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日程表

10月24日（木）
第1会場 ［ 一橋講堂 ］ 第2会場 ［ 中会議場 2-4 ］ 第3会場 ［ 特別会議室 1-3 ］

第33回日本小児内視鏡外科 ・ 
手術手技研究会 第18回日本小児外科漢方研究会 第43回日本小児外科代謝研究会

9：30-9：35
開会の辞

9：35-10：35
セッション1
上部消化管

10：45-11：45
セッション2
上部消化管

※ 「ランチョンセミナー1」 は
第2会場にて開催

12：00-13：00
ランチョンセミナー 1
『⼩児内視鏡⼿術における
エネルギーデバイスの基礎と

安全な使⽤⽅法』

13：15-14：40
セッション3

要望1  反省すべき症例  
若⼿の勉強になる症例

14：55-16：25
セッション4

胸部

16：45-17：55
セッション5
腎泌尿⽣殖器

頸部 ・ 気管 ・ 気道

13：25-13：30
開会の挨拶

13：30-14：30
特別講演

『⼩児漢⽅診療のコツ －⽇常疾患に
簡潔に対処しましょう－』

14：35-15：35
ミニレクチャー

⼩児外科領域における頻⽤処⽅解説
“⼩児外科で役に⽴つ処⽅を
わかりやすく解説します”

15：35-15：59
様々な疾患・病態への応用

15：59-16：21
リンパ管腫

16：21-16：54
炎症性疾患 I

肛⾨周囲膿瘍 ・ 乳児痔瘻
16：54-17：15

炎症性疾患 II
その他

17：15-17：53
機能性疾患 I
排便障害

17：53-18：23
機能性疾患 II

その他
18：23-18：26
閉会の辞・次期会長挨拶

18：30-19：00
イブニングセミナー

19：10-20：00
ワークライフバランス
検討委員会講演会

13：30-13：32
開会の辞

13：32-14：20
セッション1

新⽣児消化管穿孔の輸液栄養管理

14：20-15：00
教育講演

『超低出⽣体重児の消化管穿孔に
対する術後の栄養管理』

15：00-15：15
新生児消化管穿孔アンケート

調査報告
『新⽣児消化管穿孔症例における輸
液 －新⽣児消化管穿孔についての
アンケート調査から（第1報）』

15：15-15：39
セッション2
カテーテル管理

15：39-16：00
中心静脈カテーテル
エタノールロック療法
ワーキンググループ報告

16：00-16：48
セッション3
術後管理

16：48-17：44
セッション4

短腸症候群 ・ H病類縁疾患

17：44-17：47
閉会の辞

17：47-17：50
次期会長挨拶
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10月25日（金）
第1会場 ［ 一橋講堂 ］ 第2会場 ［ 中会議場 2-4 ］ 第3会場 ［ 特別会議室 1-3 ］

第33回日本小児内視鏡外科 ・ 
手術手技研究会

第24回日本小児呼吸器外科
研究会 第70回直腸肛門奇形研究会

9：10-10：35
セッション6

要望2  
若⼿に伝授したい技  落とし⽳

10：50-11：45
招待講演

『Congenital Central Hypoventilation 
Syndrome（CCHS）: clinical aspects, 
genetics and surgical management 
with thoracoscopic placement of 
diaphragm pacing electrodes』

第24回⽇本⼩児呼吸器外科研究会／
第33回⽇本⼩児内視鏡外科 ・ 

⼿術⼿技研究会  共催

※ 「ランチョンセミナー2」 は
第2会場にて開催

9：15-9：20
開会の辞

9：20-10：05
セッション1

喉頭 ・ 声⾨ ・ 気管

10：05-10：48
セッション2

肺気腫、 嚢胞性肺疾患

※ 「招待講演」 は
第1会場にて開催

12：00-13：00
ランチョンセミナー 2

『Back to the Suture －あらゆる鉗⼦
操作の上達につながる縫合 ・ 結紮の
トレーニングから臨床まで－』

『⼩児外科⼿術 ： 
「反省」 ・ 「改良」 ・ 「発展」』

13：15-14：40
セッション7
下部消化管

14：55-16：10
セッション8
肝 胆 膵 脾

16：25-18：00
セッション9

腫 瘍
腹 壁
その他

18：00-18：05
閉会の辞

18：05-18：10
次期会長挨拶

13：10-13：58
セッション3

先天奇形 ・ 腫瘍性病変

13：58-14：34
セッション4

その他 （異物 ・ 横隔膜 ・ 胸郭）

14：34-15：17
要望演題1

出⽣前診断された
⼩児呼吸器外科疾患

15：32-16：38
要望演題2

⼩児嚢胞性肺疾患の病理

16：38-17：28
要望演題3

⼩児呼吸器外科疾患における
胸腔鏡⼿術

17：28-17：33
閉会の辞

17：33-17：38
次期会長挨拶

13：30-13：35
開会の辞

13：35-14：35
登録症例集計および症例検討

14：35-15：15
一般演題1

治療 ・ 術式の⼯夫

15：15-15：55
一般演題2
特殊型症例

15：55-16：27
一般演題3

膣形成異常を伴う症例

16：27-16：59
一般演題4
再⼿術症例

16：59-17：39
一般演題5

排便排尿機能評価

17：40-17：44
次期会長挨拶

17：45-17：50
閉会の辞

19：00- 　　合同懇親会　　会場：如水会館  2F［ オリオンルーム ］
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10月26日（土）
第1会場 ［ 一橋講堂 ］ 第2会場 ［ 中会議場 2-4 ］

第29回小児科外科学会秋季シンポジウム

8：55-9：00
開会の辞

9：00-9：36
セッション1
⼩児救急

9：40-10：10
セッション2

異物

10：15-10：45
セッション3

膵損傷

10：50-11：20
セッション4

外傷

11：30-12：10
特別講演

『法医学からみた⼦ども虐待』

※ 「ランチョンセミナー3」 は
第2会場にて開催

13：25-13：49
セッション5

虐待

13：55-14：59
シンポジウム1

外傷1

15：05-16：17
シンポジウム2

外傷2

16：20-17：24
シンポジウム3

外傷3

17：30-18：18
シンポジウム4

虐待1

18：20-19：08
シンポジウム5

虐待2

19：10-19：15
閉会の辞

19：15-19：20
次期会長挨拶

12：25-13：15
ランチョンセミナー 3
『経⼝補⽔液のトリセツ』


