
講座名 越谷病院小児外科
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1【原著論文】 池田均, 田原和典, 金澤崇
腎芽腫に対する腎温存手術
(nephron sparing surgery)の
問題点と有用性．

小児外科 43 510 516 2011

2【原著論文】
池田均, 石丸由紀, 田原和典,
藤野順子, 鈴木信, 畑中政博

停留精巣354症例の治療経験：
その臨床的特徴と治療結果に
ついて．

日本小児泌尿器科学会雑誌 20 50 54 2011

3【原著論文】
石丸由紀, 五十嵐昭宏, 畑中
政博, 藤野順子, 鈴木信,  田
原和典, 池田均

障がい児（者）の術後合併症 小児外科 43 1121 1125 2011

4【原著論文】
鈴木信, 石丸由紀, 田原和典,
藤野順子, 畑中政博, 五十嵐
昭宏, 池田均

腹部救急疾患における診断的
腹腔鏡の有用性

日本腹部救急医学会雑誌 31 37 41 2011

5【原著論文】

藤野順子, 石丸由紀, 田原和
典, 鈴木信, 畑中政博, 五十
嵐昭宏, 浜島昭人, 蓮見俊彰,
池田均

四肢, 体幹の血管奇形（脈管
性腫瘤）に対する多期手術の
経験

日本小児外科学会雑誌 47 2 261 268 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1【症例報告】
五十嵐昭宏, 畑中政博, 藤野
順子, 鈴木　信, 田原和典,
石丸由紀, 池田　均

Fibrous hamartoma of
infancyの1例

日本小児外科学会雑誌 47 3 356 359 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1【総説等】 池田均 小児の肝腫瘍 小児科 52 53 61 2011

2【総説等】 池田均

特集「患者・家族の相談に答
える：がん診療サポートガイ
ド」, 子どものがんでは手術
せずに長期生存が期待できま
すか？

治療 93 1180 1181 2011 4月増刊
号



3【総説等】 池田均 神経芽腫における外科的療法のPharma Media 29 29 32 2011

4【総説等】 池田均 腎芽腫に対する腎温存手術 小児がん 48 218 223 2011

5【総説等】 池田均, 鈴木信
最新の手術モダリティー：臓
器別外科治療最前線：小児腫
瘍

がん治療レクチャー 2 935 939 2011

6【総説等】 藤野順子, 池田均
クリニカルパスで示す私たち
の標準治療：臍ヘルニア

小児外科 43 1121 1125 2011

7【総説等】

家原知子, 菊田敦, 菊地陽,
田尻達郎, 米田光宏, 常盤和
明, 連利博, 金川公夫, 北村
正幸, 柳生茂希, 中川原章,
中澤温子, 高橋秀人, 瀧本哲
也, 福島敬, 金子道夫, 原純
一, 池田均

日本神経芽腫研究グループ
（JNBSG）：神経芽腫低リスク
群・中間リスク群

小児外科 43 1179 1183 2011

8【総説等】

田尻達郎, 米田光宏, 家原知
子, 常盤和明, 連利博, 菊田
敦, 菊地陽, 金川公夫, 北村
正幸, 中川原章, 中澤温子,
高橋秀人, 瀧本哲也, 福島
敬, 金子道夫, 原純一, 池田
均

日本神経芽腫研究グループ
（JNBSG）：神経芽腫低・中間
リスク群に対する臨床研究に
おけるIDRFの評価と外科治療
ガイドライン

小児外科 43 1173 1178 2011

9【総説等】 原純一, 池田均, 瀧本哲也

日本小児がん学会小児がん全
数把握登録事業（2009年12月
改訂）による2008年, 2009年
診断症例の集計結果

小児がん 48 150 174 2011



番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場

合）
開始頁（分担執筆の場合）

終了頁
（分担執
筆の場

書名
著者・
編集

者・監
出版者名 出版地 出版年

1【学術書】 Ikeda H Minimally invasive repair of
inguinal hernias in children 1 29 NY 2011

2【学術書】 池田均 気胸 203 206

小児救
急治療
ガイド
ライン
改訂第
２版

市川光
太郎編
集

診断と治
療社

東京 2011

3【学術書】 池田均 ウィルムス腫瘍 300 305

50の典
型例で
学ぶ小
児の腎
泌尿器
疾患

金子一
成編集

診断と治
療社

東京 2011

4【学術書】 池田均 遊走脾 65 67
脾臓-基
礎と臨
床

沖永功
太編集

へるす出
版

東京 2001

5【学術書】 池田均
小児外科：主に腹部腫瘍の外
科療法

207 211

小児が
ん診療
ハンド
ブック-
実地診
療に役
立つ診
断・治
療の理

医薬
ジャーナ
ル社

大阪 2011

常盤和明, 池田均, 西村真一
郎

小児肝がん 1 36
小児が
ん診療
ガイド
ライン

日本小
児がん
学会編
集

金原出版 東京 2011



番号 見出し 著者名 論文名 資料名
代表研究

者
開始頁 終了頁 出版年 備考

1【研究報告等】 池田均
（総括研究報告）神経芽腫に
おける標準治療の確立と新規
治療の開発に関する研究

厚生労働科学研究費補助金
（がん臨床研究事業）「神
経芽腫における標準治療の
確立と新規治療の開発に関
する研究」平成22年度総
括・分担研究報告書

1 22 2011

2【研究報告等】 池田均, 藤野順子
（分担研究報告）小児胃食道
逆流における逆流性食道炎と
好酸球食道炎に関する研究

厚生労働科学研究費補助金
（難治性疾患克服研究事
業）「小児好酸球性食道炎
（EE）の患者全体像の把握
と診断・治療指針の確立に
関する研究」平成22年度総
括・分担研究報告書

23 27 2011

3【研究報告等】 池田均, 瀧本哲也
（分担研究報告）日本小児が
ん学会における小児がん全数
把握登録事業

厚生労働科学研究費補助金
（がん臨床研究事業）「小
児がんの罹患数把握および
晩期合併症・二次がんの実
態把握のための長期フォ
ローアップセンター構築に
関する研究」平成22年度総
括・分担研究報告書

7 13 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日

1【学会・研修会発表】
Fujino J, Igarashi A, Hatanaka M,
Suzuki M, Tahara K, Ishimaru Y,
Ikeda H

Role of pH monitoring,
esophageal endoscopy, and biopsy
in determining the indication for
antireflux surgery in children.

The 44th Annual Meeting of
the Pacific Association of
Pediatric Surgeons

Cancun 2011 4 10～14

2【学会・研修会発表】
Hatanaka M, Suzuki M, Igarashi
A, Fujino J, Tahara K, Ishimaru
Y, Ikeda H

Substitution of conventional
laparoscopic surgery with single-
incision laparoscopic surgery for
performing appendectomy: a
single institution review.

The 20th Annual Congress of
the International Pediatric
Endosurgery Group

Prague 2011 5 3～7



3【学会・研修会発表】
Hatanaka M, Igarashi A, Fujino J,
Suzuki M, Tahara K, Ishimaru Y,
Ikeda H, Nozaki M, Miyagawa T

 BCG osteomyelitis of the femur
mimicking a musculoskeletal
tumor: a case report and literature
review.

International Surgical Week 20 Yokohama 2011 8 28～1

4【学会・研修会発表】 藤野順子, 池田均
小児食道好酸球増多症例, 小
児好酸球食道炎症例の検討．

平成22年度厚生労働科学研
究費補助金（難治性疾患克
服研究事業）「小児好酸球
性食道炎の患者全体像の把
握と診断・治療指針の確立
に関する研究」（山田班）
第2回班会議

東京 2011 1 20

5【学会・研修会発表】 池田均 外科治療委員会報告
日本横紋筋肉腫研究グルー
プ(JRSG)　第11回JRSG研究
会

東京 2011 1 29

6【学会・研修会発表】
藤野順子, 五十嵐昭宏, 畑中
政博, 鈴木信, 石丸由紀, 田
原和典, 池田均

胃食道逆流症におけるpHモニ
タリングと食道内視鏡．

第41回日本小児消化管機能研東京 2011 2 26

7【学会・研修会発表】 池田均
日本小児がん学会における小
児がん全数把握登録事業につ
いて．

平成22年度厚生労働科学研
究費補助金がん臨床研究事
業「小児がんの罹患数把握
および晩期合併症・二次が
んの実態把握のための長期
フォローアップセンター構
築に関する研究」（黒田
班）第1回班会議

東京 2011 3 4

8【学会・研修会発表】
田原和典, 畑中政博, 鈴木信,
藤野順子, 五十嵐昭宏, 石丸
由紀, 池田均

腹腔鏡手術における術中脾関
連偶発症に対する対処法．

第24回日本小児脾臓研究会 甲府 2011 5 14



9【学会・研修会発表】
李翼, 水野恵, 玉一博之, 中
村明日香, 原田真菜, 新妻隆
広, 木下恵司, 池田均

胃腸炎, 高度脱水の診断で治
療中, 臍腸管索状物によるイ
レウスのため緊急手術となっ
た1女児例．

第144回日本小児科学会埼玉地さいたま 2011 5 29

10【学会・研修会発表】
五十嵐昭宏, 畑中政博, 藤野
順子, 鈴木信, 田原和典, 石
丸由紀, 池田均

2回の開腹術を必要とした重症
イレウスの1例．

第25回日本小児救急医学会 東京 2011 6 10～11

11【学会・研修会発表】
畑中政博, 田原和典, 五十嵐
昭宏, 藤野順子, 鈴木信, 石
丸由紀, 池田均, 宮川知士

骨軟部腫瘍が疑われた結核性骨第47回日本小児放射線学会 甲府 2011 6 24～25

12【学会・研修会発表】
藤野順子, 五十嵐昭宏, 畑中
政博, 鈴木信, 田原和典, 石
丸由紀, 池田均

胃食道逆流症の診断目的に食
道生検を行い組織学的に好酸
球性食道炎の診断範疇に入っ
た2症例．

第38回日本小児内視鏡研究会軽井沢 2011 7 2

13【学会・研修会発表】

山田佳之, 西明, 藤野順子,
野村伊知郎, 平戸純子, 小室
広昭, 池田均, 田口智章, 鈴
木則夫

本邦での小児好酸球性食道炎の第38回日本小児内視鏡研究会軽井沢 2011 7 2

14【学会・研修会発表】
五十嵐昭宏, 畑中政博, 鈴木
信, 藤野順子, 田原和典, 石
丸由紀, 池田均

最近経験したまれな腫瘍・腫瘤
第2回所沢・川越・さいたま
小児外科疾患勉強会

さいたま 2011 7 8



15【学会・研修会発表】
畑中政博, 五十嵐昭宏, 藤野
順子, 石丸由紀, 田原和典,
池田均

Ambiguous genitaliaの1例．
第2回所沢・川越・さいたま
小児外科疾患勉強会

さいたま 2011 7 8

16【学会・研修会発表】
池田均, 森川康英, 福澤正洋,
檜山英三

公知扱いにならないピラルビ
シンの国内使用実績．

第48回日本小児外科学会学術東京 2011 7 20～22

17【学会・研修会発表】
畑中政博, 田原和典, 五十嵐
昭宏, 藤野順子, 鈴木信, 石
丸由紀, 池田均

ラット小腸の阻血再灌流傷害
に対するクラリスロマイシン
の抗炎症作用の検討．

第48回日本小児外科学会学術東京 2011 7 20～22

18【学会・研修会発表】
五十嵐昭宏, 畑中政博, 藤野
順子, 鈴木信, 田原和典, 石
丸由紀, 池田均

難治リンパ管腫3例の治療経験．第48回日本小児外科学会学術東京 2011 7 20～22

19【学会・研修会発表】
田原和典, 五十嵐昭宏, 畑中
政博, 藤野順子, 鈴木信, 石
丸由紀, 池田均

小児熱傷に対する湿潤療法の
有用性と問題点．

第48回日本小児外科学会学術東京 2011 7 20～22

20【学会・研修会発表】
石丸由紀, 五十嵐昭宏, 畑中
政博, 藤野順子, 鈴木信, 田
原和典, 池田均

重症心身障害児のGERDに対す
る逆流防止術の有効性に関す
る検討．

第48回日本小児外科学会学術東京 2011 7 20～22



21【学会・研修会発表】
藤野順子, 五十嵐昭宏, 畑中
政博, 鈴木信, 田原和典, 石
丸由紀, 池田均

胃食道逆流症における食道内
視鏡検査および粘膜生検の意
義, ならびに好酸球性食道炎
との病態的関連について．

第48回日本小児外科学会学術東京 2011 7 20～22

22【学会・研修会発表】
中村明日香, 玉一博之, 原田
真菜, 李翼, 新妻隆広, 木下
恵司, 池田均

体重増加不良を主訴に来院し
た滑脱型食道裂孔ヘルニアの1
新生児例．

第145回日本小児科学会埼玉地さいたま 2011 9 3

23【学会・研修会発表】
畑中政博, 五十嵐昭宏, 鈴木
信, 藤野順子, 石丸由紀, 田
原和典, 池田均

鎖肛および腸回転異常症に合
併した膵・胆管合流異常症の1
例．

第34回日本膵・胆管合流異常山梨 2011 9 10

24【学会・研修会発表】
五十嵐昭宏, 畑中政博, 藤野
順子, 鈴木信, 田原和典, 石
丸由紀, 池田均

乳児食道裂孔ヘルニアに対す
る腹腔鏡下噴門形成術の1例．

第822回外科集談会 高崎 2011 9 17

25【学会・研修会発表】

青木真理子, 五十嵐昭宏, 畑
中政博, 藤野順子, 鈴木信,
田原和典, 石丸由紀, 池田
均

食道閉鎖症および先天性食道
狭窄症術後の難治性食道狭窄
の1例．

第46回日本小児外科学会関
東甲信越地方会

前橋 2011 10 8

26【学会・研修会発表】
畑中政博, 青木真理子, 五十
嵐昭宏, 藤野順子, 石丸由紀,
田原和典, 池田均

腹部膨満, ニボー形成のため
外科的治療を行った新生児単
純性卵巣嚢胞の１例．

第46回日本小児外科学会関
東甲信越地方会

前橋 2011 10 8



27【学会・研修会発表】

藤野順子, 青木真理子, 五十
嵐昭宏, 畑中政博, 田原和典,
石丸由紀, 池田均, 大戸佑二,
永井敏郎, 宋成浩

社会的性の変更を予定してい
るambiguous genitaliaの1
例．

第46回日本小児外科学会関
東甲信越地方会

前橋 2011 10 8

28【学会・研修会発表】

五十嵐昭宏, 畑中政博, 青木
真理子, 藤野順子, 鈴木信,
石丸由紀, 田原和典, 池田
均

腹腔鏡下噴門形成術における
肝圧排法の工夫．

第31回日本小児内視鏡外
科・手術手技研究会

大阪 2011 10 27～28

29【学会・研修会発表】
藤野順子, 青木真理子, 五十
嵐昭宏, 畑中政博, 田原和典,
石丸由紀, 池田均

会陰溝（perineal groove）の
手術：適応, 手術時期, 術前
後の管理について．

第31回日本小児内視鏡外
科・手術手技研究会

大阪 2011 10 27～28

30【学会・研修会発表】

畑中政博, 青木真理子, 五十
嵐昭宏, 藤野順子, 鈴木信,
石丸由紀, 田原和典, 池田
均

小児鼠径ヘルニアに対する
selective sac extraction
method (SSEM)の手技的要点．

第31回日本小児内視鏡外
科・手術手技研究会

大阪 2011 10 27～28



31【学会・研修会発表】 瀧本哲也, 池田均

ワークショップ「神経芽腫マ
ススクリーニングのその後」,
日本小児がん学会と日本神経
芽腫研究グループの登録デー
タからみた本邦の神経芽腫実
態把握の現況．

第53回日本小児血液・がん
学会学術集会

前橋 2011 11 25～27

32【学会・研修会発表】
五十嵐昭宏, 石丸由紀, 畑中
政博, 藤野順子, 鈴木信, 田
原和典, 池田均

臀部原発低悪性度線維粘液性
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