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    会長講演    

 5月 11日（土）　13 : 30～14 : 10 第 1会場 

 司会 : 冲永　功太 帝京大学医学部　名誉教授、日本ヘルニア学会　名誉会長 

  「膨潤 TAPPと腹壁ヘルニアに対する腹腔鏡下手術」 
 徳村　弘実 東北労災病院　外科 

   

 

  理事長講演    

 5月 11日（土）　11 : 30～12 : 20 第 1会場 

 司会 : 徳村　弘実 東北労災病院　外科   

  「“Bogros腔、space of Bogros”、“Retzius腔、space of Retzius”とは？」 
 柵瀬信太郎 聖路加国際病院　外科 

   

 

  特別講演    

 5月 10日（金）　12 : 40～13 : 10 第 1会場 

 司会 : 柵瀬信太郎 聖路加国際病院　外科 

  「本邦への TEPP導入から現在まで─池田正仁医学博士と供に─」 
 重光　祐司 医療法人慈善会 膳所病院 

   

 

  招請講演 1    

 5月 10日（金）　13 : 10～13 : 40 第 1会場 

 司会 : 山川　達郎  帝京大学溝口病院　外科

 IL-1-1 「Laparoscopic Hernioplasty─ development of technique, comparison to open surgery, 

　　　　　 distribution in Europe, guidelines.」 
 Reinhard Bittner M.D., FRCS 　Professor of Surgery and Director, Hernia Center, Winghofer Medicum, Germany 
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   招請講演 2    

 5月 10日（金）　13 : 40～14 : 30 第 1会場 

 司会 : 小山　　勇 埼玉医科大学国際医療センター　院長 

 IL-2-1 「Preperitoneal Inguinal Hernia Repair in China」 
 Jian Wang Renji Hospital, Shanghai, China 

   

 

  教育講演    

 5月 11日（土）　10 : 30～11 : 30 第 1会場 

 司会 : 松本　純夫 国立病院機構東京医療センター 

  「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術に対するシミュレーショントレーニング」 
 倉島　　庸 北海道大学　消化器外科 II 

   

 

シンポジウム

  シンポジウム 1  「再発ヘルニアに対する手術 1」  

 5月 10日（金）　10 : 00～11 : 30 第 1会場 

 司会 : 西村　元一 金沢赤十字病院 

　　　  甲斐　哲司 黒木記念病院　外科

 S-1-1 「再発鼠径ヘルニアに対する手術」 
 伊藤　　契 NTT東日本 関東病院　外科 

 S-1-2 「初回アプローチ法と再発形式を考慮した再発鼠径ヘルニアの術式選択とその検討」 
 星野　明弘 日産厚生会玉川病院　外科・ヘルニアセンター 

 S-1-3 「再発鼠径ヘルニアに対する術式選択　ー Plug法は再々発の危険性が大きい !?ー」 
 荻野　信夫 大阪府済生会富田林病院　外科 

 S-1-4 「腹腔鏡で観察した再発鼠径ヘルニアの原因と適切な修復法」 
 重光　祐司 医療法人慈善会 膳所病院　外科 

 S-1-5 「再発ソケイヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術」
 梅澤　昭子 四谷メディカルキューブ　きずの小さな手術センター 

S-1-6 「成人再発鼠径ヘルニアに対する TAPPの治療成績」 
 古澤　徳彦 信州大学病院　消化器外科 
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 S-1-7 「成人再発鼠径ヘルニアに対する治療戦略」 
 川辺　昭浩 富士宮市立病院　外科      

 

  シンポジウム 2  「ハイブリット手術 : 腹腔鏡併用前方切開術の効用 1」  

 5月 10日（金）　14 : 30～16 : 00 第 1会場 

 司会 : 執行　友成 東京ヘルニアセンター 執行クリニック 

　　　 和田　則仁 慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科 

 S-2-1 「当院で考えている腹腔鏡併用のメリットについて」 
 今津　浩喜 いまず外科　名古屋ヘルニアセンター 

 S-2-2 「鼠径ヘルニア修復術─前方アプローチ法+腹腔鏡―」 
 小林ゆかり 東京西徳洲会病院　外科 

 S-2-3 「再発鼠径ヘルニアにハイブリッド手術を施行した 8症例の検討」 
 山口　拓也 多根総合病院　外科 

 S-2-4 「再発ヘルニアに対するハイブリット手術」 
 岡田晃一郎 国立病院機構岡山医療センター　外科 

 S-2-5 「hybrid法はメッシュ再発を楽々！　確実に iHybrid！」 
 執行　友成 東京ヘルニアセンター　執行クリニック 

   

 

  シンポジウム 3  「腹壁瘢痕ヘルニアの治療戦略 1」  

 5月 10日（金）　14 : 00～15 : 30 第 2会場 

 司会 : 宮下　　正 静岡市立静岡病院　外科/消化器外科 

 　　　 島田　長人  東邦大学医療センター大森病院　総合診療・急病センター（総合診療外科）

 S-3-1 「腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の適応条件」 
 中林　幸夫 川口市立医療センター　外科 

 S-3-2 「当院における腹壁瘢痕ヘルニア手術の検討」 
 山本　海介 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター　外科 

 S-3-3 「腹壁瘢痕ヘルニア手術におけるヘルニア嚢剥離手技の検討─その有用性と安全性について─」 
 田村　孝史 筑波大学　消化器外科 

 S-3-4 「3DCT画像を用いた腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略」 
 真島　宏聡 県立広島病院　消化器・乳腺・移植外科 

 S-3-5 「新しいメッシュを用いた開腹による腹壁瘢痕ヘルニア修復術の 5例」 
 宮崎　恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック　外科 
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 S-3-6 「当院における腹壁瘢痕ヘルニア修復術の検討」 
 小澤孝一郎 公立置賜総合病院　外科 

 S-3-7 「当科における retromuscular/preperitoneal法を用いた腹壁瘢痕ヘルニア手術について」 
 倉田　信彦 市立四日市病院　外科 

   

 

  シンポジウム 4  「食道裂孔ヘルニアの小児手術」  
 5月 10日（金）　8 : 30～10 : 00 第 3会場 

 司会 : 仁尾　正記 東北大学　小児外科 

 　　　水野　　大 岩手医科大学　外科 

 S-4-1 「乳児期の食道裂孔ヘルニア 14例の検討」 
 湊　　雅嗣 神奈川県立こども医療センター　外科 

 S-4-2 「手術を施行した食道裂孔ヘルニア : 10年 10症例の検討」 
 石丸　哲也 東京大学大学院医学系研究科　小児外科学講座 

 S-4-3 「われわれの腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術─Nissen術後再発例を含めて」 
 佐藤　正人 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院　小児外科 

 S-4-4 「小児の食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下手術」 
 佐々木英之 東北大学大学院　小児外科学 

 S-4-5 「小児食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下噴門形成術」 
 寺倉　宏嗣 熊本赤十字病院　小児外科 

 S-4-6 「噴門形成術後の食道裂孔ヘルニア（Wrap herniation）と胃食道逆流症再発に関する検討」 
 遠藤　尚文 仙台赤十字病院　小児外科 

   

 

  シンポジウム 5  「ヘルニア分類─前方切開法診断と腹腔鏡下診断─」  
 5月 10日（金）　10 : 00～11 : 30 第 4会場 

 司会 : 中嶋　　昭 日産厚生会玉川病院　院長 

 　　　蜂須賀丈博 市立四日市病院　外科 

 S-5-1 「ヘルニア分類の検証─前方切開法診断と腹腔鏡下診断─」 
 川村　　徹 日産厚生会玉川病院　外科・ヘルニアセンター 

 S-5-2 「JHS分類の課題　当院の 4年間の前方アプローチの症例の調査結果より」
 太田　智之 亀田総合病院　外科 

S-5-3 「外鼠径ヘルニアと間接鼠径ヘルニアは同一の病態か」 
 長浜　雄志 東京都保健医療公社豊島病院　外科 

 S-5-4 「前方切開法のヘルニア分類の問題点（鼠径管後壁の計測値を検討して）」 
 木川　　岳 昭和大学藤が丘病院　消化器外科 
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 S-5-5 「JHS鼠径部ヘルニア分類における腹腔鏡下診断の検討」 
 和田　英俊 浜松医科大学　第 1外科 

 S-5-6 「術前と術中診断の差は？」 
 執行　友成 東京ヘルニアセンター  執行クリニック

   

 

  シンポジウム 6  「傍ストーマヘルニア手術の適応と手技」  

 5月 10日（金）　14 : 50～16 : 20 第 4会場 

 司会 : 舟山　裕士 東北労災病院　大腸肛門外科 

　　　 諏訪　勝仁 東京慈恵会医科大学付属第三病院　外科 

 S-6-1 「腹腔鏡下に修復しえた巨大な傍ストーマヘルニアの 1例」 
 武田　泰裕 町田市民病院　外科 

 S-6-2 「傍ストーマヘルニア手術の適応と手技」 
 高見　洋司 国立病院機構千葉医療センター　外科 

 S-6-3 「傍ストマヘルニアに対する腹腔鏡下修復術（Sugarbaker法・Sandwich法）」 
 内間　恭武 社会医療法人 生長会 府中病院　外科 

 S-6-4 「われわれが施行している腹腔鏡下傍ストーマヘルニア根治術」 
 貝羽　義浩 公立刈田綜合病院　外科 

 S-6-5 「専用メッシュを用いた傍ストーマヘルニア修復術の要点と工夫」 
 中島紳太郎 東京慈恵会医科大学外科学講座　消化管外科 

 S-6-6 「Sugarbaker法による傍ストーマヘルニア修復術」 
 舟山　裕士 東北労災病院　大腸肛門病外科 

   

 

  シンポジウム 7  「鼠径ヘルニア各術式の再発率と予防 1」  

 5月 11日（土）　9 : 00～10 : 30 第 1会場 

 司会 : 三澤　健之 東京慈恵会医科大学　外科 

　　　 内田　信治 久留米大学医療センター　外科 

 S-7-1 「当院における ULTRAPLO Plug法」 
 新宮　優二 名古屋第二赤十字病院　一般消化器外科 

 S-7-2 「鼠径ヘルニアに対する Kugel法の再発症例の検討」 
 渡瀬　　誠 社会医療法人 多根総合病院　日帰り手術センター・社会医療法人 多根総合病院　外科 

 S-7-3 「再発を予防する Kugel法の工夫」 
 川村　英伸 盛岡赤十字病院　外科 
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 S-7-4 「再発ゼロをめざした Lichtenstein法」 
 勝本富士夫 医療法人 勝本外科日帰り手術クリニック　外科 

 S-7-5 「多施設間における小児鼠径ヘルニアの LPEC法術後再発頻度とその原因について」 
 嵩原　裕夫 ハートライフ病院 鼠径ヘルニアセンター　小児外科 

 S-7-6 「腹腔鏡下ヘルニア根治術（TEP法）の再発率とその予防に関する検討 」 
 下田　陽太 川崎幸病院　外科 

 S-7-7 「TAPP法再発症例における再発形態とその原因の検討」 
 佐藤　正範 浜松医科大学　第一外科 

   

 

  シンポジウム 8  「鼠径ヘルニア術後慢性疼痛の機序と治療」  

 5月 11日（土）　15 : 15～16 : 45 第 1会場 

 司会 : 長谷川　洋 名古屋第二赤十字病院 

 　　　枝元　良広 国立国際医療研究センター病院　外科 

 S-8-1 「鼠径ヘルニア術後疼痛のためメッシュ除去を要した 3例」 
 安本　明浩 東北労災病院　外科 

 S-8-2 「CeQOLの有用性に関する検討─鼠径ヘルニア術後患者へのアンケート調査より―」 
 山田　沙季 済生会新潟第二病院　外科 

 S-8-3 「腹膜前腔下メッシュ留置法における術後疼痛の解析」 
 枝元　良広 国立国際医療研究センター病院　外科 

 S-8-4 「局所麻酔下 ULTRAPRO plug法における神経温存と慢性疼痛の関連」 
 新宮　優二 名古屋第二赤十字病院　一般消化器外科 

 S-8-5 「Underlay meshを用いた鼠径ヘルニア術後の慢性疼痛 - prospective study第 2報」 
 稲葉　　毅 帝京大学　外科 

 S-8-6 「Polysoft vs UHS（inlay法） ランダム化比較試験　中間報告」 
 松原　猛人 昭和大学藤が丘病院　消化器外科 

   

 

  シンポジウム 9 「ヘルニアガイドライン」 

 5月 11日（土）　14 : 15～15 : 45 第 2会場 

 司会 : 柵瀬信太郎 聖路加国際病院　外科 

 　　　早川　哲史 刈谷豊田総合病院　外科 

 S-9-1 「JHSガイドライン作成のためのダイレクトクーゲル法の詳細な手術成績」 
 諏訪　勝仁 東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科 
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 S-9-2 「JHSガイドラインの進捗状況と今後の予定」 
 嶋田　　元 日本ヘルニア学会　ガイドライン委員会　聖路加国際病院　消化器・一般外科 

 S-9-3 「「JHSガイドライン小児部門」の進捗状況について」 
 長江　逸郎 東京医科大学　外科学第 3講座 

 S-9-4 「ヘルニアガイドラインにおける日本語用語について _2013」 
 堀　　孝吏 寺田病院　外科 

シンポジウム 10  「食道裂孔ヘルニアの成人手術」  

 5月 11日（土）　15 : 15～16 : 45 第 3会場 

 司会 : 森　　俊幸 杏林大学　外科 

 　　　小村　伸朗 東京慈恵会医科大学　消化管外科 

 S-10-1 「当院における食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の検討」 
 山本　和幸 KKR札幌医療センター 斗南病院　外科 

 S-10-2 「腹腔鏡下逆流防止術による成人食道裂孔ヘルニア治療 : 当施設での現状」 
 野村　　務 日本医科大学付属病院　消化器外科 

 S-10-3 「胃食道逆流症に対する腹腔鏡下Nissen噴門形成術の治療成績」 
 関　　洋介 四谷メディカルキューブ　外科 

 S-10-4 「Curtain retraction techniqueを用いた、より安全な食道裂孔ヘルニア手術」 
 飯田　　敦 福井大学　第一外科 

 S-10-5 「Paraesophageal herniaに対する腹腔鏡手術─術式の工夫と手術成績─」 
 井谷　史嗣 福山市民病院　外科 

 S-10-6 「食道裂孔ヘルニアに対するメッシュを使用した腹腔鏡下逆流防止手術」 
 矢野　文章 東京慈恵会医科大学　消化管外科 

 S-10-7 「TANKO+one port , one punctureによる腹腔鏡下噴門形成術（Nissen）の経験」 
 宗像　康博 長野市民病院　外科・消化器外科 

 S-10-8 「当院の食道裂孔ヘルニア手術の工夫」 
 服部　浩次 湘南鎌倉総合病院　内視鏡外科センター 

 S-10-9 「食道裂孔ヘルニアに対する単孔式腹腔鏡下手術」 
 外山栄一郎 国立病院機構熊本再春荘病院　外科 
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          シンポジウム 11  「腹腔鏡下ヘルニア手術-単孔 vs 細径化-1」  

 5月 11日（土）　8 : 30～10 : 00 第 6会場 

 司会 : 朝蔭　直樹 津田沼中央総合病院　外科 

　　　  亀山　哲章 国際親善総合病院　外科

 S-11-1 「細径鉗子を用いた膨潤 TAPP」 
 山口　拓也 耳原総合病院　外科 

 S-11-2 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術　細径の利点」 
 長久　吉雄 国立病院機構 姫路医療センター　外科 

 S-11-3 「TAPPに対する double incision laparoscopic surgery : DILSの意義」 
 蛭川　浩史 立川綜合病院　外科 

 S-11-4 「当院における単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（SI-TAPP）」 
 亀山　哲章 国際親善総合病院　外科 

 S-11-5 「見落とし再発のない正中アプローチ TANKO-TEPの工夫」 
 朝蔭　直樹 柏厚生総合病院　外科 

 S-11-6 「腹膜外腔アプローチによる吊り上げ・単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術」 
 吉田　　正 地方独立行政法人 筑後市立病院　外科 

 S-11-7 「単孔式 TEP法における Xゲートと 3D内視鏡の有用性」 
 富川　盛雅 九州大学病院　先端医工学診療部 

   

 

ビデオシンポジウム

  ビデオシンポジウム 1  「TAPP法の標準化を目指して 1」  

 5月 10日（金）　8 : 30～10 : 00 第 2会場 

 司会 : 早川　哲史 刈谷豊田総合病院　外科 

　　　  植野　　望 社会医療法人 愛仁会 高槻病院　消化器一般外科

 VS-1-1 「当科での標準的 TAPP法の手技」 
 蛭川　浩史 立川綜合病院　外科 

 VS-1-2 「容易かつ普遍的な手技を目指した TAPP法」 
 星野　明弘 日産厚生会玉川病院　外科・ヘルニアセンター 

 VS-1-3 「外鼠径ヘルニアに対する TAPPにおける腹膜切開・剥離の手技的工夫」 
 植野　　望 高槻病院　消化器一般外科 

 VS-1-4 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術　膨潤 TAPP法」 
 安本　明浩 東北労災病院　外科 
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 VS-1-5 「De novo型 I型ヘルニアに対する TAPP法の標準化を目指しての腹膜剥離」 
 早川　哲史 刈谷豊田総合病院　外科 

 VS-1-6 「Thiel法固定 Cadaverを用いた、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の教育」 
 川原田　陽 KKR斗南病院　外科 

   

 

  ビデオシンポジウム 2  「TEP法の標準化を目指して 1」  

 5月 10日（金）　10 : 00～11 : 30 第 2会場 

 司会 : 伊東　藤男 公立岩瀬病院　外科 

　　　  大石　英人 東京女子医科大学八千代医療センター　消化器外科

 VS-2-1 「TEP法の標準化を目指して」 
 松田　　啓 市川三郷町立病院　外科 

 VS-2-2 「技術認定医取得を目指した、腹腔鏡下ヘルニア根治術の標準化」 
 千野　佳秀 第一東和会病院　内視鏡外科センター 

 VS-2-3 「当科で行っている TEPP法の手術手技」 
 小野田貴信 KKR斗南病院　外科 

 VS-2-4 「鼠径部の筋膜層構造の理解に基づいた標準術式としての TEPP法について」 
 伊東　藤男 公立岩瀬病院　外科 

 VS-2-5 「見落とし再発のない正中アプローチ TANKO-TEPを目指して」 
 朝蔭　直樹 柏厚生総合病院　外科 

   

 

  ビデオシンポジウム 3  「TEP法の標準化を目指して 2」  

 5月 10日（金）　13 : 10～14 : 40 第 3会場 

 司会 : 荻野　信夫 大阪府済生会富田林病院　外科 

　　　 門川　佳央 天理よろづ相談所病院　腹部一般外科 

 VS-3-1 「後期研修医が施行する完全単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（SingleTEP法）の一考察」 
 小根山正貴 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院　消化器病センター 外科 

 VS-3-2 「TEP標準手術としてのNon-Fixation法の検討」 
 小島　成浩 東大宮総合病院　外科 

 VS-3-3 「内視鏡下手術のトレーニングシステムとしての TEP法術式標準化の試み」 
 大石　英人 東京女子医科大学八千代医療センター　消化器外科 

 VS-3-4 「成人鼠径ヘルニアに対する TEP法の標準化に向けて」 
 当間　宏樹 原三信病院　外科 
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 VS-3-5 「TEP法の普及～標準化を目指して」 
 和田　寛也 済生会八幡総合病院　外科 

 VS-3-6 「当院における腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP法）の工夫」 
 文元　雄一 大阪府済生会富田林病院　外科 

   

 

  ビデオシンポジウム 4  「TAPP法の標準化を目指して 2」  

 5月 10日（金）　16 : 00～17 : 00 第 1会場 

 司会 : 三好　康敬 医療法人成美会 鈴江病院 

　　　  遠山　信幸 自治医科大学さいたま医療センター　外科

 VS-4-1 「安全かつ正確な腹膜前腔剥離のアプローチ〈サンドイッチアプローチ〉」 
 松田　佑輔 姫路医療センター　外科 

 VS-4-2 「鼠径部膜構造を意識した腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）」 
 中村　　淳 佐賀大学医学部　一般・消化器外科 

 VS-4-3 「経腹的腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）における腹膜切開の定型化」 
 野澤　雅之 刈谷豊田総合病院　外科 

 VS-4-4 「単孔式 TAPPの標準化を目指した術式の工夫」 
 林　　　賢 長野市民病院　外科 

   

 

  ビデオシンポジウム 5  「腹腔鏡下腹壁ヘルニア手術の標準化を目指して 1」  

 5月 11日（土）　8 : 30～10 : 00 第 2会場 

 司会 : 井谷　史嗣 福山市民病院　外科 

　　　 鶴田　　淳 川崎医科大学　消化器外科 

 VS-5-1 「当院における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の術式と成績」 
 森　　綾乃 KKR札幌医療センター　斗南病院　外科 

 VS-5-2 「当院における腹腔鏡下腹壁ヘルニア手術手技と治療成績」 
 中野　敢友 福山市民病院　外科 

 VS-5-3 「腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の基本手技」 
 中林　幸夫 川口市立医療センター　外科 

 VS-5-4 「腹腔鏡下腹壁ヘルニア手術の検討」 
 鶴田　　淳 倉敷中央病院　外科 

 VS-5-5 「腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の定型化」 
 武田　大樹 函館五稜郭病院　外科 
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      ビデオシンポジウム 6  「直腸脱手術の最前線」  

 5月 11日（土）　10 : 00～11 : 30 第 2会場 

 司会 : 宮島　伸宜 聖マリアンナ医科大学東横病院　外科 

 　　　高橋　賢一 東北労災病院　大腸肛門外科 

 VS-6-1 「ALTAによる直腸脱の治療～経肛門的超音波検査からみた注射方法の実際～」 
 田中　良明 寺田病院 大腸肛門病センター　外科 肛門科 

 VS-6-2 「当院における直腸脱腹腔鏡下手術の手技と成績」 
 大塚　英男 東京都立多摩総合医療センター　外科 

 VS-6-3 「直腸脱に対する腹腔鏡下手術の経験」 
 黒田　雅利 岡山赤十字病院　外科 

 VS-6-4 「腹腔鏡下直腸固定術の短期成績」 
 太田　　栄 市立秋田総合病院　外科 

 VS-6-5 「当科における直腸脱・直腸瘤に対する腹腔鏡下直腸牽引・固定術」 
 朝倉　　悠 高槻病院　消化器一般外科 

 VS-6-6 「直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術 : bestな術式選択」 
 鶴間　哲弘 JR札幌病院　外科 

 VS-6-7 「当院における腹腔鏡下直腸固定術の手術術式と治療成績」 
 高橋　賢一 東北労災病院　大腸肛門外科 

   

 

  ビデオシンポジウム 7  「腹腔鏡下腹壁ヘルニア手術の標準化を目指して 2」  

 5月 11日（土）　14 : 15～15 : 15 第 4会場 

 司会 : 漆原　　貴 県立広島病院　消化器乳腺移植外科（内視鏡外科グループ） 
 　　　大川　　淳 東宝塚さとう病院　外科 

 VS-7-1 「当院における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術の現況」 
 山本　海介 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター　外科 

 VS-7-2 「標準化を目指した腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術」 
 西條　文人 東北労災病院　外科 

 VS-7-3 「PrePort法による腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の検討」 
 大川　　淳 東宝塚さとう病院　外科 

 VS-7-4 「当院における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術を標準化するまでの工夫点と手術成績の検証」 
 辻仲　眞康 自治医科大学附属さいたま医療センター　一般消化器外科 

 VS-7-5 「当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術における工夫」 
 有本　　聡 高槻病院　消化器一般外科 
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      ビデオシンポジウム 8  「TAPP法の標準化を目指して 3」  

 5月 11日（土）　15 : 15～16 : 15 第 4会場 

 司会 : 中川　基人 平塚市民病院　外科 

 　　　加藤　弘明 手稲渓仁会病院　外科 

 VS-8-1 「当科における成人鼠径ヘルニアに対する TAPP法の標準化への試み」 
 高尾　嘉宗 日本医科大学多摩永山病院　消化器外科 

 VS-8-2 「単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）の標準化を目指して」 
 山道　啓吾 大阪府済生会泉尾病院　外科 

 VS-8-3 「レチウス腔と腹膜前腔を認識した TAPP法 =標準化を目指して =」 
 盛　真一郎 鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科 

 VS-8-4 「当施設における、腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の導入」 
 谷　　杏彌 日本医科大学付属病院　消化器外科 

 VS-8-5 「TAPP法の標準化をめざして-手技の簡略化としての内側臍靭帯の体外牽引法」 
 東海林　裕 東京医科歯科大学　食道・一般外科学　日産厚生会玉川病院 

 VS-8-6 「Tackerを用いない腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術」 
 尾形　頼彦 高松市民病院　外科 

   

 

パネルディスカッション

  パネルディスカッション 1  「underlay法におけるアプローチ法とメッシュ選択の根拠」  

 5月 10日（金）　8 : 30～10 : 00 第 1会場 

 司会 : 丹羽　英記 多根総合病院 

　　　 堀　　孝吏 医療法人社団俊和会 寺田病院　外科 

 PD-1-1 「前方アプローチによる Direct Kugel法　─術後慢性疼痛を回避するために―」 
 武者　信行 済生会新潟第二病院　外科 

 PD-1-2 「当科におけるアプローチ法とメッシュ選択の根拠」 
 山本　海介 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター　外科 

 PD-1-3 「当院におけるメッシュ選択と術式の定型化への取り組み」 
 名久井雅樹 栗原市立栗原中央病院　外科 

 PD-1-4 「Kugel法のメリット・デメリット」 
 新保　知規 市立秋田総合病院　外科 

 PD-1-5 「ポリソフトによる成人鼠径ヘルニア手術─アプローチ法の工夫・クーゲルパッチとの比較」 
 大橋　直樹 三愛病院　外科 
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      パネルディスカッション 2  「嵌頓ヘルニアの診断と治療」  

 5月 10日（金）　10 : 00～11 : 30 第 3会場 

 司会 : 伊藤　誠司 市立秋田総合病院　外科 

 　　　遠山　信幸 自治医科大学さいたま医療センター　外科 

 PD-2-1 「関西地区における成人鼠径部ヘルニア嵌頓に関するアンケート調査報告」 
 中島　幸一 公立宍粟総合病院　外科 

 PD-2-2 「鼠径ヘルニア嵌頓症例の検討」 
 諸角　謙人 NTT東日本 関東病院　外科 

 PD-2-3 「当科での鼠径部嵌頓ヘルニア症例の検討」 
 梅田　晋一 市立四日市病院　外科 

 PD-2-4 「鼡径、大腿、閉鎖孔ヘルニア嵌頓イレウスに対する内視鏡外科手術を使用した治療戦略」 
 秋山　　岳 佐久総合病院　外科 

 PD-2-5 「嵌頓ヘルニアにおける超音波検査の意義」 
 吉田　光宏 八代郡医師会立病院　外科・小児外科 

 PD-2-6 「閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対して用手的整復後に待機手術で両側 TEPを施行した 1例」 
 下代　玲奈 第一東和会病院　内視鏡外科センター 

 PD-2-7 「内側臍ヒダの大腿ヘルニア嵌頓に対してハイブリッド手術により修復した 1例」 
 中尾　照逸 医療法人宝生会 PL病院　外科 

 

  

 

  パネルディスカッション 3  「日帰りヘルニア手術の現況」  

 5月 10日（金）　8 : 30～10 : 00 第 4会場 

 司会 : 執行　友成 東京ヘルニアセンター 執行クリニック 

 　　　服部　浩次 湘南鎌倉総合病院　外科 

 PD-3-1 「無床クリニックでの局所麻酔下鼠径ヘルニア日帰り手術の実際」 
 永野　靖彦 ながのクリニック　外科 

 PD-3-2 「小児鼠径ヘルニア手術の現状─局所麻酔を用いた術後鎮痛を中心に─」 
 渡井　　有 昭和大学横浜市北部病院　こどもセンター 小児外科 

 PD-3-3 「当院日帰りヘルニア手術の現況」 
 今津　浩喜 いまず外科　外科 

 PD-3-4 「一般病院における鼡径ヘルニア日帰り手術の現況」 
 三浦　靖彦 横浜掖済会病院　外科 
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 PD-3-5 「個人クリニックでのヘルニア日帰り手術の現況」 
 小田　　斉 おだクリニック日帰り手術外科　外科 

 PD-3-6 「当科におけるヘルニア日帰り手術の現況」 
 栗栖　佳宏 マツダ株式会社 マツダ病院　外科 

 PD-3-7 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術は日帰り手術に最適である」 
 江口　　徹 原三信病院　外科 

   

 

  パネルディスカッション 4  「合併症を有する鼠径ヘルニア患者に対する治療戦略」  

 5月 10日（金）　16 : 20～17 : 50 第 4会場 

 司会 : 吉田　和彦 東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 

 　　　稲葉　　毅 帝京大学医学部附属病院　外科 

 PD-4-1 「TAPPにおける腹部手術既往の影響についての検討」 
 牛丸　裕貴 八尾徳洲会総合病院　外科 

 PD-4-2 「透析患者に対する成人鼠径ヘルニアの治療の検討」 
 内田　豪気 川口市立医療センター　外科 

 PD-4-3 「抗凝固・抗血小板薬を内服する患者の鼠径ヘルニア手術治療方針」 
 清水　　徹 手稲渓仁会病院　外科 

 PD-4-4 「抗凝固・抗血小板剤内服症例の腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の検討」 
 大内　昌和 順天堂大学医学部附属浦安病院　外科 

 PD-4-5 「抗凝固・抗血小板薬服用患者に対する鼠径ヘルニア治療戦略」 
 藤野　啓一 新東京病院　外科 

 PD-4-6 「合併症を有するそけいヘルニア患者に対してバランス麻酔を用いた日帰り Lichtenstein法」 
 勝本富士夫 医療法人 勝本外科日帰り手術クリニック　外科 

   

 

  パネルディスカッション 5  「メッシュ感染症の機序と治療」  

 5月 10日（金）　8 : 30～10 : 00 第 5会場 

 司会 : 中川　国利 仙台赤十字病院　外科 

 　　　枝元　良広 国立国際医療研究センター病院　外科 

 PD-5-1 「メッシュ遅発性感染症の機序、予防、治療についての検討」 
 田上　誉史 健康保険鳴門病院　外科 

 PD-5-2 「Kugel patch repair後の遅発性メッシュ感染術後に一過性の内転筋麻痺を来した一例」 
 北原　弘恵 昭和伊南総合病院　外科 
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 PD-5-3 「最近経験したメッシュ感染の 1例と当院の感染例の検討」 
 木戸川秀生 北九州市立八幡病院　外科 

 PD-5-4 「メッシュ感染症の機序と治療」 
 河野　修三 東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　外科 

 PD-5-5 「当科での鼠径部ヘルニア術後感染例の検討」 
 小林　照忠 仙台赤十字病院　外科 

   

 

  パネルディスカッション 6  「Onlay法における手術法とメッシュ選択の根拠」  

 5月 10日（金）　10 : 00～11 : 30 第 5会場 

 司会 : 勝本富士夫 勝本外科日帰り手術クリニック 

　　　 渡部　和巨 湘南鎌倉総合病院 

 PD-6-1 「鼠径ヘルニア分類による onlay法の選択」 
 寺本　　仁 市立四日市病院　外科 

 PD-6-2 「当科の前方アプローチ鼠径ヘルニア手術におけるメッシュ選択」 
 蛭川　浩史 立川綜合病院　外科 

 PD-6-3 「当科における Lichtenstein法による鼠径ヘルニア手術症例の検討」 
 豊田　秀一 原三信病院　外科 

 PD-6-4 「当院における成人鼠径ヘルニア修復術～Parietex ProGripを使用した Lichtenstein法～」 
 川瀬　　仁 藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　外科・小児外科 

 PD-6-5 「3度の異なる手術後の再発に対しOnlay法を施行した鼠径部膀胱ヘルニアの 1例」 
仲地　　厚  社会医療法人 豊見城中央病院　外科 

   

 

  パネルディスカッション 7  「成人鼠径ヘルニアに対する LPEC」  

 5月 10日（金）　13 : 10～14 : 40 第 5会場 

司会 :  嵩原　裕夫 沖縄ハートライフ病院　ヘルニアセンター 

 　　　中嶋　　昭 日産厚生会玉川病院　院長 

 PD-7-1 「単孔式 LPECを施行した若年成人女性鼠径ヘルニアの 1例」 
 馬場　研二 鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科 

 PD-7-2 「若年成人鼠径ヘルニアに対する単孔式腹腔鏡下経皮的腹膜外閉鎖法（SILPEC）の経験」 
 冨澤　勇貴 内丸病院　外科 

 PD-7-3 「成人鼠径ヘルニアに対する LPECの経験」 
 佐々木隆士 兵庫医科大学　外科学講座小児外科学 
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 PD-7-4 「成人の外鼠径ヘルニアに対する LPEC法（嵩原法）の経験」 
 寺倉　宏嗣 熊本赤十字病院　小児外科 

 PD-7-5 「成人鼠径ヘルニアに対する LPEC法の適応」 
 中嶋　　潤 函館五稜郭病院　外科 

 PD-7-6 「成人鼠径ヘルニアに対する LPECの適応について」 
 諸冨　嘉樹 大阪市立大学　小児外科 

 PD-7-7 「JHS分類 I-1に対する腹腔鏡下内鼠径輪縫合閉鎖術の検討」 
 西條　文人 東北労災病院　外科 

   

 

  パネルディスカッション 8  「小児鼠径ヘルニアの術式」  

 5月 10日（金）　14 : 40～16 : 10 第 5会場 

 司会 : 森川　康英 国際医療福祉大学 

 　　　須貝　道博 弘前大学医学部附属病院　小児外科 

 PD-8-1 「超低出生体重児の鼠径ヘルニア術後再発に対し Advanced LPEC法で治療した 1例」 
 西原　　実 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院　外科 

 PD-8-2 「小児鼠径ヘルニアにおける腹腔鏡下手術（LPEC法）の手術成績」 
 亀岡　一裕 愛媛大学医学部附属病院　小児外科 

 PD-8-3 「男児に対する腹腔鏡下修復術（LPEC法）の検討─膜構造を意識した運針・結紮」 
 山根　裕介 佐世保市立総合病院　外科 

 PD-8-4 「当院における小児鼠径ヘルニア手術の検討」 
 清水　保延 刈谷豊田総合病院　外科 

 PD-8-5 「小児鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術（LPEC法）」 
石橋　広樹  徳島大学病院　小児外科・小児内視鏡外科 

   

 

  パネルディスカッション 9  「再発ヘルニアに対する手術 2」  

 5月 11日（土）　14 : 15～15 : 15 第 6会場 

 司会 : 坂本　昌義 村立東海病院　院長 

　　　  和田　英俊 浜松医科大学　第 1外科

 PD-9-1 「当科における再発鼠径部ヘルニア症例の検討」 
 町田　智彦 神戸掖済会病院　外科 

 PD-9-2 「当科における成人再発鼠径ヘルニアに対する治療成績」 
 坂本友見子 独立行政法人国立病院機構相模原病院　外科 

本文_P019-058_セッション.indd   36 13/04/18   10:11



37

 PD-9-3 「再発ソケイヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア手術」 
 佐藤　　功 第一東和会病院　内視鏡外科センター 

 PD-9-4 「再発鼠径ヘルニアに対する TAPPにおける初回術式別の問題点と対処法」 
 村上　慶洋 市立旭川病院　外科 

 PD-9-5 「再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術症例の検討」 
 本間　周作 国立病院機構姫路医療センター　外科 

 PD-9-6 「前方到達法後の再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）」 
 野澤　雅之 刈谷豊田総合病院　外科 

   

 

  パネルディスカッション 10  「鼠径ヘルニア各術式の再発率と予防 2」  

 5月 11日（土）　15 : 45～16 : 45 第 2会場 

 司会 :  川辺　昭浩 富士宮市立病院
 　　　川村　英伸 盛岡赤十字病院　外科 

 PD-10-1 「TANKO-TEP術後の 3D-CTによるメッシュの位置、展開の評価」 
 朝蔭　直樹 柏厚生総合病院　外科 

 PD-10-2 「Lichtenstein法の再発率と予防」
 和田　則仁 慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科 

 PD-10-3 「Kugel法の治療成績と再発予防」 
 福崎　孝幸 市立池田病院　消化器外科 

  PD-10-4 「成人鼠径・大腿ヘルニアに対する各種術式の比較検討」 
 飯田　善郎 福井県済生会病院　外科 

 PD-10-5 「再発形式から見た初回鼠径ヘルニア手術の問題点」
 長浜　雄志 東京都保健医療公社豊島病院　外科 

PD-10-6 「成人鼡径部ヘルニアに対するMarcy法と腹膜前修復法の成績および工夫」 
 堀　　孝吏 寺田病院　外科 

  

  パネルディスカッション 11  「TAPP術後再発と合併症」  

 5月 11日（土）　8 : 30～10 : 00 第 3会場 

 司会 : 鶴間　哲弘 JR札幌病院　外科 

 　　　伊藤　暢宏 愛知医科大学　消化器外科 

 PD-11-1 「当院にて経験した TAPP症例の術後再発ならびに合併症例についての検討」 
 宇都　光伸 医療法人恵愛会 上村病院　外科 
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 PD-11-2 「当院での腹腔鏡下ヘルニア手術における合併症および再発例の検討」 
 石井　　生 手稲渓仁会病院　外科 

 PD-11-3 「当院における TAPP法導入初期の治療成績」 
 大西　　直 NTT西日本大阪病院　外科 

 PD-11-4 「腹腔鏡下ヘルニア修復術における術後合併症とメッシュ選択」 
 清水　　明 信州大学　消化器外科 

 PD-11-5 「2孔 TAPPでの癒着防止目的としたロール状癒着防止吸収バリア剤の貼付」 
 高木　　剛 西陣病院　外科 

 PD-11-6 「頭側腹膜切開アプローチによる単孔式 TAPP72例における再発と合併症に関する検討」 
 田上　和夫 上野外科胃腸科病院　外科 

   

 

  パネルディスカッション 12  「前立腺癌術後の鼠径ヘルニア : 機序と予防」  

 5月 11日（土）　8 : 30～10 : 00 第 4会場 

 司会 : 加納　宣康 亀田総合病院　外科 

　　　 長谷川和住 東京ヘルニアセンター　執行クリニック 

 PD-12-1 「前立腺癌開腹手術後鼠径ヘルニア　その特徴、発生機序」 
 伊藤　　契 NTT東日本 関東病院　外科 

 PD-12-2 「当院における鼠径ヘルニアと前立腺全摘術の関連性と予防法」 
 熊頭　勇太 神奈川県立足柄上病院　外科 

 PD-12-3 「前立腺癌術後鼠径ヘルニア　特徴と予防策」 
 長浜　雄志 東京都保健医療公社豊島病院　外科 

 PD-12-4 「ミニマム創内視鏡下前立腺全摘後鼠径ヘルニアの検討」 
 石井　健太 豊橋市民病院　一般外科 

 PD-12-5 「ロボット支援下根治的前立腺全摘除術後に発症した鼠径へルニアの 5例」 
 鈴木　研裕 聖路加国際病院　消化器一般外科 

   

     

  パネルディスカッション 13  「ヘルニアクリニックの現状と将来」  

 5月 11日（土）　14 : 15～15 : 45 第 5会場 

 司会 : 小田　　斉 おだクリニック日帰り手術外科 

　　　 今津　浩喜 いまず外科 

 PD-13-1 「当クリニックにおける現状と今後」
 村田　幸生 むらた日帰り外科手術・WOCクリニック　外科 
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 PD-13-2 「イマイチ伸びない　うちのそけい部ヘルニア手術」 
 櫻井　雅之 おなかとおしりの桜井クリニック 

PD-13-3 「ヘルニアクリニック 10年間の治療成績と将来展望」 
 宮崎　恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック　外科 

 PD-13-4 「格好悪い！初心者の？一番多い手術を専門に 16年の経験から…無理せず確実に」 
 執行　友成 東京ヘルニアセンター　執行クリニック 

 PD-13-5 「地方都市でのヘルニアクリニックの取り組み」 
 森　　和弘 もりクリニック　外科 

     

 

  パネルディスカッション 14  「大腿ヘルニアの診断と治療をめぐって」  

 5月 11日（土）　10 : 00～11 : 30 第 6会場 

 司会 : 上村　佳央 公立学校共済組合　近畿中央病院　外科 

 　　　高野　祥直 総合南東北病院　外科 

 PD-14-1 「Plug meshを用いた外鼠径ヘルニア手術時に大腿ヘルニアを見落とさない工夫について」 
 久保田啓介 国際医療福祉大学三田病院　外科・消化器センター 

 PD-14-2 「大腿ヘルニア手術方法の検討」 
 佐藤　　拓 日産厚生会玉川病院　外科 

 PD-14-3 「当院における大腿ヘルニアの 16年間の成績」 
 松村　美穂 長野市民病院　外科 

 PD-14-4 「当院における III型ヘルニア 30症例の検討」 
 菅瀬　隆信 社会医療法人同心会古賀総合病院　診療部外科 

 PD-14-5 「大腿ヘルニアの診断と治療について-女性の鼠径部ヘルニア症例の分析結果より」 
 太田　智之 亀田総合病院　外科 

 PD-14-6 「当科における大腿ヘルニアに対する診断と治療の検討」 
 柳沼　行宏 順天堂大学　下部消化管外科 

   

 

  パネルディスカッション 15  「閉鎖孔ヘルニアの治療戦略 1」  

 5月 10日（金）　15 : 40～17 : 20 第 3会場 

 司会 : 重光　祐司 医療法人 慈善会 膳所病院 

　　　 川中　博文 福岡市民病院　外科 

 PD-15-1 「当院における閉鎖孔ヘルニア症例の検討」 
 鈴木　伸康 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院　外科 
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 PD-15-2 「閉鎖孔ヘルニア　診断に関する問題点」 
 長浜　雄志 東京都保健医療公社豊島病院　外科 

 PD-15-3 「閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対する新しい治療戦略 : 徒手整復と鼡径法での待機手術（続報）」 
 田中　直樹 東北大学病院　胃腸外科 　奥州市総合水沢病院　外科

 PD-15-4 「当院における閉鎖孔ヘルニア嵌頓用手還納の検討」 
 伊佐治孝洋 名古屋第二赤十字病院　一般消化器外科 

 PD-15-5 「超音波ガイド下非観血的整復術による閉鎖孔ヘルニアの治療戦略」 
 三上　和久 石川勤労者医療協会 城北病院　外科 

 PD-15-6 「当院における閉鎖孔ヘルニア手術例の検討と術式定型化へ向けての取り組み」 
 佐治　　攻 聖マリアンナ医科大学　消化器一般外科 

 PD-15-7 「閉鎖孔ヘルニア 19例の検討」 
 長谷川繁生 公立置賜総合病院　外科 

 PD-15-8 「Transabdominal preperitoneal repair （TAPP）法による閉鎖孔ヘルニアの修復と成績」 
 横山　隆秀 信州大学医学部　消化器外科 

 PD-15-9 「当院における閉鎖孔ヘルニアに対するアプローチ」 
 松尾　英生 筑後市立病院　外科 

   

 

ワークショップ  

ワークショップ 1  「ハイブリット手術 : 腹腔鏡併用前方切開術の効用 2」  

 5月 10日（金）　14 : 40～15 : 40 第 3会場 

 司会 : 内藤　　稔 岡山医療センター　外科 

　　　 佐々木賢一 市立室蘭総合病院　外科 

 WS-1-1 「当院での再発ヘルニアに対する腹腔鏡併用前方切開術の検討」 
 佐藤浩一郎 国立病院機構滋賀病院　外科　滋賀医科大学　総合外科学講座 

 WS-1-2 「両側鼠径ヘルニア再発が疑われハイブリット手術が診断治療に有用であった脳性麻痺症例」 
 福島　慶久 帝京大学医学部附属病院　外科 

 WS-1-3 「大腿ヘルニア嵌頓に対する腹腔鏡補助下大腿法による修復術の検討」 
 小久保健太郎 岐阜赤十字病院　外科 

 WS-1-4 「腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略とハイブリッド手術の効用」 
 宋　　圭男 日本大学医学部　消化器外科 

 WS-1-5 「腹腔内観察を併用した hybrid単孔式 TEPの有用性」 
 漆原　　貴 県立広島病院　消化器乳腺移植外科 
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     ワークショップ 2  「再発ヘルニアに対する手術 3」  

 5月 11日（土）　14 : 15～15 : 15 第 1会場 

 司会 : 伊藤　　契 NTT東日本関東病院　外科 

　　　 川原田　陽 KKR斗南病院　外科 

 WS-2-1 「EHSガイドラインに準じた再発ヘルニアに対する治療戦略」 
 和田　則仁 慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科 

 WS-2-2 「3度修復した鼠径ヘルニアのメッシュによる癒着性腸閉塞の 1例」 
 岡田晋一郎 横須賀市立うわまち病院　外科 

 WS-2-3 「小児再発鼠径ヘルニアの検討」 
 山根　裕介 佐世保市立総合病院　外科 

 WS-2-4 「再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下再発鼠径ヘルニア根治術の導入」 
 高川　　亮 横須賀共済病院　外科 

 WS-2-5 「再発鼠径ヘルニアに対する経腹的腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（以下 TAPP）」 
 西山　　徹 笛吹中央病院　外科 

 

  

 

  ワークショップ 3  「閉鎖孔ヘルニアの治療戦略 2」  

 5月 11日（土）　10 : 00～11 : 20 第 3会場 

 司会 : 長谷川　洋 名古屋第二赤十字病院 

 　　　和田　寛也 済生会くれたけ荘 

 WS-3-1 「閉鎖孔ヘルニアに対し鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手術を応用して手術を行った 2例」 
 冨田　雅史 岸和田徳洲会病院　外科 

 WS-3-2 「閉鎖孔ヘルニアの 11例」 
 畑　　太悟 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　外科 

 WS-3-3 「当院における閉鎖孔ヘルニア嵌頓症例の検討」 
 中西　香企 小牧市民病院　外科 

 WS-3-4 「当院における閉鎖孔ヘルニア 13例の検討」 
 野村美緒子 古賀総合病院　外科 

 WS-3-5 「当院における閉鎖孔ヘルニアへの対応」 
 熊田　博之 山形市立病院済生館　外科 

 WS-3-6 「当院における閉鎖孔ヘルニアの現状と治療戦略」 
 山田　　誠 岐阜市民病院　外科 
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WS-3-7 「当院における閉鎖孔ヘルニアの検討」 
 吉岡　慎一 兵庫県立西宮病院　外科 

 WS-3-8 「閉鎖孔ヘルニア嵌頓症例に対する腹腔鏡下手術を用いた治療法の検討」 
 早川　俊輔 刈谷豊田総合病院　外科 

 WS-3-9 「当科における閉鎖孔ヘルニアに対する治療戦略」 
 中田　亮輔 日本医科大学武蔵小杉病院　消化器病センター 

   

 

  ワークショップ 4  「腹壁瘢痕ヘルニアの治療戦略 2」  

 5月 11日（土）　14 : 15～15 : 15 第 3会場 

 司会 : 小山　　勇 埼玉医科大学国際医療センター　院長 

 　　　内藤　　剛 東北大学大学院　消化器外科学 

 WS-4-1 「当科における腹壁瘢痕ヘルニアの治療戦略」 
 星野　明弘 日産厚生会玉川病院　外科・ヘルニアセンター 

 WS-4-2 「腹壁ヘルニアに対する腹腔鏡手術を中心とした治療戦略」 
 井谷　史嗣 福山市民病院　外科 

 WS-4-3 「腹腔鏡下傍ストーマヘルニア修復術を施行した 3例」 
 中田　　健 市立堺病院　外科 

 WS-4-4 「腹壁ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の有用性」 
 内藤　　剛 東北大学大学院　消化器外科学 

 WS-4-5 「メッシュを使用した腹壁瘢痕ヘルニア手術症例の検討」 
 蛭川　浩史 立川綜合病院　外科 

 WS-4-6 「前方アプローチでの腹壁瘢痕ヘルニア手術を容易にする Flexible tackの使用経験」 
 柿添　三郎 医理会 柿添病院　外科 

 WS-4-7 「Ponsky-Lin法を応用した腹壁瘢痕ヘルニア修復術」 
 篠崎　幸司 神戸掖済会病院　外科 

   

 

  ワークショップ 5  「ヘルニア手術における麻酔法の選択と将来」  

 5月 11日（土）　10 : 00～11 : 30 第 4会場 

 司会 : 中村　隆司 東北厚生年金病院　外科　副院長 

 　　　仁田原慶一 福岡大学病院　麻酔科 

 WS-5-1 「ハイリスク症例に対するレミフェンタニル併用下膨潤麻酔法による鼠径ヘルニア根治術」 
 高川　　亮 横須賀共済病院　外科 
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 WS-5-2 「0.5%キシロカインでの局所麻酔による鼡径ヘルニア根治術」 
 川勝　章司 大垣市民病院　外科 

 WS-5-3 「当院での鼠径ヘルニア手術の麻酔法」 
 森　　和弘 もりクリニック　外科 

 WS-5-4 「硬膜外麻酔利用の実際と有用性」 
 枝元　良広 国立国際医療研究センター病院　外科 

 WS-5-5 「鼠径ヘルニア手術　その麻酔法と選択、今後」 
 伊藤　　契 NTT東日本 関東病院　外科 

   

 

  ワークショップ 6  「腹腔鏡下ヘルニア手術-単孔 vs 細径化-2」  

 5月 11日（土）　9 : 00～10 : 00 第 5会場 

 司会 : 田中　淳一 昭和大学藤が丘病院　消化器外科・一般外科 

　　　 金田　悟郎 国立病院機構相模原病院　外科　副院長 

 WS-6-1 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の細径化の試み」 
 浦上　　淳 川崎医科大学　総合外科 

 WS-6-2 「鼠径ヘルニアに対する TANKOと needleの融合」 
 外山栄一郎 国立病院機構熊本再春荘病院　外科 

 WS-6-3 「当院における細径鉗子を用いた TAPPの導入」 
 藤井　秀則 福井赤十字病院　外科 

 WS-6-4 「当科における単孔式 TAPPの変遷」 
 千原　直人 日本医科大学武蔵小杉病院　消化器病センター 

 WS-6-5 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の手術成績-単孔式 TAPPと 3ポート TAPPを比較して」 
 宮川　雄輔 昭和伊南総合病院　外科 

 WS-6-6 「単孔式腹腔鏡下ヘルニア修復術（S-TAPP）の術式の工夫と従来法（C-TAPP）との成績比較」 
 林　　　賢 長野市民病院　外科 

 WS-6-7 「MiniLapを用いた腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（mTEPP）-RPS-mTEPP」 
 一瀬　真澄 誠光会 草津総合病院　一般・消化器外科 
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     ワークショップ 7  「メッシュレス手術（従来法）の現状と今後」  

 5月 11日（土）　10 : 00～11 : 20 第 5会場 

 司会 : 山本　剛史 朝日大学歯学部附属村上記念病院 

　　　 宮崎　恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック 

 WS-7-1 「若年女性の外鼠径ヘルニアに対する Tension-free 法 vs Marcy法」 
 吉田　雅一 盛岡赤十字病院　外科 

 WS-7-2 「当科の個別化治療におけるMarcy法の成績と今後の展望」 
 星野　明弘 日産厚生会玉川病院　外科・ヘルニアセンター 

 WS-7-3 「当院での従来法ヘルニア手術の現状」 
 大竹　令子 滋賀医科大学　外科学講座 

 WS-7-4 「Marcy法の現状と今後」 
 沢辺　保範 綾部市立病院　外科 

   

 

Meet the Expert   ポストグラデュエートコース

  Meet the Expert   1「そけいヘルニア手術─匠の技─」  

 5月 10日（金）　13 : 10～14 : 20 第 6会場 

司会 :  小西　敏郎 東京医療保険大学医療栄養学科 

　　　 稲葉　　毅 帝京大学医学部附属病院　外科 

 ME-1-1 「鼠径ヘルニア手術─匠の技─」 
 宮崎　恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック 

 ME-1-2 「Millikan法による鼠径ヘルニア根治術」 
 蛭川　浩史 立川綜合病院　外科　 

 ME-1-3 「鼠径へルニア手術・・そんなに剥がさずに・・・」 
執行　友成  東京ヘルニアセンター　執行クリニック 

 ME-1-4 「膨潤局所麻酔法での手術操作のコツ」 
 伊藤　　契 NTT東日本関東病院　外科 

共催 : ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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Meet the Expert   2「ヘルニアだよ！　研修医集合」  

 5月 10日（金）　15 : 00～16 : 00 第 6会場 

 司会 : 吉田　和彦 東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター 

 　　　 徳村　弘実 東北労災病院　外科

 ME-2-1     蜂須賀丈博　　　市立四日市病院　外科 

 ME-2-2     渡部　和巨　　　湘南鎌倉総合病院　外科 

 ME-2-3     川村　英伸　　　盛岡赤十字病院　外科 

   

 

      Meet the Expert 3  「腹腔鏡下ヘルニア手術─匠の技─」  

 5月 10日（金）　16 : 40～17 : 50 第 6会場 

司会 :  加納　宣康 亀田総合病院　外科 

 　　　内藤　　稔 岡山医療センター　外科 

 ME-3-1 「TAPPにおける腹膜切開・腹膜前剥離操作の変遷」 
 植野　　望 社会医療法人愛仁会　高槻病院　消化器一般外科 

 ME-3-2 「究極の低侵襲をめざした TEP」 
和田　則仁  慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科 

 ME-3-3 「腹膜外腔アプローチによる吊り上げ腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術」 
 吉田　　正 地方独立行政法人筑後市立病院　外科 

 ME-3-4 「腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術のポイント」 
 小村　伸朗 東京慈恵会医科大学外科学講座　消化管外科

 共催 : 第一三共株式会社 

   

 

口演

  「TAPP集計  」  

 5月 10日（金）　8 : 30～9 : 30 第 6会場 

 座長 : 田上　和夫 上野外科胃腸科病院　院長 

 　　　和田　英俊 浜松医科大学　第一外科 

 O-1 「当院消化器センターにおける鼠径ヘルニア修復術の経験」 
 里舘　　均 昭和大学横浜市北部病院　消化器センター 

 O-2 「当院における腹腔鏡下鼡径ヘルニア根治術（TAPP）; 導入後の成績」 
 進　　誠也 社会福祉法人 十善会病院　外科 
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 O-3 「当科で施行した腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の手術成績」 
 松村　　勝 新潟労災病院　外科 

 O-4 「当科における腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復（TAPP）症例の検討」 
 福田　健治 山陰労災病院　外科 

 O-5 「地域がん診療連携拠点病院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（TAPP）の導入と今後の課題」 
 松本　　潤 東京都立多摩総合医療センター　外科 

 O-6 「同側併存型ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の有用性」 
 本山　博章 信州大学　消化器外科 

O-7 「初心者にやさしい 3ポート+細径鉗子による腹腔鏡下経腹的腹膜前鼠径ヘルニア修復術」
 北川美智子 亀田総合病院　外科 

   

 

    「TAPP症例・他」  

 5月 10日（金）　9 : 30～10 : 20 第 6会場 

 座長 : 飯田　　敦 福井大学医学部附属病院　第一外科 

 　　　宮川　雄輔 信州大学　外科学（1） 

 O-8 「腹膜透析中に鼠径ヘルニアを再発し TAPPにて治療し得た一例」 
 清水　貴夫 日本医科大学武蔵小杉病院　消化器病センター 

 O-9 「腹腔鏡下で修復した左鼠径ヘルニア再発の 1例」 
 新庄　幸子 市立藤井寺市民病院　外科 

 O-10 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術を施行した外膀胱上窩ヘルニアの 1例」 
 田中　　穣 済生会松阪総合病院　外科 

 O-11 「右膀胱ヘルニアを合併した両側鼠径ヘルニアに対して TAPP法を施行した 1例」 
 渋谷亜矢子 北九州市立八幡病院　外科 

 O-12 「腹腔鏡下結腸切除術と同時に施行した腹腔鏡下ヘルニア根治術の経験」 
 大谷　　裕 松江市立病院　腫瘍化学療法・一般外科 

 O-13 「前立腺手術後の鼠径ヘルニアに対する単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術の検討」 
 齊藤　卓也 大阪府済生会泉尾病院　外科 
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    「横隔膜ヘルニア」  

 5月 10日（金）　10 : 20～11 : 00 第 6会場 

 座長 : 宗像　康博 長野市民病院 

　　　 吉田　　正 地方独立行政法人筑後市立病院 

 O-14 「医原性横隔膜ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術を施行した 1例」 
 渡邊　貴洋 浜松医科大学　第 1外科 

 O-15 「Morgagni孔ヘルニアを腹腔鏡下にて修復した 1例」 
 植田　吉宣 大月市立中央病院　外科 

 O-16 「S状結腸癌と同時手術を行った成人 Bochdalek孔ヘルニアの一例」 
 高野　祥直 総合南東北病院　外科 

 O-17 「緊急腹腔鏡下手術で修復した外傷性横隔膜破裂の 1例」 
 加藤　健宏 静岡済生会総合病院　外科 

   

 

    「前方アプローチ①」  

 5月 10日（金）　9 : 10～9 : 50 第 7会場 

 座長 : 宋　　圭男 日本大学医学部　消化器外科 

 　　　森　　和弘 もりクリニック 

 O-18 「当院での成人鼠径ヘルニア手術 : Direct Kugel法、Ultrapro Hernia System法の比較検討」 
 豊田　　翔 生長会 ベルランド総合病院　医療診療部 外科 

 O-19 「当科における鼠径ヘルニアに対する手術治療成績」 
 庄野　嘉治 独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター　外科 

 O-20 「成人鼡径ヘルニアに対する polysoft patchの使用経験」 
 今川　敦夫 ベルランド総合病院　外科 

 O-21 「当院における鼠径ヘルニア手術の成績と今後の課題」 
 浅岡　忠史 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター　外科 

 O-22 「ヘルニア分類集計を楽々！確実に」 
 野口　慶三 医療法人社団 涼友会  執行クリニック 東京ヘルニアセンター　診療放射線技師・医療情報技師 
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    「前方アプローチ②」  

 5月 10日（金）　9 : 50～10 : 30 第 7会場 

 座長 : 津村　裕昭 広島市立舟入病院　外科 

　　　 西山　　徹 笛吹中央病院　外科 

 O-23 「当院における polysoft meshを用いた鼠径ヘルニア手術の経験」 
 外舘　幸敏 （財）脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院　外科 

 O-24 「前方アプローチによる腹膜前修復法における Polysoft patch 挿入のコツ」 
 三原　史規 国立国際医療研究センター　外科 

 O-25 「HIV感染者における鼠径ヘルニア手術と成績」 
 原田百合奈 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター　外科 

 O-26 「抗凝固・抗血小板薬内服症例に対する鼠径ヘルニア手術の成績」 
 田口裕紀子 国立病院機構 大阪医療センター　外科 

 O-27 「鼠径ヘルニア手術におけるアジスロマイシン経口投与の術後感染予防に対する有用性」 
 石井　将光 川崎市立多摩病院　消化器・一般外科 

   

 

    「鼠径ヘルニア合併症①」  

 5月 10日（金）　8 : 30～9 : 10 第 7会場 

 座長 : 村井　隆三 村井おなかクリニック 

　　　  西村　元一 金沢赤十字病院

 O-28 「鼠径ヘルニア修復術における術後出血について」 
 津村　裕昭 広島市立舟入病院　外科 

 O-29 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術後、後出血による血腫形成後の経過観察例」 
 青木　茂弘 入間川病院　外科 

 O-30 「穿刺排液を反復したのち摘出術を施行した鼠径ヘルニア術後難治性漿液腫の 1例」 
 野中　雅彦 松愛会松田病院　大腸肛門外科 

 O-31 「鼠径ヘルニア再発様の所見を呈した術後漿液腫の 1例」 
 尾本　秀之 深谷赤十字病院　外科 

 O-32 「巨大鼠径ヘルニア根治術術後に再発が疑われ腹腔鏡下試験開腹術にて診断した 1例」 
 濱口　哲也 桑名西医療センター　外科 
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        「鼠径ヘルニア合併症②」  

 5月 10日（金）　10 : 30～11 : 20 第 7会場 

 座長 : 山道　啓吾 大阪府済生会泉尾病院　外科 

 　　　古田　一徳 ふるたクリニック 

 O-33 「鼠径ヘルニアにおける UHSによるヘルニア修復術の術後慢性疼痛の検討」 
 吉川　幸宏 大阪労災病院　外科 

 O-34 「鼠径ヘルニア修復術後の慢性疼痛に対して外科的処置を施行した 1例」 
 大竹宗太郎 国立病院機構 東京医療センター　外科 

 O-35 「再手術を要した鼠径ヘルニア術後慢性疼痛の 1例」 
 長谷川和住 東北大学　移植・再建・内視鏡外科 

 O-36 「メッシュ摘出を要した膿瘍形成を伴う成人鼠径ヘルニア遅発性感染の 1例」 
 伊藤　　誉 済生会宇都宮病院　外科 

 O-37 「鼡径ヘルニア術後 12年目に発症した遅発性メッシュ感染の 1例」 
 吉富　誠二 岡山赤十字病院　外科 

 O-38 「V-Locに起因する術後絞扼性イレウスの一例」 
 村上　仁志 藤沢湘南台病院　外科 

   

 

    「再発①」  

 5月 10日（金）　14 : 30～15 : 20 第 7会場 

 座長 : 畠山　　元  盛岡赤十字病院　小児外科
 　　　久保田啓介 国際医療福祉大学三田病院 

 O-39 「審査腹腔鏡検査が有用であった再発鼠径部ヘルニア症例の検討」 
 藤井　　圭 国東市民病院　外科 

 O-40 「再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡併用前方アプローチの有用性について」 
 太田　　篤 菊名記念病院　外科 

 O-41 「Tension free repair後の鼠径ヘルニア再発に腹腔鏡下手術（TAPP）を施行した症例の検討」 
 水野　　均 りんくう総合医療センター　外科 

 O-42 「腹腔鏡下ヘルニア根治術後再発の検討」 
 岡野　健介 弘前大学医学部附属病院　小児外科 

 O-43 「再発症例に学ぶ腹膜外腔アプローチにおける注意点」 
 林　　伸泰 阪南中央病院　外科 

 O-44 「再発鼠径ヘルニア症例の検討」 
 又吉　信貴 東北労災病院　外科 
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        「腹壁ヘルニア手術工夫」  

 5月 11日（土）　15 : 15～16 : 15 第 7会場 

 座長 :  三澤　健之 東京慈恵会医科大学　外科  

　　　 北村　雅也 北村ファミリークリニック 

 O-45 「腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術における optical view法による first trocar挿入の試み」 
 安山　陽信 大阪労災病院　外科 

 O-46 「腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術における鮒田式胃壁固定具を用いたメッシュ固定の経験」 
 田辺　　寛 鹿児島大学大学院　消化器・乳腺甲状腺外科学 

 O-47 「Components Separationに腹直筋前鞘翻転を加えて修復した腹壁瘢痕ヘルニアの 1例」 
 島田　長人 東邦大学医療センター大森病院　総合診療・急病センター 

 O-48 「Components Separation法術後再発を腹直筋前鞘翻転法で修復した腹壁瘢痕ヘルニアの 1例」 
 本田　善子 東邦大学医療センター大森病院　総合診療外科 

 O-49 「Components separation法により修復した腹壁瘢痕ヘルニアの 2例」 
 三輪　史郎 岡谷市民病院　外科 

 O-50 「パリテックスプログリップを用いて修復した腹壁ヘルニアの 2例」 
 佐々木茂真 川口市立医療センター　外科 

 O-51 「腎移植後に発症した腹壁瘢痕ヘルニアの一例」 
 竹山　照明 東邦大学医療センター大森病院　総合診療・急病センター 

O-52 「Repair of Traumatic Lumbar Hernias」
Min  Chung Department of Surgery, Gilhospital, Gachon University, Incheon, Korea

   

 

    「傍ストーマヘルニア」  

 5月 10日（金）　8 : 30～9 : 30 第 8会場 

 座長 : 加藤　恭郎 八尾徳洲会総合病院　外科 

　　　  内藤　　剛 東北大学大学院　消化器外科学

 O-53 「傍ストマヘルニア発症における危険因子の検討」 
 鈴木　紳祐 横浜市立大学 消化器・腫瘍外科学　消化器外科 

 O-54 「PCOメッシュを用いて腹壁瘢痕ヘルニアと傍ストーマヘルニアの同時修復術を施行した 1例」 
 阿南　　匡 東京慈恵会医科大学外科学講座　消化管外科 

 O-55 「Lap-Sugarbaker法にて傍ストーマヘルニア修復術を施行した一例」 
 渡辺　　徹 富山県立中央病院　外科 

 O-56 「傍ストマヘルニアに対し、Sugarbaker techniqueを用いて修復した 1例」 
 岩堀　浩也 国際医療福祉大学三田病院　外科・消化器センター 
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 O-57 「直腸切断術後の会陰ヘルニア、 傍ストマヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を行った 1例」 
 平賀　　俊 耳原総合病院　外科 

 O-58 「腹腔鏡下サンドウィッチ法にて治療した傍ストマヘルニアの 1例」 
 藤本　明久 一祐会藤本病院　外科 

 O-59 「傍ストーマヘルニアに対する腹腔鏡下手術の有用性」 
 河合　俊輔 佐久総合病院　外科 

   

     「子宮内膜症・NUCK管」  

 5月 10日（金）　9 : 30～10 : 30 第 8会場 

 座長 : 酒井　憲見 敬仁会友愛病院 

 　　　沢辺　保範 綾部市立病院 

 O-60 「子宮内膜症を伴った成人Nuck管水腫症の 1例」 
 村上　英嗣 久留米大学医療センター　外科 

 O-61 「鼠径部異所性子宮内膜症の 1例」 
 森田　洋平 筑波メディカルセンター病院　消化器外科 

 O-62 「子宮内膜症を疑った女性の鼠径部有痛性腫瘤の 4例」 
 岩城久留美 KKR札幌医療センター 斗南病院　外科 

 O-63 「当院における鼡径部子宮内膜症 5例の検討」 
 渡邊　将広 名古屋第二赤十字病院　一般外科 

 O-64 「当院で鼠径ヘルニア嚢内に子宮内膜症を認めた 6例」 
 葛岡健太郎 寺田病院　外科 

 O-65 「当院における成人Nuck管水腫 7例の検討」 
 岡村　　悟 大宮中央総合病院　外科 

 O-66 「異所性子宮内膜症を合併したヌック管水腫と鼠径ヘルニアの検討」 
 加藤　俊治 聖路加国際病院　消化器・一般外科 

   

 

    「食道裂孔ヘルニア」  

 5月 10日（金）　10 : 30～11 : 10 第 8会場 

 座長 :  土岐　　彰 昭和大学医学部　小児外科
 　　　関　　洋介 四谷メディカルキューブ　きずの小さな手術センター 

 O-67 「メッシュを用いた巨大食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下手術」 
 萩原　信敏 日本医科大学　外科 
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 O-68 「Upside down stomachを呈した巨大食道裂孔ヘルニアの 1例」 
 佐野　允哉 川崎協同病院　外科 

 O-69 「胸部圧迫症状を有する巨大食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下手術が有効であった 1例」 
 中村　隆司 東北厚生年金病院　消化器センター外科 

 O-70 「嘔吐を主訴とした胃軸捻転患者に対し腹腔鏡下噴門形成術を施行した 1例」 
 増田　隆洋 東京慈恵会医科大学　消化管外科 

   

 

    「内ヘルニア」  

 5月 10日（金）　14 : 30～15 : 10 第 8会場 

 座長 : 林　　　賢 長野市民病院　外科  

 　　　長浜　雄志 東京都保健医療公社 豊島病院　外科 

 O-71 「当院における大網裂孔ヘルニア 6例の検討」 
 阿左見亜矢佳 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　外科 

 O-72 「大網裂孔ヘルニアによる腸閉塞で緊急手術を要した一例」 
 谷田部沙織 東京慈恵会医科大学付属柏病院　外科 

 O-73 「異常裂孔ヘルニアの 3例」 
 溝口　順子 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　外科 

 O-74 「術前診断から腹腔鏡下で整復しえたWinslow孔ヘルニアの 1例」 
 塩崎　弘憲 聖路加国際病院　消化器センター 消化器・一般外科 

 O-75 「内ヘルニアによる絞扼性イレウスをきたした 2か月女児例」 
 久保田良浩 滋賀医科大学　外科学講座 

   

 

    「閉鎖孔ヘルニア」  

 5月 10日（金）　15 : 10～15 : 40 第 8会場 

 座長 : 坂本　嗣郎 東大宮総合病院 

 　　　一瀬　真澄 社会医療法人誠光会草津総合病院 

 O-76 「手術で寛解した膀胱が陥入した閉鎖孔ヘルニアの 1例」 
 岡田　章佑 国際医療福祉大学三田病院　外科消化器センター 

 O-77 「Kugel Patchを用いた閉鎖孔ヘルニア修復術」 
 白石　廣照 あそか病院　外科 

 O-78 「閉鎖孔ヘルニアと鑑別困難であった閉鎖神経原発後腹膜神経鞘腫の 1例」 
 二萬　英斗 岡山赤十字病院　外科 
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      「腹壁ヘルニア」  

 5月 10日（金）　15 : 40～16 : 20 第 8会場 

 座長 : 長江　逸郎 東京医科大学　外科学第 3講座 

 O-79 「成人臍ヘルニア症例の検討」 
 中川　国利 仙台赤十字病院　外科 

 O-80 「白線ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した 2例」 
 西原　佑一 国立病院機構東京医療センター　外科 

 O-81 「Spigel ヘルニアの 1例」 
 平岡　邦彦 神戸掖済会病院　外科 

 O-82 「異なるアプローチにて修復した肋間ヘルニアの 2手術症例」 
 藤原　一郎 行岡病院　外科 

        「ヘルニア診断」  

 5月 10日（金）　16 : 20～17 : 00 第 8会場 

 座長 : 松谷　　毅 日本医科大学付属病院　消化器外科 

 O-83 「内鼡径輪での高位結紮の際、注意が必要な特殊な外鼠径ヘルニアの検討」 
 中村　謙一 刈谷豊田総合病院　外科 

 O-84 「先天性および後天性ヘルニアの併存と考えられた外鼠径ヘルニア I–2の 1例」 
 関戸　悠紀 聖路加国際病院　消化器・一般外科 

 O-85 「不顕性ヘルニア診断後 1年 8ヶ月で発症した両側鼠径ヘルニアの 1例」 
 保　　清和 鹿児島県立大島病院　外科 

 O-86 「鼠径部ヘルニアを疑い腹腔鏡を行ったが、腹膜陥凹を認めなかった症例の検討」 
 加藤　恭郎 八尾徳洲会総合病院　外科 

   

 

    「腹壁ヘルニア・メッシュ除去」  

 5月 11日（土）　8 : 30～9 : 30 第 7会場 

 座長 : 江口　　徹 原三信病院 

　　　 小杉　千弘 帝京大学ちば総合医療センター　外科 

 O-87 「Composix Meshによる腹腔鏡下瘢痕ヘルニア修復術後に横行結腸皮膚瘻を併発した 1例」 
 武者　信行 済生会新潟第二病院　外科 

 O-88 「腹壁瘢痕ヘルニア術後のメッシュ感染により腸瘻を来した 2例」 
 小田切範晃 相澤病院　外科 
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 O-89 「コンポジックスメッシュ感染により、広範囲に小腸切除を要した腹壁瘢痕ヘルニアの 1例」 
 川崎　誠康 ベルランド総合病院　外科 

 O-90 「遅発性メッシュ感染を生じた腹壁瘢痕ヘルニアの一例」 
 添田　暢俊 福島県立医科大学付属会津医療センター　外科 

 O-91 「メッシュ使用による壊疽性膿皮症を合併した 1例」 
 入江　彰一 社会福祉法人 三井記念病院　消化器外科 

 O-92 「メッシュ感染を繰り返し、Components separation法を行った腹壁瘢痕ヘルニアの一例」 
 山本　祐二 つくばセントラル病院　外科 

 O-93 「亀背・癒着による難治性イレウスに対し、メッシュ除去・腹壁形成にて軽快し得た 1例」 
 瀬尾　信吾 広島市立安佐市民病院　外科 

 

       「ヘルニア嵌頓」  

 5月 11日（土）　9 : 30～10 : 30 第 7会場 

 座長 : 山本　　裕 山本醫院 

　　　  松原　猛人 昭和大学藤が丘病院　一般・消化器外科

 O-94 「腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）を施行した嵌頓外鼡径ヘルニアに対する検討」 
 牛込　　創 刈谷豊田総合病院　外科 

 O-95 「術中嵌頓解除に難渋した Amyand’s herniaの一例」 
 高木　良介 石心会 川崎幸病院　消化器病センター外科 

 O-96 「捻転した腹膜垂を内容とした鼠径ヘルニア嵌頓の一例」 
 城田　　誠 札幌徳洲会病院　外科 

 O-97 「両側巨大鼠径ヘルニア嵌頓整復後に待機的に Ultrapro Hernia System法で治療しえた 1例」 
 松浦　正徒 西神戸医療センター　外科・消化器外科 

 O-98 「癒着により一塊となった小腸が脱出した鼡径ヘルニアの一例」 
 橋本　昌憲 横浜南共済病院　外科 

 O-99 「開腹術後のドレーン抜去部に生じた腹壁ヘルニアの一例」 
 林　　茂也 横浜南共済病院　外科 

 O-100 「当科における鼠径部ヘルニア嵌頓症例の検討」 
 青木　　順 順天堂大学　下部消化管外科 
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    「大腿ヘルニア」  

 5月 11日（土）　10 : 30～11 : 30 第 7会場 

 座長 : 矢永　勝彦 東京慈恵会医科大学　外科 

　　　  田原　英樹 出雲徳州会病院

 O-101 「当科における大腿ヘルニア 61症例の検討」 
 諸角　謙人 NTT東日本関東病院　外科 

 O-102 「当院における大腿ヘルニア修復術の検討」 
 福島健太郎 信州大学　消化器外科 

 O-103 「CT検査にて術前診断し得た de Garengeot herniaの一切除例」 
 水野　智哉 富士宮市立病院　外科 

 O-104 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）にて治療した De Garengeotヘルニアの 1例」 
 藤本　明久 一祐会藤本病院　外科 

 O-105 「虫垂嵌頓を伴う大腿ヘルニアの 2例」 
 河本　洋伸 岡山済生会総合病院　外科 

 O-106 「同側の内、外鼠径ヘルニアと、大腿ヘルニアを同時合併した 1例」 
 柳　　舜仁 東京慈恵会医科大学附属柏病院　外科 

 O-107 「Nuck管水腫との鑑別に難渋した大腿ヘルニアに合併した simple mesothelial cystの 1例」 
 宇野　能子 東京慈恵会医科大学外科学講座　消化管外科 

   

 

    「腹壁ヘルニア集計」  

 5月 11日（土）　14 : 15～15 : 15 第 7会場 

 座長 : 大坪　毅人 聖マリアンナ医科大学　消化器・一般外科 

 　　　中林　幸夫 川口市立医療センター　外科 

 O-108 「当院における腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術」 
 西川　正博 浅香山病院　外科 

 O-109 「当院における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の成績」 
 黒田　宏昭 北九州総合病院　外科 

 O-110 「当科における腹壁瘢痕ヘルニアの治療現況および注意すべきピットフォール」 
 中山　幹大 石心会 川崎幸病院　消化器病センター外科 

 O-111 「腹壁ヘルニアに対する腹腔鏡下根治術の有用性」 
 原田　　浩 済生会横浜市南部病院　外科 

 O-112 「腹壁瘢痕ヘルニアに対する ParietexTM Composite Meshの使用経験」 
 水越　幸輔 順天堂大学　下部消化管外科 
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 O-113 「当院における腹壁瘢痕ヘルニア根治術の現況」 
 久恒　靖人 聖マリアンナ医科大学病院　消化器・一般外科 

 O-114 「Overlapping fascia with onlay mesh法前後の腹直筋性状変化につての検討」 
 長谷部行健 大船中央病院　消化器外科 

   

     「再発②」  

 5月 10日（金）　15 : 20～16 : 20 第 7会場 

 座長 : 来見　良誠 滋賀医科大学　総合外科学講座 

 　　　栗栖　佳宏 マツダ病院 

 O-115 「当院における再発鼡径ヘルニア症例の検討」 
 高橋　有和 朝日大学歯学部附属 村上記念病院　外科 

 O-116 「当院のおける再発ヘルニアの検討」 
 岡田　一郎 関東労災病院　外科 

 O-117 「両側頻回再発性鼠径ヘルニアへの TEP法に術前 CT診断が有効であった 1例」 
 玉木　雅子 朝霞台中央総合病院　外科 

 O-118 「当科における成人再発性鼠径ヘルニア手術症例の検討」 
 吉田　周平 厚生連高岡病院　外科 

 O-119 「ダイレクトクーゲル法による両側鼠径ヘルニア修復時の注意点─再発例の経験から―」 
 竹内　俊介 佐々総合病院　外科 

 O-120 「滋賀ヘルニア研究会における再発鼠径ヘルニアに対する手術症例の検討」 
 森　　　毅 滋賀医科大学　外科学講座 

 O-121 「腹腔鏡下精索静脈瘤結紮術後に発生した外鼡径ヘルニアの一例」 
 関根　速子 東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科 

   

 

    「ヘルニア周辺」  

 5月 11日（土）　8 : 30～9 : 30 第 8会場 

 座長 : 八木橋信夫 つがる西北五広域連合　西北中央病院　外科 

　　　 川崎　篤史 社会保険横浜中央病院　外科 

 O-122 「内鼠径輪外側の腹膜前腔での鼠径ヘルニア偽還納の 1例」 
 丸山　博行 自治医科大学　消化器・一般外科 

 O-123 「鼠径ヘルニア偽還納の 1例」 
 平沼知加志 公立能登総合病院　外科 
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 O-124 「鼡径ヘルニア偽還納の 1例」 
 河岡　　徹 宇部興産中央病院　外科 

 O-125 「後腹膜脂肪腫をヘルニア内容とする sacless fatty herniaの 1例」 
 荒居　琢磨 岡谷市民病院　外科 

 O-126 「ヘルニア嚢内に移動精巣を認めた一例」 
 堀川　昌宏 帝京大学医学部附属病院　外科 

 O-127 「術前診断に反省をさせられた非還納性鼠径ヘルニアと精巣腫瘍の合併症例」 
 熊田　宜真 帝京大学　外科 

 O-128 「腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP）により鼠径部の疼痛が改善した 2治験例」 
 石多　猛志 東京女子医科大学 八千代医療センター　消化器外科 

        「腹腔鏡下腹壁ヘルニア手術」  

 5月 11日（土）　9 : 30～10 : 30 第 8会場 

 座長 : 篠崎　幸司 神戸掖済会病院　外科 

 　　　川原田　陽 KKR札幌医療センター斗南病院 

 O-129 「ポートサイト腹壁瘢痕ヘルニアに対し、腹腔鏡下ヘルニア修復術を行った一例」 
 大久保啓史 鹿児島大学腫瘍制御学消化器外科学　外科一般 

 O-130 「左腸骨移植後の腰部腹壁瘢痕ヘルニアに対し腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した 1例」 
 羽生　　健 東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科 

 O-131 「腹壁瘢痕ヘルニアに対し腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術を施行した 1例」 
 齋藤　一幸 獨協医科大学越谷病院　外科 

 O-132 「単孔式術後の臍部腹壁瘢痕ヘルニアを腹腔鏡下にて修復した 1例」 
 山崎　満夫 近畿大学附属病院　消化器外科 

 O-133 「腹壁瘢痕ヘルニア（再々々発）に腹腔鏡下メッシュ修復術を施行した 1例」 
 中尾　　武 済生会中和病院　外科 

 O-134 「腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術に少しの工夫を加えることで良好な結果が得られた症例」 
 青木　茂弘 入間川病院　外科 

 O-135 「腹腔鏡が有用であった腹壁瘢痕ヘルニア再々発の一例」 
 戸田　桂介 姫路赤十字病院　外科 
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    「ヘルニア手術教育」  

 5月 11日（土）　10 : 30～11 : 20 第 8会場 

 座長 : 蛭川　浩史 立川綜合病院　外科 

 　　　横山　隆秀 信州大学医学部　消化器外科 

 O-136 「当院での腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）導入の実際」 
 四万村　司 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　一般消化器外科 

 O-137 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の啓蒙と普及─山陰ラパロヘルニアセミナーを開催して─」 
 豊田　暢彦 山陰労災病院　外科 

 O-138 「腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖術（LPEC）導入の工夫と初期成績」 
 中尾　照逸 医療法人宝生会 PL病院　外科 

 O-139 「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術技能 Scoring Systemを利用した若手外科医の技能向上戦略」 
 POUDEL SASEEM 余市協会病院　外科　北海道大学病院　消化器外科 II 

 O-140 「外科研修医による Kugel法でのヘルニア修復術」 
 高清水清治 市立秋田総合病院　外科 

 O-141 「後期研修医における鼠径ヘルニア手術の Learning Curveの検討」 
 上田　純志 日本医科大学　消化器・一般外科 

   

 

    「腹腔鏡下ヘルニア手術」  

 5月 11日（土）　14 : 15～14 : 55 第 8会場 

 座長 : 内田　一徳 井野口病院　外科部長 

 　　　高木　　剛 西陣病院　外科 

 O-142 「腹腔鏡下ヘルニア修復術（腹膜外到達法）─膨潤 TEP手術」 
 冨澤　勇貴 内丸病院　外科 

 O-143 「TAPPにおける腹腔鏡把持装置（ユニトラック）の有用性の検討」 
 鈴木　大聡 八尾徳洲会総合病院　外科 

 O-144 「II-1（直接、膀胱上）鼠径ヘルニア 8例の経験 : 鏡視下手術特に TEPの有用性について」 
 中村　隆司 東北厚生年金病院　消化器センター外科 

 O-145 「骨盤内腹膜外腔の概観─ TANKO-TEPの所見をもとに─」 
 朝蔭　直樹 柏厚生総合病院　外科 

 O-146 「腹腔内露出型の腹壁補強手術を行った鼠径ヘルニア 3例の経験」 
 倉内　宣明 市立函館病院　消化器病センター 消化器外科 
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