
内
視
鏡
外
科
・
手
術
手
技

― 32 ―

プログラム

10 月 17 日 木 第2 会場

セッション 1［ 上部消化管 ］ 8：50～10：11

座長：家入 里志（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 小児外科学）
曹 英樹（地方独立行政法人 大阪府立病院機構大阪母子医療センター 小児外科）

S1-1 左頸部アプローチを要したGross E型先天性食道閉鎖症の 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
滝口 和暁 福島県立医科大学附属病院 小児外科

S1-2 カフ圧計を利用した空気注入食道延長法が有用であった long gap 型 A型食道閉鎖症の
1例（発表 3分・質疑応答 2分）

林 海斗 秋田大学医学部附属病院 小児外科

S1-3 Long gap 先天性食道閉鎖症に対して gastric transposition を行った 2例
（発表 3分・質疑応答 2分）

櫻井 毅 宮城県立こども病院 外科

S1-4 GrossD型先天性食道閉鎖症の 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
花木 祥二朗 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 小児外科/NPO法人中国四国小児外科医

療支援機構

S1-5 先天性食道閉鎖症に対する胸腔鏡下手術の成績（発表 5分・質疑応答 3分）
塚田 遼 大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科

S1-6 腹腔鏡下噴門形成術に併施するボタン型胃瘻造設術の工夫（発表 3分・質疑応答 2分）
湊 雅嗣 天使病院 小児外科

S1-7 当院における腹腔鏡下噴門形成の再手術における工夫（発表 3分・質疑応答 2分）
谷本 光隆 岡山大学病院 小児外科

S1-8 重症心身障がい児に対する腹腔鏡下噴門形成術における肝挙上法の検討
（発表 5分・質疑応答 3分）

永井 太一朗 鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科学分野

S1-9 腹腔鏡を用いることで可能になった経皮内視鏡的胃瘻造設術の 4例
（発表 3分・質疑応答 2分）

渡部 彩 加古川中央市民病院 小児外科

S1-10 腹腔鏡下幽門筋切開術における腫瘤固定手技の工夫―当科 2症例の経験から―
（発表 3分・質疑応答 2分）

小松崎 尚子 新潟市民病院

S1-11 急性胃軸捻転症に対して腹腔鏡下胃固定術を施行した 2例（発表 3分・質疑応答 2分）
安藤 晋介 昭和大学医学部 外科学講座 小児外科学部門

S1-12 胃重複症で高アミラーゼ血症を来した 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
清水 徹 長野県立こども病院

S1-13 食道裂孔ヘルニア根治術後に十二指腸狭窄が明らかとなった無脾症候群の 2例
（発表 3分・質疑応答 2分）

岡村 かおり 福岡市立こども病院 小児外科
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S1-14 膵炎症状を呈する異所性膵を伴った十二指腸腸管重複症に対する腹腔鏡下十二指腸球部
切除術（発表 3分・質疑応答 2分）

横田 一樹 名古屋大学大学院 小児外科学

S1-15 十二指腸ダイヤモンド吻合術後の縫合不全に高流量鼻カニュラ酸素療法（HFNC）の関
与が疑われた超低出生体重児の 1例（発表 3分・質疑応答 2分）

吉田 真理子 日本赤十字社医療センター 小児外科

セッション 2［ 下部消化管 ］ 10：20～11：23

座長：河野 美幸（金沢医科大学病院 小児外科）
廣瀬 龍一郎（福岡大学医学部外科学講座 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）

S2-1 単孔式腹腔鏡手術が診断・治療に有用であった回腸重複腸管穿孔の 1例
（発表 3分・質疑応答 2分）

加藤 大幾 安城更生病院 小児外科

S2-2 「隣接腸管と共有する壁」をエコーにより描出し腸管重複症を診断した 2例
（発表 3分・質疑応答 2分）

奥山 直樹 新潟県立中央病院 小児外科

S2-3 再発性腸重積を呈した虫垂重積症の 1例―発生要因と至適手術手技について―
（発表 3分・質疑応答 2分）

小梛 地洋 東邦大学医療センター大森病院 小児外科

S2-4 腹腔鏡補助下虫垂切除術後に両側胸水、大量腹水を来した一例（発表 3分・質疑応答 2分）
根本 悠里 JA とりで総合医療センター 小児外科/筑波大学附属病院 小児外科

S2-5 後天性下行結腸狭窄に対し細径鉗子を用いた単孔式腹腔鏡補助下結腸切除術を施行した
一例（発表 3分・質疑応答 2分）

安部 孝俊 大阪母子医療センター 小児外科

S2-6 診断に苦慮したメッケル憩室穿孔の 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
越智 崇徳 順天堂大学医学部 小児外科・小児泌尿生殖器外科

S2-7 審査腹腔鏡で診断しえた外傷性結腸単独損傷の 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
白根 和樹 筑波大学医学医療系 小児外科

S2-8 シートベルト損傷による遅発性小腸穿孔に対し腹腔鏡補助下手術を施行した 1小児例
（発表 3分・質疑応答 2分）

田中 尚 筑波大学 医学医療系 小児外科

S2-9 腹部鈍的外傷による空腸穿孔の 2例（発表 3分・質疑応答 2分）
伊藤 佳史 土浦協同病院 小児外科

S2-10 単孔式人工肛門造設後虫垂チューブ瘻で大腸のAdaptation を行った胎便性腹膜炎の一
例（発表 3分・質疑応答 2分）

入江 友章 熊本大学病院 小児外科移植外科

S2-11 Hirschsprung 病類縁疾患に対する小腸移植後のストマ閉鎖手術時の管理法の工夫
（発表 3分・質疑応答 2分）

金森 洋樹 慶應義塾大学医学部 小児外科学教室

S2-12 さらなる合併症軽減を目指した臍部人工肛門造設術の工夫（発表 5分・質疑応答 3分）
平澤 雅敏 旭川医科大学 外科学講座 小児外科
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セッション 3［ 直腸・肛門 ］ 11：30～12：09

座長：金森 豊（国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 臓器・運動器病態外科部 外科）
野田 卓男（岡山大学病院 小児外科）

S3-1 先天性直腸狭窄症に対して Swenson 法に準じた腹腔鏡下超低位前方切除術を施行した
一例（発表 3分・質疑応答 2分）

松井 まゆ 鹿児島大学病院 小児外科

S3-2 当科に於けるHirschsprung’s disease に対する laparoscopy-assisted transanal
pull-through（発表 5分・質疑応答 3分）

山高 篤行 順天堂大学 小児外科小児泌尿生殖器外科

S3-3 直腸尿道瘻への経人工肛門的ガイドワイヤー挿入による鎖肛根治術
（発表 3分・質疑応答 2分）

岡本 健太郎 東京医科歯科大学 小児外科

S3-4 5mmステイプラーで瘻孔処理を行った腹腔鏡補助下鎖肛根治術～直腸尿道瘻の 2例～
（発表 3分・質疑応答 2分）

大山 慧 聖マリアンナ医科大学 小児外科

S3-5 腹腔鏡補助下直腸肛門形成術に関する多施設共同後方視的観察研究
（発表 5分・質疑応答 3分）

森下 祐次 近畿大学病院 外科学教室 小児外科

S3-6 当科における腹腔鏡下男児鎖肛根治術に対する工夫（発表 5分・質疑応答 3分）
中村 弘樹 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

セッション 4［ 技術認定 ］ 13：30～14：30

（発表 10分・質疑応答 3分） 座長：漆原 直人（静岡県立こども病院 小児外科）
奥山 宏臣（大阪大学外科学講座 小児成育外科）

S4-1 小児外科技術認定制度発足の経緯
森川 康英 国際医療福祉大学 小児外科

S4-2 日本内視鏡外科学会技術審査委員会（小児外科領域）による review
世川 修 日本内視鏡外科学会 技術審査委員会（小児外科領域）委員長

S4-3 小児内視鏡外科・技術認定制度に関するアンケート報告
阪 龍太 大阪大学 小児成育外科

S4-4 症例数の限られた地方私立大学病院における小児内視鏡外科手術教育の工夫と課題
深堀 優 久留米大学医学部 外科学講座小児外科部門

セッション 5［ その他 ］ 14：35～15：26

座長：川嶋 寛（埼玉県立小児医療センター 小児外科）
田附 裕子（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）

S5-1 ICG蛍光法による腸管血流評価で予見できなかった絞扼性イレウス術後虚血性小腸狭窄
の 1例（発表 3分・質疑応答 2分）

牧田 智 名古屋大学大学院医学系研究科 小児外科学
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S5-2 腹腔鏡下手術を行った小児付属器疾患 7症例について（発表 3分・質疑応答 2分）
楯川 幸弘 佐久医療センター 小児外科

S5-3 腕頭動脈による気管圧迫に対して大動脈腕頭動脈胸骨固定術を行った食道閉鎖術後の 1
例（発表 3分・質疑応答 2分）

滝本 愛太朗 名古屋大学医学部付属病院 小児外科

S5-4 学生を対象とした鏡視下縫合トレーニングの取り組み（発表 3分・質疑応答 2分）
形見 祐人 香川大学医学部 小児外科

S5-5 若手小児外科医に対する腹腔鏡下噴門形成術シミュレーターを用いたトレーニング効果
の検討（発表 5分・質疑応答 3分）

福田 篤久 九州大学大学院医学研究院 発達生殖医学講座小児外科学分野/地域医療機能推進機構
九州病院 小児外科

S5-6 長期留置した中心静脈カテーテル抜去困難症に対するカテーテル抜去法
（発表 3分・質疑応答 2分）

洲尾 昌伍 奈良県立医科大学附属病院 消化器・総合外科

S5-7 細径デバイスを用いた腹腔鏡下腎摘除術（発表 3分・質疑応答 2分）
益子 貴行 茨城県立こども病院 小児泌尿器科/茨城県立こども病院 小児外科

S5-8 気腹後の観察中に内鼠径輪の陥凹を認め、de novo 型の外鼠径ヘルニアと診断した 1例
（発表 3分・質疑応答 2分）

大関 圭祐 長崎大学病院 小児外科

S5-9 われわれの消化管吻合法の検討（発表 5分・質疑応答 3分）
佐藤 正人 北野病院 小児外科

セッション 6［ 腫瘍 ］ 15：30～16：13

座長：佐藤 正人（公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 小児外科）
小野 滋（自治医科大学 外科学講座小児外科学部門）

S6-1 von Hippel-Lindau 病の姉弟に発症した多発褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副腎部分切除
術の経験（発表 3分・質疑応答 2分）

光永 哲也 千葉県こども病院 小児外科

S6-2 TAE（Transcatheter Arterial Embolization）後に摘出術を施行した左副腎原発神経芽
腫の 1学童例（発表 3分・質疑応答 2分）

渡辺 栄一郎 東京大学医学部 小児外科

S6-3 ウロキナーゼ胸腔内注入併用によりVATS手術を完遂した縦隔奇形腫破裂例
（発表 3分・質疑応答 2分）

文野 誠久 京都府立医科大学 小児外科

S6-4 卵巣腫瘍（卵黄嚢癌）摘出後の対側発生（成熟奇形腫）に対し卵子凍結保存を併用し
核出術を施行した 1例（発表 3分・質疑応答 2分）

横田 直樹 新潟大学大学院 小児外科

S6-5 後腹膜原発の巨大嚢胞性奇形腫―手術上の問題点について―（発表 3分・質疑応答 2分）
島田 脩平 東邦大学医療センター大森病院 小児外科
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S6-6 膣原発卵黄嚢腫瘍再発に対して膣部分切除と子宮頸部切除を施行した一例
（発表 3分・質疑応答 2分）

藤田 拓郎 国立成育医療研究センター 外科

S6-7 肝芽腫転移巣に対するインドシアニングリーン蛍光法を用いたナビゲーション手術の経
験（発表 3分・質疑応答 2分）

畑中 政博 獨協医科大学埼玉医療センター 小児外科

S6-8 当院における肝芽腫に対する外科的治療成績と予後不良因子の検討
（発表 5分・質疑応答 3分）

平田 雄大 埼玉県立小児医療センター 外科

セッション 7［ 呼吸器 ］ 16：15～17：17

座長：古村 眞（埼玉医科大学病院 小児外科）
澤井 利夫（奈良県立医科大学 消化器・総合外科）

S7-1 III 型喉頭気管食道裂に気管の分節型狭窄を合併した 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
東間 未来 茨城県立こども病院 小児外科

S7-2 後天性気管閉塞症例に対する気管形成術の工夫～肋軟骨による、気管前壁移植および側壁
外ステント術（発表 3分・質疑応答 2分）

平井 みさ子 茨城県立こども病院 小児外科/茨城福祉医療センター 小児外科

S7-3 Hinge flap による気管孔閉鎖術を施行した 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
尾山 貴徳 広島市立広島市民病院 小児外科

S7-4 放射線透視装置併用による胸腔鏡下胸腔・羊水腔シャントカテーテル遺残除去の試み
（発表 5分・質疑応答 3分）

牟田 裕紀 埼玉医科大学総合医療センター 肝胆膵外科・小児外科

S7-5 Nuss 手術における術後合併症を予防するための工夫（発表 5分・質疑応答 3分）
大橋 伸介 東京慈恵会医科大学 外科学講座

S7-6 3mmシーリングシステムと 5mmステープラを用いた胸腔鏡下中葉切除術―細径デバ
イスによる体壁破壊を最小限に抑えた小児 RPS―（発表 3分・質疑応答 2分）

長野 綾香 鹿児島大学 小児外科

S7-7 新生児の肺葉外肺分画症に対し胸腔鏡補助下分画肺切除を施行した 1例
（発表 3分・質疑応答 2分）

小林 隆 新潟大学医歯学総合病院 小児外科

S7-8 化学療法後の胸腔内腫瘍に対する胸腔鏡補助下肺部分切除術（発表 3分・質疑応答 2分）
益子 貴行 茨城県立こども病院 小児外科/茨城県立こども病院 小児泌尿器科

S7-9 ルーピング法による胸腔鏡下気胸手術（発表 5分・質疑応答 3分）
矢内 俊裕 茨城県立こども病院 小児外科

S7-10 当関連施設における胸腔鏡下肺切除術の現状と治療成績（発表 5分・質疑応答 3分）
正畠 和典 大阪母子医療センター 小児外科
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10 月 18 日 金 第2 会場

セッション 8［ 体表 ］ 9：45～11：11

座長：石橋 広樹（徳島大学病院 小児外科・小児内視鏡外科）
神山 雅史（大阪市立総合医療センター 小児外科）

S8-1 卵巣・卵管がヘルニア嚢を構成した腹腔外卵巣の女児鼠径ヘルニアの 1例
（発表 3分・質疑応答 2分）

四本 克己 国保直営総合病院 君津中央病院 小児外科

S8-2 LPEC 術後に対側のDe novo 型外鼠径ヘルニアを発症した 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
田中 夏美 市立吹田市民病院 外科

S8-3 小児鼡径ヘルニアに対する LPECの手術ビデオの評価と手術技術に関する研究
（発表 3分・質疑応答 2分）

山田 舜介 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

S8-4 腹腔鏡下手術を行った、大網嚢胞が脱出した鼠径ヘルニアの 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
横田 典子 徳島大学病院 小児外科・小児内視鏡外科

S8-5 鼠径ヘルニア嵌頓に対する腹腔鏡手術の是非（発表 3分・質疑応答 2分）
西谷 友里 聖マリアンナ医科大学 小児外科

S8-6 腹膜前腔に生理食塩水を注入する膨潤 LPECの検討（発表 3分・質疑応答 2分）
山根 裕介 長崎大学病院 小児外科

S8-7 再発を疑われた鼠径ヘルニア術後の陰嚢水腫（発表 3分・質疑応答 2分）
中神 智和 昭和大学江東豊洲病院こどもセンター 小児外科

S8-8 当科での単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（SILPEC）のこだわり
（発表 5分・質疑応答 3分）

岩中 剛 福岡大学 呼吸器乳腺内分泌小児外科

S8-9 鼡径ヘルニアとの鑑別に難渋した後腹膜リンパ管奇形の 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
一城 千都絵 東京大学医学部附属病院 小児外科

S8-10 SILPEC 施行症例で経験する対側発症例の検討（発表 5分・質疑応答 3分）
神保 教広 筑波大学医学医療系 小児外科

S8-11 小児内鼠径ヘルニアの 3態様（発表 3分・質疑応答 2分）
諸冨 嘉樹 北野病院 小児外科

S8-12 V.A.C.ULTAⓇを用いた陰圧閉鎖療法にて上皮化を計った臍帯ヘルニアの 1例
（発表 3分・質疑応答 2分）

稲田 亘佑 名古屋大学医学部附属病院 小児外科

S8-13 表皮切除のみを行い臍温存に成功した臍部異所性膵組織の 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
森 禎三郎 国立成育医療研究センター 外科

S8-14 腹壁破裂に対する臍帯packing を用いない sutureless 腹壁閉鎖法
（発表 3分・質疑応答 2分）

田中 保成 茨城県立こども病院 小児外科
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S8-15 人工肛門閉鎖術の創部感染予防に対する SNAPⓇ陰圧閉鎖療法システムの使用経験
（発表 3分・質疑応答 2分）

高田 瞬也 亀田総合病院 小児外科

S8-16 腹会陰式直腸切断術後の会陰創に対して予防的閉鎖陰圧療法をおこなった小児クローン
病の 2例（発表 3分・質疑応答 2分）

井上 幹大 三重大学 消化管・小児外科

セッション 9［ 泌尿器 ］ 11：11～12：07

座長：山高 篤行（順天堂大学医学部 小児外科・小児泌尿生殖器外科）
田中 潔（北里大学医学部 小児外科）

S9-1 部分型アンドロゲン不応症の両側鼠径部性腺に対する腹腔鏡下切除術の有用性
（発表 3分・質疑応答 2分）

安井 良僚 金沢医科大学 小児外科

S9-2 思春期前の小児の精巣成熟奇形腫に対する精巣温存手術（発表 3分・質疑応答 2分）
矢内 俊裕 茨城県立こども病院 小児外科、小児泌尿器科

S9-3 思春期以前に発症した漿膜内精巣捻転症の 2症例（発表 3分・質疑応答 2分）
坂元 直哉 JA とりで総合医療センター 小児外科

S9-4 先天性処女膜閉鎖に起因する子宮膣留血症を呈した 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
西塔 翔吾 茨城県立こども病院 小児外科

S9-5 膀胱筋層内尿膜管遺残に対する腹腔鏡補助下切除術の 2例（発表 3分・質疑応答 2分）
愛甲 崇人 新潟市民病院 小児外科

S9-6 細菌性髄膜炎後遺症による神経因性膀胱に合併した両VUR症例に対するQOL向上を目
指した尿路変更術（発表 3分・質疑応答 2分）

小坂 征太郎 茨城県立こども病院 小児外科

S9-7 胎児期に左腹部巨大嚢胞を指摘され、新生児期に外瘻造設と腹腔鏡下摘出を行った左低異
形成腎の一例（発表 3分・質疑応答 2分）

牧 ゆかり 東京女子医科大学 小児外科

S9-8 尿道下裂尿道形成術における陰茎腹側U字皮膚切開周囲皮下組織温存の有用性
（発表 5分・質疑応答 3分）

越智 崇徳 順天堂大学医学部 小児外科・小児泌尿生殖器外科

S9-9 尿道下裂に対する一期的尿道形成術に必要な条件：6 factors（発表 3分・質疑応答 2分）
瀬尾 尚吾 順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児外科・小児泌尿器生殖器外科

S9-10 尿道下裂術後重度合併症に対するサルベージ尿道形成手術（発表 5分・質疑応答 3分）
三宅 優一郎 順天堂大学 小児外科・小児泌尿生殖器外科

セッション 10［ 肝胆膵/横隔膜・胸壁 ］ 13：30～14：50

座長：内田 広夫（名古屋大学大学院医学系研究科 小児外科）
佐々木 隆士（近畿大学医学部 外科学教室小児外科部門）

S10-1 当院における小児外傷性脾損傷の管理の実際（発表 3分・質疑応答 2分）
神部 浩輔 京都府立医科大学附属病院 小児外科
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S10-2 小児外傷性脾損傷に対する TAE（発表 3分・質疑応答 2分）
相吉 翼 筑波大学医学医療系 小児外科

S10-3 IVR にて仮性脾動脈瘤の治療を行った小児外傷性脾損傷の 1例（発表 3分・質疑応答 2分）
岩崎 駿 大阪大学医学部附属病院 小児外科

S10-4 小児Grade IIIb 外傷性脾損傷に対し保存的治療を行った 4例（発表 3分・質疑応答 2分）
木戸 美織 金沢医科大学 小児外科

S10-5 当院における小児外傷性脾損傷 10例の検討（発表 5分・質疑応答 3分）
廣谷 太一 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児外科

S10-6 急性膵炎後に発症した膵尾部巨大仮性嚢胞に対して内視鏡併用経皮経胃的CTガイド下
ドレナージ術ならびに内瘻化術を施行した重症心身障害者の 1例
（発表 3分・質疑応答 2分）

福井 慶介 国際医療福祉大学病院 小児外科

S10-7 小児膵 solid pseudopapillary neoplasm（SPN）に対する腹腔鏡下脾臓温存膵体尾部
切除術の留意点（発表 3分・質疑応答 2分）

齋藤 武 千葉大学大学院医学研究院 小児外科学

S10-8 先天性胆道拡張症に対する内視鏡外科手術の現状―多施設共同研究の結果―
（発表 5分・質疑応答 3分）

梅田 聡 近畿大学奈良病院 小児外科

S10-9 葛西手術時における顕微鏡観察下の適切な肝門部結合組織塊切離ラインの決定
（発表 5分・質疑応答 3分）

三森 浩太郎 福島県立医科大学附属病院 小児外科

S10-10 小児Morgagni 孔ヘルニアに対する LPEC針を用いた単孔式腹腔鏡下手術
（発表 3分・質疑応答 2分）

後藤 悠大 福島県立医科大学附属病院 小児外科

S10-11 先天性両側性横隔膜弛緩症に対して胸腔鏡下横隔膜縫縮術を施行した 1例
（発表 3分・質疑応答 2分）

石川 暢己 福井県立病院 小児外科

S10-12 当院で経験した胎児胸腔-羊水腔シャントカテーテル遺残の 8例（発表 5分・質疑応答 3分）
竹内 雄毅 兵庫県立こども病院 小児外科

S10-13 高度変形胸郭症例に対するNuss 法の工夫―胸骨、肋骨、肋軟骨切開―
（発表 5分・質疑応答 3分）

植村 貞繁 川崎医科大学 小児外科

セッション 11［ 合同セッション（外傷）］ 15：00～15：50

（発表 3分・質疑応答 2分） 座長：前田 貢作（兵庫県立こども病院 小児外科）
米田 光宏（大阪市立総合医療センター 小児外科）

S11-1 経カテーテル動脈塞栓術による循環動態安定化後，再出血が顕在化し緊急開腹止血術を要
した多発外傷の 1例

上松 由昌 北里大学医学部 一般・小児・肝胆膵外科学

S11-2 会陰部裂傷を伴った多発交通外傷の 1乳児例
吉田 篤史 川崎医科大学 小児外科
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S11-3 轢過による小児多発外傷の 1例
渡邊 峻 獨協医科大学 第一外科

S11-4 外傷性肝損傷に対する治療―下大静脈血栓症合併した中学生に対する経皮的肝動脈塞栓
術（TAE）

北原 修一郎 長野赤十字病院 小児外科

S11-5 外傷性肝損傷に対する治療アプローチとそのフォローアップに関する検討
矢野 圭輔 鹿児島大学病院 小児外科

S11-6 虐待による腹腔内鈍的外傷性十二指腸離断の 1例に対する手術経験
加藤 紘隆 和歌山県立医科大学病院 第 2外科

S11-7 小児における主膵管損傷を伴った膵外傷に対する保存治療
田中 潔 北里大学病院 小児外科

S11-8 IIIb 型膵損傷に対して血管内治療と膵管ステント留置にて保存的治療を完遂した一小児例
福原 雅弘 大分県立病院 小児外科

S11-9 当科における外傷性膵損傷 IIIb 型の治療戦略の検討
關根 沙知 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児外科

S11-10 超音波内視鏡下膵仮性嚢胞・膵管ドレナージが奏功した外傷性膵損傷 IIIb 型の一例
田中 正史 順天堂大学医学部 小児外科・小児泌尿生殖器外科

セッション 12［ 合同セッション（感染）］ 15：50～16：40

（発表 3分・質疑応答 2分） 座長：八木 実（久留米大学医学部 外科学講座小児外科学部門）
臼井 規朗（地方独立行政法人 大阪府立病院機構大阪母子医療センター 小児外科）

S12-1 高度炎症例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術
工藤 渉 東京女子医科大学八千代医療センター 小児外科

S12-2 当院における虫垂炎性汎発性腹膜炎症例の後方視的検討
遠藤 耕介 北野病院 小児外科

S12-3 先天性胆道拡張症に伴う胆道感染・穿孔に対する外科的治療戦略
小林 完 弘前大学医学部附属病院 小児外科

S12-4 後天性小腸閉鎖が原因と考えられる重症腹部感染症に対し、外科的介入で救命し得た 1例
藤村 匠 慶應義塾大学医学部 小児外科

S12-5 非閉塞性腸管壊死（NOMI）に対して初回手術で十二指腸離断を行い、救命し得た 1例
石井 大介 旭川医科大学 外科学講座 小児外科

S12-6 腹部コンパートメント症候群の管理を行った多臓器不全合併乳児虫垂炎の 1例
大津 一弘 県立広島病院 小児外科

S12-7 Multifocal NECの手術方法：高位空腸瘻＋Multiple Stomaの経験
石井 生 福岡大学医学部外科学講座 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

S12-8 先天性心疾患に合併した壊死性腸炎の 2例
辻 亮多 大阪市立総合医療センター 小児外科
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S12-9 観血的整復術後、アデノウイルス腸炎による重症感染を来し、遅発性結腸穿孔を併発し
た腸重積症の 1例

廣畑 吉昭 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児外科

S12-10 A群溶連菌感染による原発性腹膜炎に対し腹腔鏡下洗浄ドレナージが有効であった 1例
辻 由貴 自治医科大学とちぎ子ども医療センター


