
種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

1 学会 2018年4月6日 岩出 珠幾,久野 克也,安福 正男 早期産低出生体重児の新生児期手術の検討 第118回 日本外科学会 東京国際フォーラム 日本 東京 poster 有

2 学会 2018年5月14日 岩出 珠幾,安福 正男,久野 克也
Outcomes and clinical factors associated with the prognosis of
neonetal surgery for extremely low-weight or very low birth weight
infants; A 10 year single tertiary center experience

51st Annual Meeting of Pacific
Association of Pediatric
Surgeons

ロイトン札幌ホテル 日本 北海道 poster 有

3 学会 2018年5月30日 岩出 珠幾,久野 克也,安福 正男 先天性心疾患を合併したトリソミー18新生児外科症例の検討
第55回 日本小児外科学会学術集
会

新潟鴇メッセ 日本 新潟 oral 有

4 学会 2018年6月1日 安福 正男,岩出 珠幾,久野 克也 乳児緊張性肺気腫の2例
第55回 日本小児外科学会学術集
会

新潟鴇メッセ 日本 新潟 poster 有

5 学会 2018年6月2日
岩出 珠幾,安福 正男,小寺 孝幸,中尻
智史,沖田 空,米谷 昌彦,久野 克也

外科治療を要した乳児呼吸障害の3例 第32回 日本小児救急医学会 つくば国際会議場 日本 筑波 oral 有

6 学会 2018年7月8日 岩出 珠幾,安福 正男,久野 克也 低出生体重児の新生児期手術の検討
第54回 日本周産期・新生児医学
会総会

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

7 学会 2018年7月12日 岩出 珠幾 小児における梨状窩瘻の手術経験～手術の第一選択は～
第13回 日本小児耳鼻咽喉科学会
総会・学術講演会

ワークピア横浜 日本 横浜 oral 有

8 学会 2018年10月6日
岩出 珠幾,西澤 昭彦,安福 正男,久野
克也

当院での重症心身障害患者に対する経皮内視鏡的胃瘻造設術の経験 第45回 小児栄養消化器肝臓学会 大宮ソニックシティ 日本 埼玉 oral 有

9 学会 2018年11月23日 岩出 珠幾 小児における梨状窩瘻の手術経験〜より低侵襲に〜 第80回 日本臨床外科学会総会 グランドプリンスホテル新高輪 日本 東京 oral 有

10 学会
2018年11月29日

-12月3日
岩出 珠幾,安福 正男,山根 裕介

Non-operative Management for Perforated Duodenal Ulcer of Childhood
～A case report with literature review in Japan～

26nd Annual Meeting of the
Asian Association of Pediatric
Surgeons

JW Marriott Marquis UAE Dubai poster 有

11 学会 2018年12月6日 岩出 珠幾,安福 正男 鏡腔鏡下に摘出した肺葉外肺分画症の1小児例 第31回 日本内視鏡外科学会総会 マリンメッセ福岡 日本 福岡 poster 有

12 学会 2018年12月8日 岩出 珠幾,中谷 太一,安福 正男
腹腔鏡下噴門形成術中に消化管穿孔を起こし不十分な手術となった１例〜準
備と確認はできていたか？〜

第31回 日本内視鏡外科学会総会 福岡国際会議場 日本 福岡
symposi
um/pane

有

13 学会 2019年3月15日 岩出 珠幾,安福 正男
Clinical analysis of airway management in laparoscopic percutaneous
extracorporeal closure; A single tertiary center experience

52nd Annual Meeting of Pacific
Association of Pediatric
Surgeons

christchurch NJL
christch
urch

oral 有

14 研究会 2018年7月28日 岩出 珠幾,安福 正男 腹腔鏡下噴門形成術中に食道穿孔を起こし開腹移行した１例 第3回 関西小児内視鏡外科研究会 御堂筋グランタワー 日本 大阪 oral 無

15 研究会 2018年8月25日 岩出 珠幾,安福 正男 保存療法で治癒した十二指腸潰瘍穿孔の１例
第54回 日本小児外科学会近畿地
方会

兵庫こども病院 日本 神戸 oral 無

16 研究会 2018年9月15日 岩出 珠幾,安福 正男 胸管結紮術後も持続する両側乳び胸の1例 第80回 小児外科わからん会 梅田スカイビルタワーウェスト 日本 大阪 oral 無

17 研究会 2018年9月29日 岩出 珠幾,安福 正男 保存療法で治癒したヘリコバクターピロリ陽性十二指腸潰瘍穿孔の一小児例
第275回 日本日本小児科学会兵庫
地方会

姫路キャスパホール 日本 姫路 oral 無

18 研究会 2018年10月20日 岩出 珠幾,安福 正男 当院での経皮内視鏡的胃瘻造設術の経験 第28回 日本小児外科QOL研究会 静岡グランシップ 日本 静岡 oral 有

19 研究会 2018年10月25日 岩出 珠幾,安福 正男 当院での経皮内視鏡的胃瘻造設術の経験 第48回 日本小児外科代謝研究会 聖路加国際大学 日本 東京 oral 有

20 研究会 2019年3月2日 岩出 珠幾,安福 正男 加古川中央市民病院での小児鼠径ヘルニア手術の現況 第4回 関西小児内視鏡外科研究会 御堂筋グランタワー 日本 大阪 oral 無
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