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プログラム

10 月 17 日 木 第4 会場

セッション 1［ 会陰の異常 ］ 9：40～10：20

（発表 6分・質疑応答 2分） 座長：尾花 和子（埼玉医科大学病院 小児外科）
平林 健（弘前大学大学院医学研究科 小児外科）

S1-1 Perineal groove 女児の経験
野瀬 聡子 兵庫医科大学 外科学小児外科

S1-2 会陰溝で手術を施行した乳幼児例
江村 隆起 埼玉医科大学病院 小児外科/総合母子保健センター愛育病院 小児外科

S1-3 男児perineal groove と考えられた 1例
井深 奏司 国立病院機構 福山医療センター 小児外科

S1-4 当院で経験した Perineal groove 症例についての検討
原田 和明 千葉県こども病院 小児外科

S1-5 小児における会陰部腫瘤-Accessory Labioscrotal Fold の観点からの考察
宮城 久之 旭川医科大学外科学講座 小児外科

セッション 2［ 低位鎖肛・薬物療法 ］ 10：20～11：00

（発表 6分・質疑応答 2分） 座長：大植 孝治（兵庫医科大学 小児外科）
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）

S2-1 低位鎖肛に肛門背側の瘻孔へつながる臀部先天性皮膚洞を合併した 3例
銭谷 昌弘 兵庫医科大学 小児外科

S2-2 低位鎖肛の長期フォローアップ上の問題点
福永 健治 京都府立医科大学 小児外科

S2-3 直腸肛門異常症に合併した限局性直腸拡張における臨床像の検討
合田 太郎 和歌山県立医科大学 第 2外科

S2-4 直腸肛門奇形疾患術後患者におけるモビコールⓇの使用経験
入江 敬子 九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野

S2-5 クラリーノ症候群術後の難治性便秘症に対しモビコールが奏功した 1例
牛山 綾 茨城県立こども病院 小児外科

セッション 3［ 中間位・高位鎖肛 ］ 11：00～11：40

（発表 6分・質疑応答 2分） 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）
内田 恵一（三重大学医学部附属病院 小児外科）

S3-1 高位鎖肛に複雑泌尿器奇形および馬尾退行症候群を合併した 1例
相吉 翼 筑波大学医学医療系 小児外科

S3-2 胎児期に腹部腫瘤を指摘された尿道閉鎖、尿道直腸瘻の 1例
松下 航平 三重大学医学部附属病院 消化管・小児外科
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S3-3 右腎欠損，単角子宮を伴う直腸腟瘻の 1例
松田 諭 亀田総合病院 小児外科

S3-4 直腸膣瘻を伴うクラリーノ症候群の 1例
吉田 史子 さいたま市立病院 小児外科

S3-5 鎖肛患児におけるストーマ閉鎖についての検討
伊崎 智子 九州大学医学研究院 小児外科学分野

特別講演 13：30～14：30

（発表 30分） 座長：松藤 凡（聖路加国際病院）

特別講演 1 直腸肛門奇形（鎖肛）病型分類の変遷と正確な病型診断の意義
上野 滋 岡村一心堂病院

特別講演 2 直腸肛門奇形（鎖肛）病型分類―低位型における正確な病型診断の意義―
岩井 潤 千葉県こども病院 小児外科

セッション 4［ パネルディスカッション・解剖と生理に基づいた手術 ］ 14：30～16：30

（発表 6分・質疑応答 2分） 座長：仁尾 正記（東北大学 小児外科）
河野 美幸（金沢医科大学病院 小児外科）

S4-1 低位鎖肛に対する解剖学的構築を重視した anterior sagittal anorectoplasty
（ASARP）手術の検討

田原 和典 国立成育医療研究センター 外科

S4-2 当科で根治術を施行した中間位鎖肛症例の術後排便機能
東舘 成希 久留米大学医学部 外科学講座小児外科部門

S4-3 腹腔鏡視野からみた骨盤底筋群の解剖に基づく腹腔鏡補助下肛門形成術
春松 敏夫 鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科学分野

S4-4 鎖肛に対するNixon 肛門形成術の経験
桑原 強 金沢医科大学 小児外科

S4-5 MRI 検査による新生児期 PSARP の妥当性の検討
中村 恵美 東北大学病院 小児外科

S4-6 腹腔鏡補助下鎖肛根治術後の粘膜脱発症に関する検討
石丸 哲也 埼玉県立小児医療センター 外科

S4-7 当院における鎖肛術後直腸脱・粘膜脱に対する治療の実際
渡邊 美穂 大阪大学 小児成育外科
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セッション 5［ 総排泄遺残・長期フォロー ］ 16：30～17：10

（発表 6分・質疑応答 2分） 座長：横井 暁子（兵庫県立子ども病院 小児外科）
東間 未来（茨城県立こども病院 小児外科）

S5-1 総排泄腔症に対する腹腔鏡補助下partial urogenital mobilization の経験 La-
parosccopically assisted partial urogenital mobilization for cloacal malforma-
tion：a case report

二階 公貴 順天堂大学医学部附属浦安病院 小児外科

S5-2 肛門再形成術を行い、解剖学的位置関係を修正し良好な結果を得られた総排泄腔遺残症の
1例

平林 健 弘前大学医学部附属病院 小児外科

S5-3 総排泄腔遺残術後に自然妊娠した 1例
藤枝 悠希 兵庫県立こども病院 小児外科

S5-4 乳児期にカットバック手術を受け、46歳で根治術を施行した肛門膣前庭瘻の 1例
中原 さおり 日本赤十字社医療センター 小児外科

S5-5 成人期排便管理に難渋したOHVIRA症候群を合併した鎖肛症例の経験
狩野 元宏 慶應義塾大学医学部 小児外科


