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第 57 回日本小児外科学会近畿地方会

会長挨拶

会長　奥山　宏臣　　
大阪大学大学院医学系研究科　小児成育外科　　

　第 57 回日本小児外科学会近畿地方会を 2021 年 8 月 28 日（土）に大阪大学吹田キャ

ンパスの銀杏会館で開催させていただきます。

　伝統と歴史のある本学術集会を大阪大学で開催できますこと、大変光栄に存じます。何

よりこの学会は、普段の診療でも大変お世話になっている近畿の小児外科の先生方と直接

顔を合わせ、そして多くの若い先生方にご発表していただく、貴重な機会となります。今

回はテーマは特に設けず、各先生方のご発表と討論にしっかりと時間をとりたいと思いま

す。多くの皆さんにご発表と夏の暑さに負けない熱い討論を楽しみにしております。

　特別公演として、国立成育医療研究センター、周産期・母性診療センター長の左合治彦

先生に「先天性横隔膜ヘルニアの胎児治療」についてのご講演をお願いしました。つい先

日、日本も参加したバルーン気管閉塞術の前方視試験の結果も発表されましたので、最新

の胎児治療についてアップデートしていただけると思います。

　また、ランチョンセミナーとして、広島大学病院漢方診療センター・総合内科・総合診

療科、特任教授の小川恵子先生に「小児周術期管理と漢方」についての講演をしていただ

きます。

　新型コロナウイルスが日本で広まり始めてもう一年余りが立ちますが、感染収束はまだ

道半ばです。その一方で、ここ大阪でもワクチン接種は順調に進んでいます。久しぶりに

皆さんにお会いすることを目標に、感染対策を徹底して、現地開催できるよう準備を進め

ております。もちろん、状況によってはweb 開催となることをご理解いただきますよう

お願いします。大阪の夏はとにかく蒸し暑いので、マスク＆クールビズでお越しください。

　それでは吹田キャンパスで皆様とお会いできることを楽しみにしております。
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【会場案内】

大阪大学　銀杏会館　阪急電鉄・三和銀行ホール
　　　　　〒 565-0871　大阪府吹田市山田丘 2
　　　　　http://www.med.osaka-u.ac.jp/access/access

公共機関利用の場合
 • 大阪モノレール『阪大病院前』下車
 • JR 茨木駅から近鉄バス [ 阪大本部前行き ] で『阪大医学部病院前』下車
 • 阪急茨木市駅から近鉄バス [ 阪大本部前行き ] で『阪大医学部病院前』下車
 • 北大阪急行千里中央駅から阪急バス [ 阪大本部前行き ] で『阪大医学部病院前』下車
    いずれも、大学構内に入り、徒歩 5分

車でお越しの場合
 • P1 : 患者さん用駐車場（有料、自由駐車可）
 • P2 ：職員用駐車場：構内、休日は条件付きで無料
    （本研究会へ参加の旨をゲートで提示し、入口券を得て、ご持参ください。）

銀杏会館フロアーマップ
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【ご案内】

Ⅰ．参加方法について
１．事前参加登録をお願いします。
　　第57回日本小児外科学会近畿地方会　参加登録 (google.com)
　　https://forms.gle/qvPDgkuWkXtHKyVKA

　　参加申込期限：2021年 8月 25日（水）迄

２．現地およびオンライン開催となります。

３． 参加費は、感染対策の観点から、参加方法を問わず、完全事前振り込みとさせていた
だきます。

　　　参 加 費：　一般参加・評議員：　3000 円
　　　　　　　　　学生・研修医　　：　無料

　　〈参加費振り込み先〉
　　　銀 行 名：　三菱UFJ銀行
　　　店　　番：　219（茨木支店）
　　　口座番号：　（普）0414043
　　　口 座 名：　第57回日本小児外科学会近畿地方会　会長　奥山宏臣

　事前振り込み期限：2021 年 8月 26 日（木）
　＊参加登録をされた方で、振り込みが確認できなかった先生には、後日、参加費請求の

連絡を入れさせていただきます。何卒、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上
げます。

４．領収書兼参加証について：振り込み確認後、会場配布、またはメール・郵送にて送付
させていただきます。

当日、現地参加の場合
　＊参加受付は、当日 8時 30 分より会場前で行います。
　＊会場内では携帯電話をマナーモードに設定してください。
　＊本研究会では、感染拡大防止に細心の注意を払い、実施してまいります。
　　現地参加いただく皆様におかれましても、入館時の体温チェック、入館時アルコールに
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よる手指消毒、常時不織布マスク着用、ランチ時会話を控えるなど、感染防止策への
ご協力をお願いします。又、発熱、咳など体調がすぐれない方、本研究会より14日以
内に海外渡航歴がある方、渡航歴のある方と接触された方は、ご来場をお控えください。

　＊本研究会では、感染防止対策として以下の取り組みを行います。
　　・参加受付時に検温を行います（大阪の夏は蒸し暑いので、クールビズでお越しくだ

さい）
　　・最大収容人数を制限したレイアウトで座席を確保します。
　　・使用したマイクなどは、使用後に除菌シートで消毒いたします。
　　・ランチボックスを提供するランチョンセミナーでは、座席でお食事をお済ませいた

だき、お食事後は速やかにマスクのご着用をお願いします。又、食事中の会話は
お控えください。

当日、オンライン参加の場合
　原則として、参加費振り込み確認後、別途送らせていただくメールに記載されている
URLにアクセスいただき、ミーティング番号、パスワードを入力しご参加ください。
　＊ブラウザ画面上でも問題なくご参加いただけますが、事前にZOOM（学会用）、Webex
　　（評議員会用）のデスクトップアプリをインストールしていただくとスムーズです。
　　ZOOMのデスクトップアプリ： 　https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
　　Webex のデスクトップアプリ：　 https://www.webex.com/ja/downloads.html

　参加時には基本的に常にミュート、カメラオフの設定を徹底いただき、主催者より許可
された場合にのみ解除いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

Ⅱ．座長・演者の方々へ
Ⅰ．口演の発表時間は 5 分、討議時間は 3分です。時間厳守でお願いします。進行は座

長の指示に従ってください。
２．発表データは、感染対策の観点から、参加方法を問わず、事前に事務局（下記）へ提

出をお願いいたします。
３．口演はすべて Microsoft Power Point を使用した PC 発表とします。準備している 

PC は Windows10 です。
　　Macで作成されたデータも、原則としてWin-PCでの映写（配信）となります。動作確認
　　のため事前にスライド提出をおねがいします。
 
４．動画を含む場合は、作成編集した PC 以外に移して再生可能であることを確認の上、
　　スライド提出をお願いします。その際、「動画あり」としてご連絡をおねがいします。
　　なお、送受信環境によっては、動画が再生されない／視聴できない場合もあります。　
　　ご自身の Wifi環境などご確認ください。ご理解の程よろしくお願いします。
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Ⅲ．討議・質問について 
Ⅰ．発表演題に対する活発な質疑・討議をお願いいたします。オンライン参加の先生はお

名前をご記載のうえ、チャット内にご質問をご記入ください。
２．現地参加の場合、座長の指示に従い所属・氏名を述べてから発言してください。
３．オンライン参加の場合、チャット内に所属・氏名とともに、ご質問をご記入ください。

Ⅳ．二次抄録について
　本学術集会の抄録は、後日、日本小児外科学会雑誌に掲載されます。1次抄録から変更
がございます場合は、2021 年 9月 11 日（土）までに二次抄録を提出して下さい。書式は、
Microsoft　Word ファイルで、演題名・演者名・所属施設および 400 字以内の要旨を記
入いただき、メールにて事務局（下記）まで送付ください。

【評議員の先生方へ】
　評議員会は、2021 年 8月 28 日（土）12:55 より、現地およびWeb で開催させていた
だきます。ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。
　開催の案内は、別途メールとなりますので、万一、ご参加できない先生におかれまして
は、メール返信にて欠席および委任状の提出をよろしくお願い申し上げます。

【事務局】
　第 57回日本小児外科学会近畿地方会　事務局
　メール：　57pskinki@pedsurg.med.osaka-u.ac.jp

　〒 565-0871　大阪府吹田市山田丘 2-2
                       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（田附）
                       Tel:　06-6879-3753、Fax：06-6879-3759
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【日程表】

大阪大学　吹田キャンパス　銀杏会館　３F

阪急電鉄・三和銀行ホール 大会議室

8:55 ～  9:00 　　開会の挨拶　　　　　会長：奥山　宏臣

企業展示

9:00 ～ 10:00 Ⅰ．頚部・胸部　　　　　座長：高間　勇一 先生

10:00 ～ 10:35 Ⅱ．肝・胆・膵　　　　　座長：大片　祐一 先生

10:35 ～ 11:10 Ⅲ．消化管１　　　　　　座長：山道　　拓 先生

11:10 ～ 11:45 Ⅳ．消化管２　　　　　　座長：澤井　利夫 先生

11:45 ～ 12:00 　　休憩

12:00 ～ 12:50

ランチョンセミナー　「小児周術期における漢方」
　　　　　　　　　　　　司会：奥山　宏臣
　　　　　　　　　　　　講師：小川　恵子 先生
　　　　　　　　　　　　共催：株式会社　ツムラ

12:50 ～ 13:30 　　休憩

12:55 ～ 13:25 　　評議員会

13:30 ～ 14:20
特別講演　「先天性横隔膜ヘルニアの胎児治療」
　　　　　　　　　　　　司会：奥山　宏臣 
　　　　　　　　　　　　講師：左合　治彦 先生

企業展示

14:20 ～ 14:55 Ⅴ．消化管３　　　　　　座長：野瀬　聡子 先生

14:55 ～ 15:30 Ⅵ．ヘルニア・腹壁疾患　座長：山内　勝治 先生

15:30 ～ 16:05 Ⅶ．泌尿器・生殖器　　　座長：文野　誠久 先生

16:05 ～ 16:55 Ⅷ．腫瘍　　　　　　　　座長：野村　元成 先生

16:55 ～ 17:00 　　閉会の挨拶　　　　　会長：奥山　宏臣
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ランチョンセミナー　（12：00～ 12：50）

「小児周術期管理と漢方」

講師：小川　恵子
広島大学病院 漢方診療センター長、総合内科・総合診療科　特任教授

司会：奥山　宏臣
大阪大学　小児成育外科

　　　

共催：株式会社　ツムラ

◆

評議員会　（12：55～ 13：25）

◆

特別講演　（13：30～ 14：20）

「先天性横隔膜ヘルニアの胎児治療」

講師：左合　治彦
国立成育医療研究センター病院 副院長　周産期・母性診療センター センター長

司会： 奥山　宏臣
大阪大学　小児成育外科
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【プログラム】

開会の挨拶  会長　奥山　宏臣

Ⅰ 頚部・胸部　（9：00 ～ 10：00）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
   座長　大阪市立総合医療センター　小児外科　高間　勇一

 01　食道重複症と気管支原性嚢胞を合併した左心低形成症候群の1例
   大阪母子医療センター　小児外科　堺　　貴彬

 02　術前に先天性肺気道奇形との鑑別が困難であった肺リンパ管腫の1例
   兵庫県立尼崎総合医療センター　小児外科　鹿子木　悠

 03　右気管支動脈拡張が原因となった小児喀血の一症例
   大阪大学 小児成育外科　東堂まりえ

 04　新生児緊急気管切開術の一例
   兵庫県立こども病院　小児外科　矢下　博輝

 05　予防的腕頭動脈離断術後に合併した胸骨周囲の手術部位感染に対して
              iSAPを施行した1例
   加古川中央市民病院　小児外科　吉永　　駿

 06　難治性膿胸に対して胸腔鏡下膿胸腔掻爬術を施行した一例
   大阪市立総合医療センター　小児外科　中田　　景

 07　高吸水性樹脂製品の誤嚥による遅発性気管支閉塞の1例
   関西医科大学附属病院　小児外科　奥坊斗規子

Ⅱ 肝・胆・膵　（10：00 ～ 10：35） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
   座長　神戸大学医学部附属病院　小児外科　大片　祐一

 08　胎児腹腔内嚢胞と指摘された先天性胆道拡張症の1例
   大阪市立大学医学部附属病院　小児外科　高松由布子
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 09　臍帯ヘルニアと先天性胆道拡張症を合併した一例
   神戸大学医学部附属病院　小児外科　大下　恵樹

 10　輪状膵を伴う先天性十二指腸閉鎖症術後、幼児期に膵炎を発症した2症例 
   北野病院　小児外科　武田　昌克

 11　分娩外傷による脾破裂の新生児2例 
   近畿大学奈良病院　小児外科　木村　浩基

Ⅲ 消化管１（10：35 ～ 11：10） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
   座長　大阪母子医療センター　小児外科　山道　　拓

 12　超低出生体重児に認められた先天性十二指腸閉鎖・狭窄症の2例 
   京都大学医学部附属病院　小児外科　中村　優仁

 13　胎便性腹膜炎が原因と考えられた乳児期小腸捻転の1例 
   和歌山県立医科大学　第 2外科　三谷　泰之

 14　胎児期に腸管拡張を認め胎便性イレウスとして発症した嚢胞性線維症の
             １正期産児例 
   大阪母子医療センター　小児外科　青山　美奈

 15　診断に苦慮した肝被膜下血腫に合併した新生児消化管穿孔の一例 
   京都第一赤十字病院　小児外科　西子　瑞規

Ⅳ 消化管２　（11：10 ～ 11：45） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
   座長　奈良県立医科大学　消化器・総合外科　澤井　利夫

 16　2週間前の打撲が原因と考えられた十二指腸壁内血種による腸閉塞の1例 
   大阪市立総合医療センター　小児外科　松井　　淳

 17　保存的加療を施行した外傷性十二指腸損傷の1例 
   大阪大学　小児成育外科　高瀬　洪生
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 18　胃壁内気腫と門脈内ガスで発症した新生児消化管アレルギーの１例 
   大阪市立大学医学部附属病院　小児外科　佐々木　航

 19　巨大横行結腸間膜リンパ管腫の１例
   奈良県立医科大学　消化器・総合外科　洲尾　昌伍

Ⅴ  消化管３ （14：20 ～ 14：55） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
   座長　兵庫医科大学　小児外科　野瀬　聡子

 20　緊急手術となった横行結腸間膜内ヘルニアの一例
   兵庫県立こども病院　小児外科　植松　綾乃

 21　患者ファーストと内視鏡手術トレーニングの矛盾の解消を目指して
             当院における虫垂炎での取り組み
   愛仁会高槻病院　小児外科　田中　聡志

 22　開腹手術を要したマグネットボール複数個誤飲の一例 
   大阪急性期・総合医療センター　小児外科　三橋佐智子

 23　Seton 法を施行した年長児痔瘻の2例 
   和歌山県立医科大学　第 2外科　合田　太郎

VI ヘルニア・腹壁疾患 （14：55 ～ 15：30） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
   座長　近畿大学奈良病院　小児外科　山内　勝治

 24　ヘルニア嚢の臍帯羊膜をサイロとし新生児期に一期的根治術を施行した
             全肝脱出臍帯ヘルニアの1例
   近畿大学奈良病院　小児外科　澤村　成美

 25　臍帯基部の皮膚欠損を伴う臍帯過捻転に対して臍形成術を行った一例 
   神戸大学医学部附属病院　小児外科　岩渕瀬怜奈

 26　腹腔鏡下に診断・治療した小児内鼠径ヘルニアの1例 
   大阪市立総合医療センター　小児外科　竹村理璃子
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 27　左大腿ヘルニアの1例
   京都山城総合医療センター　小児外科　村上　紫津

Ⅶ  泌尿器・生殖器（15：30 ～ 16：05）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
   座長　京都府立医科大学　小児外科　文野　誠久

 28　胎児期に捻転を疑われた卵巣嚢腫の1例
   兵庫医科大学　小児外科　米山　知寿

 29　片側付属器切除後に対側卵巣茎捻転を発症した小児例 
   近江八幡市立総合医療センター　小児外科　小西　　快

 30　総排泄腔遺残症術後の再燃を繰り返す卵巣卵管留膿腫に対して
             付属器切除術を施行した1例
   京都府立医科大学　小児外科　岩井　宏樹

 31　腟内異物の1例
   関西医科大学附属病院　小児外科　吉本紗季子

Ⅷ 腫瘍　（16：05 ～ 16：55） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
   座長　大阪大学　小児成育外科　野村　元成

 32　女性化乳房を契機に発見された小児機能性副腎腫瘍の１例 
                               滋賀医科大学外科学講座　乳腺・小児・一般外科　生地　笑子

 33　術後早期に横紋筋肉腫を発症したことで，Li-Fraumeni 症候群を疑う
             契機となった副腎腺腫の１例
   京都府立医科大学　小児外科　魚住　祐介

 34　腹腔鏡下右副腎摘出術を施行した副腎Cushing 症候群の1例
   姫路赤十字病院　小児外科　鶴野　雄大

 35　腹部膨満を契機に診断された後腹膜奇形腫を伴うOHVIRA症候群の乳児例
   大阪赤十字病院　小児外科　岩出　珠幾
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 36　腹腔鏡下に摘出しえた小児後腹膜パラガングリオーマの一例 
   京都府立医科大学　小児外科　瀧本　篤朗

 37　人工布による腹壁再建を要した腹壁原発SMARCB1-defi cient tumor の
             手術経験
   大阪市立総合医療センター　小児外科　廣瀬　雄輝

閉会の辞　（16：55 ～ 17：00） 会長　奥山　宏臣

次回会長の挨拶
   会長　北野病院　副院長、小児外科主任部長　佐藤　正人

次回開催会場

北野病院新館　北野ホール
2022年 8月27日（土）


