
小児外科 
 
平成２８年度は佐藤正人主任部長、遠藤耕介副部長、鈴木久美子医員の 3名体制で診療を行ってきた。 

 

１． スタッフ 

 

佐藤正人（さとう まさひと） 主任部長 

資格等：医学博士 

    日本小児外科学会指導医、専門医 

    日本外科学会指導医、専門医 

    日本内視鏡外科学会技術認定医（小児外科） 

    日本消化器外科学会認定医 

    日本がん治療認定医機構 暫定教育医 

    小児がん認定外科医 

役職： 日本小児外科学会  

            評議員、機関誌委員会委員 

    日本内視鏡外科学会  

            評議員、技術審査委員会（小児外科）委員、COI委員 

    近畿外科学会  評議員 

    日本小児外科学会近畿地方会 評議員 

    International Pediatric Endosurgery Group: Active Member 

    Pacific Association of Pediatric Surgeons: Member  など 

専門領域：小児外科全般、小児内視鏡外科 

 

 

遠藤耕介（えんどう こうすけ） 副部長 

資格等： 医学博士 

     日本外科学会専門医 

     日本消化器外科学会専門医 

専門領域：小児外科全般 

 

 

鈴木久美子（すずき くみこ）医員 

資格等：日本外科学会専門医 

専門等：小児外科全般 

 

 

 

 



２．診療実績 

２０１６年手術症例 

    疾患 症例数 腹腔鏡手術数 その他 新生児手術 

そけいヘルニア 70 6 

  臍ヘルニア 22 

   陰嚢水腫 15 

   虫垂切除 37 37 

  停留精巣 19 3 

  中心静脈 19 

   腸重積症 1 1 

  噴門形成 12 10 

  胃瘻・腸瘻 14 10 

  幽門狭窄症 6 6 

 

2 

腸管重複症 

    胃軸捻転 1 1 

  腹壁破裂・臍帯ヘルニアなど 

    尿膜管遺残 1 

   摘便 2 

   包茎など陰茎疾患 7 

   皮膚・皮下腫瘍・リンパ節生検・創縫合・切開排膿な

ど 10 

  

1 

ＶＰシャント 

    正中頸嚢胞・側頸瘻・耳前瘻・副耳 4 

   舌小帯 3 

   癒着剥離 2 2 

  気管切開 7 

   漏斗胸 1 1 Nuss １（再手術）   

横隔膜ヘルニア・弛緩症 

  

  

 喉頭気管分離 

    アカラシア 

    胆道閉鎖症 

    胆道拡張症 2 2 

  



脾臓摘出 

    胆石 

    ＯＫ４３２ 3 

   食道閉鎖症 

    腸回転異常 4 

  

2 

小腸閉鎖・狭窄・部分拡張 

    十二時腸閉鎖・狭窄 

    その他小腸大腸切除 8 4 

 

2 

ヒルシュ根治術 

    直腸粘膜生検 3 

   鎖肛根治術 2 

   人工肛門造設・閉鎖 4 

   肛門（痔瘻・直腸脱） 7 

   腹壁瘢痕ヘルニア 

    卵巣卵管疾患 4 4 

  胃カメラ・大腸カメラ・膀胱鏡・気管支ファイバー 23 

   

ＶＵＲ 5 2 

Cohen 

3    

Deflux2 

 水腎症・水尿管 2 2 

  神経芽腫 

    Ｗｉｌｍｓ腫瘍 

    仙尾部脂肪芽腫 

    膵腫瘍 1 1 

  胸腺腫瘍 

    縦隔腫瘍 

    肺腫瘍・気胸根治術 1 1 

  精巣腫瘍 

    仙尾部腫瘍 奇形種など 

    精巣捻転・上体捻転 7 

   試験開腹・腹腔鏡検査 1 1 

  食道拡張 

    



胸腔ドレナージ 3 

   腹腔ドレナージ 2 

   

     総手術数 計 335 94 

 

7 

非手術入院 42 

  

3 

    

新生児症例 

    

10 

(延外来患者数 2,127 人) 
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Ｈ２８年度学会 

 

１ 鈴木久美子、佐藤正人、林 宏昭  急性陰嚢症  第 54 回京大小児科関連懇話会  2016/1/16 (大阪) 

２ 佐藤正人、鈴木久美子、林 宏昭、宮内雄也、服部健吾、中村有佑、濵田吉則  小児腹腔鏡下脾臓摘出

術における合併症  

 第 29 回日本小児脾臓研究会  2016/3/5 (松本) 

３ 荒木亮介、米田徳子、緒方瑛人、鈴木久美子、林 宏昭、山下純英、塩田光隆、佐藤正人、 

秦 大資  当院で経験した先天性胆道拡張症の 13 例  第 29 回近畿小児科学会 2016/3/6 (大阪) 

４ 水本 洋、本倉浩嗣、三上貴司、小泉正人、山下純英、渡辺 健、林 宏昭、佐藤正人、秦 大資先天性高

インスリン血症の１例  第 29 回近畿小児科学会  2016/3/6 (大阪) 

５ 緒方英人、塩田光隆、鈴木久美子、林 宏昭、佐藤正人、加藤正吾、秦 大資  急性腹症にて発症し、拡

張した膀胱と間違われた傍卵管嚢腫・卵管捻転による巨大卵管水腫の１例  第 29 回近畿小児科学会  

2016/3/6 (大阪) 

６ 米田徳子、三上貴司、山下純英、羽田敦子、秦 大資、鈴木久美子、林 宏昭、佐藤正人  異所性尿管開

口と尿管拡張を合併した Zinner 症候群の乳児例  第 29 回近畿小児科学会  2016/3/6 (大阪) 

７ 鈴木久美子、佐藤正人、林 宏昭、服部健吾、宮内雄也、園田真理  小児 VP shunt 症例における腹腔鏡

の有用性  第 116 回日本外科学会総会  2016/4/14-16 (大阪) 

８ 鈴木久美子、佐藤正人、林 宏昭  先天性十二指腸狭窄症に対する腹腔鏡併用ハイブリッド手術第 2 回

日本小児へそ研究会  2016/4/14 (大阪) 

９ 佐藤正人  腹壁異常の臍形成  第 2 回日本小児へそ研究会  2016/4/14 (大阪) 

１０ 佐藤正人  新生児  第 53 回日本小児外科学会総会  2016/5/24-26 (博多) 

１１ 佐藤正人、伊勢一哉、内田恵一、緒方宏美、増山宏明、諸冨嘉樹、安福正男、和田 基、河野美幸、濵田吉

則  新生児消化管穿孔の実態調査(2013 年新生児消化管穿孔についてのアンケート結果より） 第 53 回

日本小児外科学会総会  2016/5/24-26 (博多) 

１２ 鈴木久美子、佐藤正人、林 宏昭  当院における小児異物誤飲治療に関する現状  第 53 回日本小児外

科学会総会  2016/5/24-26 (博多) 

１３ 佐藤正人、鈴木久美子、林 宏昭、服部健吾、宮内雄也、園田真理、濵田吉則  新生児横隔膜疾患に対

する内視鏡手術症例の検討  第 53 回日本小児外科学会総会  2016/5/24-26 (博多) 

１４ 佐藤正人、鈴木久美子、林 宏昭、服部健吾、宮内雄也、中村有佑、濵田吉則  小児腹腔鏡下脾臓摘出

術における合併症症例の検討  第 53 回日本小児外科学会総会  2016/5/24-26 (博多) 

１５ 鈴木久美子、佐藤正人、林 宏昭  小児における腹腔鏡下 VP shunt 留置術の検討  第 53 回日本小児外

科学会総会  2016/5/24-26 (博多) 

１６ 林 宏昭、佐藤正人、鈴木久美子  頸部リンパ節炎の臨床的検討  第 53 回日本小児外科学会総会  

2016/5/24-26 (博多) 

１７ 中村有佑、白井 剛、服部健吾、濵田 洋、鈴木久美子、林 宏明、佐藤正人、濱田吉則  小児における手

縫い吻合と器械吻合 

の比較検討－合併症を中心に－  第 53 回日本小児外科学会総会 2016/5/24-26 (博多) 

１８ Masahito Sato, Masashi Oae, Kumiko Suzuki, Hiroaki Hayashi  Laparoscopic surgery for Zinner syndrome in 

a 6-month-old infant  IPEG's 25th annual congress for endodorgery in children  2016/5/24-28 

(Hakata, Japan) 

１９ Kengo Hattori,Yoshinori Hamada, Yoshiro Araki, Masahito Sato  Antenatal  diagnosis of biliary atresia 



versus choledochal cyst in patients with biliary cystic malformations  The 17th European Congress of 

European Pediatric Surgeons’Association (EUPSA) 2016/5/15-18  (Milan, Italy) 

２０ 佐藤正人、鈴木久美子、林 宏昭、大饗政嗣  繰り返す左下腹部痛の原因が Nutcracker syndrome と考え

られた１例：その後の報告－卵巣静脈塞栓術の有用性  第 25 回日本小児泌尿器科学会総会  

2016/6/28-30 (京都) 

２１ 佐藤正人、鈴木久美子、林 宏昭、服部健吾、宮内雄也、園田真理  当院における oncologic emergency症

例の検討  第 30 回日本小児救急医学会  2016/7/1-2 (仙台) 

２２ 鈴木久美子、佐藤正人、林 宏昭  当院における急性陰嚢症 72例の検討  第 30回日本小児救急医学会  

2016/7/1-2 (仙台) 

２３ 林 宏昭、佐藤正人、鈴木久美子  頸部リンパ節炎の臨床的検討  第 30 回日本小児救急医学会  

2016/7/1-2 (仙台) 

２４ 鈴木久美子、佐藤正人、遠藤耕介  先天性胆道拡張症術後肝管空腸吻合部狭窄に対し、ダブルバルーン

ERC によるステント留置が有効であった 1 例  第 43 回日本小児内視鏡研究会  2016/4/10 (東京) 

２５ 佐藤正人、鈴木久美子、林 宏昭、遠藤耕介  当院における腸重積症治療の現状  第 5 回日本小児診療

多職種研究会  2016/7/30-31 (横浜) 

２６ 鈴木久美子、遠藤耕介、佐藤正人 当院における reduced port surgery の試み 5th redeced port surgery 

forum2016/8/5-6 (大阪) 

２７ 佐藤正人  小児外科  5th redeced port surgery forum  2016/8/5-6 (大阪) 

２８ 佐藤正人  急性虫垂炎に対する小児外科治療  第 52回日本小児外科学会近畿地方会 2016/8/27 (大

阪) 

２９ 遠藤耕介、鈴木久美子、服部健吾、宮内雄也、園田真理、林 宏昭、佐藤正人  急性虫垂炎に対する小児

外科治療  第 52 回日本小児外科学会近畿地方会  2016/8/27 (大阪) 

３０ 鈴木久美子、遠藤耕介、佐藤正人、林 宏昭  小腸重積症で発症し、単孔式腹腔鏡下に整復・切除した

myoepithelial hamartoma の１例  第 52 回日本小児外科学会近畿地方会  2016/8/27 (大阪) 

３１ 佐藤正人、鈴木久美子、遠藤耕介、林 宏昭、服部健吾、宮内雄也、宮内玄徳、畠山 理   

われわれの腹腔鏡下総胆管拡張症手術  第 39 回日本膵・胆管合流異常研究会  2016/9/10 (東京) 

３２ 佐藤正人、畠山 理、宮内玄徳、鈴木久美子、服部健吾、宮内雄也、林 宏昭、遠藤耕介   

われわれの腹腔鏡下総胆管拡張症手術症例の検討  第 36 回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

2016/10/27-28 (大宮) 

３３ 佐藤正人、鈴木久美子、遠藤耕介、服部健吾、白井 剛、中村有佑、林 宏昭、濵田吉則  腹腔鏡下

Hirschsprung 病手術術後に再 pull through 手術を施行した４症例の検討  第 36 回日本小児内視鏡外

科・手術手技研究会  2016/10/27-28 (大宮) 

３４ 佐藤正人  胆道拡張症の腹腔鏡下手術Ⅰ  第 36 回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

2016/10/27-28 (大宮) 

３５ 鈴木久美子、佐藤正人、林 宏昭  小児における腹腔鏡下 VP shunt 留置術の検討  第 36 回日本小児内

視鏡外科・手術手技研究会  2016/10/27-28 (大宮) 

３６ 鈴木久美子、佐藤正人、遠藤耕介  当院における経管栄養管理を要する重症心身障がい者のトランジショ

ンの現状について  第 46 回日本小児外科代謝研究会  2016/10/27 (大宮) 

３７ 遠藤耕介、鈴木久美子、林 宏昭、佐藤正人  気管切開術後早期に予定外抜去を合併した３例の経験と現

在の対策  第 27 回日本小児呼吸器外科研究会  2016/10/28 (大宮) 

３８ 佐藤正人、鈴木久美子、遠藤耕介  Nuss 法再手術例の経験ー反省をふまえて  第 16 回 Nuss 法漏斗胸

手術手技研究会  2016/11/4 (徳之島) 



３９ 佐藤正人、鈴木久美子、濵田吉則  腹腔鏡下Hirschsprung病手術における追加手術  第 78回日本臨床

外科学会総会  2016/11/24-26 (東京) 

４０ 白井 剛、濵田 洋、中村有佑、鈴木久美子、服部健吾、林 宏昭、園田真理、宮内雄也、 

佐藤正人、濵田吉則  腸重積症に対する腹腔鏡手術  第 78 回日本臨床外科学会総会

2016/11/24-26 (東京) 

４１ 鈴木久美子、佐藤正人、濵田吉則  先天性十二指腸狭窄症に対する腹腔鏡補助下臍アプローチ併用根

治術  第 78 回日本臨床外科学会総会  2016/11/24-26 (東京) 

４２ 遠藤耕介、鈴木久美子、林 宏昭、佐藤正人、松本 忍  ストーマ陥凹のため、分離式ストーマでの再造設

を施行した尾部退行症候群の１例  第 27 回関西小児ストーマ・排泄・創傷研究会 2016/11/26 (大阪) 

４３ 遠藤耕介、鈴木久美子、服部健吾、宮内雄也、園田真理、林 宏昭、佐藤正人  一般市中病院における高

難度小児内視鏡外科手術の技術の修得と伝承  第 29 回日本内視鏡外科学会総会 2016/12/8-10 (横

浜) 

４４ 鈴木久美子、遠藤耕介、林 宏昭、佐藤正人、宮内雄也、園田真理  腹腔鏡下虫垂切除術出血症例から

学ぶ反省  第 29 回日本内視鏡外科学会総会  2016/12/8-10 (横浜) 

４５ 鈴木久美子、遠藤耕介、林 宏昭、佐藤正人、宮内雄也、畠山 理  Reduced port surgeryは小児外科領域

において安全性の向上につながる  第 29 回日本内視鏡外科学会総会  2016/12/8-10 (横浜) 

４６ 佐藤正人、鈴木久美子、遠藤耕介、服部健吾、宮内雄也、園田真理、林 宏昭、濵田吉則  小児の術式：

腹腔鏡下脾臓摘出術  第 29 回日本内視鏡外科学会総会  2016/12/8-10 (横浜) 

４７ 佐藤正人、畠山 理、宮内玄徳、鈴木久美子、遠藤耕介  腹腔鏡下総胆管拡張症術後に判明した右後区

域胆管枝損傷  第 29 回日本内視鏡外科学会総会  2016/12/8-10 (横浜) 

 

 

Ｈ２８年度 論文 

 

１ 橘木由美子、佐藤正人、服部健吾、林 宏昭、水本 洋、山下純英、秦 大資  超短腸症候群 IFALD に対す

るω３系脂肪酸製剤投与例  小児外科 2016:48(1);63-66 

２ 佐藤正人  特集：小児内視鏡外科手術：脾摘および縫合による技術審査にむけて  小児外科  

2016:48(4);363-365 

３ 濱田 洋、濱田吉則、白井 剛、中村有佑、髙橋良彰、佐藤正人、金本真也、 

權 雅憲  Nuss 法術後の感染性心タンポナーデ  小児外科 2016:48(8);813-816 

４ 鈴木久美子、林 宏昭、佐藤正人  腸重積症で発症し、単孔式腹腔鏡下に整復・切除下小児 myoepitherial 

hamartoma (Heinrich Ⅲ型)の１例  日小外会誌 2016:52(6);1197-1201 


