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プログラム

10 月 18 日 金 第4 会場

セッション 1［【要望演題】工夫 1 静脈カテーテル ］ 9：10～9：50

（発表 6分・質疑応答 4分） 座長：渡辺 稔彦（東海大学医学部 小児外科）

S1-1 カフ付き長期留置型中心静脈カテーテル挿入術の工夫―超音波ガイド下鎖骨上アプロー
チによる腕頭静脈 cannulation―

中目 和彦 宮崎大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター/鹿児島大学学術研究院 医歯学
域医学系 小児外科学分野

S1-2 在宅静脈栄養患者におけるカテーテル関連血流感染症の検討
安藤 亮 東北大学病院 小児外科

S1-3 ブロビアックカテーテル接続部の監視培養が有効であった 1例
吉田 拓哉 長崎大学病院 小児外科

S1-4 脂肪製剤による中心静脈栄養カテーテル閉塞に対し、エタノールにて開通を得られた症例
馬場 勝尚 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児外科

セッション 2［ 一般演題 1 ］ 9：55～10：45

（発表 6分・質疑応答 4分） 座長：尾花 和子（埼玉医科大学病院 小児外科）

S2-1 術後栄養管理に難渋している先天性幽門閉鎖症の 1例
大野田 貴 長崎大学病院 初期臨床研修医

S2-2 中腸軸捻転解除後の温存腸管機能不全のため術後栄養管理に苦慮した 2新生児例
金 聖和 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 小児外科

S2-3 1 型糖尿病を合併した腸閉塞の周術期管理における Free Style リブレの使用経験
広原 和樹 埼玉医科大学病院 小児外科

S2-4 新生児の消化管穿孔、腸瘻造設後に外胆嚢瘻が必要となった 2例
長島 俊介 東邦大学医療センター大森病院 小児外科

S2-5 高位空腸閉鎖術後腸管鬱滞全加療中にメトヘモグロビン血症を来したGracile bone
dysplasia 疑いの 1例

黒田 征加 福山医療センター 小児外科

セッション 3［ 一般演題 2 ］ 10：50～11：30

（発表 6分・質疑応答 4分） 座長：高見澤 滋（長野県立こども病院 小児外科）

S3-1 先天性小腸閉鎖症の腸管閉鎖部位からみた短期予後の検討
田附 裕子 大阪大学大学院 医学系研究科 小児成育外科

S3-2 小児慢性腎臓病患者における腎移植前後の基礎代謝量
高橋 雄介 東邦大学医学部 腎臓学講座

S3-3 当院における「胃ろう・栄養外来」の取り組み
毛利 純子 愛知県医療療育総合センター中央病院 小児外科
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S3-4 トリアムシノロンアセトニド局注療法の副腎機能・成長への影響についての検討
関岡 明憲 静岡県立こども病院 小児外科

セッション 4［【要望演題】工夫 2 胃瘻 ］ 11：35～12：11

（発表 8分・質疑応答 4分） 座長：佐藤 英章（昭和大学江東豊洲病院 小児外科）

S4-1 当科における腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術（LA-PEG）の工夫
山内 健 産業医科大学病院 小児外科

S4-2 当科における過去 3年間の経皮内視鏡的胃瘻造設術についての検討
田山 愛 大阪府立病院機構大阪母子医療センター 小児外科

S4-3 当科における腹腔鏡補助下胃瘻造設術の手技と成績
東尾 篤史 田附興風会医学研究所北野病院 小児外科

セッション 5［【要望演題】工夫 3 ］ 13：40～14：10

（発表 6分・質疑応答 4分） 座長：山内 健（産業医科大学病院 小児外科）

S5-1 腸瘻排液の自動持続注入システムを工夫し奏功した 2例
千葉 史子 筑波大学医学医療系 小児外科

S5-2 Continuous Glucose Monitoring を用いた噴門形成術後の食後低血糖の検討
長野 心太 京都府立医科大学 小児外科

S5-3 セレン治験・在宅高カロリー輸液・在宅脂肪製剤投与患者における複雑な在宅移行をサ
ポートした 1例

吉方 江里華 神奈川県立こども医療センター 臨床研究所 治験管理室/神奈川県立こども医療セン
ター 薬剤科

セッション 6［【要望演題】Hirschsprung 病類縁疾患 ］ 14：15～15：03

（発表 8分・質疑応答 4分） 座長：和田 基（東北大学病院 小児外科）

S6-1 当科における extensive type の Hirschsprung 病患者の栄養管理
畑田 智子 長野県立こども病院 外科

S6-2 慢性特発性偽性腸閉塞症の栄養管理―親子例の治療経験より―
照井 慶太 千葉大学医学部附属病院 小児外科

S6-3 チューブ腸瘻が有効だった Isolated Hypoganglionosis の 1例
山口 岳史 獨協医科大学 第一外科

S6-4 当院におけるHirschsprung 病類縁疾患の長期生存例における治療戦略
荒井 勇樹 新潟大学 医歯学総合研究科小児外科学分野

セッション 7［【要望演題】脂肪酸 ］ 15：10～15：58

（発表 8分・質疑応答 4分） 座長：増本 幸二（筑波大学 医学医療系 小児外科）

S7-1 末期腎不全を合併した短腸症候群の乳児における栄養管理
古形 修平 近畿大学医学部 外科学教室 小児外科部門
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S7-2 ω3脂肪酸含有食品を用いた短腸症候群に対する栄養管理の工夫
靍久 士保利 雪の聖母会聖マリア病院 小児外科

S7-3 重症心身障碍児の医薬品経腸栄養剤投与における脂肪酸分画の検討
坂本 早季 久留米大学 外科学講座小児外科部門

S7-4 魚油由来脂肪製剤投与によって胆汁鬱滞が改善した 2乳児の脂質プロファイル変化
森井 真也子 秋田大学 小児外科学講座

セッション 8［【要望演題】重症心身障害児の栄養管理 ］ 16：10～16：46

（発表 8分・質疑応答 4分） 座長：加治 建（鹿児島大学病院 総合臨床研修センター）

S8-1 重心児の栄養管理の現状
伊勢 一哉 仙台赤十字病院 小児外科

S8-2 重症心身障害児における術後経腸栄養管理のポイントと工夫
中田 千香子 東京女子医科大学八千代医療センター 小児外科

S8-3 経腸栄養が困難になり消化管バイパス術を施行した重症心身障碍児（者）の 2例
佐藤 正人 北野病院 小児外科


