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プログラム

10 月 18 日 金 第3 会場

セッション 1［ 肺気腫・肺嚢胞・異物 ］ 9：00～9：42

（発表 4分・質疑応答 2分） 座長：東間 未来（茨城県立こども病院 小児外科）

S1-1 外科治療に至った間質性肺気腫の 3症例
工藤 公介 聖マリアンナ医科大学 小児外科

S1-2 巨大肺嚢胞による呼吸不全に対して肺嚢胞切除術を施行した乳児の 1例
小泉 敬一 山梨県立中央病院 小児外科

S1-3 外科的に救命した超低出生体重児に合併した緊張性肺嚢胞の 2例―中長期的経過―
芦塚 修一 東京慈恵会医科大学 外科学講座

S1-4 緊張性気胸および不可逆的な重度肺障害をきたした乳児分類不能型白血病の 1例
山田 進 静岡県立こども病院 小児外科

S1-5 右肺全摘後に留置した tissue expander が破損を繰り返し治療に難渋した右全肺型
BPFMの経験

三谷 泰之 和歌山県立医科大学 第 2外科

S1-6 除去に難渋した左気管支内異物：デバイス選択の工夫
田中 保成 茨城県立こども病院 小児外科

S1-7 動脈管閉鎖術後のクリップが気管内に迷入した 1例
東間 未来 茨城県立こども病院 小児外科

セッション 2［ 腫瘍・気管切開 ］ 9：42～10：24

（発表 4分・質疑応答 2分） 座長：福本 弘二（静岡県立こども病院 小児外科）

S2-1 ヘルニア嚢壁内に異所性肝を認めた遅発性先天性右横隔膜ヘルニアの 1例
元木 恵太 旭川医科大学外科学講座 小児外科

S2-2 重篤な呼吸障害を呈した頸部・縦隔リンパ管腫の 1例
五十嵐 昭宏 獨協医科大学埼玉医療センター 小児外科

S2-3 骨肉腫肺転移による気胸/腫瘍気管支瘻に対し外科的切除を行なった 3例
川久保 尚徳 国立がん研究センター中央病院 小児腫瘍外科

S2-4 進行性骨化性線維異形成症に対する気管切開の経験
小林 めぐみ 岩手医科大学 外科学講座

S2-5 重症心身障害児者に対する喉頭気管分離術の検討
高尾 智也 姫路聖マリア病院 小児外科/重度障害総合支援センタールルド

S2-6 気管狭窄症に対し腕頭動脈離断及び気管つり上げを行った脳性まひ・吸気性喘鳴の 1例
小幡 聡 九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野

S2-7 食道閉鎖症術後の気管軟化症に対して high-flow nasal cannula が有効であった 1例
升井 大介 久留米大学 外科学講座小児外科部門
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セッション 3［ 声門下狭窄・嚢胞 ］ 10：24～11：09

（発表 6分・質疑応答 3分） 座長：津川 二郎（愛仁会高槻病院 小児外科）

S3-1 声門下狭窄症に対する肋軟骨移植術の経験
福本 弘二 静岡県立こども病院 小児外科

S3-2 高度の声門下狭窄症に対する Partial cricotracheal resection
関岡 明憲 静岡県立こども病院 小児外科

S3-3 鹿児島県内の後天性声門下腔狭窄症例発生状況と患者背景からの考察
武藤 充 鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科学分野

S3-4 声門下嚢胞 5例の手術術式と適応に関する検討
高成田 祐希 社会医療法人愛仁会高槻病院 小児外科

S3-5 声門下嚢胞の治療戦略
大西 峻 鹿児島大学 小児外科

セッション 4［ 気管・喉頭の先天異常 ］ 11：09～12：03

（発表 6分・質疑応答 3分） 座長：小野 滋（自治医科大学医学部外科学講座 小児外科学部門）

S4-1 極低出生体重児における気管無形成の 1例
松久保 眞 鹿児島市立病院 小児外科/鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科分野

S4-2 EXIT にて救命しえなかった気管無形成の一例
早野 恵 岩手医科大学 外科学講座

S4-3 出生前に食道閉鎖症を疑われていた気管食道瘻を伴う気管無形成の一例
日野 祐子 福岡市立こども病院 小児外科

S4-4 管理に難渋している前腸の多発奇形を合併した喉頭気管食道裂の 1例
横田 典子 徳島大学病院 小児外科・小児内視鏡外科

S4-5 喉頭気管食道裂 III 型・IV型 3例の経験
望月 響子 神奈川県立こども医療センター 外科

S4-6 先天性気管狭窄における長期的な気管径の検討―手術群と非手術群の比較―
原田 篤 東京都立小児総合医療センター 外科

セッション 5［【合同セッション】気道管理/集中治療科との連携 ］ 14：00～15：00

（発表 7分・質疑応答 3分） 座長：下島 直樹（東京都立小児総合医療センター 外科）
齋藤 修（東京都立小児総合医療センター 集中治療科）

S5-1 外科治療を要する気道異常症例に対する集中治療科医の役割
居石 崇志 東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部 集中治療科

S5-2 先天性気管狭窄症の術後管理に ECMOを必要とした症例の検討
下島 直樹 東京都立小児総合医療センター 外科
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S5-3 患側肺の主気管支と気管吻合を行ったCommunicating bronchopulmonary foregut
malformation（CBPFM）の 2例

高見澤 滋 長野県立こども病院 外科

S5-4 両側気管支狭窄病変により長期呼吸管理を要した乳児例
濱本 学 埼玉県立小児医療センター 集中治療科

S5-5 長期の集中治療室管理が必要であった、喉頭軟化症の術後管理の一例
佐藤 光則 静岡県立こども病院 小児集中治療科

S5-6 両大血管右室起始症を合併した気管無形成症例に対する気道管理
長井 勇樹 兵庫県立こども病院 集中治療科

セッション 6［【要望演題】気管支閉鎖の診断・病態・治療 ］ 15：00～16：20

座長：下高原 昭廣（東京都立小児総合医療センター 外科）

S6-1 〔エキスパートに聞く〕気管支閉鎖症の診断―CTで確認すべき所見―（発表 15分）
野澤 久美子 神奈川県立こども医療センター 放射線科

S6-2 〔エキスパートに聞く〕嚢胞性肺疾患の病理学的鑑別・・・気管支閉鎖とCPAM2型
（発表 15分）

松岡 健太郎 獨協医科大学埼玉医療センター 病理診断科/東京都立小児総合医療センター 検査科

S6-3 気管支閉鎖症の診断とその発症機序（発表 7分・質疑応答 3分）
下高原 昭廣 東京都立小児総合医療センター 外科

S6-4 気管支閉鎖の診断と治療（発表 7分・質疑応答 3分）
望月 響子 神奈川県立こども医療センター 外科

S6-5 術前CT画像による気管支閉鎖症と先天性肺気道形成異常の鑑別に関する検討
（発表 7分・質疑応答 3分）

梅山 知成 慶應義塾大学医学部 小児外科

S6-6 当院における嚢胞性肺疾患の予後（発表 7分・質疑応答 3分）
山田 洋平 成育医療研究センター 小児外科

S6-7 病理診断で気管支閉鎖症（Bronchial atresia：BA）と最終診断された小児嚢胞性肺疾患
の臨床的検討（発表 7分・質疑応答 3分）

出口 幸一 大阪大学大学院 医学系研究科小児成育外科

セッション 7［ 嚢胞性肺疾患（病理検討あり）］ 16：20～17：20

（発表 4分・質疑応答 2分・病理検討 3分） 座長：望月 響子（神奈川県立こども医療センター 外科）

S7-1 先天性C型食道閉鎖や心疾患を合併した左 B6の気管支閉鎖症の 18trisomy の 1例
五嶋 翼 日本赤十字社医療センター 小児外科

S7-2 気管支原性嚢胞を合併した先天性気管支閉鎖症の 1例
福永 健治 京都府立医科大学 小児外科

S7-3 緊急開胸・嚢胞ドレナージを要した先天性嚢胞性腺腫様奇形（CCAM）の 2例
矢部 清晃 東京女子医科大学八千代医療センター 小児外科
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S7-4 出生前診断され新生児期に手術を要したCPAMの 1例：胎児画像診断による後方視的検討
相吉 翼 筑波大学医学医療系 小児外科

S7-5 胎児期に診断され、在胎中に病変縮小が観察された肺葉内肺分画症の 2例
山口 隆介 東京女子医科大学 小児外科

S7-6 分葉不全のため左肺全摘を施行した新生児Congenital cystic adenomatoid malfor-
mation（CCAM）の 1例

二階 公貴 順天堂大学医学部附属浦安病院

S7-7 右肺全葉に及ぶCPAM病変に対し，右肺全葉の区域切除を行った一例
東堂 まりえ 大阪大学医学部附属病院 小児成育外科


