
発　表

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

○上原秀一郎
NST に活かす漢方薬の知
識―在宅静脈・経腸栄養
外来で学んだこと

千葉県外科医会（116）千葉・
千葉市 2021 11 月 6 日 教育講演

○上原秀一郎，
越永従道，田口智章

先天性食道閉鎖症術後の
実体に関する全国アン
ケート調査―厚労科研　
田口班班研究より

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜市 2021 4/28-30 OS

○上原秀一郎
臨床栄養における漢方薬
の役割～困ったときに使
える一手～，漢方領域別
講演会～ NST 領域編～

ツムラ web セミナー 2021 4 月 18 日 ウエブ
セミナー

○上原秀一郎 II-A. 腫瘍　小児腎悪性腫
瘍

日本小児外科学会卒後
教育セミナー（36）

神奈川・
横浜市 2021 4 月 30 日 教育講演

梅田富子，中川富美子，
上原秀一郎

当院における経管栄養コ
ネクタ IS080369-3 導入に
伴う工夫

日本在宅静脈栄養研究
会学術集会（17） WEB 2021 10 月 16 日 OS

武谷千晶，亀山久美子，
藤篠　拓，鈴木慎一郎，
梅田富子，高橋真実子，
北野尚孝，上原秀一郎，
川名　敬

栄養指導後に体重増加を
確認して月経誘導を開始
できた 3 症例

日本臨床栄養代謝学会
学術集会（36）

兵庫・
神戸市 2021 7/21-22 OS

秋本高義，松崎彩花，
中嶋秀人，上原秀一郎

退院時に経口接種を獲得
できなかった急性期脳梗
塞例の検討

日本臨床栄養代謝学会
学術集会（36）

兵庫・
神戸市 2021 7/21-22 OS

秋本高義，中嶋秀人，
上原秀一郎

入院時 Geriatric 
Nutritional Risk Index 評
価による栄養障害は急性
期脳梗塞患者の在院日数
長期化に関連する

日本栄養アセスメント
研究会（43）

奈良・
奈良市 2021 6 月 26 日 OS

馬庭淳之介，米田光宏，
上原秀一郎，
川久保尚徳，菱木知郎

がん専門施設の小児外科
における AYA 世代手術
症例の検討

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜市 2021 4/28-30 OS

佐伯　勇，栗原　將，
菱木知郎，本田昌平，
高間勇一，鈴木達也，
横井暁子，北河徳彦，
山田洋平，風間理郎，
岡島英明，金田英秀，
野村元成，檜山英三

小児肝がん臨床試験にお
ける外科療法の選択と評
価について

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜市 2021 4/28-30 要望演題

○金田英秀
当院小児がんセンターの
現況報告 - 小児外科（固
形腫瘍）-

小児がん地域連携推進
研修会 web 2021 3/11 講演

国内学会発表

日本大学医学部附属板橋病院

－ 21 －



〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

○花田　学，加藤　廉，
九鬼直人，小野賀功，
橋本　真，星　玲奈，
細川　崇，金田英秀，
上原秀一郎，越永従道，
大荷澄江，吉田研一

小児腸間膜出血壊死の 1
例

日本小児外科学会学術
集会（58） 東京 2021 4/28-4/30 オンデマ

ンド発表

○星　玲奈，
上原秀一郎，駒橋　充，
福田安希代，藤田衣里，
洞口　俊，長崎瑛里，
花田　学，細川　崇，
金田英秀，越永従道

術前診断しえた小児胆嚢
捻転症の 3 例

日本小児外科学会学術
集会（58） 東京 2021 4/28-4/30 オンデマ

ンド発表

○小野賀功，
上原秀一郎，日高綾乃，
長崎瑛里，星　玲奈，
花田　学，細川　崇，
金田英秀，越永従道

胃食道逆流症術後にセレ
ン含有補助飲料により改
善したセレン欠乏症の一
例

日本栄養アセスメント
研究会（43）

奈良・
奈良市 2021 6 月 26 日 OS

〇長崎瑛里，
上原秀一郎，星　玲奈，
花田　学，細川　崇，
金田英秀，平井麻衣子，
下澤克宜，谷ヶ崎博，
越永従道

Anaplastic sarcoma of the 
kidney の 1 例－第 1 報：
初期診断と治療の選択に
ついて

日本小児血液・がん学
会学術集会（63）

大阪・
大阪市

（WEB 開催）
2021 11/25-

12/17 PS

○山岡　敏，長崎瑛里，
植草省太，日高綾乃，
土方浩平，加藤礼保納，
藤原恭子，越永從道，
上原秀一郎

腎ラブドイド腫瘍におけ
る Exosomal miR-214-3p
の新規バイオマーカーと
しての有用性

日本外科学会定期学術
集会（121） オンライン 2021 4/8-10 OS

（web）

○山岡　敏，金田英秀，
金澤剛二，谷ヶ崎博，
上原秀一郎，越永從道

肝芽腫治療後，1 年 4 ヶ
月後に悪性黒色腫を発病
した 1 例

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜市 2021 4/28-30 OS

（web）

○山岡　敏，長崎瑛里，
植草省太，日高綾乃，
土方浩平，加藤礼保納，
藤原恭子，越永從道，
上原秀一郎

Exosomal miR-214-3p の
腎ラブドイド腫瘍におけ
るバイオマーカーとして
の可能性

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜市 2021 4/28-30 OS

（web）

○ Motoki Sugawara，
Masayuki Haruta，
Atsuko Nakazawa，
Hajime Okita，
Tetsuya Takimoto，
Tatsuro Tajiri，
Shuichiro Uehara，
Tsugumichi Koshinaga，
Miki Ohira，
Takehiko Kamijo ：
Q-PCR C-circle assay 
may be useful to 
identify NB patients 
with poorer prognosis 
in each high and low/
intermediate risk. 

神経芽腫群腫瘍の
telomere maintenance
メカニズム異常の解析 
Abnormalities of telomere 
maintenance mechanism 
in Neuroblastoma group 
tumors.

日本小児血液・がん学
会学術集会（63） Web 2021 11/25-27 OS

（web）
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〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

髙田和秀，
Trinh Duy Quang，
生田　稜，
相澤（小峯）志保子，
辻　典子，早川　智

ヒト不死化腸管上皮細
胞株を用いた SARS-
CoV-2 複製に対する
Lactobacillus の影響の検
討

日本臨床腸内微生物学
会総会・学術総会（24）Web 開催 2021 8/28 OS

髙田和秀，
Trinh Duy Quang，
生田　稜，
相澤（小峯）志保子，
辻　典子，早川　智

Caco-2 細胞を用いた
SARS-CoV-2 感染モデル
における Lactobacillus の
影響の検討

日本臨床免疫学会総会
（49）

東京・
新宿区 2021 10/28-30 PS

〇福田安希代，
星　玲奈，柏木龍之介，
駒橋　充，藤田衣里，
洞口　俊，長崎瑛里，
花田　学，細川　崇，
金田英秀，上原秀一郎，
越永従道

保存的加療後に細菌性腹
膜炎を発症した先天性乳
糜腹水の 1 例

日本周産期新生児医学
会学術集会（57）

宮崎・
宮崎市 2021 7/11-13 PS

〇駒橋　充，細川　崇，
柏木龍之介，
福田安希代，藤田衣里，
洞口　俊，長崎瑛里，
星　玲奈，花田　学，
金田英秀，上原秀一郎，
越永従道

腸捻転を反復したと考え
られる腸間膜裂孔ヘルニ
アの一例

日本小児外科学会定期
学術集会（58）

神奈川・
横浜市 2021 4/28-30 OS

（web）

○窪田友紀，花田　学，
土門一迅，水野歩実，
日髙綾乃，長崎瑛里，
小野賀功，星　玲奈，
細川　崇，金田英秀，
上原秀一郎，越永従道

広範囲無神経節症型
Hirschsprung 病に対する
木村法により腸液の減少
を図った一例

日本小児外科学会関東
甲信越地方会（55） web 2021 10 月 1 日 OS

〇水野歩実，窪田友紀，
土門一迅，日高綾乃，
長崎瑛里，小野賀功，
星　玲奈，花田　学，
細川　崇，金田英秀，
上原秀一郎，越永従道

開腹手術を要した複数磁
石誤飲の 1 例

日本小児外科学会関東
甲信越地方会（55） web 2021 10 月 2 日 OS

〇土門一迅，花田　学，
水野歩実，上瀧悠介，
日高綾乃，小野賀功，
星　玲奈，細川　崇，
金田英秀，上原秀一郎，
越永従道

腸重積症をきたした腸管
重複症の一例

2021 年度 第 2 回 日大
小児外科医局総会

東京都・
板橋区 2021 12 月 18 日 OS

（web）

海外学会発表

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

○ Bin Yamaoka, 
Eri Nagasaki, 
Shota Uekusa, 
Naoko Abe, 
Kyoko Fujiwara, 
Tsugumichi Koshinaga, 
Shuichiro Uehara

NRP1 Knockdown 
Inhibits the Invasion of 
Rhabdoid Tumor of the 
Kidney Cells

International 
Society of Paediatric 
Oncology （SIOP） 

（53）
オンライン 2021 10/21-24 PS（web）
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東京都立大塚病院

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

本橋翔平，竹内優太，
細矢徳子，梅林佑弥，
織田福一郎，平野隆幸，
渡邉揚介，大島令子，
輿石晴也，加藤弘之，
吉村哲規，松本　潤

術後 12 年で局所再発した
乳腺葉状腫瘍の一例 日本臨床外科学会（83）東京 2021 11/18-20

原　正武，土門一迅，
石橋直弥，佐々木恵，
渡邉揚介，冨井知春，
大島令子，後藤博志，
輿石晴也，吉村哲規，
加藤弘之，松本　潤

感染性心内膜炎により脾
破裂をきたした一例 外科集談会（859） Web 2021 3 月 27 日 OS

〇土門一迅，渡邉揚介，
原　正武，石橋直弥，
佐々木恵，冨井知春，
大島令子，輿石晴也，
吉村哲規

胎児期に先天性十二指腸
狭窄を診断しえた一例 外科集談会（859） Web 2021 3 月 27 日 OS

本橋翔平，竹内優太，
細矢徳子，梅林佑弥，
織田福一郎，平野隆幸，
渡邉揚介，大島令子，
輿石晴也，加藤弘之，
吉村哲規，松本　潤

術後 12 年で局所再発した
乳腺葉状腫瘍の一例 外科集談会（860） web 2021 6 月 26 日 OS

国内学会発表

自治医科大学附属さいたま医療センター

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

野中航仁，板橋佳恵，
池田太郎，市橋　光

小児急性虫垂炎における
穿孔例と非穿孔例の臨床
像の比較

日本小児救急医学会学
術集会（34）

奈良・
奈良市 2021 6/18-20

〇池田太郎，後藤俊平，
日高綾乃，窪田友紀，
中井秀郎，近澤研郎，
力山敏樹

小児領域における他診療
科との合同手術　子宮頸
部・腟無形成に対して子
宮溜血腫に対するドレ
ナージ術後に Monti 法を
応用した S 状結腸による
再建術式の経験

日本外科学会定期学術
集会（121）

千葉・
千葉市 2021 4/8-10 ワーク

ショップ

〇丸山麻美，河野敦子，
佐藤千穂，佐藤洋明，
池田太郎，細野茂春，
高木健次郎

周産期センターにおける
オンライン面会導入に関
する親の意識調査

日本周産期・新生児医
学会学術集会（57）

宮崎・
宮崎市 2021 7/11-13

〇河野惇子，日高綾乃，
後藤俊平，佐藤千穂，
丸山麻美，佐藤洋明，
池田太郎，細野茂春，
高木健次郎

胃内に巨大凝血塊を認め
上部消化管内視鏡で胃潰
瘍と診断した新生児

日本周産期・新生児医
学会学術集会（57）

宮崎・
宮崎市 2021 7/11-13

国内学会発表
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〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

〇池田太郎，後藤俊平，
河野惇子，佐藤千穂，
丸山麻美，佐藤洋明，
細野茂春，高木健次郎，
窪田友紀，日高綾乃

小児外科疾患に対して手
術を施行した 18 トリソ
ミーの 3 症例

日本周産期・新生児医
学会学術集会（57）

宮崎・
宮崎市 2021 7/11-13

〇日高綾乃，池田太郎，
後藤俊平，窪田友紀

潰瘍性大腸炎に多発脳静
脈洞血栓症を合併した 1
例

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜市 2021 4/28-30 OS

（WEB）

〇窪田友紀，日高綾乃，
後藤俊平，池田太郎

複数回の外科治療を経て
在宅医療に移行した 18 ト
リソミーの 1 例

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜市 2021 4/28-30 OS

（WEB）

〇後藤俊平，池田太郎，
日高綾乃，窪田友紀

膀胱臍瘻合併臍帯ヘルニ
ア術後、膀胱憩室による
排尿障害をきたした一例

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜市 2021 4/28-30 OS

（WEB）

〇日高綾乃，池田太郎，
後藤俊平，窪田友紀

潰瘍性大腸炎に脳静脈洞
血栓症を合併した 1 小児
例

栃木県小児外科カン
ファランス 栃木県 2021 3 月 4 日 OS

（WEB）

○加藤礼保納、後藤俊
平、池田太郎

気管異物が疑われた気管
腫瘤（肉芽腫）の１例

埼玉小児外科研究会
（18） 埼玉・大宮 2021 9 月 3 日 OS

（WEB）

○後藤俊平、池田太郎、
加藤礼保納

気管原発膿原性肉芽腫の
一例 PSJM2021 東京・神田 2021 10/28-29 OS

○後藤俊平、池田太郎、
日高綾乃、近澤研郎、
中井秀郎

子宮頸部・腟欠損に対す
る造腟術の経験

日本小児外科学会関東
甲信越地方会（55）

OS
（WEB）

茨城県立こども病院

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

〇益子貴行，矢内俊裕，
平野隆幸，小坂征太郎，
田中保成，牛山　綾

後腹膜鏡補助下に小切開
で行う腎盂形成術の検討

第 29 回　日本小児泌
尿器科学会 web 2021 1/31-2/1 VS

〇益子貴行，矢内俊裕，
平野隆幸，小坂征太郎，
田中保成，牛山　綾

細径デバイスを用いた幼
児の腹腔鏡下腎摘除術

第 29 回　日本小児泌
尿器科学会 web 2021 1/31-2/1 VS

〇益子貴行，矢内俊裕，
東間未来

腹腔鏡を用いた安全な肝
生検

第 125 回　茨城小児科
学会 web 2021 2/14 OS

矢内俊裕，益子貴行，
東間未来，山高篤行

中間位・高位鎖肛術後の
生殖機能の実際　鎖肛術
後の性・生殖機能につい
ての検討　特に総排泄腔
異常における問題点

第 121 回　日本外科学
会定期学術集会 幕張 2021 4/8‒10 PD

国内学会発表
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〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

矢内俊裕，益子貴行，
東間未来，平野隆幸，
青山統寛，坪井浩一，
白根和樹

内視鏡手術の利点と問題
点 ; 合併症，中・長期成績，
医療経済，教育　腎盂形
成術の比較検討　開放手
術 vs 後腹膜鏡手術 vs 小
切開・後腹膜鏡補助下手
術

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 DS

〇益子貴行，矢内俊裕，
東間未来

乳幼児の周術期管理に用
いる細径 Vascular Access 
Device の有用性

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 RS

青山統寛，東間未来，
益子貴行，白根和樹，
坪井浩一，平野隆幸，
矢内俊裕，山本真由，
遠田　譲

難治性リンパ瘻に対する
経皮経腹的リンパ管造影
およびリンパ管塞栓術の
有用性

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 RS

坪井浩一，東間未来，
白根和樹，青山統寛，
平野隆幸，益子貴行，
浅井宣美，矢内俊裕

急性虫垂炎に対す
る Antibiotic Free 
Treatment の現状

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 OS

〇平野隆幸，白根和樹，
坪井浩一，青山統寛，
益子貴行，東間未来，
矢内俊裕

尿流動態検査結果により
脊髄手術の適応となった
症例に関する検討

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 OS

東間未来，矢内俊裕，
益子貴行，平野隆幸，
坪井浩一， 青山統寛，
白根和樹

医療的ケア児外来の設立
～重症心身障がい児（者）
に対する外科的介入の時
期と方法～

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 OD

東間未来，矢内俊裕，
益子貴行，平野隆幸，
坪井浩一， 青山統寛，
白根和樹

喉頭気管食道裂（LTEC）
の根治術式～解剖学的に
正しい層での分離～

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 OD

坪井浩一，東間未来，
白根和樹，青山統寛，
平野隆幸，益子貴行，
浅井宣美，矢内俊裕

超音波検査により高位診
断が可能であった鎖肛の
2 症例

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 OD

白根和樹，矢内俊裕，
坪井浩一，青山統寛，
平野隆幸，益子貴行，
東間未来

鼠径ヘルニア嵌頓整復後
の腸管穿孔～用手還納を
試みるための条件とは～

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 OD

小坂征太郎，東間未来，
益子貴行，浅井宣美， 
連　利博

Superb Microvascular 
Imaging を用いた急性虫
垂炎の血流評価

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 6/18-20 OD

白根和樹，東間未来，
坪井浩一，青山統寛， 
平野隆幸，益子貴行，
矢内俊裕

急性リンパ性白血病治療
中に発症した急性虫垂炎
の検討

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 OD

平野隆幸，白根和樹，
坪井浩一，青山統寛，
益子貴行，東間未来，
矢内俊裕

総排泄腔遺残術後症例に
おいて思春期に生じた合
併症に対する追加手術

第 58 回　日本小児外
科学会学術集会 横浜 2021 4/28‒30 PS

〇益子貴行，矢内俊裕，
東間未来

乳幼児の短腸症候群に対
する中心静脈の温存方法

第 118 回　東京小児外
科研究会 文京区 2021 6/1 OS
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〇益子貴行，矢内俊裕，
浅井宣美

非触知精巣に対する術前
超音波検査の精度の検討

第 57 回　日本小児放
射線学会学術集会 浦和 2021 6/12 OO

〇益子貴行，矢内俊裕，
東間 未来

乳幼児の周術期管理に用
いる細径 Vascular Access 
Device の有用性

第 126 回　茨城小児科
学会 web 2021 6/13 OS

田中保成，東間未来，
矢内俊裕，益子貴行，
平野隆幸，小坂征太郎，
牛山　綾

除去に難渋した左気管支
内異物　デバイス選択の
工夫

第 34 回　日本小児救
急医学会学術集会 奈良 2021 6/18-20 PS

小坂征太郎，益子貴行，
牛山　綾，田中保成，
平野隆幸，東間未来，
浅井宣美，矢内俊裕

精巣捻転に対する Superb 
Microvascular Imaging に
よる血流評価

第 34 回　日本小児救
急医学会学術集会 奈良 2021 6/18-20 PS

小坂征太郎，東間未来，
牛山　綾，田中保成，
平野隆幸，益子貴行，
浅井宣美，矢内俊裕

Superb Microvascular 
Imaging を用いた急性虫
垂炎の血流評価

第 34 回　日本小児救
急医学会学術集会 奈良 2021 6/18-20 PS

東間未来，矢内俊裕，
益子貴行，平野隆行，
坪井浩一，青山統寛，
白根和樹，浅井宣美

US 所見を基にした積極的
な保存的治療の試み

第 34 回　日本小児救
急医学会学術集会 奈良 2021 6/18-20 PS

浅井宣美，弘野浩司，
塚原真菜，貴達俊徳，
東間未来，益子貴行，
矢内俊裕

超音波検査のみで急性陰
嚢症は診断が可能か ?

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 OS

白根和樹，益子貴行，
坪井浩一，青山統寛，
平野隆幸，東間未来，
矢内俊裕

腹腔鏡補助下鎖肛根治術
において尿路系合併症を
回避するための工夫　蛍
光尿管カテーテルの応用

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 OS

矢内俊裕，益子貴行，
東間未来，青山統寛，
坪井浩一，堀口比奈子，
加藤廉

総排泄腔遺残および総排
泄腔外反における QOL 向
上を目指した尿路再建

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 OS

〇益子貴行，矢内俊裕，
浅井宣美

非触知精巣の術前超音波
検査における精度の検討

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 PS

青山統寛，矢内俊裕，
益子貴行，坪井浩一，
加藤　廉，堀口比奈子，
東間未来

LASER による経尿道的尿
管瘤穿刺術を安全かつ的
確に施行するための工夫
　尿管瘤穿刺造影の併用

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 PS

坪井浩一，益子貴行，
矢内俊裕，加藤　廉，
堀口比奈子，青山統寛，
東間未来

蛍光 Navigation Surgery
の応用　難治性の乳糜胸
水における後腹膜鏡およ
び胸腔鏡によるリンパ経
路の同時観察

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 PS

堀口比奈子，矢内俊裕，
益子貴行，加藤　廉，
坪井浩一，青山統寛，
東間未来，加藤啓輔

術後化学療法終了後に肺
転移をきたした favorable 
histology 腎芽腫の 1 例

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 PS
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矢内俊裕，益子貴行，
東間未来，青山統寛，
坪井浩一，堀口比奈子，
加藤　廉，浅井宣美

腎低形成および異所性尿
管を伴う女児尿失禁に対
する治療戦略　適切な診
断法と腹腔鏡手術の有用
性

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 PS

〇平野隆幸，白根和樹，
坪井浩一，青山統寛，
益子貴行，東間未来，
矢内俊裕

総排泄腔遺残症術後症例
において思春期に生じた
生殖器合併症に対する追
加手術

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 PS

〇加藤　廉，矢内俊裕，
東間未来，益子貴行，
青山統寛，坪井浩一，
堀口比奈子

外陰部～肛門周囲の広範
囲に及ぶ小児の尖圭コン
ジローマ難治例に対する
治療

第 30 回　日本小児泌
尿器科学会 大阪 2021 7/2-4 PS

小坂征太郎，連　利博，
東間未来，益子貴行，
矢内俊裕，三浦清徳

同一 HLA の双胎におけ
る胎盤絨毛炎を伴った
discordant 胆道閉鎖症の 1
例

第 57 回日本周産期・
新生児医学会学術集会 宮崎 2021 7/11‒13 OD

堀口比奈子，矢内俊裕，
東間未来，益子貴行，
青山統寛，坪井浩一，
加藤　廉

卵巣腫瘍や膿瘍との鑑別
を要した広汎性卵巣浮腫
の小児例

第 55 回　日本小児外
科学会関東甲信越地方
会

web 2021 10/2 OS

〇加藤　廉，矢内俊裕，
東間未来，益子貴行，
青山統寛，坪井浩一，
堀口比奈子

腫瘤形成性虫垂炎と鑑別
を要した稀な虫垂原発悪
性リンパ腫の 1 例

第 55 回　日本小児外
科学会関東甲信越地方
会

web 2021 10/2 OS

〇益子貴行，齋藤博大
乳幼児の短腸症候群に対
する中心静脈を温存する
工夫

第 48 回　日本小児栄
養消化器肝臓学会学術
集会

松本 2021 10/2-3 OO

齊藤博大，益子貴行，
須磨崎亮

当院での急性虫垂炎の初
期対応（modifi ed Active 
observation）について

第 48 回　日本小児栄
養消化器肝臓学会学術
集会

松本 2021 10/2-3 OO

矢内俊裕，益子貴行，
青山統寛，坪井浩一，
加藤　廉，堀口比奈子，
東間未来

尿管瘤穿刺造影を併用し
た安全かつ的確な LASER 
による経尿道的尿管瘤穿
刺術 （TUR）

第 121 回日本泌尿器科
学会茨城地方会 web 2021 10/17 OS

〇益子貴行，矢内俊裕 非触知精巣に対する術前
超音波検査の精度の検討

第 121 回日本泌尿器科
学会茨城地方会 web 2021 10/17 OS

〇益子貴行，矢内俊裕，
東間未来

両側腹腔内精巣に対する
腹腔鏡下性腺血管延長術

第 40 回 日本小児内視
鏡外科 ･ 手術手技研究
会

千代田区 2021 10/28-29 OD

〇加藤　廉，矢内俊裕，
東間未来，益子貴行，
青山統寛，坪井浩一，
堀口比奈子

小児の広範囲に及ぶ白線
ヘルニアに対する鏡視下
皮下剥離を併用した腹腔
鏡手術の工夫

第 40 回 日本小児内視
鏡外科 ･ 手術手技研究
会

千代田区 2021 10/28-29 OD

矢内俊裕，益子貴行，
青山統寛，坪井浩一，
加藤　廉，堀口比奈子，
東間未来

尿道下裂術後の尿道皮膚
瘻再発例に対するタコ
シールを併用した瘻孔閉
鎖術

第 40 回 日本小児内視
鏡外科 ･ 手術手技研究
会

千代田区 2021 10/28-29 OD

東間未来，矢内俊裕，
益子貴行，青山統寛，
坪井浩一，加藤　廉，
堀口比奈子

染色体異常を伴う喉頭裂
（喉頭気管食道瘻 I 型）に
対する硬性鏡

第 40 回 日本小児内視
鏡外科 ･ 手術手技研究
会

千代田区 2021 10/28-29 OD
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青山統寛，矢内俊裕，
益子貴行，坪井浩一，
加藤　廉，堀口比奈子，
東間未来

尿管瘤穿刺造影を併用し
た安全かつ的確な LASER 
による経尿道的尿管瘤穿
刺術 （TUR）

第 40 回 日本小児内視
鏡外科 ･ 手術手技研究
会

千代田区 2021 10/28-29 OD

坪井浩一，益子貴行，
矢内俊裕，加藤　廉，
堀口比奈子，青山統寛，
東間未来

胸腔腹腔シャント造設術
を施行した難治性乳糜胸
水の 1 例

第 40 回 日本小児内視
鏡外科 ･ 手術手技研究
会

千代田区 2021 10/28-29 OD

堀口比奈子，矢内俊裕，
東間未来，益子貴行 ,
青山統寛，坪井浩一，
加藤　廉

超音波検査が手術時の皮
膚切開選択に有用であっ
た中腸軸捻転を

第 40 回 日本小児内視
鏡外科 ･ 手術手技研究
会

千代田区 2021 10/28-29 OD

白根和樹，矢内俊裕，
坪井浩一，青山統寛，
平野隆幸，益子貴行，
東間未来

腹腔鏡補助下鎖肛根治術
において尿路系合併症を
回避するための工夫　蛍
光尿管カテーテルの応用

第 40 回 日本小児内視
鏡外科 ･ 手術手技研究
会

千代田区 2021 10/28-29 OD

〇加藤　廉，矢内俊裕，
東間未来，益子貴行，
青山統寛，坪井浩一，
堀口比奈子

腫瘤形成性虫垂炎と鑑別
を要した稀な虫垂原発悪
性リンパ腫の 1 例

第 249 回　茨城外科学
会 web 2021 11/13 OS

〇益子貴行，矢内俊裕，
東間未来

小児にも使える新規医療
機器

第 83 回　日本臨床外
科学会総会 web 2021 11/18-20 RS

矢内俊裕，東間未来，
益子貴行，吉見　愛，
小林千恵，加藤啓輔，
小池和俊，土田昌宏，
大谷明夫

稀な卵巣混合性胚細胞腫
瘍の 1 例

第 63 回日本小児血液・
がん学会学術集会 web 2021 11/25-27 PS

堀口比奈子，矢内俊裕，
東間未来，益子貴行，
吉見　愛，小林千恵，
加藤啓輔，小池和俊，
土田昌宏，大谷明夫

術後化学療法終了後に肺
転移をきたした favorable 
histology 腎芽腫の 1 例

第 63 回日本小児血液・
がん学会学術集会 web 2021 11/25-27 PS

〇加藤廉，矢内俊裕，
東間未来，益子貴行，
吉見　愛，小林千恵，
加藤啓輔，小林和俊，
土田昌宏，大谷明夫

腫瘤形成性虫垂炎と鑑別
を要した稀な虫垂原発悪
性リンパ腫の 1 例

第 63 回日本小児血液・
がん学会学術集会 web 2021 11/25-27 PS

青山統寛，東間未来，
益子貴行，矢内俊裕，
吉見　愛，小林千恵，
加藤啓輔，小池和俊，
土田昌宏

多発性肺転移を伴う腎ラ
ブドイド腫瘍に対する手
術

第 63 回日本小児血液・
がん学会学術集会 web 2021 11/25-27 PS

東間未来，矢内俊裕，
益子貴行，青山統寛，
坪井浩一，加藤　廉，
堀口比奈子

動脈管閉鎖術後のクリッ
プが気管内に迷入した 1
例

第 127 回　茨城小児科
学会 web 2021 11/28 OS

〇益子貴行，矢内俊裕，
東間未来

非触知精巣に対する術前
超音波検査の精度の検討

第 127 回　茨城小児科
学会 web 2021 11/28 OS

小坂征太郎，連　利博，
大谷明夫，東間未来，
益子貴行，矢内俊裕

同一 HLA の双胎におけ
る胎盤絨毛炎を伴った
discordant 胆道閉鎖症の 1
例

第 47 回　胆道閉鎖研
究会 仙台 2021 12/5 OS
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〇加藤　廉，矢内俊裕，
東間未来，益子貴行，
青山統寛，坪井浩一，
堀口比奈子

小児の広範囲に及ぶ白線
ヘルニアに対する鏡視下
皮下剥離を併用した腹腔
鏡手術の工夫

第 34 回　日本内視鏡
外科学会総会 神戸 2021 12/2-4 OS

〇益子貴行，矢内俊裕，
東間未来

腹腔内精巣に対する腹腔
鏡下性腺血管延長術の経
験

第 34 回　日本内視鏡
外科学会総会 神戸 2021 12/2-4 MO

〇益子貴行，矢内俊裕，
東間未来，青山統寛，
坪井浩一，加藤　廉

当科で行った新生児に対
する胸腔鏡手術の安全性

第 34 回　日本内視鏡
外科学会総会 神戸 2021 12/2-4 SY

矢内俊裕，益子貴行，
東間未来，青山統寛，
坪井浩一，堀口比奈子，
加藤　廉

新生児期の泌尿生殖器疾
患に対する内視鏡外科手
術の現況と展望

第 34 回　日本内視鏡
外科学会総会 神戸 2021 12/2-4 SY

矢内俊裕，益子貴行，
東間未来，青山統寛，
坪井浩一，加藤　廉，
堀口比奈子

精索静脈瘤に対する腹腔
鏡手術：リンパ管温存・
動脈温存の工夫

第 34 回　日本内視鏡
外科学会総会 神戸 2021 12/2-4 MO

坪井浩一，益子貴行，
東間未来，青山統寛，
加藤　廉，堀口比奈子，
矢内俊裕

小児における Para-Axis 
Setting での待機的腹腔鏡
か虫垂切除術に関する考
察

第 34 回　日本内視鏡
外科学会総会 神戸 2021 12/2-4 WS

坪井浩一，東間未来，
益子貴行，青山統寛，
加藤　廉，堀口比奈子，
矢内俊裕

後腹膜鏡・腹腔鏡を使用
したリンパ管経路の同定：
難治性乳糜胸水における
iCG 蛍光法の応用

第 34 回　日本内視鏡
外科学会総会 神戸 2021 12/2-4 MO

埼玉県立小児医療センター

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

武井　悠，古市美穂子，
出口薫太朗，大橋研介，
菅沼栄介

小児病院泌尿器科におけ
る抗菌薬適正使用支援導
入前後の静注抗菌薬使用
量と耐性菌検出率の検討

 日本小児感染症学会
総会・学術集会（53）

東京・
新宿区 2021 10/9-10/10 OS

〇大橋研介，吉澤信輔，
石塚悦昭，堀祐太郎，
小林堅一郎，多田　実

当科における遠位尿道下
裂の治療成績（TIP vs 
DIG）

日本小児泌尿器科学会
（30）

大阪・
大阪市 2021 7/2-7/4 PS

〇吉澤信輔，大橋研介，
石塚悦昭，多田　実，
石丸哲也，川嶋　寛，
小林堅一郎，堀祐太郎

膀胱の Height to Width 
ratio は直腸肛門奇形の神
経因性膀胱発症予測因子
となる

日本小児泌尿器科学会
（30）

大阪・
大阪市 2021 7/2-7/4 OS

遠藤翔太，森下俊真，
武政洋一，大貫裕太，
櫻谷浩志，藤永周一郎，
大橋研介

腎盂尿管移行部狭窄の高
度水腎症の乳児における
手術と非手術群の検討

日本小児泌尿器科学会
（30）

大阪・
大阪市 2021 7/2-7/4 PS

森下俊真，遠藤翔太，
武政洋一，大貫裕太，
櫻谷浩志，大橋研介，
藤永周一郎

膀胱尿管逆流症が慢性腎
臓病の進展に寄与する因
子の検討

日本小児泌尿器科学会
（30）

大阪・
大阪市 2021 7/2-7/4 OS

国内学会発表
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〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

伊勢一哉，金森　豊，
大橋研介，小川恵子，
風間理郎，宗崎良太，
高安　肇，深堀　優，
望月響子，日本小児外
科学会ガイドライン委
員会

外科治療における診療ガ
イドライン出版後の普及、
活用と評価　小児外科に
おける診療ガイドライン
の現状と課題

 日本外科学会定期学
術集会（121）

千葉県・
幕張 2021 4/8-4/10 OS

○大橋研介，吉澤信輔，
石塚悦昭

停留精巣術中に異所性副
腎を認めた 3 例

埼玉県小児外科研究会
（9） オンライン 2021 9 月 3 日 OS

○大橋研介，吉澤信輔，
石塚悦昭，多田実

Kasabach Merritt 症候群
に併発した両側水腎症の
1 例

関東小児泌尿器科研究
会 オンライン 2021 6 月 12 日 OS

○大橋研介，小川恵子，
風間理郎，宗崎良太，
高安　肇，深堀　優，
望月響子

パネルディスカッション
/ 腸回転異常症診療ガイ
ドライン

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・横
浜市 2021 4/28-4-30 PD

東京都立小児総合医療センター

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

富田紘史，下島直樹，
下高原昭廣，石濱秀雄，
石川未来，水野裕貴，
橋本　真，月崎絢乃，
宮國憲昭，廣部誠一

当院での肝門部空腸吻合
術における郭清と吻合の
工夫

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

富田紘史，下高原昭廣，
下島直樹，石濱秀雄，
石川未来，水野裕貴，
橋本　真，月崎絢乃，
宮國憲昭，廣部誠一

重度胸郭変形に伴う気管
狭窄に対する新しい胸郭
形成術　胸骨逆 T 字状切
開

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

宮國憲昭，下高原昭廣，
下島直樹，富田紘史，
石濱秀雄，石川未来，
橋本　真，水野裕貴，
月崎絢乃，廣部誠一

頸部交感神経幹原発神経
鞘腫に対して被膜間摘出
術を施行した 1 例

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

月崎絢乃，富田紘史，
小川知秀，下島直樹，
下高原昭廣，石川未来，
石濱秀雄，橋本　真，
水野裕貴，宮國憲昭，
廣部誠一

当院における小児外傷性
肝損傷 35 例の検討

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

水野裕貴，下島直樹，
宮國憲昭，月崎絢乃，
橋本　真，石川未来，
石濱秀雄，富田紘史，
下高原昭廣，牧本　敦，
川久保博文，廣部誠一

横隔膜原発横紋筋肉腫に
対し拡大噴門側胃切除・
観音開き法食道残胃吻合
を施行した一例

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

国内学会発表
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〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

下島直樹，下高原昭廣，
富田紘史，石濱秀雄，
水野裕貴，橋本　真，
石川未来，月崎絢乃，
宮國憲昭，廣部誠一

先天性気管狭窄症に対す
るスライド気管形成術 80
例からの教え

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

下高原昭廣，宮國憲昭，
月崎絢乃，橋本　真，
水野裕貴，石川未来，
石濱秀雄，富田紘史，
下島直樹，廣部誠一

血液疾患治療中の侵襲性
肺アスペルギルス症に対
する肺手術

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

石川未来，下島直樹，
小山知秀，宮國憲昭，
月崎絢乃，水野裕貴，
橋本　真，石濱秀雄，
富田紘史，下高原昭廣，
廣部誠一

外傷性膵損傷 10 例の検討 日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

北海道立子ども総合医療・療育センター

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

○小野賀功，縫　明大，
横山新一郎，
橋本さつき，西堀重樹，
浜田弘己，上原央久，
西中一幸

当施設における鎖肛に合
併する泌尿器疾患とその
フォロー

日本小児泌尿器科学会
学術集会（30）

大阪・
大阪市 2021 2007/2/4 OS

○小野賀功，縫　明大，
横山新一郎，
橋本さつき，西堀重樹，
浜田弘己

セレン欠乏症に対するセ
レン注射剤の使用経験

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

○小野賀功，縫　明大，
横山新一郎，
橋本さつき，西堀重樹，
浜田弘己

重症心身障害児の短腸症
候群に対する胃酸分泌抑
制薬の必要性とその効果
の検討

日本小児外科学会学術
集会（58）

神奈川・
横浜 2021 4/28-30 OS

国内学会発表
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沼津市立病院

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

佐塚哲太郎，木村正幸，
岩田　萌，武藤靖英，
荒澤孝裕，久保嶋麻里，
田﨑健太郎，菅本祐司，
傳田侑也，浅井　陽，
福長　徹，松原久裕

乳癌術後局所再発後の治
療についての検討

 日本外科学会定期学
術集会（121）

千葉県・
千葉市 2021 4/8-10

サージカ
ルフォー

ラム

福長　徹，菅本祐司，
田﨑健太郎，
佐塚哲太郎，武藤靖英，
荒澤孝裕，岩田　萌，
久保嶋麻里，木村正幸，
浅井　陽，傳田侑也，
松原久裕

NCD データから算出され
た周術期死亡予測発生率
に基づく非外傷性大腸穿
孔緊急手術の周術期リス
ク評価

 日本外科学会定期学
術集会（121）

千葉県・
千葉市 2021 4/8-10 PS

佐塚哲太郎，木村正幸，
岩田　萌，武藤靖英，
荒澤孝裕，田﨑健太郎，
菅本祐司，傳田侑也，
浅井　陽，福長　徹，
松原久裕

StageIV 乳癌原発巣切除
症例の検討

日本乳癌学会学術総会
（29）

神奈川県・
横浜市 2021 7/1-3 PS

国内学会発表

イムス富士見総合病院

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

高橋雄一，古屋武史，
寺田啓輝，高橋智子，
森内優子，神岡哲治，
山西未穂，根岸　潤，
大坪身奈，大橋裕子，
衛藤通洋，清水久志，
渕上達夫

慢性便秘と高度陰唇癒合
を契機に発症したと考え
られた急性巣状細菌性腎
炎の 6 歳女児例

日本小児感染症学会学
術集会（53） 東京・新宿 2021 10/9-10 OS

高橋智子，渕上達夫，
寺田啓輝，杉山千央，
森内優子，根岸　潤，
古屋武史，水越和歌，
森岡一朗

MRI が有用であった前立
腺周囲膿瘍の一男児例

日本小児放射線学会学
術集会（57）

埼玉・
さいたま市 2021 6/12 OS

国内学会発表

－ 33 －



春日部市立医療センター

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

〇生田稜，九鬼直人，
目黒創也，小倉道一，
大原守貴，三宅　洋

腹腔鏡下胆嚢摘出術の
5mm ポートに生じた遅発
型ポートサイトヘルニア

日本臨床外科学会総会
（83） 東京・新宿 2021 11/18-20 OS

国内学会発表

公立阿伎留医療センター

〇演者名
（全ての共同演者名を記載） 演題名 学会名（回数） 開催地 開催日 発表

形式

荒川泰行，樫田光夫，
矢嶋幸浩，久野木豊，
井上理恵，長谷川陽子，
後藤慎一，宮岡　聖，
山本佐代子

当院の取り組み　COVID-
19 の変異種デルタ株によ
る「ブレイクスルー感染」
を起こした職員 2 名の事
例報告

全国自治体病院学会
（59）

奈良県・
奈良市 2021 11/4 ～ 5

呉　禮媛，矢嶋幸浩，
長谷川陽子，宮城裕史

A 病院における新型コロ
ナウイルス感染症対策の
地域支援について

日本環境感染症学会学
術集会（36）

愛知県・
名古屋市 2021 9/19-20

国内学会発表
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論　文

日本大学医学部附属板橋病院

〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

〇上原秀一郎，
長崎（前岡）瑛里

特集　小児外科疾患の家族内の発
生　神経芽腫 小児外科 2021 53 12 1296-

1298 総説

〇上原秀一郎
特集「癌治療」小児悪性固形腫瘍

（神経芽腫，腎芽腫）の最近の治
療コンセプトと外科治療

日大医誌 2021 80 6 291-296 総説

〇上原秀一郎
III 小児泌尿器科学各論 I. 小児の
泌尿器科腫瘍　２腎芽腫・腎明細
胞肉腫・腎横紋筋肉腫様腫瘍・ほ
か

小児泌尿器科学 2021 284-2882 著書

石田也寸志，相部則博，
上原秀一郎，川口浩史，
川村眞智子，
清谷知賀子

13. 横紋筋肉腫（RMS）
小児がん治療後の
長期フォローアッ
プガイド

2021 209-220 著書

浅井朋彦，長山好夫，
渡辺　茜，藤原恭子，
齊藤玖美，小林大地，
増田しのぶ，越永從道，
上原秀一郎

プラズマ生成および観測技術の応
用による乳がん診断・非侵襲性治
療法の開発

日本大学理工学部
理工学研究所研究
ジャーナル

2021 148 13-20 原著

青木亮二，不破一将，
長野伸彦，岡橋　彩，
金田英秀，越永従道，
森岡一朗，宮嵜　治

肺葉外肺分画症（気管支原性嚢胞
の合併） 小児科臨床 2021 74 5 489-491 解説

○小野賀功，
上原秀一郎，加藤　廉，
九鬼直人，橋本　真，
星　玲奈，花田　学，
細川　崇，川島弘之，
金田英秀，越永従道

小児鼠径ヘルニア術後の精巣挙上
に関する検討

日本小児泌尿器科
学会雑誌 2021 30 1 54-7 原著

○菅原大樹，
上原秀一郎，山岡　敏，
星　玲奈，吉澤信輔，
川島弘之，金田英秀，
大橋研介，越永従道

先天性十二指腸閉鎖症術後に胆道
閉鎖症を発症した一例

日本小児外科学会
雑誌 2021 57 1 33-37 症例報告

和文論文

英文論文
〇著者名

（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

Akimoto T, Hara M, 
Morita A, Uehara S, 
Nakajima H.

Relationship between nutritional 
Scales and Prognosis in elderly 
patients after acute ischemic 
stroke.

Ann Nutr Metab 2021 77 2 116-123 Original 
article
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〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

Ogawa-Ochiai K, 
Osuga K, Nozaki T, 
Tazuke Y, Sakai S, 
Uehara S,  Hoshi R, 
Ishikawa H, 
Yoshimura K, 
Okuyama H.

Eff ect of Japanese Kampo 
medicine, eppikajutsuto, 
in patients with lymphatic 
malformation. A retrospective 
observational study. 

Medicine 2021 100 51 e28420 Original 
article

Iwamoto M, 
Koshinaga T, Fujita E, 
Hanada M, Uehara S, 
Moriyama M

Ileal Dieulafoy lesion arose 
15 years after partial small 
bowel resection for meconium 
obstruction of the neonate: a case 
report.

BMC pediatrics 2021 21 437-441 Case 
report

○ Hoshi R, Uehara S, 
Hashimoto M, 
Hosokawa T, 
Kawashima H, 
Kaneda H, Hoshino M, 
Koshinaga T

Diagnosis and management of 
genital injuries in girls: 14-year 
experience

Pediatr Int 2021 63 5 523-8 original 
article

○ Yamaoka B, 
Nagasaki-Maeoka E, 
Uekusa S, Hidaka A, 
Hijikata K, Kato R, 
Fujiwara K, 
Koshinaga T, Uehara S

Exosomal miR-214-3p as a 
potential novel biomarker for 
rhabdoid tunor of the kidney

Pediatric Surg 
Int. 2021 37 12 1783-

1790
original 
article

○ Koshinaga T Biliary Atresia and Malignancy Intorduction to 
Biliary Atresia 2021 295-303

Suzuki S, Sakurai K, 
Hirano T, Adachi K, 
Koshinaga T, 
Makishima M

Prediction of Prognosis in 
Breast Carcinoma Using Klotho 
Immunohistochemistry

Gan To Kagaku 
Ryoho 2021 48 8 1043-7

Nakata K, Williams R, 
Kinoshita Y, 
Koshinaga T, Moroz V, 
Al-Saadi R, Vujanic G, 
Oue T, 
Pritchard-Jones K

omparative analysis of the clinical 
characteristics and outcomes of 
patients with Wilms tumor in the 
United Kingdom and Japan

Pediatr Blood 
Cancer 2021 68 10 e29143

Kawano T, Souzaki R, 
Sumida W, 
Shimojima N, Hishiki T, 
Kinoshita Y, Uchida H, 
Tajiri T, Yoneda A, 
Oue T, Kuroda T, 
Hirobe S, 
Koshinaga T, 
Hiyama E, Nio M, 
Inomata Y, Taguchi T, 
Ieiri S

Current thoracoscopic approach 
for mediastinal neuroblastoma 
in Japan-results from nationwide 
multicenter survey

Pediatr Surg Int 2021 37 12 1651-8

Kasai Y, Aoki R, 
Nagano N, Kaneda H, 
Koshinaga T, Morioka I

Usefulness of thin-slice contrast-
enhanced computed tomography 
in detecting perforation site in 
congenital biliary dilatation: A 
case report

J Nippon Med 
Sch 2021 89 606
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〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

Haruta M, Arai Y,
 Okita H, Tanaka Y, 
Takimoto T, 
Kamijo T, Oue T, 
Souzaki R, Taguchi T, 
Kuwahara Y, Chin M, 
Nakadate H, Hiyama E, 
Ishida Y, Koshinaga T, 
Kaneko Y

Frequent breakpoints of focal 
deletion and uniparental disomy 
in 22q11.1 or 11.2 segmental 
duplication region reveal distinct 
tumorigenesis in rhabdoid tumor 
of the kidney

Genes 
Chromosomes 
Cancer 

2021 60 8 546-68

Ando K, Ohira M, 
Takada I, 
Cazares-Ordonez V, 
Suenaga Y, Nagase H, 
Kobayashi S, 
Koshinaga T, Kamijo T, 
Makishima M, Wada S

FGFR2 loss sensitizes MYCN-
amplifi ed neuroblastoma CHP134 
cells to CHK1 inhibitor-induced 
apoptosis

Cancer science 2021

Morimura N, 
Mizobata Y, Sugita M, 
Takeda S, Kiyozumi T, 
Shoko T, Inoue Y, 
Otomo Y, Sakurai A, 
Koido Y, Tanabe S, 
Okumura T, 
Yamasawa F, Tanaka H, 
Kinoshi T, Kaku K, 
Matsuda K, Kitamura N, 
Hayakawa T, Kuroda Y, 
Kuroki Y, Sasaki J, 
Oda J, Inokuchi M, 
Kakuta T, Arai S, 
Sato N, Matsuura H, 
Nozawa M, Osamura T, 
Yamashita K, 
Okudera H, Kawana A, 
Koshinaga T, Hirano S, 
Sugawara E, Kamata M, 
Tajiri Y, Kohno M, 
Suzuki M, Nakase H, 
Suehiro E, Yamase H, 
Otake H, Morisaki H, 
Ozawa A, Takahashi S, 
Otsuka K, Harikae K, 
Kishi K, Mizuno H, 
Nakajima H, Ueta H, 
Nagayama M, 
Kikuchi M, Yokota H, 
Shimazu T, Yukioka T, 
Joint Committee of the 
Academic Consortium 
on Emergency Medical 
Services DMRPdtTO, 
Paralympic Games i

Medicine at mass gatherings: 
current progress of preparedness 
of emergency medical services 
and disaster medical response 
during 2020 Tokyo Olympic and 
Paralympic Games from the 
perspective of the Academic 
Consortium （AC2020）

Acute Med Surg 2021 8 1 e626
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〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

○土方浩平，細田利史，
石岡茂樹

吐血を訴えた作為症 / 虚偽性障害
（いわゆるミュンヒハウゼン症候
群）の 1 例

日本小児外科学会
雑誌 2021 57 7 1141-5 症例報告

○細田利史 Abdominoscrotal hydrocele
（ASH） 小児外科 2021 53 10 1028-32 雑誌

和文論文

帝京大学医学部

〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

吉村哲規，輿石晴也，
大島令子，渡邉揚介，
平野隆幸，織田福一郎，
梅林佑弥，竹内優太，
本橋翔平，松本　潤

乳癌局所療法後のサルコペニア回
避のための四肢骨格筋の評価 癌と化学療法 2021 48 13 1950-

1953 原著

和文論文

東京都立大塚病院

〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

〇福田安希代，
池田太郎，益子貴行，
細川　崇，後藤俊平

間欠的な腰背部痛を呈した尿管ポ
リープの 2 例

日本小児外科学会
雑誌 2021 57 1 48-53 症例報告

○池田太郎，後藤俊平，
日高綾乃，窪田友紀 仙尾部奇形腫 周産期医学 2021 51 増刊号 843-846 総説

和文論文

自治医科大学附属さいたま医療センター

英文論文
〇著者名

（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

○ Taro Ikeda, 
Shumpei Goto, 
Takashi Hosokawa, 
Toshiki Rikiyama, 
Shigeharu Hosono and 
Kenjiro Takagi

How to avoid unnecessary 
surgical treatment for neonatal 
small left colon syndrome

Journal of 
Surgical Case 
Reports

2021 4 1-2 case 
report

〇 Yuki K, Hiroshi H, 
Hitoshi S

A case of Wernicke 
encephalopathy with frozen eyes

Internal 
Medicine 2021 60 18 3053 case 

report
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〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

○益子貴行，矢内俊裕 多嚢胞性異形成腎（MCDK）・
水腎症 小児外科 2021 53 2 183-186 特集

小坂征太郎，矢内俊裕，
益子貴行，東間未来，
浅井宣美

精巣捻転における superb 
microvascular imaging による血
流評価

小児泌尿器科学会
雑誌 2021 30 1 49-53 原著

矢内俊裕，益子貴行，
東間未来

【必携 ! 外傷と外科疾患への対応】
迅速な判断を必要とする疾患　急
性陰嚢症　男児の腹痛を診たら

小児内科 2021 53 2 255-260 特集

浅井宣美，札　保廣，
矢内俊裕，東間未来，
○益子貴行

【小児外科医が学ぶ人工知能（AI）・
情報伝達技術（ICT）】超音波検
査における遠隔診断

小児外科 2021 53 4 399-402 特集

弘野浩司，出澤洋人，
浅井宣美，
益子貴行，東間未来，
矢内俊裕，貴達俊徳，
小坂征太郎

【超音波、新しいルーチン検査へ
の道】（第 1 部）あつまれ "SMI"　
SMI の新しい活用法　小児疾患に
おける SMI の有用性

映像情報 Medical 2021 53 5 35-41 特集

矢内俊裕，益子貴行，
東間未来

【外来で役立つ知識 : 外陰部・会陰
部・肛門部周辺の疾患】精索静脈
瘤

小児外科 2021 53 6 648-651 特集

和文論文

茨城県立こども病院

英文論文
〇著者名

（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

Kunio Fukuda, 
Ai Yoshimi, 
Miki Toma, 
Satoru Matsushima, 
Norihiko Kitagawa, 
Masato Shinkai, 
Noritaka Ota, 
Toshihide Asou, 
MioTanaka, Yukichi 
Tanaka, Chie Kobayas, 
Takayuki Masuko, 
Asai Nobuyoshi, 
Keisuke Kato, 
Junko Shiono, 
Haruo Ohtani, 
Kazutoshi Koike, 
Tatsuo Kono, 
Toshihiro Yanai, 
Masahiro Tsuchida

Multi-disciplinary treatment 
of undiff erentiated embryonal 
sarcoma of the liver with tumor 
embolus extending to the heart

Pediatr Surg 
Int Journal 
of Pediatric 
Surgery Case 
Reports

2021 66

https://
doi.org/ 
10.1016/
j.epsc. 
2020. 
101705

case 
report
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〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

Go Miyano,
Takayuki Masuko, 
Kensuke Ohashi, 
Atsushi Hamano, 
Kazuto Suda, Shogo Seo, 
Takanori Ochi, 
Hiroyuki Koga, 
Geoff rey J Lane, 
Minoru Tada, 
Toshihiro Yanai, 
Atsuyuki Yamataka

Recovery of bowel function after 
transperitoneal or retroperitoneal 
laparoscopic pyeloplasty. A multi-
center study

Pediatr Surg Int 2021 37 12 1791-
1795

Original 
Article

〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

〇大橋研介，多田　実，
堀祐太郎，後藤俊平，
渡邊揚介，吉澤信輔，
石塚悦昭，小林堅一郎

重複陰茎の一例 日本小児泌尿器科
学会雑誌 2021 30 1 66-70 症例報告

〇吉澤信輔，大橋研介，
多田　実 Y 型重複尿道の一例 日本小児泌尿器科

学会雑誌 2021 30 1 89-92 症例報告

和文論文

埼玉県立小児医療センター

東京都立小児総合医療センター

英文論文
〇著者名

（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

Miki Ishikawa, 
Naoki Shimojima, 
Tomohide Koyama, 
Kazuaki Miyaguni, 
Ayano Tsukizaki, 
Yuki Mizuno, 
Makoto Hashimoto, 
Hideo Ishihama, 
Hirofumi Tomita, 
Akihiro Shimotakahara, 
Seiichi Hirobe

Effi  cacy of early endoscopic 
intervention in pediatric 
pancreatic duct injury 
management

Pediatric 
Surgery 
Internatinal

2021 37 12 1711-
1718

original 
article

Hirofumi Tomita, 
Akihiro Shimotakahara, 
Naoki Shimojima, 
Hideo Ishihama, 
Miki Ishikawa, 
Yuki Mizuno, 
Makoto Hashimoto, 
Ayano Tsukizaki, 
Kazuaki Miyaguni, 
Seiichi Hirobe

Inverse T-shaped sternotomy as 
novel thoracoplasty for severe 
chest deformation and tracheal 
stenosis

Surg Case Rep. 2021 26 7 194 case 
report

－ 40 －



〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

〇古屋武史，越永従道 高ガストリン血症を併発した十二
指腸重複症 小児外科 2021 53 9 948-53 症例報告

和文論文

イムス富士見総合病院

〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

○洞口俊，大原守貴，
三宅　洋，小倉道一

腹腔鏡下手術を行った胆嚢捻転症
の 1 例 日大医学雑誌 2021 79 5 305-307 症例報告

和文論文

春日部市立医療センター

北海道立子ども総合医療・療育センター

英文論文
〇著者名

（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

Yokoyama S, Nui A, 
Ono K, Hashimoto S, 
Nishibori S, Hamada H, 
Takemasa I.

Perioperative outcomes of 
laparoscopic fundoplication for 
gastroesophageal refl ux disease in 
children with or without scoliosis.

Pediatr Surg Int. 2021 37 12 1725-
1730.

case 
report

〇著者名
（全ての共著者名も記載） 論文演題 雑誌名 年 巻 号 頁 形式

荒澤孝裕，藤田衣里，
武藤靖英，佐塚哲太郎，
浅井　陽，久保嶋麻里，
田﨑健太郎，菅本祐司，
福長　徹，木村正幸，
江口正信，松原久裕

AYA 世代発症の回腸原発悪性リ
ンパ腫による腸重積の 1 手術例 癌と化学療法 2021 48 1 142-144 症例報告

和文論文

沼津市立病院
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