（1）
リンパ管奇形の治療

10月28日

（金）
14：20-15：50 第3会場 3F　301会議室 発表8分×5名・総合討論50分

00261 WS-3 臍輪内２ポートLPEC法の留意点
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00262 S3-6 2週間毎の予防的エタノールロック療法は妥当か？
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション3 中心静脈カテーテル管理

10月27日

（木）
10：20-11：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00263 SY4-6 総排泄腔遺残症の肛門形成術後の縫合不全に対する会陰式肛門形成術
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム4

鎖肛術後の

サルベージ

10月29日

（土）
13:05-14:35 第１会場 3F コンベンションホール

発表5分×8名・基調講演15分・総合討論

35分

00264 PD2-1 乳児肛門周囲膿瘍に対する排膿散及湯の治療効果
第26回日本小児外科漢方研

究会

パネルディスカッション

（2）
排膿散及湯の効果

10月28日

（金）
15：50-17：10 第3会場 3F　301会議室 発表8分×4名・総合討論43分

00265 S4-5 胎児超音波検査により経時的変化を観察しえた膀胱腸裂の1例 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション4 直腸肛門奇形の発生学②
10月28日

（金）
14：35-15：30 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00266 S6-4 短腸症に対する腸管延長術の周術期におけるGLP2製剤の使用経験
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション6 腸管リハビリテーション１

10月27日

（木）
15：40-16：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00267 S3-6
当科の先天性嚢胞性肺疾患手術症例から振り返る胎児超音波検査の有用性の

検討

第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション3 胎児診断

10月27日

（木）
10：20-11：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00268 SY3-7 気管腕頭動脈瘻に対する緊急手術について
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム3

噴門形成術後、

障がい児治療後のサルベージ

10月29日

（土）
10:35-11:45 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00269 S3-2
超音波ガイド下鎖骨上アプローチ法に対する経験年齢別の臨床成績の比較とその

留意点

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション3 中心静脈カテーテル管理

10月27日

（木）
10：20-11：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00270 S3-1 胎児胸腔羊水腔シャントチューブが胸腔内に迷入した2例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション3 胎児診断

10月27日

（木）
10：20-11：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00271 SY6-5 再発鼠径ヘルニア症例に対するLPEC法によるサルベージ
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム6

泌尿器疾患、その

他の疾患治療後の

サルベージ

10月29日

（土）
16:00-17:10 第１会場 3F コンベンションホール 発表6分・質疑4分

00272 S4-9 後腹膜鏡下腎盂形成：後腹膜腔の作成するコツ
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分
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00273 SY4-4 鎖肛術後の高度便秘に対するサルベージ手術
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム4

鎖肛術後の

サルベージ

10月29日

（土）
13:05-14:35 第１会場 3F コンベンションホール

発表5分×8名・基調講演15分・総合討論

35分

00274 S4-10 肝移植レシピエントにおける小切開アプローチ
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション4 手術の定型化

10月27日

（木）
13：30-14：50 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00275 S7-3 ORBEYEを使用して顕微鏡下低位結紮術を行った小児精索静脈瘤の一例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション7 体表・泌尿器

10月27日

（木）
16：15-16：51 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分

00276 SY4-7 総排泄腔遺残症に対するサルベージ手術
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム4

鎖肛術後の

サルベージ

10月29日

（土）
13:05-14:35 第１会場 3F コンベンションホール

発表5分×8名・基調講演15分・総合討論

35分

00277 S3-10 High-inguinalアプローチによる小児顕微鏡下精巣静脈瘤根治術
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00278 S1-7 順行性洗腸路の適応と有用性 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション1 直腸肛門奇形に対する手術
10月28日

（金）
9:00-10:03 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00279 SY3-3 当科における小児噴門形成術後再発例に対するサルベージ手術の検討
第38回日本小児外科学会秋

季シンポジウム
シンポジウム3

噴門形成術後、

障がい児治療後のサルベージ

10月29日

（土）
10:35-11:45 第１会場 3F コンベンションホール 発表7分・質疑3分

00280 OS1-2 小児外科で日常使用する漢方製剤の成人への応用
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（1）

10月28日

（金）
9：40-10：20 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00281 S4-6 食道起始肺を気管支吻合して温存したBPFMの１例
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション4 喉頭・気管・BPFM

10月27日

（木）
16：20-17：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00282 S3-3
術中神経モニタリングにて反回神経の走行異常を同定し得た上縦隔嚢胞性腫瘤の

一例

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション3 術後合併症を減らす工夫

10月27日

（木）
10：05-11：49 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑3分

00283 S3-5 直腸肛門無形成を呈したクラリーノ症候群の発生学的考察 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション3 直腸肛門奇形の発生学①
10月28日

（金）
13：50-14：35 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00284 S2-5
総排泄腔遺残症における術後長期排便機能と相関する因子の分析―全国調査

による解析結果から
第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション2 直腸肛門奇形の評価

10月28日

（金）
10：05-11：00 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00285 S4-1 声門閉鎖術のピットフォール―合併症対策と術式の工夫―
第32回日本小児呼吸器外科

研究会
セッション4 喉頭・気管・BPFM

10月27日

（木）
16：20-17：10 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表5分・質疑2分

00286 S5-2
食事摂取が可能であったにも関わらず血清セレン低値を示した腸管運動不全の3

例

第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション5 微量元素、その他

10月27日

（木）
15：00-15：40 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00287 S6-7 鎖肛術後の難治性便失禁患者に対する仙骨神経刺激療法の実行可能性試験 第78回 直腸肛門奇形研究会 セッション6 直腸肛門奇形の諸問題
10月28日

（金）
16：20-17：15 第2会場

3F　コンベンションホール

東
発表6分・質疑3分

00288 WS-6 小児abdominoscrotal hydrocele（ASH）に対するLPEC法の有用性
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00289 WS-11
小児LPEC法症例における対側腹膜鞘状突起開存に対するBurning methodの

有用性

第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
ワークショップ LPECを究める

10月28日

（金）
13：30-15：15 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表5分・質疑1分×11名・総合討論40分

00290 S5-1 高カロリー輸液製剤調剤後の亜セレン酸ナトリウム注射液廃棄に関する問題点
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション5 微量元素、その他

10月27日

（木）
15：00-15：40 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00292 S5-3 乳幼児の血清亜鉛濃度（鼠径ヘルニア類術前患児の解析）
第51回日本小児外科代謝研

究会
セッション5 微量元素、その他

10月27日

（木）
15：00-15：40 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑4分

00293 OS3-2 低位鎖肛術後の肛門会陰皮膚瘻に対して補中益気湯を投与した１例
第26回日本小児外科漢方研

究会
一般演題（3）

10月28日

（金）
11：10-11：50 第3会場 3F　301会議室 発表6分・質疑3分

00294 S9-5 遺伝子診断を先行した後に胆道造影を施行したAlagille症候群の1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
セッション9 肝・胆・膵

10月28日

（金）
9：50-10：32 第１会場

3F コンベンションホール

西
発表4分・質疑2分


